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１．本事業の背景・目的 

 震災から８年あまりが経過し、帰還した被災者、避難を継続されている被災者においては、短

期・緊急的な課題から中長期的な課題の解決に重点が移ってきている。中長期的な課題において

は、被災者ごとの要望も異なるとともに、課題が個別化・複雑化していると考えられる。 

 このような状況の下、被災地支援に関しては、平成 30年度、復興事業のために国費から支出され

てきた復興交付金の配分額が過去最少となり、更に、令和 2年度末には「復興・創生期間」が終

了するなど、大震災後の復興政策は大きな転換期を迎えつつある。そのような中、今後、被災者

の生活再建に対する支援のあり方については、被災した県・市町村レベルでの自立化を、より一

層進めていくことが不可欠と思われる。 

 しかしながら、被災自治体が有する人的・財政的資源のみをベースとして、住民が抱える生活再

建上の課題やニーズをつぶさに把握し、それに対して適切な支援を迅速に提供する、ということ

は現実的ではなく、被災地の外に存在している各種分野の専門家など、様々な「支援リソース」

との間で幅広く、且つ、緊密な協力関係を構築し、多角的な連携のもとで「住民に寄り添った」

支援を展開できるようになることが必要である。このことの重要性は、避難指示解除後も住民帰

還が進んでおらず、それ故に、震災前に存在していた地元コミュニティー内での住民互助を期待

することのできない住民、とりわけ高齢者が多く存在することに鑑みると、より一層の緊急性を

帯びる。 

 「避難指示区域等における被災者の生活再建に向けた対応強化策（案）」（平成 30年 7月 10日）

に記載されている通り、個別化・複雑化する被災者の課題を解決するべく、被災者の生活再建に

向けた支援主体を所管する関係府省庁においては、関係府省庁・福島県・避難元市町村・支援機

関の連携ネットワークを強化することで、被災者のより一層の支援に取り組んでいる。 

 平成 30年度においては、家賃賠償や応急仮設住宅の供与などが節目を迎え、個別化・複雑化する

被災者の課題を把握し、被災者の生活再建を確かなものとするため、「避難指示区域等における被

災者の生活再建に向けた関係府省庁会議」を開催し、施策の総点検を行ってきた。また、被災者

の現在の課題を把握するべく、「平成 30年度原子力被災者生活再建等課題調査事業」において、

震災発生当時、避難指示区域等に指定された被災 12市町村に居住されていた方への悉皆調査とし

て、「生活再建に関するアンケート」を実施した。そして、この調査の結果を活用して、支援が行

き届きにくいとの声がある福島県外に居住されている方に対して、個人情報を支援機関へ提供す

ることを了承した被災者の方々及び様々な支援の実施過程において意向が確認された方々につい

て、支援機関へ情報を提供し、見守りや必要な支援の提供を実施してきた。 

 支援機関へのつなぎや支援機関間の連携に加えて、連携ネットワーク強化の一環として強化を図

るべき項目として設けられているのが、個別化・複雑化する被災者の課題に対するコーディネー

ト機能の強化である。被災者を見守る支援活動については福島県内外において既に幅広く活動が

行われているものの、被災者を巡る課題の個別化・複雑化が進み、それぞれの支援機関が所掌を

超える課題に直面することも少なくない。避難元市町村等に対して、様々な困難事例に関して専

門的な見地から被災者支援をバックアップするアドバイザーの活用体制整備に向けた検討を進め

るため、本事業は実施されたものである。 
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２．事業概要 

「専門家派遣事業」、「先進事例調査事業」及び「調査結果報告会」を実施。 

（１）専門家派遣事業 

自治体で開催する被災者支援に係る会議や支援機関が開催する支援者向け相談会等に専門家を派

遣し、自治体が抱える対応困難事例について支援を行った。派遣された専門家は、被災者支援に係

る実態を市町村や支援機関担当者等からヒアリング等により聴取した上で専門的立場から解決策の

検討を行った。 

 

（２）先進事例調査事業 

これまでの自然災害（東日本大震災での他県での対応、新潟中越沖地震など）における被災者の

生活再建に関する取組として、支援機関や弁護士等の専門家によるこれまでの活動実績について、

ＷＥＢ及び文献等から情報収集を行い整理した。 

 

（３）調査結果報告会 

専門家派遣事業を通じて、原子力被災 12市町村が抱える対応困難事例の解決策を検討した事例や

専門家の知見等について関係者間で理解を深めるとともに、幅広い市町村への横展開を図るため、

関係者を一同に会した場で報告を行った。 
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３．専門家派遣事業 

３.１ 専門家派遣の概要 

避難指示区域等の自治体が抱える様々な困難事例や個人情報に関する懸案について実態調査を行

い、専門的な見地から被災者支援をバックアップするため、被災 12 市町村専門家派遣を実施した。 
会議や相談会等に専門家を派遣した自治体は、川俣町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、飯舘

