
〒760-0023
高松市寿町2-3-11高松丸田ビル８階

電話 ０５０－３３８３－５５７０
０５７０－７８３９３

法テラス香川
（日本司法支援センター香川地方事務所）

弁護士・司法書
士の費用が心配

高額な商品を頻
繁に購入してい
るけど、本人の
記憶があいま
い・・・。

息子（娘）にお金
を無心され、年金
を渡していると聞
いたけど、親子の
問題には介入でき

ない？

ご近所さんから、ゴミ屋
敷の臭いや害虫の苦情！
本人は苦情対応していな
い。衛生状態が悪く本人

の健康状態も心配。



■ 日本司法支援センター（法テラス）とは
日本司法支援センター（法テラス）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

改革において制定された総合法律支援法に基づき、国によって設立された法人です。
「民事・刑事を問わず、あまねく全国において法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられ
る社会を実現することを目指す」ことを基本理念として、平成１８年４月に設立され、同年１０月から全国で
業務を一斉に開始しました。

愛称である「法テラス」という名称については、「陽当たりの良いテラスのように皆様が安心出

来る場所にしたい。」「法で社会を明るく照らしたい。」という思いが込められています。
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２ 民事法律扶助1 情報提供 ５ 司法過疎対策4 国選弁護関連３ 犯罪被害者支援

■ 法テラスの業務
法テラスは「国民に身近で、速くて、頼りがいのある司法」を目指して、総合法律支援法に基づき５つ

の本来業務と受託業務を実施しています。

お問合せ

・平日午前９時～午後９時
土曜午前９時～午後５時

■法テラスサポートダイヤル（電話）

０５７０-０７８３７４

■メール

・法テラス・ホームページからは、メールによる問
い合わせが出来ます。 ・２４時間受付

法テラス

検
索

利用者からの問い合わせ内容に応じて、法制度に関する情報（約4000件）と、相談機関・団体等（約
24000件）に関する情報を無料で提供します。

１ 情報提供

■ネットで情報検索

※利用は無料です。電
話の場合は通話料のみ
ご負担ください。また
利用者限定はありませ
ん。

■法テラス香川（電話・面談）
・平日午前９時～午後５時
・面談は予約優先制０５７０-０７８３９３

パワハラ

解雇

犯罪被害

利用者

２ 民事法律扶助

ご近所トラブル

予約のうえ、法律相談をうけていただき、法律相談の結果、弁護士等費用の立替制度
の利用を希望される方には審査を受けていただきます。

審査
①資力要件を満たすことを証する書類（給与明細・（非）課税証明書・年金通知書・
生活保護受給証等）②住民票（本籍・筆頭者・続柄・世帯全員の記載があるもの）③
事件関係書類等をご提出いただき、審査をおこないます。

援助開始

事件終了

法律相談

法テラスの基準に基づき、弁護士等費用（着手金・実費等）を決定します。費用は法
テラスが本人に代わって弁護士等に支払い、ご本人には毎月５，０００円ずつという
ように分割でお支払いいただきます（無利息）。
（着手金・実費等の例：自己破産152,600円 成年後見申立115,300円 500万円の損害賠償請求251,000円）

事件の結果に応じて、審査のうえ、法テラスの基準に基づき弁護士等の報酬金および
その支払方法を決定します。
※生活保護を受給している場合など、立替費用の返済の猶予・免除を受けられる場合があります。



種類 ①センター相談
②契約弁護士等事
務所での相談

③出張法律相談※1 ④特定援助対象者法律相
談 ※２

概要

原則ご本人からの
事前電話予約が必
要です。法テラス香
川までお越しいただ
く無料法律相談で
す。開催日：月・水・
木と第２・４金曜日

契約弁護士・司法書
士事務所で無料法律
相談が受けられます。
契約弁護士等リスト
は法テラスのホーム
ページに掲載してい
ます。事前電話予約
が必要です

高齢・障がい等で来所
が困難な方には出張で
無料法律相談をおこな
います。
原則ご本人からのお申
込みにより、無料で出
張法律相談をおこない
ます。

認知機能が十分でないため、
法的問題を抱えているのに
自ら法的支援を求めることが
できないと思われる方につい
て支援者の方からご連絡い
ただくことによって出張法律
相談をおこないます。

