
千葉県弁護士会と

行政及び各種団体との

連携メニュー

～私たち千葉県弁護士会は、こんなことをお手伝いできます～

〒260-0013 千葉市中央区中央 4 丁目 13 番 9 号

http://www.chiba-ben.or.jp/ 

千 葉 県 弁 護 士 会
Chiba Bar Association

◇問い合わせ・ご質問は、

TEL 043-227-8431(代表)



専門相談事業への弁護士派遣

各種審査会等への委員派遣

虐待防止事業との連携

高齢者・障がい者分野の研修等への講師派遣

地域包括支援センターとの各種連携

消費生活担当職員向け相談・研修事業

消費者安全確保地域協議会など各種協議会への

委員派遣

消費者向け講習会等への講師派遣

消費者・多重債務者向け相談事業への弁護士派遣

消費者被害予防のための市町村で行うシンポジウ

ムの開催

専門法律相談への弁護士派遣

生活困窮者に対する法律相談

自殺対策協議機関への委員派遣（法律相談）

いじめ予防授業の実施

選挙管理委員会と共同開催する選挙授業の実施

憲法出張授業の実施

消費者出張授業の実施（小学校から大学まで）

反社会的勢力排除に関する出張授業等の実施

模擬裁判の実施

学校に対する過剰・不当要求対策

留学生・外国人家庭に関する研修

要保護児童対策地域協議会等の会議出席

児童虐待に関する市町村へのアドバイス

配偶者暴力支援機関に対する法的助言・会議等

への委員派遣

ＤＶ問題・養育費問題等に関する市民向け専門法

律相談への弁護士派遣

協議会・懇談会等への委員派遣

外国人向け法律相談事業への弁護士派遣

外国人関連団体等への講師派遣等

法律相談等の被災者支援活動

災害対応に関する協議会への委員派遣

復興まちづくり支援組織への委員派遣

空き家対策組織への委員派遣

法的手続における助言等の法律相談

反社会的勢力による不当要求対策

クレーマー対策

包括外部監査人候補者の推薦

審理員・第三者機関委員の推薦

行政不服審査法や債権管理に関する職員向け研

修への講師派遣

市民法律講座の開催

中小企業者相談・支援、市民向け法律相談

貧困対策（ホームレス・生活保護）

家庭問題

自殺対策    

高齢者・障がい者

消 費 者  

行政及び各種団体との連携メニュー
千葉県弁護士会では、市民の皆さんを取り巻く様々な問題に対して、基本的人権を擁護し社会正義を実現するため、多様な取り組みを行っていま

