弁護士・外国 法事務弁 護士共 同法人に係る 依頼者見 舞金制 度に関する規 程
（令和三年六 月十一日 会規第 百十四号）
（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 （以下「共同 法人」と いう。 ）の業務に伴 う預り金 等の横
領の被害者に 対し裁量 的に支 給する依頼者 見舞金に ついて 支給手続等必 要な事項 を定め ることにより 、本会の 財政
の健全性を確 保しつつ 、被害 者の精神的及 び財産的 被害の 緩和を図り、 もって共 同法人 並びに弁護士 会及び本 会に
対する市民の 信頼を維 持し、 共同法人制度 の健全な 発展に 寄与すること を目的と する。
（依頼者見 舞金の支 給）
第二条 本会 は、共同 法人の 業務に伴い、 依頼者又 は依頼 者に準ずる者 として規 則で定 める者（いず れも自然 人に限
る。以下「依 頼者等」 という 。）が、弁護 士による 横領（ 以下「対象行 為」とい う。） によって財産 を失った とき
は、この規程 の定める ところ により、当該 依頼者等 に対し 、依頼者見舞 金を支給 するこ とができる。

三 対象行為により 対象被 害者が失った 財産につ いて、 対象行為をし た者に塡 補又は 賠償をする資 力のある ことが
明らかである 場合
四 対象行為により 対象被 害者が失った 財産につ いて、 対象行為をし た者が対 象行為 をした当時所 属してい た共同
法人（対象行 為後に法 人の種 類の変更があ った場合 におい ては、種類の 変更後の 弁護士 法人又は外国 法事務弁 護
士法人を含む 。次条第 二項第 四号及び第六 条第一項 第二号 を除き、以下 同じ。） 又は当 該共同法人の 社員で外 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。 ）第八十 条第一 項において準 用する弁 護士法 （昭和二十四 年法律第 二百五 号）第三十条 の十五の 規
定 に よ り 当 該 共 同 法人 の 債務 に つ き 責 任 を 負 うも の に塡 補 又 は 賠 償 を す る資 力 のあ る こ と が 明 ら か であ る 場 合
（対象被害者 が当該共 同法人 の依頼者等で ある場合 に限る 。）
第一項か ら第三項 までの 規定にかかわ らず、本会は、次に掲げる場 合には、依頼 者 見舞金を支給 しない。ただ し 、

二 対象行為により 対象被 害者が失った 財産の一 部につ いて塡補又は 賠償がさ れた場 合であって、 塡補又は 賠償が
されない部分 の額が三 十万円 以下であると き。

一

２ 本会は、 前項の規 定によ り依頼者見舞 金の支給 を受け ることができ る依頼者 等（以 下「対象被害 者」とい う。）
が次条第一項 の支給の 申請を する前に死亡 したとき は、そ 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 にあった 者を含 む。）、子、 父母、孫 、祖父 母又は兄弟姉 妹であっ て、対 象被害者の死 亡の当時 当該
対象被害者と 同居し、 又は生 計を同じくし ていたも の（以 下「承継人」 という。 ）に対 し、依頼者見 舞金を支 給す
ることができ る。
３ 前項の規 定により 依頼者 見舞金の支給 を受ける ことが できる者の順 位は、同 項に規 定する順序に よる。こ の場合
において、同 順位者が 二人以 上あるときは 、その一 人がし た支給の申請 は、全員 のため その全額につ きしたも のと
みなし、その 一人に対 してし た支給は、全 員に対し てした ものとみなす 。
前三項の 規定にか かわら ず、本会は、 次に掲げ る場合 には、依頼者 見舞金を 支給し ない。
対象行為により 対象被 害者が失った 財産の額 が三十 万円以下であ る場合
４

５

第一号又は第 二号に規 定する 期間内に申請 をしなか ったこ とにつき相当 の理由が あり、 かつ、本会の 財政状況 、事
案の性質、他 の対象被 害者と の均衡等を勘 案し特段 の必要 があると認め るときは 、この 限りでない。
一 対象被害者が対 象行為 により財産を 失ったこ とを知 った時から三 年を経過 して申 請をした場合
二 対象行為の時か ら五年 を経過して申 請をした 場合
（支給の申 請）
第三条 依頼 者見舞金 の支給 を受けようと する者は 、次の 各号に掲げる 弁護士会 のいず れかを経て、 本会に対 し、支
給の申請をし なければ ならな い。
一 対象行為をした 者が対 象行為をした 当時所属 してい た弁護士会
二 前号の弁護士会 が分か らない場合は 、対象行 為をし た者が現に所 属する弁 護士会
三 第一号の弁護士 会が分 からない場合 であって 、対象 行為をした者 が弁護士 でなく なったときは 、対象行 為をし
た者が最後に 所属した 弁護士 会
共同法人の依頼 者等で ある対象被害 者又はそ の承継 人において対 象行為を した者 が分からない 場合は、 当該共
四

