
お客さまからの声　行政書士法人ひとみ綜合法務事務所

https://seiho-navi.net/info/koe81/ 
【三木先生がつらい経験をされているからこそ、つらい立場の私の気持ちも分かってもらえたのだろう
と思いました。命の恩人です。】 
大阪府 ３０代 女性 O 様 
三木先生 
いつもお世話になっています。三木先生には、いくらお礼を言っても足りないくらいです。 
ケースワーカーのひどい対応にも、私の味方になってくれ、福祉事務所へ対応を改めるようにと書面を
送って下さったり、私の不安などを聞いてくださって、本当に助けられました。私の体調を心配して下さ 
ったり、優しい気遣いと励ましの言葉に本当に涙が出ました。

三木先生がつらい経験をされているからこそ、つらい立場の私の気持ちも分かってもらえたのだろうと
思いました。 
本当に毎日がつらく、ケースワーカーへの不信感ばかりでした。誰にも言えなかった不安を吐き出せて、
聞いてもらえて、何とかギリギリだった気持ちが少しずつ軽くなっていきました。 
何度も、死にたい。死ぬしかないのかと、思っていました。 
そんな気持ちを優しく癒してくれました。命の恩人です。本当に感謝しています。 

私の体調が悪く、窓口支給に行けないときにも、わざわざ私の体を気遣って、心配してくれ、ケースワー
カーに電話までして下さったのは、本当に有難かったです。人に会うのが怖く、電話も出れないときがあ
る私に、窓口支給は本当に地獄のようです。
三木先生がいなければ、どうすることもできませんでした。怖くて三木先生に相談メールをしたときも、
素早く返事をくださって、本当に助かりました。希望の光に思いました。
大袈裟に聞こえるかもしれませんが、弱い立場の私には本当に、一筋の光です。感謝しても、しきれませ
ん。三木先生に出会えて、本当によかったです。ありがとうございます。

どうぞこれからも、私のような困った方の力になってあげて欲しいです。生活保護の味方をするなんて！
とバッシングもあるかもしれませんが、救われた人がたくさんいます。本当に感謝しています。三木先生
の助けを待っている人もいると思います。 

どうぞお体にお気をつけて、これからのご活躍をお祈り申し上げます。本当にありがとうございます。こ
れからもよろしくお願い致します。見捨てず、救って頂き、感謝でいっぱいです。またお便りします。
色々、ありがとうございました。 
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https://seiho-navi.net/info/koe82/ 
【行政書士という職業に関して、尊敬するようになりました】 
神奈川県 ４０代 男性 M 様 
 
三木先生へ 
このたびは両親の生活保護の申請にお力をお貸しいただき、誠にありがとうございました。大変感謝し
ています。 
思い起こせば、１０年前に自己破産をして、それから何とか自力で事業を再興してきましたが、借金だけ
が膨らみ、体調を崩し入院、手術の繰り返し、非常につらい１０年でした。 
もっと早く、三木先生の存在を知っていれば、ここまで体調を崩すこともなかったと思います。もっと早
く知りたかったです。 
生活保護の申請については、後ろめたい気持ちがあり、躊躇していましたが、三木先生の存在は大きな心
の拠り所となりました。７０歳の老夫婦にとって、役所は苦手意識の塊です。わからないことばかりで
す。わからなことは全部、三木先生に教えていただきました。質問すれば、即日、返事をいただきました。
この安心感は、心強かったです。 
行政書士という職業については、ご縁がなく良く存じ上げておりませんでしたが、これほど親身になっ
ていただけるとは、想像していませんでした。たまたま三木先生が親切な先生だったのかもしれません
が、行政書士という職業に関して、尊敬するようになりました。 
今回は申請から受給決定まで、すべて三木先生にお願いしました。家庭訪問も同席していただきました。
おそらく自分たちだけでは、ここまでスムーズに必要書類を揃えることはできなかったと思います。何
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が必要なのかすら、知りませんでした。 
三木先生には、心から感謝しています。本当にありがとうございました。 
 
