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第一章

（令和三年六 月十一日 会規第 百五号）

（目的）
第一条 この 規程は、 日本弁 護士連合会会 則（以下 「会則 」という。） 第九十七 条の四 第二項の規定 に基づき 、共同
法人会員に関 する事項 を定め ることを目的 とする。
（本会の目 的等）
第二条 会則 第三条の 規定の 適用について は、弁護 士・外 国法事務弁護 士共同法 人（以 下「共同法人 」という。）は 、
弁護士法人と みなす。
２ 本会は、 共同法人 に対し 、会則第三条 の事務を 行うに つき必要な報 告又は資 料の提 出を求めるこ とができ る。
（入会及び退 会）
第三条 共同 法人は、 当然、 本会の共同法 人会員と なり、 特に入会の手 続を執る ことを 要しない。
２ 共同法人 が清算結 了の登 記をしたとき （ただし 、外国 弁護士による 法律事務 の取扱 い等に関する 法律（昭 和六十
一年法律第六 十六号。 以下「 外国弁護士法 律事務取 扱法」 という。）第 九十五条 におい て準用する弁 護士法（ 昭和
二十四年法律 第二百五 号）第 六十二条第五 項の規定 により 存続するもの とみなす ときは 、懲戒の手続 が結了し たと
き。）又は破 産手続の 廃止若 しくは終結の 決定が確 定した ときは、当然 、本会の 共同法 人会員たる地 位を失う もの
とし、特に退 会の手続 を執る ことを要しな い。
（使命等）
第四条 共同 法人は、 基本的 人権を擁護し 、社会正 義を実 現することを 使命とす るもの であることを 自覚し、 その使
命に基づき、 誠実にそ の業務 を行わなけれ ばならな い。
共同法人 は、常に 法令が 適正に運用さ れている かどう かを注意し、 いやしく も非違 不正を発見し たときは 、その
２
是正に努めな ければな らない 。
（共同法人に 対する通 知）

共同法 人名簿 及び届出

第五条 共同 法人に対 する通 知は、法律又 は会則若 しくは 会規に別段の 定めがあ る場合 を除いては、 共同法人 の主た
る法律事務所 に宛てて する。
（提出書類の 様式）
第六条 成立 届出書そ の他本 会に提出する ことを要 する書 類の様式は、 規則で定 めるこ とができる。
（弁護士会の 会則）
第七条 弁護 士会は、 入会し ようとする共 同法人が あると きは、共同法 人会員に 関し、 外国弁護士法 律事務取 扱法第
二十三条第一 号から第 三号ま で、第五号及 び第八号 に掲げ る事項につい て、その 会則に 定めを置かな ければな らな
い。
２ 弁護士会 は、前項 の規定 によりその会 則に定め を置き 、又は改廃す るときは 、本会 の承認を受け なければ ならな
い。
第二章

（共同法人 名簿）
第八条 本会 に、共同 法人名 簿を備える。
２ 共同法人 名簿は、 電磁的 記録（電子的 方式、磁 気的方 式その他人の 知覚によ っては 認識すること ができな い方式
で作られる記 録であっ て、電 子計算機によ る情報処 理の用 に供されるも のをいう 。）に よって、調製 すること がで
きる。

れた事務所を いう。第 九号に おいて同じ。 ）
業務を 執行する 権利（ 以下「業務執 行権」と いう。 ）を有しない 社員の氏 名

（共同法人 名簿の記 載事項 等）
第九条 共同 法人名簿 には、 次に掲げる事 項を記載 し、又 は記録する。
一 共同法 人の名称 並びに 主たる法律事 務所の名 称及び 所在場所
二 従たる 法律事務 所の名 称及び所在場 所
三 所属弁 護士会
四 弁護士で ある社員 の氏名（職務上の 氏名を使用 してい る者について は、職務 上の氏 名を併記する 。以下同 じ。）、
登録番号、所 属弁護士 会及び 登録事務所（ 会則第十 八条第 三号の規定に より弁護 士名簿 に記載し、又 は記録さ れ
た事務所をい う。第八 号にお いて同じ。）
五 外国法事 務弁護士 である 社員の氏名、 登録番号 、原資 格国の国名、 指定法の 名称、 所属弁護士会 及び登録 事務
所（外国特別 会員基本 規程（ 会規第二十五 号）第十 条第三 項第五号の規 定により 外国法 事務弁護士名 簿に登録 さ
六
七 代表社 員の氏名 （共同 法人を代表し ない社員 がある 場合に限る。 ）
八 使用人 である弁 護士の 氏名、登録番 号、所属 弁護士 会及び登録事 務所
九 使用人 である外 国法事 務弁護士の氏 名、登録 番号、 所属弁護士会 及び登録 事務所
十 成立の 年月日
十一 届出 番号
十二 届出 の年月日 及びそ の種別
十三 記載 又は記録 に係る 事項の変更の 年月日及 びその 事由
十四 種類 の変更に 関する 次に掲げる事 項
イ 種類の変更の 年月日
ロ 次の 又は に掲げる共 同法人の区分 に応じ、 当該 又は に定める事 項

