
 

 

○第二東京弁護士会会則（抜粋） 

 

   第3章 弁護士道徳 

第22条の2 弁護士会員は、会規に定めるところにより公益活動等を行う。 

                                              

○会員の公益活動等に関する会規 

 (制定 平成4年 5月 27日会規第3号) 

改正 平成13年 5月 29日会規第1号    改正 平成14年 1月 15日会規第3号 

全部改正 平成15年 2月 25日会規第3号  改正 平成17年 2月 23日会規第5号 

改正 平成18年 5月 30日会規第2号    改正 平成18年 11月 27日会規第5号 

改正 平成19年 1月 11日会規第1号    改正 平成19年 3月 12日 会則第5号改正に伴う改正 

改正 平成20年 10月 1日会規第5号    改正 平成26年 1月 10日会規第6号 

改正 平成27年 3月 23日会規第6号    改正 平成27年 11月 17日会規第13号 

改正 平成27年 11月 17日会規第14号   改正 平成29年 3月 27日会規第3号 

改正 令和元年5月28日会規第1号 

 

(目的) 

第 1条 この会規は、第二東京弁護士会会則第22条の2、弁護士法人会員会規(平成14年会規第1

号)第 19条及び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(昭和62年会

規第1号)第3条の2に基づき、弁護士会員、弁護士法人会員、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が行う公益活動等に関して必要な事項を定める。 

 

(公益活動等の内容) 

第 2条 公益活動等とは、次に定めるものをいう。 

(1) 市民に提供する法律事務としての次の活動 

ア 国選弁護人としての活動 

イ 国選付添人としての活動 

ウ 国選医療観察付添人としての活動 

エ 当番弁護士としての活動 

オ 法律扶助事件に関する活動 

カ 会員の公益活動等に関する実施規則(平成15年規則第12号。以下「実施規則」という。)

で定める法律相談の担当者としての活動 

(2) 弁護士会活動のうち次の活動 

ア 本会若しくは日本弁護士連合会の会長、副会長、監事若しくは嘱託、本会の事務局長、日

本弁護士連合会の事務総長若しくは事務次長、関東弁護士会連合会の理事長若しくは副理事

長又は本会多摩支部の支部長若しくは副支部長としての活動 

イ 本会、日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会又は東京三弁護士会の委員会の委員又は幹

事としての活動 

ウ 本会の常議員、日本弁護士連合会の代議員若しくは理事又は関東弁護士会連合会の理事と

しての活動 

エ 弁護士会が運営する仲裁又は裁判外紛争解決(ADR)機関における仲裁人、あっせん人その他

名称のいかんを問わず、仲裁手続、和解あっせん手続若しくは示談あっせん手続を主催する

者又はこれらの手続における補助者としての活動 

 

 

オ 実施規則で定める本会、日本弁護士連合会又は関東弁護士会連合会における活動 

カ その他、本会、日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会又は実施規則に定める団体の委嘱

した事項に関する活動 

(3) その他の次の活動(前2号に該当する場合を除く。) 

ア 法令により官公署が委嘱した事項に関する活動で、実施規則に定めるもの 

イ 官公署に対して、無償又は低額な報酬で行う、法律事務の提供(アに該当する場合を除

く。) 

ウ 人権の擁護、公的な権利の保障又は社会的・経済的弱者への支援若しくは教育を目的とす

る団体又は組織に対して、無償又は低額な報酬で行う、法律事務の提供 

エ 犯罪被害者、障害者その他社会的・経済的弱者に対して、無償又は低額な報酬で行う、法

律事務の提供 

オ 法律若しくは司法制度の改善又は法律若しくは法律事務に関する教育のための活動で、実

施規則に定めるもの 

 

(公益活動等の実行等) 