同法人の法律 事務所が 所在す る地域の弁護 士会（そ の地域 内に二個以上 の弁護士 会があ るときは、当 該共同法 人
が所属する弁 護士会）
五 前号に規定する 場合に おいて、当該 共同法人 が解散 し、清算結了 している ときは 、当該共同法 人が清算 結了す
る時に所属し た弁護士 会
２ 支給の申 請は、次 に掲げ る事項を記載 した申請 書に、 第五号及び第 六号に掲 げる事 項を疎明する 資料を添 付して
しなければな らない。
一 申請の年月日
二 申請者の住所、 氏名及 び電話番号

４

３
た者について の支給の 申請は 、同項第三号 に掲げる 支給申 請期間を経過 したとき は、す ることができ ない。
第七条の 規定によ る公告 をした場合は 、第 六条第一項 第二号に掲げ る対象行 為をし た者について の支給の 申請は 、

三 申請者が承継人 である 場合にあって は、対象 被害者 の住所、氏名 及び死亡 の年月 日並びに対象 被害者と の関係
四 対象行為をした 者の氏 名（職務上の 氏名を使 用して いる者につい ては、職 務上の 氏名を記載す ることを もって
足りる。以下 同じ。） 及びそ の者が対象行 為をした 当時所 属していた共 同法人の 名称（ 前項第四号及 び第五号 に
規定する場合 にあって は、対 象被害者が依 頼者等と しての 関係を有して いた共同 法人の 名称を記載す ることを も
って足りる。 ）
五 申請者が対象被 害者又 はその承継人 であるこ とを基 礎付ける事実
六 対象行為により 失った 財産の額
七 対象行為により 失った 財産の一部に ついて塡 補又は 賠償がされた 場合にお ける当 該塡補額又は 賠償額
八 前各号に掲げる ものの ほか、規則で 定める事 項
第六条第 一項の規 定によ る通知をした 場合にお ける当 該通知を受け た者から の同項 第二号に掲げ る対象行 為をし

同項第三号に 掲げる支 給申請 期間を経過し たときは 、する ことができな い。
５ 前二項の 規定にか かわら ず、第六条第 一項の規 定によ る通知及び第 七条の規 定によ る公告をした 場合にお いて、
当該通知に係 る支給申 請期間 と当該公告に 係る支給 申請期 間が異なると きは、第 六条第 一項第二号に 掲げる対 象行
為をした者に ついての 支給の 申請は、次に 掲げる申 請者の 区分に応じ、 当該各号 に定め る支給申請期 間を経過 した
ときは、する ことがで きない 。
一 公告前にした通 知に係 る申請者 公 告に係る 支給申 請期間
二 公告後にした通 知に係 る申請者 通 知に係る 支給申 請期間
（申請の受 理）
第四条 本会 は、依頼 者見舞 金の支給の申 請があっ たとき は、速やかに 、申請書 及び添 付資料を点検 し、不備 がある
ときは、申請 者に補正 を求め るものとする 。
２ 本会は、 申請者が 補正に 応じないとき 、又は不 備が補 正することの できない もので あるときは、 支給の申 請を受
理しない。
３ 本会は、 前項の規 定によ り支給の申請 を受理し ないと きは、申請者 に対し、 その旨 を通知する。
（調査）
第五条 会長 は、依頼 者見舞 金の支給の申 請を受理 したと きは、速やか に、依頼 者見舞 金調査委員会 （以下「 調査委
員会」という 。）を設 置し、 又は既に設置 された調 査委員 会に通知し、 当該支給 の申請 に係る事案の 調査を担 当さ
せる。
２ 調査委員 会は、担 当する 事案について 、申請者 が対象 被害者又はそ の承継人 と認め られるか否か 、認めら れる場
合は対象被害 者が対象 行為に より失った財 産の額（当該 財 産の一部につ いて塡補 又は賠 償がされた場 合にあっ ては、
塡補又は賠償 がされな い部分 の額。以下同 じ。）、 対象行 為の時点その 他第二条 第五項 に規定する事 項等に関 する
調査を行う。
調査委員 会は、前 項の調 査を行おうと するとき は、対 象行為をした とされる 者に対 し、その旨を 通知し、 相当の
３

