
｢日本司法支援センター(法テラス)｣を

知ろう！ そして伝えよう！

京都総合法律事務所弁護士

三 浦 正 毅

はじめに

私は、自治労京都府本部の顧問弁護士を務め

る傍らで、2011 年 4 月から日本司法支援セン

ター（法テラス）京都事務所の所長を務めてい

ます。自治体で働く皆様は、地方自治の発展と

ともに住民福祉の向上をめざしていますので、

ぜひ住民福祉に役立つ「法テラス」を知ってい

ただき、住民の方々へ「法テラス」を伝えて頂

き、住民の法的トラブルの解消に役立たせてい

ただきたいと思い、本紙面を借りてご紹介をし

ておきたいと思います。

法テラスとは？

日本司法支援センター（愛称「法テラス」）

は、「国民に身近で、速くて、頼りがいのある

司法」をめざす司法制度改革の柱として、制定

された総合法律支援法（2004 年法律第 74 号）

に基づいて、2004 年 4 月 10 日に政府の全額出

資により設立されました。そして、設立後半年

の準備期間をおいて、同年 10 月 2 日から全国

各地の法テラス事務所とコールセンターで業務

を開始し、現在に至っています。

総合法律支援法は、民事・刑事を問わず、あ

まねく全国において、法による紛争解決に必要

な情報や、サービスの提供が受けられる社会の

実現を理念としています。

愛称「法テラス」の由来は、法律によってト

ラブルを解決へと進む道をさし、相談する方々

の心に光を「照らす」場所という意味と、悩み

を抱えている方々にくつろいでいただける、陽

当たりの良い「テラス」のような場所でありた

いという意味が込められています。

このロゴマークは「太陽の傘」

をデザインしたもので、キャッチ

コピーは「法テラス、迷うあなた

の道しるべ」としており、法テラ

スの日は 4 月 10 日（法人設立日）を記念日と

しています。

法テラスの組織

法テラスは、政府全額出資により設立された

公的な法人であり、公正中立で透明性の高い運

営が求められるため、組織形態としては独立行

政法人に準じた枠組みで作られています。

法テラスの行う業務

法テラスの行う業務は、総合法律支援法にお

いて次のように規定されています。

本来業務

ア 情報提供業務

法的トラブルの解決に役立つ法制度や、適

切な相談機関・団体等に関する情報を収集し、

電話、面談、電子メール等による問合せに対

して提供する業務を行っています。

イ 民事法律扶助業務

資力の乏しい方に対し、無料法律相談や民

事裁判手続等に係る弁護士・司法書士費用の

立替えを行う業務を行っています。

ウ 国選弁護等関連業務
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貧困等の理由で自分では弁護士を依頼でき

