弁護士・外国 法事務弁 護士共 同法人に係る 弁護士会 の懲戒 の通知に関す る規程
（令和三年十 二月三日 会規第 百十号）
（目的）
第一条 この 規程は、 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
十四条の六第 二項及び 第六十 四条の七第一 項の規定 による 弁護士・外国 法事務弁 護士共 同法人（以下 「共同法 人」
という。）に 係る弁護 士会の 懲戒の処分及 び手続に 関する 日本弁護士連 合会（以 下「連 合会」という 。）への 通知
に関し必要な 事項を定 めるこ とを目的とす る。
（綱紀委員 会に調査 をさせ たことの通知 ）

六 事案の 概要
前項本文 の場合に おいて 、弁護士会は 、対象共 同法人 に他の所属弁 護士会が あると きは、速やか に、当該 他の所
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通知しなけれ ばならな い。た だし、弁護士 会が所属 の共同 法人について 懲戒の事 由があ ると思料し事 案の調査 をさ
せたときは、 速やかに 、連合 会に、第一号 、第五号 及び第 六号に掲げる 事項を書 面によ り調査請求書 の写しを 添え
て通知しなけ ればなら ない。
一 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 。）の名 称、届 出番号、主た る法律事 務所及
び 懲 戒 の 事 由 に 係 る法 律 事務 所 の 名 称 及 び 所 在場 所 並び に 主 た る 法 律 事 務所 の 所在 す る 地 域 に お い て所 属 す る
弁護士会の名 称
綱紀委 員会に事 案の調 査をさせた旨
懲戒請 求者の氏 名又は 名称及び住所
懲戒の 請求をし た年月 日
綱紀委 員会に事 案の調 査をさせた年 月日

第二条 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 二項の規 定によ
り共同法人に ついて綱 紀委員 会に事案の調 査をさせ たとき は、速やかに 、連合会 に、次 に掲げる事項 を書面に より

２

綱紀委 員会の議 決の年 月日
懲戒委 員会に事 案の審 査を求めた年 月日

属弁護士会に 、前項に 掲げる 事項を書面に より通知 しなけ ればならない 。この場 合にお いて、弁護士 会は、前 項た
だし書の規定 により通 知する ときは、調査 請求書の 写しの 全部又は一部 を添えて するこ とができる。
（懲戒委員会 に審査を 求めた ことの通知）
第三条 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 三項の規 定によ
り対象共同法 人につい て懲戒 委員会に事案 の審査を 求めた ときは、速や かに、連 合会に 、次に掲げる 事項を書 面に
より通知しな ければな らない 。
一 対象共 同法人の 名称、 届出番号、主 たる法律 事務所 及び懲戒の事 由に係る 法律事 務所の名称及 び所在場 所並び
に主たる法律 事務所の 所在す る地域におい て所属す る弁護 士会の名称
懲戒委 員会に事 案の審 査を求めた旨
綱紀委 員会の議 決及び 事案の内容（ 綱紀委員 会の議 決書の謄本を 添えてす る。）
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いう。）の名 称及び所 在場所 並びに主たる 法律事務 所の所 在する地域に おいて所 属する 弁護士会の名 称
懲戒の 処分の内 容及び その理由

２ 前項の場 合におい て、弁 護士会は、対 象共同法 人に他 の所属弁護士 会がある ときは 、速やかに、 当該他の 所属弁
護士会に、前 項に掲げ る事項 を書面により 通知しな ければ ならない。こ の場合に おいて 、弁護士会は 、綱紀委 員会
の議決書の謄 本に代え て議決 書の全部又は 一部の写 しを添 えてすること ができる 。
（懲戒の処分 の通知）
第四条 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 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、連合 会に、 次に掲げる事 項を書面 により 決定書及び懲 戒委員会 の議
決書の謄本を 添えて通 知しな ければならな い。
一 対象共 同法人の 名称、 届出番号、主 たる法律 事務所 及び懲戒に係 る法律事 務所（ 対象共同法人 の法律事 務所の
うち、懲戒の 処分が除 名又は 共同法人の業 務停止の 場合は 全ての法律事 務所、退 会命令 の場合は退会 命令に係 る
弁護士会の地 域内の全 ての法 律事務所、共 同法人の 法律事 務所の業務停 止の場合 は業務 停止に係る法 律事務所 を
二

三 懲戒委 員会の議 決の年 月日
四 懲戒の 処分が効 力を生 じた年月日
五 懲戒請 求者に決 定が通 知された年月 日
２ 前項の場 合におい て、弁 護士会は、対 象共同法 人に他 の所属弁護士 会がある ときは 、速やかに、 当該他の 所属弁
護士会に、前 項に掲げ る事項 を書面により 通知しな ければ ならない。こ の場合に おいて 、弁護士会は 、懲戒委 員会
の議決書の謄 本に代え て議決 書の全部又は 一部の写 しを添 えてすること ができる 。

二
三
四

五

懲戒請 求者に決 定が通 知された年月 日
前項の場 合におい て、弁 護士会は、対 象共同法 人に他 の所属弁護士 会がある ときは 、速やかに、 当該他の 所属弁

（懲戒しない 旨の決定 の通知 ）
第五条 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 四項の規 定によ
り綱紀委員会 の議決に 基づき 、又は同条第 六項の規 定によ り懲戒委員会 の議決に 基づき 、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、連合 会に、次 に掲げ る事項を書面 により決 定書及 び議決書の謄 本を添え て通
知しなければ ならない 。
一 対象共 同法人の 名称、 届出番号、主 たる法律 事務所 及び懲戒の事 由に係る 法律事 務所の名称及 び所在場 所並び
に主たる法律 事務所の 所在す る地域におい て所属す る弁護 士会の名称
懲戒し ない旨及 びその 理由
綱紀委 員会又は 懲戒委 員会の議決の 年月日
決定の 年月日
２

懲戒請 求者に決 定が通 知された年月 日

護士会に、前 項に掲げ る事項 を書面により 通知しな ければ ならない。こ の場合に おいて 、弁護士会は 、綱紀委 員会
又は懲戒委員 会の議決 書の謄 本に代えて議 決書の全 部又は 一部の写しを 添えてす ること ができる。
（刑事訴訟の 係属によ る手続 の中止等の通 知）
第六条 弁護 士会は、 その懲 戒の手続に関 し、懲戒 委員会 又はその部会 が同一の 事由に ついて刑事訴 訟が係属 してい
ることにより 懲戒の手 続を中 止したとき、 又はその 手続を 再開したとき は、速や かに、 連合会に、次 に掲げる 事項
を書面により 決定書の 謄本を 添えて通知し なければ ならな い。
一 対象共 同法人の 名称、 届出番号、主 たる法律 事務所 及び懲戒の事 由に係る 法律事 務所の名称及 び所在場 所並び
に主たる法律 事務所の 所在す る地域におい て所属す る弁護 士会の名称
懲戒の 手続を中 止し、 又は再開した 旨及びそ の理由
決定の 年月日
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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。