村、葛尾村の７町村、派遣回数は全 26 回であった。 
専門家派遣の概要 

派遣先 

自治体 
日時 場所 実施内容 

富岡町 
2019年 8月 23日（金） 

午後 1時 00 分～午後 3時 30分 

富岡町役場 

本庁舎 

富岡町における地域課題会議にお

いて、各担当者から、サロン活動

報告・事例情報共有が実施され

た。会議内で共有された事例のほ

か、各担当者からの相談事項につ

いて、専門家（弁護士）への質疑

応答を実施。 

富岡町 
2019年 9月 20日（金） 

午前 10 時 00分～午前 11時 30分 

富岡町役場 

本庁舎 

富岡町役場において、専門家（弁

護士）から町職員に対して、個人

情報保護と利活用の基礎知識に関

する研修を実施。 

富岡町 
2019年 9月 20日（金） 

午後 1時 00 分～午後 3時 30分 

富岡町役場 

いわき支所 

富岡町における地域課題会議にお

いて、各担当者から、サロン活動

報告・事例情報共有が実施され

た。会議内で共有された事例のほ

か、各担当者からの相談事項につ

いて、専門家（弁護士）への質疑

応答を実施。 

富岡町 
2019年 10月 7日（月） 

午後 1時 00 分～午後 3時 00分 

富岡町役場 

本庁舎 

富岡町役場において、専門家（弁

護士）から町職員に対して、見守

り支援・災害と個人情報の利活用

に関する研修を実施。 

富岡町 

飯舘村 

2019年 11月 1日（金） 

午後 2時 30 分～午後 4時 00分 

福島市チェ

ンバおおま

ち 

（福島県主催の生活再建調整会議

分科会） 

精神的な課題を有する事例に関し

て、精神障がい者アウトリーチ推

進事業および被災者の心のケア事

業の共有が実施された。精神問題
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派遣先 

自治体 
日時 場所 実施内容 

を含む事例に関して、精神科医に

よる対応への助言および質疑応答

が実施された。他の参加自治体は、 

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村。 

川内村 
2019年 11月 13 日（水） 

午前 10 時 00分～午前 11時 30分 

保健・福祉・

医療複合施

設ゆふね 

川内村の「保健・福祉・医療複合施

設ゆふね」職員を対象に、専門家

（精神科医）による精神疾患者へ

の対応方法の説明および、事例共

有による質疑応答が実施された。 

川内村 
2019年 11月 21 日（木） 

午前 10 時 00分～午前 12時 00分 

保健・福祉・

医療複合施

設ゆふね 

川内村の「保健・福祉・医療複合施

設ゆふね」職員を対象に、専門家

（弁護士）による成年後見制度の

説明および、事例共有による質疑

応答が実施された。 

富岡町 
2019年 11月 22 日（金） 

午後１時 00 分～午後 3時 30分 

富岡町役場 

本庁舎 

専門家（弁護士）から町職員に対し

て、個人情報保護総論に関する研

修が実施された。・地域課題会議に

おいて、各担当者からサロン活動

報告、事例情報共有が実施された。 

飯舘村 
2019年 12月 9日（月） 

午後１時 00 分～午後 3時 10分 
飯舘村役場 

飯舘村における借上住宅に関する

事例について、その事例に関わる

職員から専門家（弁護士）に対し質

疑応答が実施された。 

川内村 
2019年 12月 19 日（木） 

午前 10 時 00分～午前 11時 30分 

保健・福祉・

医療複合施

設ゆふね 

専門家（弁護士）から施設職員に対

して「個人情報の保護と共有の基

礎知識」として、災害対応・見守り

支援における情報利活用の政策実

務の研修および質疑応答が実施さ

れた。 

富岡町 
2019年 12月 19 日（木） 

午後 1時 00 分～午後 3時 30分 

富岡町役場 

本庁舎 

専門家（弁護士）から町職員に対し

て「個人情報保護統制」として、個

人情報保護と利活用の基礎に関す

る研修が実施された。・会議内で共

有された事例のほか、各担当者か

らの相談事項について意見交換が

実施された。 
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派遣先 

自治体 
日時 場所 実施内容 

富岡町 
2020年１月 9日（木） 

午前 10 時 00分～午前 10時 45分 

岩渕敬 

法律事務所 

富岡町における借上住宅に関する

事例について、その事例に関わる

職員から専門家（弁護士）に対し質

疑応答が実施され、今後の会議の

方向性について話し合われた。 

川俣町 
2020年 1月 21日（火） 

午前 10 時 00分～午前 12時 00分 
川俣町役場 

川俣町役場において、専門家（弁護

士）から参加者に対して、個人情報

保護と利活用の基礎に関する研修

が実施された。 

富岡町 
2020年１月 23日（木） 

午前 11 時 00分～午前 12時 00分 

富岡町役場 

本庁舎 

専門家（弁護士）から町職員に対し

て、被災者の生活再建・災害ケース

マネジメントに関する講演が行わ

れた。 

富岡町 
2020年１月 23日（木） 

午後１時 00 分～午後 3時 30分 

富岡町役場 

本庁舎 

・専門家（弁護士）による「成年後

見制度」に関する勉強会が実施さ

れた。 

・富岡町における地域課題会議に

おいて、各担当者から、サロン活動

報告、事例情報共有が実施された。 

・会議内で共有された事例のほか、

各担当者からの相談事項について

意見交換が実施された。 

富岡町 
2020年１月 27日（月） 

午後 2時 00 分～午後 3時 30分 

福島県庁 

自治会館 

富岡町における借上住宅に関する

事例について、その事例に関わる

職員から専門家（弁護士）に対し質

疑応答が実施され、今後の会議の

方向性について話し合われた。 

富岡町 
2020年１月 30日（木） 

午前 11 時 00分～午後 1時 00分 

富岡町役場 

郡山支所 

「富岡町地域支え合い条例」の作

成 に お い て 、 そ の 作 成 案

（2020.01.08修正版）に対して専

門家（弁護士）より助言を得た。 

川俣町 
2020年 2月 10日（月） 

午前 10 時 00分～午前 11時 30分 
川俣町役場 

専門家（弁護士）から参加者に対し

て、見守り支援・災害と個人情報の

利活用に関する研修が行われた。 
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派遣先 

自治体 
日時 場所 実施内容 

富岡町 
2020年 2月 10日（月） 

午後１時 30 分～午後 3時 00分 

富岡町文化

交流センタ

ー学びの森 

「富岡町地域支え合い条例」の作

成において、その作成案に関する

懸案事項に対し、弁護士より助言

を得た。 

川俣町 
2020年 2月 10日（月） 
午後 1時 30 分～午後 3時 00分 

川俣町役場 

専門家（弁護士）から参加者に対し

て、被災者の生活再建・災害ケース

マネジメントに関する講演が行わ

れた。 

富岡町 
2020年 2月 25日（火） 

午後１時 00 分～午後 3時 30分 

富岡町役場 

いわき支所 

・富岡町における地域課題会議に

おいて、各担当者からサロン活動

報告、事例情報共有が実施された。 

・会議内で共有された個別事例に

関して、各担当者から状況報告及

び弁護士からの助言が実施され

た。 

大熊町 
2020年 2月 25日（火） 

午後 1時 30 分～午後 3時 00分 
大熊町役場 

専門家（弁護士）から参加者に対し

て、被災者の生活再建・災害ケース

マネジメントに関する講演が行わ

れた。 

飯舘村 
2020年 2月 28日（金） 

午前 10 時 00分～午前 12時 00分 
飯舘村役場 

専門家（弁護士）から職員に対し

て、個人情報保護法総論に関する

研修および質疑応答が実施され

た。 

富岡町 
2020年 3月 12日（木） 

午後 3時 30 分～午後 5時 00分 

岩渕敬 

法律事務所 

富岡町における借上住宅に関する

事例について、その事例に関わる

職員から専門家（弁護士）に対し質

疑応答が実施され、今後の会議の

方向性について話し合われた。 

葛尾村 
2020年 3月 18日（水） 

午後 1時 30 分～午後 3時 30分 
葛尾村役場 

専門家（弁護士）から職員に対し

て、個人情報保護法総論に関する

研修および質疑応答が実施され

た。 
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３.２ 個別案件の概要 

(1)富岡町 地域課題会議での助言① 

市町村名 富岡町 

派遣実施日時 2019年 8月 23日（金） 午後 1時 00分～午後 3時 30分 

派遣した専門家 
銀座パートナーズ法律事務所 弁護士・博士（法学） 

岡本 正 氏 

実施内容 

派遣形態 

・ケース検討会議等への出席 

内容 

・地域課題会議において、担当者からのケース事例等に係る相談事項

に関して、専門家（弁護士）へ質疑応答を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・各ケースについて法律に基づく根拠や法的手続きの必要性などにつ

いて助言を実施。 
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(2)富岡町 個人情報保護（講演）① 

市町村名 富岡町 

派遣実施日時 2019年 9月 20日（金） 午前 10時 00分～午前 11時 30分 

派遣した専門家 
銀座パートナーズ法律事務所 弁護士・博士（法学） 

岡本 正 氏 

実施内容 

派遣形態 

・職員等への研修 

内容 

・専門家（弁護士）から町職員に対して、個人情報保護と利活用の基

礎知識に関する研修を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・専門家（弁護士）から町職員に対して、個人情報保護と利活用の基

礎知識に関する研修を実施し、以下の知識を習得した。 

 個人情報保護法の目的 

 個人情報とは何か 

 個人情報保護法の改正ポイント 

 要配慮個人情報 

 個人情報の取得と利用目的 

 個人情報の第三者提供 

 安全管理措置 
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(3)富岡町 地域課題会議での助言② 

市町村名 富岡町 

派遣実施日時 2019年 9月 20日（金） 午後 1時 00分～午後 3時 30分 

派遣した専門家 
銀座パートナーズ法律事務所 弁護士・博士（法学） 

岡本 正 氏 

実施内容 

派遣形態 

・ケース検討会議等への出席 

内容 

・地域課題会議において、担当者からのケース事例等に係る相談事項に

関して、専門家（弁護士）へ質疑応答を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・各ケースについて法律に基づく根拠や法的手続きの必要性などにつ

いて助言を実施。 
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 (4)富岡町 個人情報保護（講演）② 

市町村名 富岡町 

派遣実施日時 2019年 10月 7日（月） 午後 1時 00分～午後 3時 00分 

派遣した専門家 
銀座パートナーズ法律事務所 弁護士・博士（法学） 

岡本 正 氏 

実施内容 

派遣形態 

・職員等への研修 

内容 

・専門家（弁護士）から町職員に対して見守り支援、災害と個人情

報の利活用に関する研修を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・専門家（弁護士）から町職員に対して見守り支援、災害と個人情

報の利活用に関する研修を実施し、以下の知識を習得した。 

 個人情報保護法制の基本理念 

 災害対策・見守り支援・孤立防止支援 

 東日本大震災の教訓 

 災害時における個人情報の共有 

 避難行動要支援者名簿 

 本人同意～推定同意の手法 

 法令～条例の新設 

【補足】 

避難行動要支援者名簿中の未同意者の扱い等について質疑応答 

 



11 
 

 (5)富岡町 精神疾患者への対応 

市町村名 富岡町 

派遣実施日時 2019年 11月 1日（金） 午後 3時 00分～午後 3時 30分 

派遣した専門家 
福島県立医大 

後藤 大介 准教授 

実施内容 

派遣形態 

・生活再建調整会議分科会への出席 

内容 

・生活再建調整会議分科会において、精神疾患を抱えるケース事例

に係る相談事項に関して、専門家（医師）へ質疑応答を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・精神疾患を患っている方への対応としては、本人との接触回数を増

やすことが前提であり、まずは傾聴することが基本となる。本人の判

断力が精神疾患によるものなのかを見極める必要があり、家庭内での

対話の関わりの頻度をどれだけ上げられるかがポイントとなる。 
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(6)飯舘村 ３人家族の住居問題 

市町村名 飯舘村 

派遣実施日時 2019年 11月 1日（金） 午後 3時 30分～午後 4時 00分 

派遣した専門家 
福島県立医大 

後藤 大介 准教授 

実施内容 

派遣形態 

・生活再建調整会議分科会への出席 

内容 

・生活再建調整会議分科会において、精神疾患を抱えるケース事例に

係る相談事項に関して、専門家（医師）へ質疑応答を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・住居をめぐるトラブルに際して、自治体や家族からの勧告を聞き入

れないケースにおいては、まずは対象者と信頼関係を築き、お互いに

話し合える環境を整えることが重要である。 

・ただし、対象者と信頼関係構築のために直接向き合うことは難しい

と考えられるため、まずは家族と信頼関係を深めることが重要であ

る。その結果として将来的に新たな変化が生まれる可能性もある。こ

のような環境の生活が続いているため、家族が保護対象になることも

視野に入れておく必要がある。 
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 (7)川内村 精神疾患者への対応 

市町村名 川内村 

派遣実施日時 2019年 11月 13日（水） 午前 10時 00分～午前 11時 30分 

派遣した専門家 
福島県立医大 

後藤 大介 准教授 

実施内容 

派遣形態 

・事例共有会議への出席 

内容 

・精神疾患者への対応方法の説明および、事例共有による質疑応答

を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・精神障害者への対処法は、答えのない作業であるため、上手に行

おうと思わないことが重要である。まずは話をしに行く、話ができ

なければ次の機会に繋げる程度でよい。また、県アウトリーチ推進

事業として、今回の事例を挙げることにより、職員がイメージしや

すい対処法が示すことができる可能性がある。 

・精神疾患以外に他の疾患の治療歴がある場合については、現在通院

している医師に協力していただくことにより、新たな展開が生み出せ

ると考える。医療連携の調整次第と考えるが、生活支援訪問において

は地元の方との信頼関係をいかに構築していくかが鍵となる。 

 



14 
 

 (8)川内村 成年後見制度 

市町村名 川内村 

派遣実施日時 2019年 11月 21日（木） 午前 10時 00分～午前 12時 00分 

派遣した専門家 鎌田 毅 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・事例共有会議への出席 

内容 

・成年後見制度の概要説明。 

・ケース事例等に係る相談事項に関して、質疑応答を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

成年後見制度について、「法定後見制度の概要」「任意後見制度の概

要」「相続」等の内容説明を専門家から実施。 

・身寄りのない方が亡くなった際に親族が見つからないケースで

は、生前に本人と一緒に寺や葬儀社に相談に行くことや、エンディ

ングノートの活用等が有効である。 

・村長申し立ては、身寄りが全くなく、後見や保佐が必要な場合ま

たは虐待が認められ客観的に後見が必要な場合、親族が申立てに同

意しない（協力しない）場合に必要となる。 

・後見人及び保佐人、補助人に支払う月額費用は後見人の報酬請求

時に、各市町村で定める要項の範囲内で決定される。 

・要緊急搬送者に身寄りがない場合はケアマネージャーや社協、包

括が同意書の記載を求められた場合、どこまで意見を出すかは医師

の判断に拠る。自身の身を守るために、事前に緊急搬送された場合

の対処法などを本人と証書などで取り交わしておくと良い。 

・高齢者に対する虐待の場合は、虐待と判断したことで訴えられる

可能性は低いが、通報後に対応しなかったことで被害が出てしまっ

た場合に裁判になるケースはあり得る。 

・災害時において本人の情報（名簿）を関係者に提供することにつ

いては、行政と民生委員間の情報の共有は問題ないと考えられる。 
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 (9)富岡町 地域課題会議での講演① 

市町村名 富岡町 

派遣実施日時 

 

2019年 11月 22日（金） 午後１時 00分～午後 3時 30分 

 

派遣した専門家 岡本 正 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・地域課題会議への出席 

内容 

・個人情報保護総論に関する研修の実施。 

・ケース事例等に係る相談事項に関して、質疑応答を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・専門家（弁護士）から町職員に対して、個人情報保護総論に関す

る研修を実施し、以下の知識を習得した。 

 個人情報保護法の目的【第１条】 

 個人情報保護に関する法律・ガイドラインの体系 

 個人情報保護法制 2000個問題 

 確認すべき法律と主な下位規範の例 

 個人情報とは何か 

 要配慮個人情報とその取得制限 

 個人情報の取得と利用目的 

 個人情報の第三者提供が可能な場面 

 オプトアウト手続きによる第三者提供 

 第三者提供、委託、共同利用 

 安全管理措置-20条（漏洩防止） 

【ケース事例に関する質疑応答】 

・帰還者支援のための個人情報共有の可能性について質疑応答 
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(10)飯舘村 ３人家族の住居問題 

市町村名 飯舘村 

派遣実施日時 2019年 12月 9日（月） 午後１時 00分～午後 3時 10分 

派遣した専門家 宇都 彰浩 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・ケース会議への出席 

内容 

・ケース会議において、借上住宅に関する事例１件について質疑応答

を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・住居をめぐるトラブルに際して、自治体や家族からの勧告を聞き入

れないケースにおいては、法的な観点から見て、話を整理して考える

必要がある。 
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(11)川内村 個人情報保護（講演） 

市町村名 川内村 

派遣実施日時 2019年 12月 19日（木） 午前 10時 00分～午前 11時 30分 

派遣した専門家 岡本 正 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・職員等への研修 

内容 

・専門家（弁護士）から職員に対して「個人情報の保護と共有の基礎

知識」に関する研修を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

【研修】 

・専門家（弁護士）から町職員に対して個人情報保護総論に関する研

修を実施し、以下の知識を習得した。 

個人情報保護法の目的【第１条】 

個人情報保護法制の基本理念 

災害時、避難行動要支援者名簿のマスタデータの共有活用 

災害対策事例（2014 年の長野北部地震時の白馬村） 

災害時における個人情報の共有 

避難行動要支援者名簿のつくり方 

改正災害対策基本法と個人情報 

災害時の安否情報 

避難行動要支援者名簿における平常時の共有 

法令～条例の新設 

地域の個人情報保護法制の研修の重視 

消費者安全法と個人情報 
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 (12)富岡町 地域課題会議での講演② 