対象者

国民および我が国
に住所を有し適法に
在留する外国人

国民および我が国に住
所を有し適法に在留す
る外国人

国民および我が国に住
所を有し適法に在留す
る外国人

①国民および我が国に住所
を有し適法に在留する外国人
②認知機能が十分でなく、近
隣に親族などがいないため、
自ら法的支援を求めることが
できないと思われる方

申込者 対象者本人 対象者本人 対象者本人 特定援助機関（支援者）

資力要件
収入・資産が一定額
以下

収入・資産が一定額以
下

収入・資産が一定額以
下

資力にかかわらず利用可。

相談費用

無料 無料 無料 資力一定額以下の方
➡ 無料

資力が一定額以上の方
➡ ５，５００円

相談場所
法テラス又は契約弁
護士等事務所

法テラス又は契約弁護
士等事務所

ご自宅・入所先・福祉機
関など

ご自宅・入所先・福祉機関な
ど

法律相談の種類

単身者 ２人家族 ３人家族 ４人家族

１８０万以下 ２５０万以下 ２７０万以下 ３００万以下

B 保有財産が一定額以下であること（現金と預貯金の合計額）

単身者 ２人家族 ３人家族 ４人家族

１８２，０００円 ２５１，０００円 ２７２，０００円 ２９９，０００円

（夫婦間の紛争の場合を除き、原則として配偶者の収入・資
産を加算した金額）額）

家賃・住宅ローン控除上限額

※５人家族以上は、１人増につき30,000円（33,000円）が加算されます。※医
療費・教育費などの出費がある場合は一定額が考慮されます。
※家賃・住宅ローンを負担している場合は、収入基準に右記の限度額の範囲
内でその全額が加算されます。※３ヶ月以内に医療費、教育費などの出費が
ある場合は控除されます。

資力要件

A 月収が一定額以下であること

1

2 民事法律扶助の趣旨に適すること

報復的感情を満たすだけや宣伝のため
といった場合、または権利濫用的な訴
訟の場合などは援助できません。

法律相談の利用条件

２

４１，０００円 53,000円 66,000円 71,000円

法テラス香川では、福祉・医療

関係の皆様を対象に所属の弁護

士による電話での情報提供サー

ビス（ホットライン）もおこ

なっています。ご本人を支援す

る業務のなかでお悩みのことが

ございましたら、ぜひお気軽に

法テラス香川までお問合せくだ

さい。まずは担当職員がお話し

をお伺いします！



※1



１ 資力（収入・預貯金）は問いません。
※一定額以上の資力をお持ちの方には、相談料5,500円をご負担いただきます。

２ ご自宅や病院などで相談を受けられます。
３ 法テラスが弁護士・司法書士を派遣します。

出張相談の特徴

支認知機能が十分でない方は、法的問題を抱えていても、ご自分で法律相談を受けるため
に行動することが難しい場合があります。このような方のために、

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。

支認知機能が十分でない方は、法的問題を抱えていても、ご自分で法律相談を受けるため
に行動することが難しい場合があります。このような方のために、

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。

支援者の方から法テラスへ連絡

□「特定援助対象者法律相談援助連絡票」①に、必要事項をご記入ください。
（本制度の対象者か、相談料が必要かは連絡票にてご確認いただけます）

□ 「個人情報提供の同意書（この制度を利用される皆様へ）」②に、ご本人の署
名をお取付け ください。

（署名不可能な場合には代筆である旨の記載および代筆者の署名で可）

□「この制度を利用される皆様へ（制度説明）」③をご本人にお渡しください。

□ ①・②を法テラスへFAX送信してください。

1

法律相談の実施4

法テラスから、出張法律相談の可否をご連絡

□ 相談援助実施の可否等は、原則、上記書類①②が法テラスに提出された日か
ら３営業日以内にご連絡いたします。

2

相談を担当する弁護士又は司法書士から、相談日程の連絡

□ 相談担当者から、直接ご担当者様に、日程調整の連絡があります。
□ 相談者の安心のため、可能な限りご同席をお願いします。

3

令和元年10月香川

※2



特定援助対象者法律相談援助Ｑ＆Ａ

Ｑ. いつも相談している弁護士・司法書士を相談担当者にしてもらえますか？

Ａ. 既に内諾を得ている弁護士・司法書士がいらっしゃれば、所定の書式にその旨ご記入くだ
さい。

原則的には、ご記入いただいた弁護士・司法書士を相談担当者としますが、出張相談場所
が遠隔地である、ご記入いただいた弁護士・司法書士が法テラスと契約していない等の理由
により、別の弁護士・司法書士が担当する場合もあります。

Ｑ．相談日当日、ご本人が相談料を準備していませんでした。

Ａ. 相談料ご負担ありの判断がされ、その場でお支払い出来ない場合には、相談料払込取扱票
をご本人にお渡し、後日、お振り込みをお願いします。

Ａ. 支援者の方からご本人への質問により把握可能な範囲内でご確認いただき、資力基準を明
らかに超えている場合のみ、所定の書式の資力確認欄にチェックをしてください。
※相談時に相談担当者がご本人に改めて資力確認をします。

Ｑ．資力（収入・預貯金）の確認はどこまでしないといけませんか？

Ｑ．相談には、同席しなくてはいけないの？

Ａ. 支援者の皆様には、同席の義務はありません。ただし、ご本人の安心やスムーズな法律相
談実施・情報共有のため可能な限りご同席をお願いしております。

＜お問い合わせ先＞
法テラス香川
TEL：0503383-5570（平日９時～１７時）
FAX：087-851-3023

Ｑ．知り合いの方から申し込みしても大丈夫？

Ａ. 家族や知人など、個人の方からのお申し込みはできません。地方自治体の他、地域包括支
援センターや社会福祉協議会などの関係機関の支援者の方からのみ、お申し込みを受け付け
ております。ご利用可能機関かどうかは、法テラスまでお問い合わせください。

法テラスは国が設立した公的な法人です
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