通則

（令和三年六 月十一日 会規第 百六号）

通則（第一 条―第 二十一条）
懲戒請求者 の異議 の申出及び審 査（第二 十二条 ―第五十五条 ）
連合会の調 査の請 求及び調査（ 第五十六 条―第 八十二条）
綱紀審査会 の調査 の嘱託及び調 査（第八 十三条 ―第八十五条 ）
補則（第八 十六条 ）

弁護士・外国 法事務弁 護士共 同法人に係る 綱紀手続 に関す る規程
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第一章

連 合会の 綱紀委員会を いう（第 五条第 一号、第十九 条第七項 第五号 及び第二十条 第五項第 五号を

（目的）
第一条 この 規程は、 共同法 人会員基本規 程（会規 第百五 号）第二十八 条の規定 に基づ き、弁護士・ 外国法事 務弁護
士共同法人（ 弁護士法 人から 種類の変更に より弁護 士・外 国法事務弁護 士共同法 人とな った者を含む 。以下「 共同
法人」という 。）の懲 戒に関 する綱紀委員 会の手続 につい て必要な事項 を定める ことを 目的とする。
（定義）
第二条 この 規程にお いて、 次の各号に掲 げる用語 の意義 は、当該各号 に定める ところ による。
一 外国弁 護士法律 事務取 扱法 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）をいう。
連合会 日本弁 護士連 合会をいう。
二

三 綱紀委 員会
除く。）。

四 懲戒委 員会 連 合会の 懲戒委員会を いう（第 二十二 条、第二十九 条、第三 十四条 第二項及び第 五十四条 第三項
を除く。）。
五 対象共 同法人 審査又 は調査の対象 となる事 案につ き懲戒の手続 に付され た共同 法人をいう。
六 原弁護 士会 異 議申出 人が懲戒の請 求をした 弁護士 会をいう。
（綱紀委員 会の招集 ）
第三条 綱紀 委員会は 、委員 長が招集する 。ただし 、委員 長が選任され る前にお いては 、連合会の会 長が招集 する。
２ 綱紀委員 会の招集 は、日 時、場所及び 会議の目 的たる 事項を記載し た通知書 を会日 の七日前まで に委員に 発送し
て行う。ただ し、特別 の事情 があるときは 、その期 間を短 縮し、又は文 書によら ないで 行うことがで きる。
（出席の方 法等）
第四条 前条 第一項の 場合に おいて、委員 は、災害 の発生 その他のやむ を得ない 事由に より綱紀委員 会の開催 場所に
おいて出席す ることが 困難な ときは、映像 と音声の 送受信 により相手の 状態を相 互に認 識しながら通 話をする こと
ができる方法 （以下「 通信シ ステム」とい う。）に よって 、弁護士会、 弁護士会 支部、 弁護士会連合 会その他 委員

自己が 後見人、 後見監 督人、保佐人 、保佐監 督人、 補助人又は補 助監督人 となっ ている者に関 する事案
自己又 は第三号 に掲げ る者が社員又 は使用人 である 弁護士又は外 国法事務 弁護士 となっている 共同法人 に関す

長が許可した 場所（以 下「弁 護士会等」と いう。） から綱 紀委員会に出 席するこ とがで きる。ただし 、弁護士 会等
からの出席の 可否及び 出席の 方法について は、あら かじめ 委員長の許可 を得なけ ればな らない。
２ 通信機器 の故障等 により 、映像又は 音声によ る認識が 困難となった 場合、弁護士会 等から出席す る委員は 、審査 、
調査及び議決 に加わる ことが できない。
（除斥）
第五条 委員 及び予備 委員は 、次に掲げる 事案の審 査又は 調査から除斥 される。
一 弁護士 会の綱紀 委員会 において関与 した事案
二 自己に 関する事 案
三 配偶者 、四親等 内の親 族若しくは同 居の親族 又はこ れらの者であ った者に 関する 事案
四 代理人 又は補佐 人とし て関与し、又 は関与す ること となる事案
五
六

る事案
（忌避）
第六条 委員 又は委員 を代理 する予備委員 について 審査又 は調査の公正 を害する おそれ のある事情が あるとき は、対
象共同法人は 、忌避の 申立て をすることが できる。
２ 綱紀委員 会は、前 項の申 立てに対し、 速やかに 決定し なければなら ない。
（回避）

調査員は 、委員長 の求め に応じて調査 の結果を 綱紀委 員会に報告し なければ ならな い。
前三条の 規定は、 調査員 について準用 する。

第七条 委員 及び予備 委員は 、前条第一項 に規定す る場合 には、回避す ることが できる 。
（調査員）
第八条 綱紀 委員会及 び綱紀 手続に関する 規程（会 規第五 十七号）第七 条の調査 員は、 この規程に基 づく共同 法人の
懲戒に関する 綱紀委員 会の手 続についても 、次に掲 げる事 務を行う。
一 事案の 調査
二 共同法 人に係る 懲戒の 手続に関する 調査研究
三 前二号 に掲げる ものの ほか、綱紀委 員会が必 要と認 めた事項
２ 調査員は 、前項第 一号の 調査に当たっ て、委員 長の求 めにより、綱 紀委員会 、審査 期日又は調査 期日に出 席しな
ければならな い。この 場合に おいては、第 四条第一 項の規 定を準用する 。
調査員は 、審査期 日又は 調査期日にお いて、自 ら審査 若しくは調査 をし、又 は意見 を述べること はできな い。
３
４
５
（書記）
第九条 綱紀 委員会及 び綱紀 手続に関する 規程第八 条の書 記は、この規 程に基づ く共同 法人の懲戒に 関する綱 紀委員
会の手続につ いても、 委員長 の命を受けて 、審査又 は調査 に関する文書 の作成、 送達そ の他の事務を つかさど る。
２ 第五条か ら第七条 までの 規定は、書記 について 準用す る。
（秘密の保 持）
第十条 委員 、予備委 員、調 査員、鑑定人 及び連合 会の職 員は、綱紀委 員会の審 査及び 調査に関し、 職務上知 り得た
秘密を漏らし てはなら ない。 その職を退い た後も、 同様と する。
（綱紀委員 会の議事 の非公 開）
第十一条 綱 紀委員会 の議事 は、公開しな い。
（部会）
第十二条 委 員長は、 部会を 置くときは、 一の部会 につい て、弁護士で ある委員 の中か ら四人以上、 裁判官、 検察官
及び学識経験 者である 委員の 中から各一人 の部会員 を指名 する。