市町村名 富岡町 

派遣実施日時 2019年 12月 19日（木） 午後１時 00分～午後 3時 30分 

派遣した専門家 岡本 正 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・職員等への研修 

内容 

・個人情報保護総論に関する研修の実施。 

・ケース事例に関して、事例共有を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

【研修】 

・専門家（弁護士）から町職員に対して個人情報保護総論に関する

研修を実施し、以下の知識を習得した。 

 個人情報保護法の目的【第１条】 

 個人情報保護法制の基本理念 

 災害時、避難行動要支援者名簿のマスタデータの共

有活用 

 災害対策事例（2014 年の長野北部地震時の白馬村） 

 災害時における個人情報の共有 

 避難行動要支援者名簿のつくり方 

 改正災害対策基本法と個人情報 

 災害時の安否情報 

 避難行動要支援者名簿における平常時の共有 

 法令～条例の新設 

 地域の個人情報保護法制の研修の重視 

 消費者安全法と個人情報 
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 (13)富岡町 仮設住宅供与終了後の対応① 

市町村名 富岡町 

派遣実施日時 2020年 1月 9日（木） 午前 10時 00分～午前 10時 45分 

派遣した専門家 頼金 大輔 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・ケース事例確認会議への参加 

内容 

・住宅入居者にかかわる各種の問題について方策を相談した。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・行政上の方策について県や町と共に質疑する中で、法的な面など

の理解を深め、様々な観点から、困難な案件についての行政上の対

応について助言。 
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 (14)川俣町 個人情報保護（講演）① 

市町村名 川俣町 

派遣実施日時 2020年 1月 21日（火） 午前 10時 00分～午前 12時 00分 

派遣した専門家 岡本 正 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・職員等への研修 

内容 

・専門家（弁護士）から職員等に対して「個人情報保護と利活用の

基礎」に関する研修を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・専門家（弁護士）から職員等に対して以下の研修を実施し、以下

の知識を習得した。 

 個人情報保護法の目的【第１条】 

 個人情報保護に関する法律・ガイドラインの体系 

 個人情報保護法制 2000個問題（参考） 

 確認すべき法律と主な下位規範の例 

 個人情報とは何か 

 要配慮個人情報とその取得制限 

 個人情報の取得と利用目的の特定 

 個人情報の第三者提供が可能な場面 

 オプトアウト手続きによる第三者提供 

 第三者提供・委託・共同利用 

・川俣町個人情報保護条例における規定に即した質疑応答の実施。 
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(15)富岡町 災害ケースマネジメント（講演） 

市町村名 富岡町 

派遣実施日時 2020年 1月 23日（木） 午前 11時 00分～午前 12時 00分 

派遣した専門家 宇都 彰浩 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・職員等への講演 

内容 

・専門家（弁護士）から職員等に対して「被災者の生活再建・災害ケ

ースマネジメント」に関する講演を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・専門家（弁護士）から参加者に対して以下の内容の講演を実施し、

以下の知識を習得した。 

 復興の目的と被災者支援について 

 東日本大震災における住家の被害状況と再建状況 

 在宅被災者調査と復興法制の課題 

 災害ケースマネジメントの提案 

 気仙沼市只越地区のまちづくりの事例 

 みやぎ被災者サポート弁護士の活動 

 仙台市の取り組み 

 岩手県岩泉町の取り組み 

 地域支え合いセンター 

 鳥取県の災害ケースマネジメント 

・復興の目的は被災者の生活再建であり、一人ひとりの被災者が生活

再建し復興できるように、各人の被災の影響や個別的な事情を把握し

たうえ、被災者の意向（自己決定）を尊重し、必要な支援策をパッケ

ージ化し、行政や各種専門家などと連携して支援を実施すること、す

なわち災害ケースマネジメントが必要不可欠である。 
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 (16)富岡町 地域課題会議での助言③ 

市町村名 富岡町 

派遣実施日時 2020年 1月 23日（木） 午後 1時 00分～午後 3時 30分 

派遣した専門家 宇都 彰浩 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・職員等への研修 

・地域課題会議への出席 

内容 

・専門家（弁護士）から職員等に対して「成年後見制度」に関する

研修を実施。 

・会議内で共有された事例のほか、各担当者からの相談事項につい

て意見交換を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・事例を基に、専門家（弁護士）から職員等に対して以下の研修を

実施し、これらに係る知識を習得した。 

 成年後見制度とは 

 成年後見の申立 

 後見人には誰がなるか 

 契約と意思能力 

 後見、保佐、補助 

 後見人等の職務 

 居住用住居の売却と成年後見制度 

 遺産分割と後見人の権限 

 任意後見制度 

 契約の締結 

 任意後見契約の形態 

・２親等内の照会を理由に成年後見申立を躊躇する自治体が多い。

虐待等が多い昨今、これを理由に取りやめることは残念である。判

断能力が減退し，損害賠償金を受給できていない者に対しては、積

極的に成年後見人をつけたいと考える。 
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(17)富岡町 仮設住宅供与終了後の対応② 

市町村名 富岡町 

派遣実施日時 2020年 1月 27日（月） 午後 2時 00分～午後 3時 30分 

派遣した専門家 頼金 大輔 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・ケース事例確認会議への参加 

内容 

・住宅入居者にかかわる各種の問題について方策を相談した。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・行政上の方策について県や町と共に質疑する中で、法的な面などの

理解を深め、様々な観点から、困難な案件についての行政上の対応に

ついて助言。 
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 (18)富岡町 条例案へのアドバイス① 

市町村名 富岡町 

派遣実施日時 2020年 1月 30日（木） 午前 11時 00分～午後 1時 00分 

派遣した専門家 岡本 正 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・「富岡町地域支えあい条例」に関する打合せへの出席 

内容 

・「富岡町地域支え合い条例」作成案（2020.01.08修正版）につい

て、専門家（弁護士）のアドバイスを交えた意見交換を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

富岡町の以下の相談事項について、意見交換・助言等を実施した。 

・条例案の記載内容に関する問題点等について 

・条例作成の参考になりそうな事例等について 

・（支え合い・見守りの）対象者リストの範囲（町内・県内・県

外）について 

・対象者リストを提供する関係団体の選定基準・手続き等について                              

・対象者リストと避難行動要支援者リストとの関係について 

・町内での要援護者情報の共有方法について 
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 (19)川俣町 個人情報保護（講演）② 

市町村名 川俣町 

派遣実施日時 2020年 2月 10日（月）午前 10時 00分～午前 11時 30分 

派遣した専門家 岡本 正 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・職員等への研修 

内容 

・専門家（弁護士）から参加者に対して、見守り支援、災害と個人

情報の利活用に関する研修を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・専門家（弁護士）から参加者に対して以下の研修を実施し、これ

らに係る知識を習得した。 

 個人情報保護法の目的【第１条】 

 個人情報保護法制 2000個問題（参考） 

 第三者提供が可能な場面 

 Ａ市個人情報保護条例 

 Ｂ市個人情報保護条例 

 災害対策、見守り支援、孤立防止支援 

 東日本大震災の教訓 

 白馬村の事例 

 災害時における個人情報の共有 

 避難行動要支援者名簿 

 改正災害対策基本法と個人情報 

 審議会の答申 

 長岡市の事例 

 三条市の事例 

 法令～条例新設 

 安否情報 

 人命救助と個人情報 

 消費者安全法と個人情報 

・災害対策等のために平常時からの個人情報の利活用を可能として

いる先進的な自治体の条例等について紹介し助言。 



26 
 

 (20)富岡町 条例案へのアドバイス② 

市町村名 富岡町 

派遣実施日時 2020年 2月 10日（月）午後１時 30分～午後 3時 00分 

派遣した専門家 岡本 正 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・条例作成案に関する打合せへの出席 

内容 

・「富岡町地域支え合い条例」の作成において、その作成案に関する

懸案事項に対し、弁護士より助言を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

富岡町の以下の相談事項について、意見交換・助言等を実施した。 

・名簿管理における、情報の更新や提供の頻度について 

・業務負担が大きくならないような、名簿管理の運用方法について 

・名簿提供先団体に対する制限事項等について 

・名簿管理における、先進事例での運用上の課題等について 

・町外居住者を支え合い・見守りの対象とすることの是非について 

・町外居住者の避難先自治体等への情報提供について 
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 (21)川俣町 災害ケースマネジメント（講演） 

市町村名 川俣町 

派遣実施日時 2020年 2月 10日（月）午後 1時 30分～午後 3時 00分 

派遣した専門家 宇都 彰浩 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・職員等への講演 

内容 

・専門家（弁護士）から参加者に対して「被災者の生活再建・災害

ケースマネジメント」に関する講演を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・専門家（弁護士）から参加者に対して以下の内容の講演を実施

し、これらに係る知識を習得した。 

 復興の目的と被災者支援について 

 東日本大震災における住家の被害状況と再建状況 

 在宅被災者調査と復興法制の課題 

 災害ケースマネジメントの提案 

 気仙沼市只越地区のまちづくりの事例 

 みやぎ被災者サポート弁護士の活動 

 仙台市の取り組み 

 岩手県岩泉町の取り組み 

 地域支え合いセンター 

 鳥取県の災害ケースマネジメント 

・復興の目的は被災者の生活再建であり、一人ひとりの被災者が生

活再建し復興できるように、各人の被災の影響や個別的な事情を把

握したうえ、被災者の意向（自己決定）を尊重し、必要な支援策を

パッケージ化し、行政や各種専門家などと連携して支援を実施する

こと、すなわち災害ケースマネジメントが必要不可欠である。 

・高齢者や障害があり文字を読めない方など、Q&Aを作成しても読

んでもらえない場合もある。身近な人から知らせてもらうという意

味で、実際の成功例を示したことは有益である。 
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 (22)富岡町 地域課題会議での助言④ 

市町村名 富岡町 

派遣実施日時 2020年 2月 25日（火）午後１時 00分～午後 3時 30分 

派遣した専門家 鎌田 毅 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・地域課題会議への出席 

内容 

・富岡町における地域課題会議において、各担当者からサロン活動

報告、事例情報共有が実施された。 

・会議内で共有された個別事例に関して、各担当者から状況報告及

び弁護士からの助言が実施された。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・自宅で飼うペットの糞尿等で悪臭が発生している場合、動物愛護

の問題と、そこに住んでいる飼主の認知症等の問題とが考えられる。

動物愛護の問題であれば所在地を管轄する保健所や役所からの介入

となり、住民の問題であれば地域包括等からの介入となり得る。 
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 (23)大熊町 災害ケースマネジメント（講演） 

市町村名 大熊町 

派遣実施日時 2020年 2月 25日（火）午後 1時 30分～午後 3時 00分 

派遣した専門家 宇都 彰浩 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・職員等への講演 

内容 

・専門家（弁護士）から参加者に対して「被災者の生活再建・災害

ケースマネジメント」に関する講演を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・専門家（弁護士）から参加者に対して以下の内容の講演を実施し、

