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あっせん手続
および負担金会費について1

　法律相談センター経由で受任した事件につ
いては、あっせん手続と負担金会費の納付が
必要となります。本記事では、法律相談セン
ター運営委員会所管の23区内の法律相談での
手続についてご説明いたします。多摩支部所
管の法律相談については異なる手続を実施し
ておりますので別途ご確認ください。

1 あっせん手続について
（1）  あっせん手続とは：弁護士費用のチェック
　法律相談センター経由で受任される事件に
つき、弁護士費用（着手金・報酬金・手数料
等）の適正を確保するために行う審査の手続
のことを言います。その目的としては、弁護
士費用が不当に高くならないようにする、同
種事案についての弁護士費用の不均衡がない
ようにする等があります。①事件を受任して
着手金を定める段階、②事件が終結して報酬
金を定める段階の双方であっせん手続が必要
になります。なお、東京弁護士会、第一東京
弁護士会それぞれの法律相談センターにおい
ても審査の基準、方法は異なりますが、同様
に法律相談センター経由で受任する手続につ
いては審査を行っております。
（2）あっせん手続不履行によるペナルティ
　あっせん手続が不履行の場合（いわゆる
「ヤミ受け」）、法律相談担当から外れていただ
く等のペナルティが科される場合があります。

（3）あっせん手続の種類（3種類）
　あっせん手続には、以下の3種類の手続方法
があります。
ア　面接あっせん
　弁護士と依頼者双方が二弁（弁護士会館9
階）に来会し、あっせん委員の審査を受ける。
イ　電話あっせん
　弁護士のみ二弁に来会し、依頼者は電話に
よりあっせん委員の審査を受ける。
※ 依頼者の仕事の都合等により来会困難な場
合です。
ウ　書面あっせん
　弁護士と依頼者双方の出頭なく所定の書面
提出で審査を受ける。
※ 所定の事件のみ適用されます。
（4（2）のとおり）
（4）関連事件であってもあっせんは必要
　当該法律相談において相談を受けた事件に
ついてのみならず、その相談と密接に関係す
る事件についてもあっせん手続が必要になる
場合があります。例えば、離婚事件について
相談を受けていて、その依頼者の面会交流事
件について新たに受任する場合はあっせん手
続が必要になります。

2 負担金会費について
（1）  負担金会費とは：弁護士会費の1つです
　法律相談センター経由の事件で相談料、着
手金、報酬金等を受領した場合に二弁に納付
しなければならない会費のことを言います。
法律相談センターの運営には、賃料、人件費、
広告費その他各種経費がかかっております。
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ご負担に関しましてご理解をいただきますよ
うよろしくお願いします。
（2）負担金会費不納付によるペナルティ
ア　  あっせん手続不履行の場合と同様に法律
相談担当を外されることがあります。

イ　  会費の不納付として懲戒事由になり得ま
す。

（3）負担金会費の額について
　以下の定めとなっております。二弁会員サ
ービスサイトに計算ソフトが用意されており
ますので、そちらをご利用いただくと便利で
す（「書式・マニュアル」→「法律相談センタ
ー関係」）。
ア　着手金・報酬金
　（ア）一般事件

　（イ）クレジット・サラ金事件

イ　法律相談料

　各相談所での相談料についてはあらかじめ
控除しますので、各会員が事務所で継続相談
を実施して受領した場合に納付が必要になり
ます。

3 法テラスとの関係について
（1）  法律相談センターでの相談→

法テラスの持ち込み事件
　法律相談センターで相談を受け、法テラス
の持ち込み事件として代理援助となった事件
についてはあっせん手続、負担金会費の納付
は不要です。
（2）  法テラス地方事務所での相談→

法テラスの審査が通らず直接受任した場合
　法テラス相談担当者が法テラス地方事務所
での相談を受けて、代理援助の申請をするも、
資力要件等を満たさない場合に、同相談担当
者が直接受任をすることがあります。この場
合も法律相談センターのあっせん手続が必要

