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まえがき

クレジットや消費者ローンなど消費者信用を利用する領域が広がり、カー
ドによるショッピング、インターネットを利用しての取引、そしてキャッ
シングや消費者ローンなどカード 1枚ですぐ申し込み、手続きができる便
利な社会となりました。しかし、その一方で、消費マインドが先行するあ
まり使い方を誤ったり、また、悪質な取引に巻き込まれたりして、多額の
債務を背負い、弁済に行き詰まる消費者が多いことも事実です。
これら多重債務に陥った方々からは、全国各地の行政や民間の相談機関
に、経済的な生活の建て直しを切望して債務整理の方法を相談したり、社
会的な救済制度の教示を求めたりする声が寄せられています。
当協会も設立以来、このような方々からの電話による相談にお応えする
ほか、面談でのカウンセリングを希望する方々には無料での任意整理のお
手伝いや家計再建のためのカウンセリング等を行い、多重債務問題の解決
に尽力してまいりました。
この「多重債務Q＆A」は、当協会に寄せられた電話相談の中から比較

的多い質問事項や制度を説明するのに重要と思えるものを「Q」とし、その
回答または説明を「A」として、この四訂版では、貸金業法、利息制限法、
出資法、割賦販売法などについて最新の法律改正などを織り込み、できる
だけ相談者の目線に立って、当協会の弁護士カウンセラーが執筆・監修し
ました。
この冊子が、多重債務者の救済に携わる方々の参考として活用され、多
重債務に悩む方々が1人でも少なくなるよう、心から願っております。なお、
編集に当たり、関係する諸機関から多大なるご協力を賜りましたことに感
謝申し上げます。

　平成 29年 3月
 公益財団法人　日本クレジットカウンセリング協会　
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第1章 債務整理について

Q1 支払い不能時の対処

クレジットやローンなどの支払いができなくなりました。どんな解決
方法がありますか。

A
1. 債務整理の必要性
複数の消費者金融やクレジットなどの債権者（業者）から借金をした後に、
何らかの事情により約束（契約）通りの支払いができなくなった場合、そのま
ま放置すると、債権者（業者）から督促を受けるだけでなく、約束の支払期限
を過ぎると、支払うべき元金について遅延損害金が加算され、返済額が膨らん
でいきます。返済のために新たな借金をするような状況になると、借金は雪だ
るま式に増えて行き、危機的な状態に陥ります。
正常な生活を取り戻そうとしても、自分の力だけでは困難ですので、そのま
ま無理をして支払い続けるのではなく、弁護士や認定司法書士（この項では、「弁
護士など」といいます。）、（公財）日本クレジットカウンセリング協会（第11
章を参照してください。）など専門家や専門機関に相談するか、あるいは裁判
所の手続を利用するなどして、返済すべき債務額を確定させた上で支払方法を
見直すことが必要になります。このような手続きを債務整理といいます。
債務整理をすることによって、生活に多少の制約はありますが、経済的にも
精神的にも随分楽になります。

2. 業者の請求額と法律上の債務額との違い
業者からの請求額には、期日に支払うべき元金と利息の他に、返済が支払期
日より遅れた場合には遅延損害金が加算されていますが、債務整理をする場合、
業者の請求額が直ちに法律上の債務額とはなりません。
支払った利息のうち利息制限法の制限利率を超えた部分は、元金を返済した
ことにする取扱い（以下、「引き直し計算」といいます。）を行うので、借入期
間が長い（取引歴が古く支払実績がある）債務者の場合、債権者が法律上請求
できる金額がかなり減少することがあります。計算の結果、元金残高はなくな
り、むしろ支払い過ぎている金額（過払金）がある場合には、債権者の不当利
得として逆に返還を請求することができます。
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3. 取引全容の把握
本当の債務額を知るため、債務者は保存している借入状況に関する資料（契
約書、振込票、通帳の記録など）から、全ての取引を再現します。この引き直
し計算をできる限り正確に行うことが、問題解決の第一歩となります。
仮に資料が十分でなかった場合でも、最初の取引は何時だったか、就職や結
婚、出産、転職、転勤、転居等の特別のイベントとの先後、あるいは借入れ順
などを手掛かりとしてできる限り記憶を辿り、精度をあげていきます。業者か
ら取引履歴を開示された場合でも、その内容に間違いがないか（取引履歴の一
部が開示されていない可能性はないか）を確認するために、このような情報の
整理が必要となります。

4. 任意整理と法的整理
弁護士などの専門家や（公財）日本クレジットカウンセリング協会による債
務整理の場合、まず債権者に対して「受任通知」又は「介入通知」を送付し、
①今後は債務者に対して直接請求等をしないこと、②当初の取引（完済した分
を含む最初の取引）から最後に行った取引までの全ての取引経過の提出を含め
た債権届の提出を求めます。
そのうえで、引き直し計算により確定した債務額について、現在の収入で返
済可能な場合には業者との話し合いで解決させる「任意整理」を、また、返済
が困難な場合には裁判上で解決させる「法的整理」（個人再生、あるいは破産
申立て）を行うことになります。
（公財）日本クレジットカウンセリング協会が行う「任意整理」は無料です。

5. 債務整理と信用情報登録
信用情報機関でいわゆる「ブラック」として扱われることを危惧して破産手
続を避けたいと考える債務者がいますが、債務整理に入ると（破産しなくても）
債権者は信用情報機関にその情報を登録するので、暫くの期間は新たな借入れ
やクレジットの利用が制限されることになります。
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Q2 消費者信用における過剰取引の制限

借りては返す借金生活を繰り返していましたが、数年前から総量規制
により貸してもらえなくなりました。どういうことですか。

A
1. 貸金業の総量規制
過剰な貸付けや借り過ぎを抑制するために、個人の借入れに上限を設ける「総
量規制」制度が導入（改正貸金業法最終施行：平成22年6月18日）されまし
たので、貸金業者については、借入総残高が年収の3分の1を超える貸付けが禁
止されます。ただし、住宅ローン、自動車ローン及び高額医療費等の貸付などは
規制の対象外とされ、また、従前より有利な条件や段階的に残高を減らす条件で
の借り換えや個人事業主への貸付けなどは例外として認められるものもあります。
しかし、総量規制の限度内でも、申し込めば必ず借入れできる訳ではありま
せん。それは、貸金業者が申込者の年収、借入状況及び返済状況などを基に信
用状態を審査して判断するからです。これが、支払能力の問題です。
この貸金業法による総量規制は、消費者金融やカードキャッシングを行うク
レジット会社など財務局や都道府県に登録している貸金業者に適用されますの
で、銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫などの金融機関、クレジットカード
によるショッピング取引は対象外となります。

2. 割賦販売法による過剰取引の禁止
また、クレジット業者に対しても、購入者の支払可能見込額の調査（指定信
用情報機関の信用情報を利用）が義務づけられ、個別クレジットでは支払可能
見込額を、クレジットカードを利用する包括クレジットでは極度額が支払可能
見込額に0.9を乗じた額を超える契約の締結は禁止されました（改正割賦販売
法最終施行：平成22年12月17日）。少額の生活品購入や、30万円以内のカー
ド発行などには緩和措置があります。
【1年間当たりの支払可能見込額＝A－B－C】
A 年収及び預貯金の取り崩し可能額等（年収は自己申告、又は業者推定）
B 1年間当たりの生活維持費（経済産業省令で定めています。）
C 1年間当たりの包括及び個別クレジット債務の支払予定額
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Q3 債務整理の方法

任意整理、特定調停、個人再生、破産など債務整理の方法について
簡単に説明してください。

A
1. 任意整理
「任意整理」とは、当事者あるいは法律で債務整理を代理して行える専門家（弁
護士・認定司法書士（この項では、「弁護士など」といいます。））が債権者と
話し合い、債務者が返済可能な額の範囲内で一定の期間（業者が応じてくれる
分割回数は、通常は、毎月払いで36回位まで）に分割して返済することを合
意し、支払っていくというものです。
弁護士などに依頼すると、各債権者に対し債務整理を開始した旨の通知が行
われます。この通知には二つの意味があります。①債権者から債務者への直接
請求や交渉を止めること、さらに②全取引経過（借入れと返済の年月日・金額
などの記録）の開示を求めることです。
この通知により開示を受けた取引明細に基づき、利息制限法で定められた制
限利率で引き直し計算を行い、法律上債権者が債務者に請求できる債権額を確
定させた上で、債務者が返済できる金額（収入から生活費とその他必要な費用
を控除した残額）を考慮して返済条件などを交渉し、債務弁済契約を結び直す
ことになります。

2. 特定調停
「特定調停」は、債務整理の合意を、簡易裁判所の調停手続を利用して行う
方法です。特定調停には、債務者自身が低額の費用で手続をとれるという利点
があります。
裁判所では、各種の定型書式を用意しており、これを利用すれば一般の人が
自分で申立てすることができます。申立てをすると、裁判所から選任された調
停委員が、利息制限法等の法律に従い債務額を確定し、債権者との間に立って
合意ができるように調整をしてくれます。
調停により債権者との間で支払額・支払方法などの合意をみれば、債務者が
不履行の場合に債権者は強制執行できる調停調書など（債務名義という書面）
が作成されるので、業者にもメリットがある一方、債務者にとっては合意した
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内容に違反すると、給与の差押えなどをされてしまう危険があります。また、
裁判所が手続に主導的に関与するわけではないので、両者で合意ができなけれ
ば手続は不調となり終了してしまいます。

3. 個人再生と破産
「個人再生」と「破産」は、裁判所が手続に主導的に関与するので法的整理
といわれています。
「個人再生」は、収入を得る見込みのある債務者について、債務元金を減額
した上でこれを原則として3年間（特別の事情があれば5年以内）で分割して
返済すれば残りの債務額は免除される方法であり、手続きの違いにより、一般
的に多く利用されている「小規模個人再生」と、「給与所得者等再生」に分か
れます。
まず「小規模個人再生」は、被担保債務を除いた無担保の債務総額（これを

「基準債務額」という。）が5千万円を超えない債務者に認められ、基準債務額
の金額により算出される最低弁済額の要件と自分の所有する財産額（破産した
場合に処分されるべき財産の金額）以上のものを弁済するという原則によって
債務弁済額が決まります。
次に、「給与所得者等再生」は変動の幅が少ないと見込まれる一定収入のあ
る債務者に認められ、「小規模個人再生」の条件の他に、一定の方法で算出し
た過去2年間の可処分所得額以上の債務弁済額であることが必要になります。
また、自宅を手放さずに債務整理を進めたい人のために「住宅資金貸付債権
に関する特則」が定められています。（Q19を参照してください。）これは、特
定の要件（住宅ローンのみに抵当権が設定されていること、居住用の住宅であ
ること等）を充たす住宅ローンに関するもので、当初の弁済期日を延長するな
どにより、住宅を確保することが可能となる仕組みです（元本や利息を免除し
たり減額する制度ではありません）。
「破産」は、債務超過（資産より借金が多い場合をいいます。）にある債務者が、
免責という手続を経て、債務の支払義務を免れる方法です。
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Q4 取引履歴の開示請求

貸金業者に対して、自分の取引履歴を開示請求したいと思いますが、
できますか。

A
1. 貸金業者の開示義務
債務者自身が業者に自分の取引履歴の開示を求めることは可能です。
平成17年7月19日の最高裁判決は、「貸金業者は債務者から取引履歴の開
示を求められた場合には、特段の理由がない限り、貸金の契約に付随する義務
として、取引履歴を開示しなければならない。そして、取引履歴の開示を拒絶
したときは不法行為となる。」と示しています。この判決を踏まえて、金融庁
は取引履歴の開示請求者について、取引関係が過去にあった場合や現在取引中
の場合には、業者が行う本人確認の方法を負担が少ないもの（例えば業者との
取引を証明する契約書や受取証、業者からの通知書などの書類提示など）に止
めることと指導しています。
したがって、債務者から開示の請求があった場合には、業者はこの判例が示
した開示義務により対応することになります。開示すべき取引履歴は、業者が
既に消去などして現実に存在しないデータを除き、保存しているデータの全て
（法定保存期間を経過しているものを含む）に及びます。

2. 専門家・専門機関に相談
ところが、何度か請求しても貸金業者の中には、「10年以上前の取引記録は
廃棄しているからない」「貸金業関係法令で定める3年分しかない」などと言っ
て、一部の取引履歴しか開示してこない業者があります。
このような場合は、監督庁（各地の財務局、都道府県金融課など）に行政指
導を申し出るなどして再度開示を促し、それでも開示されないようであれば、
場合によっては過払金の返還、または損害賠償を求めて訴訟を提起することに
なります。自分で交渉しても取引履歴の全貌を把握することは難しいので、取
引履歴を入手した上で債務整理を行うつもりなのであれば、当初から弁護士・
認定司法書士、（公財）日本クレジットカウンセリング協会など、専門家や専
門機関に相談する方が効率よく進むでしょう。
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Q5 みなし利息の概念

貸金業者に言われるがまま貸付利息、事務手数料、書類作成費用など
を支払っています。支払額は全て利息と考えてよいですか。

A
貸金業者が貸金の元金以外にいろいろな名目の費用を徴収していくと、利息
の上限を定めた利息制限法が実態上で守られなくなります。それを防止する観
点から債権者の受ける貸金元金以外の金銭は名義を問わず利息とみなすという
「みなし利息」の規定が整備され、以下のとおり、みなし利息に該当しない費
用が明示されました。（改正利息制限法、改正出資法、改正貸金業法最終施行：
平成22年6月18日）
したがって、下記以外の費用項目は、全て利息とみなされます。

　【みなし利息に該当しない費用項目（営業的金銭消費貸借に限る）】
　○契約の締結費用・債務の弁済費用
 ・ 公租公課の支払いに充てられるべきもの
　　契約書の印紙代、抵当権設定の際の登録免許税等公租公課の支払い
 ・ 強制執行の費用、担保権の実行としての競売手続き費用その他公の機関が
行う手続きに関してその機関に支払うべきもの

 ・ 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用するATM機等の利用料
（政令で定める以下の額の範囲内）
①利用金額1万円以下の額 108円
②利用金額1万円を超える額 216円

　○債務者の要請により貸付を行う者が行う事務の費用
 ・ 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の
手数料

 ・ 貸金業法に基づき営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付された書面の
再発行手数料及び電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手
数料

 ・ 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済出来なかった
場合に行う再度の口座振替手続きの費用
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Q6 引き直し計算を行う場合の留意点

業者から取引履歴を取り寄せたので、利息制限法の所定利率で引き直
し計算をしてみますが、どんな点に留意したらよいですか。

A
業者から提出された取引履歴を、まず貸金取引・クレジットカードによる
キャッシング取引、クレジットカードや割賦販売による商品購入やサービス利
用（ショッピング取引）に分けて、別々に計算します。
その際、信頼できる弁護士等が作成した引き直し計算ソフト（債務整理関係
の書籍に添付されています。）を使用すると便利です。

1. 貸金取引、キャッシング取引の留意点
　①当初取引開始日と適用利率の点検

一般的に、継続反復した取引ですので、取引開始日の特定、契約した適用
利率（以下、「約定利率」といいます。）、借入額・返済額などが重要な要素
となります。当初の取引開始日は、一旦完済した取引も含めて全部の取引履
歴が開示されているかが重要になります。
次に、約定利率が利息制限法の上限利率
を超えている取引では、原則として、元金
残額の金額区分に応じた上限利率を適用し
ます。その際、返済により元金残高が利息
制限法の金額区分を下回った場合でも、適
用利率の変更はしません（最高裁判例：平
成22年4月20日）。また、約定利率が利息制限法の上限利率内に引き下げら
れている場合には、以後の取引を約定利率で計算することになります。

　②取引履歴上の借入額、返済額の点検
借入額の点検は勿論ですが、返済額について、特に事務費用とか、手数料と
かの名目で支払った費用がみなし利息（Q5参照）に該当しないかを点検します。

2. ショッピング取引の留意点
東京三弁護士会による任意整理の統一基準では、クレジット会社の立替代金
債権額の確定にあたっては、手数料を差し引いた商品代金額を元金として、利
息制限法所定の制限利率によって算出された元金残高を超えないように注意し
ています。

10万円

（図）借入額と上限利率
100万円 （借入額）

（
金
利
）

18%
15%

20%

利息制限法上限金利
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Q7 債務整理の家族等に対する影響

債務整理をすると、家族の者にどんな影響が出ますか。住宅の借家契
約にも影響が出ますか。

A
1. 債務整理は個人責任主義
債務整理は個人責任が大原則であり、保証人や連帯保証人になっていない限
り家族には関係ありません。家族が保証している場合には、債務者が支払いで
きなければその保証人に対して契約どおりの返済を求める請求がなされること
になります。一部の強硬な債権者の場合には、保証人に対する法的手続（仮差押、
訴訟など）をとってくる場合もあります。
債務者に弁護士が代理人としてついた債務整理でも、債権者による保証人に
対する請求は直ちに制限される訳ではありません。したがって、保証した家族
は自分自身の問題として債務整理に参加することを迫られることになります。

2. 家族のクレジット利用、借入れへの影響
また、家族の生活の中では、学資や結婚資金など多額の資金の必要から、ク
レジットを利用したり、借入れを行ったりすることもあります。この場合でも、
個人ごとの信用に応じて貸付けられるのが原則ですから、他の家族がカードを
作ったり、借入れをしたりすることには基本的に影響がありません。

3. 住宅の借家契約への影響
また、住宅の借家契約への影響もありません。家賃の滞納さえなければ債務
整理をしても、住宅の借家契約が解除されることはありません。
ただし、債務整理をした後で、新たな借家契約をする際に、契約後の家賃の
引き落としをクレジット会社が行うことを予定するときは、クレジット会社の
審査において、個人の信用情報が考慮される可能性があります。
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Q8 破産のポイント

「破産をする」とはどういうことですか。そのポイントを教えてくだ
さい。

A
1. 破産
破産とは、返済資金をどうしても用意できない時の最後の手段として、過大
な負債の清算のために裁判所が借金の支払不能状態を宣言する制度です。支払
不能かどうかは職業・年齢・性別・所得・財産・健康状態・技術・信用状態な
どを調査・審理して総合的に判断します。

2. 破産手続開始決定による制約
破産手続開始決定によって選挙権や被選挙権は失いませんが、法律上、多少
の制限を受けることになります。
例えば、①資格制限（Q10を参照してください。）を受けたり、経済的な信
用を失い、また、破産管財人が選任されたときは、②居住の制限・信書の秘密
の制限を受け、③破産手続開始の決定があった場合には財産の処分権を失いま
す（開始決定後取得した財産は制限されません。）（Q11を参照してください。）。

3. 免責許可が重要
借金を免れるためには、破産手続開始決定後に、免責許可の決定を得る必要
があります（破産申立てにより、原則、同時に免責許可の申立てがされたとみ
なされます。）。免責許可の決定が確定すると、借金や破産手続開始決定によっ
て生じた法律上の制限はなくなります（「復権する」といいます）。または免責
許可が得られなかった場合でも、破産手続開始決定日から詐欺破産罪として有
罪の確定判決を受けることなく、10年経過すれば自然復権します。また、債権
者から既になされている強制執行手続きは、免責許可確定までの間は中止され、
さらに破産手続廃止または手続終結の決定が確定すると、その強制執行は効力
を失います。

第2章 破産について
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Q9 破産の免責が許可されない事由

破産手続きで免責を認められないのは、どのような場合ですか。

A
破産の申立てをすると、全ての申立人が当然に債務を免除されるという訳で
はありません。「免責」は誠実な債務者を救うための制度です。申立人が破産
決定時に所有していた自由財産以外の財産は換金されて債権者への配当の原資
である破産財団に組み入れられることになりますが、その財産を隠して破産の
手続きをしたり、裁判所に対して虚偽の書類を提出したりするなど、その行為
態様が特に悪質な場合は、免責が許可されないことがあります。

以下の事由のうち一つでも該当する者については、免責が許可されないこ
とがあります。ただし、この場合でも、破産に至った経緯や事情を裁判所が考
慮して免責許可すること（これを「裁量免責」といいます。）もありますので、
心配な事由を抱えている場合は弁護士に相談してみてください。

　［免責が許可されない事由］
　①次のイ～ハの確定日から7年以内に免責許可の申立てがあった場合
イ .  免責許可決定
ロ .  民事再生法の給与所得者等再生における再生計画認可決定
ハ .  民事再生法のハードシップ免責の決定に係る再生計画認可決定

②浪費やギャンブルなどの射幸行為によって、著しく財産を減少させたり、過
大な債務を負担したりした場合
　　ただし、破産原因が、浪費やパチンコ・競輪・競馬などによる場合であっ
ても、裁量免責が認められる場合もあります。

③破産手続きの開始を遅らせる目的で不利な条件で債務を負担したり、クレ
ジットカード・ローンなどで商品を購入し、すぐに安い値段で買取屋などに
転売したり、質入れして換金したような場合

④破産手続開始決定日から過去1年前までの間に、既に支払不能の破産状態に
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あるのに無いかのように債権者を騙してさらに金銭を借入れたり、信用取引
によって財産を取得したりしたような場合

⑤破産者の説明義務、重要財産開示義務、または裁判所または破産管財人が行
う免責調査に対する協力義務など破産法に定める義務に違反した場合

⑥債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産を隠したり、そ
の財産価値を不当に減少させたりしたような場合 

⑦破産原因があるのに、一部の債権者だけに特別の利益を与える目的で担保を
提供したり、弁済期前に弁済したりしたような場合

⑧業務や財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は
変造した場合

⑨裁判所に虚偽の債権者一覧表を提出したり、破産手続において裁判所が行う
破産手続きの調査において、説明を拒んだり、虚偽の説明をしたりした場合

⑩不正な手段で破産管財人などの職務を妨害した場合
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Q10 破産による仕事への影響

破産をしても仕事は続けられますか。何か資格への影響はありますか。

A
1. 資格・職業の制限
一般の会社員、公務員については制限がありませんが、お客のお金や財産を
扱う仕事を中心に一定の資格・職業制限（160種以上あります。）があり、これ
らに該当する場合には、破産により、その資格で仕事をしたり、職業を営むこ
とができなくなったりすることがあります。
例えば、税理士、行政書士などのいわゆる「士業」や生命保険募集員、損害
保険代理店、警備員、自動車運転代行業、宅地建物取引主任者、建設業、風俗
営業所管理者、人材派遣業、マンション管理業、マンション管理業取扱業務主
任者などがあります。その他にも合名会社、合資会社や合同会社の社員、後見人、
後見監督人、保佐監督人、補助監督人、遺言執行者などがあります。
ただし、資格制限のあり方（「必ず」資格を失うのか、資格を失う「可能性
がある」にとどまるか、など）は、その資格によって異なります。

2. 免責・復権
免責の許可決定が確定して復権すれば、これらの資格・職業の制限はなくな
りますが、地位を失った者が当然に以前の地位に復帰するという訳ではなく、
復帰することの障害がなくなったということに過ぎません。
また、免責を受けなかった者でも、破産手続開始決定後に詐欺破産罪で有罪
判決を受けることなく10年を経過すると復権することになっています。

3. 解雇との関係
破産を申立てたことや、破産手続開始決定を受けたことは退職させられる理
由にはなりません。もし嫌がらせなどで退職に追い込まれる場合には、「不当
解雇」となります。しかし、その資格に制限が加えられることによって、業務
に支障がある場合は、他の資格者に交替させられることもありえます。また、
もともと、あなたの資格が重視されて会社に雇用された場合には、解雇される
危険もあります。このように、資格制限が就業上の身分に関わってくる場合に
は、自己破産を選択するに当たって注意が必要です。
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Q11 破産による財産の行方

破産をしたら、財産、持家は全て失うことになりますか。

A
1. 財産の管理処分
破産をすると、「自由財産」以外の財産は全て破産財団に組み込まれ、裁判
所は管財事件として破産管財人を選任し、破産財団の管理処分に当たらせます。
破産財団に属する財産の管理処分の権限は破産管財人のみが有します。
破産財団は最終的には売却・現金化（換価）され、債権者への配当や破産管
財人の報酬の原資となります。
「自由財産」とされるのは、現金99万円の他に処分価格が20万円以下の自
動車、破産者の居住用家屋の敷金返還請求権など差押禁止財産（生活必需品、
生活に必要な金銭など）ですが、具体的な自由財産の範囲の取扱い、管財事件
としての取扱いは地方裁判所により多少異なりますので、該当する裁判所に確
認する必要があります。
なお、破産者の生活状況、財産の種類や額、破産者が収入を得る見込み、そ
の他の事情を考慮して自由財産の範囲を拡張する場合もあります。

　参考：個人の破産手続きで換価などをしない財産の例（東京地方裁判所）
①99万円までの現金
②残高が20万円以下の預貯金
③見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
④処分見込価額が20万円以下の自動車
⑤居住用家屋の敷金債権
⑥電話加入権
⑦支給見込額が160万円相当額以下である退職金債権
⑧支給見込額が160万円相当額超である退職金債権の7／8
⑨家財道具
⑩差押えを禁止されている動産または債権
⑪破産管財人が換価などをしないと認めた財産

一方で、目ぼしい財産がほとんど無い場合は、破産手続開始決定を出すだけ
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で破産管財人は選任されず、破産者の財産の処分などは行いません。これを同
時廃止といいます。個人の場合、件数としては同時廃止の方が多くなっていま
す。

2. 住宅など不動産の行方
住宅などの不動産があり、ローンなどの債務の担保となっている場合で担保
債務額が時価を上回る場合は、破産しても一般の（担保権のない）債権者には
配当が回る可能性が低いので、財産がない場合と同様に同時廃止となることが
あります。この場合、不動産は担保権者が競売するか、任意に処分し売却代金
を担保権者に返済することになります。
ローンがなく不動産に担保が設定されていない場合、また設定されていても
担保債権額が少ない場合には、管財事件になり破産管財人が売却することにな
ります。なお、そもそも不動産を売却して債務総額の返済が可能なら、債務超
過ではないから破産の要件を満たしません。

3. 自動車・生命保険の行方
不動産以外の財産の取扱いで関心の高いのは、自動車や生命保険です。実際、
自動車は通勤や仕事で使用していることが多く、また生命保険を解約すること
になると、不慮の出来事に対して将来の不安が増してきますので、手放したく
ないという相談が多くなります。
しかし、自動車ローンを組んでいる場合は、そのローンが完済するまでは所
有権がローン会社にあります（これを「所有権留保」といいます。）ので、そ
の場合は自動車を査定して時価で引き取ってもらい、差し引きした自動車ロー
ンの残金が債務として破産手続きの中で扱われます。所有権が自分にある場合
は、自動車の時価評価が20万円を超える場合は破産財団に組み込まれ、差し
出す対象になります。
また、生命保険も解約払戻金の権利が20万円を超える場合は、差し出す対
象となります。
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Q12 家族による自己破産手続きの可否

行方不明の息子や精神的な疾患により判断力に支障がある息子の場
合、息子に代わって、親が自己破産の手続きをできますか。

A
まず、判断力に問題がない息子が行方不明の場合は、その息子に代わって、
親が破産の手続きをすることはできません。
次に、認知症、知的障害、精神障害などの障害で判断能力が不十分な息子の
場合、判断力の程度により対応が異なります。本人の利益を考えながら、本人
を代理したり、同意を与えたりして法的に保護し、支援する制度として成年後
見制度があります。障害の程度により、「後見」「保佐」「補助」に区別され、本人、
配偶者、四親等内の親族、市町村長などが本人の住所地の家庭裁判所に申立て
て、裁判所が事案に応じて適切な保護者が選任されることになります。
「補助」「保佐」の場合は、本人の判断能力が回復した時に、本人が破産申し
立ての手続きを行うことになり、「後見」の場合は後見人が包括的な代理権を
持つことになるので、後見人が自己破産の申立ての手続きを行うことになりま
す。

　（参考）　法定後見開始申立て費用
申立て手数料 800円（収入印紙）
登記手数料 2,600円
裁判所が定める郵券料 3,200円又は4,100円
 （裁判所により金額が異なります。）
家事予納金 （「後見」「保佐」の場合の医師による鑑定費用）　
 概ね5万円～10万円

なお、債権者から取立ての電話がある場合には、弁護士に相談してその対処
を考えるべきです。保証人ではなく、法律的には支払義務のない家族に対して、
一部の消費者金融業者が請求して支払いを受けていることが問題になったこと
がありますが、子の借金については親といえども保証人でない限り法的な支払
責任はありません。
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Q13 持家の立退きと家賃の支払い

破産により持家は手放し、立退き後、借家の家賃の支払いが発生する
ので、家計がさらに苦しくなりませんか。

A
1. 破産手続開始決定と立退き
持家がある場合には、裁判所から破産手続開始決定を受けると、家などの不
動産は売却・現金化（換価）処分を免れることはできず、いずれ持家から立ち
退かなければなりません。被担保債権額と家の時価との関係でみると、手続き
は以下のようになりますが、担保権者は破産手続きによらなくても、その担保
物件を処分することができます。

（1） 持家にローンなど債務の担保がついているが、被担保債権額が家の時価を
上回っている場合

 　破産しても担保権のない一般債権者には配当が回る可能性が低いので、
財産がない場合と同様に同時廃止となることがありますが、家は競売又は
任意処分して、売却代金を担保権者に返済することになります。

（2） 持家に担保が設定されていない場合、また担保が設定されていても、被担
保債務額が家の時価を下回っている場合

 　破産管財人が選任され、破産管財人が財産の回収換価、債務の確定、配
当などを行うことになります。

2. 家計収支への影響
家計面からみれば、新しく住むことになる借家の家賃の支払いが必要になり
ますが、一方で破産の免責決定が確定すると、一般の債権は免責され、貸金な
ど全ての債務に対する毎月の支払いがなくなります。
そのため、以前よりは家計は楽になることが普通です。
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Q14 持家がある場合の債務整理

貸金業者からの借金が多く、破産を奨められています。持家に未練が
あり、破産の決断ができません。どうしたらよいですか。

A
破産をすると持家等の資産は法律上、原則として処分しなければなりません
ので、持家がある場合、破産手続開始申立てをするかどうか決断ができずに迷
い、ずるずると貸金業者などから借入れてやりくりして、ますます深刻な事態
になっていく例が多々あります。
しかし、貸金業者からの請求額が直ちに法律上の債務額ということにはなり
ませんから（Q1の2を参照してください。）、その請求額が多額であるからといっ
て、即座に破産に結びつけて考える必要はありません。何故なら、高利な借入
取引が長期間にわたって続いている場合には、弁護士・認定司法書士に相談す
ると、債務額が減少したり、債務どころか過払金が発生していたりすることも
あるからです。
ここでは、貸金業者などからの借金の程度、持家に対する住宅ローンの有無、
持家の売却見込額などの観点から、幾つかのケースに分けて解決する方法を考
えてみます。

（1） 住宅ローンはないが、消費者ローンが多重債務の場合
債務総額の完済見込みが立たない場合は、高利な大口債務（ローンなど）
を低金利なものへ借り替えることを銀行などと交渉して、毎月の支払額を減
らすことも考えられます。また、持家に住みながら持家を担保にして親族や
公的な機関から低利な資金を借入れ、これを支払原資として任意整理するこ
とも考えられます。
いずれにせよ、まずは、弁護士・認定司法書士に依頼して任意整理を検討
しながら最善の方法を選択することが望ましいといえます。

（2） 住宅ローンの返済額が多額な場合
住宅ローンの返済条件の緩和を交渉してみる必要はあります。住宅金融支
援機構の場合でも、一定の条件に合えば緩和措置をとっていますが、他の金
融機関でも借り替えに応じていますので、一度相談してみる必要があります。
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（3） 住宅ローンと消費者ローンなど多重債務で返済が難しい場合
この場合は、自分の持家の売却見込価額と債務総額との両面から考えてい
く必要がありますが、最終的には持家の処分を覚悟しなければならない可能
性があります。何故なら、破産手続きによって債権債務を清算しないまま、
追加借入れや身内などを保証人に立てるなどしてその場を凌いでも、いずれ
支払いができなくなり他の人にも迷惑をかけるかもしれないからです。

①債務総額が持家の売却見込価額を上回る場合
一般的な例と思われますが、任意整理が困難だとすると、裁判上の手続
きで解決することを考えます。まず、個人再生手続きの方法で債務の最低
弁済額を概ね3年以内での返済が可能かどうか、併せて住宅ローン特則を
活用して条件履行ができるかどうかを検討します（個人再生手続きについ
ては第3章を参照してください。）。これが無理な場合、最終的には破産手
続開始申立てを真剣に検討する必要があります。

②債務総額が持家の処分見込価額を下回る場合
返済条件を緩和する交渉が成立しなかった場合、任意整理の可能性を検
討します。いずれも成立しなければ、持家を処分せずに裁判上の個人再生
手続きにより返済条件を緩和していく方法を検討します。この場合は、債
務総額が持家の処分見込価額を下回っているので、住宅ローンを含めた債
務総額を支払っていくことになります。
最終的に返済が行き詰まる場合には、自分で持家を処分して売却代金を
支払原資とし、任意整理することを考えてみる必要があります。

いずれにしても、自分で判断できずに迷っている場合は、（公財）日本クレジッ
トカウンセリング協会（第11章を参照してください。）や弁護士会・司法書士
会で実施している法律相談を受けて、問題点の整理と明確な方針を決めた方が
よいです。
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Q15 破産申立ての手続き 

破産の手続きを自分でするにはどうすればよいですか。

A
1. 管轄裁判所
破産の申立ては住所地または居所を管轄する地方裁判所に対して行います。
住民票上の住所地と、現に住んでいる所と異なる場合には後者になりますが、
この場合には何故異なるかを説明する必要があります。そのために、「上申書」
という書面を作成し、提出することになります。

2. 申立書の入手
提出する書面は弁護士会や司法書士会で手に入れることになりますが、書式
は裁判所によって異なりますので、注意してください。書面に書く内容は債権
者一覧表、何故破産に至ったのか、現在の生活状況はどうであるか、資産とし
て何があるかなどを約8枚程度に書き、これを裏付ける資料を添付することに
なります。内容は自分のことをありのままに書けばよいのです。

3. 印紙・予納郵券
申立て用紙には収入印紙1,500円（破産手続開始申立て1千円、免責申立て
500円）を貼り、予納郵券（郵便切手）として若干の納付が必要です。予納郵
券の組み合わせなどは各地方裁判所で取扱いが異なります（約5千円～2万円）
ので裁判所に照会してください。例えば、東京地方裁判所の場合、予納郵券は
4,100円分です。

4. 予納金
申立書が受理されると費用の予納が必要です。金額は裁判所によって多少異
なりますが、東京地方裁判所本庁の場合、予納金（官報公告費用）として、同
時廃止事件の場合は10,584円、少額管財事件の場合は16,550円が必要なほか、
少額管財事件ではさらに破産管財人の費用として20万円が必要です。予納金（官
報公告費用）を納めないと破産手続開始申立ては棄却されることがあります。
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5. 債権者への通知
破産手続開始申立てが裁判所で受理されると、事件番号が付きます。各債権
者からの請求や強制執行を止めるために、各債権者に対し自分が破産を申立て
受理された事実を、事件番号を添えて通知してください。

6. 弁護士等への依頼
弁護士を代理人として依頼する場合や司法書士に書類作成を依頼して自分で
申立てを行う場合には、上記費用の他に事件の内容によって幅はありますが、
概ね以下の費用が必要となります。
弁護士の場合 40万円以内
司法書士の場合 約15万円～30万円
なお、司法書士は破産事件の代理人にはなれませんから、裁判所への破産の
申立て手続き、裁判所から呼び出され裁判官からの質問への応対などの手続き
は自分で行うことになります。
ところで、裁判所は（特に、東京地裁は）、弁護士が関与した申立てである
ことを前提に、破産原因や免責不許可事由の有無を判断し、手続きの方針を決
めています。弁護士が関与しない破産申立ての場合、同時廃止にはなりにくく、
また、管財費用も、より多額になる（東京地裁の「少額管財」は弁護士が代理
人となっていることが前提です。）など、債務者には予想できない不利益が及
ぶことがあります。
そのため、一般的には破産申立てをするときは、弁護士に依頼した方がよい
と言えます。
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Q16 個人再生のポイント

個人再生とはどういう方法ですか。そのポイントを教えてください。

A
1. 個人再生手続きとは
個人再生手続きは、破産せずに経済的に再生することを目的としています。
多額の債務を負った個人が、支払い不能に陥る前に地方裁判所に申立てを行い、
将来の収入を弁済原資として手続きの中で決定した弁済計画（債務の一部弁済
を内容とします。）を完遂することで、残債務の免除を受け、個人の健全な生
活の回復を図ろうとするものです。
その手続きには、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の二つの類型があ
ります。また、「住宅資金貸付債権（住宅ローン債権）に関する特則」を利用
することで、住宅を保持したまま生活を再建することもできます。
「小規模個人再生」は、負債額が5千万円以下（特則を利用する住宅ローン
債権などの一定の債権を除く）の個人について、将来にわたり継続的に、また
は反復して収入を得る見込みのある場合に利用できます。
「給与所得者等再生」は、小規模個人再生の要件に加え、給与等定期的な収
入を得る見込みがありかつその額の変動幅が小さいと見込まれる場合に利用で
きます。
また、「住宅資金貸付債権（住宅ローン債権）に関する特則」は「小規模個
人再生」「給与所得者等再生」のいずれにも適用されます。

2. 個人再生の有利な点
個人再生制度の有利な点として、以下のことが考えられますが、なかでも実
務上、特に②④⑦は相談が多いところです。
　［個人再生以外の債務整理の方法と比較して］
①警備員や生命保険募集員など、破産手続きでは資格制限に触れ、一時的とは
いえ職を離れることに差し障りがある人でも、法的に債務整理ができます。
②住宅など保持したい資産がある人でも、資産を処分しないで法的に債務整理
ができます。
③任意整理よりも弁済額が少なくなる場合が多いです。

第3章 個人再生について
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④任意整理では、債権者の協力なくして給与差押えなどの強制執行は止められ
ませんが、個人再生手続は、その開始決定により強制執行はできなくなりま
す。ただし、担保権は実行できます。
⑤小規模個人再生手続きの場合、給与所得者等再生手続きと比較して弁済債務
額が少なくなる場合が多くなります（可処分所得基準額による制限がないた
め）。

⑥給与所得者等再生手続きの場合、債権者の同意は要りません。
⑦任意整理や特定調停では、全ての債権者の同意が必要となりますが、小規模
個人再生手続きの場合は、全員の同意は必要なく、一定の条件（Q17を参照
してください。）を充たせば再生計画は成立します。

3. 個人再生の不利な点
一方、不利な点としては、以下のことが考えられます。
①申立代理人となる弁護士の費用は他の債務整理の方法と比較して高額になる
場合が多くなります。
②給与所得者等再生手続きの場合、高収入の方は、小規模個人再生手続きと比
較して、最低弁済金額が高くなる場合があります。
③給与所得者等再生手続の場合、次のイ～ハの確定日から7年以内は再度申立
てすることは認められません。
イ . 給与所得者等再生手続きの再生計画が遂行された場合は、その再生計画
認可決定

ロ . ハードシップ免責（債務者の責めによらない事由で計画遂行が著しく困
難になった場合、一定の条件により免責するもの）が確定した場合は、
元の再生計画認可決定

ハ . 破産法における免責決定
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Q17 小規模個人再生手続きの制限

小規模個人再生手続きを奨められましたが、どんな制限がある手続き
ですか。どの位の金額を弁済すればよいのですか。

A
小規模個人再生手続きは、特則を利用する住宅ローン債務などの一定の債務
を除く5千万円以下の債務（ここでは、「基準債務総額」といいます。）を抱え
る個人であって、将来にわたり継続的に、または反復して収入を得る見込みの
ある場合でなければ利用できません。
また、弁済総額は①「最低弁済額の要件」と②「清算価値保障の原則」の二
つの要件を充たす金額になります。債務者等はこれらの要件を充たす再生計画
案を作成することとなります。
　①最低弁済額の要件

最低弁済額については、基準債務総額が3千万円以下の場合はその2割ま
たは百万円のいずれか多い額（但し、基準債務総額が百万円未満のときは基
準債務総額、基準債務総額の2割が3百万円を超えるときは3百万円です。）
を、3千万円を超え5千万円以下の場合はその1割の金額を、それぞれ下回
ることはできません。