員」とあるの は「部会 員」と 、それぞれ読 み替える ものと する。
部会に関 し必要な 事項は 、規則で定め る。

２ 部会長は 、部会を 総理す る。
３ 部会は、 部会長に 事故が あるときに部 会長の職 務を行 う部会員の順 序をあら かじめ 定める。
４ 部会は、 部会長が 招集す る。ただし、 部会長が 選任さ れる前におい ては、委 員長が 招集する。
５ 綱紀委員 会は、そ の定め るところによ り、この 規程に 基づいて綱紀 委員会が 行う審 査又は調査を 部会に行 わせる
ことができる 。
６ 部会が審 査又は調 査をし た事案につい ては、綱 紀委員 会の定めると ころによ り、部 会の議決をも って綱紀 委員会
の議決とする ことがで きる。
７ 第三条第 二項、第 四条か ら第七条まで 、第八条 第二項 から第五項ま で、第九 条から 第十一条まで 、第十三 条、第
三十条から第 四十七条 まで、 第四十九条、 第五十条 、第五 十二条、第五 十三条第 三項、 第五十八条か ら第七十 八条
まで及び第八 十条の規 定は、部会について 準用する 。この 場合において 、「委員長 」と あるのは「部会長 」と 、「委
８

（議事録）
第十三条 綱 紀委員会 を開催 したときは、 議事録を 作成し 、出席した委 員長及び 委員一 人以上がこれ に署名押 印しな
ければならな い。
２ 前項の議 事録に関 し必要 な事項は、規 則で定め る。
（文書の送 達）
第十四条 文 書の送達 は、送 達すべき者に 交付し、 又は配 達証明取扱い の書留郵 便によ って行う。
２ 文書の送 達は、こ れを受 けるべき者の 所在が知 れない ときその他前 項の規定 による ことができな いときは 、公示
の方法によっ てするこ とがで きる。
３ 公示の方 法による 送達は 、連合会がそ の文書を 保管し 、いつでもそ の送達を 受ける べき者に交付 する旨を 連合会
の掲示場に掲 示し、か つ、そ の旨を官報に 掲載して 行うも のとする。こ の場合に おいて は、その掲示 を始めた 日の
翌日から起算 して十四 日を経 過した時に、 その文書 の送達 があったもの とみなす 。
（弁護士に 対する文 書の送 達等）
第十五条 弁 護士に対 する文 書の送達は、 連合会に 登録さ れた事務所若 しくは住 所又は 綱紀委員会に 届け出ら れた事
務所若しくは 住所に宛 ててす る。
２ 前項の場 合を除き 、弁護 士に対する文 書の送付 及び通 知は、この規 程に特別 の定め がある場合を 除いては 、連合
会に登録され た事務所 若しく は住所又は綱 紀委員会 に届け 出られた事務 所若しく は住所 に宛ててする 。
（共同法人 等に対す る文書 の送達等）
第十六条 対 象共同法 人及び その他の共同 法人並び に弁護 士法人に対す る文書の 送達は 、主たる法律 事務所又 は綱紀

委員会に届け 出られた 従たる 法律事務所若 しくは社 員の住 所に宛ててす る。
２ 対象共同 法人及び その他 の共同法人並 びに弁護 士法人 に対し前項の 規定によ る文書 の送達ができ ないとき は、綱
紀委員会に届 け出られ た従た る法律事務所 以外の従 たる法 律事務所又は 社員の住 所に宛 ててすること ができる 。
３ 前二項の 場合を除 き、対 象共同法人及 びその他 の共同 法人並びに弁 護士法人 に対す る文書の送付 及び通知 は、こ
の規程に特別 の定めが ある場 合を除いては 、主たる 法律事 務所、従たる 法律事務 所又は 社員の住所に 宛ててす る。
（準用）
第十七条 第 十五条の 規定は 外国法事務弁 護士に対 する文 書の送達及び 送付並び に通知 について、前 条の規定 は外国
法事務弁護士 法人に対 する文 書の送達及び 送付並び に通知 について、そ れぞれ準 用する 。この場合に おいて、 前条
中「法律事務 所」とあ るのは 「事務所」と 読み替え るもの とする。
（共同法人 の変更等 の届出 ）
第十八条 対 象共同法 人は、 共同法人会員 基本規程 第十一 条から第十五 条までの 規定に よる届出をす るときは 、その
旨を綱紀委員 会に届け 出なけ ればならない 。

主任代理 人は、対 象共同 法人が指定し 、指定が ないと きは、委員長 が指定す る。
対象共同 法人は、 代理人 を選任し、又 は主任代 理人を 指定したとき は、その 氏名又 は名称、事務 所（弁護 士法人

（代理人）
第十九条 対 象共同法 人は、 弁護士、弁護 士法人又 は共同 法人を代理人 に選任す ること ができる。
２ 弁護士法 人又は共 同法人 が代理人に選 任された 場合に は、当該弁護 士法人又 は共同 法人は、その 社員又は 使用人
である弁護士 の中から 代理人 の職務を行う べき者を 指名し 、その氏名（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 をいう。 以下こ の条及び次条 において 同じ。 ）、事務所及 び所属弁 護士会 の名称を綱紀 委員会に 届け
出なければな らない。 代理人 の職務を行う べき者を 変更し たときも、同 様とする 。
３ 代理人は 、本人の ために 独立して、こ の規程に 定める 行為をするこ とができ る。
４ 代理人が 二人（弁 護士法 人又は共同法 人にあっ ては、 一弁護士法人 又は一共 同法人 をもって一人 とする。 ）以上
あるときは、 そのうち の一人 の弁護士、弁 護士法人 又は共 同法人を主任 代理人と し、主 任代理人は他 の代理人 を代
表する。
５
６

対 象共同法 人は、 外国法事務弁 護士、外 国法事 務弁護士法人 又は共同 法人を 補佐人に選任 すること ができ

又は共同法人 にあって は、主 たる法律事務 所の名称 及び所 在場所）及び 所属弁護 士会の 名称を綱紀委 員会に届 け出
なければなら ない。代理人 を 解任したとき、主 任代理人 を 変更したとき その他届 け出た 事項に変更が あったと きも、
同様とする。
７ 次に掲げ る者は、 代理人 となることが できない 。
一 連合会 の会長及 び副会 長並びに事務 総長、事 務次長 その他の職員
二 懲戒委 員会の委 員、予 備委員及び調 査員
三 綱紀委 員会の委 員、予 備委員及び調 査員
四 前号に 掲げる者 のいず れかとして当 該事案の 審査又 は調査に関与 した者
五 弁護士 会の綱紀 委員会 の委員、予備 委員又は 調査員 のいずれかと して当該 事案の 調査に関与し た者
（補佐人）
第二十条
る。

