H27.12改定
改定

国選被害者参加弁護士
契約約款・報酬基準について
法テラスでは、被害者参加人の意見を聴いて、国選被害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所
に通知する業務などを行います。

１． 契約申込書のご提出について
国選被害者参加弁護士となるためには、法テラスと被害者参加弁護士契約を締結して
いただく必要があります（国選弁護人、国選付添人契約とは別の契約です。）。
契約申込書記載事項は次のとおりですが、各地の法テラスでは、弁護士会との協議により、
契約申込書の書式を調整していますので、申込みに当たっては、各地の法テラスまたは弁
護士会までお問い合わせください。
● 契約申込書記載事項等
１ 氏名・生年月日・性別・弁護士登録番号
２ 事務所所在地・電話番号・ファクシミリ番号
３ 連絡方法（通常の場合・緊急の場合）
４ 報酬・費用振込口座
５ 会員登録証明書の提出

２． 指名通知について
被害者参加弁護士契約を前提に、各地において、「指名通知用名簿」を作成します。
被害者参加人から、国選被害者参加弁護士の選定請求を受けたときは、その意見を聴いた
上で、「指名通知用名簿」をもとに弁護士に打診を行い、承諾を確認した上で、国選被害者参
加弁護士候補として指名し、裁判所に通知します。

３． 報酬・費用の請求等について

国選被害者参加弁護士としての活動が終了（判決が宣告され上訴期間が満了、公訴棄却
決定がなされ即時抗告の期間が経過、選定が取り消された場合など ）した場合には、終了
日から１４日以内に、報告書の提出により、報酬・費用の請求をしていただくことになります。
報告書の書式は、指名通知の際に法テラスからお渡しします。報告書の提出が遅れた場
合には、報酬等をお支払できなくなることがありますので、ご注意ください。
月末までに確定した報酬・費用について、翌月２０日までに指定口座に送金します。
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４． 国選被害者参加弁護士の報酬について
(1) 第 一 審
ア 報 酬
（ア） 通常報酬

基礎報酬

基本
特則

加算
減算

公判加算報酬

実質公判期日加算

審理時間
45分未満
45分以上
２時間30分未満
２時間30分以上
４時間30分未満
４時間30分以上

非裁判員裁判事件

裁判員裁判事件

103,000円

230,000円

複数の被害者参加人に１名の参加人弁護士が選定されたときは加算
基礎報酬×｛１＋（被害者参加人の数－１）×０．５ ｝
一定の事由（※）がある場合には、
一定の事由（※）がある場合には、
基礎報酬の５０％又は８０％
基礎報酬の２５％又は８０％

１回目

0円

5,000円

5,000円

8,000円

11,600円

16,600円

18,300円

25,300円
3,000円

判決宣告期日等加算
公判前整理手続等対応加算

公判前整理手続期日ごとに，検察官との打合せ・協議を行った場合に加算
（被害者参加弁護士が検察官との打合せ・協議を行った1回分の公判前整
理手続期日は除く。）
4,000円

3,000円

評議対応加算
委託事項が限定
される場合の減算

２回目以降

○ 委託事項が１つ限定されるごとに実質公判期日加算を５％減額
○ 公判期日への出席が委託されなかった場合には、公判加算はしない。

審理対応特別加算報酬

担当先行審理の数

非裁判員裁判事件

裁判員裁判事件

１

20, 000円

40, 000円

２

15, 000円

30, 000円

３

10, 000円

20, 000円

5, 000円

10, 000円

４以上
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● 公判前整理手続等対応加算報酬
検察官と公判前整理手続等に関する打合せ・協議等をしたときは、選定後の最初の公
判前整理手続等期日に関する打合せ・協議等を除き、１回につき４，０００円を加算しま
す。 ただし、１回の公判前整理手続等の期日に関して複数回の打合せ・協議等をした
場合は、打合せ・協議等の回数は１回と算定します。

● 評議対応加算報酬
裁判員裁判事件の国選被害者参加弁護士が出席した公判期日において、検察官が
評議の間在廷を命じられ、国選被害者参加弁護士が検察官とともに１時間３０分以上
在廷したときは、３，０００円を加算します。

※ 基礎報酬の特則（減算）
①選定後、被害者参加人が出席することができる最初の公判期日の前日までに、被害者参加人と電話
又は面談による打合せ・協議等を行うことなく、当該公判期日に出席したとき
② 選定に係る事件の記録の閲覧及び謄写をすることなく、選定後、被害者参加人が出席することができ
る最初の公判期日に出席したとき
などは、基礎報酬が減額されます。

