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法テラス札幌通信 Ｐａｇｅ１ 

第９回 関係機関連絡会議 報告 平成２６年１０月２９日（水） 
札幌市教育文化会館 

第１分科会 

 

「成年後見・財産管理について考える」 

第４分科会 

 

「精神保健支
援・処遇改善や
退院請求につ
いて」 

第３分科会 

 

「消費者被害・悪質商
法の現状や対応策」 

第２分科会 

 

「高齢者障がい
者虐待・支援者
の交流」 

全体会の様子 

 去る平成２６年１０月２９日（水）札幌市教育文
化会館において、『第９回 関係機関連絡会議』を
開催いたしました。 

１１２機関１８０名の関係機関の皆様に参加いた
だき、厚く御礼申し上げます。 

 

 本年も、昨年に引き続き「高齢者・障がい者へ
の法的支援」をメインテーマに連絡会議を進行
いたしました。 

 

全体会では、法テラス札幌副所長による基調講
演や、札幌弁護士会高齢者・障害者支援委員会
委員長末長 宏章弁護士より、委員会の活動に
ついてご報告いただきました。 

 

 全体会終了後は各分科会へ分かれていただき、
グループ協議を行いました。 

 

 分科会では、個別事案について、法テラス札幌
がどのように対応・処理しているのかなど、事例
を紹介させていただいた後、質疑応答、意見交
換を行いました。 

 

各分科会とも、法テラスと関係機関・団体との連
携のあり方や課題について活発な意見をいただ
き、大変有意義に第９回関係機関連絡会議を終
了いたしました。 

 

また、事前・事後アンケートにご協力いただいた
関係機関の皆様、誠にありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       平成26年10月29日 札幌市教育文化会館 

                                         【全回答数125件】 
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47件 

37% 

62件 

50% 

14件 

11% 

1件1% 1件1% 

１．DVD（こんな時、まずは法テラス）について 

大変理解できた 

理解できた 

普通 

分かりづらい 

とても分かりづらい 

無回答 

29件 

23% 

88件 

71% 

5件4% 3件2% 

 ２．個別事例紹介について 

大変有意義だった 

有意義だった 

少し不満だった 

不満 

無回答 

27件 

22% 

77件 

62% 

18件 

15% 

3件2% 

 ４．今回の会議で法テラスを理解できましたか 

大変理解できた 

理解できた 

普通 

分かりづらい 

とても分かりづらい 

無回答 

65件 

52% 

58件 

46% 

1件1% 1件1% 

 ５．今後法テラスを利用(紹介)したいですか 

積極的に利用（紹介）したい 

機会があれば 

特におもわない 

連携できる事業がない 

無回答 

皆様のお声 

●今後も高齢者における諸々の相談は増える一方と思わ 

    れます。当該機関のみで解決できない問題も増えていく 

    と思われ、法テラスさんを含めた各分野との連携を密に 

     し、大事にしていきたいと思いますので、宜しくお願い 

     致します。 

●質問等、意見交換の時間がもっとあると良いと思いました。 

●個別事例については、もっと多くの事例について紹介し 

    て欲しかった。 

●毎年とても勉強になるので、この会を楽しみ 

    にしています。分科会だけでも良いので、会 

    の開催が増えるとよいなと思います。 

●法テラス札幌や弁護士会「ホッと」等が身近なところにあ 

    る事がわかりました。 

32件 
25% 

81件 
65% 

6件5% 
6件5% 

３．グループ別意見交換会について 

大変有意義だった 

有意義だった 

少し不満だった 

不満 

無回答 
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  弁護士・法律事務所職員対象  

  民事法律扶助研修 

  犯罪被害者週間 

  街頭キャンペーン 

１１月２０日（木） 

事例紹介 ～ 認知症の独居高齢者問題 ～ 

Ｃさん、７１歳。婚姻歴が無く、子供もおらず、身寄り無し。 

収入は年金のみ。パチンコが大好き。 

年金はほぼパチンコ代に消え、食事が取れずに過ごすことも。 

ある日、Ｃさんが自宅で倒れているところを民生委員が発見。 

救急車で搬送され、病院で健康保険料の滞納が発覚。 

区役所の保健福祉課保健支援係が支援することになりました。 

Ｃさんは中度の認知症であり、短期記憶がほとんどないこと
が発覚。 

Ｃさんは保健師に、浪費癖があることや誰かに財産管理して
もらいたいと訴えました。 

保健師は法テラスの情報提供窓口に、どのような制度の利用が
考えられるか電話で相談したところ、高齢者・障害者の相談窓口
として、札幌弁護士会高齢者・障害者支援センター「ホッと」の出
張相談を紹介されました。 