　②清算価値保障の原則
財産がある場合、弁済総額が破産手続きをした場合の配当額（清算価値）
を下回らないことが必要となります。財産を換価処分しない代わりに、将来
にわたって自分が所有する財産価額以上のものを弁済していく必要があるこ
とになります。

なお、 再生計画案については、議決権者（一定の債権者）から可決されなけ
ればなりませんが、同意しない議決権者が総数の1／2に満たず、かつその議
決権の額が議決権者の議決権総額の1／2を超えない場合に、可決したものと
みなされます。
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Q18 給与所得者等個人再生手続きの制限

給与所得者等個人再生では、どんな制限がありますか。小規模個人再
生とどちらの方法を選んだらよいですか。

A
給与所得者等個人再生の場合は、最低弁済金額の算出方法として小規模個人
再生の場合の①「最低弁済額の要件」、②「清算価値保障の原則」のほかに、③「可
処分所得基準額」が加わります。この可処分所得基準額は、1年間当たりの収
入額の合計額から所得税や社会保険料を控除した金額（手取り収入額）から、
さらに政令で決められた最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用
（最低生活費）を控除した額（可処分所得）の2倍とされ、弁済額はこの三つ
の要件を充たす金額となります。
例えば、東京23区内で家賃10万円のアパートに居住する、7歳の子供1人
がいる30歳代夫婦で、基準債務総額7百万円、夫の収入で生活しているケー
スを考えて見ると、このケースでは、1年分の最低生活費は約350万円とされ
ます。（最低生活費は、居住地、家族構成と年齢、住居形態などで決まります。）
次に、夫婦の手取り収入額が4百万円の場合には、最低弁済額は、給与所得
者等個人再生の場合の可処分所得の2年分が百万円（（400－350）×2）とな
りますが、小規模個人再生の基準による140万円（700×0.2）を下回るため、
小規模個人再生の場合と同額になります。
また、夫婦の手取り収入額が5百万円の場合には、最低弁済額は、小規模個
人再生の場合は140万円に対し、給与所得者等個人再生の場合なら3百万円
（（500－350）×2）で、給与所得者等個人再生による方が多額となります。
この例からわかるように、一般的に可処分所得の多い独身者や高額所得者の
場合、可処分所得基準で計算すると、小規模個人再生によった場合よりも弁済
額が高額になり、場合によっては個人再生の再生計画案自体が策定されないと
いうことが起こってしまいます。したがって、まずは債権者の同意を得られな
いかもしれないというおそれを念頭に置きながら、小規模個人再生を目指し、
同意を得られないおそれが高い場合に給与所得者等個人再生を選択するのが一
般的です。
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Q19 住宅ローンに係る特別の扱い

個人再生では、住宅ローンに関して特別の扱いがあると聞いています。
詳しく教えてください。

A
特別の扱いといっても、住宅ローンの債務額が減額される訳ではなく、支払
いを繰り延べる制度に過ぎません。住宅ローンの場合には、ほとんど当該住宅
に抵当権が設定されており、債務者が従前の支払条件で支払いができなくなっ
て、破産手続きを申立てた場合、抵当権を設定している銀行などは破産手続き
によらずに抵当権を実行して、当該不動産の売却代金を自己の住宅ローン債権
に優先して充当することになります。
しかし、個人再生手続きを申立て、住宅資金貸付債権（住宅ローン債権）に
関する特則を利用すれば、抵当権を実行されることなく、返済し続けることが
可能です。また、毎月の支払額、支払期間について変更することができる場合
もあります。
住宅ローンに関する特則の内容には次の①から③のタイプがあり、裁判所の
認可によって、住宅ローン債権者の同意なしに強制的に弁済の繰り延べがされ
ますが、住宅ローン債権者が個別に同意した場合には、支払期間について、10
年を超えた延長や70歳を超えた延長、または住宅ローン以外の一般再生債権
の弁済期間内では、元本の支払いを完全に猶予してもらうことなどを定めるこ
とができます。
①　住宅ローン債権のうち、既に不履行となっている元利金などを、再生計画
による再生債権の弁済期間（最長5年）内に支払うことにより、期限の利益
を回復し、不履行部分以外の将来の元利金については今までの約定通りに支
払う。
②　①によっては住宅ローンの弁済をしていくことが困難であり、再生計画認
可の見込みがない時は、約定の弁済期限を10年（ただし、70歳まで）まで
延長します。
③　②によっても、住宅ローンの弁済をしていくことが困難であり、再生計画
認可の見込みがない場合には、さらに再生計画による再生債権の弁済期間（最
長5年）中は、元本の支払額を減額します。
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Q20 個人再生の手続きと費用

個人再生の手続きは自分でもできますか。また、費用がかかると聞い
ておりますが、どれ位かかりますか。

A
自分で地方裁判所に申立ての手続きをすることは可能ですが、利息制限法の
制限利率により引き直し計算した金額での債権額、保有する資産の清算価値、
可処分所得基準額の算出をしなければなりませんし、住宅資金貸付債権（住宅
ローン債権）に関する特則を利用する場合には、事前に銀行などとの交渉が必
要となりますので、弁護士を代理人として手続きをするのが一般的です。
また、申立費用として必要となる裁判費用は取り扱う裁判所（原則として、
債務者の住所地を管轄する地方裁判所）によって、異なりますので、実際に申
立てる裁判所にその金額を照会することになります。一例として、東京地裁及
び横浜地裁の場合を次ページに示していますが、東京地裁の場合は、すべての
事件について個人再生委員を選任する扱いですので、その報酬（原則として15
万円）も申立人の負担となります。
なお、自分で手続きをすることが面倒で本人申立てをあきらめ、弁護士を代
理人として委任する場合、その弁護士費用については自由報酬になっておりま
すので、委任する弁護士にその費用を確認することになります。東京三弁護士
会の「クレジット・サラ金事件の報酬基準（目安）」を巻末の参考資料5.とし
て掲載しておりますので、参照してください。
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［個人再生申立て手続き費用］
東京地裁 横浜地裁

本
人
申
立
て
費
用

a 収入印紙代　1万円
b 予納郵券（郵便切手）
 1,600円分（120円×2枚､ 82円×10
枚､ 20円×20枚､ 10円×13枚､ 1
円×10枚）+申立人あて246円分（82
円×3枚）＋240円分（120円×2枚）×
債権者数

c 予納金（官報公告費用）…12,268円
d 個人再生委員報酬　25万円
 （弁護士が代理人の場合、15万円）

a 収入印紙代　1万円
b 予納郵券（郵便切手）
 切手930円分（82円×10枚､ 10円×
10枚､ 1円×10枚）＋280円分（140
円×1枚､ 120円×1枚､ 20円×1枚）
×債権者数

c 予納金（官報公告費用）　12,268円
 （本人申立ての場合はdに含めます。）
d 個人再生委員報酬　192,268円
 （弁護士が代理人の場合、無料）

代
理
人
申
立
て
費
用

上記a～dの他に弁護士費用が必要となります。

弁護士費用（注）の例（消費税別）
 着手金： 30万円以内（東京三弁護士会、横浜弁護士会とも）
 報酬金：
 東京弁護士会： 認可決定を得られた場合、30万円以内
   但し、事案簡明な場合は20万円以内
 横浜弁護士会： 住宅ローン特則がある場合、10万円
（注）弁護士費用は事案処理を引き受ける弁護士により異なります。

参
　
考

司法書士に書類作成を依頼する場合
　事案の内容にもよりますが弁護士費用の1／2程度を目安として、
　約20万円～40万円が必要になります。

　司法書士は事件申立ての代理人としての関与はできませんが、再生計画案を含む
全ての書類作成、法的な助言及び履行の管理を行うことになります。裁判所への申
立て手続きは自分で行うことになり、その際、裁判所への本人申立て費用が別途必
要となります。
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Q21 特定調停のポイント

特定調停とはどういう方法ですか。そのポイントを教えてください。

A
1. 特定調停とは
特定調停とは、借金の支払いが困難となった者（個人・法人）について、経
済的に再生できるように、簡易裁判所が債務者と債権者との間に立って利害関
係を調整する目的で、「民事調停」の特例として設けられた手続きです。
裁判官と調停委員2名で構成する調停委員会が、申立てた債務者の生活や収
入の状況、今後の返済方法などを聴いた上で、債権者の意向も踏まえて、残っ
ている金銭債務をどう払っていくか、双方の意見を調整していきます。したがっ
て、調停を成立させるためには、債権者の理解と協力がどうしても必要になり
ます。

2. 特定調停の特長
特定調停は債務者が自分で裁判所に申立てをすることができます。弁護士・
認定司法書士などの専門家が関与しなくとも債務者本人が容易に手続きをする
ことができますし、申立て費用も低額です。
裁判所の調停委員会は特に必要と認める場合には、債権者に対して全ての取
引履歴を提出するよう命令することができますので、取引の経過を出し渋る債
権者に対しては効果的といえます。

3. 特定調停の運用
東京簡裁の場合、調停委員会は原則として、遅延利息も含めて、利息制限法
所定の制限利率で引き直し計算を行い、将来の利息はつけず、5年以内の弁済
計画（実際は3年程度での弁済計画が多い）を立てています。
しかし、これらの運用は各裁判所により異なっていますので、申立てしよう
とする裁判所に確認する必要があります。

第4章 特定調停について
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Q22 特定調停は不利か

特定調停の場合、任意整理と比較して調停案が不利になるケースがあ
ると聞きますが、どういうことですか。

A
特定調停は、弁護士・認定司法書士を依頼せずに債務者自身で申立て手続き
をすることができるのですが、弁護士・認定司法書士に依頼した場合の任意整
理より、債務総額は多くなってしまう可能性があります。

1. 債務の総額
任意整理（第5章を参照してください。）においては、弁護士会の統一基準
に従って債務弁済の和解をすることになり、利息制限法の制限利率による引き
直し計算後の残元本額のみを債務額として返済します。
特定調停においては、統一基準がないため、裁判所や調停委員によって調停
内容が異なる場合があります。例えば、債権者から請求されていた債務額から
みると、利息制限法の制限利率で引き直し計算したことによる債務額の減少は
あるものの、特定調停で確定した債務額は破産や個人再生の場合のような大幅
な債務額のカットは見込めません。調停成立時までの利息を付加して支払うこ
とになったり、さらには、弁済を完了するまでの将来利息を付加することになっ
たりする場合もあるのです。

2. 過払金発生の場合は債務不存在調停
引き直し計算の結果、過払金の発生が見込まれる場合には、特定調停では債
務不存在調停として扱われることになりますので、過払金の返還を債権者に求
める場合は、別途、取り立てをしなければなりません。

3. 調停調書は判決と同じ効力
債務者と債権者との話し合いがつけば調停調書が作成され、合意した内容は
判決と同じ効力をもつことになりますので、債務者が合意内容に従って返済を
行わない場合には、債権者から強制執行を受けることもあります。
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Q23 特定調停の不成立

特定調停で債権者と合意ができなかった場合は、どうなりますか。

A
特定調停が成立することは、債権者にとっても、①個人再生手続きや破産手
続きをとった場合と比較して債権回収の可能性が大きいこと、②調停成立によ
り判決と同様、強制執行力を持つ債務名義が得られること、　③過払金が発生し
た場合に債務者の同意があれば債務不存在として解決できることなどのメリッ
トがあります。
しかし、債権者にとって大きな不利益が予想される場合に「債権債務なし」
での合意を執拗に迫ったり、また借りて一回も返済がない者の申立てなどには
利息や遅延損害金の取扱いを強硬に迫ったりするなどして、なかなか債権者と
合意に至らないことがあります。債権者が調停に応じなかったり、裁判所へ来
なかったりすると、その調停は不成立となります。
特定調停が成立する見込みがない場合でも、裁判所によってはいわゆる17
条決定（民事調停法17条）、つまり、裁判官が特定調停が成立したのと同様の
決定を出すことにより、解決させることが多いようです。この場合、将来利息
をつけない分割弁済計画で債務者の経済的な再生が図られることになります。
なお、任意整理、個人再生、自己破産、弁護士・認定司法書士についてはそ
れぞれの章を参照してください。
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Q24 特定調停の手続きと費用

特定調停は自分でも申立て手続ができますか。費用があまりかからな
いと聞きましたが、どれ位ですか。

A
特定調停の場合は、債務者自身で申立て費用を支払い、簡易裁判所への申立
てをすることができますので、弁護士・認定司法書士（この項では、「弁護士
など」といいます。）に任意整理等を依頼する場合に比較して費用は廉価にな
ります。しかし、債務総額に遅延利息が含まれる場合もあることから、弁護士
などに任意整理を依頼した場合より、業者への弁済額が多くなる可能性があり
ます。調停条項を定めて調停を成立させるときに、注意が必要です（詳しくは
Q22、Q23を参照してください。）。なお、弁護士などに依頼する場合は、自分
で申立てる場合の裁判所費用の他に別途、弁護士などの費用が必要になります。
　［本人申立て費用］
本人が申立てる場合の裁判所費用は申立書に貼付する印紙代金と、あらか
じめ納めなければならない郵便切手代金がありますが、この取扱いは裁判所に
よって異なります。東京簡易裁判所においては、以下の通りとされています。
a 収入印紙…相手方１人（１社）につき500円
b 予納郵便切手…相手方（債権者）1人（1社）につき、420円分（82円切手5枚，
　10円切手1枚）

手続き進行後、追加で必要になる場合があります。

　（参考）［弁護士などの代理人申立て費用］
担当する弁護士などにより費用は異なりますが、一般的には、着手金およ
び報酬金として債権者3社以上の場合は、1社につき概ね各2万円が最低必
要になります（消費税及び実費別）。債権者数が2社より少なければ、1社
あたりの金額はより高額になる傾向にあります。
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Q25 任意整理のポイント

任意整理とはどういうことですか。そのポイントを教えてください。

A
1. 任意整理とは
任意整理とは、支払能力を超える債務を負っている債務者について支払能力
に応じた返済計画を立て、その返済計画にしたがって個々の債権者との間で返
済方法についての和解をしていく債務整理の方法です。
一般的に、債務者からの依頼を受けて弁護士・認定司法書士が任意整理をす
る場合には、債権者に対して債務者との間の全取引の経過を記載した書面の提
出を求め、利息制限法に基づく引き直し計算により残元本額を算出し、その金
額を基準として、債権者に対して債務者の支払える金額で分割返済を提案し、
和解を取り付けることになります。分割返済の期間としては3年以内が多いで
すが、債務者の事情によっては5年程度の返済期間になることもあります。和
解成立後は、家計管理をしながら返済原資を捻出し、返済していくことが大切
です。

2. 任意整理の有利な点
任意整理は、破産手続きや個人再生手続きなどの法的整理とは異なり、裁判
所の関与を原則として必要としないため、比較的柔軟な対応が可能となります。
例えば、残元本額をさらに減額する代わりに返済期間の短縮を要求するなどの
債権者にも対応することができます。また、債務者の返済能力に基づいて返済
計画を立てるので、無理のない返済ができるようにもなります。
また、和解にあたっては、残元本額に、最終取引日から和解成立までの遅延
損害金や将来の利息を付けない形で和解案を提示して、債権者と合意すること
も可能です。
さらに、破産手続きとは異なり、債務者は資産を処分せずに保有したまま債
務の整理をすることが可能ですし、任意整理をしたからといって、一定の職業
における資格制限を受けることもありません。

第5章 任意整理について
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3. 任意整理の不利な点
任意整理の実務においては、基本的に利息制限法による引き直し計算後の残
元本額全額を返済することで和解をするため、免責許可決定により残債務の返
済義務を免れる破産手続きに比べて、債務者の返済額は多くなるのはもちろん
のこと、残元本についても一定程度の減額が認められる個人再生手続きと比べ
ても返済額が多くなる場合があります。
また、破産手続きにおいては早期（破産手続開始決定から免責許可決定まで
約2～6カ月ですが、裁判所により異なります。）に債務の返済義務を免れて
経済的な再生が可能であることに比べ、債権者との間で和解した返済期間（3
年ないし5年）が過ぎるまでは債権者に対する返済を続けていくことになるた
め、経済的に再生するまでには長い時間がかかります。
さらに、破産手続きや個人再生手続きでは、法的手続に基づいて債権者の権
利につき画一的処理がなされるのに対し、任意整理は個々の債権者との和解で
あるため、まれに強硬な債権者から訴訟提起や強制執行（給与差押えなど）が
なされることがあり、その場合は別途その対応が必要となります。特に、不動
産担保付きの借入れや、債権者に所有権が残っている自動車ローンなどの場合
には、債権者が担保権を実行したり、車を引き揚げたりして、その処分代金か
ら優先的に回収を図ることも可能ですから、任意整理を働きかけても債権者の
協力をなかなか得ることはできません。
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Q26 任意整理のための事前準備

任意整理を弁護士や認定司法書士に依頼する場合、どんな準備が必要
ですか。

A
1. 債権者一覧表の作成など
弁護士や認定司法書士が任意整理を受任した場合には、まず債権者に対して
受任通知を発送します。受任通知が債権者に届くと、債権者から債務者への直
接の請求は止まりますので、この受任通知が債権者に届くことが非常に重要に
なります。このため、あらかじめ手元のカード、契約書、領収書などにより、債
権者の名称、住所、電話番号などを調べて債権者一覧表を作成しておくことが
必要です。この一覧表には、上記の情報のほかに、各債権者との取引開始時期
（完済した分も含めます。）、現在の債務残高、保証人の有無、担保差し入れの有
無、委任状への署名捺印や印鑑証明書交付の有無などを記載します。また、カー
ドがある場合は、受任通知と一緒にカードを債権者に返却することになります。

2. 債権一覧表の関連資料
債権者毎の債務額を確定する場合に、取引開始当初からの取引経過の開示を
受け、利息制限法に基づく引き直し計算を行うことになるので、債権者から全
ての開示が行われているかを判断することが重要になります。それぞれの取引
の契約書や領収証が残っていれば、相談時にはそれも持参する必要があります。
また、保証人が付いていたり、担保を差し入れていたり、公正証書が作成され
ていたりすると、その債権者への対応はより慎重に進める必要もあるので、関
係書類を準備しておきます。

3. 債務者本人の身元、資産、家計収支などの説明資料
受任通知に記載する事項として必要ですので、債務者本人の氏名、住所、生
年月日のほか、債権者に登録されている住所が現住所と異なる場合には、その
住所を記載した書面を用意する必要があります。次に、返済計画を立てるため
には、家族関係、毎月の収入額（給与、賞与の額など）、家計の収入・支出の状況、
主な資産の状況（預金・保険・自動車・不動産の有無、金額など）などを記載
した説明資料を準備します。
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Q27 任意整理の手続き

任意整理を自分でしたいのですが、可能ですか。

A
1. 債務者自身による交渉
債権者との交渉場面だけを考えれば、債務者自身が債権者と交渉して、とり
あえず目先の問題である返済額の減額、一時の返済猶予、または利率の引き下
げなどをしてもらえるかもしれません。その意味では、債務者が自分で行うこ
とは可能かも知れません。
しかし、任意整理となると、債務者自身が債務整理に関する知識や経験が乏
しく、かつ契約通りの弁済ができなくなった立場に立つことになるので、債権
者と交渉しても、交渉は債権者主導で進められ、債務者に不利な条件で和解さ
せられたり、法律の専門家である弁護士や認定司法書士（この項では、「弁護
士など」といいます。）が受任した場合と同条件では和解に応じなかったりす
る事例が多く見られます。
また、高金利で約定した契約で取引が長期間にわたっている場合には、利息
制限法による引き直し計算の結果、過払金が発生していることが判明するとき
がありますが、債務者自身の交渉ですと、債権者から返還を受けることは極め
て困難です。

2. 弁護士など専門家の交渉が不可欠
日本弁護士連合会では「多重債務者に対する任意整理を処理するための全国
統一基準」（参考資料6.を参照してください。）の中で、①取引開始時点からの
取引経過の全部開示を求めること、②利息制限法所定の制限利率による引き直
し計算を行い、最終取引日の残元本を確定すること、③弁済案の提示にあたっ
ては、遅延損害金と将来の利息をつけないことを打ち出しており、弁護士など
の専門家による処理の場合は、この基準に従って和解に応じる業者が多くなっ
てきています。
したがって、適正な処理を望む場合は、債務者自身が判断することよりも、
弁護士などの専門家に依頼して手続を進めることが不可欠です。
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Q28 任意整理の弁護士・認定司法書士費用

貸金債務の任意整理を弁護士や認定司法書士に依頼した場合の費用は
どれ位かかりますか。

A
弁護士や認定司法書士（以下、「弁護士など」といいます。）の報酬は、自由
化されており、弁護士などによってその金額はまちまちですので、依頼する場
合には、事前に確認する必要があります。

1. 弁護士に依頼する場合
東京三弁護士会で開設している法律相談センターでの受任事件における「ク
レジット・サラ金事件の報酬基準（目安）」（参考資料5.を参照してください。）
が広く知られています。同センターを通さない事件について弁護士が債務整理
を受任する際にも、参考にされているようです。
例えば、債権者3社以上の基準（消費税別）でみると、受任してもらう際の
着手金として債権者1社当たり2万円、和解が成立した場合の報酬金として債
権者1社当たり2万円のほかに、残元金（利息制限法の制限利率を超える約
定利率の場合には引き直し計算を行った後の残元金）から免除を受けた金額の
10％相当額を減額報酬金（業者から過払金の返還を受けたときは、過払金報酬
金として返還額の20％相当額）の弁護士報酬合計額と実費（印紙、郵便切手、
コピー代など）が必要となります。

2. 認定司法書士の費用
認定司法書士の場合も、費用は弁護士の場合と概ね同様です。ただし、簡易
裁判所で訴訟代理権が認められる認定司法書士が取り扱える事案は、訴訟、訴
訟以外の交渉の場合も経済的な利益額が140万円以内の事案に限定されますの
で、その金額を超える可能性がある事案を依頼しようとする場合には、注意が
必要です。
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Q29 一括請求への対処

しばらく支払いが滞っていたら、一括請求されて困っています。分割
払いの交渉ができないですか。

A
1. 契約書の点検
債務者が金融業者（債権者）から借金をした際に、債権者との間で締結した
契約書をよく点検してください。契約書に「懈怠（けたい）条項」や「期限の
利益」などのタイトルで、例えば「債務者が分割支払いを1回分以上遅滞した
時は、債務者は当然に期限の利益を失い、債権者は債務者に対して直ちに残額
を一括して支払い請求することができる」などといった条項が規定されていま
す。
本来なら債務者は契約で決められた支払日までに約束した分割支払金を支払
えばよいという、債務者側からみての「期限の利益」があったのですが、一定
の回数の支払いが滞ると、この条項により「期限の利益」を失って、残債務を
一括して支払わなければならなくなります。

2. 期限の利益喪失条項
債権者から一括請求された場合には、上記の「期限の利益喪失条項」に基づ
くものと推測されますので、その事実があれば、債務者には残債務全額を一括
して支払う義務があるのが原則です。
しかし、平成18年1月13日の最高裁判決によれば、貸金業者が利息制限法
の制限利率を超えた利率を約定利率とする貸付契約において、「債務者が元本
または約定利息の支払いを遅滞したときは当然に期限の利益を喪失する」とい
う内容の期限の利益喪失条項は、「債務者が約定利息のうち制限超過部分の支
払いを怠った場合に期限の利益を喪失する」との部分は利息制限法第1条の趣
旨に反して、無効であるとの判断が示されました。
したがって、上記の内容の期限の利益喪失条項があっても、支払い期日に約
定の元本と利息制限法で定められた利息の額を支払っていれば、期限の利益は
失わないので、この点ご注意ください。

第6章 請求・差押え・時効・保証などについて
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3. 誠意ある返済の意思表示
債権者が一括請求してきた場合、債権者も分割支払金の支払いを確保したい
ために、一括請求という強硬手段に訴えている場合もありますし、債務者とし
ても、分割支払金の支払いすら滞っているのですから、残債務全額の支払いは
とてもできないという場合が多いと思います。
そのため、債務者の方で誠意をもって対応し、今後の分割支払金を滞りなく
支払える事情などを説明できれば、債権者も分割支払いの交渉に応じる可能性
は多分にあると思います。
しかし、しばらく支払いが滞っていたのですから、今後の分割支払金をキチ
ンと支払っていける資力と支払意思があることを債権者に納得させなければ、
なかなか債権者の同意を得ることはできないと思います。また、いくら支払い
の資力や支払意思があっても、再度分割払いにするかどうかは債権者の意向次
第ですので、債権者が同意しなければどうにもならないことになります。
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Q30 覚えのない業者からの請求

支払いが滞っていたら、借りた業者とは別の会社 ( 業者 ) から請求が
届きました。どういうことですか。支払う必要がありますか。

A
1. 考えられるケース
債務者が借金をした業者（債権者）とは別の金融業者（以下、便宜的に「請求者」
といいます。）から支払いの請求を受ける場合があります。
例えば、①請求者が借金の信用保証会社で、債務者に代わって債権者に返済

（「代位弁済」といいます。）したために、債務者に支払請求してくる（「求償」
といいます。）場合、②請求者が元の債権者から債権譲渡を受けて、債務者に
支払請求する場合、③請求者が債権者から貸金回収業務を依頼されて、債務者
に支払請求する場合、④請求者が根拠なく債務者に架空の支払請求する場合な
どが考えられます。

2. 代位弁済による求償（上記1例示①の場合）
一般的に債権者から借金をする際に、債務者の信用補完として、請求者を債
務者の（連帯）保証人とする内容の保証委託契約を締結することがあります。
その後に債務者が支払いを怠ると、請求者は債務者に代わって債権者に返済す
ることで保証義務を果しますから、返済後に請求者は債務者に対して求償する
ことができます（代位弁済前に事前求償が許される場合もあります。）。したがっ
て、この場合には事実関係に間違いがない限り、債務者は請求者に対して支払
う義務があります。

3. 債権譲渡による請求（上記1例示②の場合）
一般的には、元の債権者から債務者に対して確定日付（注）がある内容証明
郵便で「貸金債権を請求者に債権譲渡するので請求者に支払ってください」と
いう内容の通知が事前に届きます。その通知を受けると債務者にとっては、請
求者が新たな債権者となりますから、債務者は請求者に対して支払義務があり
ます。ところが、まれに譲渡先が異なる複数の内容証明郵便が債務者に届く場
合があります。特に、確定日付のある債権譲渡通知が債務者に同時に届いたと
きは、債務者にとって債権者が誰なのかが判らず、払うに払えないということ
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もあり得ます。このような時は供託という方法も考えられますので、支払う前
に法務局に相談してください。

（注） 確定日付　事実の証明として用いられた証書の作成日につき完全な証拠力を認める日付のことを
いい、第三者に対してその効力を主張できます。確定日付として、「公正証書の日付」、「登記所
または公証人役場が押捺した印章日付」、「死亡日付」、「確定日付のある証書の中で引用した私署
証書の日付」、「官庁・公署が記載した日付」の5つを定めていますが、なかでも公証人による確
定日付の付与と内容証明郵便がよく用いられます。

4. 貸金回収業務の代行（上記1例示③の場合）
貸金債権自体は債権者にある訳ですから、債務者からすると、請求者に貸金
回収の正当な権限があるかどうかは判らないのが普通です。債権者に対して事
実関係を確認してから支払うかどうかを判断してください。

5. 根拠のない架空請求（上記1例示④の場合）
延滞情報が何らかの事情で第三者に渡ったことから、身に覚えのない支払請
求が来たと推測されます。強硬な支払請求があれば、債務者の中には勘違いや
脅しにより支払ってしまう人が少なからずあります。
特に最近は、貸金業者・債権回収業者・弁護士などを装ったり、裁判所な
どの実在する公的機関の名称をかたったりして信用させ、架空の債務を葉書や
メールなどで支払請求してくる悪質な犯罪行為が横行しております。これらは
詐欺ないし恐喝行為でしかありませんので、支払義務は全くありません。
このような支払請求があった場合には、無視して支払わないでください。家
族にも同様のことを知らせておき、家族があなたに代わって支払ったり、連絡
したりしないようにします。また、証拠書類は、最寄りの消費生活センターや
警察署（生活安全課）に情報提供し、対応を相談してください。

41



Q31 法的手続きへの対応

返済の催促を放っておいたら、金融業者から「法的手続きをとる」と
言われました。どのように対応したらよいですか。

A
1. 「法的手続き」とは
この場合の「法的手続き」とは、業者（債権者）が法律に基づく裁判によって、
債務者から貸金を回収する手続きを意味します。主には「訴訟」と「支払督促」
ですが、「仮差押え」なども考えられます。
「支払督促」は、訴訟と比べるとより簡易に、迅速に、安い費用で債権回収
などができる裁判手続きです。業者への返済が滞る場合、借金の有無や内容が
争われることは稀であり、専ら債務者の財力が乏しいために事実上返済ができ
ない場合がほとんどですので、金融業者が多く利用する傾向にあります。
また、「仮差押え」という制度は、債務者が不動産や預貯金などの財産を持っ
ている場合、金融業者が裁判で勝った時の貸金回収を確実なものにするため、
担保金を積んで支払督促や訴訟に先立ち貸金回収を保全する手続きをいいま
す。

2. 「法的手続き」への対応
まず、金融業者が速やかに手続きをとるとは限りませんので、債務者に返済
の意思と能力があるのなら、金融業者と裁判外で支払内容について交渉する余
地があります。交渉が決裂し、または交渉前に金融業者が支払督促や訴訟手続
きをとった場合には、裁判所から債務者に対して「支払督促」や「訴状」が送
られてくることになり、何も対応しなければ金融業者の言い分が認められて、
債務者の財産が「差押え」されることがあります。専門的な手続きですので、
通知が届いた場合には、早めに弁護士や認定司法書士に相談してください。
また、自分で対応する場合は、裁判所からの書類に注意してその指示に従っ
てください。裁判所も弁護士や認定司法書士などが付いていない本人訴訟など
では、裁判手続きを説明してくれますので、金融業者との契約書や領収書等の
関係書類を持って必ず裁判所に出向いてください。
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Q32 支払督促への対応

裁判所から「支払督促」の通知が届きました。これはどのようなもの
ですか。どう対応したらよいですか。

A
1. 支払督促とは
金銭の支払請求について、申立人の申立てだけに基づき裁判所書記官が発付
する略式の督促です。訴訟や調停と異なり書類審査で済み、申立てのために裁
判所に出向く必要がないことから、業者はよく利用します。

2. 督促異議の申立て（仮執行宣言前）
「支払督促」の通知を受け取ったら、放っておいてはいけません。放ってお
くと「仮執行の宣言」が付き、債務者の言い分を聴かないまま財産の差押えが
できることになりますから、受け取ってから2週間以内に裁判所に届くように
して必ず督促異議の申立てをしてください。その場合差押えされることはなく
なりますが、訴訟に移行しますので訴訟の中で言い分を述べてください。

3. 督促異議の申立て（仮執行宣言後）
仮に、債務者が支払督促の通知を受けたまま2週間を経過すると、その後、
裁判所から仮執行宣言付の支払督促の通知が届きます。さらに、この通知を受
けたまま2週間が経過すると、その後は督促異議の申立てができなくなります
ので、その前に督促異議を申立ててください。
しかし、この異議は、単に支払督促の効力が確定することを妨げるに止まり、
執行力自体を失わせるものではありません。そのため、債務者が差押えを回避しよ
うとするには別途、執行停止の仮処分を得なければなりません。なお、仮執行宣
言付きの支払督促が確定してしまうと、確定判決と同じ効力を持つことになります。

4. 弁護士などへ相談
上記のいずれの支払督促への対応についても、支払督促の手続きは専門的な
手続きになりますので、できるだけ早い時期に弁護士や認定司法書士に相談し
てください。訴訟目的価額が140万円までの簡易裁判所の扱いの場合は、認定
司法書士でも取り扱うことができます。
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Q33 訴状への対応

裁判所から「訴状」が届きました。これはどのようなものですか。ど
う対応したらよいですか。

A
1. 訴状の意味
債務者が業者（債権者）に借金を約束通りに返済しない場合、業者は電話や
手紙で支払いを請求しますが、それでも支払わないと公正証書（Q36を参照し
てください。）を作成している場合は別として、裁判所から「支払え」という
内容の命令を出してもらうことになります。
債権者が裁判所に申立てをする方法としては、支払督促（Q32を参照してく
ださい。）と通常訴訟を起こす方法とがあり、通常訴訟は支払いを求める金額、
その原因、当事者の住所・氏名などを記載した「訴状」と呼ばれる書面を裁判
所（請求金額により簡易裁判所または地方裁判所）に提出することにより開始
されます。

2. 裁判の進み方
その訴状（副本）が期日呼出状とともに訴えた相手である被告、つまり債務
者に送られます。そして、この訴状の内容を認めるかどうかの言い分を記載し
た答弁書を指定の期限までに裁判所に提出しなければなりません。答弁書を提
出せず指定の期日に出頭もしない場合には、原告である債権者の請求を認める
判決が出され、判決書が送られてきます。指定の期日に出頭した場合、支払い
の目処が全く立たない場合には判決となりますが、債務者に分割で返済してい
くつもりがあるならば、裁判所が間に入って和解という手続きで話し合いをす
ることができ、債権者と合意がまとまると、その分割での支払月額、支払回数
などの合意事項が和解調書という書面で作成されます。債務者が判決や和解調
書にしたがって返済しない場合には、債権者はこれらの書面に基づいて債務者
の財産（例えば給料や預貯金、その他の資産）を差押えすることになります。

3. 弁護士などに相談
いずれにせよ、訴状を受け取ったまま放置すると金融業者の主張どおりの判
決が下されますので、訴状を受け取ったら、直ちに弁護士や認定司法書士（こ
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の項では、「弁護士など」といいます。訴訟目的価額が140万円までの簡易裁
判所の扱いの場合は、認定司法書士でも対応できます。）に相談してください。
弁護士などを頼むことができずに、債務者自身で訴訟に対応しようとする時
は、「請求の趣旨に対する答弁」という項目を立て、その中で「1.原告の請求
を棄却する、2.訴訟費用は原告の負担とする、との判決を求める。」といった
程度の簡略な記載でかまいませんので、答弁書を事前に提出し、裁判所指定の
期日に必ず出向いてください。最近は答弁書のひな型が訴状とともに送られて
きますので、これを利用するとよいでしょう。
訴状が送られてくる前に、和解（裁判外での和解）ができなかった場合でも、
裁判上の和解ができることもあるので、どのような支払いならできるか、その
条件（毎月の支払金額、支払開始時期、分割回数など）をあらかじめ検討して
おくことが必要です。もっとも、裁判上の和解といっても業者が和解案に同意
しないと、裁判上の和解は成立しませんので、その場合には判決が下されるこ
とになります。
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Q34 差押えへの対応

金融業者から「差押えをする」という通知が届きました。どうなるの
でしょうか。どう対応したらよいですか。

A
1. 差押えの要件
債務者が借金の返済をしない場合、金融業者は債務者の給料などを差押えて
貸金を回収しようとします。差押えのためには、公正証書（Q36を参照してく
ださい。）、裁判所の確定判決、仮執行宣言付きの判決、仮執行宣言付支払督促
（Q32を参照してください。）、または和解調書が必要です。このように、債権
者が債務者の不動産、物品、給料などを差押える強制執行では、債権、債務の
事実を公的に認められた法律的に有効な書面（「債務名義」といいます。）が必
要です。
これらが作成され債務者に届いていれば、金融業者はいつでも債務者の給料
や預貯金などの財産を差押え、貸金の回収に充てることができます。
これらの書類が作成されていない場合には、金融業者は訴訟などを裁判所に
起こし、判決などを得た後で債務者の財産を差押えることになります。差押え
をするという文書がきても通常、直ちに差押えが実行されるという訳ではない
ので、金融業者に連絡して支払方法などについて話し合いを求めるべきだと思
います。

2. 勤務先などに知れる危険性　
なお、債権者は裁判所に対し、第三債務者（債権者に対し債務を負う者。給
料債権の差押えの場合は債務者が勤務する会社、預貯金債権の差押えの場合は
債務者が預貯金をする銀行や郵便局など。）に差押えの対象となる債権の存在・
種類・額などを2週間以内に書面で述べるよう、申立てることができるので、
万一、給料や賞与などが差押えを受けた場合、勤務先に債務者が返済できなく
なっている状況が明るみに出てしまうことになります。
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Q35 差押えの対象範囲

実際に家具、電化製品や給料が差押えされると、全て金融業者に取ら
れてしまうのですか。

A
支払いができずに金融業者から差押えを受けるとしても、差押えを受ける債
務者にも最低限度の生活が保障されなければなりません。そこで民事執行法に
よって家具や電化製品といった動産、給料などの債権については、一定の範囲
で差押えが禁止されています。

1. 差押えが禁止される動産
差押えの対象が動産の場合、債務者などの生活に欠かせない衣服、寝具、家
具、台所用品、畳及び建具のほかに、1カ月間分の食料及び燃料、66万円の現
金（標準世帯の2カ月分の必要生計費を勘案）など（例示したもの以外につい
ては、民事執行法第131条（差押禁止動産）を参照してください。）は差押え
ができません。東京地方裁判所の家財道具に関する運用実務では、整理ダンス・
洋ダンス・食器セット・食器棚などの家具類、並びに電子レンジ（オーブン付
きを含む）・テレビ（ただし、29インチ以下）・ビデオデッキ・エアコン・冷蔵
庫（容量は問わない）・洗濯機（乾燥機付きを含む）・掃除機・ラジオなどの電
化製品（ただし、それぞれ数点ある時は1点に限る。）は差押え禁止となります。
したがって、差押えによって債務者が失う財産はこのような差押え禁止財産の
範囲を超えるものとなります。

2. 差押えが禁止される債権
給料、賃金、賞与、退職年金など給与に係る債権について差押えを受けた場
合、通勤手当を除く額面金額から源泉所得税、地方税、社会保険料を差し引い
た手取額が44万円を超える場合は、その手取額から33万円を差し引いた残額
の全てが差押えられます。手取額が44万円以下の場合は、その手取額の1／4
相当額が差押えられることになります。
また、退職手当金について差押えを受けると、手取額の1／4相当額が差押
えられます。さらに、夫婦の扶養、婚姻費用の分担、離婚後の子供の養育、身内
の扶養などに基づき受け取る金銭は1／2相当額が差押えられることになります。
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Q36 公正証書の作成

金融業者から公正証書を作成するように言われています。そもそも「公
正証書」とはどのようなものですか。また、「公正証書」を作成すると、
どうなりますか。

A
1. 公正証書とは
「公正証書」とは、例えば金融業者が債務者に対して貸金の返済を請求する
などのように金銭などの給付を目的とする請求について、公証人が一定の方式
にしたがって作成する証書のことをいいます。
債務者からの返済が行われなくなった場合、支払督促や訴訟などの裁判手
続きをとるには費用も時間もかかります。そこで、業者としては、あらかじめ
裁判外の和解契約書を公正証書として作成し、その中に債務者が直ちに強制執
行に服する旨の承諾文言（［執行受諾文言］といいます。）を入れておき、訴訟
などの裁判手続きを経ることなく直ちに執行手続きに入れることとしたい訳で
す。
このように、公正証書は執行証書として簡易な方法で差押えなどの強制執行
を行うために必要とされる要件（「債務名義」といいます。）を満たすため、金
融業者は、執行受諾文言入りの公正証書を作成するように、債務者に要求して
いる訳です。

2. 公正証書の効力
このように、執行受諾文言のある公正証書は債務名義の一つであり、裁判上
の判決と同じく強制執行ができます。したがって、公正証書を作成する場合、
債務者は相当な覚悟が必要となります。
貸金業者が公正証書の作成に関して、債務者などから白紙委任状を取ること
は禁止されていますが、なかには、金融業者から要求されて白紙委任状や印鑑
証明書を渡してしまったところ、勝手に公正証書を作成されてしまったという
ことがありますので、これらの重要書類は絶対に渡さないようにしてください。

48



Q37 消滅時効の可能性

長期間にわたって借金の返済をしなかったら、突然、金融業者から貸
金返済の通知を受けました。「消滅時効」の話を聴いたことがありま
すが、どんな制度ですか。利用できますか。

