議

常議員会

入会申込審査の特別取扱いに関する決議の件

平成29年4月11日 報告

外国法事務弁護士資格審査及び
外国法事務弁護士特別会員入会審査の
特別取扱いに関する決議の件

常議員40人中25人出席

●報告者

題

毛受 達哉（66期）

入会申込審査に関する小委員会を常議員会内に設置する件

冒頭、伊東会長から挨拶がなされ、次に、
員が副議長に、それぞれ選任された。
続いて、議決事項について審議が行われ、
いずれも可決承認された。このうち、公設事

議決事項

互選により、奥野常議員が議長に、岡田常議

務所運営支援等規則一部改正の件等について

外国法事務弁護士資格承認等に関する
小委員会を常議員会内に設置する件

公設事務所運営支援等規則一部改正の件

公設事務所支援基金規則一部改正の件

は、東京フロンティア基金法律事務所に対す
る経済的支援を機動的に行うことができるよ

弁護士業務妨害対策支援規則一部改正の件

うにする趣旨の規則改正の是非について、同
事務所に対する貸付の状況等に質問がなされ

刑事弁護委員会規則一部改正の件

るなど、活発な審議がなされた。また、刑事
弁護委員会規則一部改正の件等については、
について当会として反対の姿勢を示すことが

裁判所の処置請求に対する取扱規則一部改正の件
諮問
事項

検察官による弁護士の処置請求を認めること

平成29年度常議員会開催日及び定期総会開催日の件

必要だとの意見等が述べられた。
次に、平成29年度常議員会及び定期総会の

平成29年度委員選任の件
（理事者一任事項の選任報告）

開催日の件についての諮問に対し、異議なく
承認を是とする旨の答申が行われ、その後、

平成29年度幹事選任の件

副会長らから各事項の報告が行われた。
最後に、伊東会長から、日弁連臨時総会に

平成29年度三会等合同委員会・協議会委員選任の件

おける委任状問題について、東弁の調査報告
を検討していることにつき、当会の対応が報
告された。今回の問題は、東弁職員が誤って
既に受任者欄に記入のある委任状の受任者名
を抹消し訂正したために生じたが、当会では、
受任者欄に記入のある委任状を職員が補充す

報告事項

書を受け、日弁連が委任状の事務処理の改善

会員異動
（登録取消及び登録換え含む）
の件

高齢者法律相談業務委託契約書
（台東区）
の件

荒川区と東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会との協働連携に関する協定書の件

ることはなく、さらに受任者欄が白地の場合
には、後日補充が明確になるようスタンプを
使用しているので、同様の問題は起こり得な
い。また、職員は委任状に手書記入や訂正は