ない被疑者・被告人・少年のため、国選弁護

人や国選付添人になろうとする弁護士との契

約、国選弁護人・国選付添人の候補者の指名

及び裁判所への通知、国選弁護人・国選付添

人に対する報酬・費用の支払などを行う業務

を行っています。

エ 司法過疎対策業務

身近に弁護士や司法書士がいないなど、法

律サービスへのアクセスが困難な司法過疎地

域に法律事務所を設置し、法テラスに勤務す

る常勤弁護士を常駐・巡回させ、有償での法

律サービスを含む、法律サービス全般の提供

を行う業務を行っています。

オ 犯罪被害者支援業務

犯罪の被害にあわれた方やその家族の方な

どに対し、そのとき最も必要な支援が受けら

れるよう、被害の回復・軽減を図るための制

度に関する情報を提供するとともに、適切な

相談窓口の紹介や、関係機関・団体への取次

を行う業務を行い、また、刑事裁判に参加す

る被害者等のため、裁判所に対し国選弁護士

候補の指名通知・報酬・費用の支払などを行

います。

受託業務

国、地方公共団体、公益法人等の委託を受け

て、委託に係る法律事務を契約弁護士等に取り

扱わせる業務を行うことができることとなって

います。

法テラスの事務所

法テラスは、本部（東京都中野区）のほか全

国各地に地方事務所を設置しています。

事務所の種類には、1）地方事務所、2）支部、

3）出張所、4）地域事務所の 4つがあり、それ

ぞれ設置の目的により、扱う業務の範囲が異な

っています。

1）地方事務所

地方裁判所の本庁所在地と同じく全国 50 か

所に設置されています。法テラスが行う全ての

業務を扱います。

2）支部

人口や裁判事件数が多い都市などに設置され

ています。5つの本来業務を扱います。

3）出張所

東京と大阪に設置されています。民事法律扶

助業務を中心に、情報提供業務も行います。

4）地域事務所

弁護士・司法書士の数が少ないなどの理由で

法律サービスが行き届かない司法過疎地域に設

置されています。法テラスに勤務する常勤弁護

士（スタッフ弁護士）が常駐します。地域事務

所はさらに 2つの種類があります。

ア 司法過疎地域事務所

司法過疎地域と呼ばれる弁護士へのアク

セスが困難な場所に設置する事務所で、一

般の開業弁護士と同様の有償による法律相

談や事件の受任を含む、法律サービス全般

の提供を行います。京都では、福知山に設

置されています。

イ 扶助・国選地域事務所

司法過疎地ではないものの、民事法律扶

助事件や被疑者・被告人の国選弁護事件、

国選被害者参加事件を取り扱う弁護士の数

が少ない地域で、おもにこれらの事件を扱

うために設置された事務所です。

おもな業務

情報提供業務

1）情報提供業務は、法的トラブルを抱えなが

ら、どこに、誰に、相談したらいいのか分から

ない方々に対し、① 裁判その他の法による紛

争の解決のための制度の有効な利用に資する情

報（法制度情報）及び、② 弁護士・司法書士

など隣接法律専門職などの業務に関する情報

（関係機関・団体情報）を提供しています。
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ア コールセンター

（愛称：法テラス・サポートダイヤル

0570 － 078374「オナヤミナシ」）

全国からの問い合わせに応じるコールセ

ンター（2011 年 4 月より仙台市において

業務を行っています）を設け、電話とメー

ルによる情報提供を行っています。

法律分野や電話応対の研修を積んだオペ

レーターが対応しています。受付時間は、

平日午前 9時～午後 9時、土曜午前 9時～

午後 5時。

イ 地方事務所

050 － 3383 － 5433（法テラス京都）

窓口対応専門職員を配置し、面談と電話

で問合せに対応しています。

2）問合せの傾向

2011 年度の問い合わせは

コールセンター

金銭の借り入れ 12.5 ％

男女・夫婦 16.4 ％

労働に関する相談 3.5 ％

相続・遺言 6.4 ％

地方事務所

金銭の借り入れ 19.5 ％

男女・夫婦 19.4 ％

労働に関する相談 3.2 ％

民事法律扶助 6.6 ％

以上の順ですが、金銭の借り入れは減少傾向

にあり、夫婦関係に関する問い合わせがふえて

きています。

民事法律扶助業務

1）民事法律扶助業務の内容

経済的に余裕のない方が法的トラブルにあっ

たときに、無料で法律相談を行い（法律相談援

助）、必要な場合、民事裁判等手続の準備及び

追行のための弁護士又は司法書士の費用等の立

替を行う（代理援助、書類作成援助）業務です。

法律相談援助は、法テラス事務所のほか、法

テラスと契約した事務所相談登録弁護士・司法

書士の事務所でも行っています。事務所相談登

録弁護士・司法書士は、法テラスの指定マーク

を事務所に表示することになっています。

2）民事法律扶助を利用できる要件

ア 国民若しくは我が国に住所を有し適法に在

留する者。在留資格のない外国人・法人は利

用できません。

イ 民事法律扶助資力基準に定める資力に乏し

いこと

・資力基準の基本的考え方

手取り月収額を基礎にして計算されます。

（例） 単身者で 182,000 円以下

4人家族で 299,000 円以下

・家族の人数の考え方

家族の数によって資力の基準額が異なって

います。

・収入の計算の考え方

同居の家族の収入の合計を基本に考えます。

・資産を有する場合

資産が係争物件だったり、生活に必要な住

宅や農地などは資産としてみなしません。

ウ 民事法律扶助の趣旨に適すること

援助申込の合目的性と民事法律扶助業務の

定義に合致することが必要です。したがって、

・いやがらせ、自己宣伝、報復感情を満たす

ためにする場合、社会正義や法に照らし援

助するのが相当でない場合（権利濫用等）

・立替基準が予定していない多額な費用を要

する場合

・費用対効果の観点からなじまない場合（極

端な少額訴訟等）

・自己の権利を実現するためではない場合

・償還の意思を持たない者の申込

などは、趣旨に適さないものとされます。

エ 勝訴の見込みがないとはいえないこと

代理援助・書類作成援助については、以上の

アからエの各要件を全て満たす必要があります

が、法律相談援助については、エは要件とはな
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っていません。