A
1. 消滅時効制度と要件
「消滅時効」とは、債権者である貸主の権利が確定期限から一定期間にわたっ
て行使されない場合に、債務者である借主に対する貸金返還請求権が消滅して
しまう制度をいいます。
その要件は、①当然に期限の利益を喪失する条項（Q29を参照してください。）
が一般的な実務においては、これに該当する支払い遅滞があった場合、その喪
失日の翌日から起算して、貸主が貸金業者であれば商事債権として短期消滅時
効期間である5年間（貸主が友人や親戚など個人の場合、または商法の適用を
受けない業者の場合であれば、短期消滅時効には該当しませんので10年間の
ままです。）が経過したこと、②借主が貸主に対して、その貸金返還請求権を
消滅させる意思表示（援用）をすることとなっています。
なお、商品の売買代金や飲食代金の消滅時効期間はそれぞれ2年、1年ですが、
クレジットカードを利用した場合には、クレジット会社が代金を立替えるため、
商事債権に変わりますので、消滅時効期間は5年となります。また、確定判決
や確定判決と同一の効力を有する公的手続き（裁判上の和解、調停など）によ
り確定した権利は、短期消滅時効期間の債権であっても、その後は10年にな
ります。

2. 消滅時効の意思表示
消滅時効を援用する場合、借主は貸主に対して、例えば、「貴社の私に対す
る貸金債権は、期限の利益を喪失した翌日の○年○月○日から○年間経過し、
消滅時効が完成しています。したがって、この消滅時効の利益を援用し本書に
より通知します。」などと上記1.要件①②の事実を記載して内容証明郵便（用
紙は文具店等で市販されています。）で配達証明を付けて通知します。
その際、貸主が金融業者などの法人組織で請求書が支店から送られてきてい
るのなら、その支店長宛に、債権（回収）管理部など独立した営業所ではない
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所から送られてきているのなら、その部局宛と本店社長宛の両方に、発信する
のが確実です。これによって、借主は貸金返済義務から免れます。
ただし、上記1.要件①の時効期間満了前に貸主から貸金返済の催告書が届い
ている場合には、時効期間が一旦、6カ月延長されるのと同様の効果を生じま
す（ただし、この期間中に裁判上の請求をするなど時効の中断措置がとられな
ければ延長効果は消えます。）。
なお、主債務者が時効を援用した場合でもそのままですと（連帯）保証人の
債務は残りますから、主債務者と同様、（連帯）保証人においてもその（連帯）
保証債務の消滅時効を援用することで、（連帯）保証債務者はその責任を免れ
ることができます。

3. 長期間返済していない場合の注意点
　（1） 返済や債務承認は慎重に

消滅時効が経過しているのに気づかないまま、軽々しく借金を支払ったり、
債務のあることを承認したりすると、貸金債務や（連帯）保証債務のあるこ
とを認めたことになり、その後は消滅時効を援用することができなくなりま
す。したがって、支払請求を受けた場合は、消滅時効が成立するかどうかを
慎重に検討し、消滅時効の利益を失わないようにすることです。

　（2） 消滅時効の起算点を調査
なお、消滅時効の起算点を特定するには、債務者がいつから支払遅滞を生
じたかと関連します。債務者自身が今まで支払った証拠書類を保管していな
い場合は、個人の信用情報機関の情報開示制度を利用して自分の延滞情報な
ど（機関により異動情報や取引事実情報ということもあります。）の開示（Q61
を参照してください。）を求めれば、支払遅滞を生じた開始時期の見当をつ
けることができます。
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Q38 債務整理と保証人

借金に保証人が付いている場合の債務整理はどうなりますか。

A
1. 保証
保証とは、主債務者が返済しない場合に補充的に主債務者（借主）と同じ返
済義務を負う、債務をいいます。保証債務は債権者と保証人との間で結ばれる
保証契約により発生しますが、書面で行われなければその効力は生じません。
保証も連帯保証も債権者の人的担保（債権者への支払いを確保するため保証人
や連帯保証人の資力が引き当てとなる手段）である点では共通します。

2. 保証人と連帯保証人との相違点
しかし、幾つかの点で保証人と連帯保証人とでは大きく異なります。債務者
から請求があったときに、保証人の場合は、「まず債務者に請求しろ」（催告の
抗弁権）と反論することができます。また、債権者が保証人の財産に対して強
制執行をしてきた場合には、「まず主債務者の財産から執行せよ」（検索の抗弁
権）と反論することができます。また、保証人が複数人いて、一人の保証人に
対し債権者が全額の支払いを請求してきた場合には、頭数で割った均分の負担
部分だけを支払う（分別の利益）と反論することができます。
これに対し、連帯保証人の場合は、これらの反論が認められませんので、限
りなく債務者本人と同様な責任を負わされることになります。このように、連
帯保証人の方が単なる保証人よりも責任が重いといえます。
いずれにせよ、他人の債務を保証したり、連帯保証したりすれば、場合によっ
ては自分の財産を失いかねない事態になります。軽々に人の（連帯）保証人に
はならないよう慎重に判断する必要があります。

3. 任意整理の場合
主債務者の中には、（連帯）保証人に迷惑をかけたくないという理由から、（連
帯）保証人の付いている債務について、弁護士などに話をしなかったり、弁護
士に話をしても任意整理の対象からはずして契約どおりの返済を続けていきた
いと話したりする方がいます。
そのような主債務者の心情は理解できなくはありませんが、（連帯）保証を
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とっている債権者に対してのみ契約どおりに返済し、他の債権者については任
意整理を進めようとしても、各々の債権者に支払うための弁済原資を十分に用
意することができず、結局、任意整理も目的を達成できなくなってしまうケー
スが少なくありません。
真に債務者の経済的な再生を図っていくためには、保証人付きの債務を特別
扱いするのではなく、その債権者も含めた返済計画が不可欠となりますので、
（連帯）保証人にも主債務者の行おうとする任意整理に関する情報を提供する
などして、（連帯）保証人を含めた関係者相互の調整が必要となります。

4. 法的整理の場合
法律上、主債務者に自己破産や個人再生の手続開始の決定や、特定調停の申
立てがあっても、また、主債務者が免責を得ても、（連帯）保証人に影響はあ
りませんので、債権者はそのことに関係なく（連帯）保証人に対して消費貸借
契約どおりの債務の弁済を請求することができます。
このようなことが認められるのは、債権者としては主債務者の資力が悪化し
たような場合に備えて、あらかじめ債権者は（連帯）保証人を付けたといえる
からです。
したがって、自己破産、個人再生または特定調停の申立てをする時には、（連
帯）保証人に対し債権者から貸金の返還請求が行なわれることになりますので、
一括返済の可否や交渉による分割弁済の条件などを検討しておく必要がありま
す。なお、（連帯）保証人も経済的に困窮している場合には、（連帯）保証人に
ついても法的整理や任意整理が必要になります。
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Q39 保証人の変更

友人の借金の保証人になったら、金融業者から友人に代わって支払え
と請求を受け困っています。保証人を辞めることはできますか。また、
他の人に保証人を代えることはできませんか。

A
1. 保証契約の性質
保証人としての責任は保証契約によって生じます。保証人は本人と同一の責
任を負うので、友人が支払わない場合には、当然に債権者から友人に代わって
支払うよう請求されることになります。保証人を代えることは可能だとは思い
ますが、保証契約はあくまでも債権者との合意に基づくもので、解除原因など
がない限り勝手に契約を解除することはできません。また、解除原因がない場
合に保証人を代えてもらうためには、債権者の承諾が必要となります。

2. 債権者の同意が不可欠
債権者の承諾があれば保証契約を解約することはできますが、一般的には債
務者本人が支払いをしない場合に承諾をすることはありません。また、他の人
を保証人にすることも債権者が同意すれば可能ですが、新たな保証契約を締結
することになります。しかし、「保証」は債務者本人が支払いをしない場合に
本人と同一の責任を負うものですから、一般的には債務者本人の支払いがない
ような場合に、新たな保証人になることを承諾する人はいないと思われます。

3. 契約当事者は保証人と債権者
友人の保証人になった際、その友人は「借金は自分が返済するので君には絶
対、迷惑をかけないから大丈夫だ」と約束しているとか、そのことを念書にし
て差し入れているなどの事情があるのでしょう。しかし、あくまで保証契約の
当事者は保証人と金融業者ですから、以上述べてきたことに変わりはありませ
ん。また、連帯保証人の場合でも、保証人の場合と同様です（Q38を参照して
ください。）。
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Q40 覚えのない保証人の支払義務

知らないうちに家族の借金の連帯保証人になっていました。このよう
な場合でも支払義務があるのですか。

A
1. 支払義務の有無
連帯保証契約は貸主と連帯保証人との間で締結される契約ですから、借金に
際し、あなた自身が連帯保証人として連帯保証契約に同意していない限り、勝
手に家族があなたを連帯保証人として契約を結んでもその効果はあなたには及
びません。金融業者の中には債務者本人（借主）に家族の誰かを連帯保証人と
して記載させることがありますが、あなた自身が連帯保証人となることに同意
しておらず、知らないうちに連帯保証人にさせられていただけでは、あなたが
連帯保証人として支払義務を負うことはありません。

2. 印鑑の無断使用
しかし、あなたを勝手に連帯保証人とした家族が、あなたの印鑑を無断で使
用して連帯保証契約書に捺印した場合は問題です。何故ならば、その契約書に
捺印された印影があなたの印鑑と一致する時は、あなた自身が捺印したものと
して推定され、この推定が働くとその契約書はあなたの意思に基づいて作成さ
れたとの推定を受けるからです。
この推定が働くのは必ずしも実印である必要はありませんから、銀行印や認
印でもこの推定を受けます（もっとも、認印はどれも同じ様な字体であり、あ
なた自身でさえ押捺された印が自分の印鑑かそうでないかが判らない場合があ
ります。このような場合には、保証契約書があなたの意思に基づいて作成され
たとの推定が働かないこともありえます。）。
いずれの印鑑にせよ、家族が勝手に連帯保証契約書に捺印した印影があなた
の印鑑を使用したものであれば、上記の推定が働くので、あなたは「家族が勝
手に私の印鑑を持ち出して無断で契約書に捺印した」などと反証する必要があ
りますが、あなたがその家族に使用された印鑑を預けていたなどの事情がある
時は、この反証は必ずしも容易ではありません。
したがって、家族といえども印鑑（特に印鑑証明書が発行される実印）の保
管は厳重にする必要があります。ましてや家族に多重債務で苦しむ者がいると
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きはなおさらです。

3. 保証契約の追認行為
また、家族があなたの印鑑を無断で使用したことが明らかであり、本来、あ
なたが連帯保証義務を負わない場合でも、あなた自身が業者からの請求に対し
て支払義務があることを認めたり、僅かな金額といえども支払いに応じたりす
るならば、その家族の行った連帯保証契約を後から追認することを意味するの
で、連帯保証契約の効果があなたに及び、あなたは結局、連帯保証義務を負う
ことになってしまいます。
したがって、印鑑が無断で家族に使用された場合、金融業者から「息子の不
始末は親が尻拭いするのが常識だろう。責任を取れ。」などと物言いされても、
軽々に支払いを約束することがないように注意してください。
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Q41 保証人と求償

親友の連帯保証人として、金融業者へ借金を肩代わりしました。自分
の生活資金の心配もあるので、返してもらうことはできますか。

A
1. 求償とは
あなたの親友（主債務者（借主））が支払いをできなくなって、あなた（（連
帯）保証人）が主債務者に代わって弁済した場合には、その債務について（連帯）
保証人が最終的な責任を負うものではないから、（連帯）保証人は主たる債務
者に対して（（連帯）保証人が複数人の場合は他の（連帯）保証人にも）弁済
を求めること（このことを「求償」といいます。）ができます。

2. 主債務者に対する求償
（1） 主債務者から委託されて連帯保証人になった場合

主債務者である親友から、「絶対に迷惑をかけないから頼む」などといわ
れて連帯保証人になることを同意した場合です。この場合は、肩代わりで弁
済する前に「弁済すること」と弁済後に「弁済したこと」とをその都度、主
債務者に通知して、弁済額の全額のほかに弁済した日の翌日から支払いを受
けるまでの期間についての法定利息及び必要となった費用などを含めて請求
することができます。
なお、主債務者の破産手続開始決定を受けて債権者が破産債権者として配
当に参加していないときや、主債務者の弁済期日が到来しているときなどは、
保証人は弁済する前に事前に主債務者に求償することができます。

（2） 主債務者から委託されずに連帯保証人になっていた場合
主債務者である親友が困っているのを見過ごす訳にいかず、自ら債権者と
連帯保証契約を結んだような場合です。この場合にも、肩代わりで弁済する
前と後とで、その都度、主債務者に通知して、弁済した後で主債務者に求償
できます。
しかし、主債務者に対する事前求償は認められず、また求償できる範囲も
肩代わりして弁済した時点で主債務者が受けた利益までに制限される点で上
記（1）のケースとは異なります。
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3. 連帯保証人相互の求償
連帯保証人が複数人の場合、連帯保証人の一人が肩代わりで弁済すると、他
の連帯保証人に求償することができます。連帯保証人相互間の求償の範囲につ
いては、民法上の明文はありませんが、裁判例によると、①連帯保証人間で負
担割合について特約がある場合は特約に従い、②そのような特約がない場合は、
保証の限度額で按分するなど連帯保証人相互の受益の割合に従い、③いずれに
もよらない場合は、平等であると考えられています。

しかし、金融業者に肩代わりして支払ったといっても、主債務者や他の連帯
保証人に資力がない限り、求償権を行使して回収するのは非常に困難です。し
たがって、親友から「迷惑をかけないから保証人になって欲しい」と頼まれても、
肩代わりするつもりがなければ断るのが賢明です。

57



Q42 債務整理の相談

債務整理を弁護士や認定司法書士の専門家に相談するにはどうしたら
よいですか。

A
1. 相談窓口
弁護士・認定司法書士（この項では、「弁護士など」といいます。）は、依頼
者である債務者の代理人として、債務者のために債権者と交渉して和解を成立
させたり、場合によっては裁判上の手続をとったりすること（訴えを起こし、
あるいは起こされた訴えに応訴すること）ができます。認定司法書士の場合は、
訴訟代理や裁判外の和解についての代理に制約があり、訴訟などの目的の価額
が140万円以内の事案に限られます。この制約を超える場合には、弁護士に依
頼することになります。
弁護士の場合、都道府県単位で設置された各地の「弁護士会」に、また認定
司法書士の場合、「司法書士会」に問い合わせると、相談窓口を紹介してもら
えます。それぞれ債務整理専門の相談窓口を設置していますので、問い合わせ
てください。
（参考資料12．「全国の弁護士会法律相談窓口の所在地一覧」、同13．「全国
の司法書士会総合相談センターの所在地一覧」、同14．「日本司法支援センター
（法テラス）の全国所在地一覧」を参照してください。）

2. 事前準備
効率よく相談を受け、適切なアドバイスを受けるためには、債務者があらか
じめ必要な資料を準備して相談に臨む必要があります。自身の本人確認書類（運
転免許証、パスポート、健康保険証など。）、債権者一覧表（業者名、最初に借
入れした年月日と元本額、現在の借入残高、保証人その他の担保の有無を一覧
できるように表形式で記載したもの）、借入れに関する一切の資料（契約書、振
込控、預貯金通帳、利用明細、ローンの場合は返済表など。）、収入に関する資
料（給与明細・源泉徴収票、個人事業主の場合は直近の税務申告書など。）を
用意してください。

第7章 弁護士・認定司法書士について
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3. 相談費用
最初の相談については、弁護士などが個人で行う相談は通常有料ですが、な
かには多重債務の相談は無料のところもあります。弁護士会や司法書士会で
行っている相談（通常は30分につき5千円位（消費税別）が必要です。一部
の法律相談センターでは多重債務の相談に限って無料としています。）のほか、
日本司法支援センター（法テラス）※、市町村窓口などで実施する法律相談を
利用する場合には無料の場合があります。
その後、弁護士などに「債務整理」を依頼する場合には、通常の事件と比較
して低額の費用で受任してくれる場合が多いと思います（具体的には、Q44を
参照してください。）。また、最近では分割払いでの支払いに応じてくれること
も多くなっています。

※日本司法支援センター（法テラス）の概要
　　総合法律支援法により平成18年4月設立、同年10月開業。
　　法律相談援助、代理援助および書類作成援助などの民事法律扶助業務のほか、法
的トラブルの解決に役立つ法制度や最適な相談機関を紹介する情報提供業務などを
行う法人。
　　旧財団法人法律扶助協会の民事法律扶助業務は引き継がれ、本部の他に各都道府
県に地方事務所などが設置されています。
　　初めて利用する場合は、0570-078374（おなやみなし）に電話で問い合わせ
てください。（受付時間　平日9：00～ 21：00　土曜日 9：00～ 17：00　祝日・
年末年始除く）
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Q43 法律専門家の有無による債務整理対応の違い

弁護士や認定司法書士に債務整理を依頼した場合と、しない場合とで
はどのような違いがありますか。

A
1. 任意整理の場合
「任意整理」（裁判所が関与しない）の場合、債権者さえ応じてくれれば、債
務者自身で交渉することが可能ですが、実際には弁護士や認定司法書士（この
項では、「弁護士など」といいます。）に依頼しないで行うことはかなり困難です。
一方で、債務者自身は借入れの条件の際に定められている利率やその他の条
件は守らなければならないと考えていますし、債権者はこれに加えて貸主とい
う立場の優位性を以って一方的な主張を行い、全取引経過の開示もなく、場合
により利息制限法による引き直し計算もしないまま、さらには高額の遅延損害
金を付加された金額を債務額とする極めて不利な和解を押しつけられてしまう
ことがあります。
これに対して、弁護士などに依頼した場合、法令にしたがって適正に債務整
理を行うことは当然ですが、支払困難や不能という状態に陥っている債務者が
経済生活の建て直しを図ることができるよう、専門家が行う債務整理について
の一定のルール（全取引明細の開示を受けた上での引き直し計算、債務者に有
利な分割払いの条件の提示、将来利息のカットの要求など）に従い、債務者に
もっとも有利な条件で和解が成立するよう努力することになります。

2. 法的整理の場合
また、自己破産や個人再生など裁判所が関与する「法的整理」の場合には、
手続も複雑ですから、弁護士などに依頼しないで手続を進めることは一層困難
といえます。
なお、大都市の裁判所では破産や個人再生の申立てが多いため、事件の迅速
処理の要請から弁護士などに依頼するよう助言し、弁護士などが関与している
場合には、専門家の手で必要な調査が適正に行われていると考え、本人申立て
とは異なる簡易迅速な手続を積極的に進めるようになっています。
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3. 簡易裁判所の手続
なお、「簡易裁判所」で行われる手続（特定調停、支払督促手続と移行後の訴訟、
少額の訴訟など）については、本人自身で円滑に手続が進められるよう、裁判
所が親切に援助してくれます。
具体的には、債務者が「特定調停」を申立てた場合には、「調停委員」が債
権者から取引履歴を提出させ、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、債務
額を確定して和解に導いてくれます。
ただし、特定調停では、和解することの損得を本人自身が適切に判断しない
と、思わぬ不利な和解をしてしまうことがあります。例えば、過払金の発生が
見込まれる場合に、その金額が、少額なときは債務不存在で和解した方が得で
すが、多額なときは和解しないで特定調停を終わらせ、弁護士などに過払金の
返還請求を依頼する方が得になることなどです。
これに対して、弁護士などに依頼した場合、法令にしたがった適正な手続き
と債務者側の事情を念頭においた債務整理を主張していきますので、和解する
条件は債権者側が一歩譲ったものになります。また、過払金が見込まれ、債務
者側に不利になる場合には、特定調停では和解せずに、他の債務者に有利な債
務整理の方法を選択してもらえます。
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Q44 弁護士などの費用がない場合の債務整理相談

弁護士や司法書士に債務整理を依頼したいのですが、費用がありませ
ん。どうすればよいですか。

A
1. 債務整理の費用
債務整理の内容によって、弁護士や認定司法書士（この項では、「弁護士など」
といいます。）の費用（注）は異なりますが、費用がないために弁護士などに
依頼できないとためらわず、どのような債務整理が自分には適切か、まず無料
の法律相談所などを利用してその方向性を見極め、実際の債務整理の進め方に
ついて、弁護士などの相談を受けることを勧めます。

（注） 弁護士などの費用　弁護士などに事件処理を委任した場合に支払う「着手金」、弁護士などが合
意書や判決などで権利義務関係を確定させた場合又は過払金を取り戻した場合に発生する「報酬
金」、弁護士などが出向いた場合の「交通費」、「通信費」など事件の処理又は書類の作成に要する「実
費」の総称です。裁判申立て費用とは異なります。

2. 相談機関の活用
弁護士会や司法書士会（この項では、「弁護士会など」といいます。）では、通常、
予約制で法律相談を30分5千円位（消費税別）の費用で実施しています。実
施内容や相談料は各弁護士会などにより異なりますが、多重債務相談について
は初回相談料が無料なところもあります。また、多重債務の相談は都道府県な
どの行政機関などでも無料で行っています。
相談の結果で弁護士などの関与が必要だと判断された場合、通常は、相談を
受けた弁護士などが受任するか、他の弁護士などを紹介してくれます。その弁
護士などに、費用の分割払いができないかなどを相談することになります。

3. 任意整理を無料で行う公的機関の活用
（公財）日本クレジットカウンセリング協会（第11章を参照してください。）
では、カウンセラー弁護士が関与して任意整理のための手続（取引履歴の開示
請求や、利息制限法の制限利率に基づく引き直し計算、これに基づく和解交渉）
などを全て無料で行っていますから、このような機関を利用することも可能で
す。同協会では、債務総額や収入の点などから任意整理が難しいと判断した場
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合には、法的整理を行うために、弁護士会の法律相談センターを紹介していま
す。

4. 日本司法支援センター（法テラス）の費用立替え制度（民事法律扶助
業務）
一定の収入要件と資産要件（「資力基準」といいます。参考資料10.を参照し
てください。）を満たす方に対しては、法テラスが無料で法律相談を行い、必
要に応じて、弁護士や司法書士に裁判の代理や提出書類の作成を依頼するとき
に支払う費用の立替えを行います。費用の立替制度の利用を希望する場合には、
資力などの審査があります。
任意整理では、受任弁護士などが交渉などにより債権者から過払金の返還を
受けた場合には、別途弁護士などの報酬金を自己負担することになります。破
産の申立てについては、免責許可の見込みがある場合（借入れの理由がギャン
ブルや浪費などの場合でも、裁判所から裁量免責される見込みがある場合を含
みます。）に弁護士などに書類作成援助や代理援助を依頼することができます。
立替費用は、着手金及び実費が対象となり、裁判所に納める予納金や弁護士な
どの報酬金は自己負担となります。
また、立替金は、援助を受けた方が援助開始決定の翌月から毎月分割で法テ
ラスに返済（償還）していくことになります（無利息）。
なお、弁護士会や司法書士会の相談機関で法律相談を受けた場合でも、その
相談を行った弁護士などが、法テラスに「持ち込み」事件として、民事法律扶
助の申込みをしてくれる場合があります。
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Q45 借入債務の一本化

いろいろな業者から借金をして返済が大変です。低利子で債務を一本
化して乗り切ろうと考えていますが、どのような方法がありますか。

A
1. 債務額の減額交渉、借り換え
業者からの請求額と法律上の債務額とは異なりますから、業者毎に取引経過

（借入れと返済の年月日・金額などの記録）の開示を求め、利息制限法で定め
られた制限利率で引き直し計算をして債務額を把握します。ケースによっては
債務額が少なくなることがあります。債権者に、この引き直し計算の結果や一
括支払いを提案して残債務の減額を交渉します。
また、改正貸金業法最終施行（平成22年6月18日）により、借換え貸付が
総量規制の例外取引が認められておりますので、借主にとって従来よりも低金
利、返済額軽減など有利な条件で、段階的に債務額を減らせるように借り換え
ることも考えられます。業者に相談してみてください。

2. 身内に相談
債権者との減額交渉がうまくいかなかった場合には、身内に相談してみます。
返済が大変なほど借入れが多い訳ですから、新たに借入れができる信用状態に
はないことを認識しなければなりません。多額の借入状況を知りながら貸付け
をしたり、他の機関からの借入れ分までまとめて貸付けたりする、いわゆる借
入債務の一本化をしてくれるところはなかなかみつからないと思います。一番
可能性があるのは両親や親戚など身内だと思いますので、事情を説明して支援
を申し込んでみることです。

3. 信用ある金融機関へ相談
両親などから借金ができない場合には、低金利で融資してくれる機関を探す
ことになりますが、「おまとめローン」などと称して借入れの一本化をうたっ
ている一部の銀行、郵便局など信用のある金融機関に相談してみることが考え
られます。その場合でも、収入や信用保証機関の保証などの制約がありますの
で、注意してください。いずれにしても、数社分の負債が整理できる額だけで

第8章 借金の返済、家族の借金・相続について
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も融資を受けられれば、その後の弁済負担は今より多少は軽くなります。

4. 任意整理の検討
一時の家計のやり繰りだけではなく、収支上も慢性的に借りて返すような状
態に陥る可能性が考えられますので、この際、根本的に借金体質を見直してみ
て、任意整理を考える必要もあります。債務の一本化では、問題の先送りにし
かならない場合も少なくありません。多重債務状態の抜本的な解決を図ろうと
するため、任意整理を含む債務整理を検討する必要のある場合ではないのか、
検討するべきです。もっとも、この場合には、債務整理に入ると、業者から個
人信用情報登録機関へ情報登録がなされるため、最低5年程度は新たな与信を
受けられなくなりますので、ライフイベントとの関係でそのリスクも併せて検
討することになります。

5. 甘い誘い文句には危険が一杯
ところで、広告、チラシやダイレクトメールで、例えば「絶対貸します」「今
日必要な方、即時融資！」「問題解決！まとめ一本化」などの甘い誘い文句を
目にしたり、電話で「自宅を担保に借入れを一本化しませんか」などと誘って
きたりしますが、うまい話の裏には悪質な手口が潜み、信用できないことが多
いです。かえって深刻な事態に陥ってしまうので、このような金融業者（整理屋）
に依頼することは絶対に止めましょう。
債務の一本化は、一本化によって、より金利負担が軽くなるように行わなけ
ればなりません。しかし、実際には甘い誘い文句に却って金利負担が重くなる
結果となり、事態を悪化させてしまう危険性があることに留意してください。

65



Q46 地方公共団体などでの応急的な借入れ

病気や失業などのため急にお金が必要になった時、行政や福祉機関か
らお金を借りることはできますか。

A
応急的に金銭を必要とする場合、社会福祉協議会（社協）や自治体が貸出を
行っています。生活福祉資金貸付制度などと呼ばれており、目的・対象者別に
制度が定められています。低金利（一部無利子）ですが、通常、連帯保証人が
必要となります。ただし、緊急小口資金貸付のように資金種類によっては、連
帯保証人が不要な場合もあります。
社会福祉協議会は法律により設けられた社会福祉法人で全国どこの自治体に
もあります。地域福祉の増進を目指した活動を行っており、その地域にお住ま
いの方に対して、低所得者（定期的に改定される収入基準があります）、障害者、
高齢者（概ね65歳以上）世帯の経済的自立を支援する資金の貸付や低所得世
帯が公的給付の開始までに必要となった生活つなぎ資金や疾病・災害・盗難な
ど不測の事情によって発生した必要資金の貸付けを行っています。また、失業
によって生計の維持が困難となった世帯に対しても、一定の要件で生活資金を
貸付ける制度もあります。
自治体が独自に応急福祉資金とか、医療・介護や被災などによる出費で生活
費が必要になった時の緊急小口資金とかいわれる貸付制度を設けているところ
もあります。また、自治体の福祉・厚生部門が地元の社会福祉協議会（社協）
の窓口となっていることも多いので、借入れなどが必要な場合は、まず自治体
の福祉・厚生部門に相談してください。
このほかに、消費者信用生協が主導する、例えば（一社）生活サポート基金
やグリーンコープなどのコミュニティファイナンス機関もあります。これらの
機関は自治体の多重債務者生活再生事業と提携して、家計相談を行った上で、
労働金庫が必要な資金を低利で貸付け（東京都の場合、貸付限度3百万円、連
帯保証人1名が必要などの制限があります。）し、多重債務者の生活再生を支
援しています。
もっとも、お金の支払時期を遅くするなどの工夫により、借入れせずに凌げ
る場合もあり得ます。借入れが必要かを考えてみましょう。
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Q47 家族に内緒の借金

夫や親に内緒の借金の返済で苦しい状況です。家族に知られないで何
とか返済する方法はないですか。

A
家族に内緒のまま返済する方法を考える余地がある場合もありますが、家族
に内緒のまま返済を続けるのは、その場凌ぎにしかならず、問題の解決にはな
りません。また、安易に借入れすると、多重債務に陥る原因ともなりますので、
まず一人で悩まずに弁護士会、司法書士会、自治体などで行っている法律相談
を受けるのもよい解決方法です。

1. 家族の協力は必須条件
借金の返済が苦しいということは、自分の収入だけでは、返済ができなくなっ
ているのです。もうこれ以上、返済のための借金をすることは止めなければな
りません。このような状況では、家族に事情を打ち明けて理解を得て、協力し
て解決に当たるのがよいと思います。夫の収入のみで生計を立てている場合は、
一家の生計を健全にするためにも、なおさら早く打ち明けることが必要です。
事情を打ち明けた結果、怒られたり、一旦は人間関係がこじれたりしたとし
ても、あなた自身が真に反省して今後誠実に対処すれば、関係は修復できるで
しょう。ところが、どうしても打ち明けられない場合、破産とか任意整理を取
り組むことになりますが、返済原資が行き詰まることが多いので、できるだけ
家族の問題として取り組む方がよいです。

2. 配偶者の暴力対策
また、配偶者の暴力を恐れて打ち明けられない場合もあります。債務整理と
は別に解決しなければならない問題です。いわゆるDV法（配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護に関する法律）より保護されますが、生命及び身体に
重大な危害を受けることが危惧されるような場合には、警察や都道府県や市町
村の配偶者暴力相談支援センター（女性センター、福祉相談所などで行ってい
るところもあります。）に早めに相談してみるとよいでしょう。
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Q48 借りては返す借金体質の改善

借金がかさんで、借りては返すという繰返しになっています。こんな
生活から抜け出したいのですが。

A
1. 家計の見直し
生活費が足りなくてとか収入が減ったとかで、借り始めた借金ですがいつの
まにかあなたの収入に見合わない金額になっていませんか。
借金には利子が付きます。早く計画的に返済していかないと利子が利子を生
んで、借金はどんどん膨らんでいきます。
そのためには、家計の見直しが重要です。携帯電話などの通信費は、思いの
ほか掛かっています。外食は多くありませんか。ブランド品やギャンブルには
まっていませんか。けがや病気のそなえはできていますか。
すぐに家計の見直しを進めて、計画的に返済することが必要です。
家計の見直しの方法は、家計簿をつけて支出をしっかり把握することですが、
日記と同じで日々の家計をつけるのはなかなかできません。簡単な家計表など
で週単位で家計を点検してはどうでしょうか。あるいは「赤字を出さず返済額
以上貯める」、「携帯は通信・通話のみ」、「極力外食をしない」など目標を決め
て実行するのも一つの方法です。
借金体質からの脱出には、赤字を出さないという覚悟が必要です。家計の点
検は楽しいことではないかもしれませんが、一度覚悟を決めれば愛車や好きな
エステなどをあきらめることもできます。

2. 債務整理も解決の方法
家計の点検も見直しも済んで、無駄な支出はやめたり、減らしても、どうし
ても赤字になる場合もあります。
家族も含んだ勤務先のリストラや倒産、病気やけがで急に収入が減ったり、
なくなったり、のケースがあげられます。
こうした場合、無理して借金の返済を続けることは、借金がかさむ一方で解
決がますます難しくなります。すぐに債務整理を弁護士・認定司法書士、（公財）
日本クレジットカウンセリング協会など専門家や専門機関に相談してください
（Q1を参照してください。）。
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Q49 収入減少と住宅ローン返済

収入が減って、住宅ローンなどを支払っていけなくなりました。
どうすればよいですか。

A
1. 住宅ローンと金融業者などからの借金とを区別
借金をした当時の収入では余裕を持った返済計画であったにもかかわらず、
経済的状況の変化や個人的状況の変化により返済計画に狂いが生ずる場合が
多々あります。残念ながら、住宅ローンを組んだ際に予定していた収入が得ら
れなくなった以上、住宅の維持は困難になったということが言えます。減少し
た収入でローンを組み立て直して、なんとか住宅ローンを払い続ける方法を債
権者との交渉で認められれば良いのですが、そうでない場合は、住宅を手放す
ことを覚悟しなければなりません。
ここでは、ローン返済のために売却できる他の財産をもっていないことを前
提として、住宅ローンだけの場合、住宅ローンのほかに金融業者などからの借
金がある場合に分けて対処の仕方を考えてみます。いずれにせよ、返済額の減
額や借金の借り替えが成立しなかった場合には、最終的に債務整理をすること
になります。

2. 住宅ローンだけの場合
（1） 住宅物件に価値がある場合

ローンの返済期間の延長などにより、月々の返済額の減額を交渉します。
交渉が成立すれば減額された返済額でローンを続けられます。交渉が成立し
ない場合は、ローンの目的物を売却して一括返済ということで時間的余裕を
受けることです。その際、売却額が残債権額などに不足する場合にどうする
かも債権者との間で決めておかなくてはなりません。

（2） 住宅物件に価値がない場合
売却するものがありませんから、返済額をあなたが払える額まで減額交渉
をするほかありません。

3. 住宅ローンのほかに金融業者などからの借金がある場合
貸金業者からの借金は高利なものが多く、請求額が直ちに法律上の債務額と
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いうことにはならないので、まず弁護士・認定司法書士に相談してこれらの債
務額の減額や金利引下げの交渉をしてみます。住宅物件に価値がある場合には、
銀行などから低金利で借入れ、高利分の借入を一括返済することも有効です。
住宅ローンのほかに、消費者金融等から借入れをしてしまったということは、
返済可能額を上回る借入れになっている場合が多いでしょう。
特に、住宅ローンを返済するための資金を借入れで賄っている場合、住宅を
維持して住宅ローンを払っていけるだけの資力がなくなっている状態にあると
見なければなりません。その場合、住宅を手放して返済や家計を根本から見直
す必要があると言わざるを得ません。
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Q50 住宅を手放さずに債務整理

収入が減り、住宅ローンを支払えなくなりました。サラ金、クレジッ
ト会社からのキャッシングも重なり、返済が困難になりました。家を
手放さないためにはどうすればよいですか。

A
次の三つの方法が考えられますが、住宅がある場合は手続きが複雑になりま
すから、この場合は弁護士に相談するのがよいと思います。
（1） 任意整理の場合

住宅ローンの金融機関に対し支払条件を緩和してもらう交渉を行うと同時
に、その他の債権者と毎月の支払額の減額交渉を行います。その結果、住宅
ローンと他の債権者への毎月の支払額の合計額を毎月の収入から生活費を差
し引いた金額の範囲内に収めることができれば、住宅を処分せずにそのまま
支払っていくことができます。
しかし、他の債権者への支払いを減額するにも限度がある（通常、3年程
度以内で完済できることが目安になります。）ので、任意整理が難しい場合
もあります。

（2） 個人再生手続きの場合
被担保債務を除く無担保債務が5千万円以下で、毎月安定した収入がある
個人の場合には、個人再生手続きによることが考えられます（Q16、Q19を
参照してください。）。

（3） 破産の場合
個人再生手続きでも解決できない場合は破産しかありません。この場合は、
住宅は手離すのが原則になりますが、ローンの残額が不動産処分額を上回る
場合（例えば1.5倍以上）には、破産手続きの中では家を手放さないで済む
場合もあります。ただし、住宅ローンの抵当権者による競売申立て等によっ
て家を失うことが考えられます。
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Q51 過払金の取り戻し

高利な借金ですが、金融業者から請求されるまま返済しています。
新聞に出ていた過払金とは何ですか。自分でも手続きができますか。

A
1. 過払金とは
一言でいえば、債務者が債権者である金融業者に弁済し過ぎた金額のことで
す。過去に利息制限法の制限利率を超える利率で借入れ、約定どおりに弁済し
ている場合は、制限利率を超えた利息部分は本来弁済する必要のない利息です。
そして、この利息を債務元金残高に充当する引き直し計算を行った結果、実質
の元金残高はゼロになり、本来であれば弁済する義務がないお金が発生した場
合に、そのお金のことを「過払金」といい、訴訟や交渉によって返還してもら
うことができます。

2. 過払金の発生メカニズム
利息制限法では、制限利率を金融業者から借入れた金額が10万円未満の場
合は年20％、10万円以上100万円未満の場合は年18％、100万円以上の場合
は年15％としています。そして、平成22年6月18日の法改正まではこの制
限利率を超えた利率で計算された利息部分は無効、制限利率の超過部分を債務
者が任意に支払った場合は、その返還を求めることはできない（みなし弁済）
との規定もありました。
一方、最高裁判所は、「債務者が任意に支払った場合は、その返還を求める
ことはできないが、元本を返したことにできる。そして債権者に返し過ぎたと
きは債権者から返してもらうことができる」との判断を示し、その後、「債務
者の弁済の任意性など所定要件の充足については、厳格に解釈すべきである」
として、みなし弁済の成立を実質的に否定する判断を示しました。
そして、改正利息制限法の最終施行（平成22年6月18日）で、任意支払い
の条項は廃止され、また、改正出資法で業者の違法貸付とされる制限利率が年
20％に引き下げられ、さらに改正貸金業法で従来行われていた一定の条件の下
で利息制限法を超過して支払われた利息（「グレーゾーン金利」といいます。）
をそのまま有効な利息の支払いとする、いわゆる「みなし弁済」が廃止されま
した。
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したがって、弁護士などは、このような業者のグレーゾーン金利による利息
受取りに対して、債務者の利益を守るため、金融業者から取引履歴（借入れと
返済の年月日・金額などの記録）を取り寄せて、約定利率が利息制限法の制限
利率を超えるときは利息制限法の制限利率で借りたことに置き換えて計算し直
し、法律的に支払わなければならない最終的な残元金額を算出（この作業を「引
き直し計算」といいます。）しています。この結果、残元金額がマイナスになっ
た場合は、「過払金が発生している」ということになります。

3. 自分での返還請求
過払金の返還請求を債務者自身で行うことは可能ですが、金融業者は貸し手
側で立場上も優位に展開しようとしますから、素直に返還には応じてくれませ
ん。実際に弁護士が行う場合でも、訴訟によらなければ返還を受けられないと
いうことが多く、解決するまでには法律の専門家をもってしても半年以上かか
ります。また、専門的な知識が必要になりますから、本人が返還の交渉を行う
ことはかなり難しいですので、弁護士・認定司法書士の法律専門家や（公財）
日本クレジットカウンセリング協会へ依頼するのがよいと思われます。
自分で過払金返還請求をする場合、業者の主張する大幅に減額した支払いで
和解してしまう例もあり、せっかくの過払金を減少させてしまうことが散見さ
れます。専門家に依頼して損をしないようにすべきです。
もっとも、過払金の発生は、少なくとも債務者が長期間にわたって約定した
とおり弁済を続けてきたことを前提とした話ですから、返済が遅滞していた場
合など状況によっては該当しない場合もあります。
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Q52 借金の減額

支払いをしていなかった借金に利子が付いて多額な請求をされていま
す。利子の部分だけでも減額してもらう訳にはいきませんか。

A
1. 消滅時効の正否
古い借金の場合は、消滅時効の成否をまず検討すべきです。支払いが全く途
絶えたままで、かつ法的手続きによる請求（訴訟、支払督促、強制執行など）
もなければ、個人が借主、債権者も個人の場合には10年、債権者が会社の場
合は5年で消滅時効が完成し、利子部分（正確には、利息ないし遅延損害金）
はおろか残元金部分の支払義務もなくなります（詳しくはQ37を参照してくだ
さい。）。

2. 利子の減額交渉
時効の完成に程遠い場合には、支払わざるを得ない方向で検討することにな
ります。しかし、支払いを再開する場合もただ漫然と支払うのではなく、利子
部分のカットを粘り強く交渉してまとまったときは、残元金部分のみの返済で
済ませるような合意書（和解書）を債権者と取り交わしておきます。なお、債
務者側では利子部分カットの合意書を取り交わすまで、支払いを止めるという
戦術をとるのが一般的です。
債務者が直接に債権者と交渉するのが困難であれば、弁護士・認定司法書士
に任意整理を依頼するか、債務者本人で簡易裁判所の特定調停を申立てるのが
よいでしょう。