以下の知識を習得した。 

 復興の目的と被災者支援について 

 東日本大震災における住家の被害状況と再建状況 

 在宅被災者調査と復興法制の課題 

 災害ケースマネジメントの提案 

 気仙沼市只越地区のまちづくりの事例 

 みやぎ被災者サポート弁護士の活動 

 仙台市の取り組み 

 岩手県岩泉町の取り組み 

 地域支え合いセンター 

 鳥取県の災害ケースマネジメント 

・復興の目的は被災者の生活再建であり、一人ひとりの被災者が生

活再建し復興できるように、各人の被災の影響や個別的な事情を把

握したうえ、被災者の意向（自己決定）を尊重し、必要な支援策を

パッケージ化し、行政や各種専門家などと連携して支援を実施する

こと、すなわち災害ケースマネジメントが必要不可欠である。 

・体制づくりについて、必ずしもすべてを町単独でやる必要はない。

他市町村とも連携すべきである。被災者支援台帳についても他市町

村との連携の仕組みを作ることは可能である。 

 



30 
 

 (24)飯舘村 個人情報保護（講演） 

市町村名 飯舘村 

派遣実施日時 2020年 2月 28日（金）午前 10時 00分～午前 12時 00分 

派遣した専門家 岡本 正 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・職員等への研修 

内容 

・専門家（弁護士）から職員に対して、個人情報保護法総論に関す

る研修および質疑応答が実施された。 

上記専門家派遣 

における示唆 

専門家（弁護士）から参加者に対して以下の研修を実施し、以下の

知識を習得した。 

（１）個人情報とは何か 

 個人情報保護法の目的【第１条】 

 個人情報保護に関する法律、ガイドラインの体系 

 個人情報保護法制 2000個問題 

 個人情報とは何か 

 要配慮個人情報とその取得制限（範囲） 

 個人情報の取得と利用目的の特定 

 個人情報の第三者提供が可能な場面 

 安全管理措置-20条（漏洩防止） 

（２）個人情報保護法と住民情報の利活用について 

 東日本大震災の教訓、南相馬市（原町区）の例 

 避難行動要支援者名簿 

 改正災害対策基本法と個人情報 

 「飯舘村個人情報保護条例第８条（１）」に関して 

 安否情報の開示と災害対策基本法 
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 (25)富岡町 仮設住宅供与終了後の対応③ 

市町村名 富岡町 

派遣実施日時 2020年 3月 12日（木）午後 3時 30分～午後 5時 00分 

派遣した専門家 頼金 大輔 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・ケース事例確認会議への参加 

内容 

・住宅入居者にかかわる各種の問題について方策を相談した 

上記専門家派遣 

における示唆 

・行政上の方策について県や町と共に質疑する中で、法的な面など

の理解を深め、様々な観点から、困難な案件についての行政上の対

応について助言。 

 



32 
 

(26)葛尾村 個人情報保護（講演） 

市町村名 葛尾村 

派遣実施日時 2020年 3月 18日（水）午後１時 30分～午後 3時 30分 

派遣した専門家 岡本 正 弁護士 

実施内容 

派遣形態 

・職員等への研修 

内容 

・専門家（弁護士）から参加者に対して、見守り支援、災害と個人

情報の利活用に関する研修を実施。 

上記専門家派遣 

における示唆 

・専門家（弁護士）から参加者に対して以下の研修を実施し、これ

らに係る知識を習得した。 

 個人情報保護法の目的【第１条】 

 個人情報保護に関する法律、ガイドラインの体系 

 個人情報保護法制 2000個問題（参考） 

 個人情報とは何か 

 個人情報の定義の整理 

 個人識別符号（施行令） 

 第三者提供が可能な場面 

 安全管理措置-20条（漏洩防止） 

 東日本大震災の教訓 

 白馬村の事例 

 災害時における個人情報の共有 

 避難行動要支援者名簿 

 改正災害対策基本法と個人情報 

 災害対策・見守り支援・孤立防止支援 

 審議会の答申 

 長岡市の事例 

 三条市の事例 

 法令～条例新設 

・災害対策等のために、平常時から関係団体等へ個人情報の提供を

行っている自治体の事例等について紹介し助言。 
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４．先進事例調査事業 

４.１ 調査概要 

専門家派遣事業の充実化等を目的として、既存の文献等を通じて、専門家候補となりうる支援機

関・団体及びその活動内容について調査を実施した。 
本事業の先行事例調査においては、主に以下の 3点に留意して事例の収集に当たった。 

 過去の災害等で専門家派遣事業に類する活動を実施しており、かつ、士業資格等を有する専門

家が所属する支援機関・団体の事例及びその活動内容。 

 福島 12市町村に専門家を派遣するという事業の趣旨に鑑み、関東圏を中心に専門家派遣事業に

類する活動を実施して実施しており、かつ、士業資格等を有する専門家が所属する支援機関・

団体の事例及びその活動内容。 

 今後の専門家確保という目的に即し、専門家派遣に類する取組とともに、被災者の支援実績が

あり、かつ、士業資格等を有する専門家が所属する支援機関・団体の事例及びその活動内容。 
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４.２ 調査結果 

 先進事例調査の結果、本事業の専門家派遣事業に類する取組を実施している支援機関・団体としては、

弁護士会や司法書士会等が該当した。また、その活動内容としては、被災先での無料相談会の実施等が

該当した。12 市町村が本事業と同様の専門家派遣事業を実施する場合においては、各市町村が抱える課

題やその内容に鑑みながら、こうした団体に専門家派遣の打診の検討を行うことが可能と考えられる。

詳細な調査結果を以下に示す。 
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弁護士会 東京 埼玉 

専門家を派遣する

取組の有無 
無 無 

（有の場合）内容 - - 

原発避難者への支

援活動の有無 
有 無 

（有の場合）内容 震災ホットラインサービス - 

ホームページ URL https://www.toben.or.jp https://www.saiben.or.jp 

備考【専門家派遣関

係】 

下記実績有り 

・イオン板橋店における無料法律相談 

下記実績有り（直近 1,2 年） 

・イオンモール浦和美園にて無料法律相談

実施：６月１５日(土)※同所で多数開催 

・【開催日：５月１１日（土）】憲法記念日無料

相談会 

・【開催日：４月１３日（土）】遺言の日記念相

続問題相談会 

・【開催日：３月１５日（金）】街かど法律相談会 

・憲法記念日無料法律相談会：５月１２日

（土） 

・平成 30 年 3 月 2 日開催 街かど法律相談

会 

・暮らしと事業のよろず相談会：１１月４日（土） 

・憲法記念日無料法律相談会を開催します：

５月９日(火),１３日(土) 

※その他は別表 2 参照 

備考【避難者支援関

係】 

下記実績有り（直近 1,2 年） 

・都内避難所相談 

・旧赤坂プリンスホテルでの子どものための

学習支援 

・都内避難所における法律相談 

・被災地における法律相談 

・法律相談センターでの無料法律相談（於・

霞が関、立川） 

・東日本大震災電話相談（日弁連、東京三

会、法テラス） 

※その他は別表 1 参照 

下記実績有り 

・やさしい原発事故損害賠償申請書 
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弁護士会 神奈川 千葉 

専門家を派遣する

取組の有無 
無 無 

（有の場合）内容 - - 

原発避難者への支

援活動の有無 
有 有 

（有の場合）内容 被災者ホットダイヤル 原発被害救済千葉県弁護団 

ホームページ URL http://www.kanaben.or.jp https://www.chiba-ben.or.jp 

備考【専門家派遣関

係】 

下記実績有り（直近 1,2 年） 

・街かど相談会（川崎） 

・相模原市・座間市無料相談会 

・街かど相談会（横須賀） 

・外国人無料法律相談会 - FREE LEGAL 

CONSULTATION - 
・【７士業合同】経営相談会 

・座間市無料法律相談会 

・横須賀７士業合同無料相談会 

※その他は別表 3 参照 

下記実績有り（直近 1,2 年） 

・良い遺言の日法律相談＜４月１５日開催＞ 

・富里市役所で無料法律相談会を実施しま

す＜３月２６日（火）＞ 

・山武市役所で無料法律相談会を実施しま

す＜３月２６日（火）＞ 

・木更津市役所朝日庁舎で無料法律相談

会を実施します＜３月１５日（金）＞ 

・無料法律相談会開催 ～弁護士に聞いて

みよう～＜２月１５日開催＞ 

・欠陥建築トラブル・法律相談＜１２月１日

（土）開催＞ 

※その他は別表 4 参照 

備考【避難者支援関

係】 

下記実績有り 

・福島県原子力災害被災者・記録ノート 

・原発事故損害賠償説明会＋個別相談会 

※類似内容をその他 28 回開催 

下記実績有り 

・原発被害相談・説明会 
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弁護士会 茨城 栃木 

専門家を派遣する

取組の有無 
無 無 

（有の場合）内容 - - 

原発避難者への支

援活動の有無 
有 無 

（有の場合）内容 

原子力発電所事故被害者救済支援センタ

ー 
- 

ホームページ URL https://www.ibaben.or.jp        http://www.tochiben.com 

備考【専門家派遣関

係】 

- 下記実績有り 

・台風１８号による大雨等に係る災害に関す

る無料相談 

備考【避難者支援関

係】 

下記実績有り 

・原子力損害賠償に関する説明・相談会の

実施について 

下記実績有り 

・被災者のための無料法律相談 ※現在も

実施しているか不明 
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弁護士会 群馬 新潟 

専門家を派遣する

取組の有無 
無 無 

（有の場合）内容 - - 

原発避難者への支

援活動の有無 
無 有 

（有の場合）内容 - 無料法律相談 

ホームページ URL https://www.gunben.or.jp https://www.niigata-bengo.or.jp 

備考【専門家派遣関

係】 

下記実績有り（直近 1,2 年） 

・２０１９年度 憲法記念無料法律相談 

・平成３０年度 外国人のための無料法律相

談会 

・「第 4 回遺言・相続全国一斉相談会」 

・平成 30 年度 法の日記念無料法律相談

のお知らせ 

・平成３０年度 憲法記念無料法律相談のお

知らせ 

・11 月 15 日限定「第３回遺言・相続全国一

斉相談会」（無料面談相談） 

・平成２９年度 憲法記念無料法律相談 

・平成２８年度 法の日記念無料法律相談の

お知らせ 

・平成２８年度 外国人のための無料法律相

談会 

・平成２７年度 外国人のための無料法律相

談会 

※その他は別表 5 参照 

下記実績有り（直近 1,2 年） 

・2018 年 9 月 7 日 県内３か所同時開催 

中小企業向け無料セミナー＆相談会 

・2017 年 9 月 14 日～９月１４日 中小企業

向け無料セミナー＆相談会～県内３か所同

時開催～ 

・2016 年 12 月 26 日〜29 日糸魚川大規模

火災「なんでも無料相談会」開催のお知らせ 

・2016 年 9 月 16 日 中小企業向け無料セ

ミナー＆相談会～県内３か所同時開催～ 

・「中小企業に関する全国一斉無料法律相

談会」開催 開催日:平成 27 年 9 月 9 日 

※その他は別表 6 参照 

備考【避難者支援関

係】 

下記実績有り 

・県内無料個別相談の開始について 

・「原発事故賠償の説明会・相談会 開催の

お知らせ」 

下記実績有り（直近 1,2 年） 

・東京電力に対する損害賠償請求に関する

説明会・相談会の開催について 

・「東日本大震災の被災者のための説明会・

相談会」開催 11 月開催 

・「東日本大震災の被災者のための説明会・

相談会」開催 開催日:8 月・9 月開催 

・東日本大震災記録ノートを掲載しました。 
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弁護士会 山形 宮城 

