
多重債務シンポジウム

「多重債務者の生活再建を実現する」

シンポの再現記録
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主 催 日本弁護士連合会

後 援 内閣官房 総務省 厚生労働省 金融庁
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１ 開会宣言 総合司会 青山定聖

（司会） ただ今より、日本弁護士連合会多重債務シンポジウム「多重債務者の生活再建

を実現する」を開催致します。私は本シンポジウムの司会を担当致します熊本県弁護士会

の青山定聖です。よろしくお願いします。

本シンポジウムは、ご後援として、内閣官房、総務省、厚生労働省、金融庁の各省庁か

ら応援をいただいております。

まず、最初に開会挨拶としまして、当連合会副会長、藤本明より挨拶を申し上げます。

２ 開会挨拶 日弁連副会長 藤本明

（藤本） ただ今、司会のほうからご紹介を受けました、日弁連副会長の藤本でございま

す。今日、このお昼の貴重な時間を割いていただいてこのシンポにご参加いただきまして

ありがとうございます。主催者を代表しまして、若干ご挨拶させていただきたいと思いま

す。

ご承知のとおり、今から三十数年前、皆さんもよく知ってのとおり、いわゆるサラ金と

、いうのが全国各地に広がりました。そうしたことから、いわゆる消費者被害、借主の自殺

あるいは一家離散、子どもが学校に行けないというような非常に劣悪な環境が醸成されて

社会問題になったという状況、皆さんもまだご記憶されているかと思います。これは基本

的には利息制限法と出資法のギャップ、いわゆるグレーゾーンのところで商売をやる貸金

業界・業者によるいわゆるサラ金三悪と言われる高金利、過剰貸付、そして違法な取り立

てが行われました。こういうことから先ほども述べましたような社会情勢、被害がいろい

ろなところで発生したという状況がずっと続いておりました。弁護士が先頭に立ってこの

被害を救済するということでいろいろと運動し、貸金業者と闘ってきたという歴史がある

わけですけれども、基本的には金融システムを含めて、そういう消費者のためのセーフテ

ィネットみたいなものが全然構築されていない。こういうことから、そこで触手を伸ばし

ているサラ金業者の方に債務者は手を出さざるを得なかった。こういうような状況だった

と理解をしております。

、サラ金業者の方は、いわゆる無保証・無担保・即融資ということで触手を伸ばしてきて

その被害が全国各地で広まったと今述べましたけれども、その間、弁護士を含めて、被害

者団体、あるいは司法書士、こういうところがその撲滅に向けての闘いを繰り広げてきた

わけですけれども、そこでできたのが、不完全ですけれども貸金業法です。この法案がで

きても、実際には多重債務の状況が減るわけではないという状況がずっと続いてきて、そ

の後は商工ローン、あるいは闇金、こういうものが跋扈してきた。いろいろな事情がこの

間歴史上見受けられました。

それで平成１８年１２月に貸金業法の改正が成立して、平成１９年４月には政府のほう

で、対策本部が多重債務者の救済のための改善プログラムというものを作成したと、こう
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いう流れになっております。しかし考えてみますと、基本的には今までとってきた対策と

いうのは、貸主側の規制ということであって、借主側の方の対策については後手後手の状

況が続いてきたかと思います。今日のシンポジウムは、多重債務者の生活再建を実現する

というテーマでございます。多重債務問題の対策については、貸主側の規制、そこによる

対策だけではなくて、借主側の救済、そこのところがきちっとできて初めて対策の目的が

達せられる。こういうことではないかと思っております。

それでは、その多重債務者の救済のためにはどうあるべきなのか。それは救済のための

セーフティネットの貸付制度、あるいは各自治体における相談窓口の充実、こういうセー

フティネットの構築と拡充、ここが絶対的に必要になってくるだろうと考えています。た

だ、ここで注意しなければならないのは、多重債務者を救うために多重債務者の掘り起こ

しをし、発見をする。そして弁護士や司法書士のほうにその解決を任せきりにするという

ことでは何の解決にもならない。あくまでもそこで発見をして、その人の最終的な解決ま

で持って行くということが非常に大事ではないかと考えております。そういう意味では、

。生活再建のための視点というものはそこにあるのではないかというふうに思っております

今回のシンポジウムは、各自治体からいろいろな報告を受けますけれども、この今言っ

たような視点で解決を担っていくのが各自治体だと、このように考えております。今日は

各自治体がこれまで取り組んできております対策の紹介と、それからそこに横たわってい

る問題点というものの報告を受けまして、今後あるべきセーフティネットの構築と拡充に

役立てていただきたいというふうに思っております。そういう趣旨のシンポですので、最

後までご参加をしていただいて、ご協力をお願いしたいと思います。以上をもって私の挨

拶にかえさせていただきます。ありがとうございました。

（司会） 続きまして、ご来賓としまして、金融庁信用制度参事官、小野尚様よりお言葉

をいただきます。よろしくお願いいたします。

３ 来賓挨拶 金融庁信用制度参事官 小野 尚

（小野） 皆様こんにちは。ただ今ご紹介にあずかりました金融庁で信用制度参事官を務

めております小野でございます。本日はこのような大勢の方がご出席いただきまして、こ

の多重債務のシンポジウムを開催できるということは、大変意義深いことと思います。こ

のシンポジウムは、多重債務者の生活再建を実現するということをテーマに、まさに今、

先進的な取り組みを行っていらっしゃる地方自治体の方々をはじめとして、この多重債務

問題に長年携わっていらっしゃる方をお迎えいたしまして、多重債務対策のポイント、今

後の検討課題につきまして、ご参加の皆様の理解を深めていただくということを目的とし

ているというものと承知しております。

開催にあたりまして、私のほうから政府が現在取り組んでおります多重債務の問題の解
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決に向けての方策等についてご紹介させていただきたいと思います。まずこの多重債務問

題につきまして、先ほど藤本副会長からお話がございましたように、まず貸し手への対策

といたしましては、貸金業法を改正いたしました。ただ、もちろん貸し手だけの対策では

不十分であるということは藤本副会長のおっしゃるとおりでございまして、そのために、

既に多重債務状態にある方々への対策ということで、政府としまして平成１９年４月に多

重債務者対策本部を立ち上げまして、そこで多重債務問題改善プログラムを作成いたしま

した。このプログラムは四つの柱からなっておりまして、一つが、丁寧に事情を聞いてア

ドバイスを行う相談窓口の整備・強化。二つ目が、借りられなくなった人たちに対しまし

て、顔の見えるセーフティネット貸付を提供していく。３番目は、多重債務発生予防のた

めの金融経済教育の強化を図っていくということ。４番目が、いわゆるヤミ金の撲滅に向

けて取り締まりを強化していくということでございます。

本日ご出席されております宇都宮先生もメンバーになっておられます多重債務者対策本

部の有識者会議というのがございまして、現在もこの有識者会議で多重債務対策の現場の

現状と課題を把握するためのヒアリングというものを精力的に実施して頂いているところ

でございまして、本年６月にはこの有識者会議でヒアリングしていただいた結果をまとめ

て、多重債務対策プログラムの実施状況についてのフォローアップしていく予定としてお

ります。

本日は、このシンポジウムのテーマに関連いたしまして、主に相談窓口の整備・強化、

、及びセーフティネット貸付の提供について、現在の政府の取り組み、最近の動向について

ごく簡単に一言だけ触れさせていただきたいと思っております。

まず相談窓口の整備でございますが、既に皆様ご承知のとおり、多重債務者の方の多く

は、借金の悩みというものを１人で抱え込んでしまう傾向にありまして、どこにも相談で

きないまま生活に行き詰まるおそれがあるということでございます。したがいまして、ま

さに住民の方にとって最も身近な存在である自治体の市町村・都道府県において相談窓口

の整備・強化を図っていくということは、多重債務対策を推進する上で極めて重要でござ

います。私ども金融庁が先般実施しましたアンケート調査によりますと、既にすべての都

道府県において多重債務の相談窓口が設置されておりまして、また９割を超える市町村に

おいて相談窓口が設置されております。更に私ども金融庁のほうでも、地方支部局である

財務局のほうに昨年４月から相談窓口を設置いたしまして、その体制を強化してございま

す。

このように相談窓口の整備・強化が進みまして、また今日ご出席の地方自治体の方々の

ご尽力もありまして、現在では年間１５万件の相談に応ずるような体制ができあがってお

ります。皆様のご尽力に心より感謝する次第でございます。

、また、一昨年から弁護士会・司法書士会と連携いたしまして、相談体制のさらなる充実

周知を図るために、全国一斉の多重債務者相談ウィーク、去年は多重債務者相談強化キャ
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ンペーンというものを昨年９月から１２月まで全国で実施いたしました。今年もぜひまた

実施したいと思っておりますので、皆様のご協力を引き続きお願いしたいと思います。

また、相談窓口の整備だけでは不十分であるということは、先ほどの藤本副会長のお話

のとおりでございまして、やはり相談をして、さらにその方々を丁寧にフォローアップし

ていくということが重要でございますので、今後ともセーフティネット貸付の充実を図っ

ていくことが必要であることは言うまでもありません。

この件については、後程、各自治体の方々からご報告があると思いますが、現在、非常

に先進的な取り組みがなされております。また、政府といたしましても、現在補正予算を

、提出しておりますが、その経済危機対策の中で生活福祉資金貸付事業の拡充７０２億円と

中小企業向けのセーフティネット貸付の拡充２，７１８億円を補正予算に計上しておりま

す。ぜひ国会でお決めいただいた後には、各関係省庁と連携しながら、しっかりこのよう

な政策を進めてまいりたいと考えております。

このように多重債務問題の解決に向けた取り組みが着実に進展しております。多重債務

問題というのは、まさに今申しました相談体制の整備、それから金融教育の充実、ヤミ金

の取り締まりと、極めて多岐にわたる問題でございますので、金融庁をはじめ、関係省

庁・機関が一体となって取り組んでいくべき問題であります。政府としましても、引き続

き関係省庁・機関と連携しながら多重債務問題解決に向けて全力で取り組んでいく所存で

ございます。今後ともぜひ皆様と連携を図りながら、ご理解・ご協力をお願いいたしたい

と思います。

最後に、本日このように多数の方にご出席いただきシンポジウムが開催できますのも、

日本弁護士連合会の方々をはじめといたしました、皆様のご尽力の賜物だと思っておりま

す。多重債務問題の改善に向けて取り組んでいる金融庁としても御礼申し上げたいと思い

ます。ぜひ本日のシンポジウムが皆様にとりまして実り大きいものであることを祈念いた

しまして、私のご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました （拍手）。

（司会） 小野様、ありがとうございました。

続きまして、基調報告を当連合会多重債務対策本部事務局長、新里宏二よりご報告いた

します。よろしくお願いします。

４ 基調報告「多重債務問題の現状と生活再建の必要性」

当連合会多重債務対策本部事務局長、新里宏二

（新里）

① 改正貸金業法の完全施行に向けて

ご紹介いただきました、日弁連の多重債務対策本部事務局長を務めております新里で

ございます。今日は皆さんの前というのがどの範囲かといいますと、今日会場に来てい
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らっしゃる方のほかに、全国５１か所の弁護士会の本部または支部のところでテレビ中

継を行っております。参加のほうはまだ確認は取れておりませんけれども、２，０００

人以上の方が各地で同じ最先端の話を聞けるということになっています。日弁連として

も初めての企画でございます。

私のほうのお話については、資料の１、トータル番号の７、それから今日皆さんのと

ころに配布されている 「改正貸金業法の完全施行へ向けて」というリーフレットを見て、

いただきながら、お話しさせていただきたいと思っております。藤本副会長のお話、そ

れから金融庁の小野参事官の話を聞いてみますと、何か半分ぐらい終わってしまったか

なという気もするわけですけれども、話を進めさせていただきたいと思います。

まず、せっかくこのきれいなリーフレットがありますので、これを中心にお話しして

いきたいと思っております。２００６年１２月改正貸金業法が成立いたしました。やっ

とここまで来たという私たちの思いが込められた法改正だったのではないかと思ってお

ります。ただ、いっぺんに法律を施行していくということになると、いろいろな形で軋

轢が出るだろうということで、完全施行まで大きく言うと４段階の施行をするという形

になっておりまして、最終的に今年の１２月が目安ということになっています。今回の

改正の一番の妙味のところでございます出資法の上限金利、刑罰金利を年利２０％まで

下げて、いわゆるグレーゾーン金利をなくし、それから、収入の３分の１を超える貸付

については過剰貸付禁止という形にして規制をかけていく、そういう総量規制を導入す

るというのが最後の段階になってきております。それが概ね目途という意味では今年の

１２月ということになっております。

法律をつくって新たな多重債務者を出さないような仕組みにするという業者規制をす

るだけではなく、既存の多重債務者をどう救済していけるのだろうかということで、多

重債務対策をきちっとやろうということが法律の中にも盛り込まれました。参事官がお

話しされたように、政府に「多重債務者対策本部」が設置され、さらには「多重債務問

題改善プログラム」が策定されていきました。そして国、民間が協力をして、多重債務

者対策を行うという仕組みができあがっていきました。その中で皆さんに大変ご奮闘し

ていただいているということではないかと思います。

② 本シンポを企画した意図

そして２ページ目になりますけれども 「進化する多重債務者支援のネットワーク」と、

いうところを見ていただきますと、多重債務相談というのは、待っていても相談できな

いものです。借金の問題というのは、兄弟であったり、親であったり、子どもであった

り、なかなか相談できない。そして埋もれてしまって、自殺まで追い込まれていく。そ

の中で何とか発見するところはどこでしょうかというと、一番は徴収の窓口ではないで

、しょうか。または生活保護の現場の中で、結局なぜこうなってしまったのということで

借金に追われて仕事も失ってしまったよということになってきます。そういう多重債務
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者を発見できる窓口と相談の窓口を、どう庁内の連携を進めていくか、さらに、そこと

専門家とどう連携するのかとの問題です。そして、今度は専門家から、この件について

は生活保護もお願いしますよという形で行政に戻すという連携をどう強めていくかとい

うのは大きな課題であり、それが各地で進んできたものと考えています。それを今日、

各地の最先端で活動していらっしゃる方に来ていただいて話して頂けることになってい

ます。さらに、債務整理をしたけれども、お子さんの「就学準備のお金がないんだよ」

というときに、どうやってお金を、セーフティネット貸付ができるのかも大きな課題に

なってきています。そのことも今日十分ご議論していただきたいと思います。

実は日弁連のシンポの中でも、自治体の方いっぺんに１０人以上の方に集まっていた

だくというのは初めての企画でございます。当初の企画案では、午前中からずっと５時

までやろうかと言っていたのですけれども、さすがにそれは皆さんお疲れになるだろう

ということ、大事な情報が拡散されていくということで、今日は１２時半というちょっ

と異例な時間ではございますけれども、５時までということで、最先端の自治体の方の

お話を聞いて 「いいね」ということをぜひ持ち帰っていただいて、さらに多重債務対、

策・生活再建へという形で進めればいいなというふうに思っております。

③ 多重債務対策の現状

では、そういう私たちがこれまで行ってきたことによって、多重債務対策として効果

がでているのかを少し見ていきたいというふうに思います。それは３ページ目でござい

ます。実は法改正の段階で２００６年５月に全情連、サラ金系の情報機関に登録されて

いる方が約１，４００万人、そして５社以上借り入れをしている方が２３０万人ぐらい

で、それが日本の多重債務者は２００万人以上にも及ぶという根拠になったわけですけ

れども、その方についてはどうなっていったのだろうかということについてのデータで

ございます。これについては今日の資料集の１３ページ、１４ページ、１５ページで、

まず、１３ページを見ていただきますと、１９年２月の段階で５社以上借入のかたが１

７６万人、最終的に１５ページを見ますと７２万７，０００人に減少しています。これ

について 「業者の方が廃業していったことで減った」のではないかということも言われ、

ていますけれども、確実に多重債務対策の成果が出ているのだということを私たちは共

有できるのではないかと思っています。

さらに言えば自己破産の件数も、３ページに戻って下の表でございますけれども、１

２万９，０００で、２００３年ヤミ金が跋扈した時代、多重債務者がふえてヤミ金のタ

ーゲットになっている、その段階では自己破産者が２４万人までふえたわけですけれど

も、もうそれが１３万人を切っているというところにも、やはり確実な成果が表れてい

るのではないかと思います。

それから、金利規制をするとヤミ金が跋扈するのだということをよく言われています

けれども、ではそれはどうなっているのだろうかというのが４ページ目、５ページ目で
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ございます。ヤミ金が跋扈したのは、ヤミ金対策法ができた１５年の直前あたりが大変

な猛威を振るったものですが、それ以降、検挙件数は非常にふえてはきているのですけ

れども、相談自体は減っています。検挙の実が挙がって 「検挙に勝るヤミ金対策はない、

のだ」ということが言えるのではないでしょうか。それから右の方でございますけれど

も、平成２０年６月１０日最高裁は、ヤミ金に行ったお金は全部取り戻せるのだよとい

う全額説をとりました。最高裁にヤミ金からは利益を吐き出させるのだということを確

認していただきました。そういう取り組みも進んできています。ただ、これはちょっと

油断をするとまた跋扈してくるのも実際でございますので、気の抜けないところではな

いかと思っております。

④ セーフティネット貸付について

それからセーフティネット貸付のところについては６ページ目になっておりますけれ

、ども、先ほど参事官のほうからも、いわゆる低所得者向けの日本の貸付制度というのは

一番貸付が多いのは社会福祉協議会が実施しております生活福祉資金の貸付制度でござ

います。原資が約２，０００億円で、貸付ができているのは１，０００億円はいってい

ないのです。半分以下なのです。こんな馬鹿な、困っている人がいっぱいいるのに、な

んでこんなに借りられないのだろうかとの疑問が生じます。その理由としてあげられる

のは、広報がない、保証人を取ってしまう、それから貸倒引当金が積めないものですか

ら、次の貸付ができないということで、非常にデッドロックになっています。それを何

とかしなければならないということで、実は民間団体のほうでも「セーフティネット貸

付実現全国会議」というのを立ち上げて、厚労省の担当の方とも協力しながら対策を進

めてきました。それが今回の補正予算案の中で予算組みをして、貸付原資を積み増しを

。し、そして保証人がなくても借りられるような仕組みにするとの抜本改正ができました

確実に前進しています。

それから 「何かとすぐこのお金が用意できないか」という場合に対応するため生活福、

祉資金貸付の中に 「緊急小口」という１０万までの貸付制度があるわけですけれども、、

年末の派遣村の取り組み等を踏まえて、つなぎ融資に徹するのだということで、住民票

がなくても、例えば生活保護の申請をする、または雇用保険の申請をした方については

すぐ出すような仕組みも補正予算の中で３０億円を超えた形で決まるというように聞い

ております。

ただし、事故情報に載った方、今事故情報に載っている方、延滞という形で載ってい

る方は２００万人を超えているわけですけれども、破産、個人再生だという人も合わせ

ると４００万人を超えているのではないかと言われていますけれども、低所得者の方で

あれば、いわゆる住民税非課税世帯（４人世帯で２７０万円程度の年収）では、先ほど

の生活資金の貸付制度が利用できるわけですけれども、それを超える方については利用

できないことになりかねません。それをどうやって手当をしていくのかどうかというの



8

が今後の大きな課題です。やはりこれについては、今日盛岡の吉田さん、それから栗原

市の三條さんにお出でいただいていますけれども、そんな中で先験的な取り組みをお話

ししていただいて、一部の取り組みだけでいいのだろうか、やはり国全体としての取り

組みが必要になってきているのではないかというところをご議論していただきたいとい

うふうに思っております。

それから中小事業者向けのセーフティネット貸付というのも重要でございます。これ

だけ不況がまん延をして、２００８年度の中小企業者の倒産件数が１万３，０００件を

超えているという中で、もう「高利だっていいじゃないの、貸してやったらいいじゃな

いの」という議論さえございます。しかし困っている人に高利を与えてしまったら、し

かも保証人を取られてしまうのがほとんどです。そうしたらその人が幸せになるのでし

ょうか。そんなことはないでしょう。その原点は、私たちが経験した９０年代後半の商

工ローン被害だったのではないでしょうか。そこに対してセーフティネットの貸付をど

う供給していくかということでございます。

ベースのことを見ていただくと、７ページ目の右側の上の方ですけれども、ちょっと

小さい字ですけれども、これは貸金業者の方での事業者向けの貸付制度の全体像です。

下が年利１４％以下で、上が１４％超での貸付です。１４％超というのは、例えばＳＦ

ＣＧ（旧商工ファンド 、ロプロ（旧日栄）だとか、商工ローン業者というところですね。）

それを見ていきますと融資残高は９，６９１億円です。それから１４％以下での融資残

高は約１６兆円です。ですから、全体で１７兆の中で高利の部分というのはほんのちょ

っとなんですね。そのうちのＳＦＣＧが４，６００億ですけれども、ＳＦＣＧが倒産を

しました。ＳＦＣＧが倒産して、同社から借りられなくて困っているという相談が金融

庁に来ているかというと、ほとんどないのです。あそこはかえって貸し剥がしまでして

しまったからなんですね。

やはり今望まれているのは、こんな厳しい時ですから、セーフティのものです。それ

に対して国のほうが３０兆円の中小事業者支援というのを出して、そのうちの特別保証

制度については既に１０兆円を超えているということで、今回の補正予算案がさらに１

０兆円を積み増しをすることになっています。１０年前も中小事業者が倒産したときに

２９兆まで保証枠を使ったという時代がございます。それを倣いながら中小企業の支援

策を進めています。ですから商工ローンで困っている方についても、債務整理をしなが

ら事業が回る方についてはこの融資を付ける運用となっています。実際そのような運用

がなされているということも聞いております。しかし地方によっては機能していないと

ころもあるとも聞いてもいます。

、最後になりますけれども、私たちが何を経験してきたかというと、９０年代の後半は

あの山一証券、北海道拓殖銀行が倒産をする中で、中小事業者がどんどん倒産をしてお

ります。当時も年間１万４、５千社が倒産していった時代でした。それで何が行われた
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かというと、セーフティネットがないことから、失業者があふれてしまって、そして高