3. 多重債務の場合
また、債務者の借金が一口だけではなく多重債務の場合には、弁護士に任意
整理、ないしは自己破産を依頼すべきです。自己破産の場合、免責許可の決定
が得られれば残元金のみならず、利子部分にも免責の効力が及び、元利金全体
の支払義務から免れます。
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Q53 借金に対する家族の支払義務

子供が借金をしたまま行方不明です。「家族が払え」と取立てが来る
のですが、支払義務はあるのですか。放っておくと利子が付いて大変
なことになりませんか。

A
1. 不当な支払請求
借金をした債務者本人（「借用書に署名捺印して、金銭を受け取った本人」の
ことをいいます。）以外の者は、（連帯）保証人でない限り、たとえ家族である
といえども一切の支払義務はありません。「家族だから支払え」という取立ては、
貸金業法21条1項7号違反ですから、無視して差し支えはありません。無視
しても、家族にしつこく取立てが続くようであれば、登録業者が加盟している
各都道府県の貸金業協会、貸金業者の監督官庁（金融庁、財務局、都道府県）
に苦情を申立てれば、まず止むはずです。
もちろん、支払いがなければ利子（遅延損害金）は日々増えますが、行方不
明の本人に対し、債権者が法的な請求手続き（訴訟、支払督促など）を取らな
ければ、借金自体も消滅時効にかかるのですから、家族が肩代わりする必要は
全くありません。もし、消滅時効が完成する前に本人が現れた場合には、弁済
を始める前に、本人が弁護士・認定司法書士に債務整理について相談した方が
よいでしょう。

2. 本人死亡時の相続手続き
行方不明の本人が死亡した場合（次項の失踪宣告の場合も同様です。）には、
それを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなけれ
ば、法定相続人である家族が借金の支払義務を引き継ぐことになってしまいま
すので、充分に注意してください。

3. 本人の失踪宣告
行方が分からず生死不明の状態が一定期間（注）続くと、その者の配偶者、
親子などの請求により家庭裁判所が民法上の死亡者として取り扱うことができ
ます。 （注）普通失踪の場合は7年間です。
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Q54 名義の冒用

家族が私の名前で借金してしまい、その返済を迫られて困っています。
私が払わなければならないのですか。

A
1. 法律上の権利義務
法律上の権利義務関係は、原則としてその人の意思に基づき、かつ個々人毎
に発生します。このことは、家族間においても同様です。したがって、家族の
者が勝手に自分の名前を使って借入をしても、名義を偽って使われた（名義の
冒用）事情を説明し、返済に応じられないことを主張すればよい訳です。
もっとも、名義を使用されたことについて、印鑑証明や本人確認資料などが
提出され、本人の落ち度が認められる場合、民事訴訟上本人が契約したのと同
視され、支払い義務を肯定される場合があります。訴訟になった場合などは、
弁護士などの専門家に相談するべきです。

2. 夫婦の連帯責任の問題
ところで、夫婦の場合は少し事情が違います。日常生活上の取引においては、
夫婦の一方が他方の名義を使うこともありますから、夫婦の一方が他方の名義
を偽って使い、取引を行ったような場合でも他の配偶者も一緒に債務の返済を
行ってくれるものと信じがちです。そこで、民法も夫婦の場合には一定の要件
のもとに、直接取引を行わなかった他の配偶者も一緒に債務の返済を行うべき
こと（「日常家事債務に関する夫婦の連帯責任」といいます。）を規定しています。
この夫婦の連帯責任について、最高裁判例では、夫婦の一方が第三者と法律
行為をした場合、相手方である第三者がその行為が日常家事に関する法律行為
であると信じることについて、正当な理由があるときに限り、表見代理（注）
の趣旨を類推して夫婦のもう一方に責任が生じるとされています。

（注） 表見代理　
 代理権のない代理行為がなされたとき、本人と自称代理人の間に代理権の存在を推測させる一定

の事情があって、本人に責任を負わせてもよいと考えられる場合には、代理権が実際にあったの
と同じように取り扱うという制度です。

 したがって、貸金業者から他方の配偶者の名義で借金をする場合には、業者はその配偶者に問い
合わせるなど調査を行うべきであり、これを怠った場合には表見代理は認められず、他方の配偶
者の支払義務はありません。

76



Q55 借金の相続問題

家族が死亡して借金があることが判りました。借金は代わって払わな
ければなりませんか。どんな手続きが必要になりますか。

A
1. 相続方法の選択
家族が死亡した場合、何もしなければ相続人に法定相続分に応じて借金の返
済義務が生じます。しかし、それぞれの相続人には被相続人の財産と債務を相
続するか否かの自由が認められており、相続人は全然相続しないということ（相
続の放棄）も可能ですし、あるいは相続財産の範囲内で債務も相続して弁済す
るが、それ以上の債務は相続しないこと（限定承認）も可能です。いずれの方
法をとる場合も、原則として家族が死亡したことを知った日（相続人となった
ことを知った日）から3カ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁
判所に相談放棄の申述手続きをとらなければなりません。相続財産を一部でも
処分したり、3カ月以内に家庭裁判所へ上記の手続きをとらなかったりすると、
財産と債務とも無条件で無制限に相続されたとみなされますから、注意してく
ださい。

2. 相続の放棄
死亡した家族が債務超過である場合に、相続を放棄することによって、財産
も取得できない代わりに債務も負担しなくてよいことになり、家族の借金を代
わって支払う必要がなくなります。家庭裁判所から郵送されてきた「相続放棄
の申述受理通知書」のコピーを取立てのあった債権者に送ればよいです。また、
相続人のうち誰かが相続の放棄をすると他の相続人が債務を負うことになるの
で、第一順位の相続人が全員相続の放棄をするとともに、次順位の相続人に連
絡して相続放棄の手続きをとってもらうことも必要です。手続きは普通2～3
週間あれば終了します。
被相続人に債務がある場合でも、過払いになっている場合、債務の相続でな
く債権の相続になる場合もあります。相続放棄の前に、今一度、過払金が発生
していないか検討・確認してみるべきです。
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3. 限定承認
相続財産に対して債務額が明らかに多い場合は通常、債務放棄をとることに
なり、債務額の見当がつかない場合には限定承認をとることもあります。財産
目録（土地建物などの不動産、動産、預貯金、債務など）を作成する必要があ
るほか、相続人全員が共同で行わなければなりません。
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Q56 ヤミ金融への支払義務

ヤミ金融とは知らずに借りてしまい、あまりに高金利で返しきれませ
ん。どうしたらよいですか。

A
1. ヤミ金は違法業者
ヤミ金融とは、無登録で貸金業を営んだり、出資法の上限利率である年20％
を超えた出資法違反の貸付けをしたりする高金利業者です。「ヤミ金」、「マチ
金」、「暴力金融」などと呼ぶこともあります。
ヤミ金融は大抵の場合、借用書を作らず、口頭で「いついつまでに利息とし
ていくら支払え」と約束させます。仮に借用書を作っても、例えば、実際は7
万円しか渡していないのに借用書には「借用金額10万円」と実際よりずっと
多い金額を貸し付けたかのように記載し、借用書の控えを借り手に交付するこ
ともしません。

2. ヤミ金融への支払いは不要
出資法では、年利率109.5％を超える貸付契約は、契約自体が無効となります。
ヤミ金融に無登録営業や出資法の上限金利違反がある場合には刑事罰（10年以
下の懲役若しくは3千万円以下の罰金）の対象となります。裁判例では、この
ようなヤミ金業者が行う超高金利な貸付は公序良俗違反で無効であり、貸付金
の交付は不法原因給付であることから、貸付と回収行為を違法行為として、借
り手は支払いをする義務がない上に、ヤミ金融に支払ってきた元本と利息額の
全額を返還請求することができるとしています（平成18年3月7日最高裁上
告棄却）。
貸付けを受けた元本との差額ではなく、貸付けを受けた元本を含めた全額の
返済義務がないとの判断です。

3. 法律専門家などへ相談
このようなヤミ金融は、自分たちが違法に高利な貸付をしていることを自覚
している業者ですので、借り手に弁護士・認定司法書士（この項では、「弁護
士など」といいます。）がついたことを知ると、取立てを諦めることがほとん

第9章 悪質業者について
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どです。したがって、ヤミ金融から借りてしまった場合には、早めに弁護士な
どに相談することが大切です。
また、払ってしまったお金は、法的には不当利得返還請求権によって取り戻
すことができます。そのことを含め、弁護士などの専門家に相談されるべきで
す。特に、金銭をだまし取られたり、暴力的な取立てを受けたりしているよう
な場合には、速やかに最寄りの警察署（生活安全課）に相談する必要があります。

　参考：業者のチェックポイント
● 貸金業者の登録番号は？
貸金業者が広告や契約の勧誘をするときは必ず、都道府県知事または財務
局長（財務支局長を含む。）への貸金業登録番号を表示することとされて
います。

 例 東京都知事　（○）　第○○○○○号
   更新回数　貸金業登録番号

  関東財務局長（○）　第○○○○○号
● 日本貸金業協会への加盟は？

 例 日本貸金業協会会員第○○○○○○号

実際に業者登録がされているかどうか、また、登録されていたとしても、更
新回数が少ない業者については、その信用状況についても、登録機関に確認す
るようにしてください。特に登録業者でヤミ金融を行う者の中には、登録をし
たばかりで登録更新回数が1の業者が多いので注意が必要です。
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Q57 チラシ広告などの業者による借金の誘い

借金でやりくりする生活です。インターネットのホームページ、ＤＭ、
電子メール、チラシ広告の業者に借金を頼んでも大丈夫ですか。

A
1. 甘い誘いの裏
絶対に借りてはいけません。「他社からの借入れで困っている人、大歓迎」、「審
査なし」、「どんな方でも融資の相談応じます」、「低金利で一本化」、「有利に債
務整理を行います」、「債務の一本化をすれば返済が楽になります」などといっ
た甘い誘惑文句を並べて融資が簡単に受けられるかのようなダイレクトメー
ル、電子メール、チラシ広告などをみて、これらの業者に安易に借金を頼むの
は非常に危険なことです。
広告を出している業者の多くは、自分のところでは実際に融資をせず、他の
金融業者を紹介して多額の紹介手数料をとったり（紹介屋）、あるいは自己と
特定の関係がある提携弁護士を利用して債務者に不利益な和解をさせたり（整
理屋）しています。業者から紹介された提携弁護士に債務整理を依頼した多く
の債務者は、「一体、今後何年にわたって弁護士費用と業者への返済を続けて
いかなければいけないのか、分からない」、「弁護士費用として不当に高額な金
銭を支払わされた」という結果になっています。

2. 業者のターゲット
このような業者の多くは、破産手続開始決定を受けた人の氏名・住所を官報
で調べたり、過去に被害に遭った消費者や過去の取引情報により、さらには、
業者間で多重債務者に関する情報交換をしたりして、多重債務で困惑している
人や被害に遭い易い人などを再度ターゲットとして勧誘してくるといわれてい
ます。
いずれにせよ、債務整理をして生活を建て直そうと真剣に考えている債務者
を踏み台にして不法な利益を得ようとする者ですから、そのような業者に申し
込んだり、手続きを依頼したりすることは絶対に止めるべきです。
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3. 債務整理の勧め
このような業者を利用してしまい、債務整理を提携弁護士に依頼してしまっ
たような場合には、直ちに弁護士会などに連絡して事情を話し、当該弁護士を
解任するようにします。改めて、適正な債務整理を行う弁護士を依頼して債務
整理をやり直すことが必要です。
債務者は、改めて依頼する弁護士に対して、弁護士費用を支払うことにはな
りますが、通常の債務整理の場合と異なり、弁護士費用の額や支払方法につい
て考慮してくれる場合もあり、また、提携弁護士の締結した和解をやり直すこ
とで、返済額が減額されることも多いので、費用のことを心配する前に、とも
かく急いで相談することが大切です。

　【悪質な業者の例】　出所：金融庁「違法な金融業者にご注意！」
［登録詐称業者］広告の登録番号の表示に架空の登録番号や他の貸金業者の登

録番号を使用するなどして偽登録業者を装う。
［090金融］勧誘のチラシに携帯電話の番号と業者名しか書かず、正体を明か

さないまま、違法な高金利で小口の融資を行う。
［押し貸し］契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な

高金の利息などを請求する。
［チケット金融］チケット（新幹線回数券等）を代金後払いで販売し、指定の

金券ショップに持ち込ませて安く現金化させ、1週間後に代金を請求する。
［紹介屋］あたかも低金利で融資するように思わせ、「あなたの信用状態はよく

ない。うちでは貸せないのでほかの店を紹介する。」などと言って、他の
店で借りるように指示し、借入金額の一部を紹介料としてだまし取る。

［整理屋］「あなたの債務を整理・解決します」などと広告し、多重債務者から「整
理手付金」といった名目で現金などを預かり、整理をしないでだまし取る。

［買取り屋］融資の条件として、クレジットカードで商品を次々と買わせ、そ
れらを安く買い取るか、またはさらに高利で融資する。申込者には、業者
への借金の他にクレジット会社への債務が残る。

［架空請求］クレジット会社等から債権を譲り受けたと偽って債務の返済を求
めたり、使ってもいないサイトの使用料を請求して、金銭を振り込ませる。
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Q58 悪質な業者による借金の取立て

悪質な業者から脅迫的な取立てを受けて困っています。どう対応した
らよいですか。

A
1. 執拗な取立ては警察署などへ通報
まずは、弁護士・認定司法書士（この項では、「弁護士など」といいます。）に相
談することです。貸金業者による悪質な取立ては、弁護士などに依頼して弁護士な
どからその業者へ連絡を入れることによって収まる場合がほとんどです。しかし、
中には「弁護士なんて関係ない」と言って、債務者の自宅へ昼夜を問わず取立てに
行ったり、債務者の実家や勤め先へ取立ての電話をしたり、債務者の自宅やその周
辺に債務者を名指しして「金返せ」と書いた貼り紙をしたりする執拗な業者もいます。
登録業者であれば、加盟している日本貸金業協会、監督官庁（財務局、都道
府県）へ苦情を申立てますが、それでも止まない場合には、警察署（生活安全
課など）に通報し、対処を求めてください。警察も、違法な取り立てを止めさ
せる手助けまではしてくれるようですが、支払った分の取り返しや、違法業者
に関わることになった原因である多重債務を解決してくれるわけではありませ
ん。その部分は、弁護士などの専門家に依頼すべきです。
さらに、脅迫や恐喝で刑事告訴したり、貸金業登録業者であれば、監督官庁（金
融庁、財務局、都道府県）に登録抹消や業務停止の行政処分の申立てをしたり
することも考えられます。

2. 貸金業法、出資法の規制
異常な高金利、悪質な取立てなどヤミ金融の貸付金利が年利率109.5％を超え
る契約の場合は契約自体が無効となり、また貸金業者が年利率20％を超える貸付
利息の支払いを要求した場合には刑事罰の対象となります。そして、貸金業登録
業者であれば、正当な理由がないのに、不適当な時間帯に訪問することのみなら
ず、電話やFAXで請求すること（少なくとも「午後9時から午前8時まで」の
時間帯はこれらの請求行為は禁止されています。）、債務者の勤務先に連絡するこ
と、債務者以外の者に弁済を要求することなどを禁止し、また張り紙、立て看板な
どで借り入れの事実や私生活に関する事実を明らかにすることなどを禁止していま
す。とにかく悪質な業者については、早めに専門家に相談することが最も大切です。
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Q59 年金担保の借金

高齢者歓迎文句に誘われ借金をした際、年金証書、預金通帳などを担
保にとられました。今後の年金生活が心配です。

A
1. 誘い文句には要注意
「高齢者歓迎」、「年金立替え」、「70歳まで借りられます」などのような誘い
文句で、公的な年金などを受けている高齢者の借入れ意欲をそそる「おとり広
告」を掲げる金融業者は、高齢者の生活資金である年金を担保に取り、しかも
出資法の上限利率年20％を超えて貸付けると聞きます。しかし、年金は自身の
老後の生活資金ですから、気楽な気持ちで、借金の担保にしてはいけません。

2. 年金担保貸付の違法性
厚生年金や国民年金を担保として融資できる合法的な機関は独立行政法人福
祉医療機構だけであり、共済年金や恩給を担保とする融資は日本政策金融公庫
と沖縄振興開発金融公庫が行っています。公的年金を担保とする合法的な貸付
は、これらの機関以外にはありません。
貸金業者は、違法と知りながらも高齢者に貸付けをした場合、主な収入であ
る年金給付金から貸付金の弁済を確実に受けるため、年金の受取口座である預
貯金通帳や年金証書の提供を求め、預かるような行動に出るようです。預金通
帳や年金証書のほかに、受取口座のキャッシュカード、預貯金の引出し・払込
みに必要な情報（口座番号、年金証書番号、暗証番号など）の提供を求めたり、
保管したりすることは刑事罰の対象となります。受取預貯金口座からの自動送
金依頼書を作成させたり、その写しをとること、また口座から出金する用紙を
作成させ、業者が本人に代わって出金をしたりすることは許されない行為とさ
れております。
このような違法貸付けをする悪質な業者に対しては、自分で担保物の返還を
求めることは危険ですから、登録業者であれば、日本貸金業協会、監督官庁（財
務局、都道府県）へ苦情を申立てて、取り戻すことを指導してもらった方がよ
いです。そのほか、弁護士に依頼して違法高金利業者に対する対応をとっても
らうという方法もあります。
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3. 適法な年金担保貸付
独立行政法人福祉医療機構（WAM （旧）年金福祉事業団）による年金担保
貸付は、法令に基づいて適法に行われています。しかし、その返済方法は支給
される年金からの天引きであり、破産によっても免責が得られない等、多重債
務者の困窮をより深める結果を生じる借入れである場合が少なくありません。
借入れを行う場合には、そのような点についても十分な注意が必要です。
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Q60 悪質商法による老齢者の被害防止

老人などが悪質商法などの被害にあう話をよく聞き、親の事が心配で
す。何か防止できる方法はありませんか。

A
高齢者の健康上の不安や孤独感に付け込んで勧誘し、契約をためらっても恐
怖感などから断りきれない状況を作り出し、契約させるなど悪質な商法が社会
問題化しています。だまされないようにするには、同居の家族が注意して見守っ
てあげることが必要です。別居していて見守れない場合には、以下のとおり第
三者の保護を受ける方法もありますが、自分に不利になる契約などを行わない
よう事前に防ぐことは困難です。

1. 第三者への委任契約
信頼する第三者との間で、仮に将来自分が認知症となった場合、自己の財産
の管理をその第三者に委任する契約を締結することは民法上可能です。しかし、
このような当事者間だけの契約であると、委任の範囲であるとか、受任者と委
任者が矛盾した行為をした場合の効力関係などが後から問題となる場合があり
ます。できるだけ、契約書にて委任の範囲やトラブルが生じた場合の事を定め
ておくようにすべきです。

2. 任意後見制度の活用
「任意後見契約」を活用することも考えられます。任意後見契約とは、本人
が任意後見人に対し、精神上の障害により判断能力が不十分になった場合、（療
養看護のほか）財産などの管理の全部または一部について代理権を与える委任
契約で、公証役場で公正証書を作成します。その後本人や一定の身分関係にあ
る者（配偶者、四親等内の親族及び任意後見受任者）から家庭裁判所へ申立て
をすると、任意後見監督人が選任され契約の効力が生じます。本人の行為への
取消権はありません。

3. 法定後見制度の活用
既に意思能力を失っている場合には後見開始の審判の申立てを、意思能力を
失うほどではない場合には保佐開始の審判の申立てを、さらに、これらの状態
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よりも精神上の障害が軽い場合には、補助開始の審判の申立てをそれぞれ親族
などが家庭裁判所に対して行い、選任された成年後見人などが、本人の法律行
為への同意や取消しを行います。介護保険法に基づく地域包括支援センター等
の活用も検討してみるべきでしょう。
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Q61 個人の信用情報の確認

どこからどれ位の借入れをしているかわからなくなりました。全ての
情報を聞ける所はありますか。

A
1. 情報の確認手段
一箇所で全ての情報を確認することはできないので、次の方法によって確認
するほかありません。
①自分が金融業者から受け取った契約書、請求書、領収書などを探して、一つ
ずつそれらの金融業者に確認する方法です。これらの書類をなくしてしまう
と、請求がくるのを待つしかありません。最近は、実際には借入れがないの
に請求をしてくる悪質なヤミ金がありますから、契約書などの書類をしっか
り保管して常に借入れの状況を把握しておくべきです。
②「信用情報機関の情報開示制度」を利用して自分の取引に関する情報を確認
する方法です。しかし、業者は必ずしも信用情報機関の会員になっている訳
ではありませんので、この方法によっても確認した機関の会員以外の業者に
関する情報は分かりません。

2. 信用情報機関
利用者の借入れや支払状況など取引に関する情報を、会員となったクレジッ
ト会社、銀行、貸金業者などから収集・管理し、会員の照会に応じて与信判断
の参考資料として提供している機関です。会員は顧客から情報の登録と利用に
関する同意を得た上で情報を登録し、顧客への貸し過ぎを防ぐためにその情報
を利用することになります。したがって、会員に提供される情報の目的外使用
は禁止されるとともに、秘密保持などは厳しく管理されています。

　① ㈱シー・アイ・シー（CIC）　　…クレジット系
指定信用情報機関（貸金業法に基づき平成22年3月11日指定、割賦販売法
に基づき平成22年7月20日指定）
加盟会員数947社（平成29年1月20日現在）　℡全国0570－666－414

第10章 個人の信用情報について
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　② ㈱日本信用情報機構（JICC）　　…消費者金融系を母体とした業態横断型
指定信用情報機関（貸金業法に基づき平成22年3月11日指定）
加盟会員数1,421社（平成29年2月28日現在）　℡全国0570－055－955

　③ 全国銀行個人信用情報センター（個信センター）　　…銀行系
一般社団法人全国銀行協会が設置・運営
会員数1,182社（平成29年2月28日現在）　
℡全国0120－540－558　
携帯電話、PHS等からおかけになる場合は、次の電話番号（通話料がかか
ります）までお願いします。　℡03－3214－5020

3. 信用情報の開示請求
どの信用情報機関でも、登録されている情報を確認できる「情報開示」とい
う制度を設けていますが、原則としてプライバシー保護などの観点から本人以
外の方からの開示請求はできません。
開示請求する時は本人確認のための公的証明書（運転免許証、パスポート、
住民基本台帳カードなどの顔写真がある公的証明書か、各種健康保険証など顔
写真がない場合には、戸籍謄（抄）本、各種年金手帳、印鑑登録証明書などか
ら2点が必要となります。）や手数料が必要になります。ただし、各機関の開
示手段（CIC：窓口、インターネット、郵送　JICC：窓口、郵送、モバイル受
付　個信センター：郵送のみ）によって必要な本人確認書類や開示手数料が異
なりますので注意してください。
また、例外的に本人以外から開示請求する場合には、請求が可能な法定代理
人（親権者または後見人）や本人死亡時の受付可能な請求者の範囲がそれぞれ
の信用情報機関によって異なります。
開示請求をされる場合は、あらかじめ各信用情報機関のウェブサイトかコー
ルセンターで手続き方法を確認の上、申し込んでください。
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Q62 個人信用取引の延滞情報など

ブラックリスト（延滞情報など）に載るのはどういう時ですか。どこ
までの範囲にその情報が知れ渡るのですか。

A
1. ブラックリスト
個人信用取引に関して、延滞発生、債務整理又は破産などの情報を「延滞情
報」、「取引事実情報」、「異動情報」などといいます。このような情報が信用情
報機関に登録されることを、「ブラックリストに載る」などという方もいますが、
特別のリストがある訳ではありません。

2. 延滞情報などの登録
支払約定日から3カ月以上支払いが遅れた場合の延滞情報などは、信用情報機
関に加盟する業者から登録されますが、登録される情報は各機関によって異なり
ます。例えば、JICCにおいては、弁護士・認定司法書士などによる債務整理への
介入、特定調停の申立てなど司法手続きに入った場合には、その通知が会員に到
着した時点で報告され、その報告に基づき情報登録されますが、CICや個信セン
ターでは登録されることはありません。また、破産手続開始の情報は各機関に登
録されますが、特定調停や民事再生の手続開始の情報はCICでは登録されません。

3. 個人信用情報の相互交流
本人属性情報、債権情報、延滞情報、紛失・盗難・同姓同名別人など本人申
告情報などの一部の情報は、信用情報機関の三者間（CIC、JICC、個信センター
Q61.2参照してください。）で「CRIN」ネットワークにより相互交流されており、
さらに先の改正貸金業法に基づき、貸金業者が消費者の総借入残高を正確に把
握する仕組みとして、CICと JICCとの間で「FINE」ネットワークによる相
互交流が義務付けられています。それぞれの機関の加盟会員はその情報を照会
することができますが、それは「貸し過ぎ」「借り過ぎ」の防止などを目的として、
①クレジットや貸金を行う業者（機関の会員）が与信をする際に申込者の信用
を調査する場合、②この会員が申込者と契約した後に信用状況を調査する場合
に限って使用され、それ以外の利用は禁止されています。
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Q63 延滞情報などの登録期間

信用情報機関の延滞情報などはどの位の期間登録されますか。何年位、
新たなローンは組めないのですか。

A
信用情報機関の情報は、各機関により情報内容の名称や種類が異なりますが、
延滞の有無を問わず契約期間中はもちろんのこと、契約が終了してから5年間
は保有されることになり、登録期間が過ぎた情報は自動的に抹消されます。信
用情報機関では個人の利用状況などを客観的事実として保有しているだけにな
ります。信用情報機関で審査をしているわけではありません。
したがって、ローンやクレジットが組めるかどうかは、申し込みを受けたそ
れぞれの業者が、申込書の記載内容、自社で独自に収集した情報及び信用情報
機関に登録されている情報などを使用して、独自の審査基準で判断することに
なります。

［信用情報機関別、主な情報の登録期間］※情報機関名はQ61 の略称を使用
情報内容 CIC※ JICC※ 個信センター※

債権情報（ク
レジット情報
を含む）

契約期間中及び契約終了
後5年以内
（破産手続開始、3カ月以
上の延滞、保証履行の異
動情報を含む）

契約期間中及び完済後5年
を超えない期間

契約期間中及び契約終了日
から5年を超えない期間

延滞情報
取引事実情報

該当なし 契約期間中及び延滞解消日
から1年を超えない期間発
生日から5年を超えない期
間

契約期間中及び契約終了日
から5年を超えない期間（1回
目不渡は発生日から6カ月、
取引停止処分は処分日から5
年を超えない期間）

官報情報
（破産・民事
再生等）

該当なし 該当なし（破産、特定調停、
民事再生情報が取引事実情
報に含まれます）

当該決定日から10年を超え
ない期間

本人申告情報 登録日から5年以内 登録日から5年を超えない
期間

登録日から5年を超えない
期間

（注） ここでは、情報内容を便宜的に以下の区分に分けて表示しています。
 債権情報：契約情報、取引情報、クレジット情報など。
 延滞情報：延滞、延滞解消、延滞後解約の情報。
 取引事実情報：保証履行、強制解約、債務整理などの情報。
 官報情報： 失踪、破産手続開始、民事再生手続開始など官報に公告された情報。ただし、個信セ

ンターは失踪の情報は保有しません。

91



Q64 延滞情報などの家族への影響

延滞情報が登録されたら、家族、兄弟、親子などへの影響はありますか。

A
1. 個人信用取引の原則　
カードを発行したり、分割払いで商品を売ったり、金銭の貸付けなどを行う
与信の判断は申込者本人についての情報で行われるのが原則です。
したがって、信用情報機関に申込者の延滞情報などが登録されていても、家
族への影響は原則としてありません。クレジットや消費者ローンなどは本人の
支払能力に応じて行われます。

2. プライバシーの保護
クレジットやローンの申込みの際、申込者本人の勤務先、勤続年数や年収
などの詳細な情報を申込書に記入するよう求められますが、これらの情報が審
査の基礎データとなっているのです。そうして収集された個人情報はプライバ
シーの保護の観点から、本人の与信判断にのみ使用し、他人の与信判断などに
使用することはできません。
また、家族などから申込みを受けた業者は、会員となっている個人信用情報
機関に申込者に関する情報を照会しますが、照会できる情報の範囲はあくまで
申込者本人についての情報です。仮にあなたの延滞などの情報が信用情報機関
に登録されていても、会員業者は申込み本人以外の情報を照会できない仕組み
になっているので、会員業者はあなたの登録情報などを直接入手することはで
きません。あなたと家族などが逆の場合も同じことになります。
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Q65 個人信用取引の拒否理由調べ

クレジットやローンを組もうとしたら断られました。心当たりがない
のですが、理由はどうしたら分かりますか。

A
業者は独自の審査基準に照らして与信判断を行っているので、第三者にはそ
の理由は判りませんし、たとえ本人が直接問い合わせても通常は教えてもらえ
ません。
クレジットやローンの申込書に記入した申込者本人の情報、具体的には職業、
勤務先、勤続年数や年収などに基づいて審査します。また、個人信用情報機関
の会員になっている業者の場合、その信用情報機関に申込者に関する情報を照
会して、本人が何箇所から、どれくらいの金額を借入れているか、延滞情報な
どはあるかなどの登録情報を得て審査の参考にします。
また、提供を受ける取引情報には提携機関の会員が登録した本人情報も含ま
れます。業者はその信用情報機関に延滞情報などの登録がないからといって、
全ての申込みに応じている訳ではなく、逆に延滞情報などの登録があるからと
いって断らなければならない訳でもありません。
しかし、借入れできない理由に全く心当たりがない場合、申込者に不利な情
報が誤って信用情報機関に登録されている可能性もありますから、開示制度を
利用して一度確認した方がよいでしょう。
開示された登録情報が事実と異なる場合や内容が適切でない場合には、内容
の訂正や削除を求めることになりますが、信用情報機関に対してではなく、登
録した会員宛てに取引上の事実関係を確認されることをお勧めします。
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Q66 身内の借金内容調べ

身内の者の借金で本人に問い詰めても話さないので詳細がわかりませ
ん。内容を知る方法はありますか。

A
どの個人信用情報機関でも、情報の開示請求があれば登録されている情報を
確認できる「情報開示」という制度を設けていますが、原則としてプライバシー
保護などの観点から本人以外の者には情報の登録の有無も含めて一切教えませ
ん。また、業者は顧客の情報を本人以外に教えることはありませんから、たと
え業者が判ったとしても、身内の者に対しても情報内容は教えてもらえません。
したがって、本人に情報の開示請求をするように説得してください。本人自身
が借金内容を把握しておらず、分からなくなってしまっている場合は、Q61を
参照してください。
しかし、例外的に本人以外では、次の者は情報開示請求を申し込むことがで
きます。
①親権者又は後見人
②本人死亡時の法定相続人
③本人からの委任された代理人
ただし、それぞれの個人信用情報機関により取扱いが異なりますので、利用
するときに問い合わせてください。
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Q67 家族の借金癖防止

身内の者が借金ばかりして困っています。もう借りられないようにで
きないですか。

A
1. 日本貸金業協会の貸付自粛制度
貸金業者から借入している場合、本人又は法定代理人が「もうこれ以上の買
い物癖を防止したい」「借金癖を防止したい」等の理由で、本人を自粛対象者
とする旨を日本貸金業協会に申告することにより、日本貸金業協会が、これに
対応する情報を個人信用情報機関（CIC※、JICC）に登録し、一定期間、当該
個人信用情報機関の会員に対して提供する制度です。登録手数料等の費用はか
かりません。

※ CIC は、このほかに本人申告情報として直接受付けています。（本人、成年後見人、未成年後見人、
親権者からの受付に限定。有料。）

この情報は、本人又は法定代理人の申告に基づく貸付の自粛措置であり、貸
金業者による申込者の支払能力に関する調査のための情報提供という性格を持
ち合わせているだけです。したがって、業者の審査判断を拘束するような強制
力を持たせるものではありません。
この申し込みによる信用情報機関での登録期間は登録日から5年以内となり
ます。一旦申告が受理されると3カ月間は撤回できませんが、その期間を経過
すると本人から解除の申し出があれば登録情報は抹消されるので、業者によっ
ては貸付を再開する可能性もあります。その結果、効果はなくなることになり
ます。
日本貸金業協会　相談・紛争解決センター　℡全国0570－051－051

2. 安易な肩代わりは逆効果
貸出自粛制度にこだわらなくても、本人の支払いが延滞すれば、その報告が
個人信用情報機関に延滞情報などとして登録され、その情報の保有期限内は借
入れが困難になります（Q63を参照してください。）。しかし、本人に代わって
安易に身内が肩代わり返済をしてしまうと、本来の延滞情報などではなく正常
完済の情報が登録され、借入れ枠などが拡大し借り易くなってしまいますので、
かえって逆効果になります。
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Q68 協会の仕事

日本クレジットカウンセリング協会はどういう機関で、どんなことを
していますか。

A
1. 協会の目的と法人格
日本クレジットカウンセリング協会（以下、「協会」といいます。）は、クレジッ
トや消費者ローンを抱える多重債務者の生活再建・救済を図ることなどを目的
とする公益財団法人です。

2. 設立の経緯と沿革
協会は、昭和50年代後半にいわゆる多重債務による自己破産者の増加が顕
著になったことを受けて、通商産業省の主導により、クレジット業界及び日本
弁護士連合会を中心に広く各界の理解と協力を得て、昭和62年3月に財団法
人として設立されました。その後、平成14年に至って、貸金業界、銀行業界
も協会の維持・運営に参画することとなり、協会は消費者信用業界全般にわた
るカウンセリング機関となりました。
平成19年4月には、政府の多重債務者対策本部が策定した「多重債務問題改
善プログラム」により、各ブロック単位（全国11箇所）への拠点整備を要請さ
れ、順次、カウンセリングセンター（以下、「センター」といいます。）や相談
室を開設しております。
また、政府の公益法人改革の下、内閣総理大臣の公益認定を受け、平成24
年4月1日に公益財団法人に移行しました。これを受けて、今後、各地への相
談室の開設を進めるなど公益的な取り組みを一層強化することとしています。

3. 業務の内容
協会の事業は、①多重債務者の生活再建・救済を図るためのカウンセリング
事業と、②消費者信用の健全な利用に関する啓発活動の二つです。

　【カウンセリング事業】　…相談者の費用は一切無料
センター及び相談室において、カウンセラー（弁護士とアドバイザー）によ

第11章 公益財団法人 日本クレジットカウンセリング協会について
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る面談方式で多重債務者の相談に応じて、法律上の問題や、生活・家計管理に
ついて助言し、債務の任意整理を実務的に援助しています。
「多重債務ほっとライン」により、多重債務に関する相談を受けつけ、てい
ねいにご相談に応じています。
カウンセリングを希望の方は、電話で日時を予約して下さい。カウンセリン
グは弁護士のカウンセラーとアドバイザーカウンセラーが、法律上の問題や生
活・家計の再建のためのカウンセリングを行います。家計を見直し返済可能な
場合には、無料で任意整理を行います。家計に余裕が生まれ、生活の安定にも
つながります。
また、カウンセリングのために来所困難な遠隔地の居住者には、地元の弁護
士会の法律相談センターや法テラス、行政機関の消費者相談室などを紹介して
います。

　【啓発活動】
一般の人が多重債務の状況に陥らないように、講師派遣、パンフレット配布
などにより、その未然防止のための啓発活動を行っています。

　［電話相談とカウンセリングの申込み］
受付時間 月曜日～金曜日（12月28日～1月4日と祝日等を除く）
 午前 10：00～ 12：40
 午後 2：00～ 4：40

　　多重債務ほっとライン
　　℡全国0570－031640

　　

全国どこからでも、市内への電話と同じ料金でかけられます。（公衆電話を除く）

ホームページ　http://www.jcco.or.jp
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Q69 協会で行う債務整理

日本クレジットカウンセリング協会の債務整理の方法と条件を教えて
ください。

A
1. カウンセリング受付の要件
カウンセリングは完全予約制で行っていますので、予め電話で協会に相談し
たい内容を簡単に話したうえで、面談日時を予約することになります。
その際、協会では次の要件を満たす相談者（債務者）を受付けます。
【受付の要件】

①相談者の日常の消費生活から生じたクレジットや消費者金融の債務で
あって、個人またはその（連帯）保証人のものであること
　（個人事業主で債務が営業上で生じたもの、および債務者が法人である
ものは対象外となります。）
②相談者に自分の債務を弁済しようとする意欲があること
③概ね3年以内の返済を可能とする資力があること
④協会に足を運ぶことが可能なこと

2. カウンセリング手続きと債務整理
カウンセリングの予約ができた相談者は、債務の状況や家計収支の概況など
を整理した資料を協会に持参してカウンセリングを受けることになります。カ
ウンセリングの内容は法律相談と生活相談で、弁護士会推薦の弁護士が法律相
談を、消費生活アドバイザーなどの資格者が生活相談を主として担当します。
標準的な流れは以下のとおりです。
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【カウンセリングの標準的な流れ】

完　済

⑤再カウンセリングの実施
 ・ 弁済期間中に家計状況の変化などで計画通りの弁済が困難となった場合には、相談者の希

望により、再カウンセリングを行います。
 ・ 弁済計画を見直し、初期の目的である生活再建を手助けします。

④弁済計画の履行
 ・ 債権者と合意した債務弁済契約の条件に従って、相談者が直接、各債権者に弁済します。
 ・ アドバイザーが家計簿の記帳など家計管理の相談にのります。

③弁済計画の策定、提案
弁護士カウンセラーは、債権者からの債権届出の内容、相談者の弁済能力などを勘案して概
ね３年以内で完済できることを目標とした弁済計画を策定して、債権者に提案します。

②介入通知・・・直接取立て停止の要請
 ・ 任意整理が相当で、かつ相談者が希望するときは、協会は各債権者宛に介入通知を発信し

ます。
 ・ 通知の内容は、相談者への直接取立て行為の取止め、債権の届出、取引履歴の全部開示な

どへの協力を求めるものです。

①債務整理の方法の検討
 ・ カウンセラーが面談して、多重債務相談を受けます。
 ・ 債務整理の方法について説明、家計管理の改善点と相談者にふさわしい債務整理の方法を

検討します。
 ・ 検討の結果，自己破産、個人再生などを必要とする場合は、弁護士会などを紹介し、協会

のカウンセリングは終了します。
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Q70 協会が行う債権者との交渉範囲

日本クレジットカウンセリング協会は具体的に債権者と何を、どこま
で交渉してくれるのですか。

A
1. 弁護士カウンセラーによる援助
協会の弁護士カウンセラーは、相談者（債務者）からの相談を受け、相談者
の弁済能力や生活状況などを勘案しながら、概ね3年以内（場合によっては5
年くらいまで）に完済できる弁済計画を立てて債権者と交渉し、相談者が債権
者と和解契約（債務弁済契約）を締結することができるように援助します。

2. 弁済する債務額
弁済すべき債務の総額は、最終取引時点の残元本額とし、元本に対する遅延
損害金や将来の利息などは付けないよう債権者に協力を求めます。なお、契約
上の利率が利息制限法の制限利率を超える場合の取引については、取引の始期
に遡って、利息制限法の制限利率で借入れたものとして、計算し直して（この
計算を「引き直し計算」といいます。）得た金額を残元本額とします。
また、クレジット債務については、立替払金を元金、立替手数料を利息、実
質年利率を適用利率とみなして、同様に計算します債務額を確定させる過程は
弁護士が法律事務所で行っている方法と同じです。

3. 弁済条件の妥結交渉
弁済すべき債務の総額が確定されれば、弁護士カウンセラーは、今後の弁済
計画を各債権者に提案し、分割弁済の回数など弁済条件について債権者との間
で交渉を行います。
債権者の同意が得られれば、債権者と相談者の間で和解契約を締結し、以後
は弁済計画に従って相談者が弁済を行っていくことになります。また、その後
において、債務者の経済状態に大きな変化が生じたときは、再カウンセリング
を行って、当初の弁済計画を変更して債権者へ再提案することもあります。
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1.  利息制限法（抜粋）
 （昭29.5.15法律第100号、最終改正：平18.12.20法律第115号）
（利息の制限）
第1条　金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の各号に揚げる場合に応じ、
当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とす
る。
一　元本が10万円未満の場合 年2割　　　（年20％）
二　元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分　（年18％）
三　元本が100万円以上の場合 年1割5分　（年15％）