専門家を派遣する

取組の有無 
無 無 

（有の場合）内容 - - 

原発避難者への支

援活動の有無 
無 有 

（有の場合）内容 - 震災無料法律相談 

ホームページ URL http://www.yamaben.or.jp https://senben.org  

備考【専門家派遣関

係】 

下記実績有り（直近 1,2 年） 
・「法の日記念行事 無料法律相談会」 
・第２０回 くらしと仕事のなんでも相談会 
・「法の日記念行事 無料法律相談会」 
・憲法記念行事 無料法律相談会 
・「第１９回くらしと仕事のなんでも相談会」 
・「遺言・相続全国一斉相談会」 
・「平成 27 年度法の日週間記念行事無料

相談会」 
・「平成 27 年度憲法記念行事無料相談会」 

下記実績有り（直近 1,2 年） 
・２０１９年度「憲法週間行事」のご案内 
・平成３０年１１月１５日（木）開催「遺言・相続

全国一斉相談会」のご案内 
・平成３０年度「法の日」週間行事※詳しい

日程は期限切れのため不明 
・９月１６日開催 法テラス南三陸、９月１６日

開催 法テラス山元、９月９日・２９日開催 

法テラス東松島「暮らしとこころの相談会」の

ご案内 
・３月１８日開催 法テラス南三陸・法テラス

山元、３月１０日・２５日開催 法テラス東松

島「全国一斉・無料相談 暮らしとこころの相

談会」 
・平成３０年３月１８日（日）開催「イオンモー

ル利府 無料相談会（事前予約不要）」のご

案内 
※その他は別表 7 参照 

備考【避難者支援関

係】 

- 下記実績有り（直近 1,2 年） 
・「災害援護資金貸付に関する相談会」のご

案内 
・災害援護資金貸付ホットライン 
・３月５日（日）開催「原子力損害賠償無料説

明会・相談会」のご案内 
・｢東日本大震災・被災者対象無料電話法

律相談｣ 
・中小企業の皆様へ「被災中小企業法律相

談」実施のお知らせ 
・「住宅再建まるごと相談会」（石巻市）開催 
・「福島原発事故による損害賠償について

の説明会及び個別無料相談会」のご案内 
・「福島原発事故による損害賠償請求研修

会及び個別相談会」のご案内 
※その他は別表 8 参照 
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司法書士会 東京 埼玉 

専門家を派遣する
取組の有無 

有 有 

（有の場合）内容 
・出張による無料法律相談 ・市町村役場などでの司法書士による無料

法律相談会場 
原発避難者への支
援活動の有無 

有 無 

（有の場合）内容 
岩手県沿岸の仮設住宅巡回相談事業 
(岩手県司法書士会からの要請にて派遣) 

- 

ホームページ URL https://www.tokyokai.jp  https://www.saitama-shihoshoshi.or.jp  

備考【専門家派遣関

係】 

下記実績有り（直近 1,2 年） 
・【平成３１年４月２８，２９日開催】東京レイン
ボープライド２０１９における相談会※無料か
不明 
・【平成３１年３月１１日（月）開催】事業承継
セミナー＆個別相談会※無料か不明 
・【平成 30 年 10 月 27 日(土)開催】第 24
回 10 士業暮らしと事業のよろず相談会 
・【平成３０年１０月１３日（土）開催】 司法書
士・税理士による五市一斉無料法律相談会 
・東京レインボープライド２０１８におけるセク
シュアル・マイノリティのための相談会の開
催について（お知らせ）※無料か不明 
・【平成 29 年 10 月 14 日開催】第 23 回
10 士業暮らしと事業のよろず相談会 
・【平成 28 年 10 月 22 日開催】第 22 回
10 士業暮らしと事業のよろず相談会 
・【平成 28 年 3 月 5 日開催】イオンモール
多摩平の森における無料法律相談会 
・【平成 28 年 3 月 28 日まで開催】面談によ
る「いのちを守る何でも相談会」 
・【電話及び面談による相談会】「いのちを守
る何でも相談会」開催のお知らせ 
・【平成 27 年 11 月 14 日開催】イオンモー
ル多摩平の森における無料法律相談会 
※その他は別表 9 参照 

下記実績有り 
・「司法書士総合相談センター出張相談所」
開催のお知らせ【平成 31 年 4 月～令和元
年 6 月】 
・「司法書士総合相談センター出張相談所」
開催のお知らせ【平成 31 年 2 月～3 月】 
※その他は別表 11 参照 

備考【避難者支援関

係】 

下記実績有り（直近 1,2 年） 
・【平成３０年９月１６日（日）開催】原発ＡＤＲ
無料相談会 
・【平成３０年３月４日（日）開催】原発ＡＤＲ
無料相談会 
・東日本大震災関連なんでも情報 司法書
士会からお知らせ H２８年８月版①※多数
発行 
・【平成２７年１０月２４日開催】避難者と支援
者によるふれあいフェスティバル 
・【平成２７年１月１２日】ふくしま避難者交流
会での専門家による個別相談会 
・【平成 26 年 11 月 30 日開催】～東日本
大震災により都内に避難している方のため
の～法律・登記・税務・不動産鑑定評価・福
祉の専門家による無料相談会 
・【平成２６年１１月１５日開催】福島ふるさと
交流会 in 秋葉原 
・【平成 26 年 8 月 24 日開催】福島ふるさと
交流会 in 芝公園での専門家による個別相
談会 
※その他は別表 10 参照 

下記実績有り 
・平成 30 年度事業報告 P30～31 
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司法書士会 神奈川 千葉 

専門家を派遣する

取組の有無 
有 有 

（有の場合）内容 
・司法書士相談会 ・対面による無料法律相談 

原発避難者への支

援活動の有無 

無 
有 

（有の場合）内容 
- ・東日本大震災法律援助事業  

(法テラスが実施している事業) 

ホームページ URL https://shiho-kanagawa.sakura.ne.jp https://chiba.shihoshoshikai.or.jp  

備考【専門家派遣関

係】 

下記実績有り（直近 1,2 年） 
・横浜市鶴見公会堂で無料法律相談会のお

知らせ 
・３月１６日（土） 司法書士による川崎駅前無

料相談会を開催いたします。 
・１１／２４（土）税理士・司法書士による横浜駅

前無料相談会を開催いたします。 
・１０月９日（火）磯子公会堂法律相談会（無

料）のお知らせ 
・あなたの身近な法律家。司法書士による無料

法律相談会 ９月３０日から県下各地２１箇所で

行います。（法の日記念無料法律相談会） 
・平成３０年１０月７日（日）「不動産に関する合

同無料相談会」が開催されます。 
・【9 月 8 日】全国一斉 子どものための養育費

相談会※個別継続相談は有料 
・９月１７日（月・祝）敬老の日相談会を開催い

たします。 
・平成３０年９月２２日（土） 弁護士・税理士・司

法書士による 無料相談会を開催いたします。 
・【二俣川】での（夜間）無料法律相談会のお

知らせ 
・横浜市鶴見公会堂で無料法律相談会のお

知らせ！ 
・平成３０年７月２１日（土） 「１３士業合同くらし

と経営の無料なんでも相談会」が開催されま

す。 
※その他は別表 12 参照 

下記実績有り 
・その請求に困ったら司法書士へ ３月は相談

強化月間です。※無料か不明 
・『「こころ」と「いのち」と「おかね」の相談会』 

平成 31 年 2 月 17 日（日）開催 
・２月は「相続登記はお済ですか月間」です。 
・弁護士・税理士・司法書士による合同無料相

談会 平成 31 年 1 月 19 日（土）開催 
・ 『「こころ」と「いのち」と「おかね」の相談会』 

平成 30 年 11 月 17 日（土）、平成 31 年 2 月

17 日（日）開催 
・『法律・税金・登記総合相談』 平成 30 年 12
月 8 日（土）開催 
・１０月１日は「法の日」です。 
・弁護士・税理士・司法書士による合同無料相

談会 平成 30 年 9 月 15 日（土）開催 
・ 『「こころ」と「いのち」と「おかね」の相談会』 

平成 30 年 9 月 13 日（木）開催 

備考【避難者支援関

係】 

下記実績有り 
・平成２９年度 事業経過報告 P6～7 

下記実績有り 
・平成３０年度事業報告概要 P2 
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司法書士会 茨城 栃木 

専門家を派遣する

取組の有無 
有 有 

（有の場合）内容 
・司法書士総合相談センター 無料相談のご

案内 

・無料法律相談会 

原発避難者への支

援活動の有無 

無 無 

（有の場合）内容 - - 

ホームページ URL http://www.ibashi.or.jp   https://www.tochigi-shihou.com 

備考【専門家派遣関

係】 

下記実績有り 

・「その請求に困ったら司法書士へ」強化月

間について 

・2 月は『相続登記はお済みですか月間』で

す 

・10 月 27 日（土）司法書士・社会福祉士・税

理士による無料成年後見相談会 

・10 月 6 日（土）「司法書士による無料法律

相談会」実施のお知らせ 

・10 月は『全国一斉司法書士法律扶助推進

月間』です 

・９月２日（日）「専門家による困りごと無料相

談会」実施のお知らせ 

・8 月 3 日（金）「司法書士無料相談」実施の

お知らせ 

 

 

下記実績有り 

・平成３０年度高齢者・障害者のための相談

会を開催いたします 

・平成３０年度三士会無料相談会を実施いた

します 

・平成３０年度「法の日」司法書士無料法律相

談会を実施いたします 

・平成３０年度相続登記はお済みですか月間

（相続登記無料相談）を実施いたします 

・平成２９年度高齢者・障害者のための相談

会を開催いたします 

・平成２９年度三士会無料相談会を開催いた

します 

・平成２９年度「法の日」司法書士無料法律相

談会を実施いたします 

・平成２８年度相続登記はお済みですか月間

を実施いたします 

・平成２８年度高齢者・障害者のための相談

会を開催いたします 

・平成２８年度三士会無料相談会を開催いた

します 

・平成２８年度「法の日」司法書士無料法律相

談会を実施いたします 

※その他は別表 13 参照 

備考【避難者支援関

係】 

- 下記実績有り 

・平成 23 年度事業報告 P10 
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司法書士会 群馬 新潟 

専門家を派遣する

取組の有無 
有 有 

（有の場合）内容 
・無料面談相談 ・新潟県各地域開催の司法書士無料相談 

原発避難者への支

援活動の有無 
有 

無 

（有の場合）内容 
・震災被災者支援 - 

ホームページ URL http://www.gunma-shihoshoshi.or.jp https://niigata-shiho.net  

備考【専門家派遣関

係】 

下記実績有り 

・『年末困りごと無料相談会』開催のお知ら

せ 

・司法書士・税理士による相続、遺言無料合

同相談会 

・平成 30 年度県下一斉司法書士法律相談

会のお知らせ※無料か不明 

・無料出張法律相談会のお知らせ(邑楽郡

明和町) 