種 類の 変更後 の弁護

種 類の 変更 前の 弁護

(2)

種類 の変 更に より弁 護士法 人又 は外 国法 事務弁 護 士法人 から 共同 法人 となっ た 者
士法人又は外 国法事務 弁護士 法人に係る事 項

(1)

種類 の変 更によ り共 同法人 から 弁護士 法人 又は 外 国法事 務弁 護士法 人と なっ た 者
士法人又は外 国法事務 弁護士 法人に係る事 項
合併 に関する 次に掲 げる事項
合併の当事者 及びそ の年月日
次の 又は に掲げる共 同法人の区分 に応じ、 当該 又は に定める事 項

(2)

合併により設 立し、又は合併後存 続する共 同法人（合併により 弁護士法 人又は 外国法事務弁 護士法人 から
共同法人とな った者を 含む。 ） 合併によ り消滅し た弁護 士法人、外国 法事務弁 護士法 人又は共同法 人及び
合併により共 同法人と なる前 の弁護士法人 又は外国 法事務 弁護士法人に 係る事項
合併により消 滅した 共同法人 合 併により 設立し 、又は合併後 存続する 共同法 人に係る事項
懲戒 の処分

(2)

十六

(1)

解散 の年月日 及びそ の事由
清算 人の氏名

(2)

十七
十八

十五
イ
ロ

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

二 登記事 項の変更
三 定款の 変更
２ 前項の規 定による 届出は 、次に掲げる 書類を提 出して しなければな らない。 ただし 、登記事項に 変更がな い場合
にあっては第 二号に、 定款に 変更がない場 合にあっ ては第 三号に掲げる 書類の提 出を要 しない。
一 変更届出書
二 登記事項証明書

変更に係る事 項及びそ の内容 を本会に届け 出なけれ ばなら ない。
一 第九条 第一号か ら第九 号までに掲げ る事項の 変更

十九 清算 結了又は 破産手 続の廃止若し くは終結 の登記 及び退会の年 月日
（成立の届 出）
第十条 共同 法人は、 成立の 日から二週間 以内に、 前条第 一号から第十 号までに 掲げる 事項を本会に 届け出な ければ
ならない。
２ 前項の規 定による 届出は 、次に掲げる 書類を提 出して しなければな らない。
一 成立届出書
二 登記事項証明書
三 定款の写し
（変更の届 出）
第十一条 共 同法人は 、種類 の変更、解 散及び合 併による ときを除き 、次に掲 げる事由 が生じた日か ら二週間 以内に 、

(2)

三 定款の写し
（種類の変 更の届出 ）
第十二条 種 類の変更 により 弁護士法人又 は外国法 事務弁 護士法人から 共同法人 となっ た者は、種類 の変更の 日から
二週間以内に 、第九条 第一号 から第九号ま で及び第 十四号 に掲げる事項 を本会に 届け出 なければなら ない。
２ 前項の規 定による 届出は 、次に掲げる 書類を提 出して しなければな らない。
一 種類変更届出書
二 登記事項証明書
三 種類の変 更前の弁 護士法 人又は外国法 事務弁護 士法人 に係る登記事 項証明書
四 定款の写 し
（解散の届 出）
第十三条 共 同法人は 、解散 したとき（外 国弁護士 法律事 務取扱法第八 十条第一 項にお いて準用する 弁護士法 第三十
条の二十三第 一項第三 号又は 第六号に掲げ る事由に より解 散したときを 除く。） は、解 散の日（第四 十三条の 申立

