弁護士・外国 法事務弁 護士共 同法人に係る 預り金等 の取扱 いに関する規 程
（令和三年六 月十一日 会規第 百十三号）
（目的）
第一条 この 規程は、 弁護士 ・外国法事務 弁護士共 同法人 である会員（ 以下「共 同法人 会員」という 。）が職 務に関
して預かり保 管する金 員（以 下「預り金」 という。 ）及び 預貯金（以下 「預り預 貯金」 という。）の 取扱いの 適正
を図るため必 要な事項 を定め ることを目的 とする。
（流用の禁 止）
第二条 共同 法人会員 は、預 り金及び預り 預貯金を 預かり 保管した目的 以外に使 用して はならない。
（預り金口 座の開設 ）
第三条 共同 法人会員 は、預 り金の保管に 備えるた め、預 り金のみを管 理する専 用の口 座（以下「預 り金口座 」とい
う。）を、銀 行その他 の金融 機関に開設し なければ ならな い。ただし、 預り金を 保管す る可能性が長 期にわた りな

五 口座番号
共同法人 会員は、 第一項 ただし書の規 定により 預り金 口座を開設し ないとき は、預 り金口座を開 設しない 旨及び

いときは、こ の限りで ない。
２ 預り金口 座の口座 名義に は、預り金、 預り口、 預り金 口その他の預 り金口座 である ことを明示す る文字を 用いな
ければならな い。ただ し、銀 行その他の金 融機関が 預り金 口座であるこ とを明示 する文 字を用いた口 座名義で 口座
を開設するこ とに応じ ないと きは、この限 りでない 。
３ 共同法人 会員は、 全ての 預り金口座（ 特定の依 頼者又 は事件に係る ものを除 く。） について、次 に掲げる 事項を
所属弁護士会 に届け出 なけれ ばならない。 届け出た 事項に 変更があった ときも、 同様と する。
一 銀行その他の金 融機関 及び店舗の名 称
二 預貯金の種類
三 口座名義
四 口座名義に預り 金口座 であることを 明示する 文字を 用いないとき は、その 理由
４

その理由を所 属弁護士 会に届 け出なければ ならない 。
（預り金の 保管方法 ）
第四条 共同 法人会員 は、預 り金を保管す るときは 、自己 の金員と区別 し、預り 金であ ることを明確 にする方 法で保
管しなければ ならない 。
２ 共同法人 会員は、 一の事 件又は一の依 頼者につ いて預 り金の総額が 五十万円 以上と なった場合に おいて、 当該預
り金を十四営 業日（日 本銀行 の休日を除い た日をい う。） 以上にわたり 保管する ときは 、当該預り金 のうち五 十万
円以上の額を 、預り金 口座で 保管しなけれ ばならな い。
（通知義務 ）
第五条 共同 法人会員 は、依 頼者のために 相手方そ の他利 害関係人から 預り金を 受領し たとき（官公 署の委嘱 による
ときを除く。 ）は、遅 滞なく 、依頼者にそ の旨を通 知しな ければならな い。
（預り証）
第六条 共同 法人会員 は、依 頼者から預り 金を受領 し、又 は預り預貯金 に係る通 帳等の 引渡しを受け たとき（ 官公署
の委嘱による ときを除 く。） は、依頼者に 対し、預 り証を 発行しなけれ ばならな い。た だし、口座振 込みの方 法で
預り金を受領 した場合 にあっ ては、依頼者 の請求が あった ときに限る。
（記録義務）
第七条 共同 法人会員 は、預 り金及び預り 預貯金を 保管す るに当たり、 入出金の 年月日 及び金額並び に入金の 目的及
び出金の使途 を記録し なけれ ばならない。
２ 共同法人 会員は、 前項に 規定する記録 を、当該 預り金 又は預り預貯 金に係る 職務が 終了した後三 年間保存 しなけ
ればならない 。
（収支報告 ）
第八条 共同 法人会員 は、依 頼者の請求が あったと き、及 び当該預り金 又は預り 預貯金 に係る職務が 終了した とき（ 官
公署の委嘱に よる職務 が終了 したときを除 く。）は 、依頼 者に対し、入 出金の概 要を記 載した書面に より、預 り金
及び預り預貯 金の収支 につい て報告しなけ ればなら ない。
（弁護士会による照 会）
第九条 弁護 士会は、 所属す る共同法人会 員につい て、預 り金若しくは 預り預貯 金を返 還しないこと を理由と する懲
戒の請求若し くは紛議 調停の 申立てがあっ たとき、 預り金 若しくは預り 預貯金の 返還に 関する苦情が 三箇月間 に三
回（同一の者 からの同 一の案 件に係る苦情 は一回と みなす 。）以上あっ たとき、 又は第 二条から前条 までの規 定に
違反すると思 料する相 当の理 由があるとき は、当該 共同法 人会員に対し 、預り金 及び預 り預貯金の保 管状況全 般に
ついて、次に 掲げる事 項を照 会し、調査す ることが できる 。
一 預り金及び預り 預貯金 に係る入出金 の年月日 及び金 額並びに入金 の目的及 び出金 の使途
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二 預り金口座の開 設の有 無及び預り金 口座を開 設して いる場合にあ っては当 該預り 金口座に係る 次に掲げ る事項 、
預り金口座を 開設して いない 場合にあって はその理 由
イ 銀行その他の 金融機 関及び店舗の 名称
ロ 預貯金の種類
ハ 口座名義
ニ 口座名義に預 り金口 座であること を明示す る文字 を用いないと きは、そ の理由
ホ 口座番号
三 預り預貯金の保 管の有 無及び預り預 貯金を保 管して いる場合にあ っては当 該預り 預貯金に係る 次に掲げ る事項
銀行その他の 金融機 関及び店舗の 名称
預貯金の種類
イ
ロ