 

「ホッと」の出張相談は、高齢者・障害者ご本人か、ご家族しか利
用できません。保健師はＣさんに弁護士との相談を希望するか確
認したところ、希望の申し出があったので、保健師は「ホッと」へ連
絡をとり、出張相談を実施。この出張相談の費用は、法テラスの
民事法律扶助を利用することができ、無料で相談ができました。 

 

相談の結果、「ホッと」の財産管理支援業務の利用を開始。 

弁護士において銀行口座が管理され、家賃・光熱費・健康
保険等の支払いはもちろん、Ｃさんには１ヶ月（※）に１回
必要な生活費が渡されるようになり、Ｃさんは、大きな浪費
をすることなく、生活ができるようになりました。 

身寄りのない７０代男性Ｃさん 

認知症が進行していた・・・ 

金銭管理は誰がするのか 

弁護士－１ヶ月に１回必要生活費渡す 

事例提供：札幌弁護士会高齢者・障害者支援委員会 
「ホッと」とは、札幌弁護士会が運営する高齢者・障害者のための支援機関です。 

１１月２８日（金） 

ＪＲ札幌駅西口コンコース及びす
すきの交差点で行われた、犯罪
被害者週間街頭キャンペーンに
参加させていただきました。 

 

法テラスオリジナルポケットティッ
シュに犯罪被害者支援ダイヤル
カードを添えて、通行中の皆様に
キャンペーンの周知をさせていた
だきました。 

すすきの交差点にて 

ＪＲ札幌駅 

西口コンコースにて 
ＪＲ札幌駅       12：00～13：00 

すすきの交差点 17：00～18：00 

札幌弁護士会主催により、法
律事務職員を対象とした民事
法律扶助研修会が開催されま
した。 

 およそ２時間にわたり、札幌地方事務所の現状や
新たな事務取扱の注意点などをお話しさせていた
だきました。 

※ ケースにより、払渡しの頻度は異なります。 

http://1.bp.blogspot.com/-F95_l4mN2cY/UZSsb1L7YXI/AAAAAAAASz4/XOkNZl9art8/s800/ojiisan_cat.png


     

 
業務時間 月曜日～金曜日（平日）  ９：００～１７：００ 

                （情報提供業務は１６：００迄）  

 

     Ｔｅｌ ０５０３３８３－５５５５ （代表･情報提供課） 
           ０５０３３８３－５５５６ （民事法律扶助課 直通） 
 

〒060-0061 

札幌市中央区南１条西１１丁目 

     コンチネンタルビル８階 
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法テラス札幌では、副所長が月に１度交代で朝礼の際に職員に向けて色んなお話をしてくださいます。業務の話、プライベート
なお話、最近気になったこと等々。正副所長と職員との距離を縮めるために始まった、副所長による朝礼挨拶。 

関係機関のみなさまにも法テラスを身近に感じていただければと思い、とある日の朝礼風景をお届けいたします。 

平成２６年９月某日   天気 くもり 

 

「情報提供業務」というのは、職員の皆さん
の中では「常識的なこと」「普通なこと」と思
われているかも知れませんが、法テラスを
始めるまではこの「情報提供業務」に類する
ものというのは、日本ではほとんど皆無でし
た。 

何かトラブルを抱えた時、皆さんはいろいろ
な制度に習熟していますから、どういう時に
どういう事が必要でどこに相談に行けばい
いのか概ね分かっていると思います。 

 

しかし、法律とは全く無縁で３０年、５０年生
きてきたという方が法的トラブルに遭った時、
どこに相談に行けばいいのかわからないと
いうことなんです。 

今までそういう方は、そのまま問題を放置し
たり、泣き寝入りをしてしまったりする人が
非常に多かったのだと思います。 

とにかく相談に行かなきゃと思った人でも、
見当外れのところへ相談したり、たらい回し
にあったりしていたことが多かったと言われ
ています。 

相続の登記のことだから司法書
士さんと思って電話帳で調べ、司
法書士事務所に行ってみたら「こ
れは遺産分割が出来ていないし、
相当厄介な問題があるのでこの
ままでは登記も何もできません
よ。」と言われたり、「税金の問題
が出てきてるのでこれはちょっと
大変ですよ」と言われたり。 