利のサラ金から借りてしまう、高利の商工ローンから借りてしまう、そして、多重債務

者、それから商工ローン被害というのが社会問題となっていきました。

８ページ目でございますけれども、この表を見ていただいて、９８年の段階で破産が

１０万人、それから自殺者が３万人を超えています。それ以来ずっと自殺も３万人、破

産も１０万人を超えているわけですけれども、やはり私たちはそういう再現を許しては

いけないのではないかと考えています。

実は今日、吉田さんなどは午前中に参議院の消費者問題対策特別委員会の中央公聴会

で公述人として参加をされて、今週中ないし来週早々には消費者庁設置関連三法案が成

立するであろうと言われています。地方消費者行政は非常に疲弊していて、その中で例

えば「多重債務相談もやってくださいよ」と言われて 「どうしてできるんですか」とい、

う大きな皆さんからのお声も踏まえて、地方行政を何とか充実していかなければならな

いという大きな流れができております。十分かというと、まだ不十分です。ですけれど

も皆さんの協力で、多重債務の問題、消費者問題についても地方の相談がきちっと充実

できる、さらに言えば、相談だけではなくて、生活再建のところまで進むような大きな

展開が出てきました。

今日は皆さんのお話を聞かせていただきながら、情報を共有して、そして多重債務者

のないような社会、法律が完全施行されて多重債務者がないような社会を目指して頑張

っていきたいと思っております。

ご清聴ありがとうございました （拍手）。

（司会） どうもありがとうございました。

ここで祝電が来ておりますので、ご披露申し上げます。衆議院議員、牧原秀樹様からい

ただきました 「多重債務シンポジウム『多重債務者の生活再建を実現する』の開催おめで。

とうございます。いよいよ完全施行が目の前に迫ってきました。法改正に全力を尽くした

者として、本シンポ参加の皆様と力を合わせ、多重債務者問題の抜本的解決を成し遂げて

いきたいと思っております。頑張りましょう 。どうもありがとうございます （拍手）」 。

それでは、これより第１部「より多くの多重債務者の発見・救済のために」を開催いた

します。これは多重債務者の置かれている状況が、多重債務問題、長年にわたって返済を

繰り返すという生活状況の中で孤立化して、場合によっては死の問題とも直面するという

極めてせっぱ詰まったところに置かれている。そういう方々たちをどう発見していくか、

そしてどう救済に結びつけていくかというテーマで、各自治体の方々の先進的な取り組み

をご紹介しながら、全国の自治体の方々にも学ぶべきところは学んでもらって、この多重

債務対策の実を上げてもらいたいという狙いの下に、この第１部を組んでみました。この
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冒頭は、まずは各県の窓口、これは滋賀県守山市の市民生活課主事、山岡純子様に 「地方、

自治体による多重債務者発見のための広報活動について」ということでご報告いただきま

す。よろしくお願いします。

第１部 より多くの多重債務者の発見・救済のために

１ 地方自治体による多重債務者発見のための広報活動について

滋賀県守山市環境生活部市民生活課主事 山岡純子

（山岡） 滋賀県守山市役所市民生活課の山岡と申します。多重債務者発見のための広報

活動について、守山市の取り組みをご報告させていただきます。よろしくお願いします。

レジュメは資料２の１７ページです。私はこういうところで喋るのが初めてで、レジュ

メがかなりあっさりしていて、わかりにくいかもしれないのですが、お許しいただきたい

と思います。

① 守山市と多重債務問題の取り組み体制の紹介

まず守山市の紹介をさせていただきます。守山市は滋賀県の南部にあり、琵琶湖に面

しています。この次にご報告される野洲市の南隣に位置している市です。平成２１年４

月１日現在で人口が７万６，１６８人、世帯数は２万６，９８４世帯で、年々増加して

いるという市です。

守山市では、多重債務相談は消費者行政担当課の市民生活課が実施しています。市民

生活課は消費者行政以外に、自治会などのコミュニティ施策、斎場・墓地の関係、交通

安全、防犯対策など、ほかにもあるのですが、いろいろな業務を抱えている課です。課

員は行政職員が６名、嘱託職員が２名で、そのうちの１人が消費生活相談員、もう１人

は市民相談員で、合計８名です。消費者行政の担当者は私で、他の業務と兼務していま

す。

レジュメに戻りまして、守山市の多重債務相談の予算は、消費者行政推進事業費の一

部になります。その消費者行政推進事業費の予算額を表に上げさせていただきました。

表を見ていただいたらわかるように、総額が約３５０万円で、そのうち報酬、社会保険

料等の共済費、費用弁償等を含む人件費が約３２０万円です。予算の９０％以上が相談

員の人件費です。この３２０万円という額が、多いのではないかと感じられた自治体の

方がおられるかもしれませんが、本市では消費生活相談員は非常勤職員という位置付け

ではありますが、平日は毎日勤務いただいており、８時半から５時１５分までの８時間

勤務です。報酬額については改善が必要と感じています。ちょっと話がずれてしまいま

したが、９割が人件費で、残りのわずかな額で消費者行政をしていかなければならない

という状態で、この中で多重債務問題に取り組んでいるので、ほぼ予算はかけられない

事業ということになります。

このように、人員体制、予算規模ともにとても小さいのが本市の消費者行政です。で
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もこのような状態が多くの地方自治体、特に市の現状です。予算は年々削減され、予算

を伴う新規事業の実施はとても難しいです。このような中で平成１９年７月に政府の多

重債務問題改善プログラムを受け、役所内の徴収関係の部署、福祉関係の部署、社会福

祉協議会などの外部団体が連携するための守山市くらしの安全ネットワークを構築し、

多重債務問題に取り組んでいます。

② 多重債務者発見のための広報活動

では本題の広報活動について、お金がないというのが地方の現状なので、予算と合わ

せながら説明させていただきます。多重債務者発見のための広報活動は、まず市として

の広報媒体を活用しました。担当課の経費の支出が要らないものです。広報紙「広報も

りやま」への掲載。有線放送電話での放送。この有線放送電話とは、市内の農業地域で

普及している定額型の地域内電話で、音声放送ができるものです。そして市のホームペ

ージへの掲載です。

それからチラシを作成しました。レジュメの１９ページ、２０ページに掲載させてい

ただいているものです。見ていただいたらわかるように、ワードでつくったもので、文

字の羅列だけのものなのですが、これでもチラシです。滋賀弁護士会、司法書士会の無

料相談会を掲載させていただいているので、掲載の許可と校正をいただきました。この

原稿を市役所内の印刷機で印刷しました。チラシ作成にかかった費用は用紙代とインク

代だけです。地味だなと思われる方がいらっしゃると思いますが、私はチラシの役割は

多重債務者に相談できる場所があること、借金が解決できることを伝えることだと思っ

ています。レイアウトが地味でも、紙質がよくなくても、多重債務者が相談窓口に来ら

れるきっかけづくりができればいいと考えています。このチラシを守山市くらしの安全

ネットワーク構成課窓口と市の施設に置きました。構成課の一つである納税課が発送す

る滞納者への通知にも同封してもらいました。

平成２０年度の秋から半年間、滋賀県と守山市の市・県共同徴収チームという滞納整

理チームが組まれ、差押え予告書を一気に発送された際に同封してもらいました。この

差押え予告書というものは、普段は担当者が個々に発送しているものだそうです。これ

をチームが一気に発送されるということで、そこに一緒に入れていただきました。それ

でこの滞納整理チームの納税相談に来られた多重債務者についても、消費生活相談員か

私が同席して相談を受けて、ネットワークを活用して専門家につなぎました。

それから市内の金融機関窓口やＡＴＭにチラシを置いていただきました。多重債務者

は債務返済のために金融機関のＡＴＭを利用するので、そのときに目に付けばよいなと

思ったからです。当時の課長と二人で金融機関へ直接お願いに上がったところ、快く引

き受けてくださいました。コンビニにもＡＴＭがあるのでお願いしてみましたが、チラ

シを置くことは難しいという返事をいただき、実現できていません。

また、事故や病気などの急な出来事がきっかけで借金をする方や、悪質商法の被害か
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ら多重債務に陥る高齢者がおられることから、医療機関や介護サービス事業所にチラシ

を置いていただきました。医療機関へは野洲市と合同で守山・野洲医師会にお願いしま

した。金融機関や病院などでチラシを見て相談に来ましたと言われる相談者がおられま

す。また、財布の中から小さく折りたたんだクシャクシャのチラシを見せてくれる相談

者もいました。

それから、地域の方とつながりが深い民生委員さんやケアマネージャーさんといった

。福祉関係の方にチラシの配布と、くらしの安全ネットワークへの協力をお願いしました

これはチラシを置いてもらうという作業ではなくて、多重債務者に「こんな相談窓口が

あるよ」とか 「一回相談に行ってみたらどうかな」というお声掛けをいただくことにな、

るので、多重債務問題への理解と市の相談窓口への信頼がないと実現できません。相談

員と２人で会議や様々な研修会の場に出かけて行って、今日のレジュメの１８ページに

入れさせてもらっている 「民生委員のみなさんにお願いです」という文書を使いながら、、

「多重債務問題とは」から、相談事例、市での取り組み、ネットワークの説明資料など

も一緒に配布しながら 「市ではこんなものをつくって取り組んでいます」などと説明し、

ました。ネットワークの構成課との連携と同じように、民生委員さんたちも、一度多重

債務者を発見し、相談窓口へ案内され、一緒に支援するということがあると、次々と案

内してきてくださいます。一度つながりができると、どんどん広報活動を展開していた

だけます。

最後は市内の全自治会に回覧をしていただきました。守山市は自治会加入率が９割を

超えており、自治会回覧は何よりの広報媒体です。回覧をして何か月も後に 「自治会の、

回覧を見て、借金の返済が本当にしんどくなったら相談しようと思って、メモを取って

おいたんです」と相談に来られた方もおられます。

③ 広報活動の効果

広報活動をする効果の一つは、相談窓口への誘導です。もう一つは、今お話しした方

のように、多重債務者に安心を与えられることだと思います。多重債務者は一刻も早く

債務整理をしなければならないので 「安心してもらっては債務整理が遅くなるので、こ、

れはよくないことだ」と思われる方もおられるかもしれません。でも借金をしているこ

とに対して後ろめたい気持ちを持っていたり、日々の生活に追われていたりして、なか

なか相談への一歩というものを踏み出せずにいるのが現状です。そんな多重債務者に対

して、借金は必ず解決できるということを伝えることで不安を和らげ 「一度相談してみ、

ようかな」という気持ちを持ってもらうことができるのだと思います。

「これを見て」と言って、クシャクシャのチラシを握りしめながら相談者が窓口にや

って来たとき、このチラシがこの人をここまで連れてきたのだなと、嬉しくなります。

そして、このチラシを見て多重債務者が相談窓口に寄せた最後の期待に添えるような相

談窓口でありたいと思っています。



13

④ 最後に

地方自治体が持つ多重債務問題の相談窓口の広報のための予算はゼロか、それに等し

いものです。だからといって何もできないわけではありません。広報活動に限らず、多

重債務問題の取り組みは、たくさんの方に協力していただくことで進めることができま

す。すごくおこがましい言い方になってしまうのですが、この話を聞いて、予算も人員

体制も小さい自治体の方が「できるかもしれない 「やってみようかな」と思ってもらえ」

たら嬉しいなと思ってお話をさせてもらいました。

最後にお願いです 「お金がない」ということを言い続けてきましたが、これでいいは。

ずはありません。多重債務問題に取り組むことで、頑張って広報をしたり、ネットワー

クの連携を取っていくほど業務量は増え、特に消費生活相談員の業務負担は増大してい

ます。それでも市民の安心・安全のために逃げるわけにはいかないので、現在の地方の

多重債務問題担当課、消費者行政の現状は、お金がない、人がいない、しなければいけ

ないことだけがふえていくという現状です。お金については消費者行政活性化のための

基金が平成２４年度までは使えますが、使途が細かく限定されていたり、３年間限定の

基金ということでとても使いにくいものです。市町レベルでは上手に使いこなせるとこ

ろは少ないのではないかと思います。地方は市民の安全・安心を守るために一生懸命頑

張りますので、地方が頑張れる支援をお願いします。

本日はありがとうございました （拍手）。

（司会） 山岡様、本当に心のこもったご報告、あるいは貴重なご意見、ありがとうござ

います。

前に、先ほどまで滋賀県守山市在住の国会議員で、衆議院議員、宇野治様がお見えにな

って、応援に来られました。国会も忙しいということで、始まる前にお帰りになりました

けれども、宇野治衆議院議員もここに応援に駆け付けられたということで、ご紹介いたし

ます。ありがとうございました （拍手）。

続きまして、滋賀県野洲市、市民生活相談室主査の生水裕美さんに 「多重債務者発見の、

ための地方自治体の内外での連携活動について」という題でご報告いただきます。よろし

くお願いします。

２ 多重債務者発見のための地方自治体の内外での連携活動について

滋賀県野洲市市民部市民生活相談室主査 生水裕美

。（生水） 皆さん、こんにちは。守山市の隣の野洲市、市民生活相談室の生水と申します

今ご報告された山岡さんは、昨年、消費生活専門相談員の資格に見事合格されまして、担

当相談員さんと一緒に、今ご報告されたように本当に素晴らしい取り組みをなされていま

す。いつも守山市の頑張りには励まされています。ありがとうございます。
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① 事例（住民登録の窓口から生活再建へ）

今年の２月に、ある男性の方です。住民登録の方法を教えてほしいということで、市

民課の窓口に来られました。随分前の他府県の転出証明をお持ちだったのです。どうさ

れたのですかと市民課の職員が話を聞きましたところ、仕事をクビになって、転出して

からずっと８か月間ホームレスをしているのだと、所持金が５０円しかないと言われま

した。相談を聞いてあげてと紹介されまして、市民生活相談室の職員が同席して相談を

受けました。彼は先日派遣会社の面接に合格しまして、仕事が決まっているのだと。で

も住むところがどこもなくて困っている。このままでは仕事もできないし、もし給料を

もらったとしても１か月後だから、それまで生活ができないと言われます。借金はない

ですかと尋ねたのですが、ないとおっしゃいました。すぐに住宅課を呼びまして、県営

、住宅、市営住宅に入居できないかと相談したのですが、要件が合わずに無理でした。で

ハローワークに連絡しまして、雇用促進住宅を聞きますが、仕事が決まっているのでこ

れは該当しないと断られました。彼にとってまず必要なのは、今すぐ住むところなので

す。この住居を確保することが行政の制度では要件などがあってなかなか難しい。本当

に情けない話です。行政の力ではどうしようもなくて、そこでホームレス支援をしてお

りますＮＰＯ団体に連絡して、野洲市にありますその団体の施設に入居させてくれない

かとお願いしたところ、いいよと快く協力いただけました。こうして支援団体との連携

は、本当に行政が生活再建の施策をする上で非常に重要であって、一緒に取り組んでい

くことが必要だと思っています。

ここで住居が確保できましたので、すぐに社会福祉課のケースワーカーのほうに連携

しまして、即刻生活保護の申請をしました。市民課のほうでは、彼にとって国民健康保

険税の一番負担のない方法を考えまして、当日付で野洲市に住民登録をしました。この

、手続であの話題の定額給付金。これも受け取ることができました。生活保護を申請して

無事住民登録も済ませて、うちの室長が彼を施設まで車まで送っていったのです。彼の

通勤に使うために自転車を調達してくれと私が頼みましたら、彼が生活安全課や交換銀

行に問い合わせて、一所懸命探してくれたのです。見つからなかったのですけれども。

服部室長というのです。体は重いのですが、フットワークはめっちゃ軽い、いい室長で

す。全国ネットなので褒めておきます。

施設では、ＮＰＯの方によくしていただきまして、司法書士の先生が差し入れてくれ

た鯖寿司。これが本当に美味しかったと。久しぶりに布団でゆっくり眠れて助かったん

だということで、翌日市役所に来て笑顔で報告なさったのです。落ち着かれたのか、そ

のときに 「生水さん、実はね、きのうは言えなかったのだけど、借金があるんだ」と教、

えてくれました。私は聞き取りをすると、長らく返済していないことがあったので、で

は今は生活保護受給になるから、仕事の見通しが立って生活が安定してから債務整理し

ましょうと。もし住民登録したことで督促が来て精神的につらかったら、法律家に頼ん



15

で法律扶助制度を利用して債務整理すればいいからということで助言して、鯖寿司をく

ださった司法書士にその場から電話をして事情を伝え、今後の対応をお願いしました。

こうして借金に悩む相談者の目の前から法律家に連絡をしておくこと。これは相談者

にとても安心になるし、大切なことなのです。彼は今、施設を出てアパートに住みまし

て、当初の派遣ではない仕事を見つけて働いています。別れた奥さんや子どもさん達と

一緒にまたやり直したいのだということで前向きに頑張っています。

先日、滋賀県で開催された反貧困フォーラム。こちらで彼は皆さんの前でこうおっし

ゃってくださったのです 「自分は長い間ホームレス生活で、もう住むところもなくて、。

心底疲れた。自分には二つの道しかなかった。一つは犯罪を犯すこと。もう一つは自殺

すること。でもたまたま行った市役所の窓口で住民登録について聞いたことがきっかけ

、で、次々と７人くらいの職員が入れ替わり立ち替わり、何やかんや集まってきてくれて

生活保護申請することを勧めたり、ＮＰＯ団体を紹介して住むところも見つけて、僕を

。送っていってくれた。本当にたった１日の出来事で、ホームレスだった生活が一変した

休める場所や時間、これが自分に生きていく活力を与えてくれました。野洲市役所の皆

さんに感謝する 。本当に嬉しかったですね。ありがたい思いです。」

野洲市役所の職員にとって、市民の感謝ほど嬉しいことはないです。市役所の職員の

意識、また専門機関や支援団体、こちらとの連携によって犯罪や自殺を防ぐことができ

る。救える命があるのです。こうした社会不安を解消することは、市民の安心・安全な

暮らしを守る行政の責任であって、役割であると思っています。だからこそ市役所が相

談を受けて、連携して生活再建に取り組むこと、これが大切なのだと考えています。

② 野洲市の取り組みの特徴

野洲市では市民生活相談室、ここを第１相談窓口と位置付けまして、消費生活相談員

を含め、職員４名が消費生活相談や多重債務相談だけではなくて、市民からのいろいろ

なご相談を受け、各部署・各機関を連携し、たらい回しすることなく対応できるように

努めています。今日の資料２３ページのネットワーク図をご覧ください。野洲市の多重

債務の取り組みの特徴として、三つあります。

一つは相談のワンストップサービスです。これは相談者をたらい回しにしないことで

す。市役所の１階のちょうど中央部分に半個室の相談ブースがあります。そのブースに

相談者を案内して、相談を聞き取って、弁護士や司法書士の先生に事情を伝え、相談予

約を取り、確実につなぎます。そして必要だと判断したときには、相談者の了解を取っ

た上で、そこに関係する担当課、例えば税金を滞納していたり、健康保険証がない場合

という時には、納税推進室の職員を呼びまして、同席した相談を受けます。そして納税

や短期健康保険証の交付につなげます。このとき、資料２６ページの税金の減免申請を

します。また４６ページから４８ページを見ていただきますと、子どもさんがいる家庭

については就学援助費・受給申請手続を助言するようにしています。また債務整理して
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も生活が困難な場合は、ケースワーカーに連携して生活保護申請につなげます。これは

