
　今年度の常議員会では、さまざまな質問・意見が活発に出されてお
り、基本的な事項の確認から最先端の法解釈まで、質疑が充実してい
る。また、執行部が積極的にパワーポイントで議案の説明をしてくれ
るので、議案の内容が分かりやすく頭に入り、とても助かっている。
　今回は、日本組織内弁護士協会（JILA）の活動報告の時間が設けられ、
同協会所属の常議員３名によるプレゼンテーションがあり、JILAの活
動が分かりやすく紹介された。
　議題では、昨年度常設化されて注目を集めている「子どもSNS相談
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一般会費免除申請の件（１件目） 疾病等に準ずる事由を理由とする免除申請 会費支払免除を認めない旨、異議なく可決承認
一般会費免除申請の件（２件目） 疾病を理由とする免除申請 会費支払免除を認める旨、異議なく可決承認
一般会費免除申請の件（３件目） 任期付き公務員（特別地方公共団体）への就任を理由とする免除申請 会費支払免除を認める旨、異議なく可決承認
一般会費免除申請の件（４件目） 疾病を理由とする免除申請 会費支払免除を認める旨、異議なく可決承認
一般会費免除申請の件（５件目） 任期付き公務員（特別地方公共団体）への就任を理由とする免除申請 会費支払免除を認める旨、異議なく可決承認
子どもSNS相談規則一部改正の件 相談担当者名簿の体制を整備し、更新頻度を１年毎から半年毎に変更する改正 全会一致で可決承認
会員の公益活動等に関する実施規則一部改正の件 「弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度」創設に伴う関連規則の改正 全会一致で可決承認
選挙実施規則一部改正の件 同上 同上
資格審査会規則一部改正の件 同上 同上
弁護士法人会員の従たる事務所社員に係る非常駐許可に関する規則一部改正の件 同上 同上
弁護士推薦委員会規則一部改正の件 同上 同上
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 同上 同上
会員研修規則一部改正の件 同上 同上
新規登録弁護士研修における勧告制度等の運用に関する規則一部改正の件 同上 同上
弁護士会照会手続規則一部改正の件 同上 同上
業務広告調査規則一部改正の件 同上 同上
印鑑登録及び各種証明書交付手続規則一部改正の件 同上 同上
弁護士業務センター規則一部改正の件 同上 同上
弁護士業務に関する市民相談窓口設置規則一部改正の件 同上 同上
法律事務所事務職員の身分証明書に関する規則一部改正の件 同上 同上
委員会一般規則一部改正の件 同上 同上
第二東京弁護士会人権擁護委員会規則一部改正の件 同上 同上
人権救済基金設置規則一部改正の件 同上 同上
犯罪被害者支援センター規則一部改正の件 同上 同上
互助会規則一部改正の件 同上 同上
災害復旧復興支援特別会計規則一部改正の件 同上 同上
弁護士業務妨害対策委員会規則一部改正の件 同上 同上
第二東京弁護士会災害対策に関する基本規則一部改正の件 同上 同上
総務委員会規則一部改正の件 同上 同上
弁護士業務妨害対策支援規則一部改正の件 同上 同上
裁判官制度等改革推進委員会規則一部改正の件 同上 同上
入会審査及び指定法付記請求 入会審査11件、指定法付記請求0件 全会一致で可決承認
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資格承認及び指定法 資格承認申請1件 異議なく承認を是とする旨の答申

日弁連定期総会における当会議決権行使の件 ２０２２年６月１０日に開催される日弁連定期総会における当会議決権行使の件 全会一致で第１号議案～第４号議案及び第６号議案に賛成票を投じることを是とする旨の答申 
賛成多数で第５号議案に賛成票を投じることを是とする旨の答申