（イ） 遠距離打合せ・協議等加算報酬
下記目的のために、最寄簡裁から
① 直線距離が片道２５㎞以上５０㎞未満である移動 または
直線距離では片道２５㎞未満であっても、最も経済的な通常の経路及び方法による
移動距離が片道５０㎞以上１００㎞未満であるときは、 「４０００円×回数」を支給します。
② 直線距離が片道５０㎞以上 または
直線距離では片道５０㎞未満であっても、最も経済的な通常の経路及び方法による
移動距離が片道１００㎞以上であるときは、 「８０００円×回数」を支給します。

移動の目的

・被害者参加人、検察官との打合せ・協議等
・記録の閲覧又は謄写
・事件現場の確認
・目撃者その他の関係者からの事情聴取その他の活動
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(2) 上 訴 審
● 通常報酬

基本

控訴審 60,000円
上告審 50,000円
（原審事件の種別にかかわりなし）

基礎報酬

原審の記録の丁数が１０００を超えるときは，次の区分に従った金額を基礎
報酬とする。

特則

加算

【原審記録】
１０００を超え５０００以下
５０００を超え１万以下
１万を超える場合

【加算後の基礎報酬】
基礎報酬の１５０％
基礎報酬の２００％
基礎報酬の３００％

複数の被害者参加人に１名の参加人弁護士が選定されたときは加算
基礎報酬×｛１＋（被害者参加人の数－１）×０．５ ｝

減算

期日間整理手続対応加算

一定の事由がある場合には、基礎報酬の５０％又は８０％
期日間整理手続期日ごとに、検察官との打合せ・協議を行った場合
に加算（被害者参加弁護士が検察官との打合せ・協議を行った1回
分の期日間整理手続期日は除く。）

4,000円
審理時間

公判加算報酬

実質公判期日加算

１回目

２回目以降

0円

5,000円

45分以上
２時間30分未満

5,000円

8,000円

２時間30分以上
４時間30分未満

11,600円

16,600円

４時間30分以上

18,300円

25,300円

45分未満

判決宣告期日等加算
委託事項が限定
される場合の減算

3,000円
○ 委託事項が１つ限定されるごとに実質公判期日加算を５％減額
○ 公判期日への出席が委託されなかった場合には実質公判期日
加算はしない

審理対応特別加算報酬

担当先行審理の数

報酬額

１

10,000円

２

7,500円

３

5,000円

４以上

2,500円

※ その他加算及び費用については、基本的に第一審における算定の例による。
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５． 費用について
● 記録謄写費用
原則 200枚を超える部分につき、１枚２０円の定額又は４０円を上限とする実費額。
例外

①否認事件、②第一審で法定刑に死刑の定めがある事件、③上訴審で原判決の
宣告刑が死刑又は無期懲役の事件、④整理手続に付された事件、⑤記録が2000
丁超の事件については、「支給対象200枚超」との制限を外し、全謄写枚数が支給
対象となります。ただし、白黒40円、カラー100円を上限とする実費額となります。

● 遠距離打合せ・協議等交通費及び宿泊料、公判期日への出席のための旅費、日当及び宿泊料
◇ 遠距離打合せ・協議等交通費及び宿泊料
前記「遠距離打合せ・協議等加算報酬」の要件に該当する移動につき、
① 「通常の経路及び方法を用いた場合の実費額」 または
② 「直線距離キロ数×定額（100㎞未満は30円）」 を支給します。
③ 通常の方法と認められる自家用車の使用及び通常の経路と認められる有料道路の
利用については、ガソリン代（軽油代）及び通行料金を支給します。
④ 宿泊を要する場合には、宿泊料（甲地8,500円，乙地7,500円）を支給します。
◇ 公判期日への出席のための旅費、日当及び宿泊料
被害者参加人が出席することができる公判期日に出席するための手続が行われる場所
に移動した場合（最寄簡裁以外で、同簡裁から直線距離で８㎞を超える場合）には、上記
①～③と同様の方法で交通費を支給します。宿泊を要する場合には、移動日（手続が行
われない日）に対して日当を、宿泊に対して宿泊料を支給します。
● 通訳人費用
国選弁護人・国選付添人と同様、通訳人は被害者参加弁護士との契約に基づいて通訳
を行うこととなります。詳しくは、「法テラスの通訳料基準」をご覧ください。
● 訴訟準備費用
次の費用につき、総額３万円を限度として、実費を支給します。
・ 診断書の作成料

・ 弁護士法２３条の２に基づく弁護士会照会の利用料

・ 行政機関が発行する証明書の発行手数料

契約約款の全文等は、法テラスＨＰ（下記）に掲載しています。
http://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/hourei_kitei/
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