P.S. 
字が汚くてすみません。 

 
 
 
https://seiho-navi.net/info/koe85/ 
【もういっそ楽になりたいから自殺しようとも考えてました】 
愛知県 ３０代男性 T様 
 
三木先生へ 
この度は、いろいろとお世話になりました。 
僕は精神病を患っていて、奥さんと離婚してすぐに引っ越した家になかなか馴染めなくて、いじめにも
遭い、友達や相談できる人もいませんでしたし、知らない環境で、身体の調子は悪くなり、自殺願望が強
かったので、いつもそのことばかり考えていました。 
早くこの家から出たい！！医師からも、今の環境が良くないと言ってもらえていたのですが、自分では
どうしたらいいのかわからず、悩みました。 
区役所に、引越したいと言っても、 
「自分でお金を貯めてならいい」 
と言われ、一年かかっても生活保護を受ける自分では全然お金は貯まりませんでした。 
でも、どうしてもこの生活環境では調子が悪くなる一方だし、イヤだったので、引越したいとばかり思
い、もういっそ楽になりたいから自殺しようとも考えてました。 
でも、最後の望みで、携帯電話で検索したら、三木先生の事務所のホームページがあったので、見て、も
しかしたらまだ希望があるかもと思いました。 
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始めは、行政書士の方とかには抵抗があり、すぐには連絡できませんでした。でも、今の自分が変われる
かもと思い、メールしましたら、翌日に三木先生からお電話がありました。 
 
とてもお話がしやすい方で、親切な対応をしていただき、いろいろと説明していただき、そこで生きる希
望ができました。僕の知らないことばかりで、引越も可能だとは思わなかったので、三木先生に頼んで良
かったと思っています。 
お手続きもスムーズに対応して頂き、あとは、不動産会社も紹介して頂きました。本当に、感謝の気持ち
で一杯です。 
新天地でも、今後はリハビリして、仕事に復帰できたらいいなぁと思っています。本当に、無事に引越し
が出来ることになって、本当にうれしいです。頑張っていきたいと思います。また何かありましたら、ご
相談にのってください。今後ともお世話になります。 
本当に、本当に、この度はありがとうございました。 
（お客様のお名前） 

 
 
 
https://seiho-navi.net/info/koe93/ 
【少なくとも私という一人の人間が、先生の力で死なずに済みました】 
大阪府 ２０代男性 N様 
三木 ひとみ様 
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拝啓 
先生のご支援のおかげで、先日無事に生活保護費を受け取ることができました。心療内科とカウンセリ
ングへの通院を始めて、少しずつではありますが、鬱病との付き合い方を考えられるようになりました。
朝の散歩と読書を日課にして、穏やかな日々を過ごしています。 
ひと月前の私は、強迫的な不安に襲われていました。家族がせん妄や統合失調症を患い、次々と入院して
いくのを見て、同じように私も私でいられなくなってしまうのではないかと怯えていました。 
自殺するか、気が触れて誰かを殺してしまうのではないかとまで、追い詰められていたときに、藁にも縋
る思いで、三木先生の事務所を訪れました。 
きっと、たくさんの相談を受け、たくさんの仕事を並行して進めていらっしゃるのだろうと思います。ほ
かのお客さんからの電話に応対しつつも、私の相談を親身に聞いてくださいました。疲弊しきった私を
労わるように、生活保護受給に向けた今後のお話を分かりやすく説明してくださいました。帰りの電車
の中で、助かったと胸を撫でおろしたことをよく覚えています。 
生活保護制度を批判する人は多いですから、先生の仕事について、非難する人もいるのかもしれません。
しかし、少なくとも私という一人の人間が、先生の力で死なずに済みました。今は、楽しいと感じる瞬間
もあるし、まだ生きていたいと思えます。 
 
誰かを助けられる、先生のような立派な人になりたいと思います。そのためにも、今はゆっくりと休み、
力を溜めようと前向きな気持ちになれます。 
全て先生のおかげです。 
 
汚い字に加え拙い文章で申し訳ありませんが、先生もどうぞご自愛ください。 
本当にありがとうございました。 
２０１８．１０．８ （お客様のお名前） 

敬具 
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https://seiho-navi.net/info/koe95/ 
【本当にこちらがほとんど手をわずらわせることなく構築されている、ほぼ全面的サポートが受けられ
るということは、非常に素晴らしいことだと思いました】 
大阪府 ７０代 男性 O 様 
 
（お客様のお名前）です。 
今回は本当に有難うございます。バブル崩壊から仕事の方がうまくいかず、特に６０代になてからは、や
ることなすこと全部裏目に出て、もう半分自分自身に嫌気がさしていました。 
死んでしまおうかと思いましたが、まあ、死ぬのはいつでも出来るのでと思いとどまって（まだ少しやり
残したことがあるので）、生活保護を受けようかと思いましたが、調べているうちに、生活保護制度の複
雑さに驚きました。 
 
