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弁護士・司法書士費用等(裁判費

用も含む）の立替えを行います。 

 

 

 

 

 

 

民事法律扶助制度のご案内 

「法テラス」は国が設立した公的な法人です 
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法テラス

とは？ 

「国民に身近で、速くて、頼りがいのある司法」 

を目指す司法制度改革の柱として、総合法律支援法に基づき平

成１８年に設立されました。 

 正式名称は「日本司法支援センター」といいます。 

 悩みを抱えて相談する方々の心を「照らす」という意味と、

くつろいでいただける「テラス」のような場でありたいという

意味を込めて愛称を「法テラス」と名付けました。 

 全国どこでもあまねく法的サービスを受けられるように、全

都道府県に総数70か所以上の地方事務所や支部・出張所があ

り、また司法過疎解消にむけて30か所以上の地域法律事務所

やさらに支所併設型の法律事務所も設けています。 

法の「傘」とすることで、雨にぬれて困ってい

る人に「お入りなさい」と、傘を差し掛けるよ

うに支援するという意味も表しています。  
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民事法律

扶助 

とは？ 

 金銭トラブルや離婚など民事事件において紛争を解決するた

めの裁判をする必要があるのに、経済的な余裕がないという

人々に、法律相談をはじめ訴訟や調停の費用、弁護士や司法書

士の着手金・報酬等を立替えるなど、法的権利の平等な実現を

図るために援助する国の制度です。(法人は対象外です） 

このように法律上の救済、費用の立替えを行うのが「法テラス」

です。民事法律扶助の申し込み手続きにはお金はかかりません。 

裁 判 の お

金 な ん て

一 括 で 払

え な い わ

月々分割で返済 
（5000円～1万円） 

あなたに代わって一括で振込 

●（事件が始まる前）着手金・実費   

●（事件が終わってから）報酬金 

      （立替でない場合あり） 

         
あなた 

あなたの代理人 

【弁護士・司法書士】 

立替制度とは 
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援助の 

種類 

●交通事故 ●暴力行為  ●その他一切の損害賠償 

●離婚・認知・養育費・親権など 

●遺産相続など 

●その他家事に関する一切の紛争 

●任意整理 ●自己破産 ●民事再生 

●解雇・未払い賃金請求、セクハラ・パワハラなど労働問題 

●家賃滞納や建物明渡など ●成年後見 ●その他 

※刑事事件や行政手続き（労災申請など）は除きます 

自己の権

利の実現 
法テラスは、こんな事件

の解決を援助します。 

民事裁判手続 

準備及び追行 

①法律相談援助 

②代理援助 

③書類作成援助 

※法人は除きます 
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援助を受ける

には 

資力の条件 

事件の条件 

援助を受けるには 

おおむね次のような条

件を満たすことが必要

です。 

資力に関して 1 

●申込者および配偶者の手取月収（年間賞与の手取り合計の1/12も含めます）及び 

資産が次の資力基準以内であること。年金や失業保険なども収入に含まれます。 

●生活保護の受給者は条件を満たします。 

●離婚などの場合は、配偶者の収入は含まれません。 

 単身者 2人家族 3人家族 

 

4人家族※1 

月収（手取）※2 182,000円以下 251,000円以下 272,000円以下 299,000円以下 

家賃・住宅ﾛｰﾝ控除 41,000円まで 53,000円まで 66,000円まで 71,000円まで 

資産(預貯金)※3 180万円以下 250万円以下 270万円以下 300万円以下 

(大都市基準)※2以外 (200,200円以下) (276,100円以下) (299,200円以下) (328,900円以下) 

 

