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　冒頭、法テラス秋田法律事務所に赴任され
る三柴萌実会員の紹介および伊東会長から激
励が為された。
　次に、伊東会長から、12月8日に開催された
日弁連臨時総会についての報告があった。ま
た、最高裁長官および判事の選任についての
報告があり、当会としては、次の機会には二
弁出身の最高裁判事が選任されるよう目指し
たいとのことであった。
　続いて、議決事項および諮問事項の審議が
行われ、右記のとおり、全ての事項について
可決承認された。
　議決事項の、法科大学院支援委員会規則一
部改正の件は、大宮法科大学院大学の閉鎖に
伴い、同委員会の活動が、特定の法科大学院
の支援から、広く、法科大学院制度の維持発
展や法曹養成制度の検討に移ってきているこ
とから、委員会の名称や活動に関する規則を、
実態に合わせて一部改正するものである。
　これについては、大宮法科大学院大学がな
くなったのだから委員会存続の必要性がない、
大宮法科大学院大学に関する総括をしたのか、
法曹養成と法科大学院は必ずしも不可分のも
のではないなどの、反対意見が出された。
　これに対しては、法科大学院の実務に根差
した教育の良さや、法曹養成制度のあり方を
検討する場として委員会を活用すればよい、
との主張もあり、非常に活発な討論が為され
た。
　法曹養成制度のあり方については、多くの
会員にとっての関心事であることから、今後
も検討を重ねることが必要な分野であると考
えられる。 

常議員会
平成29年12月13日

●報告者　山崎 明宏 （65期）

常議員40人中26人出席
報告

議　　題

議 

決 

事 

項

一般会費免除申請の件

一般会費免除申請の件

会計規則一部改正の件

法科大学院支援委員会規則一部改正の件

男女共同参画推進二弁本部規則一部改正の件

第二東京弁護士会多摩支部規則一部改正の件

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインによる
登録支援専門家の登録及び推薦等に関する規則一部改正の件

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

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

トゥールーズ弁護士会との友好協定の更新の件

台北律師公會と第二東京弁護士会の間に於ける補足協定 
弁護士相互紹介制度の締結の件

司法修習委員会委員選任の件

互助会運営委員会委員選任の件

総会付議案件
第二東京弁護士会会則一部改正の件

報 

告 

事 

項

日弁連からの要請に基づく死刑制度検討連絡協議会の設置の件

はなさき記念館支援ワーキンググループ設置要綱一部改正の件

弁護士推薦委員会報告の件

平成30年度関東弁護士会連合会定期弁護士大会
ワーキンググループ 委員追加選任の件

日弁連からの意見照会「公益信託法の見直しに関する
中間試案のたたき台について」の件

第二東京弁護士会業務システム検討ワーキンググループ
委員選任の件

市民会議委員辞任の件

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
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常議員会報告

NIBEN Frontier●2018年3月号 43

概　　　要 結　果
疾病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（賛成21名、反対3名）により可決承認

予算超過時にやむを得ない事情で類似科目から支出する場合の手続に関する規則一部改正 異議なく可決承認

委員会の活動実態等に合わせた名称・目的変更のための規則一部改正 賛成多数（賛成18名、反対3名、棄権1名）
により可決承認

法科大学院支援委員会の名称変更に伴う規則一部改正 賛成多数（賛成18名、反対3名、棄権1名））
により可決承認

多摩支部会費の免除規定の不備による一般会費免除との不整合を解消するための規則一部改正 異議なく可決承認

左記ガイドラインに基づく債務整理支援に係る事業主体の変更及び委嘱依頼書の受付方法の厳格化に伴う
規則一部改正 異議なく可決承認

育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正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

新規11件（うち1件は、第70期司法修習生（21名）の入会申請） 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

