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　会議の冒頭、早稲田会長より、弁護士法人
東京フロンティア基金法律事務所から北海道
のオロロンひまわり基金法律事務所に赴任さ
れる河本晃輔会員、青森県のつがるひまわり
基金法律事務所に赴任される笹森真紀子会員
の紹介および激励があった。
　また、会長から、3月3日（金）に開催され
た日弁連臨時総会において、東弁会員の委任
状につき、受任者欄が会長印により訂正され
別の会員に対する委任とされた問題が発生し、
事実関係等は日弁連と東弁で現在調査中であ
ること、二弁臨時総会は3月27日（月）開催予
定であることが報告された。
　その後、一般議決事項および諮問事項の審
議が行われた。
　このうち「情報公開訴訟におけるインカメ
ラ審理を立法により導入するよう求める意見
書の件」については立法事実や訴訟における
具体的な手続に関して討議がなされた。
　また、嘱託の選任に関して、同選考基準、
特に再任の基準について、運用の実態を踏ま
えて討議が行われた。
　以上の結果、広報室嘱託選任の件で執行部
から一部議案の撤回があったほかは、右記の
とおり一般議決事項および諮問事項は、可決
承認ないし承認を是とされた。
　続いて、右記のとおり報告がなされた。
　次回の常議員会は、3月30日（木）開催の予
定である。 

議　　題

議 

決 

事 

項

綱紀委員会委員の辞任に伴う補欠選任の件（1件目）

綱紀委員会委員の辞任に伴う補欠選任の件（2件目）

綱紀委員会委員の辞任に伴う補欠選任の件（3件目）

情報公開訴訟におけるインカメラ審理を
立法により導入するよう求める意見書の件

平成28年3月9日付多摩支部に関する覚書に関する
付属覚書の締結の件

入会審査及び指定法付記請求

諮
問
事
項

資格承認及び指定法

調査室嘱託選任の件［再任］

業務支援室嘱託（非弁護士取締委員会）選任の件［再任］

刑事弁護援助基金申請の件

日本弁護士連合会会則一部改正
（女性副会長クオータ制の導入）の件

広報室嘱託選任の件［再任及び新任］

東弁・二弁合同図書館嘱託選任の件［再任］

報 

告 

事 

項

平成28年度幹事選任の件

会員異動（登録取消及び登録換え含む）の件

弁護士推薦委員会報告の件

東京都医師会との人権救済申立事件
調査支援機構に関する協定書の件 

新潟県糸魚川市の大規模火災に際し義捐金を送付した件

常議員会
平成29年3月7日

●報告者　木呂子 義之 （57期）

常議員40人中21人出席
報告
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概　　　要 結　果
綱紀委員会委員の補欠選任 賛成多数により可決承認