になります。これは、東京三弁護士会と日本
司法支援センター東京地方事務所との私選受
任に関する覚書（平成25年2月20日締結）によ
るものです。

4   あっせん手続・負担金会費納付の流れにつ
いて

　あっせん手続・負担金会費納付の流れは以
下のとおりになっております。
（1）面接あっせん・電話あっせんの場合
ア　手続の流れ
①（法律相談センター経由の）事件を受任or事
　件が終結。
　　↓
② 依頼者と着手金・報酬金等について協議し
て暫定的に金額を決める。
　　↓
③ 二弁に面接あっせん・電話あっせんの予約
を入れる。
　（あっせん手続が可能な時間は、祝日を除く
　月、水、金の午後2時から午後4時の間）
　　↓
④書類の提出
ⅰ　 事件受任時：着手金審査手続申請書（着
手金計算書付）

ⅱ　 事件終了時：報酬金審査手続申請書（報
酬金計算書付）、結果報告書（和解調書 
等結果資料付）

※ いずれも書式（二弁会員サービスサイトで
ダウンロード可）をあっせん手続の前日ま
でに二弁に提出（FAX送信可能）。
　　↓
⑤ 来会し、着手金・報酬金等が適正かどうか
あっせん委員の審査を受ける。
　　↓
⑥ 依頼者と契約書（委任契約書または報酬金
契約書）を交わす。
　 受任の場合依頼者への説明書面（「委任契約
書のご調印にあたって」）に署名、捺印して
もらう。
※ 委任契約書は二弁交付の契約書を使用（カ
ーボンコピーのもの）、依頼者への説明書
面・報酬金契約書は二弁会員サービスサイ

法律相談センターにおけるあっせん手続および負担金会費について

着手金・報酬金額（税別） 負担金会費
（税別）

5万円を超え100万円までの部分 10%

100万円を超え500万円までの部分 15%

500万円を超える部分 20%

一律10%（税別）

相談料（税抜）の20%（税別）
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トでダウンロードも可。
　　↓
⑦ 着手金・報酬金等受領後2週間以内に二弁へ
負担金を納付する（振込も可）。
イ　ご注意点
　あっせん手続はあくまで弁護士費用の審査
手続であるため、依頼者が申請額に納得して
いることが前提となります。したがって、仮
に依頼者がその金額に不満を持つ場合に、あ
っせん委員が依頼者への説得までを行うもの
ではないことにご注意ください。
（2）書面あっせんの場合
ア　適用される事件が限定
ⅰ　 着手金・報酬金等の額を20万円以下（税
別）と定めるのが相当な場合

ⅱ　 離婚交渉・調停事件で着手金・報酬金の
額を30万円以下（税別）と定めるのが相
当な場合

ⅲ　 離婚訴訟事件で着手金・報酬金の額を40
万円以下（税別）と定めるのが相当な場
合等

イ　手続の流れ
①（法律相談センター経由の）事件を受任・事
　件が終結。
　　↓
② 依頼者と着手金・報酬金等について協議し、
契約書（委任契約書、報酬金契約書）を交
わす。依頼者への説明書面に署名、捺印を
もらう。
　　↓
③書類の提出
ⅰ　 事件受任時：着手金審査手続申請書（着
手金計算書付）、委任契約書、依頼者への
説明書面

ⅱ　 事件終了時 ：報酬金審査手続申請書（報
酬金計算書付）、結果報告書（和解調書等
結果資料付）、報酬金契約書を二弁に提出
する。

　　↓
④ 着手金・報酬金等受領後2週間以内に二弁へ
負担金を納付する（振込も可）。

（3）クレサラ事件についてあっせん不要の特例
ア　あっせん不要な場合

　任意整理・自己破産申立・個人再生申立事
件（いわゆるクレサラ事件）については、東
京三弁護士会法律相談センターが定めた「ク
レジット・サラ金事件報酬基準」に基づいて
着手金・報酬金を定める場合はあっせん手続
を要しません。なお、法人破産事件などにお
いて、上記報酬基準によらない算定をご希望
の場合は通常のあっせん手続（面談あっせん・
電話あっせん）をご利用ください。