一

次に掲げ る者は、 補佐人 となることが できない 。
連合会の事務総 長、事 務次長その他 の職員

２ 外国法事 務弁護士 法人又 は共同法人が 補佐人に 選任さ れた場合には 、当 該外国法事 務弁護士法人 又は共同 法人は 、
その社員又は 使用人で ある外 国法事務弁護 士の中か ら補佐 人の職務を行 うべき者 を指名 し、その氏名 、事務所 及び
所属弁護士会 の名称を 綱紀委 員会に届け出 なければ ならな い。補佐人の 職務を行 うべき 者を変更した ときも、 同様
とする。
３ 補佐人は 、対象共 同法人 の社員又は対 象共同法 人の代 理人と共に、 綱紀委員 会の審 査期日又は調 査期日に 出席し
て、これらを 補助する ことが できる。補佐 人の陳述 は、対 象共同法人の 社員又は 対象共 同法人の代理 人が直ち に取
り消し、又は 更正しな い限り 、対象共同法 人の社員 の陳述 とみなす。
４ 対象共同 法人は、 補佐人 を選任したと きは、そ の氏名 又は名称、事 務所（外 国法事 務弁護士法人 又は共同 法人に
あっては、主 たる事務 所の名 称及び所在場 所）及び 所属弁 護士会の名称 を綱紀委 員会に 届け出なけれ ばならな い。
補佐人を解任 したとき その他 届け出た事項 に変更が あった ときも、同様 とする。
５

二 懲戒委員会の委 員、予 備委員及び調 査員
三 綱紀委員会の委 員、予 備委員及び調 査員
四 前号に掲げる者 のいず れかとして当 該事案の 審査又 は調査に関与 した者
五 弁護士会の綱紀 委員会 の委員、予備 委員又は 調査員 のいずれかと して当該 事案の 調査に関与し た者
（費用の負 担）
第二十一条 連合会は 、綱紀 委員会の審査 又は調査 に要し た費用の全部 又は一部 を、対 象共同法人に 負担させ ること

２

懲戒請 求者の 異議の申出及 び審査

ができる。た だし、対 象共同 法人が何らの 懲戒処分 も受け ないときは、 この限り でない 。
連合会は 、前項の 規定に より対象共同 法人に費 用を負 担させるとき は、あら かじめ 綱紀委員会の 意見を聴 かなけ
ればならない 。
第二章

（異議の申 出の方式 ）
第二十二条 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（ 昭和二 十四年法律第 二百五号 ）第六
十四条第一項 の規定に よる異 議の申出（原 弁護士会 の懲戒 委員会の審査 に付され ていな い事案に限る 。）は、 異議
申出書正本一 通及び副 本二通 を連合会に提 出してし なけれ ばならない。
（異議申出 書の記載 事項）
第二十三条 異議申出 書には 、次に掲げる 事項を記 載しな ければならな い。
一 異議申 出人の氏 名又は 名称及び住所
二 異議の 申出の対 象とな る共同法人の 名称、主 たる法 律事務所の名 称及び所 在場所 並びに原弁護 士会の名 称
三 懲戒の 請求をし た年月 日
四 原弁護 士会から 懲戒し ない旨の通知 を受けた ときは 、その年月日
五 異議の 申出の趣 旨及び 理由
六 共同法 人会員基 本規程 第三十二条第 二項の規 定によ る教示の有無 及びその 内容
七 異議の 申出の年 月日
２ 異議申出 人が法人 その他 の社団又は財 団である ときは 、異議申出書 には前項 各号に 掲げる事項の ほか、そ の代表
者又は管理人 の氏名を 記載し なければなら ない。
異議申出 人は、前 項の場 合には、代表 者又は管 理人の 資格を証する 書面を提 出しな ければならな い。
３

（異議申出 人代表）
第二十四条 複数の懲 戒請求 者が共同して 異議の申 出をし たときは、全 員の協議 により 異議申出人代 表一人を 選ぶこ
とができる。 この場合 におい ては、綱紀委 員会に、 異議申 出人代表の氏 名又は名 称及び 住所を書面に より届け 出な
ければならな い。異議 申出人 代表を変更し 、又は解 任した 場合も、同様 とする。
２ 前項の規 定による 異議申 出人代表の届 出がない ときは 、綱紀委員会 は、異議 申出人 代表一人を指 定するこ とがで
きる。異議申 出人代表 を解任 した旨の届出 があった 場合に おいて、新た に異議申 出人代 表の届出がな いときも 、同
様とする。
３ 前二項の 規定によ り、異 議申出人代表 が届け出 られ、 又は指定され たときは 、異議 申出人に対す る文書の 送付及
び通知は、異 議申出人 代表に 宛ててすれば 足りる。
（異議申出 期間の特 例）
第二十五条 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 間の末
日が行政機関 の休日（ 行政機 関の休日に関 する法律 （昭和 六十三年法律 第九十一 号）第 一条第一項各 号に掲げ る行
政機関の休日 をいう。 以下同 じ。）に当た るときは 、行政 機関の休日の 翌日をも って当 該期間の末日 とみなす 。
（異議申出 期間後の 異議の 申出）
第二十六条 異議の申 出は、 天災その他や むを得な い事由 があるときは 、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 期間の 経過後もする ことがで きる。
２ 前項の規 定による 異議の 申出は、その 事由がや んだ日 の翌日から起 算して一 週間以 内にしなけれ ばならな い。
（誤った教 示による 異議の 申出）
第二十七条 弁護士会 は、誤 って弁護士会 に異議を 申し出 ることができ る旨教示 した場 合において、 弁護士会 に異議
の申出がなさ れたとき は、速 やかに、異議 申出書を 連合会 に送付し、か つ、異議 申出人 にその旨を通 知しなけ れば
ならない。こ の場合に おいて は、弁護士会 に異議の 申出が された時に、 連合会に 異議の 申出がなされ たものと みな
す。
２ 弁護士会 が誤って 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
期間よりも長 い期間を 異議の 申出期間とし て教示し た場合 において、そ の教示さ れた期 間内に異議の 申出がな され
たときは、当 該異議の 申出は 、同項に規定 する期間 内にな されたものと みなす。
（弁護士会 に対する 記録の 提出請求）
第二十八条 連合会は 、異議 の申出を受け たときは 、原弁 護士会に対し 、その事 案の記 録の提出を求 めること ができ
る。
２ 弁護士会 は、前項 の規定 により記録の 提出を求 められ たときは、連 合会に対 し、遅 滞なく、記録 を提出し なけれ
ばならない。
（綱紀委員 会に対す る審査 の請求）
第二十九条 連合会は 、異議 の申出があり 、当該事 案が原 弁護士会の懲 戒委員会 の審査 に付されてい ないもの である