下記実績有り 

・無料法律相談を開催しました 

備考【避難者支援関

係】 

下記実績有り 

・平成 29 年度事業報告 P30 

下記実績有り 

・定時総会において報告された前年度の事

業報告 P12 
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司法書士会 山形 宮城 

専門家を派遣する

取組の有無 
有 有 

（有の場合）内容 ・司法書士無料相談所 ・無料面接相談のご案内 

原発避難者への支

援活動の有無 

無 無 

（有の場合）内容 - - 

ホームページ URL http://www.yamagata-shiho.jp http://www.miyashikai.jp 

備考【専門家派遣関

係】 

下記実績有り（直近 1,2 年） 

・相続無料相談会と司法書士による相続無

料電話相談のお知らせ 

・「第 22 回専門家によるくらしと仕事のなん

でも相談会」のお知らせ 

・ 平成 30 年 11 月 27 日（火）「相続未登記

農地無料相談会」を開催します 

・司法書士無料相談所  

・市町村役場などで司法書士が行う無料相

談 

・相続無料相談会のお知らせ 

・「第 21 回くらしと仕事のなんでも相談会」

のお知らせ 

・相続無料相談会のお知らせ 

・「第 20 回くらしと仕事のなんでも相談会」

のお知らせ 

・第 19 回くらしと仕事のなんでも相談会の

お知らせ 

・「司法書士・税理士による相続相談会・相

続教室」 

・平成 27 年 8 月 22 日（土） 高齢者・障害

者のための「成年後見＆相続 無料相談会」 

を開催します。 

・女性司法書士による女性のための相談会 

・「相続登記相談会・相続税相談会」「身近な

相続教室」開催のお知らせ 

※その他は別表 14 参照 

下記実績有り（直近 1,2 年） 

・6 月 12 日（水）に栗原市金成総合支所に

て相談会を開催 

・6 月 14 日（金）に大崎市岩出山総合支所

にて相談会を開催 

・6 月 26 日（水）に栗原市一迫総合支所に

て相談会を開催 

・「相続登記はお済ですか。無料相談（電話

と面接相談）を開催しています 

・11 月 12 日～17 日開催！女性のための

女性司法書士による法律相談会（無料） 

・11 月 13 日（日） 法律の専門家司法書士

による無料相談会を開催 

・10 月 1 日（木）から『全国一斉司法書士法

律相談会開催』※無料かは不明 

・10 月 4 日（日）「相続・遺言・税金について

の無料セミナー開催！」 

・2 月 23 日（日） 司法書士による相続・遺

言セミナー及び相談会開催【無料】 

・全国一斉「法の日」無料相談会開催 

・4 月 6 日（土）・7 日（日） 女川町（ふれあ

いｵﾚﾝｼﾞﾊｳｽ）にて無料相談会 

・3 月 23 日（土） 気仙沼市（ホテル観洋）に

て無料セミナーと相談会 

・12 月 1 日（土）「相続・成年後見セミナー

及び相談会」を石巻市にて開催します 

備考【避難者支援関

係】 

下記実績有り 

・平成２９年度事業報告 P14 

下記実績有り 

・平成 30 年度事業報告 P15 
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社会福祉士会 東京 埼玉 

専門家を派遣する

取組の有無 
無 無 

（有の場合）内容 - - 

原発避難者への支

援活動の有無 
有 無 

（有の場合）内容 

・福島県復興支援員 

(主として戸別訪問による避難者への情報提

供や相談対応) 

- 

ホームページ URL http://www.tokyo-csw.org  http://saitama1717csw.jp 

備考【専門家派遣関

係】 

下記実績有り 

・愛媛県での被災地支援活動者を募集して

います ※無料か不明 

・岡山県倉敷市真備町での被災地支援活

動者を募集しています ※無料か不明 

・平成 30 年７月豪雨災害に対する災害対

策本部設置のお知らせ 

・熊本地震災害支援【被災地支援活動】～

益城町からの活動報告 

・【被災地支援活動】～西原村地域包括支

援センターからの活動報告 

※その他は別表 15 参照 

下記実績有り 

・平成 30 年 7 月豪雨（愛媛県大洲市・宇和

島市）被災地支援活動【被災地支援者募

集】 

・熊本地震の被災地支援活動「被災地支援

者募集」 

備考【避難者支援関

係】 

下記実績有り 

・福島県復興支援員報告（現地視察レポー

ト） 

下記実績有り 

・被災者支援委員会 ※具体的な活動内容

は不明 
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社会福祉士会 神奈川 千葉 

専門家を派遣する

取組の有無 
無 無 

（有の場合）内容 - - 

原発避難者への支

援活動の有無 
無 無 

（有の場合）内容 

- - 

ホームページ URL http://www.kacsw.or.jp http://www.cswchiba.com 

備考【専門家派遣関

係】 

下記実績有り 

・こころの健康・福祉・法律無料相談会 ※

2016 年～2 回程度実施 

・無料法律相談会  ※2016 年～4 回程度

実施 

・平成 30 年 7 月豪雨（愛媛県大洲市・宇和

島市）被災地支援者募集 

・岡山県倉敷市真備町 被災地支援者募集 

下記実績有り 

・（会員の皆様へ）災害ボランティアに被災

地へ向かう会員を支援いたします 

備考【避難者支援関

係】 

下記実績有り 

・神奈川県委託事業 県内避難者支援事業 

※旧ホームページに掲載、新ホームページ

では掲載確認できず 

- 
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社会福祉士会 茨城 栃木 

専門家を派遣する

取組の有無 
無 無 

（有の場合）内容 - - 

原発避難者への支

援活動の有無 
無 無 

（有の場合）内容 

- - 

ホームページ URL http://www.csw-iba.org  http://www.tochigi-csw.org 

備考【専門家派遣関

係】 

- - 

備考【避難者支援関

係】 

- 下記実績有り 

・栃木県社会福祉士会会報 36 号 P5         

・栃木県社会福祉士会会報 37 号 P4～5 

・栃木県社会福祉士会会報 38 号 P5～6 
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社会福祉士会 群馬 新潟 

専門家を派遣する

取組の有無 
無 無 

（有の場合）内容 - - 

原発避難者への支

援活動の有無 
無 無 

（有の場合）内容 

- - 

ホームページ URL http://www.gunma-csw.or.jp http://csw-niigata.sub.jp 

備考【専門家派遣関

係】 

-  下記実績有り 

・【新潟県高齢者権利擁護相談支援事業メ

ニュー（2018 年度）】個別ケースに関する相

談対応 

備考【避難者支援関

係】 

-  - 
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社会福祉士会 山形 宮城 

専門家を派遣する

取組の有無 
無 無 

（有の場合）内容 - - 

原発避難者への支

援活動の有無 
無 無 

（有の場合）内容 

- - 

ホームページ URL https://yamagata-csw.org http://www.macsw.jp/ 

備考【専門家派遣関

係】 

下記実績有り 

・第 16 回無料相談会 くらしと仕事のなん

でも相談会※無料か不明、URL はこの記

載以外の内容も含まれる 

http://cgi1.plala.or.jp/~yacm/sunbbs/ind

ex.html 

- 

備考【避難者支援関

係】 

- 下記実績有り 

・宮城/県社会福祉士会震災支援の記録

P21 
・H25 年 8 月 1 日～ 東松島市「生活支

障・ニーズ把握と生活支援＋訪問支援員ス

キルアップ」 
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別表 1 

東京弁護士会 

備考【避難者支援関係】 

･外国人のための東日本大震災電話相談(日弁連､東京三会､関弁連) 

･被災女性のための東日本大震災電話相談(日弁連､NPO 法人全国女性ｼｪﾙﾀｰﾈｯﾄ 

･雇用と生活問題ﾎｯﾄﾗｲﾝ(2011 年 6 月 24 日 10 時～16 時)(日弁連､東京三会) 

･～原発事故により避難されているみなさまへ～全国一斉!弁護士による無料電話相談ｳｨｰｸ! 

･東日本大震災 5 年 避難者のつどい｢つながる｣ 

･東京三弁護士会 一斉法律事務所無料相談会 

 
別表 2 

埼玉弁護士会 

備考【専門家派遣関係】 

･街かど法律相談会:3 月 3 日(金) 

･暮らしと事業のよろず相談会:11 月 5 日(土) 

･憲法記念日無料法律相談会:平成 28 年 5 月 14 日(土) 

･女性のための法律講座&無料法律相談:平成 28 年 3 月 5 日(土) 

･暮らしと事業のよろず相談会:11 月 7 日(土) 

･秩父無料法律相談会 

･女性のための法律講座&無料法律相談 

･暮らしと事業のよろず相談会 

･憲法記念日無料法律相談 

 
別表 3 

神奈川県弁護士会 

備考【専門家派遣関係】 

･弁護士･税理士･司法書士による無料相談会 

･平塚週末相談 

･三浦市における終活に関するｾﾐﾅｰ&相談会 

･相模原市･座間市無料法律相談会 

･ひまわり法律相談ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｢街かど相談会｣(無料) 

･相模大野駅前無料法律相談会 

･B 型肝炎訴訟無料法律相談会 

･外国人無料法律相談会 - FREE LEGAL CONSULTATION - 

･終活に関する ｾﾐﾅｰ&相談会(無料) 

･弁護士･不動産鑑定士･土地家屋調査士･建築士･司法書士･税理士による不動産に関する無料相談会 

･弁護士･税理士･司法書士による無料相談会 

･厚木週末相談 
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･街かど法律相談会 

･外国人無料法律相談会 - FREE LEGAL CONSULTATION - 

･第 2 回 遺言･相続 全国一斉相談会 

･遺言･相続に関するｾﾐﾅｰ&法律相談会(無料) 

･弁護士･税理士･司法書士による無料相談会 

･弁護士による遺言･相続に関する出張ｾﾐﾅｰ･無料出張法律相談会 

･【老人ﾎｰﾑ･病院に入居･入院されている方対象】弁護士による無料出張相談会 

･【自治会町内会･商店街対象】弁護士による無料出張相談会 

･弁護士･税理士･司法書士による無料相談会 

･外国人無料法律相談会 - FREE LEGAL ADVICE - 

･遺言･相続 全国一斉相談会 

･弁護士･不動産鑑定士･土地家屋調査士による不動産に関する無料相談会 

･外国人無料法律相談会 - FREE LEGAL ADVICE - 

･弁護士･税理士･司法書士による無料相談会 

･交通事故無料相談会および無料電話相談 

･外国人無料法律相談会 - FREE LEGAL ADVICE - 

･川崎で遺言･相続に関するｾﾐﾅｰ&法律相談会(無料)を開催します 

･弁護士･税理士･司法書士による無料相談会 

･外国人無料法律相談会(FREE LEGAL ADVICE) 

･弁護士･税理士･司法書士による無料相談会 

 
別表 4 

千葉県弁護士会 

備考【専門家派遣関係】 

･欠陥建築ﾄﾗﾌﾞﾙ･法律相談<6 月 23 日(土)開催> 

･良い遺言の日法律相談<4 月 16 日開催> 

･袖ｹ浦市役所保健ｾﾝﾀｰで無料法律相談会を実施します<3 月 30 日(金)> 

･木更津市役所朝日庁舎で無料法律相談会を実施します<3 月 27 日(火)> 

･旭市青年の家で無料法律相談会を実施します<3 月 19 日(月)> 

･分譲ﾏﾝｼｮﾝの建替え等に関する特別相談会<平成 30 年 2 月 24 日開催> 

･欠陥建築ﾄﾗﾌﾞﾙ･法律相談<11 月 25 日開催> 

･欠陥建築ﾄﾗﾌﾞﾙ･法律相談会<6 月 24 日開催> 

･良い遺言の日法律相談<4 月 15 日開催> 

･東庄町保健福祉総合ｾﾝﾀｰで無料法律相談会を実施します<3 月 27 日(月)> 

･木更津市役所朝日庁舎で無料法律相談会を実施します<3 月 16 日(木)> 

･｢弁護士に聞いてみよう｣開催のお知らせ<3 月 4 日開催> 
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別表 5 