編集補記：
　 　「利息制限法の制限利息を超過する部分は、元本に充当され、元本に充当した結果、元本が
完済となった後の過払金は返還請求できる」という最高裁判例があります。（最高裁昭39.11.18
大法廷判決、昭43.11.13大法廷判決）

（利息の天引）
第2条　利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する
利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

（みなし利息）
第3条　前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以
外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず､ 利
息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

（賠償額予定の制限）
第4条　金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に
対する割合が第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

　2　前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
（元本額の特則）
第5条　次の各号に掲げる利息に関する第1条の規定の適用については、当該各号に定める額を同
条に規定する元本の額とみなす。
一 　営業的金銭消費貸借（債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。以下同じ。）
上の債務を既に負担している債務者が同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸
付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息　当該既に負担し
ている債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額

二　債務者が同一の債権者から同時に二以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合
におけるそれぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息　当該二以上の貸付けを受け
た元本の額の合計額

（みなし利息の特則）
第6条　営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済
に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者
が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第3条本文の規定は、適用しない。

　2　営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第3
条ただし書の規定の適用があるものとする。
一 　公租公課の支払に充てられるべきもの
二 　強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関
してその機関に支払うべきもの

三 　債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料（政
令で定める額の範囲内のものに限る。）
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編 集補記：利息制限法施行令（平成19.11.7政令第330号、最終改正：平成28.12.26政令第396号）
　（利息とみなされない費用）
　第 1条　利息制限法 （以下「法」という。）第6条第1項の政令で定める費用は、法令の規定に
より業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借に
関し債権者の受ける次に掲げる費用（消費税額及び当該消費税額を課税標準として課される
べき地方消費税額に相当する額（以下「消費税額等相当額」という。）を含む。）とする。

　　一 　金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
　　二 　貸金業法 （昭和五十八年法律第三十二号）の規定により営業的金銭消費貸借に関して債

務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項 に規定す
る電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料

　　三 　口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再
度の座振替手続に要する費用

　（利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲）
　第 2条　法第6条第2項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して
受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額（消費税額等
相当額を含む。）とする。

　　一　1万円以下の額　108円
　　二　1万円を超える額　216円

 
（賠償額の予定の特則）
第7条　第4条第1項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の
予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割（年20％）を超えるときは、その超過部分に
ついて、無効とする。

　2　第4条第2項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。
（保証料の制限等）
第8条　営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証（業として行うものに限る。以下同
じ。）がされた場合における保証料（主たる債務者が支払うものに限る。以下同じ。）の契約は、
その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額（第1条及び第5条の規定の例により計
算した金額をいう。以下同じ。）から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た
金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

　2　前項の規定にかかわらず、同項の主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し
得る利率（以下「変動利率」という。）をもって定められている場合における保証料の契約は、
その保証料が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部
分について、無効とする。
一　保証契約の時に債権者と保証人の合意により債権者が主たる債務者から支払を受けること
ができる利息の利率の上限（以下「特約上限利率」という。）の定めをし、かつ、債権者又
は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合　法定上限額から特約上限利率により計
算した利息の金額（以下「特約上限利息額」という。）を減じて得た金額

二　前号に掲げる場合以外の場合　法定上限額の2分の1の金額
　3　第1項の保証が根保証（一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。
以下同じ。）である場合における前二項の法定上限額は、その保証料が主たる債務の元本に対す
る割合をもって定められている場合を除き、保証契約の時に現に存する主たる債務の元本に係
る法定上限額とする。

　4　前三項の規定にかかわらず、第1項の保証が元本極度額（保証人が履行の責任を負うべき主
たる債務の元本の上限の額をいう。以下同じ。）及び元本確定期日（根保証契約において主たる
債務の元本の確定すべき期日（確定日に限る。）をいう。以下同じ。）の定めがある根保証であっ
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て、主たる債務者が個人（保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として政令で定める
者が保証人である場合に限る。）又は法人であるときは、債権者が法令の規定により業として貸
付けを行うことができない者である場合を除き、保証人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該
各号に定める金額の範囲内で、保証料の支払を受けることができる。
一　第2項第一号に掲げる場合　元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期
とみなして計算した法定上限額から元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁
済期とみなして計算した特約上限利息額を減じて得た金額

二　前号に掲げる場合以外の場合　同号の法定上限額の2分の1の金額
　5　前項の規定は、保証人が保証契約の時に債権者に対して同項の規定の適用を受けない旨の意
思を表示し、かつ、その旨を主たる債務者に通知した場合には、適用しない。

　6　第1項の保証がその主たる債務について他に同項の保証があるときに行うものである場合
における保証料の契約は、その保証料が同項から第四項までの規定により支払を受けることが
できる保証料の上限額から当該他にある保証に係る保証料の額を減じて得た金額を超えるとき
は、その超過部分について、無効とする。

　7　第1項から第4項まで及び前項の規定の適用については、保証契約に関し保証人が主たる債
務者から受ける保証料以外の金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他い
かなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなす。
一　契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるもの
イ　公租公課の支払に充てられるべきもの
ロ　強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に
関してその機関に支払うべきもの
ハ　主たる債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料（政令で定
める額の範囲内のものに限る。）

二　弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の主たる債務
者の要請により保証人が行う事務の費用として政令で定めるもの

　8　営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、第5条の規定の
適用があるとき（これにより第1条において適用される利率が異なるときに限る。）、利息の天
引きをするとき又は主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人
となるべき者に対し、その旨の通知をしなければならない。この場合において、当該債権者が
当該通知を怠ったときは、これによって保証人に生じた損害を賠償する責任を負う。
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2.  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（抜粋）
 （昭29.6.23法律第195号、最終改正：平19.6.13法律第85号）
（高金利の処罰）
第5条　金銭の貸付けを行う者が、年109.5％（2月29日を含む1年については年109.8％とし、1
日当たりについては0.3％とする。）を超える割合による利息（債務不履行について予定される
賠償額を含む。以下同じ。）の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払いを要
求した者も、同様とする。

　2　前項の規定にかかわらず、金銭貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、
年29.2％　（2月29日を含む1年については年29.28％とし、1日当たりについては0.08％とす
る。）を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、
又はその支払いを要求した者も、同様とする。

　3　前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合にお
いて、年109.5％（2月29日を含む1年については年109.8％とし、1日当たりについては0.8％
とする。）を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の懲役若しくは3千万円以
下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息
を受領し、又はその支払いを要求した者も、同様とする。

（高保証料の処罰）
第5条の2　金銭の貸付け（金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。以下この条及び次
条において同じ。）の保証（業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。）を
行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年20％を超える割合と
なる保証料の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれ
を併科する。当該割合を超える割合となる保証料を受領し、又はその支払を要求した者も、同
様とする。

　2　前項の保証に係る貸付けの利息が利息の契約時以後変動し得る利率（次条第二項において「変
動利率」という。）をもつて定められる場合における前項の規定の適用については、次の各号に
掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。
一　当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により利息制限法 （昭和29年法律第
100号）第8条第2項第一号に規定する特約上限利率（以下この条及び次条において「特約
上限利率」という。）の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通
知した場合　当該特約上限利率

二　前号に掲げる場合以外の場合　年10％
　3　第1項の保証が、元本極度額（保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額
をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。）及び元本確定期日（主たる債務の元本の
確定すべき期日（確定日に限る。）をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。）の定め
がある根保証（一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。以下この項
及び次条第三項において同じ。）であつて、その主たる債務者が個人（保証の業務に関して行政
機関の監督を受ける者として政令で定める者が保証人である場合に限る。）又は法人である場
合（債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合及び利息制
限法第八条第五項に規定する場合を除く。）における第1項の規定の適用については、次の各
号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。この場合にお
いては、元本極度額を貸付けの金額と、元本確定期日を返済期日としてその計算をするものと
する。
一　当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、
かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合　当該特約上限利率

二　前号に掲げる場合以外の場合　年10％
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　4　金銭の貸付けに保証を行う他の保証人がある場合における前三項の規定の適用については、
第1項中「貸付けの利息」とあるのは、「貸付けの利息及び他の保証人が契約し、又は受領し
た保証料」とする。

（保証料がある場合の高金利の処罰）
第5条の3　金銭の貸付けを行う者が、当該貸付けに係る保証料の契約の後に当該貸付けの利息を
増加する場合において、その保証料と合算して年20％を超える割合となる利息（年20％を超
える割合のものを除く。）の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合となる利息を受領し、又
はその支払を要求した者も、同様とする。

　2　金銭の貸付けを行う者が、保証があり、かつ、変動利率をもつて利息が定められる貸付け
を行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を超える割合によ
る利息（年20％を超える割合のものを除く。）の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは
千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合に
よる利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
一　当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、か
つ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合　当該特約上限利率

二　前号に掲げる場合以外の場合　年10％
　3　金銭の貸付けを行う者が、根保証（元本極度額及び元本確定期日の定めのあるものに限る。）
のある金銭の貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割
合を超える割合による利息（年20％を超える割合のものを除く。）の契約をしたときは、5年
以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該
割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
一　当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、
かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合　当該特約上限利率

二　前号に掲げる場合以外の場合　年10％
（利息及び保証料の計算方法）
第5条の4　前三条の規定の適用については、貸付け又は保証の期間が15日未満であるときは、こ
れを15日として利息又は保証料の計算をするものとする。

　2　前3条の規定の適用については、利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあつては、そ
の交付額を元本額として利息の計算をするものとする。

　3　前三条の規定の適用については、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合
においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなす。

　4　前三条の規定の適用については、金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、
次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、
利息とみなす。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は
要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様とする。
一　契約の締結又は債務の弁済の費用であつて、次に掲げるもの
イ　公租公課の支払に充てられるべきもの
ロ　強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に
関してその機関に支払うべきもの
ハ　貸付けの相手方が貸付けに係る金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機そ
の他の機械の利用料（政令で定める額の範囲内のものに限る。）

二　金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料その他の貸
付けの相手方の要請により貸付けを行う者が行う事務の費用として政令で定めるもの

　5　前項の規定は、保証を行う者がその保証に関し受ける金銭及び保証料の支払を受領し、又は
要求する者がその受領又は要求に関し受ける金銭について準用する。この場合において、同項
中「前三条」とあるのは「前二条」と、「利息」とあるのは「保証料」と読み替える。
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3.  貸金業法（抜粋）・貸金業法施行規則（抜粋）
貸金業法（抜粋）
 （昭和58.5.13法第32号、最終改正：平成26.6.13法第69号）
（無登録営業等の禁止）
第11条　第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
　2　第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一　貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
二　貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。

　3　貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置
して貸金業を営んではならない。

（名義貸しの禁止）
第12条　第3条第1項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはな
らない。

（証明書の携帯等）
第12条の4　貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他
の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に
従事させてはならない。

（暴力団員等の使用の禁止）
第12条の5　貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用し
てはならない。

（禁止行為）
第12条の6　貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一　資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告
げない行為

二　資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認
させるおそれのあることを告げる行為（次号に掲げる行為を除く。）

三　保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させる
おそれのあることを告げる行為

四　前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
（生命保険契約等の締結に係る制限）
第12条の7　貸金業者は、貸付けの契約（住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。）
の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契
約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としては
ならない。

（利息、保証料等に係る制限等）
第12条の8　貸金業者は、その利息（みなし利息を含む。第三項及び第四項において同じ。）が利
息制限法 （昭和29年法律第100号）第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結しては
ならない。

　2　前項に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義を
もつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭（契約の締結及び
債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。）のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いる
ため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事
務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう。
一　公租公課の支払に充てられるべきもの
二　強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関
してその機関に支払うべきもの

三　債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料（政
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令で定める額の範囲内のものに限る。）

編 集補記：貸金業法施行令（昭和58.8.10政令第181号、最終改正：平成27.7.17政令第274号）

（利息とみなされない費用）
第3条の2の2　法第12条の8第2項に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用（消費税額
及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額（次条において「消
費税額等相当額」という。）を含む。）とする。
一　金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
二　法の規定により金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交
付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料

三　口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかつた場合に行う再度
の口座振替手続に要する費用

（利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲）
第3条の2の3　法第12条の8第2項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を
利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額（消費
税額等相当額を含む。）とする。
一　1万円以下の額　108円
二　1万円を超える額　216円

　3　貸金業者は、利息制限法第9条各項に規定する利息の契約であつて、その利息（同条第一項
に規定する利息の契約に該当する場合にあつては、同項に規定する増加後の利息。次項後段に
おいて同じ。）が当該各項に規定する金額を超えるものを締結してはならない。

　4　貸金業者は、利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求
してはならない。同法第九条各項に規定する利息の契約に係る利息のうち、当該各項に規定す
る金額を超える部分についても、同様とする。

　5　貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対
し、債務履行担保措置（当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証、保険その他これ
らに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）に係る契約（当
該債務履行担保措置の対価として支払われる金銭の額が当該金銭の額を利息制限法第8条第1
項に規定する保証料の額とみなして同条の規定を適用したときに同条の規定により無効とされ
ることとなる部分を含むものに限る。）を、債務履行担保措置を業として営む者と締結すること
を当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。

　6　貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者（以下「保証業者」という。）
と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保
証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。
一　当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者との間におけ
る保証料に係る契約の締結の有無

二　前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額
　7　貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による確認に関する記録を作成し、
これを保存しなければならない。

　8　貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に
対し、保証料に係る契約（締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する
割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。）
を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。

　9　貸金業者は、保証業者との間で根保証契約（一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務
を主たる債務とする保証契約をいう。以下この項において同じ。）を締結しようとする場合にお
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いて、当該根保証契約が主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして
不適切と認められる極度額又は保証期間を定める根保証契約として内閣府令で定めるものに当
たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。

　10　金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務
者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新（媒介のための新たな
役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。）があつたと
きは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

　11　金銭の貸借の媒介を行う貸金業者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いか
なる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。

（相談及び助言）
第12条の9　貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需
要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施す
ることができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。

（返済能力の調査）
第13条　貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他
の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければなら
ない。

　2　貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約（極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令
で定める貸付けの契約を除く。）を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに
際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

　3　貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第
一項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客（以下この節において「個
人顧客」という。）から源泉徴収票（所得税法 （昭和40年法律第33号）第226条第1項に規
定する源泉徴収票をいう。以下この項及び第13条の3第3項において同じ。）その他の当該個
人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁
的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業
者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明ら
かにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出
又は提供を受けている場合は、この限りでない。
一　次に掲げる金額を合算した額（次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。）が50万
円を超える場合
イ　当該貸付けの契約（貸付けに係る契約に限る。ロにおいて同じ。）に係る貸付けの金額（極
度方式基本契約にあつては、極度額（当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基
本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場
合にあつては、当該下回る額））
ロ　当該個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その
貸付けの残高（極度方式基本契約にあつては、極度額（当該貸金業者が当該個人顧客に対
し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回
る額を提示している場合にあつては、当該下回る額））の合計額

二　次に掲げる金額を合算した額（次条第二項において「個人顧客合算額」という。）が百万
円を超える場合（前号に掲げる場合を除く。）
イ　当該貸金業者合算額
ロ　指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該
貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額

　4　貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、
第一項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

　5　前各項の規定は、極度方式基本契約の極度額（貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し
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当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を
提示している場合にあつては、当該下回る額）を増額する場合（当該極度方式基本契約の相手
方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。）について
準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

（過剰貸付け等の禁止）
第13条の2　貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第1項の規定によ
る調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付け
の契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。

　2　前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約（住
宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約（以下「住宅資金貸付契約等」という。）及び極
度方式貸付けに係る契約を除く。）で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人
顧客に係る個人顧客合算額（住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。）が当該個人顧客
に係る基準額（その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定める
ものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。次条第5項において同じ。）を超えるこ
ととなるもの（当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定
めるものを除く。）をいう。

（基準額超過極度方式基本契約に係る調査）
第13条の3　貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方
式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府
令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有
する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基
本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

　2　前項に定めるもののほか、貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合に
は、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報
を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査
しなければならない。ただし、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額で
ある場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

　3　貸金業者は、前2項の規定による調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に
係る第5項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際
し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らか
にする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又
は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の
当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又
は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでな
い。

　4　貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、第1項及び第2項の規定による調査に関する
記録を作成し、これを保存しなければならない。

　5　第1項及び第2項に規定する「基準額超過極度方式基本契約」とは、個人顧客を相手方とす
る極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に
係る極度方式個人顧客合算額（次に掲げる金額を合算した額をいう。）が当該個人顧客に係る基
準額を超えることとなるもの（当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式
基本契約として内閣府令で定めるものを除く。）をいう。
一　当該極度方式基本契約の極度額（当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契
約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合
にあつては、当該下回る額）

二　当該個人顧客と当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、そ
の貸付けの残高（極度方式基本契約にあつては、極度額（当該貸金業者が当該個人顧客に対
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し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る
額を提示している場合にあつては、当該下回る額））の合計額（住宅資金貸付契約等に係る
貸付けの残高を除く。）

三　指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸
金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額（住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を
除く。）　

（基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置）
第13条の4　貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、前条第1項
又は第2項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が同条第5項に規定する基準額超
過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約の条項に基づく極
度額の減額その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措
置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。

（貸付条件の広告等）
第15条　貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について
勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定める
ところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
一　貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
二　貸付けの利率
三　前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　2　貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付し
て勧誘（広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。）をするときは、電話番号その
他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された
第4条第1項第7号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。

（誇大広告の禁止等）
第16条　貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その
他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよ
りも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。

　2　前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするとき
は、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。
一　資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であ
ると誤解させるような表示又は説明

二　他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
三　借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそる
ような表示又は説明

四　公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
五　貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
六　前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示又は説
明として内閣府令で定めるもの

　3　貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照ら
して不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとな
るおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。

　4　貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等
から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思（当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨
の意思を含む。）が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。

　5　貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能
力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないよ
うに努めなければならない。
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（契約締結前の書面の交付）
第16条の2　貸金業者は、貸付けに係る契約（極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を
除く。）を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところに
より、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方とな
ろうとする者に交付しなければならない。
一　貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二　貸付けの金額
三　貸付けの利率
四　返済の方式
五　返済期間及び返済回数
六　賠償額の予定（違約金を含む。以下同じ。）に関する定めがあるときは、その内容
七　前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　2　貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結
するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基
本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなけ
ればならない。
一　貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二　極度額（貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残
高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額）

三　貸付けの利率
四　返済の方式
五　賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
六　前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　3　貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契
約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項（一定の範囲に属する
不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項を除
く。）を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとす
る者に交付しなければならない。
一　貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二　保証期間
三　保証金額
四　保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
五　保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法 （明治29年法律第89号）
第454条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるも
の

六　前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
　4　貸金業者は、前3項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第1項
若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者
の承諾を得て、前3項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法により提供
することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

（生命保険契約等に係る同意前の書面の交付）
第16条の3　貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険
金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険
法 （平成20年法律第56号）第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときは、あらか
じめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付し
なければならない。
一　当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金の支払をすべきこと
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を定めるものである旨
二　前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　2　貸金業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの
契約の相手方又は相手方となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法
により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたもの
とみなす。

（契約締結時の書面の交付）
第17条　貸金業者は、貸付けに係る契約（極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。）を締
結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約
の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項
のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。
一　貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二　契約年月日
三　貸付けの金額
四　貸付けの利率
五　返済の方式
六　返済期間及び返済回数
七　賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
八　前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　2　貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、
次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付
しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるも
のを変更したとき（当該相手方の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で
定めるときを除く。）も、同様とする。
一　貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二　契約年月日
三　極度額（貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極
度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額）

四　貸付けの利率
五　返済の方式
六　賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
七　前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　3　貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で
定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲
げる事項（一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつ
ては、同項第三号に掲げる事項を除く。）その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該
保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものと
して内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。

　4　貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で
保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各
号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証
契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして
内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。

　5　貸金業者は、極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、
第2項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明ら
かにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載し
た事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき（当該保証人の利益の
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保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。）も、同様とする。
　6　貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、その相手方又は当該契約
の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を
得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況
を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第1項前段又は第四項前段の
規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付すること
ができる。この場合において、貸金業者は、第1項前段又は第四項前段の規定による書面の交
付を行つたものとみなす。
一　契約年月日
二　貸付けの金額（極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額）
三　前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　7　貸金業者は、第一項から第五項までの規定による書面の交付又は前項の内閣府令で定める書
面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第四項前段の規定による書面の交付に
代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該貸付けに係る契約又は
保証契約の相手方の承諾を得て、前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記
載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、こ
れらの書面の交付を行つたものとみなす。

（受取証書の交付）
第18条　貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、そ
の都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済
をした者に交付しなければならない。
一　貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二　契約年月日
三　貸付けの金額（保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第21条第2項
第四号において同じ。）

四　受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
五　受領年月日
六　前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　2　前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済
を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。

　3　貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る
極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済
をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸
付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するとき
は、第一項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付
することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
一　受領年月日
二　受領金額
三　前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　4　貸金業者は、第1項に規定する書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは
同項の規定により第1項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令
で定めるところにより、同項又は前項に規定する弁済をした者の承諾を得て、第1項若しくは
前項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提
供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみ
なす。

（帳簿の備付け）
第19条　貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務
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に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金
額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

（帳簿の閲覧）
第19条の2　債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内
閣府令で定めるところにより、前条の帳簿（利害関係がある部分に限る。）の閲覧又は謄写を請
求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利
の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒む
ことができない。

 
編 集補記：平成16（受）第965号過払金等請求事件　最高裁第三小法廷平成17年7月19日判決
　（要旨 ）貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、特段の事情のない限り、

信義則上これを開示すべき義務を負う。
 
（特定公正証書に係る制限）
第20条　貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書（債
務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載
された公正証書をいう。以下この条において同じ。）の作成を公証人に嘱託することを代理人に
委任することを証する書面を取得してはならない。

　2　貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託
することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与
をしてはならない。

　3　貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あ
らかじめ（当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託
する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに）、内閣府令で定め
るところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交
付して説明しなければならない。
一　当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直
ちに強制執行に服することとなる旨

二　前号に掲げるもののほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣
府令で定めるもの

（公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限）
第20条の2　貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付（法令の規定に基づき国又は地
方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は
一部を負担し、又は補助することとされている給付（給与その他対価の性質を有するものを除
く。）であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこ
ととされているものをいう。以下同じ。）がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族そ
の他の者（以下この条において「特定受給権者」という。）の預金又は貯金の口座に払い込まれ
た場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受け
ることを目的として、次に掲げる行為をしてはならない。
一　特定受給権者の預金通帳等（当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用の
カード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金
若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書そ
の他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをい
う。）の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為

二　特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済を
その預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為

（取立て行為の規制）
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第21条　貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金
業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当
たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するよ
うな言動をしてはならない。
一　正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定
める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債
務者等の居宅を訪問すること。

二　債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、そ
の申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、
前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくは
ファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

三　正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を
送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以
外の場所を訪問すること。

四　債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該
場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。

五　はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実そ
の他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。

六　債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸
付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。

七　債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八　債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協
力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

九　債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若
しくは司法書士若しくは司法書士法人（以下この号において「弁護士等」という。）に委託し、
又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判
所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に
対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問す
る方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しない
よう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求するこ
と。

 
編 集補記：日本貸金業協会「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」（最終更新：平成
28.12.1）

（社内態勢整備）
第69条　協会員は、取立て行為を行うにあたり、定められる法及び関連する法律を遵守するととも
に、以下に掲げる行為は法第21条第1項に定める「威迫」及び「その他の人の私生活若しく
は業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがあること、また、この規則第70条、第
71条及び第72条を留意し必要な社内態勢整備に努めなければならない。（略）

　（4） 債務処理を代理人弁護士又は司法書士に委託し、または債務処理のため必要な裁判所におけ
る民事事件に関する手続きをとったことが弁護士又は司法書士、裁判所から通知された場合、
又は債務者等からの電話その他の方法をもって判明した場合、若しくは財団法人日本クレジッ
トカウンセリング協会から介入通知を受領した場合、その後債務者等に支払を要求すること。

 
十　債務者等に対し、前各号（第六号を除く。）のいずれかに掲げる言動をすることを告げる
こと。
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　2　貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を
営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこ
れに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる
事項を記載し、又は記録しなければならない。
一　貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二　当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三　契約年月日
四　貸付けの金額
五　貸付けの利率
六　支払の催告に係る債権の弁済期
七　支払を催告する金額
八　前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　3　前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権
の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債
権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は
氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法に
より、その相手方に明らかにしなければならない。

（債権証書の返還）
第22条　貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において
当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならな
い。

（開始等の届出）
第24条の6の2　貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところに
より、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一　貸金業（貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取
立てに係る業務を含む。第24条の6の6第1項第二号において同じ。）を開始し、休止し、
又は再開したとき。

二　指定信用情報機関と信用情報提供契約（第41条の20第1項第一号に規定する信用情報提
供契約をいう。）を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。

三　第6条第1項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。
四　前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。

（業務改善命令）
第24条の6の3　内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関
し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、
その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずるこ
とができる。（略）

（監督上の処分）
第24条の6の4　内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいず
れかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を
定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一　第6条第1項第十三号（第12条の3第3項の規定の適用がある場合を除く。）又は第6条
第1項第十四号から第十六号までのいずれかに該当することとなつたとき。

二　貸金業の業務に関し法令（第12条、第12条の5、第24条第3項及び第4項、第24条の
2第3項及び第4項並びに第24条の3第3項及び第4項を除く。）又は法令に基づく内閣総
理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。

三　第24条第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、
貸付けの契約に基づく債権譲渡等をしたとき。
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四　貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当するこ
ととなつたとき。
イ　当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者（第24条第3項
に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。）であることを知らなかつたこ
とにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当
該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたこと
につき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ　当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を
受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第21条第1項（第24条第2
項において準用する場合を含む。）の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関
する法律の罪を犯したとき。

五　第24条の2第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、
貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき。（後略）

（貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督）
第24条の6の12　内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業
協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けること
のないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければ
ならない。

　2　前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業協会に加入して
いない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者
又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則（以下「社内規則」という。）の作成又は変更を
命ずることができる。

　3　前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた貸金業者は、30日以内に、当該社内
規則の作成又は変更をし、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなけれ
ばならない。

　4　前項の承認を受けた貸金業者は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとす
る場合においては、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければなら
ない。

（苦情への対応）
第41条の7　協会は、資金需要者等（債務者等であつた者を含む。）から協会員が営む貸金業の業
務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言を
し、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知して
その迅速な処理を求めなければならない。

　2　協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対
し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

　3　協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのにこれを拒
んではならない。

　4　協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しな
ければならない。

　5　第一項の規定は、協会が第41条の39第1項の規定による指定を受けている場合には、適用
しない。

（信用情報提供等業務を行う者の指定）
第41条の13　内閣総理大臣は、次に掲げる要件（省略）を備える者を、その申請により、この章
の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。

編 集補記：内閣総理大臣は平成22年3月11日付けで㈱日本信用情報機構（所在地：東京都千
代田区神田多町2丁目1神田進興ビル）及び㈱シー・アイ・シー（CIC）（所在地：東京都新
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宿区西新宿1丁目23-7新宿ファーストウェストビル）を指定信用情報機関として指定。

（指定信用情報機関の情報提供）
第41条の24　指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他
の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を
除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。

　2　指定信用情報機関は、前項の規定による個人信用情報の提供に関し、手数料を徴収すること
ができる。

　3　指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第1項の規定による個
人信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数
料を定めなければならない。

　4　第41条の16及び第41条の22の規定は、第1項の規定による個人信用情報の提供に係る業
務について準用する。

（個人信用情報の提供）
第41条の35　加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信
用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る
契約（極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ。）で当該信
用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を、当
該指定信用情報機関に提供しなければならない。
一　当該顧客の氏名及び住所その他の当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で
定めるもの

二　契約年月日
三　貸付けの金額
四　前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

　2　加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結した
ときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した
指定信用情報機関（以下「加入指定信用情報機関」という。）に提供しなければならない。

　3　前2項の規定による個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、当該提供をした個人信用情
報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければ
ならない。

（指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等）
第41条の36　加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依
頼（当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含
む。）をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面
又は電磁的方法による同意を得なければならない。

　2　加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として貸付けに係る契約（内閣府令
で定めるものを除く。）を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客
から書面又は電磁的方法により得なければならない。ただし、当該契約が当該顧客を相手方と
する加入前極度方式貸付契約（当該加入指定信用情報機関との信用情報提供契約の締結前に締
結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約をいう。）である場合は、この限り
でない。
一　当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
二　前号の個人信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入貸金
業者に提供する旨の同意

三　第一号の個人信用情報を第四十一条の二十四第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信
用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意

　3　加入貸金業者は、前二項の同意を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意
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に関する記録を作成し、保存しなければならない。
（目的外使用等の禁止）
第41条の38　加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、次に掲げる調査（以下「返済能力等調査」
という。）以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼（第一号の資金需
要者等及び第二号の主たる債務者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供
の依頼を含む。）をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査
以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
一　当該加入貸金業者の顧客である資金需要者等の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済
能力の調査

二　前号に掲げるもののほか、当該加入貸金業者が締結する保証契約に係る主たる債務者の借
入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査

　2　加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情
報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該信用情報を使用し、又は第三者
に提供してはならない。

（高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効）
第42条　貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約（手形の割引、売渡担
保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。）において、年109.5％（2
月29日を含む一年については年109.8％とし、1日当たりについては0.3％とする。）を超える
割合による利息（債務の不履行について予定される賠償額を含む。）の契約をしたときは、当該
消費貸借の契約は、無効とする。

　2　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4第1項から第4項までの
規定は、前項の利息の契約について準用する。
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貸金業法施行規則（抜粋）
 （昭和58.8.10大蔵省令第40号、最終改正：平成28.9.30内閣府令第61号）
（資力を明らかにする事項を記載した書面等）
第10条の17　法第13条第3項本文及びただし書（これらの規定を同条第五項において準用する場
合を含む。）並びに法第13条の3第3項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる
書面又はその写し（当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的
記録を含む。以下この項において「書面等」という。）とする。ただし、個人顧客（法第13条
第3項に規定する個人顧客をいう。以下同じ。）の勤務先に変更があつた場合その他当該書面
等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資
力を明らかにするものに限る。
一　源泉徴収票（法第13条第3項に規定する源泉徴収票をいう。）
二　支払調書
三　給与の支払明細書
四　確定申告書
五　青色申告決算書
六　収支内訳書
七　納税通知書
七の二　納税証明書
八　所得証明書
九　年金証書
十　年金通知書
十一　個人顧客の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
を含む。以下同じ。）に係る前各号に掲げるもの（当該個人顧客が第10条の23第1項第三
号に掲げる契約を締結しようとする場合若しくは同号に掲げる契約（極度方式基本契約に限
る。）を締結している場合又は当該個人顧客の配偶者が同号に掲げる契約を締結している場
合に限る。）

　2　前項各号に掲げる書面（同項第九号に掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面（同項第九
号に係るものに限る。）を除く。）は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める
要件を満たすものでなければならない。
一　前項第一号、第二号及び第十号に掲げる書面並びに同項第十一号に掲げる書面（同項第一
号、第二号及び第十号に係るものに限る。）　一般的に発行される直近の期間に係るものであ
ること。

二　前項第三号に掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面（同項第三号に係るものに限る。）
　直近2月分以上のもの（第10条の22第2項第三号に掲げる方法により直近の年間の給与
の金額を算出する場合にあつては、直近のもの）であること。

三　前項第四号から第六号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面（同項第四号から
第六号までに係るものに限る。）　通常提出される直近の期間（当該直近の期間を含む連続し
た期間における事業所得の金額（所得税法 （昭和40年法律第33号）第27条第2項に規定
する事業所得の金額をいう。次号及び第10条の22第1項第四号において同じ。）を用いて
基準額（法第13条の2第2項に規定する基準額をいう。次号において同じ。）を算定する場
合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間）に係るものであること。

四　前項第七号から第八号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面（同項第七号から
第八号までに係るものに限る。）　一般的に発行される直近の期間（当該直近の期間を含む連
続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあつては、当該直近の
期間を含む連続した期間）に係るものであること。

　3　第1項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客（同項第十一号に掲げる書面に係るもの
にあつては、当該個人顧客の配偶者）が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項
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本文に規定する書面等を用いることができる。
一　変更後の勤務先が確認されていること。
二　変更後の勤務先で2月分以上の給与の支払を受けていないこと。

（個人過剰貸付契約から除かれる契約）
第10条の21　法第13条の2第2項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一　不動産の建設若しくは購入に必要な資金（借地権の取得に必要な資金を含む。）又は不動
産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約

二　自ら又は他の者により前号に掲げる契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う
貸付けに係る契約

三　自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が
取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているもの

四　個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の次のいずれかに掲
げる療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
イ　健康保険法 （大正11法律第70号）第115第1項及び第147条に規定する高額療養費
ロ　船員保険法 （昭和14年法律第73号）第31条ノ6第1項に規定する高額療養費
ハ　国家公務員共済組合法 （昭和33年法律第128号）第60条の2第1項 （私立学校教職員
共済法 （昭和28年法律第245号）第25条において準用する場合を含む。）に規定する高
額療養費
ニ　国民健康保険法 （昭和33年法律第192号）第57条の2第1項に規定する高額療養費
ホ　地方公務員等共済組合法 （昭和37年法律第152号）第62条の2第1項に規定する高額
療養費
ヘ　高齢者の医療の確保に関する法律 （昭和57年法律第80号）第84条第1項に規定する
高額療養費

五　金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券（同条第2項の規定により有価証券とみ
なされる権利を含む。）であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約（担保に
供する当該有価証券の購入に必要な資金の貸付けに係る契約を含み、貸付けの金額が当該貸
付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。）
イ　金融商品取引法第2条第1項第一号から第三号まで、第十号又は第十一号に掲げる有価
証券（金融商品取引法第2条第1項第11号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るも
のを除く。）
ロ　金融商品取引法施行令 （昭和40年政令第321号）第27条の2各号に掲げる有価証券
六　不動産（借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土
地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可
欠なものを除く。）を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超
えないと認められるもの（貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動
産の価格（鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額（地方税法 （昭和25年法律
第226号）第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登
録されている価格をいう。）その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項
及び次項において同じ。）の範囲内であるものに限る。）

七　売却を予定している個人顧客の不動産（借地権を含む。）の売却代金により弁済される貸
付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの（貸付けの
金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限
り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を
除く。）

八　第1条の2の3第二号から第五号までに掲げる契約
（年間の給与に類する定期的な収入の金額等）
第10条の22　法第13条の2第2項に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額として内閣

122



府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一　年間の年金の金額
二　年間の恩給の金額
三　年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入（事業として行う場合を除く。）の金額
四　年間の事業所得の金額（過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限
る。）

　2　法第13条の2第2項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額は、次に
掲げる方法のいずれかにより算出するものとする。
一　第10条の17第一項に規定する書面等（同項第三号及び第十一号に掲げる書面に係るもの
を除く。）を用いて算出する方法

二　第10条の17第1項に規定する書面等（同項第三号に掲げる書面に係るものに限る。以下
この条において同じ。）に記載されている直近の2月分以上の給与（賞与を除く。）の金額の
1月当たりの平均金額に12を乗じて算出する方法

三　第10条の17第1項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する
方法

　3　前項第二号に掲げる方法により年間の給与の金額を算出する場合において、第10条の17第
1項に規定する書面等によつて、過去1年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金
額を年間の給与の金額に含めることができる。

（個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等）
第10条の23　法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契
約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一　債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る
契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ　当該貸付けに係る契約の1月の負担が当該債務に係る1月の負担を上回らないこと。
ロ　当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に
関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る
将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
ハ　当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。
ニ　当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の
条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利に
ならないこと。
ホ　当該債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付けに係る契約の保証契約の保証人
としないこと。
ヘ　当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該保証契約の条件が当該
債務に係る保証契約の条件に比して保証人に不利にならないこと。

一の二　債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに
係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ　当該個人顧客が弁済する債務のすべてが、当該個人顧客が貸金業者と締結した貸付けに
係る契約に基づき負担する債務であつて、貸金業者又は法第43条の規定により貸金業者
とみなされる者（次項第一号の二ロにおいて「みなし貸金業者」という。）を債権者とする
ものであること。
ロ　当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに
係る契約の貸付けの利率（当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約が2以上
ある場合は、弁済時における貸付けの残高（極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに
あつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額。ハにおいて同
じ。）により加重平均した貸付けの利率）を上回らないこと。
ハ　当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少す
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ることが見込まれること。
ニ　前号イ及びハからへまでに掲げるすべての要件に該当すること。
二　個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認め
られる医療費（所得税法第73条第2項に規定する医療費をいう。次項において同じ。）を支
払うために必要な資金の貸付けに係る契約（第10条の21第1項第四号に掲げる契約を除く。）
であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの（当該個人顧客が現に当該
貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。）

二の二　個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧
客と貸金業者の間に締結される契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの（以
下「特定緊急貸付契約」という。）
イ　当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
ロ　次に掲げる金額を合算した額（第10条の28第1項第一号ロにおいて「緊急個人顧客合
算額」という。）が10万円を超えないこと。
（1）当該特定緊急貸付契約に係る貸付けの金額（極度方式基本契約にあつては、極度額）
（2）当該個人顧客と当該特定緊急貸付契約以外の特定緊急貸付契約を締結しているときは、
その貸付けの残高（極度方式基本契約にあつては、極度額）の合計額

（3）指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当
該貸金業者以外の貸金業者の特定緊急貸付契約に係る貸付けの残高の合計額

ハ　返済期間（極度方式基本契約にあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付
けの返済期間）が3月を超えないこと。

三　個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客に係る個人顧客合算額
（法第13条の2第2項に規定する個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。）と当
該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額（法
第13条の2第2項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第10条の
28において同じ。）と当該個人顧客の配偶者に係る基準額（当該個人顧客の配偶者を当該個
人顧客とみなして法第13条の2第2項の規定を適用した場合における同項に規定する当該
個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第10条の28において同じ。）を合算した額
を超えないもの（当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同
意がある場合に限る。）

四　事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当
するもの
イ　実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態
が確認されていること。
ロ　当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画（この号に掲げる契約に係る貸付けの
金額が百万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況
及び資金繰りの状況。以下同じ。）に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに
係る契約であると認められること。

五　現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに
係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ　事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供す
るための資金の貸付けであると認められること。
ロ　当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を
超えない貸付けに係る契約であると認められること。

六　金融機関（預金保険法 （昭和46年法律第34号）第2条第1項に規定する金融機関をいう。）
からの貸付け（イ及び次項第六号において「正規貸付け」という。）が行われるまでのつな
ぎとして行う貸付けに係る契約（極度方式基本契約を除く。）であつて、次に掲げるすべて
の要件に該当するもの
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イ　正規貸付けが行われることが確実であると認められること。
ロ　返済期間が1月を超えないこと。

　2　（省略）
　3　貸金業者は、第1項第三号に掲げる契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする貸
付けに係る契約（第10条の21第1項各号に掲げる契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。）
であつて、当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額と当該個人顧客に係る個人顧客合算額
から当該個人顧客に係る基準額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。）
を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの（第1項各号に
掲げるものを除く。）を締結してはならない。

　4　第1項第二号の二、次項及び第10条の28第1項第一号の「特定費用」とは、次に掲げる費
用をいう。
一　外国において緊急に必要となつた費用
二　前号に掲げるもののほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用

　5　特定緊急貸付契約に係る特定費用が前項第一号に掲げる費用である場合にあつては、当該特
定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しは、外国において行われるものでなければならない。

（極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等）
第10条の26　貸金業者は、法第13条の3第3項本文の規定により、同条第1項又は第2項の規
定による調査において、個人顧客から第10条の17第1項に規定する書面等の提出又は提供を
受ける場合には、当該個人顧客に係る法第13条の3第5項に規定する極度方式個人顧客合算
額が100万円を超えると知つた日から1月以内に当該書面等の提出又は提供を受けなければな
らない。