第三十 八条第二 項に規 定する公開の 請求がで きるこ と。
第四十 条第一項 の規定 により証拠と なる書類 等の提 出ができるこ と。

ときは、速や かに、綱 紀委員 会に異議の審 査を求め なけれ ばならない。
（審査開始 の通知）
第三十条 連 合会は 、綱紀委 員会に異議の 審査を求 めたと きは、速や かに、審査開始 通 知書を対象共 同法人に 送達し 、
原弁護士会及 び異議申 出人に 送付しなけれ ばならな い。
２ 対象共同 法人に対 する審 査開始通知書 には、次 に掲げ る事項を記載 しなけれ ばなら ない。
綱紀委 員会に異 議の審 査を求めたこ と。
異議申 出の内容 （異議 申出書の副本 又は謄本 を添付 することをも って代え ること ができる。）
綱紀委 員会から 出席を 求められた審 査期日に 出席し なければなら ないこと 。
第十九 条第一項 の規定 により代理人 の選任が できる こと。
第二十 条第一項 の規定 により補佐人 の選任が できる こと。
一
二
三
四
五

六
七
八 第四十 一条第一 項、第 四十二条第一 項、第四 十三条 第一項、第四 十五条、 第四十 六条第一項及 び第四十 七条第
一項に規定す る申立て ができ ること。
九 第四十 九条第一 項の規 定により証拠 となる書 類等の 閲覧及び謄写 ができる こと。
３ 原弁護士 会に対す る審査 開始通知書に は、前項 第一号 及び第二号に 掲げる事 項を記 載しなければ ならない 。
４ 異議申出 人に対す る審査 開始通知書に は、第二 項第一 号に掲げる事 項を記載 しなけ ればならない 。
（補正及び 補正しな い場合 等の議決）
第三十一条 綱紀委員 会は、 異議の申出が 外国弁護 士法律 事務取扱法又 は連合会 の会則 若しくは会規 に規定す る手続
に違反すると きは、期 間を定 めて、異議申 出人にそ の補正 を求めること ができる 。
綱紀委員 会は、異 議申出 人が前項の補 正をしな いとき 、又はその手 続の違反 が補正 できないもの であると きは、
異議の申出を 却下する 旨の議 決をすること ができる 。
２

（手続の併 合又は分 離）
第三十二条 綱紀委員 会は、 必要があると きは、対 象共同 法人の意見を 聴き、数 個の異 議の審査を併 合し、又 は分離

通知しなけれ ばならな い。た だし、審査期 日に出席 した者 には、次の審 査期日を 告知す ることをもっ て足りる 。
最初の審 査期日の 通知は 、その期日の 十四日前 までに 書面を発して 行わなけ ればな らない。

することがで きる。
（審査期間 ）
第三十三条 綱紀委員 会は、 異議の審査を 求められ たとき は、六か月以 内に審査 を遂げ て議決を行う ものとす る。た
だし、事案が 複雑なと きその 他特別の事情 があると きは、 この限りでな い。
（審査期日 ）
第三十四条 綱紀委員 会は、 異議を審査す るため、 審査期 日を定めるこ とができ る。
２ 綱紀委員 会は、審 査期日 における審査 をした後 でなけ れば、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 条の二 第二項の規定 により原 弁護士 会の懲戒委員 会に事案 の審査 を求めること を相当と 認め
る旨の議決を すること ができ ない。
綱紀委員 会は、第 一項の 規定により審 査期日を 定めた ときは、その 日時及び 場所を 、対象共同法 人又は代 理人に
３
４

対象共同 法人の社 員は、 審査期日に出 席するこ とがで きる。
綱紀委員 会は、対 象共同 法人の社員及 び代理人 が共に 審査期日に出 席しない 場合で あっても、審 査期日を 開き、

（審査期日 における 委員の 出席の方法等 ）
第三十五条 第四条の 規定に かかわらず、 委員は、 対象共 同法人（第三 十二条の 規定に より他の異議 の審査を 併合す
るときは、当 該審査に 付され た対象者を含 む。）が 同意し たときに限り 、通信シ ステム によって、弁 護士会等 から
審査期日に出 席するこ とがで きる。ただし 、弁護士 会等か らの出席の可 否及び出 席の方 法については 、あらか じめ
委員長の許可 を得なけ ればな らない。
２ 通信機器 の故障等 により 、映像又は音 声による 認識が 困難となった 場合、弁 護士会 等から出席す る委員は 、審査
に加わること ができな い。
（対象共同 法人の社 員の出 席等）
第三十六条 対象共同 法人の 社員は、綱紀委員 会から出席 を求められた 審査期日 に出席 しなければな らない 。ただし 、
特別の事情が あるとき は、委 員長の承認を 得て、期 日に出 席せず、又は 代理人の みを出 席させること ができる 。
２
３

又は審査を終 結するこ とがで きる。
（審査期日 における 対象共 同法人の社員 の出席の 方法等 ）
第三十七条 前条第一 項（第 四十二条第一 項の規定 により 対象共同法人 の社員を 審尋す る場合を含む 。）及び 第二項
の場合におい て、対象 共同法 人の社員並び に代理人 及び補 佐人が、災害 の発生そ の他の やむを得ない 事由によ り審
査期日の開催 場所にお いて出 席することが 困難であ るとし て、通信シス テムによ って弁 護士会等から 審査期日 に出
席することを 希望する ときは 、委員長は、 これを許 可する ことができる 。ただし 、第三 十二条の規定 により他 の異