借金に疲れ果てている相談者に、あっちへ行け、こっちへ行けと紹介しても、なかなか

動かないし、覚えられないし、行かない危険があります。帰ってしまいます。そこで相

談者をたらい回ししないためにも、市役所の職員自らが動いて、相談者に必要な情報サ

ービスを情報提供しているようにしています。

二つ目は行政内のネットワークです。相談者の掘り起こしと生活再建を考えたら、行

政内のネットワークは絶対に必要であって、反対に言えば単独の課、相談員個人で多重

債務の解決は絶対にできないです。組織としてのチームプレイで取り組むことが必要な

のです。そこで野洲市では、昨年４月に多重債務対策連絡会議を設置しまして、５月に

は約４００名が参加する職員全員研修を行いました。関係部署を集めての連絡会議とい

うのも、来週第５回目を２９部署集めてやります。そのときの資料がお手元の２５ペー

ジから６２ページ 「野洲市生活再建マニュアル」と、それと集まる部署は、資料２４ペ、

、ージの通知文をご覧ください。これだけの２９部門の部局がいるということです。また

こうしたネットワークは市役所内部だけではだめなのです。滋賀県の被害者の会である

びわ湖あおぞら会、警察、野洲市社会福祉協議会、医療機関、民生委員、民間支援団体

などの連携がなくては多重債務の解決にならないです。野洲市の取り組みはこうした機

関との協力と連携、支援のおかげがあるからこそできるのです。多重債務の職員研修で

は、本当にお金がないため、予算がないため、法律家の先生方に交通費すらお支払いで

きない状態なのに、快く職員研修講座を引き受けてくださいました。また高齢者や障が

お者、こういった相談者のために司法書士の先生が市役所の自宅まで無償で出向いてく

ださって、着手金なしで受任してくださることもあります。滋賀県の先生は無理なお願

いでも聞いてくださる。本当にありがたいです。全国ネットなので、ついでにお礼を言

っておきます。

三つ目はコーディネート役です。これら相談のワンストップサービスや、行政のネッ

トワーク。これをスムーズに行っていくためには、各担当課や行政サービスをコーディ

ネートする役割が必要です。市民生活相談室がこれらネットワークの核となって、しっ

かりコーディネートしていくことが野洲市におけるワンストップサービスの秘訣です。

③ 現場からの提言

今日はよい機会でもありますので、現場で相談を受ける者として、三つお願いさせて

ください。

一つは掘り起こしです。野洲市では、多重債務の件数は２０年度は２２７件、前年度

。に比べて約１．７倍の増加です。でも自ら相談に来られる方々は約半数に減っています

今や相談窓口を案内するだけでは、相談者を待っているだけでは来ないのです。本当に

借金で苦しんでいる人は救えない。野洲市の相談件数がふえているのは、他の課の掘り

起こしの成果なのです。この掘り起こしの成果のダントツが納税推進課です。市民税や
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国保税の滞納者に多重債務者が多いのは現実なのです。だからこそ滞納者から掘り起こ

して、債務整理につないで、生活再建を支援し、納税者になっていただくこと。これが

絶対必要なのです。金融庁はもう税務部局が取り組みを進めるために協力支援すべきだ

と思っています。

また２７ページの社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度、それから３４ページの母

子貸付などの貸付の申込み場面のこういったところ。また３０ページから３１ページの

介護プランの作成の場面。また４３ページの生活保護申請の場面。こういったいろいろ

な場面で発見ができて、掘り起こしができるのです。これは市役所だからこそこの掘り

起こしができるのです。

二つ目は生活再建です。地方自治体には生活再建を支援する行政サービスのメニュー

が揃っています。申請主義である行政サービスにおいて、市民に対してどのような行政

サービスがあるのか、制度を活用できるのかというのを市役所は情報提供する義務があ

ると思っています。それには自治体のサービスがどのようなメニューがあるのかを把握

しておくこと。これが庁内連携をつくるのに役立つと思っています。どうぞ今回出した

資料の野洲市生活再建マニュアルを叩き台にしていただいて、本当にボコボコに叩きま

くっていただいて結構です。著作権放棄です。もう好きにお使いください。このマニュ

アルは、実は野洲市の条例を全部集めまして、そしてそれを一個にまとめて回議書をつ

くったのです。それを全部局に回しまして、修正・加筆、いろいろなものをしていただ

、きました。渋る部署にはサシで話を聞きまして、なぜ出さないのだと。そこで説得して

このマニュアルをつくり上げました。多重債務の解決だけではなくて、その後の生活再

建を支援することが、市役所が多重債務の取り組みにおいて最大の強みであって、役割

だと思っています。

三つ目は相談窓口の整備です。これは実は一番言いたかったのです。消費生活センタ

ーが多重債務相談を受けるようにと金融庁のプログラムにはあります。でも現場で連携

して生活再建をしてきた経験から言いますと、掘り起こしと生活再建をワンセットで庁

内が連携して取り組んでいくには、民間委託のセンターでは事実上できません。市役所

から離れたセンターでしたら連携は非常に難しいのです。市役所に窓口があって取り組

みしなければ、現実問題連携はできないです。どうしても無理なのです。それに嘱託職

員の身分である消費生活相談員であったら、連携するにも、各課に依頼したり、職員を

呼び出したりすることは職務外で権限もなくて、できないです。私は野洲市の職員の好

意でイレギュラー、特別にやってきたのです。本当に今は正規職員になりましたから、

いろいろなふうに好き勝手やっていますけれども、本当にこれで企画・立案もすること

ができるようになりました。国が本気で多重債務に取り組むのだったら、それを消費生

活相談員に職務として求めるのであったら、相談員を正規職員として処遇改善し、仕事

の内容に見合った職責と権限を与えるべきです。権限も与えず、相談員のボランティア
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精神にいつまでも頼っているのではおかしいと思います。大切なのは、多重債務の相談

や生活困窮など、基礎自治体として受けたほうが効率的な相談と、取引、安全、表示な

どの専門的な消費者問題、この相談とそれぞれの相談の特性にあった窓口の役割分担を

考えて整備して、併せて連携できる取り組みを構築していくことが必要だと思っていま

す。ここは一緒くたに考えたらうまくいかないです。消費者庁と総務省と金融庁は、全

国の基礎自治体にあります相談窓口と消費生活相談、この専門家集団である消費生活セ

ンターの配置について、それぞれの国全体の設計図をつくり上げていただきたいです。

これができることで役割に合った相談窓口が整備されて、被害救済が大きく進むことに

なると思っています。

ちょっとお時間がないのですが、それぞれに考えが違うのは当然です。いろいろな考

えがあります。でも市民を救済したいという思いが本当に同じだったら、目指すものは

同じはずです。いつかわかり合えると信じています。全国には同じ思いを持つ相談員た

ちがたくさんいます。どうか待遇改善を諦めないでいただきたい。消費者行政の未来を

信じて、一緒に頑張っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。

（拍手）

（司会） 生水さん、熱意あふれるご報告どうもありがとうございました。

、続きまして、事例報告ということで、各行政の現場で、どういう形で多重債務者を発見

それから救済に結び付けていったか。これを１５分間隔で、高齢者福祉、生活保護、母子

福祉の順番にご発表いただきたいと思います。高齢者福祉の現場については、兵庫県の但

馬生活科学センター消費生活相談員の義本みどりさんは、今国会に行っておられまして、

公述人をやっております。急きょ今日は一幡慶子（いちまん・けいこ）さんにピンチヒッ

ターとして、同じ立場でお出でいただきました。その連携の在り方としては、兵庫県養父

、市地域包括支援センターの社会福祉士であります西谷和子さんにお願いします。それでは

どうぞよろしくお願いします。

３ 事例報告

① 高齢者福祉の現場での多重債務者の発見 救済事例について・

一幡慶子兵庫県但馬生活科学 消費生活相談員センター

（一幡） 失礼します。兵庫県の但馬生活科学センターの消費生活相談員の一幡慶子と申

します。本来ならば、先ほど司会者の方がおっしゃっていただいたように、義本みどりが

報告する予定でしたが、本日、義本は参議院の消費者問題に関する特別委員会の公聴会の

公述人に選ばれまして、急きょ私が代わりに但馬の取り組みを報告させていただくことに

なりました。急きょ代わりを務めることになりましたので、仕事の調整がつかず、今朝は

家を６時前に出まして、約５時間半をかけて、やっとこの会場にたどり着くことができま



19

した。私はこういった場所で報告させていただくのは初めてのことですので、かなり緊張

しております。お聞き苦しい点があるかと思いますが、何とぞご容赦をお願いします。

(1) 県立但馬生活科学センター

最初に少しだけ但馬生活科学センターの説明をさせていただきたいと思います。但馬

生活科学センターは、兵庫県の豊岡市にあります県立の消費者センターで、所長ほか３

名の県職員とが、２名の消費生活相談員を強力にバックアップしています。３名の県職

員は昨年、見事に消費生活専門相談員の資格試験に合格しまして、実働部隊５名が皆有

資格者という、全国でも稀なセンターです。

但馬地域とは、兵庫県の北部にありまして、３市２町、人口約１９万人、面積が兵庫

県の４分の１で、東京都の面積とほぼ同じです。京都府の京丹後市とも隣接しておりま

して、本日この後、報告されます西垣善太郎さんの窓口にも、但馬の住民が随分救って

いただいております。たしか去年の夏に義本が休日を利用し西垣さんを訪問しまして、

初対面なのに昼食までご馳走になったと聞いております。併せてお礼申し上げます。

但馬の３市２町で相談員の設置状況は、県センターが２名、豊岡市がこの４月より１

名増員されまして２名です。養父市に１名新設されまして、現在但馬では５名になりま

した。また、兵庫県は県センターの相談員の報酬が見直されまして、月額で５万円引き

上げられました。但馬の取り組みを取り上げていただくことにより、県組織内で注目さ

れ、センター職員はもちろんですが、たくさんの方々が一緒に闘ってくださったおかげ

と心から感謝しております。この場をお借りしまして厚くお礼申し上げます。ありがと

うございました。

、次の目標は、相談員の正規雇用と、県と市町との但馬地域消費者庁の設置です。皆様

今後ともご支援賜りますようによろしくお願いいたします。

(2) 多重債務への取り組みの特徴

さて、但馬の多重債務の取り組みの特徴というのは、県と市町の行政機関はもちろん

ですが、警察、司法書士会、弁護士会、医療機関等、様々な機関が１人の相談者を救う

ために一緒になり、知恵を絞り、組織の枠を超え、時には県域を超え、顔が見える取り

組みをとっているところです。但馬地域は高齢化率も非常に高く、限界集落も多く、一

人暮らしの高齢者が悪質な消費者被害に遭うケースが本当に後を絶ちませんでした。高

齢者福祉から始まった連携が、母子福祉、生活保護、精神福祉、収税担当課にも広がっ

てきました。連携が急速に進んだのは、借金で人を死なせてはならないという相談員の

思いがセンター全員の思いにつながり、関係機関に広がり、掘り起こしにつながってい

ったことにあります。

説明が下手なので、資料４のところを見ていただいて、よく読んでいただけたらと思

います。紙に連携図を書くことは本当に簡単なことなのですけれども、本当の意味での

連携は大変なことです。うちのセンターでは、これを蟻地獄作戦と呼んでいます。気が
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付かないうちに巻き込まれ、逃れようと思っても逃れることができません。蟻は誰かと

言いますと、ちょうど今、国会で、消費生活相談員を正規雇用しろ、地方の消費者行政

に自由に使えるお金を寄こせと叫んでいるであろう義本に他なりません。実は私もこの

蟻地獄作戦にまんまと巻き込まれてしまった１人です。蟻地獄に一度入ると、たとえ退

職しようとも、転職しようとも、転勤しようとも、逃れることはできません。また蟻の

言うことは、一瞬無茶だと思えることもたくさんありますが、本当にもっともなことで

して、私を含め、この蟻地獄に入ってしまった人が、どうもそこから逃げ出そうともせ

ず、一緒に頑張ってくれる仲間がどんどんふえてきました。

(3) 高齢者福祉の現場から

そんな義本が、いつも私は仕事に対する姿勢をこの後発表してくださいます西谷さん

。から学んだと言っております。西谷さんはめちゃめちゃすごい人だわと言っております

西谷さんは、養父市が合併する前の関宮町と言いまして、但馬生活科学センターから車

で１時間くらい離れたスキー場のある町の在宅介護センターに勤務しておられました。

そのときにある高齢者の一人暮らしの女性が、高額な健康食品を訪問販売で買わされ、

センターまで相談に来ることができず、また電話でもうまく話をすることができず、ち

ょっとどうしようかなと思っていたときに、西谷さんが義本の代わりに相談者から聞き

取りをして、解約の申し出の手伝いをしていただいたと聞いております。現在西谷さん

は、養父市役所の地域包括支援センターに勤務されております。西谷さんの周りにいら

っしゃる方は、やはり西谷さんに影響を受けるのか、センターからの連絡を入れるとパ

ッと動いてくださいます。私も何度も、訪問販売の被害に遭った相談者の解約手続を手

伝っていただいたことがあります。

養父市といえば、この４月から相談員が新設で設置されました。養父市の相談員さん

には「わからないことがあったら西谷さんに聞いたらええで」と言ってありまして、現

在西谷さんは地域包括の仕事だけでなく、相談員の教育もできる、本当にスーパーな公

務員です。

（西谷） 失礼します。ちょっと今、過大な評価をいただきまして身に余っているのです

けれども、養父市の地域包括支援センターで社会福祉士として仕事をしております西谷

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

今、一幡様のほうからありましたように、養父市のほうも遅れてなのですけれども、

本年４月に消費生活相談員を配置しまして、多重債務問題に市としても本格的に取り組

むようにスタートを切っております。私自身も連携を密にしながら、一緒になって養父

市が高齢者の方もすべての方が安心して生活できる市にしていきたいということで、一

生懸命仕事をしております。

まず地域の支援センターについて紹介させていただきたいのですが、地域包括支援セ

ンターは、地域で暮らす高齢者を介護、福祉、健康、医療など、様々な面から総合的に
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支えていくための総合相談窓口になっております。高齢者の方が住み慣れた家で安心し

て安全に生活していただけるように、日々いろいろな相談に当たっています。相談の経

路も様々で、本人さん、家族をはじめ、また医療機関、福祉機関、警察、時には反対に

生活科学センターのほうから「こういう事例があるので」というところもありまして、

いろいろな方々に連絡をいただきながら相談に当たっております。

、また相談内容のほうも、健康とか、将来不安とか、また悪徳商法被害であったりとか

時には少ないのですけれども虐待の問題や、こういった多重債務の問題というものを取

り扱っております。しかしその中で、なかなか市役所にはつながってこない問題という

のがあります。そのために実態把握業務として、高齢者の家に出向いて相談に当たると

いう相談活動も展開しております。

、訪問をしていて感じることは、本当に困っていても、どこに相談に行ったらよいのか

誰に相談したらよいのかわからない方がまだおられるということです。中には「まだ福

祉の世話にはならないでもええ」と、大変な思いをしながらぎりぎりの生活をされてい

る方もあります。そんな中で家族の多重債務で悩む高齢者の方の関わりもあります。も

ちろん「何かお困りのことはありませんか」と尋ねても、多重債務で悩んでいると話の

中にすぐ出てくるはずはありません。お金で困っているということは、私たちが関わる

問題の中で一番言いたくない、知られたくない問題であって、一番最後に出てくる問題

だと思っています。私たちも息子さん名義の消費者金融からの葉書が何枚も来ているこ

と気づいても 「多重債務でお困りですか」と、初対面に近い方に単刀直入に話を持って、

行くわけにはいきません。そのときは観察というアンテナを立てて、生活の中に問題は

ないか、表情や言葉の裏に何か隠されていることはないかを見極めていきます。何か困

り事がありそうだなと感じるときには、何度も足を運びながら訪問を重ね、信頼関係を

つくることに徹します。少しずつ生活の中が見え、信頼関係が築けていったときに、実

はと深刻な相談を受けることがあります。

(4) 事例（７０歳女性）

ここで事例を紹介させていただきます。Ａさんは７０歳の女性で、長男さん夫婦と孫

の４人暮らし。Ａさんの唯一の楽しみは介護保険制度のデイサービスに行くことで、そ

れは週１回の利用が月２回に、月１回に、また最後には利用を休まれてしまいました。

息子さんの仕事が少なくなり、お嫁さんも失業され、Ａさんの障害者年金を生活費に充

てないと生活が成り立たなくなっていたのです。そんな折りにＡさんは骨折で入院。し

かしリハビリもそこそこに退院を希望されたのです 「相談をしたいことがあるから、病。

院に来てくれないか」という電話があり、病院に相談にまいりました。そんな中でＡさ

んは 「３か月を超えて入院すると、今もらっている特別障害者手当が切られるから」と、

話されました。Ａさんは自分の体のことよりも家族の生活のことを心配されていたので

す。
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そのやり取りの中で、息子さんの多重債務で家族全員の生活が大変になっている。義

務教育の期間にあるお孫さんのことが一番気になるのだと涙ながらに話されました。生

活科学センターの相談員にどう動けばいいのか連携をもらいながら、Ａさんの息子さん

の多重債務問題にどう動けばいいのかアドバイスをもらって、相談に行っていただきま

した。また家族の問題も、民生委員さんを交えて、生活保護や国保税の減免、就学援助

等の相談に当たっていただき、家族全員が生活再建へ向けて頑張っておられる日々とな

っております。まだ多重債務の問題は解決はしておりませんが、先日も訪問しましたと

ころ、笑顔で迎えてくださり、頑張っているからということで、とても嬉しく思いまし

た。

(5) 高齢者と多重債務問題

今、高齢者を取り巻く問題の中に、多重債務の問題は見過ごすことができない深刻な

問題です。本人の問題だけでなく、家族の問題により高齢者も巻き込まれていることが

多くあります。日が経てば解決する問題ではなく、日が経てばさらに深みにはまってい

き、自分では解決できない状況に陥っています。しかしながら、借金の問題で苦しんで

、いることは知られたくないと隠され、また自分たちが借りたのだから自分たちが悪いと

自分たちを責めて生活しておられる方もあり、なかなか生活につながってこない現状が

あると思います。

もちろんこの問題を解決していくには制度の見直し等必要ですが、私たちに到底でき

ることではありません。けれど、この問題に悩み、苦しんでいる人の問題解決の力には

なれると思っています。その大きなキーワードは、相談担当者の相手を思う心、そして

相談窓口の周知と、問題解決に向け各機関のネットワークを形成し、連携を強化するこ

。とだと考えます。深刻な問題に悩みながら相談できない高齢者の心を揺り動かせるもの

それは高齢者の人権を尊重し、大切に思う心だと思っています。私たちが誠意を持って

関わり続け、信頼関係の中で得た情報と、その心をしっかり受け止め、支援する。その

心と必要な情報を連携する専門機関へつなげていくことが、安心できる生活を確保し、

さらには生活再建に向けた明日への意欲につながると確信しております。

もう一つのキーワードのネットワークは、まだどこに相談に行ったらわからない人が

おられます。地域の民生委員や社会福祉協議会、市役所、どこの相談窓口に行っても、

守秘義務の下で適切な連携が図られ、問題解決に向けた専門の機関につながっていくこ

とを地域の隅々まで浸透していくことが最重要課題だと考えています。そして適切な制

度の利用により、早期に問題が解決し、生活再建に向け意欲的に生活できるよう支援す

るネットワークを強化していくことが、地域で安心して生活できる高齢者支援につなが

ると考えております。以上です （拍手）。

（司会） 一幡さん、西谷さん、どうもありがとうございました。一幡さんは今日は急き
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ょ朝早くからお疲れさまでした。ありがとうございます。

続きまして生活保護現場で、京都府京丹後市から市民課主幹、西垣善太郎さん、福祉課

主事、藤村貴俊さんにお願いします。よろしくお願いします。

② 生活保護の現場での多重債務者の発見・救済事例について

京都府京丹後市市民部市民課主幹 西垣善太郎

京都府京丹後市健康長寿福祉部生活福祉課主事 藤村貴俊

（西垣） 皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介いただきました京都府の京丹後市からまい

りました、多重債務相談支援室の相談員をしています西垣と申します。もう１人、今日は

生活保護のケースワーカーのほうから藤村が来ています。

。（藤村） 私は、京都府京丹後市で生活保護担当のケースワーカーをしています藤村です

そうしましたら、最初は西垣さんに。

（西垣） すみません、２人で１人の役をやらせていただきたいと思います。先ほど一幡

様のほうから非常にうまく私のほうのお褒めの言葉をいただきまして、本当にありがとう

ございます。感謝しております。

(1) 京丹後市の取り組み

京丹後市のほうは、多重債務相談支援室は平成１９年４月１日に開設いたしておりま

して、３年目に入ったところでございます。一つ情報がございまして、今年の４月から

私のパートナーといいますか、相棒が１人できまして、２人態勢の相談員でやっており

ます。平成１９年の相談件数は２３２件でございまして、平成２０年度は少し下がりま

して２０４件という形になったのですが、ちょっと暇になったと思っておりましたら、

リーマンショックから忙しくなりまして、今年の４月は２６件の相談をいただいていま

して、ほぼ１日に１件のペースで相談を受けております。

そんなふうな中で、多重債務相談支援室は今年の４月から、市民相談室と多重債務相

談支援室が別々にあったのですけれども、それが７５ページから４枚か５枚くらいのペ

ージに載っていまして、京都新聞という地方紙がございまして、新聞社のほうで先月、

ちょっと載せていただきました。これは私どもの新聞社の評価の記事をいただきました

ので、それを見ていただいたらよくわかると思うのですが、そんな中で一緒になりまし

、て、これまでよろず相談の市民相談室と、市民相談員がいらっしゃったのですけれども

市民相談員の方と、それから我々の市の相談員が２人と３人で市民相談総合窓口という

形で一緒になりまして、そういう窓口を一本化いたしまして相談を受けております。一

応９時から４時を基本にして相談は受けておりますが、４時になりましたら切り替えま

して、緊急の場合でも相談を受けるという形で、うちの京丹後市は２４時間を売り物に

しておりまして、緊急の場合はいつでも携帯電話のほうに、何かあったらお電話をいた

だいたら相談を受けるという形で対応しております。
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基本的にはいろいろとまたお話しさせていただきますけれども、私のほうは、弁護士