※1 5人家族以上は1人につき30,000円( 33,000円 大都市基準）プラス。 

※2 大阪（河内長野・泉佐野・大阪狭山・柏原・泉南・富田林・阪南・羽曳野の各市、泉南・
豊能・三島・南河内の各郡  

※3 医療費・教育費の控除も可能な場合があります 

月収238,333円＋70,000円 から 53,000円家賃控除すると 255,333円なので 

276,100円 

法テラス利用 

例えば            Aさんの手取り収入は18万円。ボーナス年間70万円。妻B子さんはパー 

    トで月7万円。ボーナスなし。預貯金は100万ほど。家賃9万円のアパー 

    トで２人で暮らしています。 

法律相談援助（無料）を受けるには 

２人家族 

250万円以下 

（収入） （資産） 
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の条件に加えて、家族から援助を受けていた場合

は合計した金額が収入になります。 

自宅以外の不動産（係争物件を除く）、有価証券

などの資産がある場合はその合計金額が資産になります。 

2 

勝訴の見込みがないとはいえないこと 3 

民事法律扶助の趣旨に適すること 

  代理援助・書類作成援助（立替制度）を利用する場合には 

1 

和解・調停・示談成立等による紛争解決の見込みがあ

るもの、自己破産の免責見込みがあるもの、をいいま

す。過大な請求・要求は認められません。 

●弁護士・司法書士に依頼することが、申込者の正当な

利益を守ると期待できること。 

●正当な権利の主張であること。報復的な感情を満たす

だけや宣伝のためといった場合は援助できません。 

資力に関して 

2 民事法律扶助の趣旨に適すること (上記内容） 

前頁の 

 さらに 
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電話で予約 

法テラスや、法テラ

ス以外でも、法テラ

スの無料法律相談が

受けられます。 

●相談は民事、行政に関すること。（刑事は除く） 

●相談料無料 相談時間30分（同一案件につき3回まで） 

①法律 

相談援助 

■その他 以下の場所でも扶助相談が受けられます。 

事務所相談 

・法テラス大阪   ☎0570-078329 (平日9-17時） 

 相談日 月～土 10：15～12：00／13：00～16：00 

①大阪弁護士会館（専門相談－労働・

外国人・高齢者障害者・生活保護） 

②なんば法律相談センター 

③岸和田法律相談センター 

④谷町法律相談センター 

弁護士会の指定相談場所 

①障害者連絡協議会 

②ろうあ会館 

（Ｈ31.4より） 

聴覚障害者相談 

・法テラス堺出張所 ☎0570-078331 (平日9-17時）    

 相談日 月～金 10：00～12：00／13：30～16：30 

                    （水曜：午前相談はなし） 

法テラスと契

約している弁

護士・司法書

士事務所 
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②代理援助 

●代理援助 

相手方への和解交渉（示談交渉）や調停・訴訟のための代理人を依頼す

る費用（着手金・報酬等）およびその事務処理に必要な実費の立替えを

行います。 

弁護士・司法書士費用

や裁判費用の立替えを

行います。 

●本人訴訟を支援します 

裁判所に提出する書類の書き方がわからない方のために、弁護士、司

法書士に訴状や準備書面を作成してもらいます。 

その報酬および必要な実費を立替えます。 

③書類作成

援助 

訴状や準備書面の作成

費用を立替えます。 
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では実際の申込み手続き

のしかたを進めていきま

しょう。 

代理援助・ 

書類作成援助 

申込手続き 

法 律 相 談 を

受ける 

相 談 し た 弁

護 士・司 法

書 士 に 事 案

の 依 頼 を し

ます。 

弁護士・司法書士よ

り法テラスへ、申込

みをする 

★申込に必要な書類 

①資力を証明する書類   

②住民票   

③その他 

法テラスでの審査

を受ける 

審査会で、援助す

るかどうかを決定

します。立替金額

（着手金・実費）

が決まります。 

Ｐ7の 

1 2 3 

費用の立替

と返済に 

ついて 

審査で決定されると、

いよいよ援助の開始で

す。 

法テラスと依頼者と弁護士・司法書士 との三者契約を結びます。 

事件解決へ、それぞれ 依頼者と受任者とで進めていきます。 
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事件終結 