議の審査を併 合する場 合であ って、当該審 査に付さ れた対 象者が同意し ないとき は、こ の限りでない 。
（審査期日 の非公開 ）
第三十八条 審査期日 は、公 開しない。
２ 対象共同 法人の請 求があ ったときは、 前項の規 定にか かわらず、第 四十二条 第一項 に規定する対 象共同法 人の社
員を審尋する 審査期日 を公開 する。ただし 、前条本 文の場 合においては 、この限 りでな い。
３ 綱紀委員 会は、審 査期日 を公開しない ときでも 、相当 と認める者の 傍聴を許 すこと ができる。
（審査期日 調書）
第三十九条 審査期日 におけ る審査の経過 について は、審 査期日調書を 作成し、 規則で 定めるところ により、 審査期
日における審 査に関す る重要 な事項を記載 しなけれ ばなら ない。
（対象共同 法人の証 拠書類 等の提出）
第四十条 対 象共同法 人は、 証拠となる書 類、物及 び電磁 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。
以下同じ。） を提出す ること ができる。た だし、綱 紀委員 会が期間を定 めたとき は、そ の期間内に提 出しなけ れば
ならない。
２ 綱紀委員 会は、審 査に関 し必要がある ときは、 対象共 同法人に対し 、期間を 定めて 、証拠となる 書類、物 又は電
磁的記録の提 出を求め ること ができる。
３ 対象共同 法人は、 前項の 規定により書 類等の提 出を求 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 。
（関係人等 の資料の 提出）
第四十一条 綱紀委員 会は、 審査に関し必 要がある ときは 、対象共同法 人の申立 てによ り、又は職権 で、関係 人及び
官公署その他 に対して 陳述、 説明又は資料 の提出を 求める ことができる 。
弁護士、 弁護士法 人、外 国法事務弁護 士、外国 法事務 弁護士法人及 び共同法 人は、 前項の規定に より陳述 、説明
２
又は資料の提 出を求め 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。
（対象共同 法人の社 員の審 尋等）

綱紀委員会が 第一項の 規定に よる審尋をす るときは 、正当 な理由がない 限り、こ れに応 じなければな らない。
第一項の 場合にお いて、 異議申出人又 は関係人 が、災 害の発生その 他のやむ を得な い事由により 審尋の開 催場所

第四十二条 綱紀委員 会は、 審査に関し必 要がある ときは 、対象共同法 人の申立 てによ り、又は職権 で、対象 共同法
人の社員を審 尋し、又 は陳述 若しくは説明 を求める ことが できる。
２ 対象共同 法人の社 員は、 前項の規定に より陳述 又は説 明を求められ 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。
（異議申出 人等の審 尋）
第四十三条 綱紀委員 会は、 審査に関し必 要がある ときは 、対象共同法 人の申立 てによ り、又は職権 で、異議 申出人
（異議申出人 が官公署 又は公 私の団体であ る場合に は、そ の代表者）又 は関係人 を審尋 することがで きる。
２ 対象共同 法人の社 員並び に代理人及び 補佐人は 、前項 の場合におい て、異議 申出人 又は関係人に 対して質 問する
ことができる 。
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 は共同法 人であ る異議申出人 又は関係 人は、
３
４

において出席 すること が困難 であるとして 、通信シ ステム によって弁護 士会等か ら審尋 に出席するこ とを希望 する
ときは、委員 長は、対 象共同 法人（第三十 二条の規 定によ り他の異議の 審査を併 合する ときは、当該 審査に付 され
た対象者を含 む。）が 同意し たときに限り 、これを 許可す ることができ る。
（審査期日 調書への 引用）
第四十四条 綱紀委員 会は、 必要と認めて 審査期日 におけ る供述を速記 者に速記 させ、 又は録音装置 を使用し て録音
したときは、 その速記 録又は 録音を反訳し た書面を 引用添 付して審査期 日調書の 一部と することがで きる。
（物件の提 出）
第四十五条 綱紀委員 会は、 審査に関し必 要がある ときは 、対象共同法 人の申立 てによ り、又は職権 で、書類 その他
の物件の所持 人にその 物件の 提出を求める ことがで きる。
（鑑定）
第四十六条 綱紀委員 会は、 審査に関し必 要がある ときは 、対象共同法 人の申立 てによ り、又は職権 で、学識 経験の
ある者に鑑定 を嘱託す ること ができる。
２ 鑑定人に ついて誠 実な鑑 定をすること を妨げる べき事 情があるとき は、対象 共同法 人は、忌避の 申立てを するこ
とができる。
３ 綱紀委員 会は、第 一項の 規定により鑑 定を嘱託 した場 合において必 要がある と認め るときは、鑑 定人に鑑 定書の
説明をさせる ことがで きる。
（検証）
第四十七条 綱紀委員 会は、 審査に関し必 要がある ときは 、対象共同法 人の申立 てによ り、又は職権 で、場所 又は物

る。ただし、 その日時 及び場 所は、委員長 の指示に 従わな ければならな い。
綱紀委員 会は、相 当と認 めるときは、 異議申出 人につ いても、前項 の規定の 例によ り、閲覧又は 謄写を許 すこと

について検証 をするこ とがで きる。
２ 綱紀委員 会は、前 項の規 定により検証 をしよう とする ときは、あら かじめそ の日時 及び場所を対 象共同法 人に通
知し、これに 立ち会う 機会を 与えなければ ならない 。
（原弁護士 会の意見 陳述）
第四十八条 原弁護士 会は、 書面により、 審査に係 る事案 につき意見を 述べるこ とがで きる。
２ 綱紀委員 会は、前 項の書 面の写しを、 対象共同 法人及 び異議申出人 に送付し なけれ ばならない。
（記録の閲 覧等）
第四十九条 対象共同 法人、代理人及び補 佐人並び に原弁 護士会は 、その事 案の審査期 日調書並びに 証拠とな る書類 、
物及び電磁的 記録の閲 覧（電 磁的記録にあ っては、 電子計 算機の映像面 に表示さ れたも のの閲覧。以 下同じ。 ）を
し、かつ、謄 写（電磁 的記録 にあっては、 記録され た事項 を記載した書 面の謄写 。以下 同じ。）をす ることが でき
２
ができる。
（主査委員 による調 査）
第五十条 綱 紀委員会 は、必 要があるとき は、委員 の一人 又は数人を主 査委員に 選ぶこ とができる。
２ 主査委員 は、異議 の審査 のため調査期 日を開き 、主張 の整理及び証 拠調べを するこ とができる。
３ 前項の規 定による 調査の 結果は、綱紀 委員会に 顕出し なければなら ない。
４ 第八条第 一項から 第四項 まで、第三十 四条第一 項、第 三項及び第四 項並びに 第三十 六条から第四 十七条ま での規
定は、主査委 員による 調査に ついて準用す る。この 場合に おいて、これ らの規定 （第八 条第二項中「 綱紀委員 会」
とある部分を 除く。） 中「綱 紀委員会」と あり、及 び「委 員長」とある のは、「 主査委 員」と読み替 えるもの とす
る。
（請求外事 案の報告 ）
第五十一条 綱紀委員 会は、 異議の審査を 開始した 後、対 象共同法人に ついて、 当該事 案以外に外国 弁護士法 律事務
取扱法第九十 二条第一 項の非 行に該当する 事由があ ると思 料するときは 、その旨 及び当 該事由を連合 会の会長 に報