月日を本会に 届け出な ければ ならない。
前項の規 定による 届出は 、第十条 第二項各 号、第 十一条 第二項各号又 は第十二 条第二 項各号に掲げ る書類の ほか、

てにより選任 された清 算人が 行う場合は、 選任の登 記の日 ）から二週間 以内に、 解散の 年月日及びそ の事由を 本会
に届け出なけ ればなら ない。
２ 前項の規 定による 届出は 、次に掲げる 書類を提 出して しなければな らない。
一 解散届出書
二 登記事項証明書
（合併の届 出）
第十四条 共 同法人と 弁護士 法人、外国法 事務弁護 士法人 若しくは他の 共同法人 が合併 したとき、又 は弁護士 法人と
外国法事務弁 護士法人 が合併 したときは、 合併の日 から二 週間以内に、 合併によ り設立 した共同法人 にあって は第
十条の規定の 例により 、合併 後存続する共 同法人に あって は第十一条の 規定の例 により 、合併により 弁護士法 人又
は外国法事務 弁護士法 人から 共同法人とな った者に あって は第十二条の 規定の例 により 、合併の当事 者及びそ の年
２

清算手続 中に当該 共同法 人について破 産手続開 始決定 があったとき は、清算 人は、 その旨を本会 に届け出 なけれ
ばならない。

一
二

合併により解 散した弁 護士法 人、外国法事 務弁護士 法人又 は共同法人に 係る次に 掲げる 書類を提出し てしなけ れば
ならない。
一 合併による解散 届出書
二 登記事項証明書
（清算結了 等の届出 ）
第十五条 共 同法人が 清算結 了の登記をし たときは 、清算 人は、清算結 了の登記 の日か ら二週間以内 に、清算 結了の
登記の年月日 を本会に 届け出 なければなら ない。
２ 前項の規 定による 届出は 、次に掲げる 書類を提 出して しなければな らない。
清算結了届出書
登記事項証明書
３

４ 前項の規 定による 届出は 、次に掲げる 書類を提 出して しなければな らない。
一 破産手続開始決 定届出 書
二 破産手続開始決 定書の 写し
（届出の方 法）
第十六条 第 十条から 前条ま での規定によ る届出は 、共同 法人の主たる 法律事務 所の所 在する地域に おいて所 属する
弁護士会を経 てしなけ ればな らない。
（規則への 委任）
第十七条 第 十条から 第十五 条までの規定 により定 めるほ か、共同法人 の本会に 対する 届出に関し必 要な事項 は、規
則で定める。
（入会金）
第十八条 共 同法人は 、第十 条（第十四条 第一項の 規定に よりその例に よること とされ るときを含む 。）の規 定によ
り届け出ると きは、入 会金三 万円を、主た る法律事 務所の 所在する地域 において 所属す る弁護士会を 経て本会 に納
付しなければ ならない 。
（届出手数 料）
第十九条 共 同法人は 、第十 一条（第十四 条第一項 の規定 によりその例 によるこ ととさ れるときを含 む。）又 は第十
二条（第十四 条第一項 の規定 によりその例 によるこ ととさ れるときを含 む。）の 規定に より届け出る ときは、 届出
手数料二千円 を、主た る法律 事務所の所在 する地域 におい て所属する弁 護士会を 経て本 会に納付しな ければな らな
い。

る。
本会は、 建物の名 称が変 更される場合 その他法 律事務 所又は住居の 物理的又 は場所 的な変更を伴 わず、か つ、当

２ 本会は、 震災、風 水害、 落雷、火災そ の他これ らに類 する災害によ り法律事 務所又 は社員の住居 に甚大な 被害を
受けた共同法 人から、 第十一 条第一項各号 に掲げる 事項（ 同項第一号に 掲げる事 項につ いては、第九 条第一号 若し
くは第二号の 所在場所 又は第 四号、第五号 、第八号 若しく は第九号の登 録事務所 に変更 があった場合 であって 、同
条第三号に掲 げる事項 に変更 がないときに 限る。） につい て変更の届出 がなされ たとき は、前項の届 出手数料 の納
付を免除する ことがで きる。
３ 本会は、 行政区画 、郡、 区、市町村内 の町若し くは字 若しくはこれ らの名称 の変更 、地番の変更 又は住居 表示に
関する法律（ 昭和三十 七年法 律第百十九号 ）第三条 第一項 及び第二項若 しくは第 四条の 規定による住 居表示の 実施
若しくは変更 があった 場合に おいて、これ に伴い第 十一条 第一項各号に 掲げる事 項（同 項第一号に掲 げる事項 につ
いては、第九 条第一号 若しく は第二号の所 在場所又 は第四 号、第五号、 第八号若 しくは 第九号の登録 事務所に 変更
があったとき に限る。 ）につ いて変更の届 出がなさ れたと きは、第一項 の届出手 数料の 納付を免除す ることが でき
４