群馬弁護士会 

備考【専門家派遣関係】 

･平成 24 年度 外国人のための無料法律相談会 

･｢いのち支えるｷｬﾝﾍﾟｰﾝ｣･3 月 9 日高崎ｲｵﾝﾓｰﾙにて 

･平成 23 年度 法の日記念無料相談 

 
別表 6 

新潟県弁護士会 

備考【専門家派遣関係】 

･｢借金返済に関する相談会｣開催します｡ 

･｢くらしとこころの総合相談会(新発田会場)｣開催 開催日平成 25 年 11 月 27･29 日 

･｢くらしとこころの総合相談会｣開催のご案内平成 25 年 9 月 17 日(火)､同月 19 日(木)､同月 21 日(土) 

･｢借金返済に関する相談会｣を県内 12 ｶ所で開催します 

･｢多重債務者相談強化ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 2011｣無料相談会 開催のご案内 

 
別表 7 

仙台弁護士会 

備考【専門家派遣関係】 

･平成 30 年 1 月 29 日(月)～2 月 4 日(日)開催｢弁護士会ｳｨｰｸ～弁護士を身近に感じる 1 週間～｣のご案内 

･平成 29 年度｢法の日｣週間行事のお知らせ 

･平成 29 年 10 月 16 日(月)～31 日(火)開催｢外国人のための法律相談会(Legal Consultation for Foreign 

Nationals)｣のご案内 

･9 月 24 日開催 法ﾃﾗｽ南三陸､9 月 17 日開催 法ﾃﾗｽ山元､9 月 9 日･24 日開催 法ﾃﾗｽ東松島｢暮らしとこころ

の総合相談会｣のご案内 

･平成 29 年 7 月 22 日(土)開催｢弁護士による離婚で損をしないためのやさしい法律講座｣のご案内 

･3 月 4 日(土)開催｢ｲｵﾝﾓｰﾙ名取無料法律相談会｣のご案内 

･3 月 26 日開催 法ﾃﾗｽ南三陸､3 月 19 日開催 

法ﾃﾗｽ山元､3 月 11 日･26 日開催 法ﾃﾗｽ東松島｢全国一斉･無料相談 暮らしとこころの相談会｣  

･｢弁護士による離婚で損をしないためのやさしい法律講座･無料法律相談｣ 

･暮らしとこころの総合相談会開催のご案内 

･平成 28 年度｢法の日｣週間行事 

･｢6 月 20 日世界難民の日記念 外国人のための法律相談会｣ のご案内 

･暮らしとこころの総合相談会開催のご案内 

･石巻法律相談ｾﾝﾀｰで日曜相談を開始します｡ 

･【新企画】ｲｵﾝﾓｰﾙ利府 無料法律相談会(事前予約不要)開催のご案内 

･｢遺言･相続全国一斉相談会｣実施のお知らせ 

･暮らしとこころの総合相談会開催のご案内 
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･平成 27 年度 ｢法の日｣週間行事のお知らせ 

･平成 26 年度 ｢法の日｣週間行事のお知らせ 

･｢暮らしとこころの総合相談会｣開催のご案内 

･憲法週間行事のご案内 

･全国一斉･無料相談｢暮らしとこころの総合相談｣実施のご案内【3 月 8 日､16 日､23 日実施】 

･｢法の日｣週間行事のお知らせ  

･暮らしとこころの総合相談会開催のご案内 

･平成 25 年度｢憲法週間｣行事のお知らせ 

･｢暮らしとこころの総合相談会｣開催のご案内 

･｢法の日｣週間行事のお知らせ 

 
別表 8 

仙台弁護士会 

備考【避難者支援関係】 

･｢住宅再建まるごと相談会｣(山元町)開催のご案内 

･｢住宅再建まるごと相談会｣(石巻市)開催のご案内  

･｢福島原発事故による損害賠償請求研修会及び個別相談会｣のご案内 

･宮城県にお住いの避難者の皆様へ｢原子力損害賠償に関する最新情報をご説明いたします!｣ 

･宮城県にお住いの避難者の皆様へ｢原子力損害賠償に関する最新情報をご説明いたします!｣ 

･｢住宅再建まるごと相談会｣(気仙沼市本吉)開催のご案内 

･宮城県にお住いの避難者の皆様へ｢原子力損害賠償に関する最新情報をご説明いたします!｣ 

･｢震災関連死無料電話相談｣実施のお知らせ 

･｢住まいまるごと応援ﾌｪｱ｣(仙台市)開催のご案内 

･宮城県にお住いの避難者の皆様へ｢原子力損害の賠償に関してご相談ください!｣ 

･｢住まいまるごと応援ﾌｪｱ｣開催のご案内 

･被災ﾛｰﾝ減免制度(個人版私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ)無料相談会(石巻市)開催 

･被災ﾛｰﾝ減免制度(個人版私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ)無料相談会(仙台市)開催のご案内 

･被災ﾛｰﾝ減免制度(個人版私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ)無料相談会(石巻市)開催のご案内 

･被災ﾛｰﾝ減免制度(個人版私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ)無料相談会(気仙沼市)開催のご案内 

･被災ﾛｰﾝ減免制度(個人版私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ)無料相談会(名取市)開催のご案内 

･震災無料法律相談のお知らせ 

･被災ﾛｰﾝ減免制度(個人版私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ)無料相談会(南三陸町)開催のご案内 

･被災ﾛｰﾝ減免制度(個人版私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ)無料相談会(山元町)開催のご案内 

･被災ﾛｰﾝ減免制度(個人版私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ)無料相談会(亘理町)開催のご案内 

･事業者の二重ﾛｰﾝに関する個別相談会のお知らせ(主催:(株)東日本大震災事業者再生支援機構) 

･｢東日本大震災･記録ﾉｰﾄ｣作成のお知らせ 

･震災 ADR(裁判外紛争解決手続き)開設のお知らせ 

･無料電話相談のご案内 
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別表 9 

東京司法書士会 

備考【専門家派遣関係】 

･【平成 27 年 10 月 31 日開催】第 21 回 10 士業暮らしと事業のよろず相談会 

･【平成 27 年 10 月 9 日､10 日開催】くらしﾌｪｽﾀ東京 2015 

･【平成 27 年 10 月 7 日開催】｢法の日｣記念夜間無料法律相談会 

･【平成 27 年 7 月 9 日開催】第 13 回専門家集団による街頭無料相談会 

･【電話及び面談による相談会】｢いのちを守る何でも相談会｣開催のお知らせ 

･【平成 26 年 11 月 2･3 日開催】無料法律相談会･射的ｱﾄﾗｸｼｮﾝ 

･平成 26 年度｢高齢者･障がい者のための成年後見相談会｣ 

･【平成 26 年 10 月 25 日開催】第 20 回 10 士業暮らしと事業のよろず相談会 

･【平成 26 年 10 月 17 日開催】田町駅街頭相談会 

･【平成 26 年 10 月 11･12 日開催】みなと区民まつり 

･【平成 26 年 10 月 19 日開催】江東区民祭り 司法書士無料相談会 

･2014 年｢見て､聞いて､話そう!交流ﾌｪｽﾀ〜TOKYO くらしの情報広場｣ 

･【平成 26 年 10 月 25 日開催】第 20 回 10 士業暮らしと事業のよろず相談会 

･【平成 26 年 9 月 6 日開催】首都防災ｳｨｰｸでの防災何でも相談会 

･【平成 26 年 7 月 10 日開催】第 12 回専門家集団による街頭無料相談会 

･【平成 26 年 2 月 22 日開催】路上生活者のための無料法律相談会 

･【平成 26 年 2 月 1 日(土)～2 月 28 日(金)開催】東京司法書士会｢いのちを守る何でも相談会｣(面談による相談) 

･【平成 26 年 2 月 22 日(土)開催】路上生活者のための無料法律相談会 

･【平成 26 年 2 月 8 日開催】東京都立中央図書館法律相談会 

･年末拡大相談会 

･【平成 25 年 11 月 19 日開催】田町駅街頭相談会 

･【平成 25 年 11 月 21 日～27 日開催】大島町での相談会 

･【平成 25 年 11 月 2 日､3 日開催】渋谷区くみんの広場 ふるさと渋谷ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

･平成 25 年度｢高齢者･障がい者のための成年後見相談会｣ 

･【平成 25 年 12 月 7 日開催】東京都立中央図書館法律相談会 

･【平成 25 年 10 月 25･26 日開催】｢見て､聞いて､話そう! 『交流ﾌｪｽﾀ』 TOKYO くらしの情報広場｣ 

･【平成 25 年 10 月 20 日開催】無料法律相談会 in 第 31 回江東区民まつり 

･【平成 25 年 9 月 28 日開催】第 19 回 10 士業暮らしと事業のよろず相談会 

･【平成 25 年 9 月 7 日､8 日開催】防災何でも相談会 

･平成 25 年度｢高齢者･障がい者のための成年後見相談会｣ 

･法律･登記･税務･不動産鑑定評価･福祉の専門家による無料相談会開催のお知らせ 

･【平成 25 年 7 月 11 日開催】第 11 回専門家集団による 

･司法書士による法律･登記相談(国分寺駅ﾋﾞﾙ) 

･【平成 24 年 9 月 30 日開催】しながわ宿場祭り 5 士業合同無料相談会 

･【平成 25 年 2 月 23 日(土)開催】路上生活者のための無料法律相談会 



55 
 

･【平成 25 年 2 月 9 日(土)開催】東京都立中央図書館での無料法律相談会 

･【平成 25 年 2 月 1 日(金)～2 月 28 日(木)開催】東京司法書士会｢いのちを守る何でも相談会｣(面談による相談) 

･【平成 25 年 1 月 8 日(火)～3 月 14 日(木)開催】不動産賃貸借ﾄﾗﾌﾞﾙ解決のための法律相談会 

･墨田･江東支部主催 街頭無料相談会 

･杉並支部主催 街頭無料相談会 

･【平成 24 年 10 月 1 日他､開催】司法書士制度 140 周年記念事業｢支部ﾌﾞﾛｯｸ相談会｣ 

･【平成 24 年 11 月 3 日､4 日開催】渋谷区民祭 

･【平成 24 年 11 月 10 日開催】下町よろず相談会 

･【平成 24 年 11 月 17 日開催】東京都立中央図書館での無料法律相談会 

･【平成 24 年 11 月 10 日開催】第 1 回下町よろず相談会 

･平成 24 年 9 月～平成 25 年 3 月までの間､各団体による｢いのち支える連続相談会｣ 

･【平成 24 年 10 月 28 日開催】司法書士による法律･登記無料相談(府中支部) 

･【平成 24 年 9 月 30 日開催】司法書士による法律･登記無料相談(府中支部) 

･【平成 24 年 10 月 20 日開催】第 18 回 10 士業暮らしと事業のよろず相談会 

･【平成 24 年 6 月 16 日開催】府中支部無料相談会 

･【平成 24 年 2 月 25 日開催】路上生活者のための無料法律相談会 

･【平成 24 年 2 月 29 日開催】法ﾃﾗｽ共催 全国一斉無料法律相談会 

･【平成 24 年 2 月 25 日開催】路上生活者のための無料法律相談会 

･【平成 24 年 2 月 18 日開催】東京都立中央図書館での無料法律相談会 

･武蔵野支部無料相談会開催 

･港支部無料相談会開催 

･武蔵野支部無料相談会開催 

･東京都立中央図書館での無料法律相談会開催 

･｢株式会社 SF ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(旧三和ﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社)の破産手続き開始に伴う無料相談会｣開催 