取り下げるこ とができ る。
異議の申 出の取下 げは、 書面でしなけ ればなら ない。

告することが できる。
２ 連合会は 、前項の 規定に よる報告を受 けたとき は、速 やかに、その 旨及び当 該事由 を原弁護士会 に通知し なけれ
ばならない。
（議決及び 報告）
第五十二条 綱紀委員 会は、 審査を終結し たときは 、速や かに、異議の 申出につ いて議 決を行う。
２ 綱紀委員 会は、前 項の議 決をしたとき は、速や かに、 議決の結果及 び理由を 記載し た議決書を添 えて、連 合会の
会長に報告し なければ ならな い。
３ 前項の議 決書には 、委員 長が署名押印 する。
（異議の申 出の取下 げ）
第五十三条 異議申出 人は、 連合会が異議 の申出に つき次 条に規定する 決定等を するま では、いつで も、その 申出を
２

やかに、異議 の申出を 棄却す る決定をしな ければな らない 。
連合会は 、綱紀委 員会が 異議の申出に つき原弁 護士会 の懲戒委員会 に事案の 審査を 求めることを 相当と認 める旨

３ 綱紀委員 会は、異 議の申 出の取下げが あったと きは、 審査を終了す る旨の議 決をす る。
４ 綱紀委員 会は、前 項の議 決をしたとき は、速や かに、 書面をもって その旨を 連合会 の会長に報告 しなけれ ばなら
ない。
５ 連合会は 、前項の 規定に よる報告があ ったとき は、対 象共同法人及 び原弁護 士会に 、その旨及び その理由 を通知
しなければな らない。
６ 対象共同 法人に対 する前 項の規定によ る通知は 、第十 四条に規定す る文書の 送達に よって行う。
（連合会の 決定等）
第五十四条 連合会は 、綱紀 委員会が異議 の申出を 不適法 として却下す ることを 相当と 認める旨の議 決をした ときは 、
速やかに、異 議の申出 を却下 する決定をし なければ ならな い。
連合会は 、綱紀委 員会が 異議の申出に 理由がな いとし て棄却するこ とを相当 と認め る旨の議決を したとき は、速
２
３

の議決をした ときは、 速やか に、原弁護士 会がした 対象共 同法人を懲戒 しない旨 の決定 を取り消して 、事案を 原弁
護士会に送付 する。
４ 連合会は 、原弁護 士会が 相当の期間内 に懲戒の 手続を 終えないこと について の異議 の申出につき 、綱紀委 員会が
その異議の申 出に理由 がある と認める旨の 議決をし たとき は、原弁護士 会に対し 、速や かに懲戒の手 続を進め 、対
象共同法人を 懲戒し、 又は懲 戒しない旨の 決定をす るよう 命じなければ ならない 。
（連合会の 決定等の 通知）

連合会 の調査 の請求及び調 査

第五十五条 連合会は 、前条 に規定する決 定等をし たとき は、速やかに 、対象共 同法人 、異議申出人 及び原弁 護士会
に、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 対象共同 法人及び 異議申 出人に対する 前項の規 定によ る通知は、第 十四条に 規定す る文書の送達 によって 行う。
３ 異議申出 人に対す る前条 第一項又は第 二項に係 る第一 項の規定によ る通知に 当たっ ては、通知を 受けた日 の翌日
から起算して 三十日以 内に、 連合会に対し て外国弁 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
十四条の三第 一項に規 定する 綱紀審査の申 出ができ る旨を 教示しなけれ ばならな い。
第三章
（調査の開 始）
第五十六条 連合会は 、共同 法人について 懲戒の事 由があ ると思料する ときは、 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 により綱紀委 員会にそ の事案 の調査を求め ることが でき

綱紀委 員会に事 案の調 査を求めたこ と。
調査を 求めた事 案（調 査請求書の謄 本を添付 するこ とをもって代 えること ができ る。）

三 綱紀委 員会から 出席を 求められた調 査期日に 出席し なければなら ないこと 。
四 第十九 条第一項 の規定 により代理人 の選任が できる こと。
五 第二十 条第一項 の規定 により補佐人 の選任が できる こと。
六 第六十 六条第二 項に規 定する公開の 請求がで きるこ と。
七 第六十 八条第一 項の規 定により証拠 となる書 類等の 提出ができる こと。
八 第六十 九条第一 項、第 七十条第一項 、第七十 一条第 一項、第七十 四条、第 七十五 条第一項及び 第七十六 条第一
項に規定する 申立てが できる こと。
九 第七十 七条の規 定によ り証拠となる 書類等の 閲覧及 び謄写ができ ること。
対象共同 法人の所 属弁護 士会に対する 調査開始 通知書 には、前項第 一号及び 第二号 に掲げる事項 を記載し なけれ
ばならない。

一
二

る。
２ 連合会は 、前項の 規定に より事案の調 査を求め るとき は、綱紀委員 会に次に 掲げる 事項を記載し た調査請 求書を
提出しなけれ ばならな い。
一 調査の 対象とな る共同 法人の名称、 主たる法 律事務 所の名称及び 所在場所 並びに 所属弁護士会 の名称
二 調査を 求める事 案
三 調査を 求める年 月日
（調査開始 の通知）
第五十七条 連合会は 、綱紀 委員会に事案 の調査を 求めた ときは、速や かに、調 査開始 通知書を対象 共同法人 に送達
し、対象共同 法人の所 属弁護 士会に送付し なければ ならな い。
対象共同 法人に対 する調 査開始通知書 には、次 に掲げ る事項を記載 しなけれ ばなら ない。
２