　2　法第13条の3第3項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第10条の17第1項各
号に掲げる書面（同項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる書面並びに同項第十一号に掲
げる書面（同項第一号から第八号まで及び第十号に係るものに限る。）にあつては、過去3年
以内に発行（同項第四号から第六号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面（同項第
四号から第六号までに係るものに限る。）が法令で定める期間内に提出がされている場合にあつ
ては、当該提出。以下この項において同じ。）がされたもの（貸金業者が、当該書面等が発行さ
れた日から起算して2年を経過した日以後1年以内に当該個人顧客の勤務先（同項第十一号に
掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者の勤務先）に変更がないことを確認
した場合には、過去5年以内に発行がされたもの）に限る。）又はその写し（当該書面に代え
て電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書
面等」という。）とする。ただし、当該期間内に当該個人顧客の勤務先に変更があつた場合その
他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該
変更後の資力を明らかにするものに限る。

　3　前項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客（第10条の17第1項第十一号に掲げる書
面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者）が次に掲げる要件のいずれにも該当する場
合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
一　変更後の勤務先が確認されていること。
二　変更後の勤務先で2月分以上の給与の支払を受けていないこと。

（個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約等）
第10条の28　法第13条の3第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一　個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約
（特定緊急貸付契約に限る。）であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ　当該個人顧客の返済能力を超えない極度方式基本契約であると認められること。
ロ　緊急個人顧客合算額が10万円を超えないこと。
ハ　当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間が3月を超えないこと。
二　個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、当該個人顧客に係る極度方式個人顧
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客合算額（法第13条の3第5項に規定する極度方式個人顧客合算額をいう。以下この条に
おいて同じ。）と当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額を合算した額が、当
該個人顧客に係る基準額と当該個人顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超えないもの
（当該契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。）
三　事業を営む個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、次に掲げるすべての要件
に該当するもの
イ　実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態
が確認されていること。
ロ　当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を
超えないと認められること。

四　現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けを
目的とした極度方式基本契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ　事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供す
るための資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約であると認められること。
ロ　当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を
超えないと認められること。

　2　貸金業者は、前項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手
方として極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約について法第
13条の3第1項又は第2項の規定による調査をしなければならないときは、当該極度方式基本
契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかをあわせて調査しなければ
ならない。

　3　前項に規定する「配偶者合算基準額超過極度方式基本契約」とは、第1項第二号に掲げる極
度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする極度方式基本契約で、当該個
人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額と当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額
から当該個人顧客に係る基準額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。）
を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの（同項各号に掲
げるものを除く。）をいう。

　4　貸金業者は、第1項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相
手方として極度方式基本契約を締結している場合において、第2項の規定による調査により、
当該極度方式基本契約が前項に規定する配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当すると
認められるときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一　当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにする
ため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額

二　当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止
（極度方式貸付けを抑制するために必要な措置）
第10条の29　法第13条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一　当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な
当該極度方式基本契約の極度額の減額

二　当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止
第17条　貸金業者は、法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返
済期日（当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権
の消滅した日）から少なくとも10年間保存しなければならない。ただし、極度方式基本契約
を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度
方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定めら
れた最終の返済期日のうち最後のもの（これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事
由により消滅したときにあつては、その消滅した日）のうちいずれか遅い日から少なくとも10
年間保存しなければならない。
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　2　貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しな
い。　

（取立て行為の規制）
第19条　法第21条第1項第一号 （法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、
第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。）に規
定する内閣府令で定める時間帯は、午後9時から午前8時までの間とする。

（個人信用情報に含まれる事項）
第30条の13　法第41条の35第1項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、個人顧客に係る
次に掲げるものとする。
一　氏名（ふりがなを付す。）
二　住所
三　生年月日
四　電話番号
五　勤務先の商号又は名称
六　運転免許証の番号（当該個人顧客が運転免許証の交付を受けている場合に限る。）
七　加入貸金業者が、本人確認書類（犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成
20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
令第一号）第6条第1項第二号に規定する旅券等、在留カード、特別永住者証明書又は同令
第7条第一号ハに掲げる書類のうち、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療
若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若し
くは地方公務員共済組合の組合員証若しくは私立学校教職員共済制度の加入者証（当該自然
人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。）をいう。以下この項において同じ。）
の提示を受ける方法により本人確認（犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成19年
法律第22号）第4条第1項第1号に規定する本人特定事項の確認をいう。）を行つた場合に
は、当該本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる記号番号

八　当該個人顧客が第10条の23第1項第三号に掲げる契約を締結している場合には、当該個
人顧客の配偶者に係る第一号から第六号までに掲げるもの（同号に掲げるものについては、
当該配偶者が運転免許証の交付を受けている場合に限る。）及び当該配偶者に係る本人確認
書類に記載されている当該配偶者を特定するに足りる記号番号（当該本人確認書類の提供を
受けている場合に限る。）

　2　法第41条の35第1項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一　貸付けの残高（極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあつては、当該極度方式基本
契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額）

二　元本又は利息の支払の遅延の有無
三　第10条の21第1項第一号から第七号まで及び第10条の23第1項各号に掲げる貸付けに
係る契約に該当する場合にあつては、その旨

（信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合）
第30条の14　法第41条の36第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる時前に締結
した貸付けに係る契約及びその時前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係
る契約に係る債権の管理に必要な場合（当該極度方式基本契約について法第13条の3第1項
又は第2項の規定による調査を行う場合を含む。）とする。
一　貸金業者と信用情報提供契約を締結している信用情報に関する機関が、法第41条の13第
1項の指定を受けた時

二　貸金業者が指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した時
　2　法第41条の36第2項に規定する内閣府令で定めるものは、第1条の2の3各号に掲げる契
約とする。
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4. 割賦販売法（抜粋）・割賦販売法施行規則（抜粋）
割賦販売法（抜粋）
 （昭和36.7.1法第159号、最終改正：平成28.12.9法第99号）
（定義）
第2条　この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。
一　購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月
以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領すること（購入者又は役務の提供を受
ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者（以下「役務提供事業者」という。）
の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、2月以上の期間にわたり3回以上
預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領すること
を含む。）を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。

二　それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は
有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号（以
下この項及び次項、次条並びに第29条の2において「カード等」という。）をこれにより商
品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者（以下この項及び
次項、次条、第4条の2（第29条の4第1項において準用する場合を含む。）、第29条の2
並びに第38条において「利用者」という。）に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時
期ごとに、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に販
売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎として
あらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件と
して、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。

　2　（略）
　3　この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
一　それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは
権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカー
ドその他の物又は番号、記号その他の符号（以下この項及び次項、第30条から第30条の2
の3まで、第34条並びに第35条の16において「カード等」という。）をこれにより商品若
しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者（以下この項、第30
条から第30条の2の3まで、第30条の5の2、第30条の5の3、第30条の6において準
用する第4条の2、第33条の2（第33条の3第2項において準用する場合を含む。）、第34
条の2、第35条の3の43、第35条の3の46、第35条の3の57、第35条の3の59、第
35条の16、第41条及び第41条の2において「利用者」という。）に交付し又は付与し、当
該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者か
ら商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、
当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対
価に相当する額の交付（当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業
者又は当該役務提供事業者への交付を含む。）をするとともに、当該利用者から当該代金又
は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領すること（当該利用者が当
該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役
務の提供を受ける契約を締結した時から2月を超えない範囲内においてあらかじめ定められ
た時期までに受領することを除く。）。

二　カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知
して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務
提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商
品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付（当該販売業者又は当
該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。）
をするとともに、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品若しくは当該権
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利の代金又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定し
て得た金額を受領すること。

　4　この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の
販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務
の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当
該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付
（当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業
者への交付を含む。）をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじ
め定められた時期までに当該金額を受領すること（当該購入者又は当該役務の提供を受ける者
が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者
から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定め
られた時期までに受領することを除く。）をいう。

　5　この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令
で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民
の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」
とは、次項、第35条の3の61、第35条の3の62、第41条及び第41条の2を除き、国民の
日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。

　6　この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者
に対する商品の引渡し又は政令で定める役務（以下この項、第35条の3の61、第35条の3
の62、第41条及び第41条の2において「指定役務」という。）の提供に先立つてその者から
当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を2月以上の期間にわたり、かつ、3
回以上に分割して受領するものをいう。
一　商品の売買の取次ぎ　購入者
二　指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取
次ぎ　当該指定役務の提供を受ける者

（割賦販売条件の表示）
第3条　割賦販売を業とする者（以下「割賦販売業者」という。）は、前条第1項第1号に規定す
る割賦販売（カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受け
て、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを
除く。）の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は指定役務を提
供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、
当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。
一　商品若しくは権利の現金販売価格（商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額
を受領する場合の価格をいう。以下同じ。）又は役務の現金提供価格（役務を提供する契約
の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。）

二　商品若しくは権利の割賦販売価格（割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の
価格をいう。以下同じ。）又は役務の割賦提供価格（割賦販売の方法により役務を提供する
場合の価格をいう。以下同じ。）

三　割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払（その支払に充てるための
預金の預入れを含む。次項を除き、以下同じ。）の期間及び回数

四　第11条に規定する前払式割賦販売以外の割賦販売の場合には、経済産業省令・内閣府令
で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率

五　第11条に規定する前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期（後略）
（書面の交付）
第4条　割賦販売業者は、第2条第1項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは
指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業
省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面
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を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一　商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格
二　賦払金（割賦販売に係る各回の代金の支払分をいう。以下同じ。）の額
三　賦払金の支払の時期及び方法
四　商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五　契約の解除に関する事項
六　所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
七　前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

　2　割賦販売業者は、第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指
定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省
令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を
購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一　商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
二　弁済金の支払の方法
三　商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四　契約の解除に関する事項
五　所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
六　前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

　3　割賦販売業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第2条第1項第2号に規定する割
賦販売に係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定める
ところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければ
ならない。
一　弁済金を支払うべき時期
二　前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠

（契約の解除等の制限）
第5条　割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指
定役務を提供する契約について賦払金（第2条第1項第二号に規定する割賦販売の方法により
指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。
以下この項において同じ。）の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期
間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、
賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支
払を請求することができない。

　2　前項の規定に反する特約は、無効とする。
（契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）
第6条 　割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは
指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合（第3項及び第4項に
規定する場合を除く。）には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の
各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を
加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求するこ
とができない。
一　当該商品又は当該権利が返還された場合　当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行
使により通常得られる利益に相当する額（当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する
額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額
又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額）

二　当該商品又は当該権利が返還されない場合　当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当
する額

三　当該商品又は当該権利を販売する契約又は当該役務を提供する契約の解除が当該商品の引
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渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合（次号に掲げる場合を
除く。）　契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

四　当該役務が特定商取引に関する法律 （昭和51年法律第57号）第41条第2項に規定する
特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第49条第1項の
規定に基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合　契約の締結及び履行のために通常
要する費用の額として当該役務ごとに同条第2項第二号の政令で定める額

五　当該役務を提供する契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合（次号に掲げる場合
を除く。）　提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する
額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

六　当該役務が特定商取引に関する法律第41条第2項に規定する特定継続的役務に該当する
場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第49条第1項の規定に基づく解除が当該役
務の提供の開始後である場合　次の額を合算した額
イ　提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から
当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
ロ　当該役務を提供する契約の解除によつて通常生ずる損害の額として当該役務ごとに同条
第2項第一号ロの政令で定める額

　2　割賦販売業者は、前項の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合（契約が解除
された場合を除く。）には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商
品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格に相当する額から既に支払わ
れた賦払金の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を
超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

　3　割賦販売業者は、第2条第1項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指
定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が特定商取引に関する法律第37条第2項 
に規定する連鎖販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同法第40条の2第1項の規定
により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約
の締結及び履行のために通常要する費用の額（次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、
当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額）にこれに対する法定
利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を
受ける者に対して請求することができない。
一　当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定商取引に関する法律第33条第1
項に規定する特定負担（次号、第35条の3の11及び第35条の3の14において「特定負担」
という。）に係る商品の引渡し又は権利の移転後である場合　次の額を合算した額
イ　引渡しがされた当該商品又は移転がされた当該権利（当該連鎖販売契約に基づき販売が
行われた商品又は権利に限り、特定商取引に関する法律第40条の2第2項の規定により
当該商品又は当該権利に係る同項に規定する商品販売契約が解除されたものを除く。）の割
賦販売価格に相当する額
ロ　提供された特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する特定利益（第35条の3の
14において「特定利益」という。）その他の金品（同法第40条の2第2項の規定により解
除された同項に規定する商品販売契約に係る商品又は権利に係るものに限る。）に相当する
額

二　当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後であ
る場合　提供された当該役務（当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。）の対価
に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当
する額を控除した額を加算した額

　4　割賦販売業者は、第2条第1項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品又は指定権
利を販売する契約が特定商取引に関する法律第40条の2第二2に規定する商品販売契約に該
当する場合であつて、当該契約が同項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又
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は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこ
れに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に
対して請求することができない。
一　当該商品若しくは当該権利が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引
渡し若しくは当該権利の移転前である場合　当該商品又は当該権利の現金販売価格の10分
の1に相当する額に、当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は
当該権利の現金販売価格に相当する額を控除した額を加算した額

二　当該商品又は当該権利が返還されない場合　当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当
する額

（所有権に関する推定）
第7条　第2条第1項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品（耐久性を有す
るものとして政令で定めるものに限る。）の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される
時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。

（適用除外）
第8条　この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない。
一　指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約（次に掲げるもの
を除く。）であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結す
るもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結す
るものに係る割賦販売
イ　連鎖販売業（特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売業をいう。以
下同じ。）に係る連鎖販売取引（同項に規定する連鎖販売取引をいう。以下同じ。）につい
ての契約（当該契約以外の契約であつてその連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又
は役務の提供に係るもの（以下「特定商品販売等契約」という。）を含む。）のうち、その
連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を店舗その他これに類似する設
備によらないで行う個人との契約（以下「連鎖販売個人契約」という。）
ロ　業務提供誘引販売業（特定商取引に関する法律第51条第1項に規定する業務提供誘引
販売業をいう。以下同じ。）に係る業務提供誘引販売取引（同項に規定する業務提供誘引販
売取引をいう。以下同じ。）についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供
され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人
との契約（以下「業務提供誘引販売個人契約」という。）

二　本邦外に在る者に対して行う割賦販売
三　国又は地方公共団体が行う割賦販売
四　次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う割賦販売（当該団体が構成員以外の者
にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う割賦販売
を含む。）
イ　特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ　国家公務員法 （昭和22年法律第120号）第108条の2又は地方公務員法 （昭和25年法
律第261号）第52条の団体
ハ　労働組合
五　事業者がその従業者に対して行う割賦販売
六　無尽業法 （昭和6年法律第42号）第1条に規定する無尽に該当する割賦販売

（包括支払可能見込額の調査）
第30条の2　包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者（個
人である利用者に限る。以下この条、次条及び第三節において同じ。）に交付し若しくは付与し
ようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額（包
括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を
受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。）を増
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額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、経済産業省令・内
閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせん（包括信用購入あつせん及び
個別信用購入あつせんをいう。以下同じ。）に係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当
該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で
定めるものを調査しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない
場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

　2　この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他
の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維
持費（最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で
定める額をいう。第35条の3の3において同じ。）に充てるべき金銭を使用することなく、利
用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは
指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると
見込まれる1年間当たりの額をいう。

　3　包括信用購入あつせん業者は、第1項本文の規定による調査を行うときは、第35条の3の
36第1項の規定による指定を受けた者（以下「指定信用情報機関」という。）が保有する特定
信用情報（利用者又は購入者（個人である購入者に限る。以下この項、第35条の3の3、第
35条の3の4及び第三節において同じ。）若しくは役務の提供を受ける者（個人である役務の
提供を受ける者に限る。以下この項、第35条の3の3、第35条の3の4及び第三節において
同じ。）の包括支払可能見込額又は第35条の3の3第2項に規定する個別支払可能見込額に関
する情報（当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報
を含む。）のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令・内閣府令で
定めるものをいう。同条、第三節及び第50条において同じ。）を使用しなければならない。

　4　包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し
若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度
額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第1項本文の規定に
よる調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

（包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止）
第30条の2の2　包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用
者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等につ
いてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与し
ようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、前条第一項本文の規定に
よる調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あつせ
んに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役
務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案して経済産業大臣及び内閣総理大臣が
定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度
額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経
済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 
編 集補記：経済産業大臣が告示した割合　0.9

 
（契約の解除等の制限）
第30条の2の4　包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて次の
各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の
支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催
告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞
を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を
請求することができない。
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一　第2条第3項第一号に規定する包括信用購入あつせん　前条第1項第二号の支払分
二　第2条第3項第二号に規定する包括信用購入あつせん　前条第3項第二号の弁済金

　2　前項の規定に反する特約は、無効とする。
（契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）
第30条の3　包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第2条第
3項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものが解除された場合には、損害賠償額の
予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに
対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役
務の提供を受ける者に対して請求することができない。

　2　包括信用購入あつせん業者は、前項の契約について第30条の2の3第1項第二号の支払分
の支払の義務が履行されない場合（契約が解除された場合を除く。）には、損害賠償額の予定又
は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払わ
れた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した
金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができ
ない。

（包括信用購入あつせん業者に対する抗弁）
第30条の4　購入者又は役務の提供を受ける者は、第2条第3項第一号に規定する包括信用購入あ
つせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係
る第30条の2の3第1項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品若しくは当
該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提
供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由を
もつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。

　2　前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効と
する。

　3　第1項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた包括
信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められ
たときは、その書面を提出するよう努めなければならない。

　4　前3項の規定は、第1項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係
るものについては、適用しない。

 
編  集補記：割賦販売法施行令（昭36.11.1政令第341号、最終改正：平27.12.16政令第421号）
　（包括信用購入あつせん業者に対する抗弁）
　第21条　法第30条の4第4項の政令で定める金額は、4万円とする。　

 
（個別支払可能見込額の調査）
第35条の3の3　個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法
により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領
に係る契約（以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。）を締結しようとする場合に
は、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、
信用購入あつせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該購入者又は当該役務の
提供を受ける者の個別支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣
府令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受け
る者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、こ
の限りでない。

　2　この節において「個別支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他
の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維
持費に充てるべき金銭を使用することなく、購入者又は役務の提供を受ける者が個別信用購入
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あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は
受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる1年間当
たりの額をいう。

　3　個別信用購入あつせん業者は、第1項本文の規定による調査を行うときは、指定信用情報機
関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

　4　個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、経
済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第1項本文の規定による調査に関する記録を作
成し、これを保存しなければならない。

（個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止）
第35条の3の4　個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しよう
とする場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額のうち1年間に支払うこと
となる額が、前条第1項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した個別
支払可能見込額を超えるときは、当該個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならな
い。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合
として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

（個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査）
第35条の3の5　個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれかに該当する契約（第35条の
3の7において「特定契約」という。）であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法によ
り商品若しくは指定権利を販売する契約（以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。）
又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約（以下「個別信用購入
あつせん関係役務提供契約」という。）に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契
約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定め
るところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供
事業者による同条各号のいずれかに該当する行為の有無に関する事項であつて経済産業省令・
内閣府令で定める事項を調査しなければならない。
一　特定商取引に関する法律第二条第一項に規定する訪問販売（以下「訪問販売」という。）
に係る契約

二　特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する電話勧誘販売（以下「電話勧誘販売」と
いう。）に係る契約

三　連鎖販売個人契約のうち特定商品販売等契約を除いたもの（以下「特定連鎖販売個人契約」
という。）

四　特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約又は
同項第2号に規定する特定権利販売契約（以下「特定継続的役務提供等契約」という。）

五　業務提供誘引販売個人契約
（個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの承諾等の禁止）
第35条の3の7　個別信用購入あつせん業者は、第35条の3の5第1項の規定による調査その他
の方法により知つた事項からみて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつ
せん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購
入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、次の各号のいずれかに該
当する行為をしたと認めるときは、当該勧誘の相手方に対し当該個別信用購入あつせん関係販
売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係
受領契約の申込みをし、又は当該勧誘の相手方から受けた当該個別信用購入あつせん関係販売
契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受
領契約の申込みを承諾してはならない。ただし、当該勧誘の相手方が当該個別信用購入あつせ
ん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結を必要とする特別の事
情があることを確認した場合その他当該勧誘の相手方の利益の保護に欠け、又は欠けることと
なるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
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一　特定商取引に関する法律第6条第1項から第三項まで、第21条各項、第34条第1項から
第3項まで、第44条各項又は第52条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為

二　消費者契約法 （平成12年法律第61号）第4条第1項から第3項までに規定する行為（同
条第二項に規定する行為にあつては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。）

（個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等）
第35条の3の10　次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者（以下この条において「申
込者等」という。）は、書面により、申込みの撤回等（次の各号の個別信用購入あつせん関係販
売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領
契約の申込みの撤回又は次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入
あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この
条において同じ。）を行うことができる。ただし、前条第3項の書面を受領した日（その日前
に同条第1項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日）から起算して8日を
経過したとき（申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせ
ん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契
約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約
の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、申込みの撤回等に
関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実である
との誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役
務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約若しく
は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結さ
せ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該
期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信
用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該
個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を
行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき）
は、この限りでない。
一　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業
所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係
役務提供契約の申込みを受けた場合　当該申込みをした者

二　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業
所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客から個別信用購入あつせん関係販売契約又
は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合当該申込みをした者

三　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別
信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個
別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合　当該申込みをし
た者

四　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業
所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係
役務提供契約を締結した場合（個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせ
ん関係役務提供事業者の営業所等において当該契約の申込みを受けた場合を除く。）　当該契
約の相手方

五　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業
所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と個別信用購入あつせん関係販売契約又は
個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合　当該契約の相手方

六　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別
信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別
信用購入あつせん関係役務提供契約を郵便等により締結した場合　当該契約の相手方
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　2　申込みの撤回等は、前項本文の書面を発した時に、その効力を生ずる。
　3　申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回
等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

　4　個別信用購入あつせん業者は、第1項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入
あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなけれ
ばならない。

　5　申込者等が申込みの撤回等を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第1項本文の書面
を発する時において現に効力を有する個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購
入あつせん関係役務提供契約の申込み又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信
用購入あつせん関係役務提供契約は、当該申込者等が当該書面を発した時に、撤回されたもの
とみなし、又は解除されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意
思を表示しているときは、この限りでない。

　6　前項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関
係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信
用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合においては、個別信用購
入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、当該契約の申込み
の撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

　7　個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第5項本文の規定により個別
信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤
回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供
契約が解除されたものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の
全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん
関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつ
せん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供業者に対して交付をした当該商
品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入
あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

　8　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第5
項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役
務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購
入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつ
せん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交
付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権
利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

　9　個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第5項本文の規定により個別
信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤
回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供
契約が解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関
係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返
還しなければならない。

　10　第5項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みが撤回され、又は個別
信用購入あつせん関係販売契約が解除されたものとみなされた場合において、その個別信用購
入あつせん関係販売契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引
取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。

　11　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第5
項本文の規定により第1項第1号若しくは第2号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しく
は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は同項第四号若しくは第五
号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解
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除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係販売契約に基づき引
き渡された商品が使用され若しくは指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供
され又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいて
も、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に定める者に対し、その商品の使用により得られ
た利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該個別信用購入あつ
せん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。

　12　個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第5
項本文の規定により第1項第三号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用
購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものの申込みが撤回され、又は同項第
六号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約で
あつて指定権利を販売するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購
入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用さ
れ若しくは役務が提供されたときにおいても、同項第三号又は第六号に定める者に対し、当該
個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使に
より得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

　13　個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信用購入あつせ
ん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除
されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関連し
て金銭（個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。）を受領しているときは、申込
者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

　14　個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により
指定権利を販売する契約における申込者等は、その個別信用購入あつせん関係役務提供契約又
は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約につき第5項本文の
規定により契約の申込みが撤回され、又は契約が解除されたものとみなされた場合において、
当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は当該個別信用購入あつせんに係る販売の方法
により指定権利を販売する契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作
物の現状が変更されたときは、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信
用購入あつせん関係販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求す
ることができる。

　15　第1項から第3項まで、第5項から第7項まで及び第9項から前項までの規定に反する特約
であつて申込者等に不利なものは、無効とする。

第35条の3の11　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事
業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信
用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みを
した者又は特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別
信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものを締結した場合における当該契約の相手方
（以下この条において「申込者等」という。）は、次に掲げる場合を除き、書面により、その特
定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつ
せん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤
回又はその特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別
信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約
の解除を行うことができる。
一　特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつ
せん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第35条の3の9第3項の書面を受領し
た日（その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日）か
ら起算して20日を経過したとき（その特定連鎖販売個人契約に係る特定負担が再販売をす
る商品の購入についてのものである場合において、同条第3項の書面を受領した日がその特
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定連鎖販売個人契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日前の日となる
場合には、その引渡しを受けた日から起算して20日を経過したとき）。ただし、申込者等が、
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若し
くは個別信用購入あつせん業者若しくは特定商取引に関する法律第33条第2項に規定する
統括者（以下「統括者」という。）、同法第33条の2に規定する勧誘者（以下「勧誘者」と
いう。）若しくは同条に規定する一般連鎖販売業者（以下「一般連鎖販売業者」という。）が
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入
あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係
る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの
撤回等（その連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販
売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入
あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であ
つて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に
該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において
同じ。）を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をした
ことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係
販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん
業者若しくは統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖
販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個
別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領
契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これ
らによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者
等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務
提供事業者若しくは当該個別信用購入あつせん業者又は当該統括者、当該勧誘者若しくは当
該一般連鎖販売業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行う
ことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して20日を経過したとき。

二　特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用
購入あつせん関係販売契約に該当するものの申込者等が第35条の3の9第3項の書面を受
領した日（その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日）
から起算して8日を経過したとき。ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係役務提
供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん業者が
特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信
用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締
結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等（特定継続的役務提供等契約であつ
て個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該
当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提
供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関
係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下こ
の号において同じ。）を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げ
る行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入
あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用
購入あつせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供
契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせ
ん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困
惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、
当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入
あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定め
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るところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日
から起算して8日を経過したとき。

三　業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入
あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第35条の3の9第3項の書面を受
領した日（その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日）
から起算して20日を経過したとき。ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売
業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者
が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用
購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の
締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等（その業務提供誘引販売個人契約
であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契
約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその業務提
供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつ
せん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をい
う。以下この号において同じ。）を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実の
ことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個
別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しく
は個別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関
係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用
購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したこ
とにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた
場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用
購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣
府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を
受領した日から起算して20日を経過したとき。

　2　前項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定連鎖販売個人契約であつ
て個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当する
ものが特定商取引に関する法律第40条第1項の規定により解除された場合又は第7項本文の
規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又
は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が申込者等に対し、当該連鎖販売業に係る商品若
しくは権利の販売又は役務の提供を行つており、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信
用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係
る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品
若しくは当該権利又は当該役務に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係
販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつ
せん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、前項第一号に掲げる場合を除き、当
該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん
関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面
により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。

　3　第1項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定継続的役務提供等契約
であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該
当するものが特定商取引に関する法律第48条第1項の規定により解除された場合又は第7項
本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係役務
提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が関連商品（同条第3項に規定する関連商
品をいう。以下同じ。）の販売又はその代理若しくは媒介を行つており、かつ、特定継続的役務
提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販
売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつ
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せん業者が併せて当該関連商品の販売に係る契約（以下「関連商品販売契約」という。）であつ
て個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契
約を締結している場合には、申込者等は、第1項第二号に掲げる場合を除き、当該関連商品販
売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせ
ん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行う
ことができる。ただし、申込者等が第35条の3の9第1項の書面又は同条第3項の書面を受
領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少
するおそれがある商品として同法第48条第2項に規定する政令で定めるものを使用し又はそ
の全部若しくは一部を消費したとき（当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは
当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん業者が当該申込者等に
当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。）は、この限りでない。

　4　第1項、第2項又は前項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約
の申込みの撤回又は当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

　5　第1項、第2項又は第3項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場
合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に
伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

　6　個別信用購入あつせん業者は、第1項の書面又は第3項本文の書面を受領した時には、直ちに、
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を
通知しなければならない。

　7　申込者等が第1項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等、同項第二号ただし書に規定す
る申込みの撤回等又は同項第三号ただし書に規定する申込みの撤回等（以下この項において「申
込みの撤回等」という。）を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第1項の書面を発す
る時において現に効力を有する特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販
売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものは、当該申込者等が当該書
面を発した時に、解除されたものとみなし、申込者等が第3項本文の規定により契約の申込み
の撤回又は契約の解除を行つた場合には、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に係る
同項本文の書面を発する時において現に効力を有する関連商品販売契約であつて個別信用購入
あつせん関係販売契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除された
ものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、
この限りでない。

　8　前項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約
若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつ
て個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合にお
いて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、
当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

　9　個別信用購入あつせん業者は、第1項又は第3項本文の規定による契約の申込みの撤回又は
契約の解除があり、かつ、第7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用
購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又
は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除された
ものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相
当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業
者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者
又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利
の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつせんにより
得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

　10　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第
7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若
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しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて
個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合におい
て、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一
部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を
受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなけれ
ばならない。

　11　個別信用購入あつせん業者は、第1項又は第3項本文の規定による契約の申込みの撤回又は
契約の解除があり、かつ、第7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用
購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又
は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除された
ものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連
して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければなら
ない。

　12　第7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契
約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当す
るものが解除されたものとみなされた場合において、その特定連鎖販売個人契約等であつて個
別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入
あつせん関係販売契約に該当するものに係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされていると
きは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。

　13　個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第7
項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契
約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に該当するもの
が解除されたものとみなされた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信
用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに基づき役務が提供され、又は当該権利の行
使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該特
定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係
る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請
求することができない。

　14　個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第7項本文の規定により特定継続的役務提
供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが解除されたものと
みなされた場合において、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務
提供契約に該当するものに関連して金銭（個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除
く。）を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

　15　第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び第11項から前項までの規定に反する特
約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。

（通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あつせん関係受領契約
の申込みの撤回等）
第35条の3の12　第35条の3の10第1項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合にお
いて、当該各号に定める者（以下この条において「申込者等」という。）は、当該各号の個別信
用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約であつて特定商取引
に関する法律第九条の二第一項各号に掲げる契約に該当するもの（以下この条において「特定
契約」という。）に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定契約に係
る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除（以下この条において「申込みの撤回等」という。）
を行うことができる。ただし、申込者等に当該特定契約の締結を必要とする特別の事情があつ
たときは、この限りでない。

　2　前項の規定による権利は、当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から一年以内
に行使しなければならない。
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　3　申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回
等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

　4　個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合には、既に商品若しくは権利の
代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は
個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、
当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に
対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額
その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することが
できない。ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第9条第1項又は
第9条の2第1項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除さ
れた場合は、この限りでない。

　5　個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、申込
みの撤回等があつた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代
金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あ
つせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部
に相当する金額を返還しなければならない。ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取
引に関する法律第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により当該特定契約の申込みが撤回
され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。

　6　個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合において、申込者等から当該個
別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、
速やかに、これを返還しなければならない。

　7　申込みの撤回等があつた時以後、特定商取引に関する法律第9条第1項又は第9条の2第1
項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され又は当該特定契約が解除された場合において
は、同法第9条第6項 （同法第9条の2第3項において準用する場合を含む。）の規定の適用
については、同法第9条第6項中「金銭」とあるのは、「金銭（割賦販売法第35条の3の2第
1項に規定する個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。）」とする。

　8　第1項から第4項まで及び第6項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無
効とする。

（個別信用購入あつせん業者の登録）
第35条の3の23　個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購入あつせん業者登録
簿に登録を受けた法人（以下「登録個別信用購入あつせん業者」という。）でなければ、業とし
て営んではならない。ただし、第35条の3の60第2項第四号の団体については、この限りで
ない。

（特定信用情報提供等業務を行う者の指定）
第35条の3の36　経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定
めるところにより特定信用情報提供等業務（特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業
者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。）
を行う者として、指定することができる。

編 集補記：経済産業大臣は平成22年7月10日付けで㈱シー・アイ・シー（CIC）（所在地：東
京都新宿区西新宿1丁目23－7新宿ファーストウェストビル）を指定信用情報機関として指定。

（指定信用情報機関の情報提供）
第35条の3の47　指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者
又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信
用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合その他経済産業省令で定める場合
を除き、当該依頼に応じ、基礎特定信用情報を提供しなければならない。
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　2　指定信用情報機関は、前項の規定による基礎特定信用情報の提供に関し、手数料を徴収する
ことができる。

（基礎特定信用情報の提供）
第35条の3の56　加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、指定信
用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に
締結した購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約
又は個別信用購入あつせん関係受領契約で当該特定信用情報提供契約を締結した時点において
支払時期の到来していない支払分又は弁済金（支払時期が到来しており、かつ、支払の義務が
履行されていないものを含む。）があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に
提供しなければならない。
一　当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の氏名及び住所その他の当該購入者又は当該役
務の提供を受ける者を識別することができる事項として経済産業省令で定めるもの

二　契約年月日
三　支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん又は
個別信用購入あつせんに係る債務の額

四　前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
　2　加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提
供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関
係受領契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る基礎特定信用情報を加入指定信用情
報機関（特定信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。以下同じ。）に提供しなけ
ればならない。

　3　前2項の規定による基礎特定信用情報の提供をした加入包括信用購入あつせん業者又は加入
個別信用購入あつせん業者は、当該提供をした基礎特定信用情報に変更があつたときは、遅滞
なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

（指定信用情報機関への特定信用情報の提供等に係る同意の取得等）
第35条の3の57　加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指
定信用情報機関に利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供
の依頼（当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が
保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。）をする場合には、経済産業省令で定める場合
を除き、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁
的方法による同意を得なければならない。

　2　加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提
供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関
係受領契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該購入者又は当該
役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により得なければならない。
一　当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に関する基礎特定信用情報を加入指定信用情報
機関に提供する旨の同意

二　前号の基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入
包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

三　第一号の基礎特定信用情報を第35条の3の47第1項の規定による依頼に応じ、他の指定
信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に提供す
る旨の同意

　3　加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、前二項の同意を得た
場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなけ
ればならない。

（目的外使用等の禁止）
第35条の3の59　加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこ
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れらの役員若しくは職員は、支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信
用情報の提供の依頼（当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信
用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。）をし、又は加入指定信用情報機
関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供
してはならない。

　2　加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若
しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報について、これらの者に
該当しなくなつた後において、当該特定信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。

（認定割賦販売協会の認定及び業務）
第35条の18　経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、
包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業
者（包括信用購入あつせん業者を除く。第40条及び第41条において同じ。）又は立替払取次
業者（以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。）が設立した一般社団法人であつて、
次に掲げる要件（省略）に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業
務（以下「認定業務」という。）を行う者として認定することができる。

 
編 集補記：経済産業省は平成21年12月1日付けで（社）日本クレジット協会（所在地：東京都
中央区日本橋小網町14－1住生日本橋小網町ビル）を認定割賦販売協会として認定。

　2　前項の規定により認定された一般社団法人（以下「認定割賦販売協会」という。）は、次に
掲げる業務を行うものとする。
一　割賦販売等に係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号等の適切な管理を図るため
に必要な規則の制定

二　会員のこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前
号の規則の遵守の状況の調査

三　会員にこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又は第一号の規則を遵守させるため
の会員に対する指導又は勧告その他の業務

四　利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
五　会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理
六　利用者等に対する広報その他認定割賦販売協会の目的を達成するため必要な業務

（カード等の譲受け等の禁止）
第37条　何人も、業として、カード等（第2条第1項第二号のカードその他の物及び同条第3項
第一号のカードその他の物をいう。以下この条及び第51条の3において同じ。）を譲り受け、
又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。

（支払能力を超える購入等の防止）
第38条　割賦販売業者及びローン提携販売業者は、共同して設立した信用情報機関（信用情報の収
集並びに割賦販売業者及びローン提携販売業者に対する信用情報の提供を業とする者をいう。
以下同じ。）を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより利用者又は購入
者若しくは役務の提供を受ける者が支払うこととなる賦払金等が当該利用者又は購入者若しく
は役務の提供を受ける者の支払能力を超えると認められる割賦販売又はローン提携販売を行わ
ないよう努めなければならない。
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割賦販売法施行規則（抜粋）
 （昭和36.11.14通商産業省令第95号、最終改正：平成28.8.2経済産業省令第88号）
第40条　法第30条の2第1項 本文の規定により前条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、
包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者（個人である利用者に限る。以下この条か
ら第48条まで、第56条から第58条まで、第三節及び別表第二において同じ。）に交付し又は
付与しようとするときは、次項から第6項までに定めるところによる。

　2　前条第一号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける年収の申告（申告を受けるこ
とができない場合にあつては、当該利用者から申告を受けた年齢、勤務先等の情報による年収
の合理的な推定）によらなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード
等を次に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合（第二号に掲げる者に交付し又は付与し
ようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により同号に規定する親族の同意を
得たとき、第三号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他
の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たときに限る。）には、次の各号に定めるところ
によることができる。
一　主として配偶者の収入により生計を維持している者であつて、年収が103万円以下である
もの（以下「特定配偶者」という。）　当該特定配偶者から受けるその配偶者の年収の申告（申
告を受けることができない場合にあつては、当該特定配偶者から申告を受けたその配偶者の
年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定）により、当該特定配偶者及びその配偶者
の年収を合算して算定すること。

二　2親等内の親族（配偶者を除く。以下この条、第45条及び第72条において同じ。）の収入
により生計を維持している者　当該親族から受ける当該親族の年収の申告（申告を受けるこ
とができない場合にあつては、当該親族から申告を受けた当該親族の年齢、勤務先等の情報
による年収の合理的な推定）により、当該者及び当該親族の年収を合算して算定すること。

三　その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者（特定配偶者を除く。以下こ
の条、第45条及び第72条において同じ。）　当該配偶者から受ける当該配偶者の年収の申告
（申告を受けることができない場合にあつては、当該配偶者から申告を受けた当該配偶者の
年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定）により、当該者及び当該配偶者の年収を
合算して算定すること。

　3　前条第二号に掲げる事項の調査については、利用者の利益の保護を図るため必要があると
認める場合には、当該利用者から受ける預貯金の申告によらなければならない。ただし、包括
信用購入あつせんをするためカード等を次に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合（第
二号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法
により同号に規定する親族の同意を得たとき、第三号に掲げる者に交付し又は付与しようとす
る場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たときに限
る。）には、次の各号に定めるところによることができる。
一　特定配偶者　当該特定配偶者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該
特定配偶者から受けるその配偶者の預貯金の申告により、当該特定配偶者及びその配偶者の
預貯金を合算して算定すること。

二　2親等内の親族の収入により生計を維持している者　当該者の利益の保護を図るため必要
があると認める場合には、当該親族から受ける当該親族の預貯金の申告により、当該者及び
当該親族の預貯金を合算して算定すること。

三　その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者　当該者の利益の保護を図る
ため必要があると認める場合には、当該配偶者から受ける当該配偶者の預貯金の申告により、
当該者及び当該配偶者の預貯金を合算して算定すること。

　4　前条第三号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対す
る信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。ただし、包括
信用購入あつせんをするためカード等を次に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合であ
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つて、前2項の規定により、特定配偶者及びその配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定
するとき、二親等内の親族の収入により生計を維持している者及び当該親族の年収若しくは預
貯金を合算して算定するとき又はその収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者
並びに当該配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定するときは、次の各号に定めるところ
によらなければならない。
一　特定配偶者　当該特定配偶者から受けるその配偶者の支払時期の到来していない又は支払
の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、
当該特定配偶者及びその配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されてい
ない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。

二　2親等内の親族の収入により生計を維持している者　当該親族から受ける当該親族の支払
時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申
告その他の適切な方法により、当該者及び当該親族の支払時期の到来していない又は支払の
義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。

三　その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者　当該配偶者から受ける当該
配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに
係る債務の申告その他の適切な方法により、当該者及び当該配偶者の支払時期の到来してい
ない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定するこ
と。

　5　前条第4号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者からの
借入れの状況その他の当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。

　6　前条第五号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける当該事項の申告その他の適切
な方法により行わなければならない。

第41条　法第30条の2第1項 本文の規定により第39条各号に掲げる事項を調査する場合であつ
て、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそ
れに係る有効期間（包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利
を購入し、又は役務を受領することができる期間であつて、あらかじめ定められたものをいう。
以下この条、第43条第1項第五号、同条第2項及び第47条の2において同じ。）を更新する
ためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするとき（当該利用者に交付し又は付
与しているカード等に付随するカード等（以下「付随カード等」という。）についてそれに係る
有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするときを除
く。）は、前条第2項から第4項まで及び第6項の申告を受けた事項等（変更があつたと認め
るときは、その変更後のもの）及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用
購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案し
て行わなければならない。

