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多重債務相談「東京モデル」のイメージ

相談者
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弁護士会

司法書士会

(公財)日本ｸﾚｼﾞｯ
ﾄｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ協会

法テラス

全国ｸﾚｻﾗ･生活再建問題被
害者連絡協議会

法律専門家法律専門家

弁護士、司法書士に直
接相談するのは敷居が
高い・・・。

消費生活センター

①丁寧な聞き取り
②債務整理表等により債務状況を整理
③債務整理方法・専門窓口の情報提供

法律専門家からの通知で、
取立てはストップします。

○東京都消費生活総合センターでは
◆平成２０年１月

多重債務専門グループ設置
「東京モデル」試行開始

◆平成２０年４月
「東京モデル」本格実施

○都内各消費生活センターでは
◆平成２０年９月

「多重債務１１０番」を機に活用開始

電話相談

来所相談

①相談員が専門相談窓口を
予約

専門相談窓口

②相談者が専門相談窓口に
相談、専門家の助言を受ける

（無料）

③相談状況を連絡
（受任状況・解決の方向性等）

連携・協力

相談者が出向かなかった場合な
ど、相談員がフォローアップ

簡易裁判所

行政各機関・警察

東京都生活再生
相談窓口

資料 ５－１ 

東京都消費生活総合センター 都域全体

平成１６年度 1,166件 5,927件

平成１７年度 1,605件 6,789件

平成１８年度 1,808件 7,877件

平成１９年度 1,610件 7,484件

平成２０年度 1,816件 7,905件

平成２１年度 1,551件 6,755件

平成２２年度 1,562件 6,378件

平成２３年度 1,001件 4,075件

平成２４年度 773件 3,301件

平成２５年度 726件 2,835件

平成２６年度 806件 2,848件

平成２７年度 592件 2,407件

平成２８年度 539件 2,188件
平成２９年度

（上半期） 174件 969件

年　度

【参考】
都内の消費生活センターに寄せられた多重債務相談件数「東京モデル」活用実績

件　数

試行期間
平成20年１月から
平成20年３月まで 47件

平成２０年度
平成20年４月から
平成21年３月まで 297件

平成２１年度
平成２１年４月から
平成２２年３月まで 235件

平成２２年度
平成２２年４月から
平成２３年３月まで 299件

平成２３年度
平成２３年４月から
平成２４年３月まで 172件

平成２４年度
平成２４年４月から
平成２５年３月まで 117件

平成２５年度
平成２５年４月から
平成２６年３月まで 128件

平成２６年度
平成２６年４月から
平成２７年３月まで 167件

平成２７年度
平成２７年４月から
平成２８年３月まで 115件

平成２８年度
平成２８年４月から
平成２９年３月まで 123件

平成２９年度（上半期）
平成２９年４月から
平成２９年９月まで 45件

            計 1,745件

期　　　間

 １ 多重債務相談「東京モデル」の推進 



 ３ 今後の予定 

「多重債務１１０番」相談受付実績 
◆東京都・区市町村・関係団体の連携により特別相談を展開

 ２ 特別相談「多重債務１１０番」の実施 

◆平成29年度第２回「多重債務１１０番」の実施（平成30年3月5日・6日）

主　催： 東京都、都内区市町、東京３弁護士会、東京司法書士会、法テラス

協　力： 公益財団法人日本ｸﾚｼﾞｯﾄｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ協会、全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会､
財務省関東財務局東京財務事務所、日本貸金業協会、東京都生活再生相談窓口

「多重債務１１０番」相談受付実績

東京都 区市
関係
団体

平成29年度第1回
（平成29年9月4日・5日）

164件 26件 36件 102件
●区市町と共同実施(23区26市1町）
●「東京モデル」活用　3件（都　1件、区市　2件）

平成28年度第2回
（平成29年3月6日・7日）

229件 84件 46件 99件
●区市町と共同実施(23区26市1町）
●「東京モデル」活用　1件（都　 1件、区市　0件）

●区市町と共同実施(21区24市1町）
●「東京モデル」活用　6件（都　3件、区市　3件）

53件

50件

145件

45件

147件

●区市町と共同実施(21区24市1町）
●「東京モデル」活用　5件（都　5件、区市　0件）

平成22年度第2回
（平成23年3月7日・8日）

723件 74件 62件

平成23年度第2回
（平成24年3月5日・6日）

平成24年度第1回
（平成24年9月3日・4日）

316件

297件

平成23年度第1回
（平成23年9月5日・6日）

428件

700件
●区市町と共同実施(23区25市1町）
●「東京モデル」活用　12件（都　4件、区市　8件）
●東京都生活再生相談窓口が参加

平成21年度第2回
（平成22年3月8日・9日）

998件 206件 92件

●区市と共同実施(23区21市）
●「東京モデル」活用　20件（都　3件、区市　１7件）
●日本司法支援センター　 相談窓口１ヶ所⇒７ヶ所へ増

●東京都消費生活総合センター
　（飯田橋・立川）で実施

●区市と共同実施（18区12市）
●「東京モデル」活用　32件（都　17件、区市　15件）

●区市と共同実施(23区21市）
●「東京モデル」活用　18件（都　１件、区市　１7件）

備考

508件 179件230件 99件

117件 117件 － －

178件

570件

実施時期 件数

平成21年度第1回
（平成21年9月7日・8日）

平成19年度
 (H19年12月14日・15日）

平成20年度第2回
（平成21年3月9日・10日）

平成20年度第1回
（平成20年9月4日・5日）

447件

815件

平成22年度第1回
（平成22年9月6日・7日）

1,037件 254件 106件

126件 119件

109件 160件

115件 48件

118件

100件

177件

677件

99件
●区市町と共同実施(23区25市1町）
●「東京モデル」活用　10件（都　 8件、区市　 2件）

●区市町と共同実施(23区25市1町）
●「東京モデル」活用　22件（都　12件、区市　10件）

587件
●区市町と共同実施(22区25市1町）
●「東京モデル」活用　１２件（都　８件、区市　４件）

206件
●区市町村と共同実施(21区23市1町1村）
●「東京モデル」活用　１3件（都　10件、区市　3件）

130件
●区市町と共同実施(22区25市1町）
●「東京モデル」活用　4件（都　1件、区市　3件）

平成24年度第2回
（平成25年3月4日・5日）

293件

平成25年度第2回
（平成26年3月3日・4日）

262件 108件 53件

平成25年度第1回
（平成25年9月2日・3日）

312件 168件 45件

101件
●区市町と共同実施(23区26市1町）
●「東京モデル」活用　10件（都　6件、区市　4件）

平成26年度第1回
（平成26年9月1日・2日）

308件 150件 49件 109件
●区市町と共同実施(23区26市1町）
●「東京モデル」活用　20件（都　 11件、区市　 9件）

平成26年度第2回
（平成2７年3月2日・3日）

250件 79件 55件 116件
●区市町と共同実施(23区26市1町）
●「東京モデル」活用　16件（都　10件、区市　6件）

平成27年度第1回
（平成27年9月7日・8日）

206件 93件 43件 70件
●区市町と共同実施(23区26市1町）
●「東京モデル」活用　7件（都　 4件、区市　3件）

平成27年度第2回
（平成28年3月7日・8日）

223件 80件 47件 96件
●区市町と共同実施(23区26市1町）
●「東京モデル」活用　3件（都　 2件、区市　1件）

平成28年度第1回
（平成28年9月5日・6日）

208件 77件 36件 95件
●区市町と共同実施(23区26市1町）
●「東京モデル」活用　4件（都　 3件、区市　1件）