左記協定書更新 異議なく承認を是とする旨の答申

左記補足協定締結 異議なく承認を是とする旨の答申

司法修習委員会委員選任 異議なく選任を是とする旨の答申

互助会運営委員会委員選任 異議なく選任を是とする旨の答申

左記議案を二弁臨時総会（1/11）に付議する件 賛成多数（賛成15名、反対3名）により
総会付議を是とする旨の答申

死刑制度廃止の実現に向けて活動する組織として、左記協議会設置の予定であることの報告

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

推薦結果の報告

左記ワーキンググループ委員追加選任

左記意見照会に対する当会から日弁連への回答

左記ワーキンググループ委員選任

市民会議委員辞任の報告

決定した幹事人選の報告

11/30現在　5,469名（正会員5,195名、外国特別会員165名、法人会員106名、外国法人特別会員3名）登録取消4件、登録換え退会4件
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　冒頭伊東会長より、9階の面談室が塞がって
いるため、利用できないとの会員の声を受け、
弁護士会館8階の当会専用部分をより効率的に
利用するため、8階のレイアウト変更等を行う
必要があるという説明がなされた。
　続いて、議決事項および諮問事項が審議さ
れ、全ての事項につき、右記のとおり可決承
認ないし承認等を是とされた。
　議決事項の「会員研修規則一部改正の件」
においては、倫理研修の受講義務を果たさな
い場合の取扱い等につき、日弁連規則との平
仄を合わせながら当会規則の改正をすること
や、勧告にかかわらず倫理研修を履修しない
場合には、会長が指定する当会の倫理研修の
履修を命じるという措置を規定すること等に
ついて審議された。日弁連規則と当会規則の
内容や関係を確認する質問があり、倫理研修
の履行確保のために履修義務の残存につきど
のように考えるべきかといった議論がなされ
た。
　また、「公設事務所運営支援等規則一部改正
の件」においては、弁護士任官と自治体等へ
の弁護士の就任を推進するため、公設事務所
の業務として、「弁護士任官希望者及び自治体
内弁護士希望者の育成と支援並びに退任後の
弁護士の受入れ支援」を加えることについて
審議された。公設事務所の本来的業務である
公益的活動といえるのか、予算の変動がある
のかといった質問があり、実際の受け入れに
あたっては、人的課題、物的課題、金銭的な
負担の増大といった経済的課題等を慎重に検
討すべきであるとの説明がなされた。
　最後に、各報告事項につき報告がなされた。
　毎回、一つの質問から多角的な議論に発展
することも多く、議題によっては活発な議論
がなされているように思う。 

常議員会
平成30年1月12日

●報告者　金ヶ崎 絵美 （65期）

常議員40人中27人出席
報告

議　　題

議 

決 

事 

項

一般会費免除申請の件

会員研修規則一部改正の件

公設事務所運営支援等規則一部改正の件

東京三弁護士会多摩地区法律相談センター運営規則一部改正の件

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

会立件懲戒調査請求の件

調査室嘱託選任（再任3名・新任1名）の件

平成29年度委員選任の件

市民会議委員選任（再任）の件

報 

告 

事 

項

犯罪被害者のプライバシー尊重を求める会長声明の件

死刑執行に抗議する会長声明の件

ワークルール教育推進法（仮称）の制定を求める会長声明の件

少年の実名・顔写真報道を受けての会長声明の件

倫理研修に関する細則一部改正の件

第二東京弁護士会司法修習給費制存続を求める
対策本部設置要綱一部改正の件

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
ドメスティック・バイオレンス法律相談実施要領一部改正の件

東京三弁護士会多摩地区法律相談センター
高齢者・障害者専門法律相談実施要領一部改正の件

東京三弁護士会多摩地区法律相談センター
消費者問題法律相談実施要領一部改正の件

東京三弁護士会多摩地区法律相談センター
犯罪被害者法律相談実施要領一部改正の件

東京三弁護士会多摩地区法律相談センター
労働問題法律相談実施要領一部改正の件

東京三弁護士会多摩地区法律相談センター
弁護士子どもの悩みごと相談実施要領一部改正の件

東京三弁護士会多摩地区法律相談センター
生活保護法律相談実施要領一部改正の件

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

東京三弁護士会多摩支部刑事弁護連絡協議会運営要綱
一部改正の件

東京三弁護士会多摩支部司法修習連絡協議会設置・運営要綱
一部改正の件

東京三弁護士会東京地方・家庭裁判所立川支部本庁化・
弁護士会多摩支部本会化推進協議会設置要綱一部改正の件

東京三弁護士会多摩地区法律相談センター
高齢者・障害者専門法律相談における手話通訳者の派遣に関する
実施要綱制定の件

ABS該当性審査手続の件

弁護士推薦委員会報告の件（11/20開催）

弁護士推薦委員会報告の件（12/25開催）

第二東京弁護士会業務システム検討ワーキンググループ委員選任の件

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
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常議員会報告

NIBEN Frontier●2018年3月号 45

概　　　要 結　果
疾病を理由とする免除申請 異議なく可決承認

倫理研修の受講義務に関する規則一部改正 異議なく可決承認

公設事務所の業務に弁護士任官希望者等の支援等を追加する規則一部改正 賛成多数（賛成22名、反対3名、保留1名）により可決承認

一弁多摩支部の運営方式の変更に伴う規則一部改正 異議なく可決承認

新規11件（うち1件は、第70期司法修習修了者1月16日入会申請） 異議なく可決承認

資格承認3件 異議なく承認を是とする旨の答申

会費滞納事由により、当会自らが懲戒調査請求を行う件 異議なく承認を是とする旨の答申

調査室嘱託選任 異議なく選任を是とする旨の答申

互助会運営委員会選任 異議なく選任を是とする旨の答申

市民会議委員選任 異議なく選任を是とする旨の答申

平成29年12月5日に会長声明を発した旨の報告

平成29年12月19日に会長声明を発した旨の報告

平成29年12月22日に会長声明を発した旨の報告

平成29年12月26日に会長声明を発した旨の報告

勧告の時期を前倒しする細則一部改正

左記対策本部の存続期間を延長して平成31年3月31日までとする設置要綱一部改正

一弁多摩支部の運営方式の変更に伴う運営細則一部改正

一弁多摩支部の運営方式の変更に伴う実施要領一部改正

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

一弁多摩支部の運営方式の変更に伴う運営要綱一部改正

一弁多摩支部の運営方式の変更に伴う設置・運営要綱一部改正

一弁多摩支部の運営方式の変更に伴う設置要綱一部改正

左記実施要綱の制定

左記審査手続方法についての報告

推薦結果の報告

同上

左記ワーキンググループ委員選任の報告

決定した幹事人選の報告

12/31現在　5,662名（正会員5,388名、外国特別会員162名、法人会員109名、外国法人特別会員3名）
登録取消7件、登録換え退会3件
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