これではあまり知識のない自分にはできないと思い、助けてくれるところがないかと探しました。いく
つかありました。NPO 法人もその一つです。迷いましたが、ひとみ綜合法務事務所に行き当たりました。
どうしようかと考えましたが、三木さんの経歴を見たとき、国際基督教大学というのが目に留まりまし
た。 
それが、そちらに頼むきっかけとなったわけです。サポートを受けて、三木ひとみさんという方は、困っ
ている人を助けようという気持ちがものすごく高いという印象を受けました。 
 
それは、最初にそちらにメールを送った時の対応の速さです。すぐに相談の時間を取ってもらったこと
です（生活保護の相談を受けようとするものは、誰でもある程度は精神的に疲れていると思いますので、
ここで時間がかかると不安さが増して精神状態がますます悪くなると思います）。 
 
これで私も精神的にもだいぶ楽になりました。その後も、家からわからないこと、相談メールを送るとす
ぐに回答してくれる、対応の早さです。とにかく、相談からの申請書類作成・代行申請・保護確定後の提
供不動産屋の紹介（条件に合う物件探しから、決まると提出書類の作成、転居申請のため役所への賃貸契
約書類提出の同行、おまけに引越業者の手配までしてくれます）こういう本当にこちらがほとんど手を
わずらわせることなく構築されている、ほぼ全面的サポートが受けられるということは、非常に素晴ら
しいことだと思いました。 
本当に有難うございました。もう一つお願い、絶対にやめないで下さいよ。榎田さんにもよろしく。 
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https://seiho-navi.net/info/koe98/ 
【今までに、弁護士、司法書士の先生方（すべて女性でした）に相談しては失望し、心も折れ、涙が枯れ
るほど泣き、絶望し、認知症の母を抱えて、もう死ぬしかない・・・とまで思っておりました】 
福岡県 50 代女性 S様 
三木先生、榎田先生 
この度は生活保護の件で、大変お世話になり、誠にありがとうございました！！ 
２ヶ月前のことを思い出すと、今は、ほんとにほっ！として、夢のようです。 
 
今までに、弁護士、司法書士の先生方（すべて女性でした）に相談しては失望し、心も折れ、涙が枯れる
ほど泣き、絶望し、認知症の母を抱えて、もう死ぬしかない・・・とまで思っておりました。 
そんな折、ネットを調べまくっていると、三木先生のホームページを見つけました。 
正直、最初は「う～ん・・・」と思ってたのですが、依頼者の方の文章を見ている内に、もしかして・・・
と、心が動きました。 
そんな時でした。母が、熱中症で倒れ、入院することに・・・！ 
 
今まで、生まれつきの足の障害があり、、無理して働いておりましたが、いやおうなしに母を介護しなけ
ればならなくなり、退職するしかなくなりました。 
頭が、真っ白になりました。 

https://seiho-navi.net/info/koe98/


8 
 

その時、三木先生を思い出し、他の方も書いてらっしゃいましたが、まさに『藁にもすがる思い』で、三
木先生に、夜中に泣きながらメールをしました。 
翌日、すぐにお電話をいただき、そのスピーディーさにびっくりしました。 
それからは、本当にきめこまやかなアドバイスをいただき、不安なことがあるとすぐメールしたのです
が、本当に、お忙しい中、すぐ返信していただき、必ずアドバイスをして下さいました。その度に、安心
できました。 
今思えば、三木先生にお願いしなければ、本当に不可能でした。素人では、無理です。先生に助けて頂い
て、今の自分があります。 
ブログも拝見しておりますが、大阪弁護士会の件など、読んで泣いてしまいました。三木先生、最高にか
っこいい！圧力に屈することなく、ぶれない！ 
心から、尊敬します。 
いつか、こんな人（弱い人）を助けるような仕事がしたい！と強く思うようになってきました。日に日に
思いが大きくなりまして、今、いろいろ勉強しようと思っています。 
三木先生のように、人の痛みのわかる、誰に対しても、分け隔てなく、困っている人を助ける、こんな先
生ばかりなら、世の中も良くなるのに・・・と思います。 
行政書士は無理でも、何か人を助ける仕事を目指し、がんばっていきます。先生のおかげで、目の前がひ
らけました。 
本当に！本当に！ありがとうございました。 
 
同業者の先生の批判なんかに、負けないでください！そして、お身体にはくれぐれもお気をつけてくだ
さいませ。 
おそらく、私の想像を絶するくらい、お忙しいのでしょうね・・・。 
本当にありがとうございました。 
※乱筆、乱文、すみません。 
（お客様のご住所） 
（お客様のお名前） 

 