の先生が京丹後市にはいらっしゃいまして、京丹後ひまわり基金法律事務所という公設

、事務所がございます。そこの弁護士の先生と私どもと一緒に仕事をしているような形で

私のバックには弁護士の先生が付いておられますので、私はいつも大船に乗った気持ち

で、とにかく相談を受ければ必ず解決するという形の信念を持ってやっております。非

常に私のほうは仕事をしておりましても、本当に困っている方を助けた場合、すごくお

礼を言っていただくといいますか、感謝の気持ちを言われるのですけれども、本当に仕

事として人助けの最前線に携わっていまして、本当に公務員冥利に尽きる仕事だという

ふうに思っております。これも１９年４月から開設しておりますけれども、うちの場合

は市長のほうがこの多重債務相談支援室を設けて、何とか困っている方をお救いしよう

という形で取り組んでおります。京丹後市では非常に自殺で亡くなる方が多かったもの

ですから、何とかそれを食い止めたいという市長の熱い気持ちもありまして、取り組ん

でおるところでございます。

できるだけ私のほうに相談をかけてもらうように、できるだけ庁舎内の連携を持って

いきたいということで、７５ページからの資料でフロー図を付けております。それはそ

ういうふうな流れで持ってきておりまして、借金で苦しんでいるという方は、市役所の

いろいろな部署がございまして、そういう中でいち早く発見した場合は、私ども相談員

のほうにつないでもらうように、そういうことで課長レベルの連絡調整会議を持ちまし

て、すべてそういうことの窓口は私のほうに統一の形で、その流れを確立いたしており

ます。

一番後のページの新聞記事の下に多重債務相談支援室の窓口の、何かお困りであった

ら私のほうにということを、税務課の職員ですとか、あるいは市役所の窓口ですとか、

、いろいろな部署がございます、水道係とか、そういう中でそういう方を見つけましたら

ぜひ私のほうにつないでくださいよという形で、課長と話し合いまして、各部署にも配

布してやっております。それで、ぜひ何とか私どものほうに話をつないでいただけまし

たら何とかなりますので、うちのほうは広報の京丹後という広報誌がございますので、

それに毎回載せていくようにしております。そういう中で、京丹後市ではなくても、ほ

かの市からでも、お困りの方はすべて助ける、お救いするというのを使命にして頑張っ

ております。

そんな中で、生活保護の現場のほうから私どもにつないでいただきましたケースにつ

きまして、この後藤村ケースワーカーさんのほうからお話をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。

(2) 事例（生活保護の現場から）

（藤村） 僕も名刺入れの中に西垣さんの名刺を、実は自分のはもうなくなったのです

けれども、多重債務の相談の案内のためだけに必ず持っていまして、先週も２枚ほど生
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活保護の相談の中から債務があるということの話がありましたので、ちょっとご案内さ

せていただいています。

今回お話をさせていただく方というのは、資料の７６ページ、７７ページです。この

Ｔ氏という方ですけれども、家族関係だとか、実際の負債の額だとか、そういったもの

についてこちらに載っているのですけれども、丹後は丹後ちりめんということで織物業

が非常に盛んでして、この方についても自分の家で織物業をされて収入を得て、もちろ

ん自宅と工場とに機械を入れたりするのにはやはりお金がかかりますので、借入はされ

ていたと。ですが、やはり和服を着る機会というのは非常に少なくなりまして、織物業

界自体が不振だということで、やはりだんだんと仕事自体が減ってくるのです。

そういった中で、この方については事業自体はもう廃業という形でされたので、借金

だけが残ってしまうという形です。夫婦で住んでおられましたので、奥さんもパートに

出られて、Ｔさん自体も工事現場のほうで働いておられまして、苦しいのですけど何と

か家計を回していたという現状でした。そういった中で奥さんのほうがどういったこと

か不倫をされまして、離婚という運びになってしまいました。この別れた時点で奥さん

の収入が入ってこなくなって、それに伴ってＴさんの借金返済の能力が完全に失われて

しまいました。そのまま働いてはいたのですけれども、どうしても他の金融機関だとか

クレジットだとか、そういったものに手を出し始めまして、この方についてはどんどん

悪化していって、多重債務状態になりました。

それでこの方はどうされたかといいますと、もう世捨て人のような形になってしまい

ました。家の中を真っ暗にして、誰にも見つからないように、借金取りからもわからな

いようにということで、もちろん電気・ガスは止まっていまして、水道は水道管にある

元を閉められていたのですけれど、それをちょっとだけ開けて使っていたようですけれ

ども、火はストーブで、買い物は夜中にこっそり家の裏から出て行って買い物に行く。

そういった生活をされていたのですけれども、やはり働きもしないでいたので、親族さ

んのところに行かれてお金を無心されたりだとか、あとは勝手に盗ってしまったりだと

か、そういった形で生活をされていたのですけれども、まともな生活ではないので、や

はりしまいには胃の痛みに耐えられなかったみたいでして、その方はそのときにどうさ

れたかというと、もちろん国民健康保険証も何も持っていない状態なのですけれども、

どうされたかというと、市民病院に行かれまして 「どうしても堪えれん。我慢できない、

んだ」ということで訴えられまして、そこからはもう話が非常に早く、京丹後市もなか

なかいいなとは思うのですけど、市民病院の相談員がすぐに窓口のほうに掛け合いまし

て、短期保険証の交付。それで、もちろんお金も７０円ということでしたので、うちの

ほうに話が来まして生活保護の申請。その後はとんとんと。入院になってしまったので

すけど、生活保護も決定しまして、ずっと話をしていたのですけれども、この方が退院

されて実際に生活を再び始められたときの生活再建。生活保護としてもやはり目指すと
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ころは生活再建で、この方がどうやっていったらいいかを考えたところ、もちろん働か

ないとだめなので、働きを得るためにハローワークに行ってくださいとかいうのですけ

れども、なかなか行かなくて、よく話をしてみると、どうも一度職場に借金取りが来て

解雇になっている前歴がありまして、この人は借金のことがあって、仕事場に来られる

というのを非常に怖がっていまして、それで求職活動するということ自体引いているよ

うな状態でした。そうでしたらそれを早く言ってくれればと思うのですけれども、そこ

まで行くまでにやはり関係ということで、先ほども言われていましたけれども、お金の

ことでなかなか自分で恥じている部分がありますので、なかなか言ってくれなくて、そ

の時点で初めて言ってくれた。これはもう西垣さんに話すしかないなと。西垣さんのと

ころで解決していただいて、何とか本人のために、本人が実際に自立をするために、も

う西垣さんのところに話をするしかないなと思いまして、西垣さんのほうにお願いをし

たわけです。

それで、この方は今、実際に自己破産もなりまして、もちろんマイナスもとても返せ

るような状況ではありませんので、自己破産になりました。もう相談をした時点で本人

の気持ちは少し和らいだみたいでして、求職活動もされていまして、生活保護のほうは

就労支援員という人がいまして、その人と一緒に仕事を探していただいて、小さな農園

なのですけれども、そちらのほうで働かれるようになりまして、福祉のほうの制度も停

止をかけたり、そういったことができるようになったのですけれども、この方もやはり

なかなか言ってはくれないのですけれども、実はやはり西垣さんのところに話に行くの

もそうですし、弁護士さんのところに行くのもそうなんですけれども、自分では説明が

できない、どうやって説明したらいいのかわからない。そういった中で生活保護という

のはいろいろな聞き取りもしますし、情報収集をしていますので、説明をする上では一

緒にすることで早くつながりやすいので、どこも市のレベルでしたら必ず生活保護の担

当課があると思いますので、もちろん生活保護のほうも、生活の中で再建をする中で、

必ずマイナスの部分というのはほとんどの人が出てきますので、やはりそこに話をして

おけば、関係ができていたら非常に前に進みやすいのかなと。こういった僕と西垣さん

との関係ような、すぐに「あ、西垣さんが」みたいな話でつながるような状況になって

いれば非常にいいので、皆様にも、ほかの市町村さんのほうにもお勧めさせていただき

ます。

そうしましたら、最後に。

（西垣） すみません、ＰＲだけちょっとさせていただきたいと思います。平成１９年

度の過払い金を回収しておりますのが約１億円、２０年度は９，０００万円という形に

なっていまして、弁護士の先生のところには、生活保護のケースワーカーさんからあっ

た場合は、ケースワーカーさんも私も解決の方向が見えるまでは何回でも同行支援をい

たしております。そんな中で弁護士の先生と一緒になって仕事をやっているという形で
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取り組んでおります。また今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございまし

た （拍手）。

（司会） 西垣さん、藤村さん、ありがとうございました。

生活保護現場の多重債務の発見・救済に続きまして、母子福祉の現場ではどうでしょう

か。母子福祉の場合は、岩手県盛岡市から盛岡市消費生活相談員の山屋理恵さん、それか

らもりおか女性センターの女性相談員の高橋和佳子さんからご報告をいただきます。よろ

しくお願いします。

③ 母子福祉の現場での多重債務者の発見・救済事例について

岩手県盛岡市消費生活センター消費生活相談員 山屋理恵

岩手県もりおか女性センター女性相談員 高橋和佳子

（山屋） 盛岡市消費生活センター相談員の山屋理恵と申します。本日よろしくお願いい

たします。

(1) 盛岡市消費生活センター

盛岡市は、人口３０万の中核市で、街の中を澄んだ川がいくつも流れ、秋は鮭が上っ

てきて、冬は白鳥が飛来する、美しい城下町です。盛岡市消費生活センターは、職員が

４名、相談員が９名、あとは私たちを一所懸命サポートしてくれる臨時職員の菅野さん

と１４名で毎日頑張っております。

今日は母子福祉の現場の多重債務者の発見・救済ということで、女性センターとの連

携の事案についてお話しさせていただきます。

(2) もりおか女性相談センター

（高橋） もりおか女性相談センターの女性相談員をしております高橋と申します。本

日はよろしくお願いいたします。

資料のほうは８１ページから８８ページまでございますので、ご覧いただきながら、

今日はなぜ女性センターが参加しているのかご理解いただき、日頃から消費生活センタ

ーと、あとは他のいろいろな市の機関とかと割とうまく連携ができていますので、一つ

の事例を通してその辺のお話をさせていただきたいと思います。

まず女性センターですが、８７ページから８８ページ、それから８６ページの記事を

ご覧になっていただきたいのですが、いろいろな事業も展開しておりますが、その中に

女性相談の部門がございまして、その中で１０代から７０代、８０代までの女性のあら

ゆる問題のご相談をお受けしております。

(3) 出会い

。まず、この事例の女性との出会いについて先にお話しさせていただきたいと思います

女性が結婚するということは、女性はあらゆる役割を担うことになると思います。夫で
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ある男性は、家とか家族を背負って、いろいろなものがのしかかってくるかと思います

が、女性はまたその夫も支えつつ、いろいろな家族の心や体のケアから、愛情を供給す

る係、そしてまた生活困難であると生活費の調整とか調達をする係、そういうところま

で全部背負い込むということになると思います。皆さんもそういう事例をたくさんご覧

になっていると思います。

この事例の女性も、ついには返済不可能になった借金を抱えてしまいました。死に場

所を探して雨の中を彷徨しながら、本当に死に場所を探して、死にきれず家には帰って

きたのですが、そのときに夫はチラッと見ただけで無視をした。わずかに気持ちだけは

つながっていると思っていた夫から見て見ぬ振りをされた瞬間、生きるための一縷の望

みが消えてしまって、本当に奈落の底に突き落とされた瞬間だったと言います。せめて

気持ちがつながっていればもう少し女性は頑張れるものだと思うのですけれども、その

方はその後、ただ死ぬことだけを考えて、死ぬ場所を求めて、遠く離れた郷里の盛岡に

帰ってきました。

２週間後、彼女はやっとの思いで、とても重い気持ちを抱えながら女性センターに相

談にお出でになりました。本当に顔面蒼白で、生きる意欲が失せている状態でしたが、

１時間ほどお話を伺いまして、生きるという方向、そこを支えながら、まず大きな問題

である借金の問題を整理をしましょうと話し、その日のうちに相談につなぎたいと思い

ましたので、同じ建物にある消費生活センターに同行してお連れいたしまして、山屋さ

んの相談におつなぎしました。離婚のこととか、今後の生活場所の方法、それらについ

、ては引き続き相談を行いましょう、一緒に考えていきましょうと次の相談日を約束して

消費生活センターにおつなぎしたのでした。

(4) 消費生活センターでの対応

（山屋） 消費生活センターでは女性センターからの連絡を受けて、至急来所していた

だきました。そして当時の生活状況と借入状況の聴き取りをしました。お手元の資料に

ある８３ページから８５ページをご覧ください。消費生活センターでは、この３枚の聴

き取り表を相談者の方に書いていただく、もしくは聴き取りをして専門家の方につない

でおります。もちろん相談される方は、初めから、すべてのことを理路整然と話される

わけではありません。言いたくないことや苦しいことをやっとの思いで少しずつお話し

してくださいます。

佐藤さん。今回は仮名ですが、佐藤さんの生活状況は、体一つで実家に戻り、現在は

とりあえず衣・食・住を確保できている。大きな病気を患い、就労困難である。借金問

題とともにＤＶの問題を抱えていて、取り立てが実家まで及ばないかと不安だというこ

とでした。

借入の状況は、夫が失業し、生活費のためにキャッシングしたことが借金の始まりで

した。その後事業を興しましたが、うまくいかず、借金がどんどんふえていき、多重債
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務状態に陥ってしまいました。借金の明細について夫は知りません。話せないのです。

当月分まで返済していました。保証人のついているものはなく、保証人になっているも

のもない。着の身着のままでいらっしゃいましたから、手元に資料はありません。そし

て、借金整理とともに、お子さんとの暮らし、離婚についても考えていることをお聴き

しました。

これらの状況を受けて、ＤＶ対応の女性センターと連携しながら債務整理をしていく

ことにしました。まずは債務整理を一通り説明します。例えば自己破産しか選択できな

いような場合の方でももちろん全部説明して、理解していただくように一通り説明し、

現在は返済不可能なこと、就労困難なこと、実家での長期生活と援助は難しいことを踏

まえ、福祉の支援の説明もしました。その中で生活保護と自己破産についての説明は特

に丁寧にしました。この二つについての誤解や偏見がとても多く、受け入れることが難

しい方が多いからです。そして、最終的に方向性を決め、向き合っていくのは相談者ご

本人です。そのお手伝いをさせていただいております。

まずは借入の資料が手元にないので、その把握をする作業から始めなければなりませ

んでした。その後、生活の様子をみながら大体まとまったところで弁護士さんに同行相

談しました。その際に、今後の生活再建の方向性、女性センター等の他部署との連携内

容を説明し、法律扶助を利用して自己破産の手続を依頼しました。その後の支援につい

ては、また女性センターさんからお話しいただきます。

(5) 女性センターの対応

（高橋） 女性センターの８２ページのところをご覧になっていただきたいのですが、

その後１年ほどカウンセリングを継続しております。１週間に１回とか２週間に１回く

らいですけれども、債務整理が進んでいくにつれて、ずっと死にたいと思っていた気持

、ちが、今では生きたいという気持ちが勝ったというふうにお話しされました。そのうち

．本当に単身着の身着のまま郷里のご実家に戻っていたのですけれども、８２ページ「１

５か月後」のところをご覧になっていただきたいのですけれども、残してきた子どもと

夫のいる家、その中で夫と義母が荒れ狂い嵐が吹き荒れまして、嵐を逃れて子どものほ

うから彼女のところに飛び込んできました。そこで望んでいたとおり子どもとの生活を

したいと、母子生活支援施設での入所手続をしまして、生活が始まりました。この段階

ではまだ離婚しておりません。

ここでいろいろな市役所内の母子生活支援の担当課とか生活福祉、生活保護の担当課

ですが、母子生活支援施設の職員などの連携の中で生活がスタートしたわけです。自己

破産の免責が決定しそうだ、ということになりまして、彼女の病気、癌だったのですけ

れども、そちらの治療も再開できましたし、１年ぐらいした頃には女性センターの主催

するパソコン講座を受講するほどになりました。でも、これまでの道のりも本当に平坦

ではなくて、精神的な落ち込みとか、子どもも傷ついておりますので、そういう問題も
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いっぱい抱えておりました。１年過ぎた頃に、自分の力で、調停とかではなくてという

ことで、協議離婚を何とかかけあって成立させていきます。その後は母子生活支援施設

を退所いたしまして、アパートで生活保護を受けながらパートをして暮らしています。

女性の抱える問題の中には、ＤＶとか多重債務問題がほとんど関わっています。身体

的な暴力がない場合も、ＤＶというのはわかりにくいのですけれども、非常に力が落ち

ているのには変わりはありませんし、相談の仕方とか、どういう支援を受けたいかとい

うことも非常に整理ができないということがあると思います。ですから、この多重債務

問題の生活再建のためには、やはり社会構造の中で起きている問題なのだという、こう

いう視点が大事だと思います。つまり、個人の責任に負わせるのではなく社会問題とし

て解決していく、私たち女性センターもそういう視点を中心に据えて相談を受け、一緒

に考えていこうとしています。

私たちは、法律相談の同行支援を始めました。相談の趣旨をまとめて、経緯も書面に

して、地元の弁護士さんの法律相談とかにつないでいます。実はこれも消費生活センタ

ーとの連携の中で生まれ、実現しております。

人はいろいろな人の中で苦しみが生まれますけれども、人の中で、人の力でまた回復

して、生きる力を見つけていくものだと思います。女性センターはこういう役割を担っ

ておりますので、各地の女性センターとか男女共同参画センターとかのご活用もお願い

したいと思います。

(6) 行政の多重債務相談のあり方

（山屋） こういった聴き取りの中で 「浪費による借金です」と相談者がお話しされて、

も、実際にはこういうＤＶとかその他のいろいろな問題が絡んで、それによって引き起

こされた多重債務問題だったりします。それは表面化しにくくて、何とかキャッチでき

るのも私たちの仕事、私たちだとも思っております。そして、この借金問題を話してい

ただくには、やはり相談者との信頼関係がとても大切です。そこで私たちが上から目線

で多重債務問題や自己破産、生活保護に対して色眼鏡や偏見があれば、確実にそれは相

手に伝わってしまいます。そうなれば決して根本的な相談解決は導き出すことができな

くなってしまいます。

多重債務問題の最終目標は生活再建。そして二度と繰り返さないことです。今目の前

の借金が何とかなれば終わりではなく、繰り返さないためにはどうしたらいいかを探ら

なければいけません。その支援のために必要な対策を講じられるのが役所でもあり、役

所だからこそできることもあるのです。

(7) 佐藤（仮名）さんからの伝言

この事例の佐藤さんから皆さんに伝えてほしいと言われたことを、今からお伝えした

いと思います。

『私は、もう死んでしまおうと思って、故郷、盛岡に戻ってきました。嫁ぎ先では何
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とか頑張ったつもりでしたが、身寄りもなく、借金のことなど誰にも相談できません

でした。それでもどうしようもなくてどこかに駆け込みたくなり、思いついたのが居

住地の市役所でした。弁護士さんとか司法書士さんに相談するものとは考えつきもし

ませんでした。

お金のことを相談しても大丈夫だろうかと思いつつ、電話をかけてみました。

「ここではわからないから」といろいろなところに電話を回され、その度に状況を

一から説明し、最後には「ここはね、個人の借金の相談を受けてはいない。東京の四

谷に相談するところがあるみたい。相談料は５，０００円くらいだって。そこに行っ

てみて」と言われて終わりました。私にとって四谷がどこで、何というところで、誰

にどんなふうに相談すればいいのでしょうか。それがわかりません。自分にとって当

時の５，０００円は家族数日分の食費に使えるものです。自分の相談できるところは

もうないと思い、絶望し、飛び降りるビルばかりを探す毎日が始まりました。そして

あの日決意をして、屋上に上り、足をかけ、飛び降りようとして街を見下ろしたその

ときに、咄嗟に 「ああ、この街では死にたくない」と思いました。最期にせめて故郷、

の岩手山を見て、故郷で死のうと、着の身着のままで電車に飛び乗りました。

盛岡に帰っても飛び降りるビルばかりを探していました。少しだけ母の顔が見たく

なり、実家に戻ると力が抜けて体が動かなくなりました。それでもいつ取り立てが、

夫が追いかけてくるのか怖くて仕方がありませんでした。実家にも迷惑がかかってし

まう。心身ともに恐怖でいっぱい。そんなときに実家にあった市の広報誌に女性の相

談窓口が載っていました 「女性なら私も・・・」と思いましたが、同時に思い出した。

のがＢ市での役所の対応でした。また同じかもしれないと思うと、すぐには電話をか

けられませんでした。やっとの思いで電話をかけたのが、実家に来てから半月後でし

た。

電話をかけると 「すぐに来てください」と言われました。もう夕方だったのですが、

行ったところ、女性センターの高橋相談員さんに話をきいてもらい、そしてお金の問

題も併せて考えていきましょうと、女性センターの下の階にある消費生活センターに

付き添ってくださいました。

この役所に来て帰るまでの３時間余りの間、温かく受け入れられ、今後の方向性を

一緒に検討し、真剣に話を聞いてもらえ、寄り添ってもらえたことで、ようやく落ち

着くことができました。その後もたくさんの人に支えられながら、まるでベルトコン

ベアに乗っているように、自分の希望や生きることに向かって進んでいるような思い

でした。

例えば問題が解決できなくても、真剣に話を聞いてもらえたこと、相談窓口がある

こと、解決手段を示してもらえたこと。それでどんなに救われることか。電話でもわ

かります。相手が真剣に話を聞こうとしてくれているのか、話し方、声のトーンなど
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でわかります。本当に救っていただきました。

