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滋賀県野洲市

「多重債務相談」の取り組み

生 水 裕 美

私は、昨年 10 月から市民生活相談室の正規

職員になりました。それまで 9年 6カ月間は非

常勤職員、いわゆる「官製ワーキングプア」で、

9 年 6 カ月の間に上がった給料は、実質 3000

円だけ。野洲市の職員組合は自治労ですが、正

規職員しか加入できないため、ずっと加入して

いませんでした。正規職員になったことで加入

をすすめられましたが、しばらく考えてから、

非常勤職員とも一緒に運動できればと思い、組

合費を月 5000 円払って加入しています。

市役所内における

相談窓口ネットワーク体制の構築

野洲市では、市民生活相談室を設置し、4 人

の職員が対応しています。無料の弁護士法律相

談や行政相談、消費生活相談を行なう一方、第

一相談受付窓口として、市民からの苦情や問い

合わせなどをまず始めに受け、内容を聞いたう

えで各担当課に案内するという、交通整理の役

割をしています。

ただ、交通整理だけではなく、相談者に助言

をしたり、情報提供を行なったり、各担当課に

案内するさいには聞き取った内容を伝えて対処

を要請するなど、相談に来た市民に負担をかけ

ないよう心がけています。また、多重債務の相

談については、関係各部署が所属する連絡会議

を開催し、連携して対処する体制をとっていま

す。この連絡会議については、設置要綱を策定

しています。

多重債務相談事業の特徴

相談のワンストップサービス

野洲市の多重債務相談の、第 1の特徴は、相

談者をたらいまわしにしないことです。市役所

の 1階中央部分に、電話が設置されている半個

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、落ち着いた環境で相談を受けてい

ます。相談を聞いたうえで債務整理が必要な場

合は、弁護士や司法書士にその場で連絡し、相

談の予約をとります。また、税金や使用料の滞

納がわかった場合は、相談者の了解を得て、関

係する担当課、たとえば税務課納税推進室の職

員に連絡し、同席してもらって相談を受け、税

金の分納計画を立てます。

また、債務整理をしても生活が困難な場合は、

社会福祉課の生活保護担当に連絡し、生活保護

申請の説明をしてもらって、生活再建を検討し

ます。 が判明すれば社会福祉課の相談員、DV

高齢者虐待が判明すれば地域包括支援センター

の職員など、相談内容に応じて関連する担当者

に連絡し、順番に相談ブースへ集まってもらっ

て、相談を受けています。

相談者は、借金で疲れ果てています。にもか

かわらず「あっちに行け 「こっちに行け」と」

相談窓口を紹介しても、なかなか動けないし、

覚えられない。相談に行かないというリスクも

あります。相談者をたらいまわしすることなく、

弁護士や司法書士の相談予約を取って確実につ
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社会福祉課

）(生活保護・ ・母子自立支援DV

→職員研修総務課

→市民啓発講座生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

→野洲市広報まちづくり政策室

びわ湖あおぞら会（被害者の会）

・常設無料相談

（月・水・金）午後 時～ 時1 5
・特別相談 （水）午後 時～ 時6 8
＊特別相談は法律家による相談

・例会 第 土曜日、第 水曜日2 4

保険年金課

（ ）国民健康保険・国民年金減免

幼児課

（保育料）

障がい者自立支援課

援）（障がい者支

学校教育課

（教育・子育て支援）

地域総合センター

（地域生活者支援）

住宅課

（市営住宅家賃）

税務課（納税推進室）

（滞納税金・納税相談）

高齢福祉課

（介護・高齢者支援）
市民生活相談室

・消費生活相談

・弁護士法律相談

・行政相談

・住民相談

地域包括支援センター

（成年後見制度支援）

野洲市社会福祉協議会

（権利擁護サービス、生活福祉資金貸付）

図 1 野洲市・市民相談窓口ネットワークを活用した多重債務相談の取り組み

健康推進課

（ ）精神障がい者支援

商工観光課

（ ）就職困難者支援

警察・
医療機関・
高齢・障がい者福祉施設団体・
滋賀弁護士会・
・ など滋賀県司法書士会

なぐことと、市役所の職員自らが動いて必要な

行政サービスを選択し、支援するよう努めてい

ます。

行政内・外のネットワークの構築

野洲市では、市民と接する各担当窓口が、多

額の借金で困っている人の情報をキャッチすれ

ば、その人を消費生活相談窓口に速やかに案内

するという連携をとっています。多重債務者の

