弁護士・外国 法事務弁 護士共 同法人の懲戒 処分歴の 開示に 関する規程
（令和三年六 月十一日 会規第 百十一号）
（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）第三十条 第三項の 規定に 基づき、弁護 士・外国 法事務
弁護士共同法 人（以下 「共同 法人」という 。）が受 けた懲 戒の処分に関 する履歴 （法人 の種類の変更 があった 場合
においては、 種類の変 更前の 弁護士法人又 は外国法 事務弁 護士法人が受 けた懲戒 の処分 に関する履歴 を含む。 以下
「懲戒処分歴 」という 。）を 、本会が開示 するため の手続 を定める。
（開示請求 者）
第二条 本会 は、共同 法人に 対して現に法 律事務の 依頼若 しくは委嘱を し、又は 依頼若 しくは委嘱を しようと する者
から請求があ った場合 、次条 以下に規定す るところ により 、当該共同法 人（現に 共同法 人である者に 限る。） の懲
戒処分歴を開 示するこ とがで きる。
（開示する 懲戒処分 歴の種 類等）
第三条 本会 が開示す ること のできる懲戒 の処分の 履歴は 、本会又 は弁護士 会が共同法 人に対してし た懲戒の 処分（ 法
人の種類の変 更があっ た場合 においては、 種類の変 更前の 弁護士法人又 は外国法 事務弁 護士法人に対 してした 懲戒
の処分を含む 。）であ って、 次に掲げるも のとする 。
一 除名 効力の停 止中の ものであって 、懲戒の 処分が 効力を生じた 日から三 年を経 過していない もの
二 退会命 令 懲戒 の処分 が効力を生じ た日から 三年を 経過していな いもの
三 業務停 止 業務 停止の 期間が満了し ていない もの及 び業務停止の 期間が満 了した 日から三年を 経過して いない
もの
戒告 その効力 を生じ た日から三年 を経過し ていな いもので、共 同法人会 員基本 規程第三十条 及び弁護 士・外
国法事務弁護 士共同法 人の懲 戒処分の公告 及び公表 等に関 する規程（会 規第百九 号）第 七条又は同規 程第六条 の
四

規定により本 会又は弁 護士会 において公表 されたも の（法 人の種類の変 更があっ た場合 においては、 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 関し て 相当 す る 規 定 に よ り 本会 又 は弁 護 士 会 に お い て 公表 さ れ た
ものを含む。 ）
２ 前項第二 号及び第 三号に 規定する期間 には、効 力の停 止中の期間は 算入しな い。
（開示する 懲戒処分 等の内 容）
第四条 本会 が開示す る懲戒 処分歴に関す る内容は 、次に 掲げる事項と する。
一 除名、 退会命令 、業務 停止又は戒告 の種別及 び業務 停止の場合は 、その期 間
二 懲戒の 処分が効 力を生 じた年月日
三 懲戒の 処分の理 由の要 旨
四 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）第五十 九条に規 定
する審査請求 又は外国 弁護士 法律事務取扱 法第百二 条第一 項の規定によ る取消し の訴え が係属中の場 合は、そ の
旨（弁護士法 第五十九 条に規 定する審査請 求又は同 法第六 十一条第一項 の規定に よる取 消しの訴えが 係属中の 場
合は、その旨 を含む。 ）

被請求 共同法人 に現に 法律事務の依 頼若しく は委嘱 をし、又は依 頼若しく は委嘱 をしようとす る事案の 概要
開示を 必要とす る事由

五 共同法 人が効力 の停止 の決定を受け たときは 、その 旨（法人の種 類の変更 があっ た場合におい て種類の 変更前
の弁護士法人 又は外国 法事務 弁護士法人が 効力の停 止の決 定を受けたと きは、そ の旨を 含む。）及び 決定を受 け
た年月日
六 前号の 決定が効 力を失 ったときは、 その旨及 び効力 を失った年月 日
（開示請求 の手続）
第五条 本会 は、共同 法人の 懲戒処分歴の 開示を請 求する 者（以下「請 求者」と いう。 ）に対し、次 に掲げる 事項を
記載し、かつ 、押印を した書 面を提出させ なければ ならな い。
一 請求者 の氏名又 は名称 及び代表者の 氏名、住 所又は 主たる事務所 の所在場 所並び に電話番号
二 開示を 請求する 対象の 共同法人（以 下「被請 求共同 法人」という 。）の名 称並び に主たる法律 事務所の 名称及
び所在場所
三
四

五 本会か ら開示を 受けた 懲戒処分歴を 他に漏ら さない ことを誓約す る旨
２ 請求者は 、自然人 にあっ ては本人確認 に必要な 書類の 写しを、法人 その他の 団体に あっては資格 証明書を 、前項
の書面に添付 しなけれ ばなら ない。
（開示の方 法）
第六条 本会 は、前条 の書面 の提出があっ たときは 、前条 第一項第四号 に掲げる 開示を 必要とする事 由が不当 なもの
と認める場合 を除き、 請求者 に対し、速や かに、同 項第一 号の規定によ り記載さ れた住 所又は主たる 事務所の 所在

場所に宛てた 配達証明 取扱い の書留郵便で 送達する 書面に より、第四条 に規定す る事項 を通知する。
２ 本会は、 被請求共 同法人 に第三条に規 定する懲 戒の処 分の履歴がな いときは 、その 旨を、前項に 規定する 方法に
より通知する 。
（追加の通 知）
第七条 本会 は、被請 求共同 法人に係る外 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 十九条
に規定する審 査請求に ついて 本会が懲戒処 分を取り 消し、 若しくは変更 する旨の 裁決を した場合又は 外国弁護 士法
律事務取扱法 第百二条 第一項 の規定による 取消しの 訴えの 判決の確定に より懲戒 の処分 が取り消され た場合（ 弁護
士法第五十九 条に規定 する審 査請求につい て本会が 懲戒処 分を取り消し 、若しく は変更 する旨の裁決 をした場 合又
は同法第六十 一条第一 項の規 定による取消 しの訴え の判決 の確定により 懲戒の処 分が取 り消された場 合を含む 。）
であって、当 該被請求 共同法 人が求めたと きは、前 条第一 項に規定する 通知を受 けた者 に対し、当該 被請求共 同法
人につき当該 裁決又は 判決の 確定があった 旨の通知 を、第 五条第一項第 一号の規 定によ り記載された 住所又は 主た
る事務所の所 在場所に 宛てた 配達証明取扱 いの書留 郵便に 付して発送す る。
（照会の申 出）
第八条 共同 法人は、 本会に 対し、過去三 年間にお ける自 己についての 懲戒処分 歴の開 示請求の有無 を照会す ること
ができる。
２ 前項の照 会は、書 面によ り行わなけれ ばならな い。
３ 本会は、 共同法人 から第 一項の照会が あったと きは、 速やかに、次 に掲げる 事項を 書面により通 知する。
一 開示請 求の有無 及び回 数
二 請求者 の数
三 開示の 有無及び 回数
（費用の負 担）
第九条 本会 は、請求 者に対 し、実費を勘 案した手 数料を 納付させるこ とができ る。

第五条第 二項に規 定する 本人確認に必 要な書類 は、規 則で定める。
前条に規 定する手 数料の 額は、規則で 定める。

（規則）
第十条 第五 条から第 八条ま でに規定する 書面等の 様式は 、規則で定め る。
２
３

附 則
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。