9 
 

 
 
https://seiho-navi.net/info/koe100/ 
【今まで相談した方と全く違い、見下しもせず、笑いもせず、何の解決にもならない精神論を言うのでも
なく、ただただ、しっかりと、はっきりと、「拝見した内容であれば、生活保護は受けられると思います
よ。大丈夫です。」と言って下さったのです】 
岐阜県 30 代女性 H様 
 
三木先生 
お変わりなくお過ごしでしょうか。先日は、母の生活保護の件で大変お世話になり、ありがとうございま
した。 
私の母は、年金が年に３万円弱しかなく、預貯金もほとんど無く、１５年ほどの間、私を含めた家族で援
助してきました。母は８０歳を超えておりますがとても元気で、習い事に買い物、友人との食事など、私
達が渡したお金を毎月使い切っていたため、先々のことを考えて貯金しておくよう、長い間、母には言っ
てきました。何かあればすぐ生活に困窮してしまう、綱渡りのような毎日だったと思います。 
昨年、私は身体をこわし、働くことが出来なくなりました。他の家族も、借金がもとで任意整理をしたり、
障害をもっていたため、誰も母の援助を出来ない状態になってしまいました。 
 
そんな状況でもなお、親戚や友人は、 
「子が親を助けるのは当然だ。どんな状況になっても、自分より親を大切にするべきだ。」 
と言い、私もそう思っていたので、何とかお金を工面しなければ、と精神的にも追い詰められていきまし
た。 
でも、ある時、思いました。私には、私の人生があるし、それを精一杯生きようとすることは悪いことで
はないはず、と。そこから、生活保護の申請をしようと思うに至りました。 
ところが、法テラスなどに相談をしに行っても、 
「生活保護の申請は、今はなかなか通らないんです」 
と、まともに話を聞いてもらえなかったり、 
「子どもであるあなたが、お母さんを食べさせてあげなさい。それが親孝行だ。」 
などと言われ帰されたりして、申請することのハードルは、とても高いものになってしまいました。 
 
そんな時、インターネットで三木先生のホームページを拝見しました。お会いしたこともない方に、自分
の状況をさらけ出す不安と、また門前払いされるのではないかという怖さで、すぐには問い合わせが出
来ませんでしたが、他の方のお手紙を読んだり、何よりもコラムなどから、三木先生の熱い思いを感じ
て、 
『この先生なら、何かアドバイスをもらえるんじゃないか』 
と、思い切って問い合わせメールを送りました。 
メールを送って２時間と経たないうちに、三木先生がお電話を下さいました。驚くことに、今まで相談し
た方と全く違い、見下しもせず、笑いもせず、何の解決にもならない精神論を言うのでもなく、ただただ、
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しっかりと、はっきりと、 
「拝見した内容であれば、生活保護は受けられると思いますよ。大丈夫です。」 
と言って下さったのです。あの時の安心感と心強さに、ああ、救われた、と思ったのを覚えています。 
 
正式に依頼してからも、不安な事などがあるとメールをさせて頂きましたが、いつも的確に早く返して
下さるので、とても助かりました。 
三木先生とメールやお電話で接していると、前向きな気持ちになれるのです。私のしようとしているこ
とは、親不孝で恥ずかしいことじゃないのか？と、後ろめたい気持ちや迷いがあったのですが、そんな私
に三木先生はいつも明るく、やさしく接して下さり、私の体まで気遣って下さいました。そんな先生に元
気をもらい、私は胸をはって生きていったら良いんだと、前向きになれたのです。 
申請が通った今、三木先生にお願いしてよかったと改めて思っています。私たち家族だけでは、絶対に途
中で挫折していました。三木先生のご経験にもとづくたくさんのアドバイス、早くスムーズな手続き、そ
れでいて心のケアまで・・・。三木先生は、心から信頼できる先生です。 
最後になりますが、どうかお身体だけは大事になさって下さい。想像以上にお忙しいのだと思いますが、
三木先生に何か万一のことがあったら、悲しむ人が私を含めたくさんたくさん居ます。ご無理が過ぎま
せんように、少しでも身体を休めてください。お元気でいてくださいね。 
お忙しいのに、長文のお手紙で失礼しました。読んで下さって、ありがとうございます。 
２０１８年１１月３日 
（お客様のお名前） 

 
 
 
https://seiho-navi.net/info/koe103/ 
【私は今回で２度、先生にお世話になりとても助かりました。１度目は、病気になり、仕事も出来なくな
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り、預金もなくなり、死さえも覚悟していた時】 
愛知県５０代女性 K様 
 