公設事務所支援基金運営細則一部改正の件

弁護士倫理に関するデータベースの作成、
管理等に関する細則廃止の件

しないなどの日弁連の要請を先取りした形と
なっているため、特段の対応は不要と思われ

平成29年度春闘結果の件

るが、今後もミスのない処理を徹底していく
よう取り組むとのことであった。

52 NIBEN Frontier●2017年7月号

D13451̲52-55.indd 52

17/06/08 17:45

常議員会報告
概

要

結

果

特定の場合を除き、
原則として会長が登録請求の進達を行い、
常議員会に事後承認を求める運用を認める決議

賛成多数により可決承認

同上

賛成多数により可決承認

常議員会内に左記小委員会を設置し、常議員の中から小委員会委員を選任

異議なく可決承認

同上

異議なく可決承認

公設事務所法人に対して行う経済的支援に関する規則一部改正

賛成多数
（反対4名、棄権1名）
により
可決承認

同上

賛成多数
（反対4名、棄権1名）
により
可決承認

支援弁護士名簿の登録要件に関する規則一部改正

賛成多数で可決承認

刑事訴訟法及び少年審判規則の一部改正に伴う処置請求に関する規則一部改正

賛成多数
（反対3名、棄権2名、保留1名）
により可決承認

同上

賛成多数
（反対3名、棄権2名、保留1名）
により可決承認

年間予定の件

異議なく承認を是とする旨の答申

決定した委員人選の報告

決定した幹事人選の報告

決定した東京三会地域司法計画策定協議会委員人選の報告

3/31現在 5,483名
（正会員5,216名、外国特別会員167名、法人会員98名、外国法人特別会員2名）
登録取消7件、登録換え退会5件

左記契約の締結

左記協定の締結

公設事務所法人に対して行う経済的支援に関する細則一部改正

死文化している左記細則廃止

春闘結果報告
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議

常議員会
●報告者

岡村 晋之祐（67期）

一般会費免除申請の件
外国法事務弁護士法人特別会員届出様式規則制定の件

議決事項

平成29年5月9日 報告
常議員40人中34人出席

題

冒頭、伊東会長より会務報告がなされ、そ

綱紀委員会及び綱紀手続に関する規則一部改正の件
懲戒委員会及び懲戒手続に関する規則一部改正の件
会員情報の第三者提供に関する規則一部改正の件
業務支援室規則一部改正の件

の中で5月31日に二弁定期総会が、同月26日に
平成29年度三会就職合同説明会に関する五会協定書締結の件

日弁連定期総会がそれぞれ開催されることが

入会審査及び指定法付記請求

改めて告知された。

業務支援室嘱託
（法律相談・リーガル･アクセス･センター）
の件
［新任］

その後、議決事項および諮問事項の審議が
行われ、全ての事項について、右記のとおり

日弁連定期総会における当会議決権行使の件

可決承認ないし承認を是とされた。

市民会議委員選任の件
［再任］

諮問事項中の「平成28年度一般会計・特別会

総会付議案件
平成28年度一般会計・特別会計決算の件

計決算の件」については、早稲田前会長より、
昨年度は、男女共同参画の推進、法律相談セン

総会付議案件
平成29年度一般会計・特別会計予算案の件

ターの相談件数減少への対策、LAC運営委員
国際交流の推進、憲法・安保問題に関する街頭
宣伝行動、会費・会館特別会費の免除、災害対
策等が実施されたとの活動報告がなされた。ま

諮問事項

会の新設、自治体や金融機関との連携の推進、

た、柏木前監事および柴田前副会長より、昨年
度の一般会計・特別会計決算についての説明が

案 の 件 」、 お よ び「 平 成30年 度4・5月 一 般 会

総会付議案件
業務上の預り金の取扱いに関する会規一部改正の件

計・ 特別会計暫定予算案の件」の審議におい
ては、法律相談センターの相談件数減少の理

総会付議案件
綱紀委員会委員選任の件

由、公設事務所への貸付けの必要性、事務の効

総会付議案件
上記で選任された委員がその任期中に欠けた場合の
補欠選任を常議員会に一任する件

率化および超過勤務の削減、災害復旧復興支援
特別会計の支援金の額等に関して、闊達な質疑

紛争処理委員等に関する個人データの共同利用に関する覚書の件

応答および議論が行われた。

いわゆる共謀罪を創設する組織的犯罪処罰法改正案に反対する
会長声明の件

さらに、諮問事項中の「業務上の預り金の

会が中心となって業務を行うこと、今後日弁
連の動向に合わせガイドラインやQ&Aの配布
を検討していること等の説明がなされ、承認
された。
報告事項については、右記のとおりである。