自分も皆さんの思いに応えて生きていきたいと思いました。

どうか私の話を聞いてくださった全国の皆さんにお願いです。きっとどこの街にも

私のような思いをして苦しんでいる人がいるかもしれない。私もあの頃は精神状態が

。正常ではありませんでした。おかしかったと思います。でも、そうなってしまいます

どうか皆さんが助けてください。お願いします。誰だって本当は死にたくなんかない

のです 』。

。佐藤さんがお子さんを手元に取り戻したとき、一緒にセンターに来てくださいました

とても笑顔のかわいい女の子だったんですね。もし私たちの役所で前と同じような対応

をしていたら、佐藤さんは、そしてこの子はどうなっていたのかなと思うこともありま

した。

(8) 相談員の想い

多重債務問題、消費者問題は、とても深くて、広くて、いろいろな対応が必要になっ

てくると思います。ただ、こういった相談を受ける私たち消費生活相談員が大変な状態

だというのは、皆さんご存じかもしれません。私はこの事案を最後まで見届けることが

できてよかったなと思いました。１年半かかっているんですね。消費生活相談員という

のはほとんどが１年任用です。ですから、もしかしたら来年もこの仕事を続けていられ

るかどうかわからない、そういう状況で、そういう立場で仕事をさせてもらっておりま

す。ですから、新しい消費者庁の中で相談員の立場や業務がきちんと位置付けされて、

正規雇用されて、思いきり頑張れるような待遇になって、一所懸命皆さんと一緒に相談

業務を続けていけるように、そういう役割であるように、そのように実現していけたら

いいなと思っております。

盛岡市の相談員も９名、毎日々々真剣に頑張っております。多重債務の相談は、法律

家の方々、そしてこのように連携機関の方々のお力を借りてようやく解決に導いていけ

るものです。本当にいつもありがとうございます。

これからも自分の持ち場で、できることをできるだけ、真摯に相談者と向き合って、

取り組んでいきたいと思います。これで報告を終わります （拍手）。

、（司会） 山屋さん、高橋さん、どうもありがとうございました。市の母子福祉の現場で

本当に命に関わる問題を役所内部の見事な連携で解決されたということです。

続きまして、租税徴収の現場ではどうでしょうか。租税徴収の現場での多重債務者の発

見・救済について、静岡市東京事務所の大場貴之さんにお願いいたします。

④ 租税徴収現場での多重債務者の発見・救済事例について

静岡市東京事務所（総務省自治財政局調整課派遣）
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前静岡市財政局財政部債権管理対策課滞納処分担当

大場貴之

(1) はじめに

（大場）では、まず簡単に自己紹介から始めたいと思います。私は平成１５年に静岡

市役所に採用されまして、はじめにまず清水区の納税課で５年、次に債権管理対策課。

ここでも税金の徴収担当になりまして１年、通算６年税金の徴収をやっておりました。

今年度からは、ちょっとお前、総務省に行ってこいということで派遣されまして、今は

自治財政局調整課のほうに勤務しております。この年で、もうこれで多重債務問題と関

われなくなってしまったのかなと思いきや、配属された先で担当する省庁の金融庁さん

のところへ入っていまして、また今年度もちょっと関わり合いが出てくるかなと思って

います。

今日は、私が今まで税の徴収のところでいろいろ体験してきまして、そこで多重債務

者の掘り起こしということを積極的に行いまして、効果が上がってきましたので、その

実例報告等を行いたいと思います。

(2) 実例報告①（任意整理による担税資力の回復と納税）

では、まず実例報告からですけれども、まず任意整理による担税資力の回復と納税の

例ということで事例を報告したいと思います。私がまず担当したときに、その家族構成

ですが、世帯主のご主人が５７歳、奥様と８０歳のお母様と、あとお子様が３人いらっ

しゃったのですけれども、子どもの１人の方が昨年ガンで亡くなられたところで、また

奥様もその前の年にガンになられて闘病中ということでした。市税は、アパートがあっ

たものですから、固定資産税等結構あって、滞納が１，０００万円。そのほか国民健康

保険が１３０万円滞納で、納付のめどが立たない、そういう状態でした。

どうしてこれだけ滞納してしまったのだろうということでお話を進めていくと、滞納

原因は、その中にはもちろん病気の治療費等、ガンのことでしたのでありましたけれど

も、もっと深く突っ込んで聞いていくと、実は消費者金融に借金があるということがわ

かってきました。

そこで、ではまずその借金の問題から片付けていって、整理していきましょうという

ことで話を進めました。結果として過払金５７０万円を回収することに成功したという

ことです。

このときに、はじめに住宅ローンが５か月ぐらい遅延しているという話があって、そ

こを払っても、結構税金のほうに回ってくるかな、５００万円くらい回ってくれば何と

かなるからいいかなと思っていたのですけれども、よくよく聞いてみると、アパートを

持っていて、そこの補修費があって、これは私が過払金を回収できた昨年の９月だった

のですけれども、１０月から３月までの６回払いで２００万円（３４万円×６回）を払
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わないといけないということを後でおっしゃってきまして、それもまた解決をみていか

ないといけないなということで、まず収入と支出の表を書かせました。まずはアパート

の家賃収入がこの方は月々８０万円あると。一方アパートの返済が５５万円あって、差

額の２５万円がこの方の収入になっているよと。一方、妻は障害者年金が１１万円あっ

て、住宅ローンの返済が１１万円あるので、ここはちょうど相殺されているぐらいだっ

たのです。世帯主さんは農家をやっているのですけれども、これはほとんどうまくいっ

ていなくて、赤字の状態で、よくないと。そこでアパートの補修費の返済があったもの

ですから、なかなか返す目途がなかった。実際に毎月の生活費はどうしているんですか

といったら、ほとんど息子の収入に頼っているという状況でした。しかも住宅ローンも

５か月の遅滞があるので、ちょっと整理をしてみました。

まずはじめに住宅ローンの遅延分が５か月あって、５５万円ありました。まずはこち

らを面倒を見ますよと。次にアパートの補修費の返済が３４万円が６回、２００万円と

いうことで、では仮に残りを１００万円にしてもらったら、この差額の２５万円から払

えそうですかといったら、それは大丈夫だというので、ではここで１００万円をまず面

倒見ますよと。だから１５５万円ですね。次に生活費。しばらく生活するのにどれぐら

い必要ですか、ここ２、３か月生活するのにいくら必要ですかといったら、３５万円ぐ

らいあればといったので、ちょっと上乗せで４５万円を渡しますよと。結局２００万円

はお渡しして、あとの残りの３７０万円が市のほうに入ってくるかなと。ただ、国民健

康保険がまだ滞納になっていて、この方にはガンということもあったものですから、こ

れもまず国保のほうから優先していって、保険証をまず出させようと。残りに、やっと

最後にうちの税金が入ってきて、そこで何とか２４０万を収めていただきまして、そし

。て残りの８００万円、こちらの税金のほうを分割で払っていってもらうしかないかなと

こうやって収支の中から支払いが可能になった例です。

これだけではなくて、生活費自体をまず再建したいというのもあったものですから、

世帯主さんのほうにお話をして、とても農業にこだわりがある方だったのですが、今奥

。様もガンで、いつ再発するかわからない。病気で治療費がいくらかかるかもわからない

もう現金が１円でも今欲しいときですから、ちょっと働きに出て、農業のところを誰か

に貸すなどして、とりあえず現金収入をふやすような努力を考えてくださいと。これは

家族の皆さんで話し合って、よく決めてくださいと話をしました。それはちょうど考え

てもらうところで私は異動してしまったのですが、今そこまで話が進んで、結構前向き

に今考えていただいているようです。

（3）事例報告②（自己破産者の過払い金の掘り起こし）

次に自己破産者の方から過払金を回収した事例です。こちらは税の交渉記録にずっと

残っている経過があったのですが、平成１４年に自己破産の経過があったのです。ちょ
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うど静岡市の場合ですけれども、昔から官報を見て、滞納者の場合には破産情報を記録

に残しておいたのです。そこから引っ張ってきて、平成１４年に自己破産があるなと。

このときの状況を確認してみようと思って聞いてみたのです。この方は６２歳の女性だ

ったのですが、当時、弁護士の先生に聞きながら自分で自己破産の手続をした。そのと

きにサラ金業者に１５年から２０年ぐらいの取引があったと言うものですから、これは

過払金が残っているんじゃないかと思って、すぐに専門家の先生にご相談するよう指導

しました。結果として税と国民健康保険の滞納が２３０万あったのですが、とりあえず

これは今全部回収できています。今もまだちょっと返還請求しているところがあるので

すけれども、ここで弁護士の先生の費用と、あとは多少の生活費くらいは戻ってくるか

なという感じです。今、静岡市のほうでも今年度は特にこの手法を進めてくださいとい

うことで伝えたのですが、特に平成１１年から平成１７年、といっても特に平成１４、

１５年のあたりの自己破産のものは、滞納が残っている情報を抽出して、そこを集中的

に掘り起こしできるのではないと思って、今市税総括部門と電話しています。

(4) 事例報告③（残債務と過払金が共に存在する場合）

次に、多重債務状態で引き直し計算したところ、債務の残るところと過払金が発生す

る会社と、ともに存在する場合の事例でして、この方は７０歳近い方でした。税の少額

分納者のうち、所有するマンションの固定資産税２００万円がこの方はあったのですけ

れども、厚生年金など安定した収入はあったのです。ただ、なぜか税は少額分納を続け

るのみだったものですから、どうして分割でしか支払えないのですかと聞いたところ、

サラ金からの借金が結構出てきました。引き直し計算をしても、キャッシングもショッ

ピングもあって、残債務が３００万円あったのですが、唯一武富士さんが２００万円の

過払金があって、これをどうしようかなと滞納者と弁護士の先生を交えて相談してみま

した。サラ金の借金は将来利息をゼロにできるよと。これを３年から５年で分割で支払

って、もしこれが大変な場合には個人再生という方法もとれるけど、一方、税は年間１

４．６％の延滞金もかかってしまうし、また本税はそういう民事再生のような減免措置

の手続が非常に少ないものですから、ここは滞納者の方の同意も得て、税金のほうをま

ず先に入れてもらおうと。延滞金も結構あったのですが、ここは上司とも相談して、延

滞金減免の措置の手続の検討を行って、一応本税のみの回収ということで臨時収納して

もらって、今はこちらのサラ金の残債務のほうの返済を開始するという形になっていま

す。

(5) 滞納の原因・背景

滞納の原因とか背景について、９１ページには本年度と書いてあるのですけれども、

これは昨年度の話です。私が当時担当していた高額滞納案件１４０件のうち、１件１件
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滞納原因を確認していくと、おおよそ４割近くがサラ金等に借金があるとか、借金があ

ったということが原因でした。うちも弁護士の先生などに相談して既に手を打っている

案件は、その中でも４分の１。まだ４分の３は相談をそもそもしていない。それはつま

り全体で言うと４割の４分の３、全体の３割がまだ未解決の案件でした。静岡県は結構

司法書士会さんも啓発活動に力を入れていらっしゃるのですけれども、それでもなお４

分の３は、まだ多重債務・グレーゾーン金利の問題について知らない方がたくさんいる

と。仮にグレーゾーンのことについて知っていても、あれはどうせヤミ金の問題でしょ

と。まさかああいうテレビでＣＭをやっているような有名なアイフルさん、アコムさん

がそういう問題を抱えているとはとても夢にも思っていない方がほとんどです。

これもやはり２００７年度版の消費者金融白書によると、信用情報に登録しているう

ちの７割の方が年収５００万円以下というように報告されています。これを逆に考えて

いくと、住民税というのは収入に対して税金がかかってきますから、おおよそ４年、５

年滞納したとしても、もう１００万円以下です。固定資産税があった場合は１００万円

を超えてくるケースが大体出てくるのですけれども、おおよそ少額である滞納者層に、

これによると多くのサラ金の債務者が存在しているのではないかと考えられます。

(6) 多重債務者の掘り起こし

では実際にどのように掘り起こしをしていったかということですが、今も申し上げた

ように、グレーゾーン金利について多くの方が知らない状態でした。方法として、たく

さん滞納者の方がいますので、一斉に催告書を送るのです。そのときに守山市さんのほ

うからもありましたけれども、手紙を入れるのです。そのときに多重債務問題でお悩み

じゃないですかと一言チラシを入れて送ります。そうすると意外と反応があるのです。

中には、このチラシを持って直接弁護士の先生へ相談に行かれる方もいらっしゃるとい

うことです。

一方で、質的滞納整理といって、１件１件私たち徴収員が時間と力を割いて対応して

いく場合、こちらは具体的に突っ込んで話を聞くことができます。聞き取り方ですが、

やはり家計を管理している方ですね、奥さんであるとか。やはり生活費が足りないから

借金をするという場合もありますので、家計と、あとは会社であれば事業の資金管理を

している方に聞くと効果的です。

また、目の付け所としてですが、税金などを少額で分割している者。これはかなり堅

いです。実際に今振り返ってみると、過払金が発生しているような事案、つまり長期の

サラ金の債務者というのは、まず税金を少額分納している方が多いです。考え方を変え

ると、税金というのは分割で納められることを知らない方が結構いるところを分割で払

うという発想は、もうこれは分割払い、分割慣れしている方なんですよね。分割慣れし

ているのはなぜかなと考えると、サラ金のキャッシングとかリボルビングとか、あとは
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ショッピングの分割払いに行き着くのです。そこにもう信号が出ている。あとは長期滞

納者ということですね。税金の情報というのは、何年から税金が滞納し始めているとい

う経過がわかりますので、その長さを見ると借金の長さも大体見当が付いてくる。また

預金調査。これは税務調査、差押えのときに金融調査するのですけれども、もう残高が

極端に少なくっている。給料が入ったらすぐ下ろしてしまう。そういう方は結構可能性

もあります。

あとは不動産の登記簿も確認するのですけれども、このときにもアイフルさん、ＣＦ

Ｊさんの不動産担保の登記が付いている。これは間違いないですから。このときに注意

したいのが、不動産の登記簿にいつ付いているか、いつ設定されているかと見ると、こ

れはアイフルさん、ＣＦＪさんはおまとめローンという形でやっている場合があります

ので、抵当権設定日前後で借り換えをしている可能性があるよと。抵当権設定日前後で

１０年経っていなければ、過払金がそのときで発生している可能性があると。特にこれ

は私の感じなのですけれど、通常銀行などの住宅ローンというのは、サラリーマンとか

収入のある方の、この人のこの収入なら払えるだろうという金額で住宅ローンを設定し

ますよね。それにこのサラ金の債務を上乗せしてやっているものですから、ここで破綻

する原因になってしまうと。ですから、はじめにここのサラ金の抵当が付いている、こ

こをまずつぶすことを考えないと生活再建にはなかなか結び付かない。ですので、サラ

金の抵当権が付いていたら、そこで過払金が付いているようであれば、まずはそこに入

れさせてしまうと。サラ金の抵当権のところに入させてしまう。最近の話によると、

８％、９％ぐらいまでは利息をディスカウントしてくるところがあるというのですけれ

ども、それでもやはりそのリスクが今後の問題になってくる可能性も高いですから、ま

ずここを消すことを考えたほうがいいのかなと思います。

滞納情報から積極的な掘り起こしが可能ということがまず考えられるんですね。僕た

ち徴収員は、滞納者リストというリストがあるんですね。これを１件１件当たって調べ

ていくよと。このうちの３割、４割が多重債務者である可能性が高い。３割、４割とい

うと、これは滞納者リストでありながら、多重債務者のリストにも見えるんです。ここ

から様々な税務情報等を引っ張り出して、多重債務のＳＯＳ信号を拾い出せる。そこか

ら積極的に掘り起こしをして、専門家の先生につないでいけるのではないか。結局税務

情報から積極的に掘り起こせるという方法は、これは徴収部門しかできないことではな

いのかなと考えています。ほかの借金の相談をしに来た方。これはほかの部署でもいろ

いろ助けられているのですが、こちらから「あなた、サラ金に借金があるんじゃないで

すか」と突っ込んで聞けるのは徴収部門ですよね。この滞納者リストをもとにして進め

る。これはとても有効な方法だと考えます。

(7) 弁護士の先生方へのお願い
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そこで弁護士の先生方にお願いなのですが、消費生活センターだけにかかわらず、徴

収窓口とも連携して債務整理につなげられる体制というのを各弁護士会さんで考えてい

ただければと思います。弁護士会さんの無料相談会などで債務者が相談に来たら、でき

ればもうその場で直接受任していただけるような形でお願いしたい。ほとんどはそうい

うふうにされているお話を伺っています。また公租公課も一つの債務ということですの

で、徴収窓口の連携には、やはり徴収部門も税金を使って公務で仕事をしているもので

すから、やはり公租公課の回収も視野に入れた協力体制がないと、やはり徴収部門もな

かなか動きづらいというところがあります。ここに市との連絡とか連携をとった、うま

く債務者と市と先生方とで連携して、 － － の体系をつくられるような形でwin win win
進められたらと思っています。決して公租公課の徴収部門も生活再建をさせて税金を納

めてもらうというのはごく自然な、当たり前な姿で、メリットがあるよと。これは理詰

めで説明したら納得していただけることだと思いますので、もし何かそういうことで困

った点からありましたら、私に相談していただいても、私も説明できますので、またお

願いします。

(8) 生活再建による納税環境の整備

、こちら、今付けてあるのですが、これは現場の徴収員向けに書いたものですけれども

昔は差押え差押えでよくやっていたのですけれども、今は複雑化した社会ですから、そ

れだけではうまく解決できなくなってきている。単純に差押えだけでは解決できなくな

ってきています。総量規制の前で貸し渋りがあるものですから、差押えをすればどこか

らかお金を持ってくるだろうという、そういう時代ではなくなっているものですから、

ちょっとやり方を考えなければいけないねという、そんな形です。

毎月の収入の中から生活費を賄って、納税もしっかり行えていけるというのは、これ

は極めて当然なことだと思います。このような文化的な生活に戻すために、やはり経済

的弱者の保護を立法趣旨とする利息制限法、これによって生活を再建して、健全な生活

や納税できる環境をサポートする。これが一番重要ではないかと考えています。積極的

に多重債務者の掘り起こしを行って、一つでも多くの家族を救えるようにと考えていま

す。

(9) おわりに

今回のこの資料９９ページに私の連絡先を書いてありますので、もしわからない点や

質問等がありましたら、まずはできればｅメールでお問い合わせてしていただければと

思います。今はちょっと補正予算の関係でごたごたしているので、電話だとなかなか難

しい面がありますので、またよろしくお願いします。徴収部門は本当に論理的に「あな

たたちにこれはメリットはないよ」というふうにしていかないと、なかなか「うん」と
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言ってくれない部分だと思いますので、その点、また私もいろいろノウハウを持ってい

ますので、よろしくお願いします （拍手）。

（司会） 大場さん、どうもありがとうございました。徴収部門の方がどういうやり方で

生活再建を図るかというご報告でした。

では第１部の最後になります。弁護士会と自治体との連携事例ということで、生活再建

の視点を取り入れた連携をしておられる弁護士会があります。大阪弁護士会の高橋敏信さ

ん、よろしくお願いします。

⑤ 弁護士会と自治体との連携事例について

大阪弁護士会多重債務者救済対策本部事務局長 高橋敏信

(1) はじめに

（高橋） ただ今ご紹介いただきました大阪弁護士会の高橋です。長時間にわたって

いまので、できるだけ手短にお話ししたいと思います。今までのご報告の中で、自治体

の方々から様々な意欲的な取り組みのお話がありまして、なぜ私だけ弁護士会として喋

るのだというところがあるのですけれども、逆に言えば、弁護士会側としてどういうふ

うに見ながら連携を進めていったのかということをお話しするのが私の役目かと思いま

すので、そういった観点からお話しさせていただきたいと思います。

資料ですが、お手元の資料の１０１ページから１１１ページまでが私の今日のお話を

する際に使わせてもらう資料です。一つお断りですけれども、１０１ページから１０３

ページがレジュメになっているのですが、そのレジュメの中の引用で資料１とか資料２

とかあります。その後ろの資料についても番号を付けたつもりだったのですが、付いて

いませんので、お話としてはページ数を引用しながら口頭で補足させていただきますの

で、その点ご容赦ください。

(2) 大阪弁護士会での多重債務問題への取り組みと連携に向けた課題

まず中身に入る前に、大阪弁護士会が多重債務の問題にどう取り組んできたのか、近

年の取り組みについて簡単にお話しした方がわかりやすいかと思います。

このレジュメ１０１ページにありますように、平成１９年８月に大阪弁護士会の中に

多重債務者救済対策本部を設置しました。この対策本部をなぜ設置したのかということ

ですが、自治体にもいろいろ部署があるように、弁護士会もいろいろと委員会がありそ

れぞれ得意分野を持った弁護士がいます。

大阪弁護士会にもいくつも委員会がございまして、その中で消費者保護委員会が多重

債務の整理などについて専ら取り組んできたのですけれども、その他、貧困とか生活保

護の問題に積極的に取り組んできた人権擁護委員会があります。その他、相談体制を確
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立するためには総合法律相談センターを運営する委員会があり、その他に法教育部門を