す。自治体の活動や取り組みに対しても、法律専門家として参加や支援等ができます。

ご要望があれば、この「連携メニュー」に限らず、様々な取り組みが可能です。お気軽にご相談下さい。

教 育

子どもの権利  

外 国 人  

災害対策  

まちづくり

市民向け活動

社会福祉委員会

行政事務の執行
社会福祉委員会

成年後見・市民後見

高齢者・障がい者支援センター

消費者問題委員会

法教育委員会・民事介入暴力被害者救済センター

子どもの権利委員会・憲法問題特別委員会

消費者問題委員会・外国人の権利委員会

子どもの権利委員会

養成研修等への講師派遣

各種会議等への委員派遣

支援事業への委員派遣
両性の平等に関する委員会

外国人の権利委員会

災害対策委員会

業務改革委員会

業務改革委員会

民事介入暴力被害者救済センター

市民サービス委員会

業務改革委員会、法律相談センター



地方公共団体等との連携事例（１）

名称 概要 連携先 担当委員会

高齢者・障がい者

千葉県高齢者虐待対応市

町村支援事業

弁護士と社会福祉士の

専門職チームがケース

会議等に参加し、高齢

者虐待対応についての

アドバイス等をしま

す。

千葉県
高齢者障がい者支援セ

ンター
○

四街道市高齢者虐待防止

トーネットワーク運営会

議

ケース会議等に委員を

派遣し、高齢者虐待対

応についてアドバイス

等をします。

四街道市地域包括支援

センター

高齢者障がい者支援セ

ンター
○

千葉市成年後見支援セン

ター専門相談

成年後見制度の利用に

関する法律相談に委員

を派遣します。

千葉市社会福祉協議

会、千葉市成年後見支

援センター

高齢者障がい者支援セ

ンター
☆

千葉市社会福祉協議会評

議委員会

評議員として委員を派

遣しています
千葉市社会福祉協議会

高齢者障がい者支援セ

ンター
○

法人後見業務審査会

法人後見の受任時や、

受任後に重大な出来事

が生じた場合に対応の

方向性について審議す

る審査会に委員を派遣

しています。

千葉市社会福祉協議会
高齢者障がい者支援セ

ンター
○

市民後見人審査会

市民後見人を推薦する

ための審査会に委員を

派遣しています。

千葉市社会福祉協議会
高齢者障がい者支援セ

ンター
○

成年後見制度に関する県

民向け研修

県社協、市社協等と共

催し、講師やパネリス

トとして委員を派遣し

ています。

千葉県社会福祉協議

会、千葉市社会福祉協

議会

高齢者障がい者支援セ

ンター
●

日常生活自立支援事業契

約締結審査会

委員を派遣していま

す。
千葉市社会福祉協議会

高齢者障がい者支援セ

ンター
○

千葉市障害者施策推進協

議会

委 員 を 派 遣 し て い ま

す。

千葉市保健福祉局高齢

障害部障害者自立支援

課

高齢者障がい者支援セ

ンター
○

船橋市高齢者虐待防止等

ネットワーク運営会議

ケース会議等に委員を

派遣し、高齢者虐待対

応についてアドバイス

等をしています。

船橋市
高齢者障がい者支援セ

ンター
○

（右欄のマークについて）

○ 会議等への委員派遣

● 研修講師派遣

★ 職員向け相談担当者派遣

☆ 住民向け相談担当者派遣



地方公共団体等との連携事例（２）

名称 概要 連携先 担当委員会

消費者

消費生活アドバイザー

消費生活相談員向けの

研修の実施や相談員が

受けた相談に関する質

問への回答をします。

千葉県、千葉市、木更

津市、富里市、旭市、

佐倉市、成田市、茂原

市、習志野市、大網白

里市、四街道市、山武

市

消費者問題委員会 ★

多重債務者特別相談

多重債務に苦しむ方に

対して債務整理に向け

た助言・指導を行いま

す。

千葉市 消費者問題委員会 ☆

各自治体との合同シンポ

ジウム

各自治体と連携して消

費者問題に関する合同

のシンポジウムを開催

します。

南房総市、船橋市、勝

浦市
消費者問題委員会 ○

貧困対策

生活困窮者に対する法律

相談

生活困窮者自立支援制

度における自立支援相

談事業へ弁護士を派遣

する等しています。

浦安市、我孫子市

社会福祉委員会

松戸支部社会福祉委員

会

☆

ホームレス自立支援事

業・生活保護問題対策研

究会

弁護士会松戸支部にホ

ームレス問題等の関係

者が集まり、研究会を

開催しています。

松戸市など
松戸支部社会福祉委員

会
○

（右欄のマークについて）

○ 会議等への委員派遣

● 研修講師派遣

★ 職員向け相談担当者派遣

☆ 住民向け相談担当者派遣



地方公共団体等との連携事例（３）