救済は、市民と接する機会のあるいろいろな窓

口の職員が、借金に対する意識と認識を持つこ

とによって、より多くの相談者を掘り起こすこ

とにつながっています。

また、相談者の生活再建にとって必要な行政

サービスを選択し、支援していくためには、各

部署とのネットワークはなくてはならないもの

です。相談者の掘り起こしと、生活再建を考え

れば、行政内のネットワークは絶対必要で、1

つの課だけ、1 人の相談員だけでは、問題は決

して解決できません。組織として、チームプレ

ーで取り組むことが重要です。こうしたことで、

多重債務に悩んでいるが「どうすれば解決でき

るかわからない 「専門家の敷居が高い 「日々」 」

の返済に追われている」など、解決への取り組

みが遅れている人を、市役所の各課がキャッチ

し、市役所各課が市民サービスの提供、つまり

市役所の総合力によって、相談者の生活再建を

提案することができます。
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さらに、行政内にとどまらず、高齢者や生活

弱者の身近なところで活動する方々 ― 民生委

員、ケアマネージャー、ヘルパー、保健師、訪

問看護師、行政職員 ― をネットワークの構成

員として 「消費者被害救済ネットワーク」を、

構築しました 。これは、悪質商法や（図 1 参照）

多重債務で悩む、高齢者や生活弱者を発見した

ら、連絡シートを活用して消費生活相談に通知

する仕組みです。これにより、1 人でも多くの

相談者を顕在化し、救済につなげたいと思って

います。また他にも、警察・社会福祉協議会・

地域包括支援センター・医療機関・被害者の会

などの担当窓口とも連携しています。行政内だ

けでなく、地域ぐるみでネットワークを構築し、

被害者救済に取り組むことが、最も必要なこと

だと思います。

コーディネート役を決めること

これら相談のワンストップサービスや、行政

内外のネットワークをスムーズに活用していく

ためには、各担当課や行政サービスをコーディ

ネートする人が必要です。相談者の立場に立っ

て考え、相談者の負担にならないようにするた

めにも、多重債務の相談を受ける消費生活相談

員が核となり、各担当課を調整し、行政サービ

スを選択して情報提供する、コーディネートの

役割を果たしています。組織内において、この

コーディネート役を決めておく事が、多重債務

を取り組むうえでポイントになります。

多重債務生活再建マニュアル

野洲市では 「野洲市多重債務生活再建マニ、

ュアル」を作っています。これは、野洲市が、

多重債務者の生活再建を取り組むにあたって何

ができるのか、行政の中にある資源を網羅した

ものです。

行政のさまざまな窓口に相談に来られる住民

の方には、多重債務問題を抱えている人が少な

くありません。特に何らかの滞納がある人は、

多重債務をかかえていると考えられます。多重

債務者は、その問題をだれにも相談できず、追

い詰められ、孤立しています。その結果、自死

を招くこともあります。借金問題は必ず解決し

ますが、多重債務になる過程で崩壊した生活を

再建してはじめて、多重債務問題が解決したと

言えます。

多重債務者の生活再建を果たすには、行政の

縦割りの発想ではできません。各部署が連携し

あう必要があります。そのための基礎知識を、

このマニュアルにまとめました。先日も 29 部

署が集まって、これをもとに研修をしました。

これは、相談者にとって必要な行政サービスを

まとめた、職員のマニュアルです。

このマニュアルは、全国のいろいろな自治体

で使っていただいても構いません。関係する部

署すべてで、了解の決済をとってあります。著

作権を放棄していますので、これを活用してい

ただくなり、それぞれ自治体独自の行政サービ

スをまとめて、新たにマニュアルを作成するな

ど、どんどんお使いいただきたいと思います。

制度もいろいろ変わっていきますので、これ自

体、今後も進化させていきたいと思っています。

多重債務が判明する場面

各部署の連携により、多重債務がわかるケー

スとしては、次のような場面があげられます。

１．滞納している市営住宅の家賃や

国民健康保険税等の税金などを回収する場面

多重債務の方は、借金の取り立てが厳しい業

者への返済を優先するので、家賃や税金等の支

払いを滞納しているケースが多くあります。少

しでも早い段階で債務整理をすれば、本人の返

済資金が確保され、滞納整理が可能となります。

また、滞納税を分割返済することにより、生活

再建にとって必要な国民健康保険証の交付にも

つながります。督促や回収するさいに、多重債
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務相談窓口があることを情報として提供し、相

