事
務
連
絡
平成 29 年 11 月 16 日
各都道府県 介護保険主管部（局）

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課
厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課

「認知機能が十分でない方への出張法律相談」に関する情報提供について

日頃より、介護保険行政の適正な運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
日本司法支援センター（法テラス）より、「認知機能が十分でない方への出張法律
相談」の周知について、別紙のとおり協力依頼がまいりました。
先般、第 190 回国会において総合法律支援法の一部を改正する法律(平成 28 年法律
第 53 号)が成立し、平成 28 年６月３日に公布されました。本改正法で新たに追加さ
れる特定援助対象者法律相談援助では、援助の対象となりそうな高齢者・障害者等に
ついて、ご本人からの申込みではなく、福祉機関等でご本人の支援をしておられる方
から法テラスにご連絡いただくことを契機として、弁護士等が出張して法律相談を実
施するという事務フローを想定しております（別添２参照）。
つきましては、本制度についてご理解頂くと共に、管内市町村並びに地域包括支援
センター及び介護サービス事業所等へご周知いただきますようお願いします。
なお、本件にかかる問合せについては、別紙依頼文中（本件の事務担当）に記載さ
れている日本司法支援センター本部までお願いします。
○

添付資料
別紙
「認知機能が十分でない方への出張法律相談」の周知について（依頼）
別添１
「司法ソーシャルワーク」の業務メニュー説明資料
別添２
「特定援助対象者法律相談援助」の事務フロー説明資料
別添３
特定援助対象者法律相談票及び記入例
参考資料 日本司法支援センター地方事務所一覧表

日本司法支援センター地方事務所一覧表【平成29年10月現在】
地方事務所名

郵便番号

関東

160-0023
231-0023
330-0063
260-0013
310-0062
320-0033
371-0022
420-0853
400-0032
380-0835
951-8116
530-0047
604-8005
650-0044
630-8241
520-0047
640-8155
460-0008
514-0033
500-8812
910-0004
920-0937
930-0076
730-0013
753-0072
700-0817
680-0022
690-0884
810-0004
840-0801
850-0875
870-0045
860-0844
892-0828
880-0803
900-0023
980-0811
960-8131
990-0042
020-0022
010-0001
030-0861
060-0061
040-0063
070-0033
085-0847
760-0023

東京
神奈川
埼玉
千葉
茨城
栃木
群馬
静岡
山梨
長野
新潟
近畿
大阪
京都
兵庫
奈良
滋賀
和歌山
中部
愛知
三重
岐阜
福井
石川
富山
中国
広島
山口
岡山
鳥取
島根
九州
福岡
佐賀
長崎
大分
熊本
鹿児島
宮崎
沖縄
東北
宮城
福島
山形
岩手
秋田
青森
北海道 札幌
函館
旭川
釧路
四国
香川

住

所

新宿区西新宿１－２４－１ エステック情報ビル１３Ｆ
横浜市中区山下町２ 産業貿易センタービル１０Ｆ
さいたま市浦和区高砂３-１７-１５ さいたま商工会議所会館６Ｆ
千葉市中央区中央４-５－１ Qiball（きぼーる）２Ｆ
水戸市大町３-４-３６ 大町ビル３Ｆ
宇都宮市本町４－１５ 宇都宮ＮＩビル２Ｆ
前橋市千代田町２-５-１ 前橋テルサ５Ｆ
静岡市葵区追手町９－１８ 静岡中央ビル２Ｆ
甲府市中央１－１２－３７ ＩＲＩＸビル１・２Ｆ
長野市新田町１４８５－１ 長野市もんぜんぷら座４Ｆ
新潟市中央区東中通１番町８６－５１ 新潟東中通ビル２Ｆ
大阪市北区西天満１－１２－５ 大阪弁護士会館Ｂ１F
京都市中京区河原町通三条上る恵比須町４２７ 京都朝日会館９F
神戸市中央区東川崎町１－１－３ 神戸クリスタルタワービル１３Ｆ
奈良市高天町３８－３ 近鉄高天ビル６F
大津市浜大津１－２－２２ 大津商中日生ビル５F
和歌山市九番丁１５ 九番丁ＭＧビル６F
名古屋市中区栄４－１－８ 栄サンシティービル１５Ｆ
津市丸之内３４－５ 津中央ビル
岐阜市美江寺町１－２７ 第一住宅ビル２Ｆ
福井市宝永４－３－１ 三井生命福井ビル２F
金沢市丸の内７－３６
富山市長柄町３－４－１ 富山県弁護士会館１Ｆ
広島市中区八丁堀２－３１ 広島鴻池ビル１F
山口市大手町９－１１ 山口県自治会館５Ｆ
岡山市北区弓之町２－１５ 弓之町シティセンタービル２F
鳥取市西町２－３１１ 鳥取市福祉文化会館５F
松江市南田町６０
福岡市中央区渡辺通５－１４－１２ 南天神ビル４F
佐賀市駅前中央１－４－８ 太陽生命佐賀ビル３Ｆ
長崎市栄町１－２５ 長崎ＭＳビル２F
大分市城崎町２－１－７
熊本市中央区水道町１－２３ 加地ビル３F
鹿児島市金生町４番10号アーバンスクエア鹿児島ビル６階
宮崎市旭１－２－２ 宮崎県企業局３F
那覇市楚辺１－５－１７ プロフェスビル那覇２・３F
仙台市青葉区一番町３－６－１

一番町平和ビル６F

福島市北五老内町７－５ イズム３７ビル４Ｆ
山形市七日町２－７－１０ NANABEANS８F
盛岡市大通１－２－１ 岩手県産業会館本館２F
秋田市中通５－１－５１ 北都ビルディング６Ｆ
青森市長島１－３－１ 日本赤十字社青森県支部ビル２F
札幌市中央区南１条西１１－１ コンチネンタルビル８Ｆ
函館市若松町６－７ 三井生命函館若松町ビル５F
旭川市３条通９－１７０４－１ ＴＫフロンティアビル６F
釧路市大町１－１－１ 道東経済センタービル１Ｆ
高松市寿町２－３－１１ 高松丸田ビル８Ｆ

電話番号
0503383-5300
0503383-5360
0503383-5375
0503383-5381
0503383-5390
0503383-5395
0503383-5399
0503383-5400
0503383-5411
0503383-5415
0503383-5420
0503383-5425
0503383-5433
0503383-5440
0503383-5450
0503383-5454
0503383-5457
0503383-5460
0503383-5470
0503383-5471
0503383-5475
0503383-5477
0503383-5480
0503383-5485
0503383-5490
0503383-5491
0503383-5495
0503383-5500
0503383-5501
0503383-5510
0503383-5515
0503383-5520
0503383-5522
0503383-5525
0503383-5530
0503383-5533
0503383-5535
0503383-5540
0503383-5544
0503383-5546
0503383-5550
0503383-5552
0503383-5555
0503383-5560
0503383-5566
0503383-5567
0503383-5570

徳島

770-0834 徳島市元町１－２４ アミコビル３Ｆ

0503383-5575

高知
愛媛

780-0870 高知市本町４－１－３７ 丸ノ内ビル２F
790-0001 松山市一番町４－１－１１ 共栄興産一番町ビル４Ｆ

0503383-5577
0503383-5580