従たる 法律事 務所

該共同法人又 はその社 員若し くは使用人で ある弁護 士若し くは外国法事 務弁護士 の意思 に基づかず、 法律事務 所又
は住居の所在 場所の表 示に変 更があった場 合におい て、こ れに伴い第十 一条第一 項各号 に掲げる事項 （同項第 一号
に掲げる事項 について は、第 九条第一号若 しくは第 二号の 所在場所又は 第四号、 第五号 、第八号若し くは第九 号の
登録事務所に 変更があ ったと きに限る。） について 変更の 届出がなされ たときは 、第一 項の届出手数 料の納付 を免
除することが できる。
５ 本会は、 戸籍法施 行規則 の一部を改正 する省令 （平成 六年法務省令 第五十一 号）附 則第二条第一 項の規定 による
改製により、 当該共同 法人の 社員又は使用 人である 弁護士 又は外国法事 務弁護士 の意思 に基づかず、 戸籍の氏 名に
変更があった 場合にお いて、 これに伴い第 十一条第 一項各 号に掲げる事 項（同項 第一号 に掲げる事項 について は第
九条第四号か ら第九号 までの 氏名に変更が あったと きに限 る。）につい て変更の 届出が なされたとき は、第一 項の
届出手数料の 納付を免 除する ことができる 。
第三章

共同法 人等の 権利義務

（従たる法 律事務所 の設置 ）
第二十条 共 同法人は 、所属 弁護士会の地 域の内外 を問わ ず、従たる法 律事務所 を設け ることができ る。
２ 共同法人 の法律事 務所に は、当該法律 事務所の 所在す る地域におい て所属す る弁護 士会に所属す る業務執 行権を
有する弁護士 である社 員が常 駐しなければ ならない 。ただ し、外国弁護 士法律事 務取扱 法第八十条第 一項にお いて
準用する弁護 士法第三 十条の 十七ただし書 の規定に よる弁 護士会の許可 （以下「 非常駐 許可」という 。）があ った
ときは、この 限りでな い。
（非常駐許 可の報告 ）
第二十一条 弁護士会 は、非 常駐許可をし たとき、 及び当 該非常駐許可 を更新し 、変更 し、又は取り 消したと きは、
速やかに、本 会に報告 しなけ ればならない 。
第四章

（業務範囲 外法律事 務の禁 止等）
第二十二条 共同法人 の外国 法事務弁護士 である社 員は、 外国弁護士法 律事務取 扱法第 三条及び第五 条から第 七条ま
でに規定する 外国法事 務弁護 士の業務の範 囲を超え て、当 該共同法人の 業務を執 行して はならない。
２ 共同法人 の弁護士 である 社員並びに使 用人であ る弁護 士及び外国法 事務弁護 士は、 前項の規定に 違反する 行為に
関与してはな らない。
（総会の議 決権等）
第二十三条 共同法人 は、所 属弁護士会及 び本会の 総会に 出席し、意見 を述べ、 議案を 発議し、又は 議決権を 行使す
ることができ ない。
（選挙権及 び被選挙 権）
第二十四条 共同法人 は、本 会の役員及び 代議員の 選挙権 及び被選挙権 を有しな い。所 属弁護士会に おける役 員等の
選挙権及び被 選挙権に ついて も、同様とす る。
（共同事務 所におけ る法律 事務所の名称 等）
第二十五条 共同法人 が、弁 護士、弁護士 法人、外 国法事 務弁護士、外 国法事務 弁護士 法人又は他の 共同法人 と事務
所を共にする ときの事 務所の 名称並びにそ の届出及 び表示 については、 別に会規 で定め る。
（外国特別 会員の権 利義務 等の準用）
第二十六条 外国特別 会員基 本規程第十九 条、第二 十九条 、第三十条及 び第六十 三条第 一項の規定は 、共同法 人につ
いて準用する 。