扱う委員会があったため、多重債務問題に取り組むためにはこれらの委員会の協力が必

要であることから、各委員会からメンバーを選出して対策本部を設置したということで

す。

弁護士会としては、多重債務についての無料相談は従前からやっていたのですけれど

も、相談体制の拡充ということを考え、お仕事をされている方は夜間でないと時間が取

れないということもあり、平日夜間は８時まで相談を受けるという形で、相談体制を拡

充することを平成１９年９月からスタートしました。

さらに日曜日も多重債務の無料相談を受けられるように日曜相談を実施するというこ

とで、弁護士会の相談体制を整えていったということです。

ただ、弁護士会の体制はできても、弁護士会も広報不足もしくは広報下手ということ

があって、窓口をせっかくつくってもなかなか市民の方に伝わらないということがあり

ました。そのため、そういった取り組みについて、特に市民に身近に接せられる自治体

の方々にまずわかってもらわないと、やっていても意味がないではないかという話にな

りまして、平成１９年の秋口に大阪府下４３市町村すべてを個別訪問して、大阪弁護士

会の新しい取り組みをご案内する「必ず借金問題は解決できる」というリーフレットを

配布したり、借金問題は解決できることや法律扶助制度等を皆さんに知っていただくた

めに、その当時の弁護士会の副会長と対策本部の弁護士がペアになって回らせていただ

きました（自治体キャラバン 。）

この自治体を回らせてもらう中で改めて発見されたのが、レジュメに書いてある課題

でした。自治体側の課題として書いていますが、これは弁護士会側のＰＲ不足というこ

とも重ねてあるのですけれども、まずレジュメの①に書いてありますのが、皆さんここ

におられる方はご存じのとおりですけれども、借金の問題については多種多様な解決手

段があるということについて、まずそのことが知られていないということです。

ちょっと話は戻りますけれども、自治体キャラバンをさせてもらうと、相談担当の方

、だけではなくて、徴収部門だとか、今お話がありしたような生活保護の部門であるとか

できるだけ集めていただけませんかというお願いをしましたので、その現場には相談担

当の方以外の方も当然多くおられました。

そういったこともあって、なかなか破産とかを全然知らない方と同じような程度のイ

メージの方もおられたということであります。

そして弁護士費用の立て替えの法律扶助制度についても、この点はできれば法テラス

さんも各自治体全部をよく回っていただいて広報いただきたいという気持ちも、私個人

的にはあるのですけれども、なかなか理解されていない。生活保護でないと法律扶助は

使えないだとか、そういった誤解もあったりしました。また、案の定といいますか、弁

護士会が無料相談をやっている、日曜相談もやっているということも 「えっ、そうなん、
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ですか」と、こういう状況でした。まずはそういった課題について対策をしないといけ

ないということでした。

それと自治体職員の方が多重債務者の方を発見されたときにどうしたらいいのか。

それまでは弁護士会の相談窓口の電話番号をお伝えして、それで終わっていたという

自治体がほとんどではなかったかなと思います。今までのご報告にありましたように、

もう一歩踏み込んで 「窓口に行きなさい」だけではなくて、一緒に相談を取って、その、

後もフォローするという体制まではなかなかできなかったということがあります。それ

から特定の部署だけではなくて、今ご報告にありましたように、ネットワークをつくる

というところまではなかなかいかないという自治体の実態がありました。

一方、弁護士側の問題もいろいろ出てきました。その中では、弁護士会の相談には行

ったのだけれども、その方がなかなか多重債務の救済に熱心でないとか、あとは費用の

問題とも関係しますけれども、頼んでも受けてくれなかったとして帰ってくるというケ

ースもあちこちで指摘されたことであります。

その弁護士費用の問題では、無料相談はいいのだけども、その相談だけでは最終的に

解決しませんが、その後の弁護士費用の問題について、一括でないとだめですよとかと

いう対応をされて、そんなのできるわけないじゃないですかと帰ってきたケースもあっ

たようです。

それと、弁護士会に誘導するといっても、では弁護士が受けたらどうなるか。破産と

か債務整理という言葉は聞いたことがあるかもしれないけれども、具体的なイメージが

わかない。それでは誘導のしようがないじゃないかといったようなお話もありました。

そういったお話を受けて、対策本部としては、まず自治体の方に弁護士が行って研修を

しよう、無料でいきましょうとしました。講師派遣を有料としますと、これは予算との

関係でなかなか大変ですので、無料で、弁護士会が交通費を負担して講師派遣をすると

いう仕組みを整えて、各自治体にご案内させていただいて、実際に講師をいくつかの自

治体に派遣させていただきました。

もう一つ、今日のテーマでもありますけれども、債務整理だけで、借金を整理して、

借金の重みがなくなったら自分でやっていける方。それはそれでもって生活再建できた

のかもしれません。だけども、先ほどからご報告がありましたように、それだけではな

かなか生活再建できない。やはり生活保護という最終的なセーフティネットを活用しな

いといけない方もおられるし、そうでなくても、それでは解決できないといった問題も

出てくるかもしれません。そういうことで、弁護士が整理した、はい、終わりというの

では最終解決に結び付かないのではないかという意識は弁護士会の中にもありました。

そういったことで、無料講師派遣制度でいろいろ知識面の不足は補えるかもしれませ

んけれども、それだけでは不十分ということで、自治体とさらなる連携が必要という思

いを持つようになりました。そして、レジュメの下に記載がありますように、２０年３
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月下旬頃から大阪府豊中市より連携したいというお話をいただきました。

そこでいろいろ協議を開始しています。

ちなみにあちこち行って申し訳ありませんけれども、大阪弁護士会は弁護士の会員数

が３万３４００人ほどいます。サラ金相談で登録している人数、ちょっと今日は正確な

数字ではありませんけれども、昨年４月段階でも１３００人ぐらい登録していて、その

中で積極的に取り組む方に当たるか当たらないかということが残念ながらあったという

のが実態です。

(3) 連携にむけた協議と連携の開始

話を元に戻しますが、豊中市と連携するという話をする中で、どういったことを双方

にてやっていかなくてはいけないのかということをお話しした次第です。ちなみに、豊

中市の生活情報センター「くらしかん」というのは消費生活センターと思っていただけ

れば結構です。消費生活センターの方と救済のために三本柱で、①多重債務者の発見、

②そして発見だけではなくて誘導、③さらにその先に必要な方への生活再建についての

支援。この三つをパッケージにしてやらないといけないと話しておりました。

それで協議した結果、連携制度に向かうわけですけれども、その資料が１０４ページ

から１０７ページまであります。この連携開始にあたっての自治体内の努力について、

外部の人間が言うのは適切ではないかもしれませんけれども、先ほど広報の話にありま

したようにチラシをつくったりとか、民生部門にお話に行ったりという努力をしてスタ

ートさせたということです。さらに連携に先立って職員の方向けの研修に弁護士が講師

として行ったのですけれども、全庁的な取り組みですから、なぜ多重債務の問題に取り

組まないといけないということからお話しさせていただきました。そのときに同じベク

トルを持つ。つまり連携ですから同じ方向を向かないといけないのですが、そのときの

キーワードが生活再建という話だという話をしました。そして資料１０４ページから１

０７ページにあるような広報であるとか、スキームをつくって行きました。

なかなか時間がありませんので全部はお話しできませんけれども、１０４ページの図

を見ていただければ、そこに数字が①とか②と打っていますけれども、それが相談を受

けてからの処理の時系列に添って書いてあります。相談者の方が直接「くらしかん」に

来られる場合もあるでしょう。その場合は窓口からスタートします。徴収部門であると

か、生活保護部門であるとか、ほかに発見する部署があるときは①からスタートして、

くらしかんのほうでお話を聞かれて、弁護士なり司法書士に依頼するということであれ

ば弁護士会や司法書士会に連絡を取って、弁護士や司法書士を紹介する。

こういう仕組みでスタートした次第です。弁護士会側は当初、対策本部の弁護士を中

心に３３名で対応しました。相談員のほうは原則２名態勢でやっております。

その後、これは豊中市だけとの連携に留めておくわけにはいかないということで、生

活再建を視野に入れたこの制度を大阪府下の他の自治体にも広げようということで、弁
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護士会から先ほどお話の大阪府下の４３市町村すべてに対して連携制度をしてみません

。かというご案内差し上げたのが１０８ページ、１０９ページ、１１０ページであります

広げるにあたっては、やはり弁護士側もきちんとしないといけない。きちんとという

のは、いろいろ自治体が懸念されていた問題をできるだけ払拭しないといけないという

ことです。そのため、弁護士会で新しい登録制度を設けて、登録要件も定めました。そ

れは、一つは扶助を使いたいという人が、その弁護士さんに「私は扶助をやっていませ

んから」と言われないように、扶助の契約をしていること。それと費用については一括

で準備できないという方も当然おられますが、その方はそれを理由に断れないという形

にして、分割もしくは法律扶助をするということ。あとは研修。この制度は生活再建を

本旨とした制度であるということとか、生活保護制度についての一般的知識が必要です

ので、その点についての研修を実施し、その受講を登録要件としました。その三つの要

件をクリアした方に申込みしていただいて登録させていただいたのですが、その人数が

現時点で２３１名という形になります。ここには書いていませんけれども、その要件を

満たさないということがわかった場合は、その方は名簿から残念ながら外させていただ

くということもご案内した次第です。幸い、今のところはそういった形で名簿から外す

という事態には至っておりません。また、なかなか市民の方が、依頼者の方が、弁護士

に対して話が違うじゃないかということを言うのは難しいという話を聞いています。で

すので、自治体の方に対しては、この要件をすべてオープンにしており、この要件に従

わないということがあった場合は自治体から弁護士会のほうに連絡してくださいという

ことで、できるだけ円滑に進めるということを考えております。

、具体的な担当者決定までの流れについてですが、弁護士会のほうに連絡をいただくと

弁護士会のほうに登録している弁護士を紹介します。刑事には当番弁護士という制度が

あって、何かあったら事務所に待機するという制度がありますけれども、この連携制度

でも、できるだけ早く担当の弁護士を決めて、本人と話していただくということが必要

だと考えますので、待機制にして、この日は、例えば今日であれば高橋が待機している

ということで名簿化して、弁護士会から連絡があったらすぐに連絡が取れるように事務

所にいなさいということにしています。仕事は入れていいけれども、あくまで事務所で

待機という形にして、できるだけ連絡をいただいてから１時間以内に担当弁護士と本人

が話できるような体制をつくりたいと思っています。

(4) 連携の実績と今後の課題

その後、この４月からは幸い高槻市と八尾市という別の市でも連携制度がスタートし

たところです。

これまで運用条件については、１１１ページと１１２ページに豊中市がまとめられた

ものがありますので、それを参考にしてください。ちょっと補足しますと、１１１ペー

ジは件数ベースで書いています。ですので、ご夫婦の相談であっても１件としてカウン
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トされたりします。次の１１２ページは人数ベースでまとめていますので、少しそうい

ったことで統計上の違いがあるようです。

電話相談を受けて、さらに面談に移行する場合もありますから、これは延べの数字で

あるということでご理解ください。今のところは先ほど申し上げたように順調にいって

いるというふうに考えておりますし、弁護士会に誘導された人数については１１２ペー

ジにありますけれども、６月からスタートして３月までの時点で１８６件の紹介を受け

ています。これは司法書士会のほうに行ったのが９８件となっています。

いろいろどういう形でそういった相談場所を知るのかということに関しては、今まで

広報とか積極的な働きかけというお話がありましたけれども、一つやはり大きいという

お話を聞いているのは、市の広報に載っているということは大きかったようです。

私は、スタート段階で豊中市の担当者の方でもあちこちに出向かれて、そういった準

備を整えてスタートされたという制度ですけれども、やはり市の広報を見て、相談窓口

に行き、１人が解決をするとで、またその方の知り合いの方が「豊中に行ったら解決す

るらしいよ」という形で、芋づる式というか何というか、という形で相談場所に誘導さ

れているという例が多いようです。また最近の傾向は、ご存じのとおり雇用情勢が厳し

いですから、収入が急に途絶えたり、もしくは減少したということで払えなくなってい

ったことが多くて、統計を見ても、やはり中高年の方の相談件数がふえているという状

況です。

あまり長々とお話をすると、もう時間も来ておりますので、今後の課題としては、生

活再建というキーワードが必ず連携を図る上では必要であろうと思います。しかし、そ

れ以外にも、誘導したその後、生活再建のために弁護士のほうも連携する。研修のとき

には、生活再建のための制度だから、借金整理ではい終わりではなくて、その方が借金

を整理して、その後それだけで大丈夫かどうかをきっちり把握するようにして、家計を

きっちり把握していただくように、登録する弁護士の方々にお願いしています。

そういったことを地道に進めながら、弁護士のほうからこの方は生活保護が必要だよ

とか、自治体内の連携が必要だよという形で誘導する必要があるのではないかとか、場

合によっては自治体窓口に同行していくこともあるでしょう。

、そういったことについて弁護士の方でも積極的に取り組むことが求められていますし

あとはご本人さんの最終結果についても、弁護士のほうから本人に了解を得た上で自治

体に報告するなどしてつなげることで、実のある連携制度になっていくといいのではな

いかと思っています。

あとは先ほど申し上げたセーフティネット等の拡充をやはり図らないと、生活再建と

いってもなかなか手段が乏しい中で難しいところがありますので、そういったものにつ

いて、やはり制度的な手当が必要ではないかと思っています。

だいぶ駆け足で、よくお話はできていませんけれども、以上で私からのご報告を終わ
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ります。ありがとうございました （拍手）。

（司会） 高橋さん、どうもありがとうございました。生活再建の視点をもった連携とい

うことで、弁護士会の視点として、非常にユニークな視点をもってやっておられるという

ことでした。

（司会） 第２部は 「多重債務者のセーフティネットの確立のために」と題して行います。、

これの狙いは、新里弁護士の基調報告にもありましたように、既存のセーフティネットの

貸付ですらなかなかおぼつかない。いろいろな問題点を抱えています。それでも各自治体

の工夫なりによっては実現できる可能性があるのだということを提示したいと思います。

そして村上弁護士には、そのことをまとめていただきたいと思っております。

まず最初に、盛岡なのですけれども 「盛岡市における多重債務対策及びセーフティネッ、

ト貸付の構築について」ということで、盛岡市の消費生活センター主査、吉田直美さんに

ご報告をいただきます。よろしくお願いします。

第２部 多重債務者のセーフティネットの確立のために

１ 盛岡市における多重債務対策およびセーフティネット貸付の構築について

岩手県盛岡市消費生活センター主査 吉田直美

① はじめに

（吉田） 皆さん、長時間にわたり大変お疲れさまです。盛岡市消費生活センターの

吉田と申します。本日は発言の機会をいただきましてありがとうございます。

盛岡市の取り組みにつきましては、あちこちで同じようなことをお話ししております

ので、もういい加減吉田の話は聞き飽きたという方もたくさんいらっしゃるのではない

かと思いますけれども、今日は、新しいことをお話ししたいと思っております。

盛岡市におきましては２０年以上前から借金の対策をしておりますので、政府がつく

った多重債務問題改善プログラム、これは大体すべてできております。ところがその中

でも弱いところが二つありまして、一つは債務整理後の事後的フォローアップ。それか

らもう一つは庁内連携。とりわけ徴収部門との連携が弱い。この二つについて、新たな

対策をとりましたので、今日はそれらを紹介します。資料は１１３ページ以下になりま

す。

② 事後の生活再建と「駆け込み寺」

まず一つ目、事後的フォローアップについてですけれども、先ほど来、皆さんのお話

の中にあるように、多重債務・借金というのは結果に過ぎないということです。その結

果を導き出す理由・原因が必ずあるので、結果だけサラッと直しても意味がない。その
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原因・理由も一緒に直してあげないといけないということですけれども、借金を直すと

いうのは、ある意味サラサラとやればできると言うと語弊があるかもしれませんが、手

順に沿ってやっていける部分があるのですけれども、借金の原因となっている部分を直

していく、生活再建をしていくということが非常に大変なんです。生活再建のゴールを

１００点とすると、借金整理はおそらく３０％から４０％ぐらい。残りの６割、７割の

とこが非常に難しいし、時間と手間がかかるのです。

盛岡市では、借金がなくなったことによって、ちゃんと家計が黒字になるところを一

旦のゴールとしていますが、黒字といっても余裕のある黒字では決してありません。引

き続きカツカツ、スレスレなわけです。そこで、ちょっと心配なので、家計簿を配りま

して、支出をまずとにかく見て、赤字に陥らないようにしましょう。そして黒字分から

貯金をしましょうということを助言しています。まずは自分で付けてもらって、それを

民間の三つの団体にお願いをして、無料で家計簿診断をしてもらうというところまでは

今までやっていたのですけれども、どうもそれだけではちょっと弱いというところがあ

ります。

それをもう一歩進めまして、債務整理後の生活再建を住民に寄り添って行うプログラ

ムというのを新しくつくりました。盛岡市くらしとお金の安心支援事業ということで、

ＮＰＯ法人いわて生活者サポートセンターがその寄り添い機関・相談窓口になってもら

うことが核となります。資料は１２０ページの周辺にそれらをまとめてありますけれど

も、１２０ページのところに説明書を付けております。これは債務整理後の家計の見守

りをしてもらおうというきっかけで始めましたけれども、これだけではなくて、くらし

とお金に困った市民が駆け込んで来られる窓口。そういう困り事の総合窓口にするとい

うことでつくり上げております。駆け込み寺ですので、くらしとお金の総合病院みたい

なイメージで、患者さんが来たらちゃんとカルテをつくって、その方が本当に生活再建

できるまで、色々な科が連携してリハビリまで一緒にセットになってやっていく。そし

て、生活再建がちゃんとできたら、いったん終了とする。要は相談のみに終わらず、寄

り添って、ちゃんと支えていって、自立を目指すことをワンストップでお世話をしてい

く。そんな考え方でやっております。

現状、いろいろな相談窓口、いろいろな貸付窓口がありますけれども、すべて縦割り

になっていて、そこには隙間があるわけです。縦割りの隙間にどんどん住民が落ち込ん

でいるというところを、この仕組みでもって、全部ワンストップで、解決までちゃんと

面倒をみてもらえるという体制をとることになるかと思います。

具体的にどういうふうな形で生活再建を支援していくのかということですけれども、

基本は家計診断を行ないます。そして、お金を貸し付けることによって生活再建ができ

るだろうという方には、貸付のお世話をする。いろいろな貸付制度がありますから、そ

れらの情報を集約しまして、この方にとって一番いい貸付は何なのかということを判断
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して、それに取り次いでいくということなのですけれども、貸付で生活再建できる方と

いうのはほとんどいないのではないかと思います。ほとんどの場合は、最終的には生活

保護をもらわなければいけないような、困難な案件ばかりなのです。ということで、他

に手段がないときは生活保護をきちんと申請していくということですし、あとはもう一

つ、家計を診断・見直すということによって何とかなるという方もありますから、そん

なことで、使えるものは何でも使って生活再建をしていこうということです。

③ 新しい貸付制度と「お地蔵さん基金」を創設

セーフティネット貸付が弱いという指摘がありますが、そのネットの隙間を埋める新

たな貸付制度をこの４月から始めております。それは生活再建資金貸付制度と呼んでお

りますけれども、資料１２３ページのところに付けておりますが、主に債務整理が終わ

った後、ブラックになってしまった方が、例えば車検を通さないといけない。これが通

らないと仕事に行けなくなってしまう。だけどブラックでどこからも借りられない。５

万か１０万何とかならないかという場合に使えるようなイメージでつくりました。１０

０万円を限度としまして、年利８．９８％、それから保証人が必要ということで、今あ

る債務整理資金の貸付制度の仕組みを使ったやり方でやっております。信用生協を窓口

にしてやっていますが、信用生協では独自の資金で全く同じような貸付制度を何年か前

から行っていまして、１２％の利息だったのですけれども、公的資金を投入したことに

よって１２を約３％下げたということかと思います。

４月からはじめて、今のところ貸付実績は１０件ないですけれども、徐々に貸付の実

績が上がってきているというふうに聞いております。これはお金を貸すのが目的では決

してなくて、あくまでも生活再建を目指すための一つのメニュー、一つのツールとして

捉えてやっております。

それから、もう一つ新しい貸付制度で、お地蔵さん基金というのを始めました。これ

は窓口となるＮＰＯいわて生活者サポートセンターの独自の資金でやっていますので、

市の事業ではないのですけれども、これは相談現場の苦悩から生まれた貸付制度なんで

すね。例えば、今全然お金がない。生活に困っている。だけどこの人は、今すぐどう頑

張っても、どの貸付制度も使えない。だけど今日食べるご飯がない。１，０００円でも

２，０００円でも何とかならないかというのがよくあるパターンです。そのときに相談

員とすれば、もうどうしようもない。自分のお金を貸してあげたいのだけど、まさかそ

ういうこともなかなか難しいし、どうしようと苦悩に陥るわけです。そこでこのお地蔵

さん基金をという貸付制度を作って、１万円を上限に、無担保・無保証で貸すことにし

たのです。利息ゼロ。１万を貸したら１万を返してもらう。保証人も要らない。とにか

くその日のうちに貸付をするというのを始めました。これは相当貸し倒れるだろうとい

うことで、年５０万円ぐらいの予算規模、１万円×５０人分ぐらいの想定でスタートし
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ましたけれども、２月からやりまして、大体十数件の実績がありますが、既に半分以上