まず、相続人の皆さんで話し合うことが必要
になると思いますよ」と言われ、「じゃあ、どう
すればいんですか？」と聞くと「いやぁ、それ
は弁護士さんにでも聞いてみたらいかがです
か？」みたいな形で色んな所にたらい回しに
なって、中々ゴールにたどり着けない。 

 

それだけではなく、相談窓口は専門職者だけ
でなく行政の相談窓口や業界の相談窓口と
かたくさんあります。トラブルによってはそう
いう窓口が有効に機能する場合もある。 

そうなると、一層、どこに相談すればよいの
か分からないという事態になりかねません。 

 

さらに、そういう相談窓口は、まず直接そこに
赴かなければいけないところが多い。 

やっとの思いでそういう窓口に行ったところで
２０～３０分どういうことなのか話した挙句、受
付けた人間は「これはうちの相談ではないで
すよ。どこそこに行ったほうがいいですよ。」と
たらい回し現象が多くの相談業務を行ってい
る窓口で起こるのです。 

自分の相談窓口に該当する相談であれば、
すぐに相談に乗れて一定のアドバイスができ
るのに、結局振り分けるのに２０分程度かか
り「違いました。」と言って別な相談窓口に行
かせる。 

このようなたらい回しは誰にとってもプラスが
ない。もちろん、たらい回しにされている方は
大迷惑です。しかし、それだけでなく、相談さ
れる窓口担当者にとっても自分の担当では
ない話を２０分、３０分する訳ですから無駄な
時間を使っていることになります。 

 

別の言い方をすると、そのような相談がなけ
ればその２０分、３０分を自分が本来助言す
べき方に全て費やすことができるということに
なります。 

が無数にあることを考えると、社会経済の面
からは莫大な損失ということになります。 

この莫大な無駄・損失を解消するために、法
テラスの情報提供業務というのが提案され
て、法律に規定されたわけです。 

例えば、お父さんが亡くなったという問題が
生じた時、司法書士さんの所に行く人がいる
かもしれない。 

何かのトラブルを抱えているけれどもどこに
相談したらよいかわからないという方には、
まず法テラスへ電話や来訪していただいて、
こういう問題で困っている、どこに相談すれ
ばよいかと尋ねていただければ、情報提供
職員の方が適切な相談窓口を紹介する。 

 

自分の担当部署ではない相談を持ち込まれ
た方も、他にたらい回しにするのではなく、と
にかく法テラスに電話をしてどこに相談した
らよいか教えてもらって下さいと言っていた
だく。そうすることで、相談窓口の方の無駄
も、社会経済上の無駄もなくなるだけでなく、
なによりもトラブルを抱えた方が、自分のト
ラブル解決に向けた最短距離を歩くことが
できるようになる。法テラスの情報提供は、
そういう役割を担っているのです。 

 

そう見ると、法テラスが行っている業務はお
金を生み出すものではない、経済的にプラ
ス効果を産むものではないと言われていま
すが、少なくともこの情報提供業務に限って 

そうすると、この人は税金のことだから今度
は税理士さんとだ思って、電話帳で税理士
さんを一生懸命探して、税理士事務所に
行ってみたら「確かに税金問題はありますが、 

おはようございます。 

今日は「情報提供業務」
について、お話をしたい
と思います。 

その担当者を雇って給料を払っている機関、
組織にとっても、担当者が無関係な相談に費
やしている時間は無駄ということになります。 

は、もの凄い経済価値
があるんだと。経済価
値があってなおかつ、
法的に困っている人た
ちにとって最も役に立
つ業務であるんだと自
負してよいと思ってい
ます。 

もちろん、今のところまだ認知度が低いこと
がありますので、十分にその役割は果たせ
ていないということもありますが、この方向
性自体は法テラスの業務の中で最も間違い
のないものだと思います。 

そうである以上、我々は情報提供業務とい
う役割をより前進させるということを心掛け
ていく必要があると思っています。        

             

            （ Ｋ．Ｙ ） 

それを一つの問題について何か所もの相談
窓口が関わるとすると、無視できない無駄と
いうことになりますし、そういうトラブルや問題 
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