第 3条 弁護士会員は、前条第1号に掲げる活動として、毎年度、次の各号に掲げる事件のいずれか

を少なくとも1件受任しなければならない。 

(1) 国選弁護事件 

(2) 国選付添人事件 

(3) 国選医療観察付添事件 

(4) 国選被害者参加弁護事件 

(5) 当番弁護士として接見のうえ受任した刑事弁護事件及び少年保護事件 

(6) 法律扶助事件 

2 弁護士会員は、前項の規定による活動をした場合を除き、次に掲げる活動を、毎年度、合計10時

間以上行わなければならない。 

(1) 前条第1号エの活動のうち、受任に至らなかった刑事弁護事件及び少年保護事件における活

動 

(2) 前条第1号カに掲げる活動 

(3) 前条第2号に掲げる活動 

(4) 前条第3号に掲げる活動 

3 別表第1に掲げる役職にある弁護士会員については、当該役職にある年度において、前項の規定

による活動を行ったものとみなす。 

4 別表第2に掲げる役職にある弁護士会員については、当該役職にある旨を本会に申告した場合に

限り、当該役職にある年度において、第2項の規定による活動を行ったものとみなす。 

5 前条第2号イに掲げる活動については、第2項の規定の適用に当たっては、委員会への出席1回

を2時間の活動とみなす。 

6 前項の出席には、委員会一般規則（平成14年規則第17号）の定めるところにより、委員会が電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって会長が定めるも

のを利用した会議への参加を出席とみなしたものを含む。 

7 弁護士会員は、毎年4月30日までに、前年度において第1項第6号又は第2項の規定による活動

を行った場合にあっては活動内容及び活動時間数を、前年度において公益活動等を行わなかった

場合にあってはその旨を、本会に申告しなければならない。ただし、前年度において別表第1に

掲げる役職にあった弁護士会員又は本会がウェブサイトに当該弁護士会員の公益活動として掲載

した活動については、この限りでない。 

8 弁護士会員は、公益活動等に積極的に参加するよう努めなければならない。 
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○第二東京弁護士会会則（抜粋） 

 

   第3章 弁護士道徳 

第22条の2 弁護士会員は、会規に定めるところにより公益活動等を行う。 

                                              

○会員の公益活動等に関する会規 

 (制定 平成4年 5月 27日会規第3号) 

改正 平成13年 5月 29日会規第1号    改正 平成14年 1月 15日会規第3号 

全部改正 平成15年 2月 25日会規第3号  改正 平成17年 2月 23日会規第5号 

改正 平成18年 5月 30日会規第2号    改正 平成18年 11月 27日会規第5号 

改正 平成19年 1月 11日会規第1号    改正 平成19年 3月 12日 会則第5号改正に伴う改正 

改正 平成20年 10月 1日会規第5号    改正 平成26年 1月 10日会規第6号 

改正 平成27年 3月 23日会規第6号    改正 平成27年 11月 17日会規第13号 

改正 平成27年 11月 17日会規第14号   改正 平成29年 3月 27日会規第3号 

改正 令和元年5月28日会規第1号 

 

(目的) 

第 1条 この会規は、第二東京弁護士会会則第22条の2、弁護士法人会員会規(平成14年会規第1

号)第 19条及び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(昭和62年会

規第1号)第3条の2に基づき、弁護士会員、弁護士法人会員、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が行う公益活動等に関して必要な事項を定める。 

 

(公益活動等の内容) 

第 2条 公益活動等とは、次に定めるものをいう。 

(1) 市民に提供する法律事務としての次の活動 

ア 国選弁護人としての活動 

イ 国選付添人としての活動 

ウ 国選医療観察付添人としての活動 

エ 当番弁護士としての活動 

オ 法律扶助事件に関する活動 

カ 会員の公益活動等に関する実施規則(平成15年規則第12号。以下「実施規則」という。)

で定める法律相談の担当者としての活動 

(2) 弁護士会活動のうち次の活動 

ア 本会若しくは日本弁護士連合会の会長、副会長、監事若しくは嘱託、本会の事務局長、日

本弁護士連合会の事務総長若しくは事務次長、関東弁護士会連合会の理事長若しくは副理事

長又は本会多摩支部の支部長若しくは副支部長としての活動 

イ 本会、日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会又は東京三弁護士会の委員会の委員又は幹

事としての活動 

ウ 本会の常議員、日本弁護士連合会の代議員若しくは理事又は関東弁護士会連合会の理事と

しての活動 

エ 弁護士会が運営する仲裁又は裁判外紛争解決(ADR)機関における仲裁人、あっせん人その他

名称のいかんを問わず、仲裁手続、和解あっせん手続若しくは示談あっせん手続を主催する

者又はこれらの手続における補助者としての活動 

 

 