は返還されているそうです。予想以上の返還率で、ちょっとビックリしているのですけ

れども。やはりお地蔵さん基金です。お地蔵さんの前にお金が置いてある。必要な方は

持って行く。自分が返せる状態になったら、次の人のためにちゃんと戻してもらうとい

う精神が、やはり貸した方にきちんと伝わっているのではないかなと。それだけありが

たいお金になっているのではないかと感じております。困ったときはお互い様だという

精神がそこには息づいているのかなと考えております。

このくらしとお金の安心支援事業をやりますと、とにかく今のセーフティネットの綻

びというのがよくわかるわけです。そういうことで、これをアンテナにして、国なりに

対していろいろな提言をしていければと考えています。

④ 徴収部門が「ほほえみと太陽」で掘り起こす

それからもう一つの問題点、徴収部門との連携ですけれども、今残念なことに盛岡市

。でも強制執行をどんどんやっているのです。私のセンターにも市民が駆け込んできます

市役所に強制執行されてどうしようもなくなってしまった。給料を押さえられた。話を

聞いてみると、到底強制執行すべき方ではない。救われなければいけない、救済すべき

方々が、市役所によって苦しめられているのではないかという現実があります。これは

私、北風と太陽だと言っていますけれども、多重債務、借金、あるいは生活困窮に陥っ

ている方というのは薄い衣一枚しか着ていないわけです。そこに「あなた税金払ってな

いでしょ 「いつ払うんだ 「いくら払えるんだ」とビュービュー北風を吹かせても、薄」 」

い衣一枚取られたら、もう裸になって恥ずかしいことになりますから、これは絶対取ら

れないようにギューッと身を固くしてしまうわけです。そこで市役所は、そういうふう

に北風をその方に当てるのではなくて、太陽を、すなわち「何か払えないようなお困り

事があるんじゃないでしょうか 「よかったら私に聞かせてくれませんか 「市役所はそ」 」

のお困り事を解決することができるんですよ」という太陽光線をワーッと当てると、ち

ょっと恥ずかしいけど脱いでみようかなというふうになって、脱いで、見せてもらった

ら、あとはその方が本来着るべき衣を行政が着せてあげればいいわけですよね。そんな

ことで、盛岡市ほほえみと太陽プロジェクトというのを始めました。私たちの準備が間

に合わずに今日の資料に付けておりませんけれども、１０部ぐらいしか持ってきていま

せんが、その概要を書いたものがペーパーとしてありますので、ご希望の方はこの後に

でも私のところに来ていただければと思います。

これは北風を市民に当てるのではなく、税金滞納の背後には何らかの生活困窮がある

のではないかという捉えをして、その滞納者に対して生活困窮状態を太陽のような温か

い姿勢で聴き出そうということで考えておりますけれども、具体的にまだ何をどうしよ

うかというのは協議中ですが、いろいろな段階において、太陽を当てていこうかと今考
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えております。一つは、さっき静岡市の事例にあったように、チラシを入れてみようか

とか、あるいは納税相談という形で滞納者を呼ぶやり方をしていますけれども、それは

納税相談ではなくて、お困り事相談会にしてみてはどうかとか、そんなやり方をやって

いこうと考えています。

すなわち、救われるべき生活困窮者を掘り起こして、盛岡市がやっている多重債務者

包括的支援プログラムと、先ほどお話しした、くらしとお金の安心支援事業を使って生

活再建を進める。そして担税能力が高まったところで税金を納めていただくことにしま

しょうということです。

今後は盛岡市全体としてそんなやり方をしていく。盛岡市は太陽でいきましょうやと

いうことを、ようやくこの４月以降動かすことができました。

⑤ 今後の課題

それから最後に、今までのいろいろな課題、今後の課題についてお話をしたいと思う

のですけれども、やはりこうやって生活再建しようとしたときに、貸付と給付の中間的

な何か新しいセーフティネットが要る。いきなり生活保護で給付というのもちょっと気

が引けるし、かといって貸付ができるような状況でもないという方向けの、中間的なも

のが何かないだろうか。生活福祉資金を衣替えするような形でそういうものが取れない

だろうかというのが一つ。

それからもう一つ。全体的にやはり日本の福祉施策というのが弱まっているのではな

いか。日本でもそろそろ社会的包摂という考え方を取り入れて、新たな福祉施策がほし

いと思っています。

私たちはいま市民部なんです。だけど、こういうふうにいろいろやってみると、これ

は福祉の世界だなと最近思っていまして、来年度から福祉部に行こうかと真面目に考え

ているところなんです。うちのセンターの相談は半分が多重債務ですので、やはり福祉

施策だという視点でやったほうが、スッと入ってくるのではないかというふうに考えて

おります。

それから、その他いろいろな課題がありまして、まず一つは、政府の多重債務問題改

善プログラムが出来てから既に２年以上経過していますけれども、凸凹感が出ているな

と思います。住んでいるところによって救われる住民と救われない住民とが出ている。

ちょっとよくない状況になってはいないか。それから各市町村・自治体の相談体制を推

進する協議会が各県にあるわけですけれども、どれもそれが形骸化しているところが多

いのではないだろうかという問題があるかと思います。

それから、これは先ほど来皆さんが指摘しているとおり、自治体のやる気にこれが任

されているものですから、やる気のあるところは進むけれども、やる気がない、あるい

はやる気があってもお金がないところはなかなかできないということですから、これを
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全国均質に進めるために、まず相談を受ける者を含め、消費者行政に携わる者の正職員

化、これに広域化、あとはそこに国費の投入。この三本柱を実現しないと、なかなかこ

の多重債務者対策は進んでいかないのではないだろうかと考えております。

それから総量規制が本格的に導入されるまでの掘り起こしで、今まで私たちは困った

ら相談に来てくださいという広報をしていましたけれども、自転車操業をしている方は

困っているとはあまり思っていない方もあって、自分はまだ大丈夫と思っている方も結

構いるんです。そういう方々をどんどん掘り起こししていかないといけないなと思って

います。今までの、困っていたら相談に来てくださいという広報のスタイルをちょっと

変えていかないといけないと考えています。

それからもう一つは年金担保融資。これ、本当に私たちは現場で困っていまして、あ

る意味、国営貧困ビジネスになっているんじゃないかなと私なんかは思ったりするので

すけれども、本当にそうじゃないかどうかきちんと検証する必要がある。これで借りて

いるがゆえに、生活保護ももらえなくて、今日食べるご飯がないといったどうしようも

ない方がいますよ。当然そういう方に貸付するわけにもいかないし、生活保護も使えな

いし、手が何もないのです。そういう方はどうするの。命を担保に国が金貸しをして利

息を取って、微笑んでいるかどうかは知りませんけれど、そんなやり方でいいのかな、

何かこの方のやり方はおかしくないかなと常々思っているところです。

⑥ 「社会的包摂」を目指して

一つ事例があったのですけれども、精神疾患を抱えている４０代の男性の方です。Ｎ

ＰＯのくらしとお金の安心相談窓口へ駆け込んできたのです。話を聞いたらば、精神疾

患があって、食品工場でパートで働いている。収入が５万から７万で、自分の障害年金

と、あとは障害のあるお父さんの年金で暮らしている。お父さんは本当はおしめをしな

ければいけないのだけれども、おしめを買うお金がないので、タオルをぐるぐる巻きに

して何とかやっている。そんな状況だったのです。どう見てもこれは自己破産をして生

活保護をもらわなければいけないのですけれど、自己破産するくらいなら自殺をすると

言うわけです。生活保護、そんなのはとんでもない。生活保護をもらうくらいなら自殺

をする。そんな方でした。私のところで引き継いで話をしましたけれども、その方とい

ろいろ時間をかけてじっくりやってみて、最終的に自己破産、それから生活保護をもら

うことに行き着いたのですけれども、その方は本当は自殺しないのではないかと私は思

いました。それはこの方が工場で責任感をもって働いているということなんですね。ど

ういうことかというと，その方はラインを掃除する係なのだそうですけれども、自分が

その工場に働きに行かなければ、その製造がストップしてしまうと。だから自分はどう

しても仕事に行かなければいけないと言うのです。そこがその方が社会とつながってい

る唯一の部分だったわけですよね。そういうところが切れたら、おそらくこの方は本当
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に自殺してしまうのだろうというふうに思いました。

だから、おそらくホームレスの方などはそうだと思うのですけれども、そういう方々

は社会との関わり、人との関わりが切れてしまっている状態。それをどうやって戻して

いくか。これがまさに社会的包摂という考え方だろうと思うのですけれども、そういう

ふうなやり方をどんどん福祉制度の中に入れていかないといけないだろうと考えており

ます。できれば盛岡市も、生活保護・自立支援とともにそのような考え方でやっていけ

たらと思いますけれども、全国でもそういうふうな流れができていくとありがたいと考

えております。

ちょっと時間がもしかしたらオーバーかもしれません。これで終わりにします。あり

がとうございます （拍手）。

（司会） 盛岡の吉田さん、ありがとうございました。盛岡における総合的なセーフティ

ネットづくりは非常に参考になると思います。

続きまして 「宮城県栗原市におけるセーフティネット貸付の取り組みについて」という、

ことで、市民生活部社会福祉課課長補佐の三條彰さんからよろしくお願いします。

２ 宮城県栗原市におけるセーフティネット貸付の取り組みについて

宮城県栗原市市民生活部社会福祉課課長補佐 三條 彰

① はじめに

（三條） 皆さん、こんにちは。宮城県栗原市からまいりました、市役所福祉事務所

に勤務しております三條でございます。私のほうからは、栗原市におけるセーフティネ

ット貸付、多重債務者救済のための新しい融資制度、栗原市のぞみローンの概要につい

て、ご報告させていただきます。よろしくお願いいたします。

まずレジュメにはございませんが、栗原市を簡単にご紹介させていただきます。栗原

市は宮城県の北部に位置しておりまして、秋田県湯沢市、岩手県一関市、宮城県は大崎

市と登米市に隣接している市でございます。東北新幹線で仙台から３０分、市内の東北

新幹線くりこま高原駅があります。平成１７年４月に九つの町と一つの村が合併してで

きた、人口約８万人の町でございます。

それでは私のほうからは、お手元の資料に沿ってご説明申し上げます。資料は１３１

ページになります。

② 「栗原市のぞみローン」の概要

(1) 制度の趣旨等

多重債務者救済のための新しい融資制度、栗原市のぞみローンの概要について、１の

制度の趣旨等でございますが、まず最初に栗原市の多重債務対策がなぜ始まったかにつ
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いて申し上げます。①で平成１９年６月市議会本会議におきまして、栗原市の平成１７

年の自殺率、人口１０万人当たりが４８．６、全国の２倍と、自殺率の高い現状が指摘

されまして、市長は非常事態宣言を出さなければならない状況にあると答弁し、具体的

な自殺対策に早急に取り組んでいくことを表明したのがすべての始まりでございます。

そういった中での栗原市いのちを守る緊急総合対策の一つの柱として多重債務対策でご

ざいます。②にありますように、栗原市ののぞみローンは、多重債務者相談者救済のた

めの新しい融資制度として、市民の消費生活の安定及び福祉の向上をはかることを目的

としてスタートいたしました。

、次に制度設計について、どのように進めているかについてご説明申し上げます。③で

仙台弁護士会と栗原市は、栗原市いのちを守る緊急総合対策の総合的な施策を推進する

ために、仙台弁護士会と栗原市は多重債務救済連携協力に関する協定書を平成２０年３

月２７日に締結しております。このことによって栗原市は、連携協力事業として多重債

務者のための無料法律相談の開設、多重債務者発生予防のための啓発・広報に関する協

力、その他の連携協力事業、情報交換、指導、助言、連携担当窓口の設置など、仙台弁

護士会から支援をいただいております。多重債務救済事業推進のため、定期的に協議を

重ねており、昨年は５月、１０月、１２月に、案件によっては金融機関の代表も参加し

て実施しております。

④でございますが、制度の創設にあたって、多重債務者救済のための新しい融資制度

の創設に向け、平成１９年９月、第１回多重債務者救済のための新しい融資制度創設プ

ロジェクトチームを設置し、市内の金融機関、銀行、労金、ＪＡ、地元の信用金庫仙北

信用組合の六つの各支店・各本店の担当者がメンバーで、検討を重ねております。

（２） 制度の概要

２の制度の概要でございますが、①として、栗原市は、市内金融機関が行う消費者救

済資金貸付のため、１億円を預託することによって、多重債務を抱える栗原市民で、そ

の債務の整理を考えている方々に対し貸付業務を実施するといたしております。次のペ

ージになりますが、②として、栗原市は上記の預託の額を提携する金融機関に預託する

もので、４月１日に人口割と融資実績割で計算しておりまして、仙北信用組合に６，６

６０万円、一関信用金庫に３，３４０万円、合わせて１億円を預託してございます。

１３３ページになりますが、のぞみローンを利用した場合の多重債務解消の概要・イ

メージ図でございます。大変恐れ入りますが、イメージ図を更新しないままご提出して

おります。口頭にて補足させていただきながらご説明申し上げます。①の市民が②の相

談窓口へ相談をいただき、この後でございますが、福祉事務所の職員が面談をし、生活

に困窮しているケースによっては、生活保護係、メンタルヘルス相談や他の係とケース

ワーカーと連携し、相談を行います。この部分のイメージ図が図から抜けておりました
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ので、補足させていただきました。

③、連携している法律専門家。仙台弁護士会の８人の先生方により、具体的な解決方

法の選択により解決へ導いていただきます。④として、具体的解決方法。任意整理、個

人再生、特定調停、自己破産などの解決の選択肢の一つとしてのぞみローンがあるとい

うようなシステムでございます。

多重債務相談における栗原市のぞみローンの位置付けについてでございますが、栗原

市ではこの融資制度を創設してございます。ほとんどの相談者はのぞみローンを利用し

ないで解決に向かっております。のぞみローンは具体的解決方法の選択肢の一つとして

位置付けております。なお、制度設計等について問題がないか、ケース検討も含めて、

現在も仙台弁護士会さんと協議を続けております。

１３４ページでございます。提携する金融機関は、仙北信用組合、一関信用金庫の二

つの金融機関で、５店舗でございます。５といたしまして、提携する貸付資金の概要で

ございますが、貸付商品の名称は佐藤市長に名付け親になっていただいて、栗原市のぞ

みローンとしてございます。貸付対象者は、栗原市内に住所を有する方で、多重債務の

．整理等に要する資金を必要とする方、貸付限度額は１，０００万円以内、貸付利率は７

。９％で固定金利でございます。保証人は原則として連帯保証人１名以上としております

償還期間は１０年以内、償還方法はご覧のとおりとなってございます。６としまして、

貸付事業の開始時期は、平成２０年１月４日からでございます。

(3) 融資制度の効果

１３５ページをお開き願います。７、融資制度の効果についてですが、①ですが、の

ぞみローンについては、平成２０年１月４日から運用を開始し、平成２１年３月３１日

現在の貸出状況は１０件、２，２３２万円。内訳といたしまして、仙北信用組合４件、

成約額が９１６万円。一関信用金庫６件、成約額が１，３１６万円となっております。

②についてですが、これまでの融資制度の効果としては、融資制度を創設した頃、平

成１９年８月２０日の専用電話開設から１年間で３８１件の相談がございまして、現在

も増加している状況でございます。相談件数が増加した要因として、栗原市のぞみロー

ン融資制度の宣伝効果は非常に大きなものがありますが、融資制度をお勧めする前に法

律専門家の無料相談が受けられ、適切な債務整理方針を選択し、解決へと導いてもらえ

る体制が市民の信頼を得られたものと実感しております。融資での解決を希望する相談

者が弁護士・司法書士の先生より自己破産や任意整理等の解決方法の説明を受け、借り

換えが最良の方法でないと気付くケースも多数ございます。融資を含めた解決方法から

スタートして、多くの方々に相談に来ていただき、解決に導いております。

１３６ページでは、栗原市の多重債務相談電話の利用状況でございます。平成１９年

８月２０日の開設から平成２１年４月２３日現在で６０３件になってございます。相談
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職員は福祉事務所職員５名で、兼務であたっております。ケースワーカー出身者、社会

福祉士もおります。４番の市民への広報等をご覧になっていただきたいと思いますが、

特に市民への広報に力を入れておりまして、市民の皆さんがよく集まり集会所、ＪＡさ

ん、金融機関、医療機関等々、市内４０４か所に３種類のポスター、次のページにある

ような内容で、Ａ３サイズで貼っております。その他、多重債務特集を年４回、広報く

りはらに各回２ページを使用し、掲載いたしております。仙台弁護士会との連携事業と

して行っているもので、例えば自己破産による解決方法と生活への影響の特集、自己破

産の正しい理解と、借金に追い込まれて自殺を防止する特集等々、本日は持参しており

ませんが、栗原市のホームページをお開きいただき、参考とさせていただければと思っ

ております。

次のページのポスターは市民向けポスターで、仙台弁護士会の派遣の弁護士の先生方

８名も掲載させていただいております。次の１３８ページでございますが、つながりを

信じてポスター。これも一緒に掲示しておりまして、市の医師会、歯科医師会さんと連

携ということで作成しております。

最後に参考ということで１３９ページ以降ですが、参考資料１として、仙台弁護士会

と栗原市との多重債務救済連携協力に関する協定書と、平成２１年度仙台弁護士会と栗

原市の連携協力事業でございます。１４２ページの参考資料に仙台弁護士会さんと協定

の新聞記事でございます。次のページ、参考資料３といたしまして、平成１９年８月１

日に協議決定いたしました栗原市いのちを守る緊急総合対策でございます。併せて平成

２１年度栗原市いのちを守る緊急総合対策の推進計画でございます。この計画は、すべ

て栗原市が取り組む自殺防止対策をまとめたものでございます。参考になるかどうかわ

かりませんが、後でご覧いただければと思っております。

③ おわりに

最後になりますが、多重債務救済のための新しい融資制度、栗原市のぞみローンを創

設して以来、相談件数も大幅に増加しております。今後とも法律専門家の方々や被害者

の会さんなどの関係機関と連携や協力を図って、市民のために１人でも多くの多重債務

者の救済や支援に努めてまいりたいと思っております。ぜひ皆さんのご支援・ご指導を

今後ともよろしくお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。以上でござ

います （拍手）。

（司会） 栗原市の三條さん、どうもありがとうございました。本当にユニークな活動の

紹介をありがとうございました。

続きまして、当本部の事務局のメンバーであります村上晃弁護士より 「セーフティネッ、

ト貸付実現に向けた提言」をいただきます。よろしくお願いします。
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３ セーフティネット貸付実現に向けた提言

当連合会多重債務対策本部事務局員 村上 晃

① はじめに

（村上） 皆さん、こんにちは。多重債務対策本部でセーフティネット貸付の担当を

しておりますので、私のほうからご報告を申し上げたいと思います。資料は、お手元の

資料の通しページで申しますと、１５１ページから最後のページまででございます。１

５１ページは提言という形で文章でまとめてございます。それから１５６ページは後で

引用いたしますので、生活福祉資金貸付制度について、ちょっと字が小さいのですけれ

ども、書いてございます。最後の１５７ページを見ながら、最後に提言を申し上げたい

と思います。

それでは私のほうからご報告申し上げますが、この間、日弁連では多重債務対策本部

の中にセーフティネット貸付についての検討部門、それから任意団体ではありますが、

セーフティネット貸付実現全国会議というものを立ち上げまして、昨年の７月以降、全

国各地で厚生労働省のご担当の方と一緒にシンポジウム等をやってまいりました。ほぼ

１年を経過しようとするこの段階でひとまとめをいたしましょうということで、ご報告

をさせていただきます。

② 多重債務対策プログラム

２００７年に政府が策定いたしました多重債務対策プログラムの中では、４本の柱が

ございます。その一つの大きな柱は、セーフティネット貸付ということでございます。

既存の消費者金融から借りられなくなった方たちがヤミ金融に流れないために、セーフ

ティネット貸付というものが必要であるということでございました。これについて、政

府の多重債務プログラムの中で、当時いくつかありました公的資金、それから当時あっ

たいくつかの民間団体に期待をするというボールを投げていたわけですけれども、この

間そのボールをどのようにキャッチできるのかということを検討してまいったというこ

とになります。

③ セーフティネット貸付の現状

現在の公的融資の中には、先ほどもお話が出ましたけれども、生活福祉資金貸付制度

というものが一つございます。この実施主体は、各都道府県社協ということになってい

ます。それ以外に、これは母子寡婦の方だけですけれども、母子寡婦福祉金。これは都

道府県が実施主体でございます。それ以外に各自治体でやっておられる自治体の取り組

みの貸付制度というものがあります。それ以外に地域における取り組みとしては、各自

。治体と具体的には労働金庫とが提携して行う自治体協調融資制度というものがあります

それ以外には各地の労働金庫。この労働金庫というのは全国展開しておる、そういう意

味では津々浦々まである金融機関ですけれども、労働金庫の取り組み。それから先ほど
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岩手のほうからもご紹介がありましたけれども、岩手信用生協の取り組み。それから東