なお、資力基準該当性についての疎明資料の

提出も法律相談援助については提出不要の扱い

となっています。

また、法律相談援助についての資力基準は、

本人及び配偶者の手取り月収と、現金・預貯金

額のみで判断するというように資力基準を簡素

化しています。

3）法律相談援助の利用の仕方

ア 法律相談援助の対象

民事、家事、又は行政事件に関する案件が

対象です。刑事事件は含まれません。

イ 法律相談援助の内容

口頭による法的助言。相手方に直接電話す

るなどはしません。被援助者には費用負担が

ありません。同一申込者の同一問題について

の継続相談は 3回が限度となっています。

ウ 相談の実施場所

・法テラス事務所

・事務所相談登録弁護士、登録司法書士の事

務所

・法テラスの指定相談場所

・出張相談・巡回相談

エ 簡易な法的文書の作成・交付

法律相談援助に関連し、案件の内容、被援

助者の意向その他の事情を考慮し、紛争の迅

速かつ適正な解決に資すると認められるとき

は、簡易な法的文書を作成し、相談者に交付

することもあります。

4）代理援助・書類作成援助の費用

法テラスは、代理援助・書類作成援助を利用

されることとなった場合、法テラスの基準に基

づき決定された弁護士・司法書士費用を立替え

ます。立替えた費用は、毎月 5千円～ 1万円程

度に分割して返済していただくことになります

（無利息）。

なお、生活保護の方やそれに準じる収入の方

の場合、立替金の返済猶予や免除を受けられる

場合があります。

5）東日本大震災の被災者に対する援助のため

の日本司法支援センターの業務の特例に関する

法律（震災特例法）の施行について

2012 年 4 月 1日から上記法律の施行により、

法テラスにおいて東日本大震災法律援助事業が

始まっています。詳しい内容については、震

災・法テラスダイヤル 0120 － 078309「オナ

ヤミレスキュー」、あるいは法テラス京都まで

問い合わせ下さい。

国選弁護等関連業務

国選弁護関連業務

法テラスでは、国選弁護事件に関し、① 国

選弁護人になろうとする弁護士との契約の締結、

② 個別事件における国選弁護人候補者の指名

及び裁判所等への通知、③ 国選弁護人に対す

る報酬・費用の算定や支払等の業務を行ってい

ます。

国選弁護制度とは、一定の刑事事件で勾留さ

れた人（被疑者）や起訴された人（被告人）が、

貧困等の理由で自分では弁護人を選任できない

場合に、本人の請求を受け又は法律の規定によ

り、裁判所、裁判長又は裁判官が弁護人を選任

する制度です。

国選付添関連業務

法テラスは、2007 年 11 月から、改正少年法

の施行にともない、少年審判事件における国選

付添人の選任等に関する業務として、① 国選

付添人になろうとする弁護士との契約の締結、

② 国選付添人候補者の指名及び裁判所への通

知、③ 国選付添人に対する報酬・費用の算定

や支払等の業務を行っています

犯罪被害者支援業務

犯罪被害者支援業務

法テラスが実施する犯罪被害者支援業務は、

犯罪の被害にあわれた方やその家族の方などに
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対し、そのとき最も必要な支援が受けられるよ

う、次の業務を行っています。

① 犯罪被害者支援を行っている機関・団体

の案内

② 刑事手続きの仕組みや、損害や苦痛の回

復、軽減を図るための制度に関する情報の

提供

③ 犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護

士の紹介を行っています。

問い合わせ先は、① コールセンター（犯罪

被害者支援ダイヤル）0570 － 079714「ナクコ

トナイヨ」、② 地方事務所、まで。

被害者国選弁護関連業務

2008 年 12 月 1 日に、被害者参加制度及び被

害者参加人のための国選弁護制度が施行されま

した。被害者参加制度とは、一定の重大犯罪の

被害者等が、裁判所の決定により、公判期日に

出頭し、被告人に対する質問を行うなど、刑事

裁判に直接参加することができる制度です。

被害者参加人のための国選弁護制度とは、刑

事裁判への参加を認められた犯罪被害者等（被

害者参加人）が経済的に余裕のない方々である

場合でも、弁護士による援助を受けられるよう

にするため、裁判所が国選被害者参加弁護士を

選定し、国がその費用を負担する制度です。

受託業務

公益財団法人中国残留孤児援護基金委託援助業務

中国・サハリン残留日本人国籍取得支援の委

託業務です。日本へ永住帰国した中国残留邦人

等が日本における生活安定のため必要とする戸

籍に関する手続の弁護士による法的援助を行っ

ています。

日本弁護士連合会委託援助業務

国選弁護の対象となっていない刑事被疑者、

少年保護事件、難民認定申請援助などの業務で

す。

その他

常勤弁護士（スタッフ弁護士）

常勤弁護士とは、法テラスとの間で、総合法

律支援法に規定する法テラスの業務に関し、他

人の法律事務を取り扱う契約をしている弁護士

のうち、法テラスに常時勤務する契約（勤務契

約）をしている弁護士をいいます。全国の各種

事務所で 226 名のスタッフ弁護士が勤務してお

ります（2012 年 6 月末現在）。民事法律扶助、

国選弁護及び司法過疎対策等の担い手です。京

都では、京都地方事務所に 3名、福知山地域事

務所に 1名のスタッフ弁護士に勤務していただ

いています。

法テラスの認知状況

国民の法テラス認知度は、以下の通り推移し

ています。

2007 年度 22・6％

2008 年度 24・3％

2009 年度 37・3％

2010 年度 38・7％

2011 年度は 42．1 パーセントに上昇してい

ますが、まだまだ大多数の国民に認知されるに

至っておりません。

終わりに

法テラスの業務開始から 6年が経過しましが、

一般市民のおよそ 6割の方々は、法テラスの存

在を知りません。法テラスを利用していただく

には、まず知っていただく必要があります。一

人でも多くの市民に法テラスを知っていただき、

利用いただくために、自治体で働く皆様は、地

方自治の発展とともに住民福祉の向上をめざす

ツールとして、法テラスの存在を知らせていた

だき、法テラスへのご協力・ご支援をお願いし

ます。
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