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１ 支援を受けておられるご本人からの直接のお電話には対応できません。ご本人からの直接のご相談に

つきましては

場合は http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html
２ 最終的にはご本人

者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので，予めご了承ください。
３ ここに掲げたもの以外のお悩みでも

ツ谷のげんば

亡くなった配偶者
地域包括支援センターの担当者
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支援を受けておられるご本人からの直接のお電話には対応できません。ご本人からの直接のご相談に

つきましては，法テラス地方事務所にてご予約を承ります。お近くの法テラス地方事務所をお探しの

http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

最終的にはご本人(被支援者様

者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので，予めご了承ください。

ここに掲げたもの以外のお悩みでも
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配偶者に債務
地域包括支援センターの担当者
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消費者金融からの

をお受けした弁護士 B「

家庭裁判所で相続放棄（相続しないこと）の手続（「申述」といいます。）

されたほうがいいかもしれません

C さんは借金の全容
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か月以内が原則ですので

か月半です。間に合わないかもしれないですね」
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支援を受けておられるご本人からの直接のお電話には対応できません。ご本人からの直接のご相談に

法テラス地方事務所にてご予約を承ります。お近くの法テラス地方事務所をお探しの

http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

被支援者様)のために，そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。支援

者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので，予めご了承ください。

ここに掲げたもの以外のお悩みでも

から■
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配偶者の預金から払ってしまったみたいです」
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「分かりました。さっそくそれも

「お問い合わせありがとうございました

たなにかありましたらご連絡下さい」

■ホットライン
当事務所では、常勤弁護士が

電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する

でお悩みのこと２がございましたら

におけるご本人のお名前等

ずはお気軽にお問い合わせください。

 平日 10:00

 ０５０３３８３－０２０２

 成年後見制度

 貸借トラブル

支援を受けておられるご本人からの直接のお電話には対応できません。ご本人からの直接のご相談に

法テラス地方事務所にてご予約を承ります。お近くの法テラス地方事務所をお探しの

http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

のために，そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。支援

者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので，予めご了承ください。

ここに掲げたもの以外のお悩みでも，ご遠慮なくお問い合わせください。

法テラス東京法律事務所
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が分からないそうです」

郵送でもできます。ただ相続放棄は

急いだほうがいいでしょう
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」 
※ このお話は実例を参考にしたフィクションです。
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におけるご本人のお名前等をお話しいただく必要はございませんので

ずはお気軽にお問い合わせください。
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貸借トラブル、消費者被害

支援を受けておられるご本人からの直接のお電話には対応できません。ご本人からの直接のご相談に

法テラス地方事務所にてご予約を承ります。お近くの法テラス地方事務所をお探しの

http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

のために，そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。支援

者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので，予めご了承ください。

ご遠慮なくお問い合わせください。
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借金を比べて
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安全かと思います」
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の預金から払ってしまったみたいです」

「葬式代は高額過ぎなければ大丈夫な場合が多いです。払ってよいものとそうでな
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ホッとされたら嬉しいです。
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法テラス地方事務所にてご予約を承ります。お近くの法テラス地方事務所をお探しの
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のために，そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。支援
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伝えて下さい。相続放棄できなくなる場合がありますので」
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されたら嬉しいです。

このお話は実例を参考にしたフィクションです。

ご利用のご案内
関係のお仕事をされている方々

．．．．．．

電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する

ぜひご利用ください（ご担当ケース

をお話しいただく必要はございませんので

、生活困窮、

法テラス利用方法など

支援を受けておられるご本人からの直接のお電話には対応できません。ご本人からの直接のご相談に
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