名称 概要 連携先 担当委員会

教育

いじめ予防授業

連携先である学校の児

童生徒に対する出張授

業を行っています。

子どもの権利委員会 ●

選挙管理委員会との選挙

授業、各学校への出張授

業

千葉市選挙管理委員

会、八街市選挙管理委

員会、県内中学校

法教育委員会 ●

憲法出前講座

憲法委員が、憲法に関

する色々なも問題につ

いて判りやすく説明し

ます。

憲法問題特別委員会 ●

留学生・外国人家庭に関

する研修

家族滞在、留学生や難

民等外国人を巡る法的

な問題点についてわか

りやすく解説します。

外国人の権利委員会 ●

子どもの権利

児童相談所 児童虐待対

応法律アドバイザー

児童虐待の問題に関連

して、児童相談所から

の個別の事例について

の相談に対し法律的な

アドバイス等を行って

います。

千葉県 児童相談所 子どもの権利委員会 ★

家庭問題

千葉市配偶者暴力相談支

援センター法律アドバイ

ザ

支援センター相談員か

らの個別の事例に関す

る相談や配偶者暴力被

害者からの相談に対

し、法律的なアドバイ

ス等を行っています。

千葉市
両性の平等に関する委

員会
★

船橋市養育費相談

養育費に関する問題に

ついて、主として市民

向けの法律相談を行っ

ています。

船橋市
両性の平等に関する委

員会
☆

（右欄のマークについて）

○ 会議等への委員派遣

● 研修講師派遣

★ 職員向け相談担当者派遣

☆ 住民向け相談担当者派遣



地方公共団体等との連携事例（４）

名称 概要 連携先 担当委員会

外国人

外国人関連機関との懇談

会

外国人関係機関と連携

を深めるとともに，外

国人のリーガルアクセ

スの向上にむけて，意

見交換をしています。

自治体、国際交流協

会、児相、法テラス、

ボランティア団体

外国人の権利委員会

行政事務の執行

三者協定、四者協定

暴力団による被害に遭

われた方に対しては、

事案により、千葉県警

察及び千葉県暴力団追

放県民会議と連携して

対処する体制を整えて

おります。

千葉県警察、公益財団

法人千葉県暴力団追放

県民会議、千葉県

民事介入暴力被害者救

済センター
★

債権管理等に関する研修

地方公共団体が有する

強制執行できない債権

の管理等に関する法的

問題等について，基礎

編（２日間）・事例編

（１日）に分けて複数

講師で研修を実施して

います。

千葉県市町村総合事務

組合
業務改革委員会 ●

市民向け活動

市民法律講座

離婚・相続等の市民の

方々にとって身近な法

律問題についてわかり

やすく解説します。

講演のテーマについて

は，ご要望に応じて対

応しています。

千葉市，八千代市，市

原市内の公民館
市民サービス委員会 ●

法律相談担当者の派遣

住民向けの法律相談を

実施する際の相談担当

者を派遣しています。

千葉県，千葉市，富里

市などの自治体

鴨川市，御宿町などの

社会福祉協議会

法律相談センター ☆

（右欄のマークについて）

○ 会議等への委員派遣

● 研修講師派遣

★ 職員向け相談担当者派遣

☆ 住民向け相談担当者派遣



～ Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ ～

千葉県弁護士会マスコットキャラクター

『ちーべん』



                      

千葉県弁護士会 行政及び各種団体連携窓口 行 FAX 送信先：043-225-4860

電話によるお問い合わせはこちら ☞ 千葉県弁護士会 ０４３‐２２７‐８４３１

千葉県弁護士会 行政及び各種団体との連携メニュー お申込書

太線の枠内をご記入下さい。ご相談内容につきましては、適宜、別紙を追加して頂いても構いません。

本お申込書は千葉県弁護士会にて保管いたします。当会が行う弁護士照会の業務、管理運営のため、必要な範

囲で個人に関する情報を記載して頂きます。

上記目的以外には、個人情報を利用しません。

　　　　　年　　　月　　　日

ご住所

〒

組織
お名前

担当部署
お名前

ご
相
談
内
容

連携事業に関する概要
（ご希望の連携事業に関するご相談事項をできるだけ具体的にご記入下さい。なお、必ずしもご希望に沿うことがで

きない場合もございます。あらかじめご了解ください。）

（ご注意）個別の法律相談は、本ＦＡＸではお受けいたしかねますのでご了承ください。

お申込日

代表者
お名前

担当者
お名前

自治体等
（お申込者）

電話番号　　　　　　　　　　（　　　　　　）

Ｆ Ａ Ｘ　　　　　　　　　　 （　　　　　　）

Ｅ－ｍａｉｌ