３

（手続の併 合又は分 離）
第五十八条 綱紀委員 会は、 必要があると きは、対 象共同 法人の意見を 聴き、数 個の事 案の調査又は 事案の調 査と異
議の審査とを 併合し、 又は分 離することが できる。
（調査期間 ）
第五十九条 綱紀委員 会は、 事案の調査を 求められ たとき は、六か月以 内に調査 を遂げ て議決を行う ものとす る。た
だし、事案が 複雑なと きその 他特別の事情 があると きは、 この限りでな い。
（弁明等）
第六十条 綱 紀委員会 は、事 案の調査に当 たっては 、対象 共同法人に対 し、弁明 その他 陳述の機会を 与えなけ ればな
らない。
２ 綱紀委員 会は、連 合会か ら事案の調査 を求めら れたと きは、原則と して一か 月以内 に、対象共同 法人の弁 明を聴
取し、又は弁 明書の提 出を求 めるものとす る。
（調査期日 ）
第六十一条 綱紀委員 会は、 事案を調査す るため、 調査期 日を定めなけ ればなら ない。
２ 綱紀委員 会は、前 項の規 定により調査 期日を定 めたと きは、その日 時及び場 所を、 対象共同法人 又は代理 人に通
知しなければ ならない 。ただ し、調査期日 に出席し た者に は、次の調査 期日を告 知する ことをもって 足りる。
３ 最初の調 査期日の 通知は 、その期日の 十四日前 までに 書面を発して 行わなけ ればな らない。
（調査期日 における 委員の 出席の方法等 ）
第六十二条 第四条の 規定に かかわらず、 委員は、 対象共 同法人（第五 十八条の 規定に より他の事案 の調査又 は異議
の審査を併合 するとき は、当 該調査又は審 査に付さ れた対 象者を含む。 ）が同意 したと きに限り、通 信システ ムに
よって、弁護 士会等か ら調査 期日に出席す ることが できる 。ただし、弁 護士会等 からの 出席の可否及 び出席の 方法

綱紀委員 会は、対 象共同 法人の社員及 び代理人 が共に 調査期日に出 席しない 場合で あっても、調 査期日を 開き、
又は調査を終 結するこ とがで きる。

については、 あらかじ め委員 長の許可を得 なければ ならな い。
２ 通信機器 の故障等 により 、映像又は音 声による 認識が 困難となった 場合、弁 護士会 等から出席す る委員は 、調査
に加わること ができな い。
（調査期日 外の調査 ）
第六十三条 綱紀委員 会は、 調査期日外に おいても 、第七 十八条第二項 の規定に よる調 査をすること ができる 。
２ 前項の規 定による 調査の 結果は、綱紀 委員会に 顕出し なければなら ない。
（対象共同 法人の社 員の出 席等）
第六十四条 対象共同 法人の 社員は、綱紀委員 会から出席 を求められた 調査期日 に出席 しなければな らない 。ただし 、
特別の事情が あるとき は、委 員長の承認を 得て、期 日に出 席せず、又は 代理人の みを出 席させること ができる 。
対象共同 法人の社 員は、 調査期日に出 席するこ とがで きる。
２
３

を審尋する調 査期日を 公開す る。ただし、 前条本文 の場合 においては、 この限り でない 。
綱紀委員 会は、調 査期日 を公開しない ときでも 、相当 と認める者の 傍聴を許 すこと ができる。

（調査期日 における 対象共 同法人の社員 の出席の 方法等 ）
第六十五条 前条第一 項（第 七十条第一項 の規定に より対 象共同法人の 社員を審 尋する 場合を含む。 ）及び第 二項の
場合において 、対象共 同法人 の社員並びに 代理人及 び補佐 人が、災害の 発生その 他のや むを得ない事 由により 調査
期日の開催場 所におい て出席 することが困 難である として 、通信システ ムによっ て弁護 士会等から調 査期日に 出席
することを希 望すると きは、 委員長は、こ れを許可 するこ とができる。 ただし、 第五十 八条の規定に より他の 事案
の調査又は異 議の審査 を併合 する場合であ って、当 該調査 又は審査に付 された対 象者が 同意しないと きは、こ の限
りでない。
（調査期日 の非公開 ）
第六十六条 調査期日 は、公 開しない。
２ 対象共同 法人の請 求があ ったときは、 前項の規 定にか かわらず、第 七十条第 一項に 規定する対象 共同法人 の社員
３

（調査期日 調書）
第六十七条 調査期日 におけ る調査の経過 について は、調 査期日調書を 作成し、 規則で 定めるところ により、 調査期
日における調 査に関す る重要 な事項を記載 しなけれ ばなら ない。
（対象共同 法人の証 拠書類 等の提出）
第六十八条 対象共同 法人は 、証拠となる 書類、物 及び電 磁的記録を提 出するこ とがで きる。ただし 、綱紀委 員会が
期間を定めた ときは、 その期 間内に提出し なければ ならな い。
２ 綱紀委員 会は、調 査に関 し必要がある ときは、 対象共 同法人に対し 、期間を 定めて 、証拠となる 書類、物 又は電
磁的記録の提 出を求め ること ができる。
対象共同 法人は、 前項の 規定により書 類等の提 出を求 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 。
３

（関係人等 の資料の 提出）
第六十九条 綱紀委員 会は、 調査に関し必 要がある ときは 、対象共同法 人の申立 てによ り、又は職権 で、関係 人及び

尋することが できる。
対象共同 法人の社 員並び に代理人及び 補佐人は 、前項 の場合におい て、関係 人に対 して質問する ことがで きる。

官公署その他 に対して 陳述、 説明又は資料 の提出を 求める ことができる 。
２ 弁護士、 弁護士法 人、外 国法事務弁護 士、外国 法事務 弁護士法人及 び共同法 人は、 前項の規定に より陳述 、説明
又は資料の提 出を求め 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。
（対象共同 法人の社 員の審 尋等）
第七十条 綱 紀委員会 は、調 査に関し必要 があると きは、 対象共同法人 の申立て により 、又は職権で 、対象共 同法人
の社員を審尋 し、又は 陳述若 しくは説明を 求めるこ とがで きる。
２ 対象共同 法人の社 員は、 前項の規定に より陳述 又は説 明を求められ 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。
（関係人の 審尋）
第七十一条 綱紀委員 会は、 調査に関し必 要がある ときは 、対象共同法 人の申立 てによ り、又は職権 で、関係 人を審
２

３ 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 は共同法 人であ る関係人は、 綱紀委員 会が第
一項の規定に よる審尋 をする 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。
４ 第一項の 場合にお いて、 関係人が、災 害の発生 その他 のやむを得な い事由に より審 尋の開催場所 において 出席す
ることが困難 であると して、 通信システム によって 弁護士 会等から審尋 に出席す ること を希望すると きは、委 員長
は、対象共同 法人（第 五十八 条の規定によ り他の事 案の調 査又は異議の 審査を併 合する ときは、当該 調査又は 審査
に付された対 象者を含 む。） が同意したと きに限り 、これ を許可するこ とができ る。