イ　ご注意点（契約書と負担金会費）
　但し、①二弁交付の所定の契約書を使用す
ること、②契約書の提出を要すること、③負
担金会費の納付が必要なこと（着手金・報酬
金受領後2週間以内にそれぞれの10%（税別）
を納付する）にはご注意ください。
（4）報告書の提出（共通）
　事件受任後6か月以内に着手報告書、1年ご
とに中間報告書の提出が必要になります。報
告書の書式は二弁会員サービスサイトでダウ
ンロードできます。

弁護士費用の算定について2
1 算定の目安
　「法律相談センターあっせん弁護士の報酬に
関する細則」（以下「あっせん細則」と言いま
す）を目安にあっせん委員はこの細則を基準
に意見を述べることになります。あっせん細
則は二弁会員サービスサイトの規則集にアッ
プされています。

東京三弁護士会法律相談センター
「クレジット・サラ金報酬基準」の概要
（いずれも税別金額）
・   破産事件
着手金20万円以下 報酬金20万円以下

・   個人再生事件
着手金30万円以下 報酬金30万円以下

・   任意整理
着手金1社2万円以下 報酬金1社2万円以下

・   過払い報酬
返還を受けた過払い金の20％以下
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2   算定上のご注意点
（あっせん細則は費用の上限の定めです）
　あっせん細則は、費用の上限を定めたもの
ですから、通常は上限より低い金額で算定す
べきです。上限で算定するためには、紛争の
実態が複雑であるとか、解決に長期間かかる
というような事情が必要ですので、安易に上
限で算定するということがないようにご注意
ください。例えば、離婚訴訟事件の着手金は
40万円（税別）となっていますが、これも上
限を定めたものであり、紛争の実態や依頼者
の経済状況等に照らして、上限で算定するの
は、相当な理由が必要です。また、300万円の
損害賠償請求訴訟事件の着手金の上限は24万
円（税別）となりますが、これも請求認容可
能性や回収可能性などについて、上限で算定
する相当性がなければなりません。

3 算定例
　代表的な事例の算定例については以下のと
おりとなります。
（1）一般的な訴訟事件の場合
ア　算定方法
① 経済的利益の額を算定する（あっせん細則
14条・16条）。
　　↓
② 算定した経済的利益の額に基づいて着手金、
報酬金を算定する（同17条）。
イ　①経済的利益の額の算定（同14条）
　（ア）  金銭請求（例：貸金請求・損害賠償請

求等）
　　　：債権総額を基準に算定
　（イ）  継続的給付債権（例：賃料減額請求事

件）
　　　：債権総額の10分の7
　 　但し、婚姻費用・養育費の支払は2年内分
以内に減額（同22条）
　（ウ）所有権（例：所有物返還請求等）
　　　：物の時価相当額
　※ 時価は不動産であれば固定資産評価証明
書等から判断。

　（エ）算定不能の場合（同16条）
　　　：800万円

　※ 安易に算定不能にしない。仮に算定不能
であっても報酬算定においては極力減額
する。

ウ　②着手金、報酬金の算定（同17条）

（2）離婚事件の場合（あっせん細則22条）

※ 交渉→調停に移行する場合、調停→訴訟に
移行する場合着手金は2分の1とする。
※ 財産給付を伴う場合は別途算定可能。但し、
養育費は着手金に加算不可、報酬金におい
ても2年分が限度。

（3）その他事件類型ごとに定めあり
　境界に関する事件（あっせん細則23条）、労
働審判（同30条の2）、交通事故（同30条の3）
等については特別の定めがあります。 

法律相談センターにおけるあっせん手続および負担金会費について

経済的利益の額（税別） 着手金
(税別）

報酬金
(税別）

300万円以下の部分 8% 16%

300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%

3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%

3億円を超える部分 2% 4%

離婚事件の内容 着手金・報酬金
（税別）

離婚調停事件または離婚交渉事件 30万円以下（税別）

離婚訴訟事件 40万円以下（税別）

例）経済的利益の額が500万円の場合の着手金
　・ 300万円以下の部分 ： 300万円×0.08=24万円
　・ 300万円を超える部分 ： 200万円×0.05=10万円
　・ 合計 ： 24万円+10万円=34万円（税別）
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