談を促すことで救済を図ることができます。

【事例 1】

50 歳代の妻が 「夫婦揃って借金があり、滞、

納した税金が支払えない」と、税務課に相談に

来ました。税務課は、借金があるならばと消費

生活相談窓口に案内、相談を受けることになり

ました。

その方は、夫の収入が 20 万円にもかかわら

ず、事業資金やサラ金、住宅ローンの残債が多

額で、夫婦で毎月 40 万円以上を返済にあてて

いるうえ、税金滞納や水道料金延滞も長期にわ

たっていました。妻は 「サラ金の取立てが怖、

くて、先月また借りてしまった、夫は私が借金

していることを知らない。内緒の借金だから夫

には言えず、死にたい」と大変、辛そうな様子。

妻は、夫の借金を返済するため、生活費が足り

なくなったことを告げられず、自分も借金を繰

り返していました。

、 、相談員は 「相談に来られたからもう大丈夫

借金は必ず解決するから安心して」と伝え、夫

婦一緒に債務整理することが必要だからと、夫

に全て打ち明けるよう説得しました。先月借り

たばかりの、一度も返済していないサラ金もあ

りましたので、厳しい取り立てがあることを想

定して、その場で弁護士に電話をし、事情を伝

えて妻と直接話をしてもらいました。後日、債

務整理を理解した夫と一緒に弁護士事務所に行

かれ、法律扶助制度を利用して、夫婦の自己破

産を受任してもらいました。

税金の滞納があるため、国民健康保険は資格

証明書しかなく、医療機関にかかると窓口負担

が 10 割となります。高齢の母親とも同居して

いますが、家族が病気になっても医者に行かず、

我慢する生活を送っていました。そこで、本人

の了解を得て、税務課と分割返済を検討しまし

た。その結果、返済可能な金額で長期分割返済

をすることとなり、3 カ月の短期健康保険証を

受け取ることができました。同時に、税金など

を全額、支払い終えたときには、延滞金が無料

になる減免も申請しました。軽自動車税も滞納

ありましたが、無事に返済。債務整理したこと

で、短期の健康保険証を受け取ることができ、

生活再建できたケースです。

２．生活保護や母子貸付など

生活再建に関わる申請の場面

生活保護や母子貸付・児童扶養手当の相談の

さいに、借金があることがわかれば、連携して

債務整理を支援します。生活保護費は、最低限

の生活をおくるための資金ですから、借金の返

済にあてれば生活は困窮し、自立支援にはなり

ません。また母子貸付では、借金があれば申請

できないため、弁護士や司法書士を紹介し、法

律扶助制度を利用した債務整理をすすめていま

す。生活保護の受給や貸付を受けなくても債務

整理することで生活再建できるケースもあるの

で、的確な聞き取りと状況確認が重要となって

きます。

【事例 2】

60 歳代の男性は、病気になり、治療費を払

うために借金が返済できず、生活保護を受けた

いと福祉課に行かれました。しかし、厚生年金

を受給していたために生活保護を申請できず、

消費生活相談室に案内されて来られました。数

社のサラ金業者に借金があっため、自分で弁護

士に相談し、半年前に特定調停の申し立てをし

て返済していました。しかしその後、病気で入

院したため仕事を退職。厚生年金だけでは、治

療費を支払うのが精一杯で、借金が返済できな

い状況でした。調べてみると、国民健康保険も

市営住宅の家賃も、滞納されていました。

そこで、税務課で分納の了解を取り、市営住

宅担当課には、条例に基づき病気による減免措

置をしてもらい、1 年間、家賃はゼロになりま

した。こうして生活基盤を確保したうえで、借

金の整理として自己破産を助言し、司法書士に

相談してもらいました。司法書士は、依頼者の
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債務整理を受任したことを示す受任通知を、す

