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提案理由および主要内容 

 

法務士は主に庶民らと近くあって国民誰にでも起きる基礎生活法律関係を相談・支援し

て、必要に応じて提起される多様な法律問題を委任されて処理する生活密着型庶民法律専

門家としての役割を長い期間中遂行してきている。 

しかし現行法に法務士の業務類型が具体的に明示されていなくてこれに対して争いが

発生して、法律上代理権が付与されなくて業務を処理するのに各段階別に委任手続きを数

回繰り返さなければならないなど法律サービスを提供するのに多くの不便と困難が伴って

いることが実情である。 

これに伴い、当該問題を改善して国民にもう少し便利で効率的な法律サービスが提供さ

れるようにするために法務士の業務範囲を修正してその業務権限を明確にして(案第2条)、

不当な事件誘致の禁止などの内容をより一層拡大・詳細化して(案第 24条)、その処罰を強

化して(案第 73 条第 3 項および第 76 条の 2新設)、この間法務士事務所の内部運営等と関

連して現れた問題を解消することができるように事務所・分事務所設置(案第 14 条および

第 40 条)と関連した規定等を整備しようとする。 
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法律 第   号 

 

法務士法一部改正法律案 

 

法務士法一部を次のとおり改正する。 

第 2 条第 1項各号を次のとおりにして、同条第 2 項を削除する。 

1．法院、憲法裁判所、法務部と検察庁に提出する書類の作成および作成された書類の提

出代行 

2．法院、憲法裁判所、法務部と検察庁の業務に関連した書類の作成および作成された書

類の提出代行 

3．登記やその他に登録申請に必要な書類の作成および作成された書類の提出代行 

4．登記・供託事件申請および登記官・供託官の処分に対する異議申請の代理 

5．「民事執行法」による競売事件と「国税徴収法」やその他の法令による公売事件での

財産取得に関する相談、買受申請または入札申請の代理 

6．「法院組織法」第 54 条第 2 項各号の業務中司法補佐官が遂行する業務に定められた

各種事件申請の代理 

7．民事非訟、商事非訟、家事非訟および家族関係登録非訟事件申請の代理 

8．「債務者回生および破産に関する法律」による個人破産および個人回生事件申請の代  

 理 

9．「民事執行法」により執行官が実施する強制執行事件申請の代理 

10．第 1 号から第 9 号までの業務と関連して行政機関等に提出する各種申告、申請およ

び請求を代理する行為 

11．第 1 号から第 10 号までの事務または行為を遂行するために必要な相談・諮問等付

随する事務 

第 14 条第 4 項後段の内“同じ地方法務士会に所属した者として休業”を“休業”として、

同条第 5 項の内“所在地を管轄する地方法院の管轄区域に分事務所”を“分事務所”とし

て、同項にただし書を次のとおり新設する。 

ただし、主事務所所在地を管轄する地方法院の所轄区域以外の分事務所は市・郡・区(自

治区をいう。以下同じ)所轄区域ごとに 2 か所以上置くことはできない。 

第 24 条を次のとおりとする。 

第 24 条(不当な事件誘致の禁止等)①誰でも第 2 条による業務の受任に関して次の各号の

行為をしてはならない。 

1．事前に金品・もてなしまたは、その他の利益を受け、または受けることに約束して当

事者または、その他の関係人を特定の法務士やその事務員に紹介・斡旋または誘引す

る行為 

2．当事者または、その他の関係人を特定の法務士やその事務員に紹介・斡旋または誘引
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した後その代価として金品・もてなしまたは、その他の利益を受け、または要求する

行為 

② 法務士やその事務員は第 2条による業務の受任に関して紹介・斡旋または誘引の代

価として金品・もてなしまたは、その他の利益を提供し、または提供することに約束し

てはならない。 

③ 法務士ではない者は法務士を雇用して法務士の事務所を開設・運営してはならない。 

第 35 条第 4 項の内“同じ地方法務士会に加入した法務士として休業”を“休業”とする。 

第 40 条の題名以外の部分を第 1 項として、同条第 1 項(従来の題名以外の部分)前段の内

“主事務所所在地を管轄する地方法院の管轄区域に分事務所を”を“分事務所を”として、

同項後段を削除して、同項にただし書を次のとおり新設して、同条に第 2 項を次のとおり

新設する。 

ただし、主事務所所在地を管轄する地方法院の所轄区域以外の分事務所は市・郡・区所

轄区域ごとに 2 か所以上置くことはできない。 

② 分事務所には法務士法人の分事務所であることを表示しなければならない。 

第 73 条第 1 項第 3号を削除して、同条に第 3項を次のとおり新設する。 

③ 第 24条(第 47条第 1項および第 47条の 14第 1項により準用される場合を含む)に

違反した者は 5 年以下の懲役または 3 千万ウォン以下の罰金に処する。 

第 76 条の 2 を次のとおり新設する。 

第 76条の 2(没収・追徴)第 24条(第 47 条第 1 項および第 47 条の 14第 1 項により準用さ

れる場合を含む)に違反した者が受けた金品やその他の利益は没収する。これを没収でき

ない時にはその価額を追徴する。 

 

附則 

 

この法は公布後 6か月が経過した日から施行する。 
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新・旧条文対比表 

現行 改正案 

第 2 条(業務)①法務士の業務は他の者が委

任した後各号の事務とする。 

1．法院と検察庁に提出する書類の作成 

2．法院と検察庁の業務に関連した書類の

作成 

3．登記やその他に登録申請に必要な書類

の作成 

4．登記・供託事件申請の代理 

5．「民事執行法」による競売事件と「国税

徴収法」やその他の法令による公売事件で

の財産取得に関する相談、買受申請または

入札申請の代理 

6．第 1 号から第 3 号までの規定により作

成された書類の提出代行 

7．第 1 号から第 6 号までの事務を処理す

るために必要な相談・諮問等付随する事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②法務士は第 1項第 1号から第 3号までの