綱紀委員会委員の補欠選任 賛成多数により可決承認

綱紀委員会委員の補欠選任 賛成多数により可決承認

総務省に対し左記意見書を提出する件 賛成多数により可決承認

左記覚書付属覚書合意の件 賛成多数により可決承認

新規17件 異議なく可決承認

指定申請1件 賛成多数により承認を是とする旨の答申

調査室嘱託選任 賛成多数により選任を是とする旨の答申

業務支援室嘱託（非弁護士取締委員会）選任 賛成多数により選任を是とする旨の答申

刑事弁護援助基金申請 賛成多数により承認を是とする旨の答申

左記意見照会に対する当会から日弁連への回答
賛成多数により、会として改正案に対し
賛成の回答をすることを是とする旨の

答申

広報室嘱託選任
新任については、賛成多数により
選任を是とする旨の答申

再任については、今回議案を撤回

東弁・二弁合同図書館嘱託選任 賛成多数（反対2名）により
選任を是とする旨の答申

決定した幹事人選の報告

2/28現在　5,487名（正会員5,220名、外国特別会員167名、法人会員98、外国法人特別会員2）
登録取消2件、登録換え退会3件

推薦結果の報告

左記協定書締結についての報告

新潟県糸魚川市で発生した大規模火災の復旧・復興支援として、当会からの義捐金寄付に対する新潟県弁護士会からのお礼状について報告
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　早稲田会長から1年を振り返る挨拶があり、
議題が提出されて議決事項・諮問事項の審議
に入った。議決事項は滞りなく審議され、い
ずれも可決承認された。
　諮問事項については、前回に引き続き広報
室嘱託選任の件が再度諮問され、理事者の修
正提案を承認することとされた。また、弁護
士会館のエレベーターシャフト内パネル補修
については、弁護士会館20年目大規模改修工
事に際して補修すればいいのではないかとの
質問があったが、現在パネルが経年劣化より
剥落しており、建物の法令上の安全基準を満
たさない状態となっていることから大規模改
修工事を待てない状態となっていることが説
明された。さらに、弁護士会館地下1階の大平
が営業を終了することに伴い、契約期間満了
前に合意解約するための解約合意書（案）の
内容について、営業終了後明渡しまでの家賃
の扱いや原状回復の範囲などが審議され、最
も議論が盛り上がった。
　報告事項においては、荒川警察署において
初回接見の妨害があり、会として是正・指導
を求める申入れ文書を発出したことの報告に
ついて、会員から会に相談があった際にどの
ように対応するのかが議論となり、今後の検
討課題とされた。また、平成27年度監査報告
書に関する検討及び対応の件の報告に際し、
東京フロンティア基金法律事務所のあり方に
ついても議論された。監査報告書に関する報
告に際しての議論であったため、常議員会に
おいて意思決定をするための議論ではなかっ
たが、引き続き検討が必要であることが確認
された。 

議　　題

議 

決 

事 

項

職員就業規則一部改正の件

育児休業及び育児短時間勤務等に関する規則一部改正の件

介護休業及び介護のための短時間勤務等に関する規則一部改正の件

第二東京弁護士会個人情報保護規則一部改正の件

第二東京弁護士会個人番号及び特定個人情報保護規則一部改正の件

選挙実施規則一部改正の件

犯罪被害者支援センター規則一部改正の件

各種法律相談、弁護士紹介等担当者名簿に関する規則一部改正の件

任期付公務員就任に伴う会費支払免除についての実施要領廃止の件

国選弁護人候補者及び国選付添人候補者の推薦並びに当番弁護士の指名及び
派遣停止の件

子育て中の会員に対するベビーシッター費用補助等に関する規則一部改正の件

弁護士会照会手続規則一部改正の件

平成29年度弁護士推薦委員会委員選任の件

一般会費免除申請の件（1件目）

一般会費免除申請の件（2件目）

一般会費免除申請の件（3件目）

一般会費免除申請の件（4件目）

入会審査及び指定法付記請求

諮
問
事
項

資格承認及び指定法

広報室嘱託選任の件［再任］

外務省ハーグ条約の日英二国間共同調停に関する入札の件

平成29年度各種委員会委員選任の件

弁護士会館エレベーターシャフト内ALCパネル補修目地の更新工事の発注の件

弁護士会館地下1階のテナントの出店契約解約合意書（案）の件

トッパンプロスプリントから凸版印刷への営業移管に伴う覚書の締結の件

法テラス契約弁護士に対する措置の当否に関する求意見の件

総会付議案件
選挙会規一部改正の件

報 

告 

事 

項

平成28年度幹事選任の件

弁護士推薦委員会報告の件

第二東京弁護士会個人情報保護細則一部改正の件

第二東京弁護士会特定個人情報取扱規程一部改正の件

第二東京弁護士会弁護士推薦基準の件

東日本大震災・福島第一原子力発電所事故から6年を経過しての声明の件

犯罪被害者支援センター運営細則一部改正の件

東京三弁護士会多摩地区法律相談センター運営細則一部改正の件

東京三弁護士会多摩地区法律相談センター電話ガイド実施要領一部改正の件

多摩支部両性の平等に関する委員会細則一部改正の件

多摩支部司法修習委員会細則一部改正の件

多摩支部倒産法委員会細則一部改正の件

多摩支部刑事弁護委員会細則一部改正の件

多摩支部多摩地域司法計画策定委員会細則一部改正の件

多摩支部子どもの権利に関する委員会細則一部改正の件

多摩支部広報委員会細則一部改正の件

多摩支部法律相談委員会細則一部改正の件

多摩支部法教育に関する委員会細則一部改正の件

多摩支部消費者問題対策委員会細則一部改正の件

多摩支部犯罪被害者支援委員会細則一部改正の件

多摩支部研修委員会細則一部改正の件

多摩支部総務委員会細則一部改正の件

多摩支部高齢者・障害者の権利に関する委員会細則一部改正の件

東京弁護士会多摩支部及び第二東京弁護士会多摩支部の支部委員会共同設置要綱
一部改正の件
情報法制の改善に関する民事・行政の法制度検討ワーキンググループ設置要綱
一部改正の件