（供述録取 書）
第七十二条 綱紀委員 会は、 対象共同法人 の社員そ の他関 係人の供述を 録取して 、供述 録取書を作成 すること ができ
る。
２ 前項の規 定により 供述を 録取した委員 は、供述 録取書 に署名押印し なければ ならな い。
（調査期日 調書及び 供述録 取書への引用 ）
第七十三条 綱紀委員 会は、 必要と認めて 調査期日 におけ る供述を速記 者に速記 させ、 又は録音装置 を使用し て録音
したときは、 その速記 録又は 録音を反訳し た書面を 引用添 付して調査期 日調書又 は供述 録取書の一部 とするこ とが
できる。
（物件の提 出）
第七十四条 綱紀委員 会は、 調査に関し必 要がある ときは 、対象共同法 人の申立 てによ り、又は職権 で、書類 その他
の物件の所持 人にその 物件の 提出を求める ことがで きる。
（鑑定）
第七十五条 綱紀委員 会は、 調査に関し必 要がある ときは 、対象共同法 人の申立 てによ り、又は職権 で、学識 経験の
ある者に鑑定 を嘱託す ること ができる。
２ 鑑定人に ついて誠 実な鑑 定をすること を妨げる べき事 情があるとき は、対象 共同法 人は、忌避の 申立てを するこ
とができる。
３ 綱紀委員 会は、第 一項の 規定により鑑 定を嘱託 した場 合において必 要がある と認め るときは、鑑 定人に鑑 定書の
説明をさせる ことがで きる。
（検証）
第七十六条 綱紀委員 会は、 調査に関し必 要がある ときは 、対象共同法 人の申立 てによ り、又は職権 で、場所 又は物
について検証 をするこ とがで きる。
綱紀委員 会は、前 項の規 定により検証 をしよう とする ときは、あら かじめそ の日時 及び場所を対 象共同法 人に通
２
知し、これに 立ち会う 機会を 与えなければ ならない 。
（記録の閲 覧等）
第七十七条 対象共同 法人、 代理人及び補 佐人は、 その事 案の調査期日 調書並び に証拠 となる書類、 物及び電 磁的記
録の閲覧をし 、かつ、 謄写を することがで きる。た だし、 その日時及び 場所は、 委員長 の指示に従わ なければ なら
ない。
（主査委員 による調 査）
第七十八条 綱紀委員 会は、 必要があると きは、委 員の一 人又は数人を 主査委員 に選ぶ ことができる 。
２ 綱紀委員 会は、主 査委員 に命じて事案 の調査を させる ことができる 。
３ 主査委員 は、事案 の調査 のため調査期 日を開き 、主張 の整理及び証 拠調べを するこ とができる。
４ 第八条第 一項から 第四項 まで、第六十 一条及び 第六十 四条から第七 十六条ま での規 定は、主査委 員による 調査に
ついて準用す る。この 場合に おいて、これ らの規定 （第八 条第二項中「 綱紀委員 会」と ある部分を除 く。）中 「綱
紀委員会」と あり、「 委員長 」とあり、及 び「委員 」とあ るのは、「主 査委員」 と読み 替えるものと する。
（請求外事 案の報告 ）
第七十九条 綱紀委員 会は、 事案の調査を 開始した 後、対 象共同法人に ついて、 当該事 案以外に外国 弁護士法 律事務

速やかに、懲 戒委員会 に事案 の審査を求め なければ ならな い。
連合会は 、綱紀委 員会が 懲戒委員会に 事案の審 査を求 めないことを 相当とす る議決 をしたときは 、速やか に、対

取扱法第九十 二条第一 項の非 行に該当する 事由があ ると思 料するときは 、その旨 及び当 該事由を連合 会の会長 に報
告することが できる。
（議決及び 報告）
第八十条 綱 紀委員会 は、調 査を終結した ときは、 速やか に、懲戒委員 会に事案 の審査 を求めること を相当と 認める
か否かについ て議決を しなけ ればならない 。
２ 綱紀委員 会は、前 項の議 決をしたとき は、速や かに、 議決の結果及 び理由を 記載し た議決書を添 えて、連 合会の
会長に報告し なければ ならな い。
３ 前項の議 決書には 、委員 長が署名押印 する。
（連合会の 決定等）
第八十一条 連合会は 、綱紀 委員会が懲戒 委員会に 事案の 審査を求める ことを相 当と認 める旨の議決 をしたと きは、
２

象共同法人を 懲戒しな い旨の 決定をしなけ ればなら ない。
（連合会の 決定等の 通知）
第八十二条 連合会は 、前条 第一項の規定 により懲 戒委員 会に事案の審 査を求め たとき は、速やかに 、対象共 同法人
及び対象共同 法人の所 属弁護 士会に、議決 書の謄本 を添付 して、その旨 及び事案 の内容 を書面により 通知しな けれ
ばならない。
連合会は 、前条第 二項の 規定により対 象共同法 人を懲 戒しない旨の 決定をし たとき は、速やかに 、対象共 同法人
２

３
綱紀審 査会の 調査の嘱託及 び調査

及び対象共同 法人の所 属弁護 士会に、議決 書の謄本 を添付 して、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。
対象共同 法人に対 する前 二項の規定に よる通知 は、第 十四条に規定 する文書 の送達 によって行う 。
第四章

（綱紀審査 会の調査 嘱託に よる調査）
第八十三条 綱紀委員 会は、 綱紀審査会か ら綱紀審 査に関 し必要な調査 を嘱託さ れたと きは、嘱託さ れた事項 につき
調査する。
（指名委員 による調 査）
第八十四条 委員長は 、一人 又は数人の委 員を指名 して、 前条に規定す る調査を させる ことができる 。
２ 前項の規 定により 指名を 受けた委員は 、嘱託さ れた事 項を調査し、 その結果 を綱紀 委員会に顕出 しなけれ ばなら

綱紀委員 会は、 この規程に定 めるもの のほか 、これを実施 するため に必要 な事項を細則 で定める ことが

補則

ない。
（調査結果 の報告）
第八十五条 綱紀委員 会は、速やかに 、嘱託さ れた事項に 関する調査の 結果を綱 紀審査 会に報告しな ければな らない 。
２ 綱紀委員 会は、前 項の規 定による報告 に、資料 を添付 することがで きる。

則

第五章
（細則）
第八十六条
できる。
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。