期間を定めて 、意見 を述べる 機会を与えな ければな らない 。この場合 において 、対象 行 為をしたとさ れる者の 住所、
居所その他通 知をすべ き場所 が知れないと きは、日 本弁護 士連合会会則 第十八条 第三号 の規定により 弁護士名 簿に

する規定によ る通知が 発せら れたとき、又 は既に発 せられ ているときを 含む。）
対象行為をした とされ る者が、公判 手続若し くは懲 戒の手続にお いて支給 の申請 に係る対象行 為の事実 を認め

記載され、又 は記録さ れた事 務所又は住所 （対象行 為をし たとされる者 が弁護士 でなく なった場合に あっては 、弁
護士名簿に記 載され、 又は記 録された最後 の住所） に宛て て通知を発す れば足り る。
４ 第二項の 調査にお いて、 次に掲げる場 合に該当 すると きは、調査委 員会は、 申請者 が対象被害者 又はその 承継人
である旨の調 査結果を 会長に 報告すること ができる 。ただ し、引き続き 調査の上 、異な る結果を報告 すること を妨
げない。
一 支給の申請に係 る対象 行為について 、刑事事 件によ り有罪の判決 の言渡し がされ た場合又は既 にされて いる場
合
二 支給の申請に係 る対象 行為について 、弁護士 法第六 十四条の六第 一項（外 国弁護 士法律事務取 扱法第九 十五条
において準用 する場合 を含む 。）の規定に よる通知 が発せ られた場合又 は既に発 せられ ている場合（ 対象行為 後
に法人の種類 の変更が あった 場合において 、種類の 変更後 の弁護士法人 又は外国 法事務 弁護士法人に 関して相 当
三

た場合若しく は既に認 めてい る場合又は調 査委員会 に対し 支給の申請に 係る対象 行為の 事実を認めた 場合
四 支給の申請に係 る対象 行為について 、懲戒処 分の公 告及び公表等 に関する 規程（ 会規第六十号 ）又は弁 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） の定めるとこ ろにより 事
前公表がされ た場合又 は既に されている場 合（対象 行為後 に法人の種類 の変更が あった 場合において 、種類の 変
更後の弁護士 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 る事前公 表がさ れたとき、又 は既にさ れ
ているときを 含む。）

三

四

前三号に掲げる ものの ほか、規則で 定める事 項
前項第三 号に掲げ る支給 申請期間は、 前項の規 定によ る通知を発す る日の翌 日から 起算して九十 日以上で なけれ

五 前各号に掲げる ものの ほか、これら に準ずる 場合と して規則で定 める場合
５ 調査委員 会は、前 項各号 に掲げる場合 以外の場 合は、 調査の上、調 査結果を 会長に 報告しなけれ ばならな い。
（知れたる 者への通 知）
第六条 本会 は、調査 委員会 が対象被害者 又はその 承継人 となり得る者 を発見し た場合 であって、調 査委員会 が相当
と認めるとき は、速や かに、 その者に対し 、次に掲 げる事 項を通知する 。
一 依頼者見舞金の 支給に 係る調査手続 を開始し た旨
二 対象行為をした 者の氏 名及びその者 が対象行 為をし た当時所属し ていた共 同法人 の名称（第三 条第一項 第四号
及び第五号に 規定する 場合に あっては、対 象被害者 が依頼 者等としての 関係を有 してい た共同法人の 名称を記 載
することをも って足り る。）
支給申請期間
２

当該額から三 十万円を 控除し た額を上限と すること 。
対象被害者が対 象行為 により失った 財産の額 が五百 三十万円を超 える場合 の支給 額は、対 象被害者 一人につき 、

ばならない。
（公告）
第七条 本会 は、調査 委員会 が相当と認め るときは 、速や かに、前条第 一項各号 に掲げ る事項を規則 で定める ものに
掲載して公告 する。こ の場合 において、同 項第三号 に掲げ る支給申請期 間は、公 告をす る日の翌日か ら起算し て九
十日以上でな ければな らない 。
（支給の決 定等）
第八条 会長 は、調査 委員会 から第五条第 四項又は 第五項 の規定による 報告を受 けたと きは、対象被 害者又は その承
継人の数、対 象行為に より失 った財産の額 、事案の 性質、 対象被害者又 はその承 継人の 事情、本会の 財政状況 等を
勘案して、依 頼者見舞 金を支 給するか否か 及び支給 する場 合は次に掲げ る基準に 従い支 給額を決定す る。
一 対象被害者が対 象行為 により失った 財産の額 が五百 三十万円以下 の場合の 支給額 は、対象被害 者一人に つき、
二