法律相談センター運営細則一部改正の件

第二東京弁護士会多摩支部両性の平等に関する委員会支部細則一部改正の件

第二東京弁護士会多摩支部法律相談委員会支部細則一部改正の件

第二東京弁護士会多摩支部法教育に関する委員会支部細則一部改正の件

第二東京弁護士会多摩支部高齢者・障害者の権利に関する委員会支部細則
一部改正の件

弁護士会館20年目大規模改修工事の設計業務契約の件

弁護士会館建物管理契約の更新の件

少年の実名・顔写真報道を受けての会長声明の件

東京地方検察庁の同行室改善に関する衆参法務委員会宛の要望書の件

第二東京弁護士会嘱託弁護士選任基準制定の件

職員退職積立金特別会計への繰入のための予備費支出の件

2016年度における男女共同参画努力目標数値達成状況の件

荒川警察署の接見妨害に対する申入れ文書発出の件

平成27年度監査報告書に関する検討及び対応の件

常議員会
平成29年3月29日

●報告者　増村 圭一 （58期）

常議員40人中25人出席
報告
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概　　　要 結　果
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律施行規則施行に伴う規則一部改正 賛成多数により可決承認

同上 賛成多数により可決承認

同上 賛成多数により可決承認

個人情報保護法が改正されることに伴う規則一部改正 賛成多数により可決承認

同上 賛成多数により可決承認

日弁連の選挙制度と当会の選挙制度の平仄を合わせ、会員の投票の便宜を図るための規則一部改正 異議なく可決承認

精通弁護士名簿の運用に関する規則一部改正 異議なく可決承認

同上 異議なく可決承認

任期付公務員に対する一般会費免除に関する細則制定に伴う実施要領廃止 異議なく可決承認

当会会員1名を6か月間、国選弁護人候補者及び国選付添人候補者としての推薦並びに当番弁護士としての指名及び派遣を停止 賛成多数により可決承認

ベビーシッター費用につき、費用補助の対象を広げるための規則一部改正 異議なく可決承認

引用規定の誤りを改めるための規則一部改正 異議なく可決承認

平成29年度委員の選任 賛成多数により可決承認

病気を理由とする免除申請 異議なく可決承認

病気を理由とする免除申請 異議なく可決承認

任期付公務員就任を理由とする免除申請 賛成多数により可決承認

任期付公務員就任を理由とする免除申請 異議なく可決承認

新規2件 異議なく可決承認

資格承認1件 異議なく承認を是とする旨の答申

広報室嘱託選任 異議なく選任を是とする旨の答申

左記入札に当会が参加することについての諮問 賛成多数により承認を是とする旨の答申

平成29年度委員の選任 異議なく選任を是とする旨の答申

左記発注を行う件 賛成多数により承認を是とする旨の答申

左記解約合意書（案）を締結する件 賛成多数により承認を是とする旨の答申

営業移管に伴う契約上の地位継承に関する覚書 賛成多数により承認を是とする旨の答申

法テラスからの契約弁護士に対する措置の当否に関する求意見への回答の件 賛成多数により承認を是とする旨の答申

日弁連の選挙制度と当会の選挙制度の平仄を合わせ、会員の投票の便宜を図るための会規一部改正 賛成多数により総会付議を是とする旨の答申

決定した幹事人選の報告

推薦結果の報告

個人情報保護法が改正されることに伴う細則一部改正

個人情報保護法が改正されることに伴う取扱規程一部改正

左記推薦基準制定

3月11日に会長声明を発した旨の報告

精通弁護士名簿作成に関する細則一部改正

東京三弁護士会多摩地区法律相談センター電話ガイドの本実施に伴う細則一部改正

東京三弁護士会多摩地区法律相談センター電話ガイドの本実施に伴う実施要領一部改正

東京弁護士会多摩支部と第二東京弁護士会多摩支部により共同で設置され運営されている支部委員会について、第一東京弁護士会多摩支部が加わることに伴う細則一部改正

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

東京弁護士会多摩支部と第二東京弁護士会多摩支部の支部委員会共同設置要綱について、第一東京弁護士会多摩支部が加わることに伴う設置要綱一部改正

左記ワーキンググループの存続期間を平成30年3月31日までとする設置要綱一部改正

建築問題法律相談の相談料を改めるための細則一部改正

東京弁護士会多摩支部と第二東京弁護士会多摩支部により共同で設置され運営されている支部委員会について、第一東京弁護士会多摩支部が加わることに伴う細則一部改正

同上

同上

同上

左記契約の締結

左記契約の更新

3月9日に会長声明を発した旨の報告

東京地方検察庁の同行室改善要望書提出

左記選任基準制定

左記予備費支出の報告

2016年度における努力目標数値達成状況の報告

左記申入れ文書発出

左記報告書に関する検討及び対応の報告
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