業務支援室嘱託（弁護士業務センター）選任の件 左記嘱託弁護士（新任）選任の件 全会一致で選任を是とする旨の答申
業務支援室嘱託（研修センター）選任の件 左記嘱託弁護士（再任）選任の件 全会一致で選任を是とする旨の答申
業務支援室嘱託（司法修習）選任の件 左記嘱託弁護士（再任）選任の件 全会一致で選任を是とする旨の答申
業務支援室嘱託（国際交流に関する事項）選任の件 左記嘱託弁護士（再任）選任の件 全会一致で選任を是とする旨の答申
業務支援室嘱託（刑事弁護）選任の件 左記嘱託弁護士（再任）選任の件 全会一致で選任を是とする旨の答申
業務支援室嘱託（高齢者・障がい者総合支援センター）選任の件 左記嘱託弁護士（新任）選任の件 全会一致で選任を是とする旨の答申
当会とパリ弁護士会との友好協定書更新の件 ２０１５年１２月１０日に締結されたパリ弁護士会との友好協定を５年間更新する件 全会一致で友好協定の更新を是とする旨の答申
２０２２度給付金支給基準の件 本年度の死亡弔慰金、退会給与金、傷病見舞金及び災厄見舞金の支給基準 全会一致で支給基準を是とする旨の答申
市民会議委員再任の件 左記委員会委員２名（再任）選任の件 全会一致で選任を是とする旨の答申
懲戒委員会嘱託選任（再任）の件 左記嘱託弁護士（再任）選任の件 全会一致で選任を是とする旨の答申

報
告
事
項

憲法記念日を迎えての会長声明の件 ２０２２年５月３日に会長声明を発した旨の報告
沖縄の日本復帰５０周年にあたっての会長声明の件 ２０２２年５月１７日に会長声明を発した旨の報告
早期独立弁護士支援ワーキンググループ設置要綱一部改正の件 左記要綱の改正
日本組織内弁護士協会（JILA）との意見交換会実施報告の件 左記意見交換会の実施報告と日本組織内弁護士協会（JILA）の活動概要報告
各種法律相談、弁護士紹介等担当者名簿に関する規則における不服審査手続に関する細則一部改正の件 「弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度」創設に伴う関連細則の改正報告
倫理研修に関する細則一部改正の件 同上
新規登録弁護士研修の履修の免除又は猶予に関する要領 同上
弁護士会照会手続細則一部改正の件 同上
法律事務所事務職員の身分証明書に関する細則一部改正の件 同上
社外役員候補者名簿の作成・提供に関する実施細則一部改正の件 同上
法律研究会の設置等に関する細則一部改正の件 同上
弁護士推薦委員会報告の件 推薦結果の報告
２０２２年度委員選任の件（理事者一任事項の選任報告） 決定した委員人選の報告
２０２２年度幹事選任の件 決定した幹事人選の報告

会員異動の件（登録取消及び登録換え含む。５月３１日現在） ５月３１日現在　6,627名（正会員6,262名、外国特別会員197名、法人会員162名、外国法人特別会員6名） 
登録取消10件、登録換え退会5件
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規則一部改正の件」が審議された。相談件数が今年5月で101件と増加
傾向にあることを踏まえ、相談員をより多く確保するべく、実施名簿
の更新を半年に1回の頻度で行うことが承認された。質疑では、相談
員の幅を広げるべく、現在、子どもの権利、高齢者・障がい者、法教
育の3つの委員会・センターに限定している相談者の募集対象の範囲を
広げるべきであるという意見が出され、今後の検討事項となった。
　業務支援嘱託の選任・再任が審議されたが、嘱託選任にあたっての
選任基準や報酬の決め方などについて質問があり、会として嘱託の業

務内容や必要な人数、報酬等についてより一層把握すべきとの意見が
出された。
　昨年度から継続案件となっていた「当会とパリ弁護士会との友好協
定書更新の件」が審議され、国外の弁護士会との協定を締結する意義
や現状について議論され、二弁としての国際活動についての在り方が
議論された。
　議案はすべて全会一致ないし賛成多数で承認された。　　　　　 
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