京の生活サポート基金の取り組み、それから九州を中心にしたグリーンコープ生活協同

組合ふくおかをはじめ、大分、熊本、山口等の同グループの取り組み。あるいは先ほど

発表いただきました栗原市の独自の資金を預託した取り組み等がございます。

当初は、何とか全国を回りながら、全国の先験的なご報告もいただきながら、各地で

同様の取り組みを何とかできないかということで、足早にではありましたけれども、や

ってまいりました。ただ、やはりそれぞれの中で聞く話は、やはり本来であれば既存の

公的融資の中で解決されるべきものが、なかなか使い勝手が悪かったり、窓口がなかな

か厳しいということがあって、自分たちの民間の団体のほうに来てしまう。この民間の

団体というのは、基本的に自前の資金、あるいは地域における市町村、あるいは金融機

関の預託金によって賄っているわけでありまして、国からの大きなお金が入っていると

いうわけではないのですけれども、本来公的資金で賄うべきところまでも手当をしなけ

ればいけないという悩みが寄せられておりました。

ここに至りましてやはり考えることは、先ほど盛岡の吉田さんからもありましたけれ

ども、この救済が地域ごとによってバラバラになっている、地域ごとに格差が出ている

ということがありましたけれども、まさにこの貸付についても、そういう制度があると

ころは、生活にお困りの方、あるいは信用情報にブラック登録されている方についても

貸付を受けられるという手当があるわけですが、こういったものがない地域では全くそ

ういったものが抜け落ちてしまうことになる。そうするとやはり我々として期待すべき

ものは、まずは既存の公的融資制度、そしてさらに新しい公的資金を入れた制度という

ものを、やはり国に対して、あるいは自治体にしても求めたいということになります。

④ 生活福祉資金貸付制度の現状

１５１ページからそのことがずっと書いてありますので、詳細は読んでいただきたい

と思いますが、概略を申し上げますと、この公的融資制度の中で一番我々が期待すると

ころは、都道府県社協で行っております生活福祉金貸付制度。これは冒頭の新里弁護士

からのご報告にもありましたとおり、概ね予算としては、資金としては２，０００億円

あります。ところが実際に貸し付けられているものは１，０００億円まで届いておりま

せん。まだ１，０００億円以上が貸し付けられない資金として眠っているわけです。た

だし、この２，０００億円くらいのうち、延滞になっているものというのも少なくあり

ません。これは単純にいいますと、概ね３割以上が延滞ということになっています。た

だし、この延滞というのはくせ者でございまして、月遅れに払っているというのもこれ

は延滞になっていますから、実際に何年間か、１年、２年を延滞というのは１０％を切

るというふうに聞いております。これが現状です。これをもっと使わなければいけない

のではないか、あるいは使い勝手をよくしたいということでございます。

⑤ 生活福祉資金貸付制度の課題
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ここに書いてございますように、いろいろな問題点があります。その中で一つ大きい

のは、やはりこれが貸付制度。生活保護と違って給付ではございませんので、貸付制度

ということでございますので、当然窓口の担当者としては返してもらわなければいけな

いということになります。そのためには、これは連帯保証人を取らなければいけないの

ではないか、あるいは、なかなか返済予定が立たない人については貸し付けられないの

ではないかと、こういうふうになっているわけです。ところがこの生活福祉資金という

のは、これは法律に基づいて実行されているものではなくて、生活福祉資金貸付制度要

綱という要綱行政なのです。ぜひこれは皆さんにお願いしたいのですが、この要綱を手

に入れていただきたいということでございます。これに制度の基本的な事柄が書いてあ

るわけです。そうすると私どもが全国を回って実務を見てまいったときに、要綱に書い

ていないことが、各実施主体である都道府県社協であったり、窓口の市町村社協で行わ

れているということ。これは法律家の感覚からすると、つまりこれは法律違反ではない

か。法律ではありませんので、要綱違反ではないかということが非常に多くあるわけで

あります。

連帯保証人については、これは原則として連帯保証人が必要であると書いてあるわけ

ですが、例外もいくつかあります。例えば１０万円まで借りられる緊急小口資金は連帯

保証人が要りません。それから生活福祉資金の中でかなり大きな需要があるのが、子ど

もさんの修学資金というものがございます。収入を得て何とか生活をしていてもある程

度まとまったお金が必要になるというのがこの子どもさんの修学費であり、当座のお金

であるわけですが、この子どもさんの修学資金については生活福祉資金で貸し付けられ

るわけです。特に、いわゆる就学支度金というものがございますが、２月の時点、３月

の時点、つまり４月の入学の前に幾十万、つまりまとまった入学費であったり入学支度

金が要るわけですが、現在わが国の制度を見る限り、私が調べた限り、支度金がある制

度というものは生活福祉資金と母子寡婦福祉資金しかございません。それ以外はもちろ

ん育英会の奨学金とかありますが、これは入った後のことでございまして、支度金とい

うものは、広く一般の方が受けられるものは母子寡婦福祉資金とこの生活福祉資金しか

ないわけです。この生活福祉資金については、これは要綱上、子どもさんが借り主にな

り、親御さんが連帯借受人になった場合には、世帯外の連帯保証人は付けなくてもいい

ですよというふうになっているのですが、これは大阪あるはい一部の地域を除いて、し

かしこの要綱に反するというふうにあえて言わせていただきますが、要綱に反する形で

連帯保証人を取っている都道府県が多いわけです。それ以外にも、緊急小口資金につい

ても、本来要綱上はかなり弾力的な形になっているのですけれども、これが現場の窓口

ではなかなか要件にあたらないということで、貸付を受けられないということがござい

ます。

１点だけ、全国の皆さんに周知しておいたほうがいいと思いますので、１点だけ申し
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上げますが、先ほど生水さんの中の資料で出てまいりましたので、ちょっと使わせてい

ただきますけれども、５１ページをお開きください。今日の資料の通しページ５１ペー

ジをお開きいただきますと、そこに野洲市社会福祉協議会とございまして、生活福祉資

金貸付制度の概要が書かれてございます。中頃より下のほうに緊急小口資金貸付制度と

いうものがございます。これが緊急小口資金貸付制度、社協のやっている制度でござい

ます。その中に貸付対象がございまして、１、２、３、４とございます。この中に「そ

の他これらと同等のやむを得ない事由によるとき」とありまして、多くの場合にはこれ

に当てはまるはずなのです。最も重要なのがそこの① 「年金、保険、公的給付等の支給、

開始までに必要な生活費」と書いてございます。この公的給付には生活保護、それから

雇用保険も含みます。つまり厚生労働省としては、厚生労働省の太鼓持ちをするわけで

はございませんけれども、政府の設計としては、つまり生活保護や雇用保険を受けられ

るまでタイムラグがあるわけですね。生活保護であれば一月、雇用保険であってもかな

り待たされるということがあるわけです。本来この緊急小口資金貸付当然出せる形にな

。っているわけですけれども、なかなか窓口では出ていなかったということでございます

これについては３月１８日付の各都道府県に対する厚生労働省の地域福祉課からの通知

によって再度確認的に出して、これに当たりますよと、出しましょうと。しかも現下の

緊急経済状況の中でなるべく弾力的に使いましょうという通達が行っておりますので、

今年の３月１８日付の通知ですからね。よろしくお願いいたします。ということで、本

来制度としてはかなり使いやすくなっているはずなのですけれども、これがなかなか使

いにくいというところがあります。

それからもう一つ重要なこと、この多重債務の問題で重要なことですけれども、これ

も皆さんご承知かと思いますけれども、多重債務だということがわかりますと、基本的

には、基本的にというか、まず貸してくれません。これはなぜかというと、生活保護と

も同じようなことがあると思いますが、要するに貸したお金が借金の返済のほうに回っ

てしまうということがございます。しかしこれも要綱上どこを探してもそれは書いてい

ないわけです。しかしこれはやはり貸付の前提で、償還をしなければいけないという前

提があるために、どうしてもそこが運用においては出てきてしまう。

これについては提言の中にも書きましたけれども、既に一昨年１２月以降、ハローワ

ークと労働金庫でやっております就職安定資金融資については、これは労金さんのほう

で多重債務の方についても、弁護士や司法書士が受任をするという通知をファクスで送

れば出すというスキームになっていますので、同じようなやり方が当然できるわけであ

ります。

それ以外にもいろいろ使い勝手が悪いところがあるわけですが、我々としては、まず

は連帯保証人制度というものを見直してほしい。早くいえば撤廃してほしいということ

が１点あります。それから何よりも一番大きなところが、先ほど言ったように３割近い
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延滞があるために償還がなかなか厳しいというところがありますので、これは国の予算

を入れる形で、この延滞分をまず一掃していただきたい。つまり貸倒引当金を積み増し

してあげて、国の予算で、これは１０分の１０ですよ、３分の２ではなくて。１０分の

１０を国のほうで拠出していただいて、そしていったん今ある３００億円以上の延滞分

について、これは償却処理をしていただいて、さらに貸出資金としてもまだ原資が１，

０００億余っているわけですけれども、さらに積み増しをする形で窓口を広げていただ

きたいというふうに思うわけでございます。我々が期待するような成果も、おそらく上

げられるのではなかろうかと。今日の段階ではそこまでにしておきたいと思います。

⑥ 提言

さて全体について若干申しますが、最後の１５７ページをご覧いただきたいと思いま

す。これで提言を最後にご説明申し上げたいと思いますが、１５７ページを見ていただ

きますと、これが現在のセーフティネットの大きな地図になります。

私たちが今考えなければならないのは、まずはこの生活福祉資金貸付制度の拡充とい

うことでございます。もう一つは、先ほど申しました自治体協調融資制度。これは全国

４３自治体において総額３００億円を超える融資実行がなされていると聞いております

けれども、この自治体提携融資というものは、残念ながらといいますか、滞納税金があ

る方については、これは対象になりません。それから住民票を当然持っていなければい

けないとか、一定の自治体が拠出している資金ですから、そういった問題があります。

それから労働金庫についても、大変に今頑張っていただいていますが、どうしても組合

員対象融資ということになりますので、非組合員さんについてはなかなか手が届かない

ところがあります。それから、ここは基本的に保証会社の保証を付けることを前提にし

ているということもありまして、どうしても事故情報が載っている部分については、一

部の静岡労金等の取り組みはございますけれども、全般的に広がっていない。まして未

加入労働者についてはこれからということでございます。

それ以外に下のほうに信用生協。岩手信用生協、グリーンコープ、それから栗原市等

頑張っていただいていますけれどもまだまだであると。しかしこの生活福祉資金にどん

なに予算を入れたとしても、これは要件がございます。というのは、低所得世帯、障害

者世帯、高齢者世帯となっています。低所得者というのは、一般的にいえば市町村民税

非課税世帯ということでございまして、市町村民税非課税世帯というものは、ちなみに

いくらというふうには申し上げられないのです。つまり地域の社会福祉協議会によって

この市町村民税非課税世帯という要件がバラバラでございます、調べてみたら。だから

生活保護基準の何倍というのは、ちょっとなかなか一般的なものでは括れないので、そ

れは地域ごとでご確認を願いたいと思いますが、つまりそれ以下の収入しか対象になり

ませんので、それ以上の収入があって、ちゃんとお給料もあるのだけれども、まとまっ

たお金、例えば修学資金とか引越資金等々が５０万、１００万要るといったときに、生
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活福祉資金の貸付対象にはなりませんし、信用情報機関に事故登録された方だと一般の

金融機関の対象にもならない。そこら辺も含めますと、やはりほかの制度をつくってい

かざるを得ない。もちろん信用生協であったり、生協であったり、頑張っていただいて

いますけれども、なかなかまだ地域の取り組みに過ぎないということでございます。そ

こで、やはりこれは公的な資金を入れていただいて、それをこの自治体提携融資と同じ

ような形で、労働金庫であったり、あるいは生協であったり、あるいはそれ以外の任意

の団体が受け皿になって、預託金あるいは貸倒引当金に充てるというようなスキームを

つくっていただいて、新しい制度をつくっていくことが必要である。

もう１点、この図の左端のほうに離職者・ホームレス対策というのがございます。こ

れが実は当初のセーフティネット貸付の問題は多重債務の問題だったのですが、昨年の

夏以降、特に今年に入って現下の経済状況を反映して、離職者・ホームレス対策という

形で政府が緊急経済対策を打っています。多くは給付なのですけれども、一部貸付の部

分がございまして、このつなぎ資金としても貸付資金ですね。つまり先ほど生活福祉資

金貸付制度の中で緊急小口資金を使えるのではないかと言いましたが、これは残念なが

ら住民票がないと貸付が受けられないとか、いろいろな問題があります。そこでこれを

外出しにする形で、住民票がなくても、生活保護であったり雇用保険の給付のつなぎま

、での貸付を受けられるという制度が始まります。それからそれ以外の離職者対策として

総合支援資金というものも、これは新しく始まるというように聞いておりまして、そこ

においては先ほど申し上げた連帯保証人の問題等々も緩和されてくるというふうに聞い

ております。

いずれにしましても、私もそうですが、この仕事に就いてほぼ１年になりますが、そ

れまではこのことは全く知りませんでした。まして生活福祉資金にはどういうものがあ

るのか。生活福祉資金の名前さえ知りませんでした。ほとんどの弁護士というか、すべ

ての弁護士は、私もそうでしたからすべての弁護士と言ってもいいと思うのですが、生

、活保護のことはだいぶ研究が進んでおりますが、この中間的なセーフティネットの部分

、特に貸付の部分についてはほとんど知らない。それから、非常に申し訳ございませんが

今日の生水さんの資料の中にも、やはり要綱に反することが書いてあるわけです。これ

は貸し付けられていいだろうということが書いてある。つまり自治体の職員の方々も要

綱そのものに当たっているわけではないという。窓口の方もそうだと思います。生活保

護がそうでしたね。やはりそういうところを見直していただいて、最終的には国の資金

を入れていただくことだと思いますけれども、自治体の皆さんもぜひ積極的にこの意見

、を挙げていただいて、官民併せて、また弁護士会の皆さんも併せて、喫緊の課題として

第２のセーフティネットと言われておりますけれども、これを充実していくことが我々

の課題であるということでお願いを申しまして、ご報告にかえさせていただきます （拍。

手）
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（司会） 村上先生、ご提言ありがとうございました。

進行上はこの後も質疑応答になっておりましたけれども、これも時間の関係で省略いた

しまして、終了後に行います意見交換会にすべて回しますので、よろしくお願いいたしま

す。

それでは、最後に多重債務対策本部本部長代行の宇都宮健児より、まとめの言葉をいた

だきます。よろしくお願いします。

おわりに： 多重債務者の生活再建を実現するために」「

当連合会多重債務対策本部本部長代行 宇都宮健児

（宇都宮） ご紹介いただきました、多重債務対策本部本部長代行の宇都宮です。今日は

全国各地から自治体の職員の皆さんにこのシンポジウムに駆けつけていただきまして、本

当にありがとうございました。非常に貴重な実践報告が聞けたのではないかと思います。

今日のシンポジウムはテレビ中継を通じて全国に放映されていますので、おそらく全国各

地でこのシンポジウムを聞いていらっしゃる自治体職員の方にも、これから多重債務者対

策を進める上で大いに参考になったのではないかと思っております。

今日のシンポジウムのタイトルは 「多重債務者の生活再建を実現する」というタイトル、

ですけれども、なぜ多重債務者の生活再建を実現しなければいけないのか。一般的にはこ

れまで弁護士は債務整理ということはやってきました。しかしながら多重債務者の大半が

低所得者・貧困者なわけです。だからただ単に債務整理をしただけでは、多重債務者の救

済としては不十分であると考えております。多重債務者が本当に高金利に頼る必要のない

生活再建ができて、初めて真の救済と言えるからです。そのためには、多重債務者の債務

整理と同時に、生活再建の支援が極めて重要な課題になってきていると思います。今日、

多くの自治体の職員の方は、身をもってそういう実践をされていると思っております。

様々な取り組みを紹介していただきました。特に私が心に残っているのは、養父市の地

域包括支援センターの社会福祉の西谷さんが、多重債務対策を行う上で二つのキーワード

を挙げられたことです。一つは、相談者・多重債務者を思う心と、それからネットワーク

であるというふうに言われました。それから岩手県の消費生活センターの山屋さんは、こ

ういう多重債務者の相談をする上で重要なのは、多重債務者に寄り添う心であるというこ

とを指摘されました。これは私たちが３０年前にサラ金問題に取り組み始めたときの原点

の心・気持ちを改めて思い出すような指摘だったと思います。そういう視点で、多くの自

治体の職員が悪戦苦闘しながらも素晴らしい成果をあげてきていることが聞けたというこ

とから、この間の多重債務対策が私は着実に前進してきているというふうに感じた次第で

す。
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数年前までは、私たちはこういう多重債務対策に取り組む職員の方をスーパー公務員と

いうような言い方をしていました。その当時は、スーパー公務員は非常に数が少なかった

です。すぐ挙がるのが、今日は見えられていませんけれども、奄美市の禧久さん、それか

ら野洲市の生水さん、盛岡市の今日報告された吉田さん。こういう方だったのですけれど

も、あっという間にスーパー公務員がたくさん出てきているというような印象を受けてい

ます。考えてみたらスーパー公務員という言い方も問題があったかと思います。私は、公

。務員自体が本来は住民の生活・命を守る、そういう仕事をされているのだろうと思います

、そういうことを素直に表現されたのが、相談者を思う心、相談者に寄り添うという気持ち

そういうことが本来公務員として持つべき住民に対する視点なのではないかと思った次第

です。

さらには、この中でやはり相談員の待遇の問題、そのことを再三どなたも指摘されてい

たと思います。現在国会では消費者庁の設置の議論がされております。今日の吉田さんは

その公聴会に出席されてヒアリングを受けたということですし、それから今日報告予定を

していました兵庫県の但馬生活科学センターの消費生活相談員の義本みどりさんも午後に

このヒアリングを受けられるということで、残念ながらお話を聞くことはできなかったの

ですけれども、まさに現場で日夜多重債務者の相談に乗っている相談員の待遇、そこを改

善しない限り、いくら消費者庁ができても、消費者行政はちゃんと発展しないし、充実し

、ないと思っています。その点を再三どなたも指摘されたというのが印象に残っていますし

日弁連としても、やはりこういうような指摘を受け止めて、地方消費者行政の充実のため

に頑張る必要があるというふうに思った次第です。

それからセーフティネットについては、多重債務者が生活再建する上で高金利に頼らな

い生活ということを考えたら、セーフティネットの充実は極めて重要な施策だろうと思っ

ております。最近はＳＦＣＧ等をはじめとして、高利金融業者の倒産が相次ぐようになっ

ていますけれども、これにかわって、本当に高金利に頼らなくてもいいようなセーフティ

、ネットを張り巡らせるということは、一つは多重債務対策だけではなくて、我が国全体の

今貧困とか格差が広がっている、こういうことに対処する国家的政策なのではないかとい

うふうに思っております。

それからそういう点で、国が本来やるべき問題だと思いますけれども、既に地方自治体

の栗原市ののぞみローンとか、それから岩手県盛岡市の生活再建資金貸付制度。こういう

ことを自治体が率先して取り組んでいるということは素晴らしい取り組みだと思っており

ますし、それこそ国は栗原市とか盛岡市に学んで、こういう取り組みを全国に広げるべき

だろうと思っております。

それから吉田さんが指摘されましたけれども、いろいろ進んできたけれど非常に凸凹感

があると。住んでいるところによって、ある多重債務者は救われて、ある多重債務者は救

われない、場合によったら自殺に追い込められている。これでいいのかという指摘をされ
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ました。それから協議会が形骸化しているところがあるのではないかというようなことも

指摘されましたし、国の年金担保融資、これは国営貧困ビジネスではないかということも

指摘されました。これらも私は非常に重要な指摘ではないかと思っております。いずれに

しても、我が国のどこにいても、日本で住んでいる住民・国民であれば、同じような救済

が受けられるような制度・セーフティネットを張り巡らせるということは、これは自治体

。もそうですけれども、国の責任が極めて大きいのではないかというふうに思っております

それから、改めてこういうことを考えた場合に、部分的な手当ではなくて、総合的な社会

保障システム、それをもう一度我々自身が考えなければいけないのではないかというふう

に感じました。

それから最後は、弁護士会の問題にぶち当たってくると思います。自治体の皆さん方は

素晴らしい取り組み、我々が３０年前にサラ金問題に取り組み始めた原点の気持ちを見る

思いでしたけれども、では弁護士会がどういうような取り組みを今やっているのか。ちゃ

んとこういう自治体の方の取り組みに向き合う、あるいはそれに応えられる取り組みを十

分やれているのかということは、もう一回問い直されないといけないと思います。最近盛

。んに債務整理の広告が出ていますよね。過払金を取り返してあげますと大量に広告を出す

ところがこういう中には、過払金が発生するクレサラ事件だけはやるけど、過払金が発生

しないクレサラ事件はやらないというような弁護士も存在する。こういう弁護士は、本当

に多重債務者の生活再建を考えているのだろうか。本当に丁寧に、多重債務者を思う心を

持って、そういう人に寄り添って生活再建まで考えているのかどうか。こういうことがち

ゃんと実践されるかどうかが、今実は弁護士・弁護士会自体が問われているのではないか

というふうなことを私は強く感じた次第です。

いずれにしても、これまではどちらかといえば多重債務問題というのは債務整理だ、そ

れでもう終わりなのだというようなところが多かったと思いますけれども、やはりそれだ

けではだめなのだと。多重債務者が本当に高金利に頼らなくてもいいような生活が再建で

きてはじめて完全な救済になる、はじめて債務整理が完結するのだということが改めて確

認できたシンポジウムではなかったかと思います。いずれにしても、我々も原点に立ち返

って、自治体の皆さん方と手を取り合って、多重債務者の救済を進め、本当に多重債務で

苦しむ人がないような社会をつくるために、一緒になって頑張りたいと思います。今日は

どうもありがとうございました （拍手）。

（司会） 宇都宮先生、ありがとうございました。

以上になるのですけれども、その前に、本日はＴＢＳの「総力報道ＴＨＥ ＮＥＷＳ」

という報道番組から、先ほど来取材に入って、たくさんテレビのビデオを撮っておられた

と思うのですけれども、そういうことがあって、ひょっとしたらこの会場の様子が報道で

使われるかもしれませんので、お知らせしておきます。
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それでは、以上をもちまして多重債務対策シンポジウム「多重債務者の生活再建を実現

する」を終了いたします。本日は、テレビ中継を含めて全国各地の皆様、会場にお集まり

の皆様、本当にこの成果を各地に持ち帰って、もう一度多重債務対策に関して、生活再建

の視点から見直していただきたいと願う次第でございます。本日はお疲れさまでした。


