
破産宣告を受け復権を得るまでの間の資格制限リスト

破産者がなれない資格 資格者 根拠条文
私法上の制限
民法上の制限 代理人 民法第１１１条１項２号

後見人 民法第８４７条３号
後見監督人 民法第８５２条
保佐人 民法第８７６条の２　第２項
補助人 民法第８７６条の８　第２項
遺言執行者 民法第１００９条

その他商法上等の制限 株式会社の取締役

商法第２５４条の２(ただし，平成
１８年施行予定の新会社法第331
条では，かかる制限はなくなりま

株式会社の監査役 商法第２８０条
有限会社の取締役 有限会社法第３２条
有限会社の監査役 有限会社法第３４条
合名会社の社員 商法第８５条４号
合資会社の社員 商法第１４７条
株式会社たる保険業の取締役 保険業法第１２条１項
相互会社たる保険業の取締役，監 保険業法第５１条２項

公法上の制限 弁護士 弁護士法第７条５号

外国法事務弁護士
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第８条

司法修習生 司法修習生に関する規則１７条
（陪審員 陪審員法第１３条）
弁理士 弁理士法第８条１０号
税理士 税理士法第４条３号
公認会計士・公認会計士補 公認会計士法第４条４号
公証人 公証人法第１４条２号
司法書士 司法書士法第５条３号
行政書士 行政書士法第２条の２　第３号

不動産鑑定士、不動産鑑定士補
不動産の鑑定評価に関する法律第
１６条３号

不動産鑑定業者
不動産の鑑定評価に関する法律第
２５条１号

土地家屋調査士 土地家屋調査士法第５条３号
宅地建物取引業者 宅地建物取引業法第５条１項１号
宅地建物取引主任者 宅地建物取引業法第１８条１項３
社会保険労務士 社会保険労務士法第５条３号

人事院の人事官
国家公務員法第５条３項１号、同
法第８条１項１号

国家公安委員会委員
公安審査委員会設置法第７条１
号、第８条

都道府県公安委員会委員 警察法３９条２項１号
国際委員会委員 ユネスコ活動に関する法律第１１
検察審査員 検察審査会法第５条２号

公正取引委員会の委員長及び委員
私的独占の禁止及び公正取引の確
保に関する法律第３１条１号

教育委員会委員
地方教育行政の組織及び運営に関
する法律第４条２項１号

簡易郵便局長 簡易郵便法第３条の２

商品取引所の会員
商品取引所法第５条２項１号ロ，
同法第３１条１項

商品取引所の役員 商品取引所法第４９条１項
証券取引外務員 証券取引法第６４条の２第１項１

商品投資販売業
商品投資に係る事業の規則に関す
る法律第６条４号ロ

※ただし，以下は平成１８年２月末日現在までのものであります。従いまして，今後下記法令の廃
止や法令の改正等により根拠条文が変更することはもちろん，その他下記資格者が制度・組織の変
更消滅によりなくなったり，あるいは，下記資格者は存在しても破産が資格制限ではなくなること
などもあります。



商品投資顧問業
商品投資に係る事業の規則に関す
る法律第３２条２項４号

証券業 証券取引法第２８条の４

外国証券業者
外国証券業者に関する法律第６条
１項１０号

証券金融会社の役員 証券取引法第２８条の４
会議所役員 商工会議所法第１５条２項２号
商工会の役員 商工会法第３２条２項１号
金融先物取引所会員(法人） 金融先物取引法第１９条５号ロ