報告事項

質問がなされた。杉本副会長から、倫理委員

総会付議案件
弁護士法人会員会規一部改正の件
（賦課金廃止）

総会付議案件
外国法事務弁護士特別会員及び
外国法事務弁護士法人特別会員会規一部改正の件

算の件」、「平成29年度一般会計・特別会計予算

届出管理業務や除外事由判断の主体について

総会付議案件
弁護士法人会員会規一部改正の件
（賦課金廃止以外）

総会付議案件
入会金及び各種会費等に関する会規一部改正の件

なされた。「平成28年度一般会計・特別会計決

取扱いに関する会規一部改正の件」に関し、

総会付議案件
平成30年度4・5月一般会計・特別会計暫定予算案の件

弁護士推薦委員会報告の件
ハーグ条約の適切な実施に向けた
日英二国間共同調停事業入札結果の件
業務支援室細則一部改正の件
平成29年度委員選任の件
（理事者一任事項の選任報告）
平成29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
憲法記念日を迎えての会長声明の件
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常議員会報告
概

要

任期付公務員就任を理由とする免除申請

結

果

賛成多数により可決承認

外国法事務弁護士特別会員及び外国法事務弁護士法人特別会員会規に規定されたとおり、外国法事務弁護
士法人特別会員の各届出に関する様式、必要事項等を定める規則を新設

異議なく可決承認

日弁連の弁護士法人規程の改正に伴い、当会の弁護士法人会員会規に清算手続開始後に結了せず破産手
続開始決定となる場合の条項を加えることに伴う規則一部改正

異議なく可決承認

同上

異議なく可決承認

同上

異議なく可決承認

法律相談に関する事項及び第二東京弁護士会リーガル・アクセス・センターに関する事項担当の嘱託を置くため
の規則一部改正

賛成多数により可決承認

今年度の司法修習生対象就職合同説明会の共催にあたり、東京三会、
日弁連及び関弁連で協定を締結する件

異議なく可決承認

新規10件

異議なく可決承認

業務支援室嘱託
（法律相談・リーガル･アクセス･センター）
の選任
日弁連定期総会
（5/26）
における当会の議決権行使につき、全ての議案に賛成する
市民会議委員選任

異議なく選任を是とする旨の答申
賛成多数
（棄権1名）
により、会として賛成の
議決権を行使することを是とする旨の答申
異議なく選任を是とする旨の答申

左記議案を二弁定期総会
（5/31）
に付議する件

賛成多数
（反対1名、保留2名）
により、
数字の微修正及び字句修正を理事者一任と
することを含め、総会付議を是とする旨の答申

同上

賛成多数
（反対2名）
により、数字の微修正
及び字句修正を理事者一任とすることを含め、
総会付議を是とする旨の答申

同上

賛成多数
（反対2名）
により、数字の微修正
及び字句修正を理事者一任とすることを含め、
総会付議を是とする旨の答申

日弁連の弁護士法人規程の改正に伴う、清算手続中の破産手続開始決定に対応する条項の新設等

異議なく総会付議を是とする旨の答申

法人会員等の各種届出に係る賦課金の一部廃止

異議なく総会付議を是とする旨の答申

法人会員等の各種届出に係る賦課金の一部廃止に関する改正

異議なく総会付議を是とする旨の答申

外国法事務弁護士法人の入退会・総会等に関する条項整備、清算手続中の破産手続開始決定に対応する
条項の新設、届出に係る賦課金の一部廃止

異議なく総会付議を是とする旨の答申

預り金口座に関する改正

賛成多数
（反対1名、棄権1名）
により、
総会付議を是とする旨の答申

左記議案を二弁定期総会
（5/31）
に付議する件

異議なく総会付議を是とする旨の答申

同上

異議なく総会付議を是とする旨の答申

左記覚書締結
4月14日に会長声明を発した旨の報告
推薦結果の報告
左記入札の交渉不成立の報告
法律相談に関する事項及び第二東京弁護士会リーガル・アクセス・センターに関する事項担当の嘱託を置くための細則一部改正
決定した委員人選の報告
決定した幹事人選の報告
4/30現在 5,488名
（正会員5,219名、
外国特別会員166名、法人会員101名、外国法人特別会員2名）
登録取消9件、登録換え退会5件
5月3日に会長声明を発した旨の報告
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