･五市一斉無料法律相談会開催(田無支部主催) 

･｢民事法律扶助相談会開催｣ 

･港支部･中央支部無料法律相談相談会開催 

･府中支部無料相談会開催 

･府中支部無料相談会開催 

･第 17 回暮らしと事業のよろず相談会 

･武蔵野支部無料相談会開催 

･府中支部無料相談会開催 

･武蔵野支部無料相談会開催 

･武蔵野支部無料相談会開催 

 
別表 10 

東京司法書士会 

備考【避難者支援関係】 
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･【平成 26 年 6 月 21 日】福島ふるさと交流会での専門家による個別相談会 

･【平成 26 年 3 月 8 日(土)開催】東日本大震災の被災者のための無料電話相談会 

･【平成 26 年 2 月 16 日(日)開催】 

～東日本大震災により都内に避難している方のための～法律･登記･税務･不動産鑑定評価･福祉の専門家によ

る無料相談会 

･【平成 25 年 12 月 23 日】ふくしま避難者交流会での専門家による個別相談会 

･【平成 25 年 9 月 7 日(土)開催】～東日本大震災により都内に避難している方のための～法律･登記･税務･不動

産鑑定評価･福祉の専門家による無料相談会 

･【平成 25 年 2 月 9 日(土)開催】～東日本大震災により都内に避難している方のための～司法書士等による第 2

回無料相談会 

･【平成 24 年 11 月 25 日開催】東日本大震災により都内に避難されて来た方々のための多士業による無料相談

会 

･震災相談関連記事 

･東日本大震災困りごとなんでも相談(無料) 

･『東日本大震災の被災者及び避難者を対象とした無料面談相談』開催 

･東日本大震災の被災者及び避難者を対象とした無料電話相談開催 

 
別表 11 

埼玉司法書士会 

備考【専門家派遣関係】 

･｢遺言･相続無料相談会｣のお知らせ【平成 31 年 2 月 23 日(土)開催】 

･｢司法書士による高齢者･障がい者のための成年後見無料相談会･講演会｣のお知らせ【平成 31 年 1 月 26 日開

催】 

･｢司法書士総合相談ｾﾝﾀｰ出張相談所｣開催のお知らせ【平成 30 年 10 月～12 月】 

･埼玉友好士業協議会主催｢暮らしと事業のよろず相談会｣のお知らせ 

･埼玉県多重債務対策協議会｢多重債務者相談強化ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ無料相談会｣のお知らせ 

･司法書士による｢法の日｣司法書士法律相談(無料)のお知らせ 

･｢司法書士総合相談ｾﾝﾀｰ出張相談所｣開催のお知らせ【平成 30 年 7 月～9 月】 

･｢遺言･相続無料相談会｣のお知らせ【平成 30 年 8 月 4 日(土)開催】 

･｢司法書士総合相談ｾﾝﾀｰ出張相談所｣開催のお知らせ【平成 30 年 4 月～6 月】 

･｢その請求に困ったら司法書士へ｣強化月間のお知らせ 

･遺言･相続無料相談会｣のお知らせ 

･｢司法書士総合相談ｾﾝﾀｰ出張相談所｣開催のお知らせ【平成 30 年 1 月～3 月】 

･｢司法書士による高齢者･障がい者のための成年後見無料相談会･講演会｣のお知らせ【平成 30 年 1 月 20 日開

催】 

･埼玉県多重債務対策協議会｢多重債務者相談強化ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ無料相談会｣のお知らせ 

･｢司法書士総合相談ｾﾝﾀｰ出張相談所｣開催のお知らせ【平成 29 年 10 月～12 月】 

･埼玉友好士業｢暮らしと事業のよろず相談会｣のお知らせ 
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･法務局休日相談所のお知らせ【平成 29 年 10 月 1 日開催】 

･司法書士による｢法の日｣司法書士法律相談(無料)のお知らせ 

･｢司法書士総合相談ｾﾝﾀｰ出張相談所｣開設のお知らせ【平成 29 年 7 月～9 月】 

･｢遺言･相続無料相談会｣のお知らせ【平成 29 年 8 月 5 日開催】 

･｢遺言･相続無料相談会｣を開催します 

･｢司法書士による高齢者･障がい者のための成年後見無料相談会･講演会｣のお知らせ 

･｢司法書士総合相談ｾﾝﾀｰ出張相談所｣開催のお知らせ 

･｢司法書士による高齢者･障がい者のための成年後見無料相談会･講演会｣のお知らせ 

･埼玉県多重債務対策協議会｢多重債務者相談強化ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ無料相談会｣のお知らせ 

･司法書士による｢法の日｣司法書士法律相談(無料)のお知らせ 

･税理士･司法書士による｢遺言･相続無料相談会｣のお知らせ 

･｢遺言･相続無料相談会｣のお知らせ 

･｢司法書士による高齢者･障がい者のための成年後見無料相談会･講演会｣のお知らせ 

･｢司法書士総合相談ｾﾝﾀｰ出張相談所｣開催のお知らせ 

･埼玉県多重債務対策協議会｢多重債務者相談強化ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ無料相談会｣のお知らせ 

･埼玉友好士業｢暮らしと事業のよろず相談会｣のお知らせ 

･司法書士による無料相談会｢法の日司法書士法律相談｣のお知らせ 

･｢遺言･相続無料相談会｣のお知らせ 

･｢司法書士総合相談ｾﾝﾀｰ出張相談所｣を開催します 

 
別表 12 

神奈川県司法書士会 

備考【専門家派遣関係】 

･7/8(日)税理士･司法書士による横浜駅前無料相談会を開催いたします｡ 

･3 月 17 日(土) 司法書士による川崎駅前無料相談会を開催いたします｡ 

･11 月 25 日(土)相続登記相談会を行います｡(神奈川県司法書士会横浜東支部主催) 

･11/23(木･祝)税理士･司法書士による横浜駅前無料相談会を開催いたします｡ 

･平成 29 年 10 月 1 日(日)横浜地方法務局との共催による相続登記･空家に関する無料相談会を開催いたしま

す｡ 

･二俣川での無料法律相談会のお知らせ 

･あなたの身近な法律家｡司法書士による無料法律相談会 9 月 30 日から県下各地 21 箇所で行います｡(法の日

記念無料法律相談会) 

･9/18(祝･月)敬老の日相談会を開催いたします｡ 

･平成 29 年 9 月 19 日(火)｢不動産に関する合同相談会｣が開催されます｡ 

･平成 29 年 8 月 19 日(土) 弁護士･税理士･司法書士による無料相談会を開催いたします｡ 

･平成 29 年 7 月 29 日(土)｢12 士業合同くらしと経営の無料なんでも相談会｣が 開催されます｡ 

･7/8(土)税理士･司法書士による横浜駅前無料相談会を開催いたします｡ 

･藤沢で無料法律相談会のお知らせ 
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･平成 28 年 9 月 19 日(祝･月)敬老の日相談会を開催いたします｡ 

･10 月 24 日(土)横浜そごう(新都市ﾌﾟﾗｻﾞ)で無料法律相談会(法の日)のお知らせ 

･4 月 1 日から川崎市の全区役所で予約制の司法書士相談が始まります｡ 

 
別表 13 

栃木県司法書士会 

備考【専門家派遣関係】 

･平成 27 年度五士会無料相談会を開催いたします 

･平成 27 年度相続登記はお済みですか月間を実施いたします 

･平成 27 年度高齢者･障害者のための相談会を開催いたします 

･平成 27 年度三士会無料相談会を開催いたします 

･平成 27 年度｢法の日｣司法書士無料法律相談会を実施いたします 

･平成 26 年度相続登記はお済みですか月間を実施いたします 

･平成 26 年度五士会無料相談会を開催いたします 

･高齢者･障害者のための相談会を開催いたします 

･平成 26 年度三士会無料相談会を開催いたします 

･平成 26 年度｢法の日｣司法書士無料法律相談会を実施いたします 

･平成 25 年度五士会無料相談会を開催いたします 

･平成 25 年度三士会無料相談会を開催いたします 

･平成 25 年度｢法の日｣司法書士無料法律相談会を実施いたします 

･平成 24 年度相続登記はお済みですか月間を実施いたします 

･平成 24 年度｢法の日｣司法書士無料法律相談会を実施いたします 

 
別表 14 

山形県司法書士会 

備考【専門家派遣関係】 

･｢第 18 回くらしと仕事のなんでも相談会｣のお知らせ 

･司法書士による｢終活教室｣ を開催します｡ 

･女性司法書士による女性のための相談会 

 
別表 15 

東京社会福祉士会 

備考【専門家派遣関係】 

･熊本地震:日本社会福祉士会､6 月から支援活動開始 

･日本社会福祉士会が､熊本県への先遣隊派遣を決定しました 

･熊本地震にかかる災害支援本部の設置(4 月 16 日付)について 
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５．調査結果報告会 

専門家派遣事業を通じて、原子力被災 12市町村が抱える対応困難な事案に対して解決の糸口となる

検討を行った事例や、専門家の深い知見等に基づく情報共有の成果について、幅広い市町村への横展

開を目的として、下記２点の情報発信を行った。 

・関係者を一同に会した場での報告 

 ・専門家派遣事業の結果概要を関係者にメールで報告 

 

（１）関係者への報告 

・日 時 令和２年３月２４日（火） 13：30～14：30 

・場 所 福島県自治会館３階 大会議室 

・出席者 

－福島県、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 

－内閣府、復興庁 

 ・報告内容 

  －今年度実施した専門家派遣事業の一覧を紹介。 

  －自治体からの相談内容と、それに対する専門家の助言の例について、数件をピックアップして

紹介。 

 

（２）関係者へのメール報告 

・送信先（被災 12市町村） 

－富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 

－田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村 

 ・報告内容 

 本報告書 3.2節で示した専門家派遣事業の個別案件の概要をメールにて共有。 
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６．まとめ 

（１）専門家派遣事業について 

・本事業開始当初より、被災 12 市町村に対して困窮事例や課題事項のヒアリング等、専門家派遣に

関するニーズ調査を行い、ニーズに合致する専門家の派遣を行った。その結果、6市町村に対して

専門家派遣を実施した。 

・また、ヒアリング内容を踏まえた提案の他に、生活再建において被災者の課題となっている３つ

のキーワード（住まい、就労、健康的な暮らし）について、課題解決に向けた具体的なテーマと

専門家を選定し、12 市町村に対して個別の提案を行った。 

・今年度実施した専門家派遣の概要は 12市町村で共有されており、今後、同じような課題が発生し

た際には、本事業で構築した人的ネットワークが有効活用されるものと考えられる。 

 

（２）専門家派遣のニーズについて 

・市町村の課題には、緊急性を要する事例への対応や、任意のタイミングで相談できる窓口相談的

な形式を望む声があり、専門家を派遣するまでの仕組み（申請→専門家選定→日程調整）につい

て、迅速かつ柔軟な対応を期待する意見が挙げられた。 

・また、専門家による勉強会については、4月の人事異動直後の職員に行うことが望ましい等、時期

的な要望を示す意見も得られた。 

・一方で、現時点では専門家を派遣するニーズがないとの理由で、6市町村について派遣実績なしの

結果となった。被災者の生活再建支援について、自治体内での連絡会議の実施や、専門家とのネ

ットワークを持つ等、市町村独自の取組も行われている様子であった。 
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