懲戒

（出版物等 の配付）
第二十七条 本会は、 特に必 要と認める場 合のほか 、会則 第七条の機関 雑誌、本 会の発 行する刊行物 その他弁 護士に
一般に配付す る資料を 共同法 人に配付しな い。
第五章
（懲戒の手 続）
第二十八条 共同法人 の懲戒 に関する懲戒 委員会、 綱紀委 員会及び綱紀 審査会の 手続に ついて必要な 事項は、 別に会
規で定める。
（懲戒の公 告）
第二十九条 本会は、 弁護士 会及び本会に よる共同 法人の 懲戒に関する 事項を、 別に会 規で定めると ころによ り、官
報及び機関雑 誌に掲載 して公 告する。
（懲戒の公 表等）
第三十条 本 会は、共 同法人 の懲戒に関す る処分又 は裁判 の主文、理由 その他別 に会規 で定める事項 を公表す ること
ができる。
２ 本会は、 外国弁護 士法律 事務取扱法第 九十四条 第二項 において準用 する弁護 士法第 六十条第二項 の規定に より懲
戒の手続に付 した場合 その他 の別に会規で 定める場 合であ って、本会又 は共同法 人に対 する国民の信 頼を確保 する
ため特に必要 があると きは、 本会の懲戒に 関する処 分前で あっても、事 案の概要 その他 の別に会規で 定める事 項を
公表すること ができる 。
本会は、 共同法人 が受け た懲戒の処分 に関する 履歴を 開示すること ができる 。
前三項に 規定する ものの ほか、公表及 び開示に 関する 事項は、別に 会規で定 める。
（官公署等 への通知 ）
３
４
第三十一条 弁護士会 は、外 国弁護士法律 事務取扱 法第九 十二条第二項 の規定に より共 同法人を懲戒 した場合 は、懲
戒の処分が戒 告である ときを 除き、遅滞 なく 、最高裁判 所、検事総長及び 別に会規 で定め るその他の官 公署に対 し、

前項に規 定する通 知に当 たっては、外 国弁護士 法律事 務取扱法第九 十五条に おいて 準用する弁護 士法第六 十四条
第二項に規定 する期間 内に本 会に対し異議 の申出が できる 旨を教示しな ければな らない 。ただし、懲 戒の処分 が除

その旨及びそ の内容を 通知し なければなら ない。
２ 本会は、 外国弁護 士法律 事務取扱法第 九十四条 第二項 において準用 する弁護 士法第 六十条第五項 の規定に より共
同法人を懲戒 した場合 は、懲 戒の処分が戒 告である ときを 除き、遅滞な く、最高 裁判所 、検事総長及 び別に会 規で
定めるその他 の官公署 に対し 、その旨及び その内容 を通知 しなければな らない。
３ 前二項に 規定する ものの ほか、通知に 関する事 項は、 別に会規で定 める。
（懲戒請求 者への通 知）
第三十二条 弁護士会 は、外 国弁護士法律 事務取扱 法第九 十五条におい て準用す る弁護 士法第五十八 条第四項 若しく
は第六項の規 定により 対象共 同法人（懲戒 の手続に 付され た共同法人を いう。以 下同じ 。）を懲戒し ない旨の 決定
をしたとき、 又は同条 第五項 の規定により 対象共同 法人を 懲戒したとき は、速や かに、 懲戒請求者に 対し、そ の旨
及びその理由 を書面に より通 知しなければ ならない 。
２

共同 法人の推 薦等

名であるとき は、この 限りで ない。
（懲戒手続 への協力 義務）
第三十三条 共同法人 は、別 に会規で定め るところ により 懲戒の手続へ の協力を 求めら れたときは、 正当な理 由がな
い限り、これ に応じな ければ ならない。
第六章

（共同法人 の推薦）
第三十四条 本会は、 法令に 基づき、又は 官公署の 委嘱若 しくは当事者 その他関 係人の 依頼により共 同法人を 推薦す
る必要がある 場合には 、弁護 士推薦委員会 の議を経 て推薦 する。
（建議及び 答申）
第三十五条 本会は、 共同法 人の事務に関 して官公 署に建 議し、又はそ の諮問に 答申す ることができ る。

会計及 び会費

（調査の依 頼）
第三十六条 本会は、 共同法 人の指導、連 絡及び監 督に関 する事務につ いて、官 公署そ の他に必要な 調査を依 頼する
ことができる 。
第七章