信託会社
証券投資信託及び投資法人に関す
る法律第９条２項６号ロ

受託者 信託法第５条

国民生活金融公庫役員
国民生活金融公庫法第１４条の３
第２項

公営企業金融公庫役員 公営企業金融公庫法第３６条２項

住宅金融公庫役員
住宅金融公庫法第１２条の３　第
２項３号

信用金庫等の役員 信用金庫法第１７条

社会保険審査会委員
社会保険審査官及び社会保険審査
会法第２４条、第２５条

中小企業金融公庫の役員
中小企業金融公庫法第１３条の２
第２項３号

中小企業診断士
中小企業診断士の登録及び試験に
関する規則第５条３号

農林漁業金融公庫の役員
農林漁業金融公庫法第１２条の２
第２項３号

農林産業協同組合貯金保険機構運
営委員会委員

農水産業協同組合貯金保険法第１
９条１号

漁業信用基金協会会員 中小漁業融資保証法第１６条１項
漁船保険組合の組合員 漁船損害等補償法第２４条２項４

船主相互保険組合
船主相互保険組合法第１７条１項
３号イ

日本政策投資銀行役員 日本政策投資銀行法第１３条２項
日本銀行の役員 日本銀行法第２５条１項１号
政策委員会任命委員 日本銀行法第１３条の６

抵当証券業者
抵当証券の規則等に関する法律第
６条１項６号ロ

土地収用委員及び予備委員 土地収用法第５４条１号

国民生活金融公庫の役員
国民生活金融公庫法第１４条の３
第２項３号

都道府県公害審査会の委員 公害紛争処理法第１６条２項１号

沖縄振興開発金融公庫の役員
沖縄振興開発金融公庫法第１２条
の２第２項３号

日本政策投資銀行役員 日本政策投資銀行法第１３条２項
預金保険機構運営委員会委員 預金保険法第１９条１号

貸金業者
貸金業の規制等に関する法律第６
条１項２号

有価証券投資顧問業者
有価証券に係る投資顧問業の規制
に関する法律第７条１項３号

補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程第６
質屋 質屋営業法第３条１項５号

割賦購入あっせん業者
割賦販売法第３３条の２　第１項
６号イ

第三者発行型前払式証票の発行者
前払式証票の規則等に関する法律
第９条１項５号ロ

生命保険募集員 保険業法第２７９条１項１号
損害保険代理店 保険業法第２７９条１項１号

一般労働者派遣事業者

労働者派遣事業の適正な運営の確
保及び派遣労働者の就業条件の整
備等に関する法律第６条３号

労働保険審査会の委員
労働保険審査官及び労働保険審査
会法第３０条１号，第３１条

港湾労働者派遣事業の事業主 港湾労働法第１３条３号



港湾労働者雇用安定センター 港湾労働法第２８条２項３号ロ
旅行業者 旅行業法第６条１項５号
旅行業務取扱主任者 旅行業法第１１条の２　第２項
警備業者 警備業法第３条１号
警備員 警備業法第１４条１項

警備員指導教育責任者等
警備業法第１１条の３，同法２２
条４項２号

警備員等の受検
警備員の検定に関する規則第１４
条３項４号

不動産特定共同事業を営もうとす
る者

不動産特定共同事業法第６条６号
ロ、同法第３６条１号

建設業者（一般建設業、特定建設 建設業法第８条、同法第１７条
建築士事務所開設者 建築士法第２３条の４
建築設備資格者 建築設備資格者登録規程第６条
建築審査会の委員 建設業法第２５条の４　第１項１
建設工事紛争審査委員会委員
測量業者 測量法第５５条の６第１項１号
土地鑑定委員 地価公示法第１５条４項１号
地質調査業者 地質調査業者登録規程第６
共同鉱業権者 鉱業登録令第５１条２項

下水道処理施設維持管理業者
下水道処理施設維持管理業者登録
規程第６条１項１号

公害等調整委員会委員長及び委員
公害等調整委員会設置法第９条１
号、同法１０条

風俗営業を営もうとする者
風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律第４条１項１号

風俗営業の営業所管理者
風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律第２４条２項２

風俗環境浄化協会の調査員
風俗環境浄化協会に関する規則第
４条１項２号

一般廃棄物処理業者
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第７条５項４号イ

産業廃棄物処理業者
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第１４条５項２号イ

特別管理産業廃棄物処理業者
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第１４条の４　第５項２号

通関業 通関業法第６条２号
通関士 通関業法第３１条２項１号
鉄道事業、索道事業 鉄道事業法第６条３号，同法３８
宇宙開発委員会委員 宇宙開発委員会設置法第７条４項
卸売業者 卸売市場法第１７条１項４号イ
塩販売人 塩専売法第２２条
製造たばこの特定販売業の登録 たばこ事業法第１３条３号
製造たばこの特定販売業者 たばこ事業法第１７条１号
日本中央競馬会の役員 日本中央競馬会法第１３条１号
地方競馬全国協会の役員 競馬法第２３条の１９　第１号
調教師，騎手 競馬法執行規則第３条１号
国際観光レストラン 国際観光レストラン登録規程第４
有位者 位階令第６条２号

資格等の制限がないもの 医師
建築士
古物商
学校の教員
宗教法人の役員
特殊な職を除く国家公務員
特殊な職を除く地方公務員
選挙権・被選挙権などの公民権
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