ハ
ニ
四 第四条に規定す る保管 方法の実施の 有無
五 第五条に規定す る通知 の有無
六 第六条に規定す る預り 証発行の有無
七 前条に規定する 収支報 告の有無
（照会に対 する回答 義務）
第十条 共同 法人会員 は、前 条の規定によ る照会を 受けた ときは、弁護 士会に対 し、速 やかに、預り 金又は預 り預貯
金に関する帳 簿、通帳 その他 の第七条に規 定する記 録の写 し（当該記録 が電磁的 記録を もって作成さ れている とき
は、当該電磁 的記録に 記録さ れた事項を紙 面に印刷 したも の）を添付し て、書面 で回答 しなければな らない。 ただ
し、依頼者、 相手方そ の他利 害関係人の氏 名、経緯 等事件 の内容に関わ る事項が 記録に 含まれている 場合は、 当該
事項を伏せて 回答する ことが できる。
（弁護士会の 措置等）
第十一条 弁 護士会は 、前条 に規定する回 答に基づ き調査 した結果、相 当と認め るとき は、次に掲げ るいずれ か又は
各号の措置を 採る。
一 当該共 同法人会 員に助 言すること。
二 当該共 同法人会 員につ いて懲戒の事 由がある と思料 するときは、 懲戒の手 続に付 し、弁護士会 の綱紀委 員会に
事案の調査を させるこ と。
２ 弁護士会 は、前項 第一号 の措置を採っ た共同法 人会員 に対し、助言 に応じた 措置の 実施状況を報 告するよ う求め
ることができ る。
３ 前項の規 定により 報告を 求められた共 同法人会 員は、 これに応ずる よう努め なけれ ばならない。
４ 弁護士会 は、所属 する共 同法人会員が 前条に規 定する 回答をしない ときは、 当該共 同法人会員を 懲戒の手 続に付
し、弁護士会 の綱紀委 員会に 事案の調査を させるこ とがで きる。
（秘密の保 持）
第十二条 弁 護士会の 役員及 び職員は、第 三条第三 項若し くは第四項又 は第十条 の規定 により知り得 た共同法 人会員
の預り金及び 預り預貯 金に関 する秘密を他 に漏らし てはな らない。その 職を退い た後も 、同様とする 。
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。

