
議　題 概　要 結　果

議
決
事
項

司法研修所弁護教官等の法曹養成活動に対する経済的支援に関する規則一部改正の件 支援金の支出対象役職の任期に１か月未満の端数が生じた際の、支援金支出期間に関する規則改正 異議なく可決承認
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 多摩地域の各法律相談センターの収支改善を目的とした、相談日当額及び納付金料率を変更するための規則改正 全会一致で可決承認
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 市民相談は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、一律電話で実施しており、この運用を規則上に明記するための規則改正 異議なく可決承認
高齢者・障がい者総合支援センター規則一部改正の件 はなさき記念館の売却に伴う関連条項の廃止と、寄附金又は遺贈金の支出用途を細則に委任するための規則改正 全会一致で可決承認
共同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制定の件 「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 異議なく可決承認
共同法人会員届出様式規則制定の件 同上 同上
会費免除等の基準及び手続に関する規則一部改正の件 同上 同上
裁判所等の処置請求に対する取扱規則一部改正の件 同上 同上
法律相談センター規則一部改正の件 同上 同上
事業者への弁護士推薦制度運営規則一部改正の件 同上 同上
民事介入暴力被害者救済センター規則一部改正の件 同上 同上
公設事務所運営支援等規則一部改正の件 同上 同上
外国法事務弁護士特別会員の営利業務の届出等に関する規則一部改正の件 同上 同上
国際委員会規則一部改正の件 同上 同上
広報室規則一部改正の件 同上 同上
NIBEN Frontier広告掲載に関する規則一部改正の件 同上 同上
出版物取扱規則一部改正の件 同上 同上
NIBEN Frontier原稿料、出演料等の支払に関する規則一部改正の件 同上 同上
会館使用規則一部改正の件 同上 同上
第二東京弁護士会多摩支部規則一部改正の件 同上 同上
東京三弁護士会多摩弁護士会館使用規則一部改正の件 同上 同上
調査室規則一部改正の件 同上 同上
業務支援室規則一部改正の件 同上 同上
文書等管理保存規則一部改正の件 同上 同上
第二東京弁護士会個人情報保護規則一部改正の件 同上 同上
会員情報の第三者提供に関する規則一部改正の件 同上 同上
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 同上 同上
東京三弁護士会災害対策委員会及び災害復旧・復興本部の設置に関する協定書一部改正の件 同上 同上
一般会費免除申請の件（１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（２件目） 同上 同上

一般会費免除申請の件（３件目）　 疾病を理由とする免除申請 会費支払免除（既納分の返還を可とすることを含め）を認め
る旨、異議なく可決承認

第二東京弁護士会住宅紛争審査会規則一部改正の件 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行
の確保等に関する法律」の改正に伴う関連規則改正 異議なく可決承認

第二東京弁護士会住宅紛争審査会あっせん・調停・仲裁手続規則一部改正の件 同上 同上
第二東京弁護士会住宅紛争審査会専門家相談運営規則一部改正の件（既存住宅の売買契約に関する相談の追加） 同上 同上
第二東京弁護士会住宅紛争審査会専門家相談運営規則一部改正の件（２号保険付き住宅に関する相談の追加） 同上 同上

入会審査及び指定法付記請求 入会審査10件、指定法付記請求0件 9件について異議なく可決承認
1件について日弁連進達を不可とすることを異議なく可決承認

諮
問
事
項

資格承認及び指定法 資格承認申請2件 異議なく承認を是とする旨の答申

報
告
事
項

東京三弁護士会多摩地区法律相談センター運営細則廃止制定の件 左記細則の廃止・再制定
弁護士業務に関する市民相談窓口運営細則一部改正の件 左記細則の改正
寄附金又は遺贈金の支出に関する細則制定の件 同上
第74期新規登録弁護士の各種委員会等幹事選任の件 決定した幹事人選の報告
育児期間一般会費免除申請時の報告書基準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
医療観察付添人あっせん運営細則一部改正の件 同上
推薦候補者選任手続細則一部改正の件 同上
弁護士等の職務における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応指針一部改正の件 同上
弁護士過疎地公設事務所への派遣予定弁護士の推薦状作成に関する細則一部改正の件 同上
出版物取扱規則第4条の解釈運用基準一部改正の件 同上
ひまわりページ運営細則一部改正の件 同上
NIBEN Frontier広告掲載に関する細則一部改正の件 同上
会館使用細則一部改正の件 同上
弁護士会館共用部掲示板等運用要領（会館運営委員会）一部改正の件 同上
第二東京弁護士会多摩支部役員選任に関する支部細則一部改正の件 同上
東京三弁護士会多摩弁護士会館使用細則一部改正の件 同上
第二東京弁護士会多摩支部広報委員会支部細則一部改正の件　　　　 同上
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 同上
多摩支部広報委員会細則一部改正の件 同上
事務局の職制に関する細則一部改正の件 同上
会員情報の第三者提供に関する細則一部改正の件 同上

「大崎事件」再審請求棄却決定に関する会長声明の件 ２０２２年６月３０日に会長声明を発した旨の報告
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。６月３０日現在） ６月３０日現在　6,623名（正会員6,257名、外国特別会員196名、法人会員164名、外国法人特別会員6名）　登録取消14件、登録換え退会5件

　冒頭、菅沼会長より、①当会が協賛した女性のための
相談会（７月実施）の報告（昨今の物価高で生活苦に陥っ
ている多くの女性が相談会に訪れたこと等）、及び、②

日弁連副会長として分掌している民事法律扶助制度の改
革に向けた取り組みの報告があった。後者について、法
テラスが立替え・償還制度を原則とするが故に要支援者
が虎の子の資産を失うケースがあり、日弁連は原則給付
制への転換を目指している、とのことであった。いずれも、
収入面で二極化が進む現代社会の課題への大事な取り
組みであると認識した。
　議決事項42・報告事項34は、主に、多摩支部法律
相談納付金の引上げ及び日当の引下げを内容とするもの
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である。多摩支部の先生方が会の財政を意識し、また、
自律的に収支改善を図るべく取り組んでおられた成果の１
つである。
　議決事項44・報告事項36は、はなさき記念館の売却
によって充実した基金を、高齢者のための活動に活用す
るための規則・細則改正である。同会館が若手支援の
役割を終え、花咲氏の遺贈の趣旨に沿った支出という本
来の目的のために支出されることになった。
　８月には、例年休会している常議員会を開催し、当会

の業務基幹システムリプレイスを検討すべく業者に委託
することの是非を諮る見込みとのことである。
　この度の常議員会においても、的を射た質問が多く、
また、理事者や説明員が画像を利用しながら、会員に分
かり易く説明する工夫をされている。常議員会が性別、
年次、業務内容、執務形態等、多様な構成となってい
ることが、うまく機能していると強く感じた。　　  　  
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