三

十一人以 上 金一 万二千 四百円
前項の社 員の人数 は、毎 年一月一日（ 共同法人 の成立 の年にあって は成立の 日とし 、種類の変更 の年にあ っては

（会計）
第三十七条 共同法人 に関す る収入及び支 出は、本 会の一 般会計におい て処理す る。
（会費）
第三十八条 共同法人 は、本 会の会費を主 たる法律 事務所 の所在する地 域におい て所属 する弁護士会 を経て、 本会に
納めなければ ならない 。
２ 毎年四月 （共同法 人の成 立の年にあっ ては成立 の日の 属する月とし 、種類の 変更の 年にあっては 種類の変 更の日
の属する月と し、合併 の年に あっては合併 の日の属 する月 の翌月とする 。）から 翌年三 月までの間の 本会の会 費の
月額は、次の 各号に掲 げる社 員の人数の区 分に応じ 、当該 各号に定める 額とする 。
一 一人 金 二千四百 八十円
二 二人以上 十人以下 金六 千二百円
３
種類の変更の 日とし、 合併の 年にあっては 合併の日 とする 。）における 社員の人 数によ るものとする 。
４ 外国弁護 士法律事 務取扱 法第八十条第 一項にお いて準 用する弁護士 法第三十 条の二 十三第一項第 四号又は 第七号
の規定により 解散した 共同法 人は、解散し た日の属 する月 の翌月から、 本会の会 費の納 付を要しない 。
５ 外国弁護 士法律事 務取扱 法第八十条第 一項にお いて準 用する弁護士 法第三十 条の二 十三第一項第 六号の規 定によ
り解散した共 同法人に 係る本 会の会費の徴 収につい ては、 別に会規で定 める。
（特別会費 ）
第三十九条 共同法人 は、特 別の必要があ る場合に は、特 別会費を主た る法律事 務所の 所在する地域 において 所属す
る弁護士会を 経て、本 会に納 めなければな らない。
外国特別 会員基本 規程第 六十六条第二 項並びに 前条第 四項及び第五 項の規定 は、共 同法人の特別 会費の徴 収につ
いて準用する 。
２

（会費等の 徴収）
第四十条 弁 護士会（ 共同法 人が複数の弁 護士会に 所属す るときは、主 たる法律 事務所 の所在する地 域におい て所属

雑則

する弁護士会 ）は、毎 月末日 において所属 する共同 法人か ら本会の会費 及び特別 会費を 徴収して二か 月以内に 本会
に送金しなけ ればなら ない。
（会費等の 滞納）
第四十一条 共同法人 が六か 月以上本会の 会費又は 特別会 費を滞納した ときは、 所属弁 護士会（共同 法人が複 数の弁
護士会に所属 するとき は、主 たる法律事務 所の所在 する地 域において所 属する弁 護士会 ）の同意を得 て、外国 弁護
士法律事務取 扱法第九 十四条 に規定すると ころによ り懲戒 することがで きる。
第八章
（社員とな る資格証 明書等 ）
第四十二条 本会は、 共同法 人の社員にな ろうとす る者の 申請に基づき 、当該弁 護士又 は外国法事務 弁護士が 外国弁
護士法律事務 取扱法第 五十八 条に規定する 共同法人 の社員 となる資格を 有すると 認める ときは、社員 となる資 格証

則

明書を発行す る。
２ 前項の社 員となる 資格証 明書その他共 同法人の 登記手 続に必要な添 付書類で 弁護士 会又は本会が 発行する 証明書
に関し必要な 事項は、 規則で 定める。
（弁護士会 等による 清算人 の選任の申立 て）
第四十三条 共同法人 が外国 弁護士法律事 務取扱法 第八十 条第一項にお いて準用 する弁 護士法第三十 条の二十 三第一
項第六号又は 第七号に 掲げる 事由により解 散した場 合にお いて必要があ るときは 、当該 共同法人の主 たる法律 事務
所の所在する 地域にお いて所 属する弁護士 会は、裁 判所に 清算人の選任 の申立て をしな ければならな い。ただ し、
本会が必要と 認めると きは、 本会が申立て をする。
附

この規程は 、外国弁 護士に よる法律事務 の取扱い に関す る特別措置法 の一部を 改正す る法律（令和 二年法律 第三十
三号）第二条 の規定の 施行の 日から施行す る。