ぐに業者に送付したので、サラ金業者からの請

求は止まりました。家賃の滞納分は息子の協力

で返済することになり、それを完納してから自

己破産手続きを申請しました。生活保護の相談

に来られましたが、申請しなくても生活再建が

できたケースです。

【事例 3】

50 歳代の男性は 「病気を患い仕事を辞めた、

ので、住宅ローンが支払えない」と相談に来ら

れました。職業安定所に行っても、なかなか仕

事がみつからず、収入が途絶えて生活困難にお

ちいっていました。住宅は、オーバーローン状

態だったので、自己破産すれば残りのローンは

払わなくてもよくなりますが、仕事が見つから

なければ生活ができません。そこで生活保護が

必要と考え、担当者同席のもとで相談を受けま

した。生活保護担当者から、住宅ローンを支払

いながら生活保護は受給できないことを説明し、

自己破産を条件に生活保護申請することになり

ました。こうして、すぐに司法書士を紹介し、

自己破産手続きを受任してもらいました。

じつは、自己破産手続きと生活保護申請を同

時に進行するときの注意点として、生活保護を

申請するさいに、原則として資産価値のあるも

のについては処分し、まずは生活費に当てる必

要があります。しかし、20 万円以上の車の売

却や、互助会や生命保険などの積立金を解約す

るのは、問題があります。この方には、冠婚葬

祭互助会の積立金がありましたので、担当の司

法書士に、解約金を裁判所の許可を得て破産財

団とし、破産手続きが終わるまで、預かっても

らうようにしました。このように、生活保護が

必要な事例では、市役所と専門家の連携が非常

に重要になってきます。

生活保護が決定し、自己破産を申請してから

半年近くたって、自宅から賃貸アパートに引っ

越されました。自己破産の手続きが無事終了し、

積立金が返金されると、一旦、生活保護も終了。

商工観光課の就労支援や、本人が元気を取り戻

したこともあって、無事、就労が決まりました。

一番辛く大変な時期に、生活保護を受給できた

ことで、早期の社会復帰につながった事例です。

【事例 4】

「身内の男性が、借金の返済ができず、もう

死ぬしかないと言っている」と、電話で相談が

ありました。すぐ男性を連れてきてもらいまし

たが、気力がなく「死ぬしかないけど、死に方

がわらない 「どうしようもない」を繰り返す」

ばかりでした。相談員が「どうしようもないこ

とはない。私を信じてほしい」と時間をかけ説

得し、死にたい原因であった借金の話を聞き取

りました。その場で司法書士に相談の予約を取

り、男性には「もう借金の心配はしなくてもい

い」と伝えました。

男性は、一人暮らしで、病気で仕事を辞め、

貯金を取り崩して生活していました。経済的な

不安から精神に不調を訴えたため、健康推進課

の保健師に連絡を取って、精神科の受診をすす

めました。同時に、障害者自立支援医療による

公的医療負担制度も利用できるようにしました。

病状が固定すれば、障害者年金を受給できる可

能性もあるので、保険年金課で国民年金の減免

申請もしました。生活費については、社会福祉

課のケースワーカーと連携し、生活保護の受給

を決めました。

また、一人暮らしで身の回りの世話をする人

がいないので、高齢福祉課で介護保険を申請し、

ヘルパーを派遣してもらうことにしました。司

法書士が受任通知を業者に送ったことで取り立

てが止まり、債務整理の結果、過払い金を取り

戻し、債権者と減額交渉して、自己破産せずに

任意整理で全ての借金が解消しました。この事

例は、司法書士の協力で借金が解消し、健康推

進課、社会福祉課、保険年金課、高齢福祉課と

の連携により、自殺を防いで生活再建ができた

ケースです。
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３．成年後見や介護プラン作成など

高齢者の生活支援の場面

地域包括支援センターが、成年後見制度の相

談を受けたさいや、ケアマネージャーが介護プ

ラン作成するさいに、借金が発覚する場合があ

ります。また社会福祉協議会が実施する、権利

擁護サービスや、生活福祉資金貸付の相談で、

借金が判明することも多く、逆に言えば、高齢

者の多重債務問題の解決には、福祉機関との連

携が不可欠です。

【事例 5】

身寄りのない高齢の男性から、借金の返済が

苦しいから 5万円の生活福祉資金小口貸付を受

けたいと、社会福祉協議会に相談がありました。

理由を聞くと 「借金返済のために借りたい」、

と言います。そこで消費生活相談窓口を紹介さ

れて、相談に来られました。男性はサラ金業者

1 社から借り入れをしていましたが、年金が少

ないため、返済が滞っていました。このままに

しておくと、所有する自宅を差し押さえられる

可能性があったので、裁判所に特定調停の申し

立てをするよう助言しました。申請書類の作成

を一緒にしたり、身寄りがなく高齢であるため、

申請や調停には、裁判所へ同行しました。業者

は調停に出てきたものの、調停委員が親身にな

って取り組んだため、無事、調停が成立しまし

た。

ただ、今後、確実に返済していく必要がある

ので、地域包括支援センターの職員と連携し、

社会福祉協議会の権利擁護サービスのなかの金

銭管理を利用するよう、本人に助言しました。

しかし、なかなか承諾が得られず、引き続き交

渉にあたっています。いずれは成年後見制度を

利用し、本人の権利擁護をしていくことになる

と考えています。

市民の生活を守るためには、市役所だけでは

なく、福祉機関との連携なくしては、問題は解

決しない事例です。

（しょうず ひろみ

・野洲市市民部市民生活相談室主査）

滋賀県野洲市「多重債務相談」の取り組み 6