第 2 条(業務)①------------------------------------

------------------------------------。 

1．法院、憲法裁判所、法務部と検察庁に提

出する書類の作成および作成された書類

の提出代行 

2．法院、憲法裁判所、法務部と検察庁の業

務に関連した書類の作成および作成され

た書類の提出代行 

3．登記やその他に登録申請に必要な書類

の作成および作成された書類の提出代行 

4．登記・供託事件申請および登記官・供託

官の処分に対する異議申請の代理 

5．「民事執行法」による競売事件と「国税

徴収法」やその他の法令による公売事件で

の財産取得に関する相談、買受申請また

は、入札申請の代理 

6．「法院組織法」第 54 条第 2 項各号の業

務中司法補佐官が遂行する業務に定めら

れた各種事件申請の代理 

7．民事非訟、商事非訟、家事非訟および家

族関係登録非訟事件申請の代理 

8．「債務者回生および破産に関する法律」

による個人破産および個人回生事件申請

の代理 

9．「民事執行法」により執行官が実施する

強制執行事件申請の代理 

10．第 1 号から第 9号までの業務と関連し

て行政機関等に提出する各種申告、申請お

よび請求を代理する行為 

11．第 1 号から第 10 号までの事務または、

行為を遂行するために必要な相談・諮問等

付随する事務 

<削除> 
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書類であっても他の法律により制限され

ているのは作成することはできない。 

第 14 条(事務所の設置等)①～ 

③(省略) 

④法務士はその職務を組織的で専門的に

行うために 2人以上の法務士で構成された

合同事務所を設置することができる。この

場合合同事務所を構成する法務士は同じ

地方法務士会に所属した者として休業中

や業務停止中である者であってはならな

い。 

⑤第 4項による合同事務所は所在地を管轄

する地方法院の管轄区域に分事務所を置

くことができる。<ただし書新設> 

 

 

 

 

⑥(省略) 

第 24 条(不当な事件誘致の禁止)法務士は

事件の斡旋を業とする者を利用し、または

その他の不当な方法で事件を誘致する行

為をしてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14 条(事務所の設置等)①～ 

③(現行と同じ) 

④ -----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

-----------------------------------------------休業---

--------------------------------------------------------

----。 

⑤ -----------------------------------------------------

--------分事務所------------------------------------

-----------------。ただし、主事務所所在地を管

轄する地方法院の所轄区域以外の分事務

所は市・郡・区(自治区をいう。以下同じ)所

轄区域ごとに 2か所以上置くことはできな

い。 

⑥(現行と同じ) 

第 24 条(不当な事件誘致の禁止等)①誰で

も第 2条による業務の受任に関して次の各

号の行為をしてはならない。 

1．事前に金品・もてなしまたは、その他の

利益を受け、または受けることに約束して

当事者または、その他の関係人を特定の法

務士やその事務員に紹介・斡旋または誘引

する行為 

2．当事者または、その他の関係人を特定の

法務士やその事務員に紹介・斡旋または誘

引した後その代価として金品・もてなしま

たは、その他の利益を受け、または要求す

る行為 

②法務士やその事務員は第 2条による業務

の受任に関して紹介・斡旋または誘引の代

価として金品・もてなしまたは、その他の



法務士法一部改正法律案(イ・ウンジェ議員代表発議) 

発議年月日 2018.1.10（出典：韓国「国会議案情報」サイト） 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 

 

 

 

 

 

第 35 条(構成員など)①～③(省略) 

④法務士法人の構成員と構成員でない所

属法務士は同じ地方法務士会に加入した

法務士として休業中や業務停止中である

者であってはならない。 

⑤(省略) 

第 40 条(分事務所)法務士法人は主事務所

所在地を管轄する地方法院の管轄区域に

分事務所を設置することができる。この場

合分事務所には法務士法人の分事務所で

あることを表示しなければならない。 

<ただし書新設> 

<新設> 

 

 

第 73 条(業務範囲の違反等)①次の各号の

いずれか一つに該当する者は 3年以下の懲

役または 500 万ウォン以下の罰金に処す

る。 

1．・2．(省略) 

3．第 24条に違反して不当な方法で事件を

誘致する行為をした者 

4．・5．(省略) 

<新設> 

 

 

 

<新設> 

 

利益を提供し、または提供することに約束

してはならない。 

③法務士ではない者は法務士を雇用して

法務士の事務所を開設・運営してはならな

い。 

第 35 条(構成員等)①～③(現行と同じ) 

④ -----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

------------------------休業--------------------------

------------------------。 

⑤(現行と同じ) 

第 40条(分事務所)①-----------------------------

--------------------------------------------------------

分事務所を----------------------。<後段削除>

ただし、主事務所所在地を管轄する地方法

院の所轄区域以外のプンサムソは市・郡・

区所轄区域ごとに 2か所以上置くことはで

きない。 

②分事務所には法務士法人の分事務所で

あることを表示しなければならない。 

第 73条(業務範囲の違反など)①--------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

----。 

1．・2．(現行と同じ) 

<削除> 

 

4．・5．(現行と同様) 

③第 24条(第 47条第 1項および第 47条の

14 第 1 項により準用される場合を含む)に

違反した者は 5年以下の懲役または 3千万

ウォン以下の罰金に処する。 

第 76 条の 2(没収・追徴)第 24 条(第 47 条

第 1 項および第 47 条の 14 第 1 項により

準用される場合を含む)に違反した者が受
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けた金品やその他の利益は没収する。これ

を没収できない時にはその価額を追徴す

る。 

 