　2　 前項の調査は、当該有効期間を更新しようとする日の6月前からその更新の日までの間に、
1回行えば足りるものとする。

第43条　法第30条の2第1項 ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一　包括信用購入あつせんをするため極度額が30万円以下のカード等を利用者に交付し若し
くは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係
る極度額を30万円を上限として増額しようとする場合（これらのうち、第41条又は第42
条の場合に該当する場合を含み、次のいずれかに該当する場合を除く。）
イ　指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該カード等を当該
利用者に交付し若しくは付与しようとする時点又は当該カード等についてそれに係る極度
額を増額しようとする時点において、当該利用者の支払の義務が履行されないと認めると
き。
ロ　指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該利用者の当該包
括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が50万円を、又
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は支払時期の到来していない若しくは支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせ
んに係る債務の額が100万円を超えると認めるとき。

二　利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応
じ一時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カード等を提示し又は通知し
て、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入
あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的及び当該包括信用購入あつせん関
係販売業者若しくは当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当す
るものをあらかじめ確認した場合において、次のいずれかに該当するとき。
イ　極度額を一時的に増額しようとする期間が3月以内の場合であつて、当該増額された後
の極度額が法第30条の2第1項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として
算定した包括支払可能見込額に法第30条の2の2本文の経済産業大臣が定める割合を乗
じて得た額（正当な理由があつて法第30条の2第1項 本文の規定による調査を行つてい
ない場合は、当該カード等に係る極度額（現に当該カード等についてそれに係る極度額を
利用者の求めに応じ一時的に増額している場合にあつては、一時的に増額する前の極度額））
の二倍に相当する額を超えない場合において、当該増額された後の極度額が当該目的に照
らして相当であると認めるとき。
ロ　当該利用者が臨時的かつ短期的な収入を得る見込みがあると認められる場合であつて、
当該増額された後の極度額が当該収入に照らして相当であると認めるとき。
ハ　当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者
から当該利用者若しくは当該利用者の親族で当該利用者と生計を一にする者の生命若しく
は身体を保護するため緊急に必要があると認められる商品若しくは権利を購入し、又は包
括信用購入あつせん関係役務提供事業者から当該利用者若しくは当該利用者の親族で当該
利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認めら
れる役務の提供を受ける場合であつて、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして
相当であると認めるとき。

三　第41条の場合（同条の場合であつて、第一号の規定により、包括信用購入あつせんをす
るため極度額が30万円以下のカード等を利用者に交付し又は付与しようとするときを含む。）
であつて、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債
務の額が5万円に満たないとき。

四　包括信用購入あつせん業者が、法第30条の2第1項 本文の規定による調査により得られ
た事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第30条の2の2本文の経済産業大臣
が定める割合を乗じて得た額（正当な理由があつて法第30条の2第1項 本文の規定による
調査を行つていない場合は、利用者に交付し又は付与したカード等に係る極度額）の範囲内
で、付随カード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該付随カード等に
ついてそれに係る極度額を増額しようとする場合

五 　第一号、第三号又は前号に掲げるもののほか、包括信用購入あつせん業者が、カード等を
利用者に交付し又は付与した時から当該カード等についてそれに係る有効期間の満了の日ま
でに、当該カード等に代えてカード等を利用者に交付し又は付与しようとする場合（カード
等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。）
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5.  クレジット・サラ金事件の報酬基準 
（東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の目安）

 
編集補記：

　 　日本弁護士連合会の報酬基準は平成16年4月から廃止され、各弁護士が自由に料金

を定めることになりました。ここでは、東京三弁護士会で行う法律相談センターの報酬

基準が参考となりますので掲載しています。なお、金額及び割合は全て消費税別の表示

です。 最終改正：平26.4.1改正

 
1　任意整理（完済業者に対する過払金請求のみを受任する場合を含む。）
  （1）  着手金　次のア又はイに規定する金額を上限とする。ただし、同一業者で

も別支店の場合は別債権者とする。
　　ア　債権者が1社又は2社の場合　5万円
　　イ　債権者が3社以上の場合　2万円×債権者数
  （2）  報酬金　1債権者について、次のアからウまでに規定する金額を合計した

金額を上限とし、個々の債権者と和解が成立し、又は過払金の返還を受けた
都度、当該債権者を相手方とする事件の報酬金を請求することができる。

　　ア 　基本報酬金　和解が成立し、又は過払金の返還を受けたときは、2万円
　　イ 　減額報酬金　残元金（ただし、利息制限法所定の制限を超える約定利率

による金銭消費貸借取引については、引き直し計算後の残元金をいう。）
の全部又は一部の請求を免れたときは、その請求を免れた金額の10％相
当額

　　ウ 　過払金報酬金　過払金の返還を受けたとき（訴訟又は強制執行によると
きを含む。）は、返還を受けた過払金の20％相当額

  （3）  分割弁済金代理送付手数料　金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,000
円を上限とする。

  （4）  任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざ
るを得なくなったときは、当初の委任契約と別契約とする。

  （5）  前各号の規定にかかわらず、商工ローン業者からの借入れ（ただし、事業
者に事業用の資金を貸し付けることを主たる業務とする貸金業者からの事業
用資金の借入れであって、当該借入れについて物的担保（手形又は小切手の
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交付を含む。）又は人的担保が供されているものをいう。）が含まれる場合は、
商工ローン業者１社について5万円として、第1号イ及び第2号アに規定す
る金額を算定する。この場合において、第1号アに規定する金額は、10万
円とする。

  （6）  自己破産申立てを受任した後、自己破産申立ての前に任意整理に移行した
ときは、任意整理の着手金のみを受領できるものとし、自己破産の着手金と
の過不足を清算する。

  （7）  個人再生申立てを受任した後、個人再生申立ての前に任意整理に移行した
ときは、任意整理の着手金のみを受領できるものとし、個人再生の着手金と
の過不足を清算する。

2　違法高利業者が債権者である場合の任意整理
  （1）  着手金　次のアからエまでに規定する金額を上限とする。ただし、依頼者

が商人であり、高利業者が小切手債権者の場合においては､ 前項第1号に規
定する基準を適用する。

　　ア 　債権者が1社又は2社の場合　5万円
　　イ 　債権者が3社から10社までの場合　2万円×債権者数
　　ウ 　債権者が11社から50社までの場合　20万円＋11社以上の債権者数×

1万円
　　エ 　債権者が51社以上の場合　60万円＋51社以上の債権者数×5,000円
  （2）  報酬金　不当利得の返還を受けたとき（訴訟又は強制執行によるときを含

む。）に限り発生するものとし、返還を受けた不当利得金の20％相当額を上
限とする。

  （3）  出張手当　刑事告訴を行い、かつ、警察署と具体的な折衝をしたり、建物
の不法占拠の状況調査等のために事務所外に出向いた場合、1日当たり1万
円以内の金額（ただし、合計5万円を限度とする。）を請求することができる。

3　自己破産
  （1）  着手金　20万円以内。ただし、夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受

任で、同一裁判所での同時進行手続の場合、1人当たりの金額は、各5万円
を減額した金額以内とする。会社と代表者個人の双方から受任する場合の代
表者個人についても同様とする。

  （2）  報酬金　免責決定が得られた場合にのみ、前号の着手金基準を上限として
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受領できるものとし、過払金の返還を受けたときは、第１項第2号ウの過払
金報酬金を別途請求できるものとする。

  （3）  任意整理から自己破産に移行したときは、自己破産の着手金のみを受領で
きるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算する。ただし、任意整理
事件について、全部又は一部の債権者との間で、和解が成立している場合に
は、和解が成立した当該債権者を相手方とする事件についてのみ、自己破産
の着手金とは別に、任意整理の着手金及び報酬金を受領することができる。

  （4）  個人再生申立てを受任した後、個人再生申立ての前に自己破産に移行した
ときは、自己破産の着手金のみを受領できるものとし、個人再生の着手金と
の過不足を清算する。

4　個人再生
  （1）  着手金　30万円以内
  （2）  報酬金　認可決定を得られた場合に限り、ア又はイに規定する金額を受領

できるものとし、過払金の返還を受けたときは、第１項第2号ウの過払金報
酬金を別途請求できるものとする。

　　ア 　30万円以内
　　イ 　事案簡明な場合　20万円以内
  （3）  分割弁済金代理送付手数料　金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,000

円を上限とする。
  （4）  任意整理から個人再生に移行したときは、個人再生の着手金のみを受領で

きるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算する。ただし、任意整理
事件について、全部又は一部の債権者との間で、和解が成立している場合に
は、和解が成立した当該債権者を　相手方とする事件についてのみ、個人再
生の着手金とは別に、任意整理の着手金及び報酬金を受領することができる。

  （5）  自己破産申立てを受任した後、自己破産申立ての前に個人再生に移行した
ときは、個人再生の着手金のみを受領できるものとし、自己破産の着手金と
の過不足を清算する。

5　出廷報酬
  （1）  応訴の場合（任意整理、自己破産及び個人再生に共通）

債権者が提起した訴訟に応訴する必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合、
1回1万円以内の出廷報酬を1債権者について3万円を上限として受領する
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ことができる。
  （2）  自己破産又は個人再生

申立裁判所が遠隔地の場合、申立裁判所への出頭1回につき2万円以内の
出廷報酬を受領することができる。

6　実費
交通費、通信費、予納金、コピー代等受任事件処理に必要な実費は、別途受
領することができる。
7  　日本クレジットカウンセリング協会（JCCO）が取扱い中の案件について、
応訴又は訴訟上の和解処理の依頼がなされた場合は、着手金及び報酬金は、1
債権者につき1件当たり2万円以内とし、別に第5項の出廷報酬及び前項の実
費を受領することができる。ただし､ 長期化した場合には､ 依頼者と協議の
上､ 報酬金を決定する。
8  　債権者に対し慰謝料請求訴訟等を提起し、差押え又は仮差押えに対抗するた
めの提訴、申立て等を行う場合は、当事者が協議の上で別途定めるものとする。
9　注意規定
弁護士報酬（着手金及び報酬金）は、依頼者の資力を考慮して、金額、支払
時期及び方法を決定するものとし、いやしくも、弁護士報酬の定めが依頼者の
経済的更生を妨げるものとなってはならない。
10　方針変更後の委任契約に適用されるクレジット・サラ金事件報酬基準
同一の依頼者の債務整理手続において任意整理、自己破産及び個人再生の間
で方針変更が行われた場合に適用されるクレジット・サラ金事件報酬基準は、
方針変更後の方針に基づく委任契約書の作成時に施行されているものによる。
関連事件を受任する場合についても同様とする。
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6. 多重債務者に対する任意整理を処理するための全国統一基準

 2000（平成12）年6月3日

多重債務者任意整理に関する全国統一基準について

日弁連公設事務所・法律センター
委員長　　長　岡　壽　一　　
同　消費者問題対策委員会　　　
委員長　　朝　岡　美　恵　　

1．全国統一基準の意義
1999（平成11）年の破産申立件数は全国で12万件を超えており、任意整理

に適合する事案はこれと同数以上存在するものと思われます。このような深刻
な事態に比べ、全国的に見て、弁護士会における多重債務者に対する法律相談
（いわゆるクレサラ相談）の窓口は十分に整備されていないのが現状です。特に、
都市部では破産申立にも弁護士の関与が十分ではなく、ましてや任意整理につ
いての弁護士の取り組みが立ち遅れていることから、いわゆる整理屋と提携し
た一部の悪徳弁護士の暗躍を許しており、このような事態を放置すれば、弁護
士と弁護士会に対する市民の信頼を益々損ねることとなります。このような事
態を早急に改善することは、市民に対する日弁連の責務であるとともに、司法
改革に取り組む立場からも当然のことと言えます。
昨年開催した第1回協議会においては、全国各地の法律相談センターにおい
てクレサラ相談窓口を整備できない原因のひとつとして、担当弁護士の確保に
関する課題と債務整理の事務処理に関するシステム未確定であることが指摘さ
れました。消費者問題に熱心な一部の弁護士を除いて、多くの弁護士は、任意
整理についてのノウハウを十分に持っていないということかと思われます。
この点につき、東京三会の法律相談センターは、1996（平成8）年7月、「ク
レジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準」を定め、クレサラ相談の担
当者に対して、任意整理事件についての統一的な処理方針を示しました。これ
により、東京においては、上記統一基準に基づく処理が主流となり、任意整理
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の処理が従前に比べて遥かに容易になって、弁護士が任意整理に取り組み易く
なりました。その結果、相談担当者数を大幅に増加させることができ、1998（平
成10）年に全国初のクレサラ問題の専門相談所として四谷法律相談センターを
開設し、さらには1999（平成11）年に神田法律相談センターを開設する原動
力となったとのことです。
そこで、今回の協議会において、任意整理につき東京三会の基準と同様の全
国統一基準を申し合わせることとしたものです。これによって、全国レベルで
共通の処理方針をもつことができれば、全国各地においてより多くの弁護士が
容易に任意整理事案に対処することができ、全国各地の法律相談センターにク
レサラ相談の窓口を設置し、これを充実させる活動にとっても大きなプラスに
なるものと期待されます。
 
2．全国統一基準の内容
全国統一基準は、従来の東京三会の基準を基本とし､ 後記内容となっており
ます。
第1項は及び第2項については、任意整理を受任した弁護士が当然行うべき
ことであり、弁護士としての法律義務とも言えるものです。既に、裁判所にお
いても、そのことを明言する判断がされています。
第3項は、遅延損害金や将来利息を加算すると、債務者の経済的更生の妨げ
になる虞があるため、和解案は、残元本のみを対象として作成するということ
です。具体的な和解案の内容としては、残元本の分割返済や、残元本の一定割
合の一括弁済等が考えられますが、それは、債務者の経済状況等に応じて、弁
護士と債務者が相談して決めるべきことです。また、業者との間で成立させる
和解の内容は、できる限り提示した弁済案のどおりとすることが望ましいので
すが、最終的には､ 債務者の意向と委任を受けた弁護士が決めるべき事柄です。
第3項は、あくまで、遅延損害金や将来利息を加算しないで和解案を作成し、
業者に提示するということに留まります。
 
3．全国統一基準の性格
全国統一基準は、各単位会における多重債務者救済の事業において、弁護士
が任意整理を処理するについて全国レベルの基準を示すものです。ただし、前
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記協議会における申し合わせ事項という位置付けですから、法律相談センター
など各単位会の多重債務者救済の事業における担当者に対し、何らかの義務を
果したり、直接に拘束する性格の規則ではありません。
今後、各単位会において、クレサラ相談の窓口を設置し、多重債務者の救済
事業を拡充していくに際して、この全国統一基準を利用するようお願いします。

多重債務者に対する任意整理を処理するための全国統一基準

1　取引経過の開示
　 　取引開始時点からのすべての取引経過の開示を求めること。

2　残元本の確定
　 　利息制限法所定の制限利率によって元本充当計算を行い、最終取引日におけ
る残元本を確定すること。

3　残元本のみを対象とする弁済案の提示
　 　弁済の提示にあたっては、それまでの遅延損害金や将来利息は付けないこと。
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7. 債務整理比較表

任意整理
（公財．日本クレジットカウンセリング協会）

民事再生
（小規模個人再生・給与所得者等再生）

目 　 的 経済的再生 経済的再生

対 象 者 個人 個人

受 任 者 当協会カウンセラー弁護士（仲介） 受任弁護士

資 格 要 件 ・生活消費資金による多重債務者
・継続的、反復的な収入見込みあり

・継続的、反復的な収入見込みあり
・債務総額（住宅ローン、担保付債権の回
収見込み額等を除く）が5千万円以下の
多重債務者

返 済 条 件
の決定　 

・債権者と債務者との和解
　（ 但し、債務者に代わって当協会が
債権者と和解条件を交渉し、和解
に導く）

・当事者間でのみ有効

・小規模個人再生の再生計画は議決権者の
不同意者が総数の半数未満でその議決権
の額が総額の1/2以下の場合に認可

・給与所得者等再生手続きでは債権者の同
意は不要

・認可された再生計画は他の債権者にも有
効

返 済 総 額 利息制限法の制限利率で引き直し計
算を行い、最終取引日時点の債務元
本残高を上限金額として、弁護士カ
ウンラーが交渉により確定させた債
務額

・債務総額が3千万円以下の場合、基準債
務総額の1/5又は100万円のいずれか多
い額（基準債務総額が100万円未満のと
きは基準債務総額、基準債務総額の　
1/5が300万円を超える場合は300万円）

・債務総額が3千万円を超え5千万円以下
の場合、基準債務総額の1/10の金額

・但し、財産処分額または可処分所得（給
与所得等再生の場合）額の2年分が上記
計算による最低弁済額を上回る場合は、
いずれか多い金額

返 済 方 法 ・返済総額を3年以内程度で分割返
済、または一括返済

・返済可能額を算定し、相談者名義
の返済専用口座に一旦プールした
上で、相談者自身が返済

・原則、返済総額を3年以内で（最長5年）
分割返済、または一括返済

・小規模個人再生の場合：返済総額
・給与所得者再生（サラリーマン、年金、
恩給生活者）の場合：年収から生活必要
費用（政令の定めあり）を控除した額（可
処分所得額）の2年分以上を返済

・住宅ローン特則の場合：返済繰り延べ猶
予により10年以内で期限延長可（但し、
債務者年齢70歳まで）

・返済予定額を個人再生委員名義の預金口
座に振込み、返済可能かを確認

債権者から
の請求取立

当協会の介入以降は停止 受任者の介入以降は停止
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特定調停 破　産

経済的再生 強制的清算

法人・個人 法人・個人

（簡易裁判所調停委員）（受任弁護士等） 受任弁護士

・継続的、反復的な収入見込みあり
・特定債務者

債務返済不能者

・債権者・債務者との和解（調停成立）
　（裁判官による17条決定も多い）
・当事者間でのみ有効

20万円以上の財産がない場合
・配当ゼロ（同時廃止。個人は免責決定により
債務免除）

20万円以上の財産がある場合　⇒　管財事件
・破産手続開始決定に基づき破産財団に組成さ
れた財産の換価処分、債権回収により配当

・概ね利息制限法の制限利率で引き直し計算を
行い、確定させた債務元本残高及び調停のあ
る時点までの未収利息・確定遅延損害金の合
計額（=「残債務額」）

・将来利息を付ける事例もあり
　但し、東京簡裁では将来利息は付けない

破産債権の認否により確定した破産配当額

調停条件に基づく返済可能額を3年以内（目安）
で分割返済、または一括返済

破産配当がある場合は破産配当

裁判所へ申立以降は停止 受任者の介入以降は停止
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任意整理
（公財．日本クレジットカウンセリング協会）

民事再生
（小規模個人再生・給与所得者等再生）

免 責 条 件 返済総額（前掲）の完済 再生計画に基づく返済総額（前掲）の完済

所 要 期 間 介入から2カ月程度で返済総額、返
済条件を提案、介入から和解成立ま
で概ね3～4カ月程度

6カ月程度

費    用 無料 申立費用（東京地裁の場合）
・裁判申立手数料1万円、予納金12,268円、 
郵券1,846円分＋240円分×債権者数、そ
の他実費

・個人再生委員報酬25万円
　（弁護士が代理人の場合、15万円）
弁護士を依頼した場合の費用目安（東京の
場合）
・弁護士着手金、報酬金　各30万円程度
　但し、事案簡明な場合の報酬金は、20万
円程度

総額70～80万円程度・・弁護士依頼の場合。
消費税別

司法書士に書類作成依頼時の費用目安（消
費税別）
・総額20～40万円

事 後 相 談 ・弁護士、アドバイザーカウンセラー
が担当

・家計状態の急変等再カウンセリン
グ制度あり

・無料

なし

個 人 情 報
へ の 影 響

介入時、債権者が消費者金融・クレ
ジット・銀行業界の個人信用情報登
録機関へ事故者として登録するため、
登録期間中は新たな与信を受けるこ
とはできない

裁判所宛申立時（弁護士介入時）、消費者
金融・クレジット・銀行業界の個人信用情
報登録機関が事故者として登録するため、
登録期間中は新たな与信を受けることはで
きない

制限的事項 特定の仕事ができないなどという制
限は受けない

・特定の仕事ができないなどという制限は
受けない

・①給与所得者等再生認可の決定日以降、
②ハードシップ免責決定確定日以降、7年
間は給与所得者等個人再生の再手続が禁止

・住宅ローン以外の担保権設定があると、
住宅ローン特則をつけた再生計画は認め
られない

・住宅ローン特則の場合、当該住宅に対す
る抵当権実行は停止される
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特定調停 破　産

調停条件に基づく返済総額（前掲）の完済 裁判所の免責決定
但し、ギャンブル、浪費による負債は免責不許
可となる場合もある

3カ月程度 破産手続開始決定から2～6カ月程度で免責決
定

申立費用（東京簡裁の場合）
・裁判申立手数料・・印紙500円×債権者数、
郵券420円分×債権者数、その他実費
弁護士を依頼した場合の費用目安
・債権者1社当たり着手金、報酬は各2万円程
度（債権者3社以上の場合）
総額　申立費用（+弁護士費用）。消費税別

申立費用（東京地裁の場合）
・裁判申立手数料5,600円（郵券4,100円分含む）
・予納金10,584円（同時廃止事件）、16,550円（少
額管財事件）、その他実費

弁護士を依頼した場合の費用目安（東京の場合）
・弁護士着手金、報酬　各20万円程度
総額43万円程度・・弁護士依頼の場合。消費
税別
注： 少額管財がある場合、破産管財人の費用と

して別途20万円が必要

司法書士に依頼時の費用目安（消費税別）
・弁護士を依頼した場合と同じ

司法書士に書類作成依頼の費用目安（消費税別）
・総額15～30万円

なし なし

裁判所宛申立時（弁護士介入時）、消費者金融・
クレジット・銀行業界の個人信用情報登録機関
が事故者として登録するため、登録期間中は新
たな与信を受けることはできない

裁判所宛申立時（弁護士介入時）、消費者金融・
クレジット・銀行業界の個人信用情報登録機関
が事故者として登録するため、登録期間中は新
たな与信を受けることはできない

・特定の仕事ができないなどという制限は受け
ない

・手続き開始から免責決定までの数カ月間は、
保険外交員、証券外務員、宅地建物取引主任
者、警備員、風俗営業所管理者等に就けなく
なり、一定の資格及び職業の制限を受ける

・免責決定確定日以降7年間は、再度の免責申
立てが禁止される
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８. 小規模個人再生・給与所得者等再生手続きの流れ

再生手続開始申立・特則申述

再生手続廃止再生手続廃止

異議申述期間

再生計画の変更

再生手続き開始決定

再生計画不認可 再生計画不認可

再生計画案の提出

再生債務者による計画遂行

地方裁判所

再生債権の評価等による手続的確定

再生計画の取消

債権者一覧表の提出
再生債権の届出

再生計画認可の確定＝再生手続の終結

書面決議

小規模個人再生

意見聴取

給与所得者等再生

再生計画認可 再生計画認可

財産目録の作成・提出 個人再生委員

計画遂行が極めて
困難となった場合
の免責
（ハードシップ免責）
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９. 破産手続きの流れ（個人債務者）

破産手続開始申立
（免責許可みなし申立）

地方裁判所

（債務者審尋）

破産手続開始決定

同時廃止決定 管財人選任

免責の申立て

異時廃止
決定

破産申立書のほか必要書類（陳述書、
債権者一覧表、財産目録、戸籍謄本、
住民票等）の提出

申立は所在地を管轄する地方裁判所へ

破産申立後、1～3カ月位後に裁判所か
ら呼び出しがあり、破産申立の内容につ
いて、裁判官から口頭で質問を受ける

（審　尋）

債権者集会

債権確定

配　　　当

破産手続終結決定

免責許可決定

復 権

免責不許可決定

免責取消決定

破産財団
の管理
及び換値
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10.  民事法律扶助手続きの流れ　（日本司法支援センター）

援助の申込

事　件　処　理

事　件　終　結 

審　　査
・援助開始決定（代理援助又は書類作成援助）
・費用を立替え　　・受任者等の選任

代理援助
・代理援助立替基準

書類作成援助
・書類作成援助立替
基準

持込事件
・依頼を承諾し
ている弁護士・
司法書士から
の持ち込み

立替金の償還
・生活保護受給者：原則猶予
・生活保護受給者以外：月5千円～
 1万円ずつ

単身者：18万2千円以下　 　2人家族：25万1千円以下
3人家族：27万2千円以下　  4人家族：29万9千円以下
以下1人増につき3万円を加算

①完済
②猶予
　又は免除

終　結　審　査
・報酬金の決定
・立替金総額、償還方法の決定

センターの事務所、事務所相談登録弁護
士、事務所相談登録司法書士の事務所又
は指定相談場所で受理

・相談だけで解決できるときはここで終了

・法テラス、被援助者、弁護士・司法書士の三者に
よる個別契約

・決定の翌月から割賦償還

（注）資力基準
1. 収入要件　
　 申込者及び配偶者の手取月収額（賞与を含む）の合計が次の基準であるとき。（配偶者が相手方
のときはその分を除く。） ただし、東京や大阪などの大都市では下記の金額に10%を加算します。

但し、これを上回る場合でも、家賃、
住宅ローン、医療費等の出費があ
るときは一定額が考慮されます。

単身者：180万円以下　　2人家族：250万円以下
3人家族：270万円以下　4人家族以上：300万円以下

２.資産要件（預貯金等限度額）
但し、3カ月以内に医療費、教育
費等の出費がある場合には相当額
が控除される場合があります。

・資力基準（注）以下の人が対象
・費用は無料（簡易援助は一部
負担）

・同一問題につき3回まで

法 律 相 談 援 助

法テラス又は指定
相談場所での法律
相談

相談登録弁護士・
司法書士の事務所
での法律相談

  簡易援助： 法律相談援助に付随した 
簡易な法的文書作成

援助要件
・資力に乏しいこと
・勝訴の見込みがない
とはいえないこと

・民事法律扶助の趣旨
に適すること

162



11．  金融庁・財務局等の多重債務相談窓口、経済産業省・経済産業局等
の消費者相談室の連絡先一覧

（1）金融庁・財務局等の多重債務相談窓口
本 庁 名 連 絡 先 電 話 番 号

金 融 庁 金融サービス利用者相談室 0570 -016811
03 -5251 -6811（IP電話から）

北海道財務局 多重債務相談窓口 011-807 -5144
東 北 財 務 局 多重債務相談窓口（金融監督第三課） 022-266 -5703 ,263 -1111内3080

青森財務事務所 017-774 -6488
盛岡財務事務所 019-622 -1637
秋田財務事務所 018-862 -4196
山形財務事務所 023-641 -5201
福島財務事務所 024 -533 -0064

関 東 財 務 局 多重債務相談窓口 048-600 -1113
水戸財務事務所 029-221 -3190
宇都宮財務事務所 028-633 -6294
前橋財務事務所 027-221 -4495
千葉財務事務所 043-251 -7830
東京財務事務所 03-5842 -7475
横浜財務事務所 045-633 -2335
新潟財務事務所 025-281 -7508
甲府財務事務所 055-253 -2261
長野財務事務所 026-234 -2970

北 陸 財 務 局 財務広報相談官 076-292 -7951
東 海 財 務 局 多重債務相談窓口 052-951 -1764

岐阜財務事務所 058-247 -4111
静岡財務事務所 054 -251 -4321
津財務事務所 059-225 -7221

近 畿 財 務 局 多重債務相談窓口 06-6949 -6523 ,6875
中 国 財 務 局 多重債務相談窓口 082-221 -9206
四 国 財 務 局 多重債務者相談窓口 087-831 -2155
九 州 財 務 局 多重債務相談窓口 096-351 -0150

大分財務事務所 097-532 -7188
宮崎財務事務所 0985 -42 -7524
鹿児島財務事務所 099-227 -5279
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本 庁 名 連 絡 先 電 話 番 号
福岡財務支局 多重債務相談窓口 092-411 -7291

佐賀財務事務所 0952 -32 -7161内2725
長崎財務事務所 095-827 -7095内15

内 閣 府
沖縄総合事務局

財務部 098-866 -5070

（２）経済産業省・経済産業局の消費者相談室
本 庁 名 連 絡 先 電 話 番 号

経 済 産 業 省 消費者相談室 03-3501 -4657
北海道経済産業局 消費者相談室 011-709 -1785
東北経済産業局 消費者相談室 022-261 -3011
関東経済産業局 消費者相談室 048-601 -1239
中部経済産業局 消費者相談室 052-951 -2836
近畿経済産業局 消費者相談室 06-6966 -6028
中国経済産業局 消費者相談室 082-224 -5673
四国経済産業局 消費者相談室 087-811 -8527
九州経済産業局 消費者相談室 092-482 -5457,5458
内 閣 府
沖縄総合事務局

経済産業部　消費者相談室 098-862 -4373
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12.  全国の弁護士会法律相談センターの所在地一覧
 平成29年3月現在

法律相談センター名称 電話番号 郵便番号 所　在　地
［北海道］
　旭　  川 0166 -51 -9527 070 -0901 旭川市花咲町4丁目
　札　  幌 011-251 -7730 060 -0001 札幌市中央区北1条西10丁目
　新さっぽろ 011-896 -8373 004 -0052 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目  サンピアザセンターモール3階
　釧　  路 0154 -41 -3444 085 -0824 釧路市柏木町4-3
　函　  館 0138 -41 -0232 040 -0031 函館市上新川町1-3
［東北］
［青森県］　青 森 県 0120 -918 -817 030 -0861 青森市長島1-3 -1  日赤ビル5階
［秋田県］　秋　  田 018 -896 -5599 010 -0951 秋田市山王6-2 -7
［岩手県］　盛　  岡 019 -623 -5005 020 -0022 盛岡市大通1-2 -1  サンビル2階
［山形県］　山　  形 023 -635 -3648 990 -0042 山形市七日町2-7 -10  NANA BEANS8階
［宮城県］　仙　  台 022 -223 -2383 980 -0811 仙台市青葉区一番町2-9 -18
［福島県］　福 島 県 024 -536 -2710 960 -8115 福島市山下町4-24
［関東］
［栃木県］　栃 木 県 028 -689 -9001 320 -0845 宇都宮市明保野町1-6
［群馬県］　群　  馬 027 -234 -9321 371 -0026 前橋市大手町3-6 -6
［茨城県］　水　  戸 029 -227 -1133 310 -0062 水戸市大町2-2 -75
［埼玉県］
　埼　  玉 048 -710 -5666 336 -0063 さいたま市浦和区高砂4-2 -1  浦和高砂パークハウス1階
　越谷支部 048-962 -1188 343 -0023 越谷市東越谷9-49 -2  MACビル2階
　川　  越 049 -225 -4279 350 -0052 川越市宮下町2-1 -2  福田ビル1階
［千葉県］
　千　  葉 043 -227 -8954 260 -0013 千葉市中央区中央4-13 -9
　松　  戸 047 -366 -6611 271 -0092 松戸市松戸1281 -29  住友生命松戸ビル4階
［東京都］
　霞 ヶ 関 03-3581 -1511 100 -0013 千代田区霞ヶ関1-1 -3
　四　  谷 03 -5312 -2818 160 -0017 新宿区佐門町2-6  ワコービル8階
　新　  宿 03 -5312 -5850 160 -0022 新宿区新宿3-1 -22  NSOビル5階
　錦 糸 町 03-5625 -7336 130 -0022 墨田区江東橋2-11 -5  河口ビル7階
　渋谷パブリック 03-5766 -8101 150 -8440 渋谷区東4-10 -28  國學院大學内
　池　　袋 03-5979 -2855 170 -0013 豊島区東池袋1-34 -5  SIA池袋ビル2階
　北 千 住 03-5284 -5055 120 -0034 足立区千住3 - 98  千住ミルディスⅡ番館6階
　蒲     田 03 -5714 -0081 144 -0052 大田区蒲田5-15 -8  蒲田月村ビル6階
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法律相談センター名称 電話番号 郵便番号 所　在　地
　町　  田 042 -732 -3904 194 -0022 町田市森野1-13 -3  竹内ビル6F
　立　  川 042 -548 -7790 190 -0012 立川市曙町2-37 -7  コアシティ立川12階
　八 王 子 042 -645 -4540 192 -0046 八王子市明神町4-1 -11
［神奈川県］
　関　  内 045 -211 -7700 231 -0021 横浜市中区日本大通9
　川　  崎 044 -223 -1149 210 -0007 川崎市川崎区駅前本町3-1  NMF川崎東口ビル11階
　相 模 原 042 -776 -5200 252 -0236 相模原市中央区富士見6-11 -17
　小 田 原 0465 -24 -0017 250 -0012 小田原市本町1- 4 -7  朝日生命小田原ビル2階
［中部］
［新潟県］　新 潟 県 025 -222 -5533 951 -8126 新潟市中央区学校町通一番町1
［長野県］　長 野 県 026 -232 -2104 380 -0872 長野市妻科432
［山梨県］　山 梨 県 055 -235 -7202 400 -0032 甲府市中央1-8 -7
［静岡県］　静　  岡 054 -252 -0008 420 -0853 静岡市葵区追手町10-80
［愛知県］
　三 の 丸 052 -203 -1651 460 -0001 名古屋市中区三の丸1-4 -2
　名 古 屋 052 -565 -6110 450 -0002 名古屋市中村区名駅3-22 -8  大東海ビル9階
　岡　  崎 0564 -54 -9449 444 -0804 岡崎市明大寺町字道城ヶ入34-10
　豊　  橋 0532 -56 -4623 440 -0884 豊橋市大国町83
［岐阜県］　岐 阜 県 058 -265 -0020 500 -8811 岐阜市端詰町22
［三重県］　
　　 津 059 -222 -5957 514 -0032 津市中央3-23
　四 日 市 059 -352 -1756 510 -0068 四日市市三栄町2-11  三栄ビル2階
［富山県］　富 山 県 076 -421 -4811 930 -0076 富山市長柄町3-4 -1
［石川県］　金　  沢 076 -221 -0242 920 -0912 金沢市大手町丸の内7-36
［福井県］　福　  井 0776 -23 -5255 910 -0004 福井市宝永4-3 -1  三井生命ビル7階
［近畿］
［滋賀県］　滋　  賀 077 -522 -3238 520 -0051 大津市梅林1-3 -3
［京都府］　京　  都 075 -231 -2378 604 -0971 京都市中京区富小路通丸太町下ル
［大阪府］
　総　  合 06 -6364 -1248 530 -0047 大阪市北区西天満1-12 -5
　な ん ば 06 -6645 -1273 542 -0076 大阪市中央区難波4-4 -1  ヒューリック難波ビル4階
　　 堺 072 -223 -2903 590 -0075 堺市堺区南花田口町2-3 -20  三共堺東ビル6階
　岸 和 田 072 -433 -9391 596 -0054 岸和田市宮本町27-1  泉州ビル205号室
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法律相談センター名称 電話番号 郵便番号 所　在　地
［兵庫県］
総合・神戸 078-341 -1717 650 -0044 神戸市中央区東川崎町1-1 -3  神戸クリスタルタワー13階
総合・阪神 06-4869 -7613 660 -0052 尼崎市七松町1-2 -1  フェスタ立花北館5階501C
総合・西播磨 079-286 -8222 670 -0947 姫路市北条1- 408 - 6
［奈良県］　奈　  良 0742 -22 -2035 630 -8237 奈良市中筋町22-1
［和歌山県］和 歌 山 073 -422 -5005 640 -8144 和歌山市四番丁5
［中国］
［岡山県］　岡　  山 086 -234 -5888 700 -0807 岡山市北区南方1-8 -29
［広島県］　紙 屋 町 082 -225 -1600 730 -8501 広島市中区基町6-27  そごう新館6階
［山口県］　山　  口 0570 -064 -490 753 -0045 山口市黄金町2-15
［鳥取県］　鳥 取 県 0857 -22 -3912 680 -0011 鳥取市東町2-221
［島根県］　島 根 県 0852 -21 -3450 690 -0886 松江市母衣町55-4
［四国］
［香川県］　香 川 県 087 -822 -3693 760 -0033 高松市丸の内2-22
［徳島県］　徳　  島 088 -652 -5768 770 -0855 徳島市新蔵町1-31
［高知県］　高　  知 088 -822 -4867 780 -0928 高知市越前町1-5 -7
［愛媛県］　愛　  媛 089 -941 -6279 790 -0003 松山市三番町4-8 -8
［九州・沖縄］
［福岡県］
　天　  神 092 -741 -3208 810 -0004 福岡市中央区渡辺通5-14 -12  南天神ビル2階
　二 日 市 092 -918 -8120 818 -0056 筑紫野市二日市北1-3-8  スパシオ・コモド2階
　北九州市 093-561 -0360 803 -0816 北九州市小倉北区金田1-4 -2
　折　  尾 093 -691 -2166 807 -0834 北九州市八幡西区北鷹見町13 -10  オリオンプラザ第一ビル2階
　久 留 米 0942 -30 -0144 830 -0021 久留米市篠山町11-5
　飯　  塚 0948 -28 -7555 820 -0004 飯塚市新立岩6-16  弁護士ビル3階
　田　  川 0947 -42 -2330 825 -0011 田川市栄町1-5  大城ビル2階
［佐賀県］　佐　  賀 0952 -24 -3411 840 -0833 佐賀市中の小路7-19
［長崎県］　長　  崎 095 -825 -9292 850 -0875 長崎市栄町1-25  長崎MSビル4階
［熊本県］　熊　  本 096 -325 -0009 860 -0844 熊本市中央区水道町1-23  加地ビル3階
［大分県］　大 分 県 097 -536 -1458 870 -0047 大分市中島西1-3 -14
［宮崎県］　宮 崎 県 0985 -22 -2466 880 -0803 宮崎市旭1-8 -45
［鹿児島県］鹿 児 島 099 -226 -3765 892 -0815 鹿児島市易居町2-3
［沖縄県］　沖　  縄 098 -865 -3737 900 -0014 那覇市松尾2-2 -26 -6
（注）各都道府県弁護士会の主な法律相談センター窓口を掲載しております。
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13.  全国司法書士会一覧
 平成29年3月現在

会 名 電話番号 郵便番号 所　在　地

［北海道］

札幌司法書士会 011-281 -3505 060 -0042 札幌市中央区大通西13-4
函館司法書士会 0138 -27 -0726 040 -0033 函館市千歳町21-13  桐朋会館内
旭川司法書士会 0166 -51 -9058 070 -0901 旭川市花咲町4
釧路司法書士会 0154 -41 -8332 085 -0833 釧路市宮本1-2 -4
［東北］

宮城県司法書士会 022-263 -6755 980 -0821 仙台市青葉区春日町8-1
福島県司法書士会 024 -534 -7502 960 -8022 福島市新浜町6-28
山形県司法書士会 023-623 -7054 990 -0021 山形市小白川町1-16 -26
岩手県司法書士会 019-622 -3372 020 -0015 盛岡市本町通2-12 -18
秋田県司法書士会 018-824 -0187 010 -0951 秋田市山王6-3 -4
青森県司法書士会 017-776 -8398 030 -0861 青森市長島3-5 -16
［関東］

東京司法書士会 03-3353 -9191 160 -0003 新宿区本塩町9-3  司法書士会館2F
神奈川県司法書士会 045-641 -1372 231 -0024 横浜市中区吉浜町1
埼玉司法書士会 048-863 -7861 330 -0063 さいたま市浦和区高砂3-16 -58
千葉司法書士会 043-246 -2666 261 -0001 千葉市美浜区幸町2-2 -1
茨城司法書士会 029-225 -0111 310 -0063 水戸市五軒町1-3 -16
栃木県司法書士会 028-614 -1122 320 -0848 宇都宮市幸町1-4
群馬司法書士会 027-224 -7763 371 -0023 前橋市本町1-5 -4
［中部］