三木先生へ 
私は今回で２度、先生にお世話になりとても助かりました。 
１度目は、病気になり、仕事も出来なくなり、預金もなくなり、死さえも覚悟していた時、ふっとネット
を見ていて、先生の事を知り、生活保護を受ける事が出来ると言われ、先生にお願いしました。 
 
私が市役所へ行って生活保護をお願いしても、 
「ムリですね」 
と言われたのに、本当にあっという間に生活保護が決定した事におどろきと喜びで、とても複雑な思い
をしたのを今でもおぼえています。 
その後、１年病院へ通院し、仕事復帰をと思いましたが、病気が悪くなるばかりで、鍋を火にかけ忘れて
寝てしまい、火事になりかけてしまい、何度もあったため、息子が仕事帰りに食事を持って来てくれる事
になったのですが、息子も仕事が忙しくなり大変になったため、息子の近くに空きができたので、そこへ
引越しをしたいと言ったら、 
「市外にはダメです。それに、今の家の家賃が安いため、そこからの引越は認められない」 
と言われ、どうしたらいいか悩んでいたら、息子が、もう一度先生にお願いしてみたらと言ったので、次
の日に先生に連絡し、お願いしたら、私にはダメと言っていたのに、自分で引越をするならいいですとな
り、息子の近くに引越をして、新しい所で、生活保護の申請をしてもらい、２週間という早い決定が出ま
した。 
 
先生にお願いしていなければ、私は、火事をおこしていたかもしれないので、今は、息子が毎日、朝、晩、
様子を見に来てくれるし、一緒に食事を取る事もふえて毎日が楽しいです。 
本当に、先生には感謝しかありません。 
ありがとうございました。 
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https://seiho-navi.net/info/koe111/ 
【法テラスやNPO 法人などに何回も助けを求めても、誰も助けてはくれませんでした。三木先生だけが
唯一、一人救いの手を差し伸べて下さいました。】 
埼玉県 ４０代 M様男性（７０代のご両親の申請） 
三木先生 
ご無沙汰しており、本当に申し訳ありません。 
昨年末に、父の施設への入所が急遽決まり、慌ただしく過ごしておりまして、ようやく一息ついたところ
です。 
昨年の父の生活保護申請の際は、大変お世話になり、ありがとうございました。 
私は、生活保護以下の年金で暮らす父の経済的援助を自分の貯金を切り崩しながらしておりましたが、
とうとう底をついてしまい、困り果てておりました。それで、父が市に保護申請に行っても門前払い、ま
た法テラスやNPO 法人などに何回も助けを求めても、誰も助けてはくれませんでした。三木先生だけが
唯一、一人救いの手を差し伸べて下さいました。 
 
先生はとても頼りがいがあり、思いやりにあふれていました。心理的に弱っていましたが、先生の励まし
で何度も勇気づけられました。 
先生から、保護決定の第一報を、回答の期限ぎりぎりでいただいた際は、不覚にも、安堵と感激で目頭が
熱くなり、嗚咽を漏らしてしまいました。 
先生のおかげで生活の立て直しの第一歩を踏み出すことができました。本当にありがとうございました。 
また、今後とも末永く、よろしくお願い申し上げます。 
（お客様のお名前） 

https://seiho-navi.net/info/koe111/
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https://seiho-navi.net/info/115/ 
【以前に自分だけで役所に申請に行った所相手にもされず、門前払いで申請の受付すらしてもらえず帰
ってきました】 
静岡県 ５０代 男性 T 様 
三木先生様 
前略 
先生この度は、生活保護の申請から無事に認定までご尽力いただきまして、ありがとうございました。 
以前に自分だけで役所に申請に行った所相手にもされず、門前払いで申請の受付すらしてもらえず帰っ
てきましたが、今回は、スマホで調べていた所、全国対応とあり、三木先生の所にすがる思いでお願いす
る事に致しました。 
心地よく引き受けて下さり、早速先生に頼んで役所に行った所、以前とは全く態度がちがい、私自身びっ
くりする位でした。 
先生に相談して、本当に良かったと思っております。何事にも細かくメールで指示して頂けて、とても親
身に接して頂け、私も安心して事を進める用にできました。 
私自身もお金が無く、生活保護を申請したのですが、三木先生の所は値段も良心的で助かりました。 
末尾にはなりますが、三木先生、本当に今回は、ありがとうございました！感謝の一言です！ 
また何かと相談に乗ってもらうこともあると思いますが、その時は宜しくお願い致します！ 
本当にありがとうございました。 
（お客様のお名前） 

https://seiho-navi.net/info/115/
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