援助の終了 

事件の内容 実費 着手金 

成年後見申立 20,000円 80,000円 

破産申立(～10社) 23,000円 120,000円 

示談交渉 1～2万円 30,000円～100,000円 

※事件の難易度によって上記金額が増額する場合があります。 

審査会で決定した金額を一括で、法テラスが弁護士・司法書士に送

金します。（※令和２年度基準額（消費税別） 一部例） 

事件終了の報告により、 

終結の審査が行われます。 

●毎月の法テラスへの返済（月々５０００円程度）がスタートします。

（生活保護の方など生活が苦しい方は事件が終了するまで支払猶予の申請

ができます） 

●今月の返済が困難な場合や住所等の変更の場合などは、法テラスへご

連絡ください。 

相手側から あなたの代理人 

まず 

代 理 人 へ の

報 酬 金 と 立

替金の精算 

残額を 

あなたへ 

●事件の終了後、審査のうえ、結果に応じて報酬が発生します。 

●法テラスへの返済方法を決定します。（生活保護の方など生活の苦し

い方は免除の申請が可能な場合があります） 

●相手方より金銭等を受領した場合は、法テラス費用を精算します。 

へ 
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特定援助 

対象者法律

相談援助 

認知機能が十分でない方へ

の出張相談の制度もありま

す。（支援者の方からの申込み） 

 

このような方（特定援助対象者）は福祉機関などの支

援者の方から、法テラスにご連絡いただくことによっ

て、弁護士や司法書士が、支援者の皆様と連携して法律相

談を実施するという制度です。 

まずは支援員の方からご

連絡いただき、所定の書

式に必要事項を記入しＦ

ＡＸ返送ください。 
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DV等 

被害者法律

相談援助 

 

DV、ストーカー、児童虐

待を現に受けている方に対

し、速やかな法律相談を実

施します。 

ＤＶ、ストーカー、児童虐待被害の防止

に関して必要な法律相談援助 

＜事業内容＞ 

再被害の防止に関して必要な法律相談 

※刑事・民事問わず相談いただけます 

※一定以上の資力がある方には、相談料をご負担いただきます 

※相談は弁護士との面談相談です 
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法テラスの

業務 

法テラスはこんな業

務もしています。 

1.情報提供 

どこに相談したらい

いかわからない！ 

専門オペレーターがお問い合わせ内容

に応じて、法制度や相談機関・団体等

を無料で紹介します。 

                         ※法律相談ではありません。 

どんな解決方法が

あるの？ 

トラブルにあってしまった！ 

法テラス・サポートダイヤル 0570-078374
お な や み な し

 

犯罪被害者支援ダイヤル   0570-079714
な く こ と な い よ

 

受付時間 平日9：00-21：00 土曜日9：00-17：00 

まずは        にお気軽にお電話ください。 

法テラス大阪 0570-078329 

平日 9：00 - 17：00 

法的トラブル解決のための総合案内 
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3.国選弁護

関連業務 

裁判所より指名打診依頼を受け

て国選弁護人、付添人等の候補

者を通知する業務等を行ってい

ます。 

2.犯罪被害

者支援 

犯罪被害にあわれた方やそのご家族

の方などに、被害後の状況やニーズ

に応じて情報の提供や弁護士の紹介

などを行っています。 

4.司法過疎

対策 

全国の弁護士が極めて少ない

司法過疎地域に地域法律事務

所を設置し法律サービスの提

供を行っています。 

5.委託援助

業務 

日本弁護士連合会より委託を受けて、生活

保護の申請や虐待を受けているこどもの支

援、難民認定申請など人権救済の観点から

弁護士費用等の援助を行う業務です。 
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法テラス大阪（日本司法支援センター大阪地方事務所） 

【ナビダイヤル】 0570-078329 

【所在地】〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5  

            大阪弁護士会館Ｂ1Ｆ 

 

平日 

法テラス堺（日本司法支援センター堺出張所） 

【ナビダイヤル】 0570-078331 

【所在地】〒590-0075 堺市堺区南花田口町2-3-20 三井堺東ビル6Ｆ 
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R2.12版 