静岡県司法書士会 054 -289 -3700 422 -8062 静岡市駿河区稲川1-1 -1
山梨県司法書士会 055-253 -6900 400 -0024 甲府市北口1-6 -7
長野県司法書士会 026-232 -7492 380 -0872 長野市妻科399
新潟県司法書士会 025-244 -5121 950 -0911 新潟市中央区笹口1-11 -15
愛知県司法書士会 052-683 -6683 456 -0018 名古屋市熱田区新尾頭1-12 -3
三重県司法書士会 059-224 -5171 514 -0036 津市丸之内養正町17-17
岐阜県司法書士会 058-246 -1568 500 -8114 岐阜市金竜町5-10 -1
福井県司法書士会 0776 -30 -0001 910 -0005 福井市大手3-15 -12  フェニックスビル5F
石川県司法書士会 076-291 -7070 921 -8013 金沢市新神田4-10 -18
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会 名 電話番号 郵便番号 所　在　地

富山県司法書士会 076-431 -9332 930 -0008 富山市神通本町1-3 -16  エスポワール神通3F
［近畿］

大阪司法書士会 06-6941 -5351 540 -0019 大阪市中央区和泉町1-1 -6
京都司法書士会 075-241 -2666 604 -0973 京都市中京区柳馬場通夷川上ル5-232 -1
兵庫県司法書士会 078-341 -6554 650 -0017 神戸市中央区楠町2-2 -3
奈良県司法書士会 0742 -22 -6677 630 -8325 奈良市西木辻町320 -5
滋賀県司法書士会 077-525 -1093 520 -0056 大津市末広町7-5  滋賀県司調会館2F
和歌山県司法書士会 073-422 -0568 640 -8145 和歌山市岡山丁24
［中国］

広島司法書士会 082-221 -5345 730 -0012 広島市中区上八丁堀6-69
山口県司法書士会 083-924 -5220 753 -0048 山口市駅通り2-9 -15
岡山県司法書士会 086-226 -0470 700 -0023 岡山市北区駅前町2-2 -12
鳥取県司法書士会 0857 -24 -7013 680 -0022 鳥取市西町1-314 -1
島根県司法書士会 0852 -24 -1402 690 -0884 松江市南田町26
［四国］

香川県司法書士会 087-821 -5701 760 -0022 高松市西内町10-17
徳島県司法書士会 088-622 -1865 770 -0808 徳島市南前川町4-41
高知県司法書士会 088-825 -3131 780 -0928 高知市越前町2-6 -25
愛媛県司法書士会 089-941 -8065 790 -0062 松山市南江戸1-4 -14
［九州・沖縄］

福岡県司法書士会 092-714 -3721 810 -0073 福岡市中央区舞鶴3-2-23
佐賀県司法書士会 0952 -29 -0626 840 -0843 佐賀市川原町2-36
長崎県司法書士会 095-823 -4777 850 -0032 長崎市興善町4-1  興善ビル8F
大分県司法書士会 097-532 -7579 870 -0045 大分市城崎町2-3 -10
熊本県司法書士会 096-364 -2889 862 -0971 熊本市中央区大江4-4 -34
鹿児島県司法書士会 099-256 -0335 890 -0064 鹿児島市鴨池新町1-3  司調センタービル3F
宮崎県司法書士会 0985 -28 -8538 880 -0803 宮崎市旭1-8 -39 -1
沖縄県司法書士会 098-867 -3526 900 -0006 那覇市おもろまち4-16 -33
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１４．日本司法支援センター（法テラス）の全国所在地一覧
 平成29年3月現在

法テラス 電話番号 郵便番号 所　在　地
［北海道］
札　幌 0503383 -5555 060 -0061 札幌市中央区南1条西11-1  コンチネンタルビル8階
函　館 0503383 -5560 040 -0063 函館市若松町6-7  三井生命函館若松町ビル5階
  江 差 0503383 -5563 043 -0034 檜山郡江差町字中歌町199 -5
  八 雲 0503383 -8366 049 -3106 二海郡八雲町富士見町21-1
旭　川 0503383 -5566 070 -0033 旭川市3条通9-1704 -1  TKフロンティアビル6階
釧　路 0503383 -5567 085 -0847 釧路市大町1-1 -1  道東経済センタービル1階
［東北］
宮　城 0503383 -5535 980 -0811 仙台市青葉区一番町3-6 -1  一番町平和ビル6階
  南三陸 0503383 -0210 986 -0725 本吉郡南三陸町志津川字沼田56
  山 元 0503383 -0213 989 -2203 亘理郡山元町浅生原字日向13-1
  東松島 0503383 -0009 981 -0503 東松島市矢本字大溜1-1
福　島 0503383 -5540 960 -8131 福島市北五老内町7-5  イズム37ビル4階
  会津若松 0503383 -0521 965 -0871 会津若松市栄町5-22  フジヤ会津ビル1階
  二本松 0503381-3803 964 -0917 二本松市本町1-60 -2
  ふたば 0503381-3805 979 -0407 双葉郡広野町広洋台1-1 -89
山　形 0503383 -5544 990 -0042 山形市七日町2-7 -10  NANA  BEANS 8階
岩　手 0503383 -5546 020 -0022 盛岡市大通1-2 -1  岩手県産業会館本館2階
  宮 古 0503383 -0518 027 -0076 宮古市栄町3-35  キャトル宮古5階
  大 槌 0503383 -1350 028 -1115 上閉伊郡大槌町上町1-3
  気 仙 0503383 -1402 022 -0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-5
秋　田 0503383 -5550 010 -0001 秋田市中通5-1 -51  北都ビルディング6階
  鹿 角 0503383 -1416 018 -5201 鹿角市花輪字下花輪50  鹿角市福祉保健センター2階
青　森 0503383 -5552 030 -0861 青森市長島1- 3 -1  日本赤十字社青森県支部ビル2階
  八 戸 0503383 -0466 031 -0086 八戸市大字八日町36  八戸第一ビル3階
  む つ 0503383 -0067 035 -0073 むつ市中央1-5 -1

  鰺ヶ沢 0503383 -8369 038 -2761 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4  鰺ヶ沢町総合保健福祉センター内
［関東］
東　京 0503383 -5300 160 -0023 新宿区西新宿1-24 -1  エステック情報ビル13階
  上 野 0503383 -5320 110 -0005 台東区上野2 -7-13  JTB・損保ジャパン日本興亜上野共同ビル6階
  池 袋 0503383 -5321 170 -0013 豊島区東池袋1-35 -3  池袋センタービル6階
  多 摩 0503383 -5327 190 -0012 立川市曙町2 - 8 -18  東京建物ファーレ立川ビル5階
  八王子 0503383 -5310 192 -0046 八王子市明神町4-7 -14  八王子ONビル4階
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法テラス 電話番号 郵便番号 所　在　地
神奈川 0503383 -5360 231 -0023 横浜市中区山下町2  産業貿易センタービル10階
  川 崎 0503383 -5366 210 -0007 川崎市川崎区駅前本町11-1  パシフィックマークス川崎ビル10階
  小田原 0503383 -5370 250 -0012 小田原市本町1-4 -7  朝日生命小田原ビル5階
埼　玉 0503383 -5375 330 -0063 さいたま市浦和区高砂3 -17-15  さいたま商工会議所会館6階
  川 越 0503383 -5377 350 -1123 川越市脇田本町10-10  KJビル3階
  熊 谷 0503383 -5380 360 -0037 熊谷市筑波3-195  熊谷駅前ビル7階
  秩 父 0503383 -0023 368 -0041 秩父市番場町11-1  サンウッド東和2階
千　葉 0503383 -5381 260 -0013 千葉市中央区中央4-5 -1  Qiball（きぼーる）2階
  松 戸 0503383 -5388 271 -0092 松戸市松戸1879 -1  松戸商工会議所会館3階
茨　城 0503383 -5390 310 -0062 水戸市大町3-4 -36  大町ビル3階
  下 妻 0503383 -5393 304 -0063 下妻市小野子町1-66  JA常総ひかり県西会館1階
  牛 久 0503383 -0511 300 -1234 牛久市中央5-20 -11  牛久駅前ビル4階
栃　木 0503383 -5395 320 -0033 宇都宮市本町4-15  宇都宮NIビル2階
群　馬 0503383 -5399 371 -0022 前橋市千代田町2-5 -1  前橋テルサ5階
静　岡 0503383 -5400 420 -0853 静岡市葵区追手町9-18  静岡中央ビル2階
  沼 津 0503383 -5405 410 -0833 沼津市三園町1-11
  浜 松 0503383 -5410 430 -0929 浜松市中区中央1-2 -1  イーステージ浜松オフィス4階
  下 田 0503383 -0024 415 -0035 下田市東本郷1-1 -10  パールビル3階
［中部］
山　梨 0503383 -5411 400 -0032 甲府市中央1-12 -37  IRIXビル1・2階
長　野 0503383 -5415 380 -0835 長野市新田町1485 -1  長野市もんぜんぷら座4階
  松 本 0503383 -5417 390 -0873 松本市丸の内8-3  丸の内ビル3階
新　潟 0503383 -5420 951 -8116 新潟市中央区東中通一番町86 - 51  新潟東中通ビル2階

  佐 渡 0503383 -5422 952 -1314 佐渡市河原田本町394  佐渡市役所佐和田行政サービスセンター2階
愛　知 0503383 -5460 460 -0008 名古屋市中区栄4-1 -8  栄サンシティービル15階
  三 河 0503383 -5465 444 -8515 岡崎市十王町2-9  岡崎市役所西庁舎1階（南棟）
三　重 0503383 -5470 514 -0033 津市丸之内34-5  津中央ビル
岐　阜 0503383 -5471 500 -8812 岐阜市美江寺町1-27  第一住宅ビル2階
  可 児 0503383 -0005 509 -0214 可児市広見5 -152  サン･ノーブルビレッジ･ヒロミ1階
  中津川 0503383 -0068 508 -0037 中津川市えびす町7-30  イシックス駅前ビル1階
福　井 0503383 -5475 910 -0004 福井市宝永4-3 -1  三井生命福井ビル2階
石　川 0503383 -5477 920 -0937 金沢市丸の内7-36  金沢弁護士会館内
富　山 0503383 -5480 930 -0076 富山市長柄町3-4 -1  富山県弁護士会館1階
  魚 津 0503383 -0030 937 -0067 魚津市釈迦堂1-12 -18  魚津商工会議所ビル5階
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法テラス 電話番号 郵便番号 所　在　地
［近畿］
大　阪 0503383 -5425 530 -0047 大阪市北区西天満1-12 -5  大阪弁護士会館B1階
　堺 0503383 -5430 590 -0075 堺市堺区南花田口町2 - 3 - 20  三共堺東ビル6階
京　都 0503383 -5433 604 -8005 京都市中京区河原町通三条上る恵比須町427  京都朝日会館9階
  福知山 0503383 -0519 620 -0054 福知山市末広町1-1 -1  中川ビル4階
兵　庫 0503383 -5440 650 -0044 神戸市中央区東川崎町1-1- 3  神戸クリスタルタワービル13階
  阪 神 0503383 -5445 660 -0052 尼崎市七松町1-2 -1  フェスタ立花北館5階
  姫 路 0503383 -5448 670 -0947 姫路市北条1-408 -5  光栄産業㈱第2ビル
奈　良 0503383 -5450 630 -8241 奈良市高天町38-3  近鉄高天ビル6階
  南 和 0503383 -0025 638 -0821 吉野郡大淀町下渕68-4  やすらぎビル4階
滋  賀 0503383 -5454 520 -0047 大津市浜大津1-2 -22  大津商中日生ビル5階
和歌山 0503383 -5457 640 -8155 和歌山市九番丁15  九番丁MGビル6階
［中国］
広　島 0503383 -5485 730 -0013 広島市中区八丁堀2-31  広島鴻池ビル1階
山　口 0503383 -5490 753 -0072 山口市大手町9-11  山口県自治会館5階
岡　山 0503383 -5491 700 -0817 岡山市北区弓之町2 -15  弓之町シティセンタービル2階
鳥　取 0503383 -5495 680 -0022 鳥取市西町2-311  鳥取市福祉文化会館5階
  倉 吉 0503383 -5497 682 -0023 倉吉市山根572  サンク･ピエスビル202
島　根 0503383 -5500 690 -0884 松江市南田町60
  浜 田 0503383 -0026 697 -0022 浜田市浅井町1580  第二龍河ビル6階
  西 郷 0503383 -5326 685 -0015 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 - 9  NTT隠岐ビル1階
［四国］
香　川 0503383 -5570 760 -0023 高松市寿町2-3 -11  高松丸田ビル8階
徳　島 0503383 -5575 770 -0834 徳島市元町1-24  アミコビル3階
高　知 0503383 -5577 780 -0870 高知市本町4-1 -37  丸ノ内ビル2階
  須 崎 0503383 -5579 785 -0003 須崎市新町2-3 -26
  安 芸 0503383 -0029 784 -0003 安芸市久世町9-20  すまいるあき4階
  中 村 0503383 -0467 787 -0014 四万十市駅前町13 -15  アメニティオフィスビル1階
愛　媛 0503383 -5580 790 -0001 松山市一番町4-1 -11  共栄興産一番町ビル4階
［九州・沖縄］
福　岡 0503383 -5501 810 -0004 福岡市中央区渡辺通5-14 -12  南天神ビル4階
  北九州 0503383 -5506 802 -0006 北九州市小倉北区魚町1- 4 - 21  魚町センタービル5階
佐　賀 0503383 -5510 840 -0801 佐賀市駅前中央1-4 -8  太陽生命佐賀ビル3階
長　崎 0503383 -5515 850 -0875 長崎市栄町1-25  長崎MSビル2階
  佐世保 0503383 -5516 857 -0806 佐世保市島瀬町4-19  バードハウジングビル402
  壱 岐 0503383 -5517 811 -5135 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦174  吉田ビル3階
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法テラス 電話番号 郵便番号 所　在　地
  五 島 0503383 -0516 853 -0018 五島市池田町2-20
  対 馬 0503383 -0517 817 -0013 対馬市厳原町中村606 -3  おおたビル3階
  平 戸 0503383 -0468 859 -5114 平戸市築地町510
  雲 仙 0503383 -5324 854 -0514 雲仙市小浜町北本町14  雲仙市小浜総合支所3階
大　分 0503383 -5520 870 -0045 大分市城崎町2-1 -7
熊　本 0503383 -5522 860 -0844 熊本市中央区水道町1-23  加地ビル3階
  高 森 0503383 -0469 869 -1602 阿蘇郡高森町大字高森1609 -1  NTT西日本高森ビル1階
鹿児島 0503383 -5525 892 -0828 鹿児島市金生町4-10  アーバンスクエア鹿児島ビル6階
  鹿 屋 0503383 -5527 893 -0009 鹿屋市大手町14-22  南商ビル1階
  指 宿 0503383 -0027 891 -0402 指宿市十町912 -7
  奄 美 0503383 -0028 894 -0006 奄美市名瀬小浜町4-28  AISビルA棟1階
  徳之島 0503381-3471 891 -7101 大島郡徳之島町亀津553 -1  徳之島合同庁舎2階
宮　崎 0503383 -5530 880 -0803 宮崎市旭1-2 -2  宮崎県企業局3階
  延 岡 0503383 -0520 882 -0043 延岡市祇園町1-2 -7  UMK祇園ビル2階
沖　縄 0503383 -5533 900 -0023 那覇市楚辺1-5 -17  プロフェスビル那覇2・3階
  宮古島 0503383 -0201 906 -0012 宮古島市平良字西里1125  宮古合同庁舎1階

（注） 全国の地方事務所・支部・出張所・地域事務所の所在地を掲載しています。

　　　　初めて利用される方は　0570 -078374（おなやみなし）へ　

　　　　　　　平日9:00～21 :00 　土曜日9:00～17 :00
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15.  全国の地方裁判所の所在地一覧
（注）裁判所名の後部＊印は簡易裁判所の連絡も兼ねております。 平成29年3月現在

地 区 庁 名 電話番号 郵便番号 所　在　地
［北海道］

旭川地方裁判所＊ 0166 -51 -6251 070 -8640 旭川市花咲町4丁目
　名寄支部＊ 01654 -3 -3331 096 -0014 名寄市西4南9
　紋別支部＊ 0158 -23 -2856 094 -0006 紋別市潮見町1-5 -48
　留萌支部＊ 0164 -42 -0465 077 -0037 留萌市沖見町2
　稚内支部＊ 0162 -33 -5289 097 -0002 稚内市潮見1-3 -10
札幌地方裁判所 011-231 -4200 060 -0042 札幌市中央区大通西11丁目
　岩見沢支部＊ 0126 -22 -6650 068 -0004 岩見沢市4条東4丁目
　室蘭支部＊ 0143 -44 -6733 050 -0081 室蘭市日の出町1-18 -29
　小樽支部＊ 0134 -22 -9157 047 -0024 小樽市花園5-1 -1
　滝川支部＊ 0125 -23 -2311 073 -0022 滝川市大町1-6 -13
　浦河支部＊ 0146 -22 -4165 057 -0012 浦河郡浦河町常盤町19
　岩内支部＊ 0135 -62 -0138 045 -0013 岩内郡岩内町字高台192 -1
　苫小牧支部＊ 0144 -32 -3295 053 -0018 苫小牧市旭町2-7 -12
釧路地方裁判所＊ 0154 -41 -4171 085 -0824 釧路市柏木町4-7
　帯広支部＊ 0155 -23 -5141 080 -0808 帯広市東8条南9-1
　網走支部＊ 0152 -43 -4115 093 -0031 網走市台町2-2 -1
　北見支部＊ 0157 -24 -8431 090 -0065 北見市寿町4-7 -36
　根室支部＊ 0153 -24 -1617 087 -0026 根室市敷島町2丁目3
函館地方裁判所＊ 0138 -38 -2370 040 -8601 函館市上新川町1-8
　江差支部＊ 0139 -52 -0174 043 -0043 檜山郡江差町字本町237

［東北］
青森県 青森地方裁判所＊ 017-722 -5629 030 -8522 青森市長島1-3 -26

　弘前支部＊ 0172 -32 -4321 036 -8356 弘前市下白銀町7
　八戸支部＊ 0178 -22 -3104 039 -1166 八戸市根城9-13 -6
　五所川原支部＊ 0173 -34 -2927 037 -0044 五所川原市字元町54
　十和田支部＊ 0176 -23 -2368 034 -0082 十和田市西二番町14-8

秋田県 秋田地方裁判所＊ 018-824 -3121 010 -8504 秋田市山王7-1 -1
　能代支部＊ 0185 -52 -3278 016 -0817 能代市上町1-15
　本荘支部＊ 0184 -22 -3916 015 -0872 由利本荘市瓦谷地21
　大館支部＊ 0186 -42 -0071 017 -0891 大館市中城15
　横手支部＊ 0182 -32 -4130 013 -0013 横手市城南町2-1
　大曲支部＊ 0187 -63 -2033 014 -0063 大仙市大曲日の出町1-20 -4

岩手県 盛岡地方裁判所＊ 019-622 -3294 020 -8520 盛岡市内丸9-1
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地 区 庁 名 電話番号 郵便番号 所　在　地
岩手県 　花巻支部＊ 0198 -23 -5276 025 -0075 花巻市花城町8-26

　二戸支部＊ 0195 -23 -2591 028 -6101 二戸市福岡字城ノ内4-2
　遠野支部＊ 0198 -62 -2840 028 -0515 遠野市東舘町2-3
　宮古支部＊ 0193 -62 -2925 027 -0052 宮古市宮町1-3 -30
　一関支部＊ 0191-23 -4161 021 -0877 一関市城内3-6
　水沢支部＊ 0197 -24 -7181 023 -0053 奥州市水沢区大手町4-19

山形県 山形地方裁判所＊ 023-623 -9511 990 -8531 山形市旅篭町2-4 -22
　新庄支部＊ 0233 -22 -0265 996 -0022 新庄市住吉町4-27
　米沢支部＊ 0238 -22 -2165 992 -0045 米沢市中央4-9 -15
　鶴岡支部＊ 0235 -23 -6666 997 -0035 鶴岡市馬場町5-23
　酒田支部＊ 0234 -23 -1234 998 -0037 酒田市日吉町1-5 -27

宮城県 仙台地方裁判所＊ 022-222 -6111 980 -8639 仙台市青葉区片平1-6 -1
　大河原支部＊ 0224 -52 -2101 989 -1231 柴田郡大河原町字中川原9
　古川支部＊ 0229 -22 -1601 989 -6161 大崎市古川駅南2-9 -46
　石巻支部＊ 0225 -22 -0361 986 -0832 石巻市泉町4-4 -28
　登米支部＊ 0220 -52 -2011 987 -0702 登米市登米町寺池桜小路105 -3
　気仙沼支部＊ 0226 -22 -6659 988 -0022 気仙沼市河原田1-2 -30

福島県 福島地方裁判所＊ 024 -534 -2156 960 -8512 福島市花園町5-38
　相馬支部＊ 0244 -36 -5141 976 -0042 相馬市中村字大手先48-1
　郡山支部＊ 024 -932 -5656 963 -8566 郡山市麓山1-2 -26
　白河支部＊ 0248 -22 -5555 961 -0074 白河市字郭内146
　会津若松支部＊ 0242 -26 -5725 965 -8540 会津若松市追手町6-6
　いわき支部＊ 0246 -22 -1321 970 -8026 いわき市平字八幡小路41

［関東］
栃木県 宇都宮地方裁判所＊ 028 -621 -2111 320 -8505 宇都宮市小幡1-1 -38

　真岡支部＊ 0285 -82 -2076 321 -4305 真岡市荒町5117 -2
　大田原支部＊ 0287 -22 -2112 324 -0056 大田原市中央2-3 -25
　栃木支部＊ 0282 -23 -0225 328 -0035 栃木市旭町16-31
　足利支部＊ 0284 -41 -3118 326 -0057 足利市丸山町621

群馬県 前橋地方裁判所＊ 027 -231 -4275 371 -8531 前橋市大手町3-1 -34
　高崎支部＊ 027-322 -3541 370 -8531 高崎市高松町26-2
　桐生支部＊ 0277 -53 -2391 376 -8531 桐生市相生町2-371 -5
　太田支部＊ 0276 -45 -7751 373 -8531 太田市浜町17-5
　沼田支部＊ 0278 -22 -2709 378 -0045 沼田市材木町甲150

茨城県 水戸地方裁判所＊ 029-224 -8408 310 -0062 水戸市大町1-1 -38
　土浦支部＊ 029 -821 -4359 300 -8567 土浦市中央1-13 -12
　下妻支部＊ 0296 -43 -6781 304 -0067 下妻市下妻乙99
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茨城県 　日立支部＊ 0294 -21 -4441 317 -0073 日立市幸町2-10 -12

　龍ケ崎支部＊ 0297 -62 -0100 301 -0824 龍ケ崎市4918
　麻生支部＊ 0299 -72 -0091 311 -3832 行方郡麻生143

埼玉県 さいたま地方裁判所＊ 048 -863 -8634 330 -0063 さいたま市浦和区高砂3-16 -45
　越谷支部＊ 048-910 -0115 343 -0023 越谷市東越谷9-34 -2
　川越支部＊ 049-273 -3006 350 -8531 川越市宮下町2-1 -3
　熊谷支部 048-500 -3103 360 -0041 熊谷市宮町1-68
　秩父支部＊ 0494 -22 -0226 368 -0035 秩父市上町2-9 -12

千葉県 千葉地方裁判所＊ 043-333 -5261 260 -0013 千葉市中央区中央4-11 -27
　佐倉支部＊ 043-484 -1226 285 -0038 佐倉市弥勒町92
　一宮支部＊ 0475 -42 -3531 299 -4397 長生郡一宮町一宮2791
　松戸支部＊ 047-368 -5142 271 -8522 松戸市岩瀬無番地
　木更津支部＊ 0438 -22 -3774 292 -0832 木更津市新田2-5 -1
　館山支部＊ 0470 -22 -2273 294 -0045 館山市北条1073
　八日市場支部＊ 0479 -72 -1352 289 -2144 八日市場市イ2760
　佐原支部＊ 0478 -52 -3040 287 -0003 香取市佐原イ3375

東京都 東京地方裁判所 03-3581 -5411 100 -8920 千代田区霞が関1-1 -4
　立川支部＊ 042-845 -0240 190 -8571 立川市緑町10-4

神奈川県 横浜地方裁判所 045-345 -4161 231 -8502 横浜市中区日本大通9
　川崎支部 044 -233 -8248 210 -8559 川崎市川崎区富士見1-1 -3
　相模原支部 042-716 -3182 225 -0236 相模原市中央区富士見6-10 -1
　横須賀支部 046-823 -3154 238 -8510 横須賀市新港町1番地9
　小田原支部＊ 0465 -40 -3182 250 -0012 小田原市本町1-7 -9

［中部］
新潟県 新潟地方裁判所＊ 025-222 -4131 951 -8511 新潟市中央区学校町通1-1

　三条支部＊ 0256 -32 -1758 955 -0047 三条市東三条2-2 -2
　新発田支部＊ 0254 -24 -0121 957 -0053 新発田市中央町4-3 -27
　長岡支部＊ 0258 -35 -2141 940 -1151 長岡市三和3-9 -28
　高田支部＊ 025-524 -5160 943 -0838 上越市大手町1-26
　佐渡支部＊ 0259 -52 -3151 952 -1324 佐渡市中原356 -2

長野県 長野地方裁判所＊ 026-403 -2029 380 -0846 長野市旭町1108
　上田支部＊ 0268 -40 -2209 386 -0023 上田市中央西2-3 -3
　佐久支部＊ 0267 -67 -1521 385 -0022 佐久市岩村田1161
　松本支部＊ 0263 -32 -3080 390 -0873 松本市丸の内10-35
　諏訪支部＊ 0266 -52 -9215 392 -0004 諏訪市諏訪1-24 -22
　飯田支部＊ 0265 -22 -0167 395 -0015 飯田市江戸町1-21
　伊那支部＊ 0265 -72 -2720 396 -0026 伊那市西町4841
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地 区 庁 名 電話番号 郵便番号 所　在　地
山梨県 甲府地方裁判所＊ 055-213 -2528 400 -0032 甲府市中央1-10 -7

　都留支部＊ 0554 -43 -5626 402 -0052 都留市中央2-1 -1
静岡県 静岡地方裁判所＊ 054 -252 -6111 420 -8633 静岡市葵区追手町10-80

　沼津支部＊ 055-931 -6000 410 -8550 沼津市御幸町21-1
　富士支部＊ 0545 -52 -0159 417 -8511 富士市中央町2-7 -1
　下田支部＊ 0558 -22 -0161 415 -8520 下田市4-7 -34
　浜松支部＊ 053-453 -7155 430 -8520 浜松市中区中央1-12 -5
　掛川支部＊ 0537 -22 -3036 436 -0028 掛川市亀の甲2-16 -1

愛知県 名古屋地方裁判所 052-203 -1611 460 -8504 名古屋市中区三の丸1-4 -1
　岡崎支部＊ 0564 -51 -4522 444 -8554 岡崎市明大寺町奈良井3
　豊橋支部＊ 0532 -52 -3142 440 -0884 豊橋市大国町110
　一宮支部＊ 0586 -73 -3101 491 -0842 一宮市公園通り4-17
　半田支部＊ 0569 -21 -1610 475 -0902 半田市宮路町200 -2

岐阜県 岐阜地方裁判所＊ 058-262 -5213 500 -8710 岐阜市美江寺町2-4 -1
　大垣支部＊ 0584 -78 -6314 503 -0888 大垣市丸の内1-22
　高山支部＊ 0577 -32 -3313 506 -0009 高山市花岡町2-63 -3
　多治見支部＊ 0572 -22 -0872 507 -0023 多治見市小田町1-22 -1
　御嵩支部＊ 0574 -67 -3111 505 -0116 可児郡御嵩町御嵩1177

三重県 津地方裁判所＊ 059-226 -4773 514 -8526 津市中央3-1
　松阪支部＊ 0598 -51 -0542 515 -8525 松阪市中央町36-1
　伊賀支部＊ 0595 -21 -0002 518 -0873 伊賀市上野丸之内130 -1
　四日市支部＊ 059-352 -7214 510 -8526 四日市市三栄町1-22
　伊勢支部＊ 0596 -28 -3135 516 -8533 伊勢市岡本1-2 -6
　熊野支部＊ 0597 -85 -2145 519 -4396 熊野市井戸町784

石川県 金沢地方裁判所＊ 076-262 -3221 920 -8655 金沢市丸の内7-1
　小松支部＊ 0761-22 -8541 923 -8541 小松市小馬出町11
　七尾支部＊ 0767 -52 -3135 926 -8541 七尾市馬出町ハ部1-2
　輪島支部＊ 0768 -22 -0054 928 -8541 輪島市河井町15部49-2

富山県 富山地方裁判所＊ 076-421 -6159 939 -8502 富山市西田地方町2-9 -1
　魚津支部＊ 0765 -22 -0160 937 -0866 魚津市本町1-10 -60
　高岡支部＊ 0766 -22 -5193 933 -8546 高岡市中川本町10-6

福井県 福井地方裁判所＊ 0776 -91 -5075 910 -8524 福井市春山1-1 -1
　武生支部＊ 0778 -23 -0050 915 -8524 越前市日野美2-6
　敦賀支部＊ 0770 -22 -0812 914 -8524 敦賀市松栄町6-10

[近畿]
滋賀県 大津地方裁判所＊ 077-503 -8139 520 -0044 大津市京町3-1 -2

　彦根支部＊ 0749 -22 -0167 522 -0061 彦根市金亀町5-50
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滋賀県 　長浜支部＊ 0749 -62 -0240 526 -0058 長浜市南呉服町6-22
京都府 京都地方裁判所＊ 075-257 -9198 604 -8550 京都市中京区菊屋町

　園部支部＊ 0771-62 -0237 622 -0004 南丹市園部町小桜町30
　宮津支部＊ 0772 -22 -2074 626 -0017 宮津市字島崎2043 -1
　舞鶴支部＊ 0773 -75 -2332 624 -0853 舞鶴市字南田辺小字南裏町149
　福知山支部＊ 0773 -22 -2209 620 -0035 福知山市字内記9

大阪府 大阪地方裁判所＊ 06-6363 -1281 530 -8522 大阪市北区西天満2-1 -10
　堺支部＊ 072-223 -7001 590 -8511 堺市堺区南瓦町2-28
　岸和田支部＊ 072-441 -2400 596 -0042 岸和田市加守町4-27 -2

兵庫県 神戸地方裁判所＊ 078-341 -7521 650 -8575 神戸市中央区橘通2-2 -1
　伊丹支部＊ 072-779 -3071 664 -8545 伊丹市千僧1-47 -1
　尼崎支部＊ 06-6438 -3781 661 -0026 尼崎市水堂町3-2 -34
　明石支部＊ 078-912 -3231 673 -0881 明石市天文町2-2 -18
　柏原支部＊ 0795 -72 -0155 669 -3309 丹波市柏原町柏原439
　姫路支部＊ 079-223 -2721 670 -0947 姫路市北条1-250
　社支部＊ 0795 -42 -0123 673 -1431 加東市社490 -2
　龍野支部＊ 0791-63 -3920 679 -4179 たつの市龍野町上霞城131
　豊岡支部＊ 0796 -22 -2304 668 -0042 豊岡市京町12-81
　洲本支部＊ 0799 -22 -3024 656 -0024 洲本市山手1-1 -18

奈良県 奈良地方裁判所＊ 0742 -88 -2652 630 -8213 奈良市登大路町35
　葛城支部＊ 0745 -53 -1012 635 -8502 大和高田市大字大中101 -4
　五條支部＊ 0747 -23 -0261 637 -0043 五條市新町3-3 -1

和歌山県 和歌山地方裁判所＊ 073-428 -9936 640 -8143 和歌山市二番丁1
　田辺支部＊ 0739 -22 -2841 646 -0033 田辺市新屋敷町5
　御坊支部＊ 0738 -22 -0006 644 -0011 御坊市湯川町財部515 -2
　新宮支部＊ 0735 -22 -2007 647 -0015 新宮市千穂3-7 -13

[中国]
岡山県 岡山地方裁判所＊ 086-222 -6771 700 -0807 岡山市北区南方1-8 -42

　倉敷支部＊ 086-422 -1038 710 -8558 倉敷市幸町3-33
　新見支部＊ 0867 -72 -0042 718 -0011 新見市新見1222
　津山支部＊ 0868 -22 -9326 708 -0051 津山市椿高下52

広島県 広島地方裁判所＊ 082-228 -0421 730 -0012 広島市中区上八丁堀2-43
　呉支部＊ 0823 -21 -4991 737 -0811 呉市西中央4-1 -46
　尾道支部＊ 0848 -22 -5285 722 -0014 尾道市新浜1-12 -4
　福山支部＊ 084 -923 -2890 720 -0031 福山市三吉町1-7 -1
　三次支部＊ 0824 -63 -5141 728 -0021 三次市三次町1725 -1

山口県 山口地方裁判所＊ 083-922 -1330 753 -0048 山口市駅通り1-6 -1
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山口県 　周南支部＊ 0834 -21 -2610 745 -0071 周南市岐山通り2-5

　萩支部＊ 0838 -22 -0047 758 -0041 萩市大字江向469
　岩国支部＊ 0827 -41 -0161 741 -0061 岩国市錦見1-16 -45
　下関支部＊ 0832 -22 -4076 750 -0009 下関市上田中町8-2 -2
　宇部支部＊ 0836 -21 -3197 755 -0033 宇部市琴芝町2-2 -35

鳥取県 鳥取地方裁判所＊ 0857 -22 -2171 680 -0011 鳥取市東町2-223
　倉吉支部＊ 0858 -22 -2911 682 -0824 倉吉市仲ノ町734
　米子支部＊ 0859 -22 -2205 683 -0826 米子市西町62

島根県 松江地方裁判所＊ 0852 -35 -5203 690 -8523 松江市母衣町68
　出雲支部＊ 0853 -21 -2114 693 -8523 出雲市今市町797 -2
　浜田支部＊ 0855 -22 -0678 697 -0027 浜田市殿町980
　益田支部＊ 0856 -22 -0365 698 -0021 益田市幸町6-60
　西郷支部＊ 08512 -2 -0005 685 -0015 隠岐郡隠岐の島町港町指向5-1

[四国]
愛媛県 松山地方裁判所＊ 089-903 -4358 790 -8539 松山市一番町3-3 -8

　大洲支部＊ 0893 -24 -2038 795 -0012 大洲市大洲845
　西条支部＊ 0897 -56 -0693 793 -0023 西条市明屋敷165
　今治支部＊ 0898 -23 -0010 794 -8508 今治市常盤町4-5 -3
　宇和島支部＊ 0895 -22 -1133 798 -0033 宇和島市鶴島町8－16

香川県 高松地方裁判所 087-851 -1432 760 -8586 高松市丸の内1-36
　丸亀支部 0877 -23 -5112 763 -0034 丸亀市大手町3-4 -1
　観音寺支部＊ 0875 -25 -3467 768 -0060 観音寺市観音寺町甲2804 -1

徳島県 徳島地方裁判所＊ 088-603 -0123 770 -8528 徳島市徳島町1-5 -1
　阿南支部＊ 0884 -22 -0148 774 -0030 阿南市富岡町西池田口1-1
　美馬支部＊ 0883 -52 -1035 779 -3610 美馬市脇町大字脇町1229 -3

高知県 高知地方裁判所＊ 088-822 -0340 780 -8558 高知市丸ノ内1-3 -5
　須崎支部＊ 0889 -42 -0046 785 -0010 須崎市鍛冶町2-11
　安芸支部＊ 0887 -35 -2065 784 -0003 安芸市久世町9-25
　中村支部＊ 0880 -35 -3007 787 -0028 四万十市中村山手通54-1

[九州・沖縄]
福岡県 福岡地方裁判所＊ 092-781 -3141 810 -8653 福岡市中央区城内1-1

　飯塚支部＊ 0948 -22 -1150 820 -8506 飯塚市新立岩10-29
　直方支部＊ 0949 -22 -0522 822 -0014 直方市丸山町1-4
　久留米支部＊ 0942 -32 -5387 830 -8530 久留米市篠山町21
　柳川支部＊ 0944 -72 -3121 832 -0045 柳川市本町4
　大牟田支部＊ 0944 -53 -3503 836 -0052 大牟田市白金町101
　八女支部＊ 0943 -23 -4036 834 -0031 八女市本町537 -4
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福岡県 　小倉支部＊ 093-561 -3431 803 -8531 北九州市小倉北区金田1-4 -1

　行橋支部＊ 0930 -22 -0035 824 -0001 行橋市行事1-8 -23
　田川支部＊ 0947 -42 -0163 826 -8567 田川市千代町1-5

佐賀県 佐賀地方裁判所＊ 0952 -23 -3161 840 -0833 佐賀市中の小路3-22
　武雄支部＊ 0954 -22 -2159 843 -0022 武雄市武雄町大字武雄5660
　唐津支部＊ 0955 -72 -2138 847 -0012 唐津市大名小路1-1

長崎県 長崎地方裁判所 095-822 -6151 850 -8503 長崎市万才町9-26
　大村支部＊ 0957 -52 -3501 856 -0831 大村市東本町287
　島原支部＊ 0957 -62 -3151 855 -0036 島原市城内1-1195 -1
　佐世保支部＊ 0956 -22 -9175 857 -0805 佐世保市光月町9-4
　平戸支部＊ 0950 -22 -2004 859 -5153 平戸市戸石川町460
　壱岐支部＊ 0920 -47 -1019 811 -5133 壱岐市郷ノ浦町本村触624 -1
　五島支部＊ 0959 -72 -3315 853 -0001 五島市栄町1-7
　厳原支部＊ 0920 -52 -0067 817 -0013 対馬市厳原町中村642 -1

熊本県 熊本地方裁判所＊ 096-325 -2159 860 -8513 熊本市中央区京町1-13 -11
　玉名支部＊ 0968 -72 -3037 865 -0051 玉名市繁根木54-8
　山鹿支部＊ 0968 -44 -5141 861 -0501 山鹿市山鹿280
　阿蘇支部＊ 0967 -22 -0063 869 -2612 阿蘇市一の宮町宮地2476 -1
　八代支部＊ 0965 -32 -2175 866 -8585 八代市西松江城町1-41
　人吉支部＊ 0966 -23 -4855 868 -0056 人吉市寺町1
　天草支部＊ 0969 -23 -2004 863 -8585 天草市諏訪町16-24

大分県 大分地方裁判所＊ 097-532 -7161 870 -8564 大分市荷揚町7-15
　杵築支部＊ 0978 -62 -2052 873 -0001 杵築市大字杵築1180
　佐伯支部＊ 0972 -22 -0168 876 -0815 佐伯市野岡町2-13 -2
　竹田支部＊ 0974 -63 -2040 878 -0013 竹田市大字竹田2065 -1
　中津支部＊ 0979 -22 -2115 871 -0050 中津市二ノ丁1260
　日田支部＊ 0973 -23 -3145 877 -0012 日田市淡窓1-1 -53

宮崎県 宮崎地方裁判所＊ 0985 -68 -5115 880 -8543 宮崎市旭2-3 -13
　日南支部＊ 0987 -25 -1188 889 -2535 日南市飫肥3-6 -1
　都城支部＊ 0986 -23 -4131 885 -0075 都城市八幡町2-3
　延岡支部＊ 0982 -32 -3291 882 -8585 延岡市東本小路121

鹿児島県 鹿児島地方裁判所＊ 099 -222 -7121 892 -8501 鹿児島市山下町13-47
　名瀬支部＊ 0997 -52 -5141 894 -0033 奄美市名瀬矢之脇町1-1
　加治木支部＊ 0995 -62 -2666 899 -5214 姶良市加治木町仮屋町95
　知覧支部＊ 0993 -83 -2229 897 -0302 南九州市知覧町郡6196 -1
　川内支部＊ 0996 -22 -2154 895 -0064 薩摩川内市花木町2-20
　鹿屋支部＊ 0994 -43 -2330 893 -0011 鹿屋市打馬1-2 -14

180



地 区 庁 名 電話番号 郵便番号 所　在　地
沖縄県 那覇地方裁判所＊ 098-855 -3366 900 -8567 那覇市樋川1-14 -1

　沖縄支部＊ 098-939 -0011 904 -2194 沖縄市知花6-7 -7
　名護支部＊ 0980 -52 -2642 905 -0011 名護市字宮里451 -3
　平良支部＊ 0980 -72 -2012 906 -0012 宮古島市平良字西里345
　石垣支部＊ 0980 -82 -3076 907 -0004 石垣市字登野城55
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