五百万円を上 限とする こと。
三 対象被害者が複 数ある 場合の支給額 の合計は 、対象 行為をした者 一人につ き、二 千万円を上限 とするこ と。
四 対象行為が共同 して実 行された場合 、対象行 為に共 犯として加功 した者が ある場 合その他対象 行為に関 与した
弁護士が二人 以上ある 場合に おける前号の 適用につ いては 、これらを一 人とみな すこと 。
五 一の年度におけ る支給 額の合計は、 毎年度、 理事会 で定める額を 上限とす ること 。
２ 本会は、 前項の規 定によ る決定があっ たときは 、速や かに、申請者 に対し、 決定さ れた事項を通 知する。
（支給の実 施）
第九条 本会 は、前条 第一項 の規定による 決定があ ったと きは、速やか に、依頼 者見舞 金を支給する 。
２ 依頼者見 舞金の支 給の申 請をした対象 被害者が 前条第 二項に規定す る通知を 発する 前に死亡した ときは 、本会は 、
その者の承継 人であっ て、そ の事案に係る 依頼者見 舞金の 支給前に本会 に対して 届出を したものに対 し、依頼 者見
舞金を支給す る。この 場合に おいては、第 二条第三 項の規 定を準用する 。
（調査委員 会の組織 、構成 等）
第十条 調査 委員会は 、委員 長及び委員二 人をもっ て組織 する。
２ 委員長及 び委員は 、弁護 士の中から、 会長が指 名する 。
３ 前項の場 合におい て、委 員のうち一人 は、対象 行為を したとされる 者が対象 行為を した当時所属 していた 弁護士
会の会長又は その指名 する弁 護士（当該会 長と同一 の弁護 士会に所属す る者に限 る。） でなければな らない。 ただ
し、会長は、 相当と認 めると きは、それら の者以外 の弁護 士を指名する ことがで きる。
４ 委員長及 び委員の 任期は 、第五条第二 項の規定 により 調査委員会が 担当する 事案に ついて、依頼 者見舞金 の支給
手続が終了す るまでと する。
５ 委員長は 、調査委 員会の 事務を総理す る。
６ 調査委員 会は、担 当する 事案に係る対 象行為に 、他の 調査委員会が 担当する 事案に おいて対象行 為をした とされ
る者が関与し ていると 思料さ れるときは、 当該他の 調査委 員会と共同し て調査を 行うこ とができる。
（調査委員 会の事務 局）
第十一条 各 調査委員 会の庶 務をつかさど らせるた め、各 調査委員会に 共通の事 務局を 置く。
２ 事務局員 は、本会 の職員 （弁護士であ る職員を 含む。 ）の中から、 事務総長 が指名 する。
３ 事務局に 、事務局 長を置 く。
４ 事務局長 は、弁護 士であ る事務局員の 中から、 会長が 指名する。
５ 事務局長 は、事務 局の事 務を総理する 。
（調査委員 会の調査 ）
第十二条 調 査委員会 は、第 五条第二項の 調査その 他の職 務を行うため 必要があ ると認 めるときは、 申請者、 対象行

為をしたとさ れる者そ の他の 関係人並びに 官公署及 び弁護 士会その他の 公私の団 体に対 し、報告及び 文書その 他の
物件の提出の 要求その 他の調 査を行うこと ができる 。
２ 委員長は 、相当と 認める ときは、規則 で定める 事務局 員に前項の規 定による 調査を させることが できる。
３ 弁護士、 弁護士法 人、外 国法事務弁護 士、外国 法事務 弁護士法人及 び共同法 人並び に弁護士会は 、前二項 の規定
による調査に 協力しな ければ ならない。
（秘密保持 義務）
第十三条 会 長その他 本会の 役員、本会の 職員並び に調査 委員会の委員 及び事務 局員は 、依頼者見舞 金の支給 の手続
に関して知り 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 。
（懲戒の手 続との関 係）
第十四条 調 査委員会 による 調査結果及び 会長によ る依頼 者見舞金の支 給に関す る決定 は、弁護士会 及び本会 の懲戒

こ の規程に 定める もののほか、 この規程 の実施 のために必要 な事項は 、規則 で定める。

の手続に影響 を及ぼす ものと 解してはなら ない。
（規則への 委任）
第十五条
附 則
１ 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。
２ 第八条第 一項第五 号の理 事会で定める 額は、依 頼者見 舞金制度に関 する規程 （会規 第百三号）第 八条第一 項第五
号の理事会で 定める額 と合算 して一億円を 超えない 額を目 安とする。
３ この規程 は、依頼 者見舞 金制度に関す る規程の 施行状 況についての 検討及び その結 果に基づき講 じられる 必要な
措置を踏まえ 、所要の 検討を 行うことがで きる。