オ 実施規則で定める本会、日本弁護士連合会又は関東弁護士会連合会における活動 

カ その他、本会、日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会又は実施規則に定める団体の委嘱

した事項に関する活動 

(3) その他の次の活動(前2号に該当する場合を除く。) 

ア 法令により官公署が委嘱した事項に関する活動で、実施規則に定めるもの 

イ 官公署に対して、無償又は低額な報酬で行う、法律事務の提供(アに該当する場合を除

く。) 

ウ 人権の擁護、公的な権利の保障又は社会的・経済的弱者への支援若しくは教育を目的とす

る団体又は組織に対して、無償又は低額な報酬で行う、法律事務の提供 

エ 犯罪被害者、障害者その他社会的・経済的弱者に対して、無償又は低額な報酬で行う、法

律事務の提供 

オ 法律若しくは司法制度の改善又は法律若しくは法律事務に関する教育のための活動で、実

施規則に定めるもの 

 

(公益活動等の実行等) 

第 3条 弁護士会員は、前条第1号に掲げる活動として、毎年度、次の各号に掲げる事件のいずれか

を少なくとも1件受任しなければならない。 

(1) 国選弁護事件 

(2) 国選付添人事件 

(3) 国選医療観察付添事件 

(4) 国選被害者参加弁護事件 

(5) 当番弁護士として接見のうえ受任した刑事弁護事件及び少年保護事件 

(6) 法律扶助事件 

2 弁護士会員は、前項の規定による活動をした場合を除き、次に掲げる活動を、毎年度、合計10時

間以上行わなければならない。 

(1) 前条第1号エの活動のうち、受任に至らなかった刑事弁護事件及び少年保護事件における活

動 

(2) 前条第1号カに掲げる活動 

(3) 前条第2号に掲げる活動 

(4) 前条第3号に掲げる活動 

3 別表第1に掲げる役職にある弁護士会員については、当該役職にある年度において、前項の規定

による活動を行ったものとみなす。 

4 別表第2に掲げる役職にある弁護士会員については、当該役職にある旨を本会に申告した場合に

限り、当該役職にある年度において、第2項の規定による活動を行ったものとみなす。 

5 前条第2号イに掲げる活動については、第2項の規定の適用に当たっては、委員会への出席1回

を2時間の活動とみなす。 

6 前項の出席には、委員会一般規則（平成14年規則第17号）の定めるところにより、委員会が電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって会長が定めるも

のを利用した会議への参加を出席とみなしたものを含む。 

7 弁護士会員は、毎年4月30日までに、前年度において第1項第6号又は第2項の規定による活動

を行った場合にあっては活動内容及び活動時間数を、前年度において公益活動等を行わなかった

場合にあってはその旨を、本会に申告しなければならない。ただし、前年度において別表第1に

掲げる役職にあった弁護士会員又は本会がウェブサイトに当該弁護士会員の公益活動として掲載

した活動については、この限りでない。 

8 弁護士会員は、公益活動等に積極的に参加するよう努めなければならない。 
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9 弁護士法人会員は、公益活動等のうち、弁護士法人として行うことが可能な活動について積極的

に参加するよう努めなければならない。 

10 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は、公益活動等のうち、外国法事

務弁護士又は外国法事務弁護士法人として行うことが可能な活動について積極的に参加するよう

努めなければならない。 

 

 (配慮・協力義務) 

第 4条 弁護士会員及び外国法事務弁護士特別会員は、雇用する弁護士会員又は外国法事務弁護士特

別会員が公益活動等に参加するよう配慮し、これに協力しなければならない。 

2 弁護士法人会員は、社員たる弁護士会員又は雇用する弁護士会員若しくは外国法事務弁護士特別

会員が公益活動等に参加するよう配慮し、これに協力しなければならない。 

3 外国法事務弁護士法人特別会員は、社員たる外国法事務弁護士特別会員又は雇用する弁護士会員

若しくは外国法事務弁護士特別会員が公益活動等に参加するよう配慮し、これに協力しなければ

ならない。 

 

第 5条 削除 

 

 (公益活動負担金) 

第 6条 弁護士会員は、一の年度において、第3条第1項第1号から第5号までの規定による活動を

行わず、かつ、同条第1項第6号又は第2項の規定による活動を行った時間が10時間に満たない

ときは、当該満たない時間（1時間に満たない時間は1時間に切り上げ、第3条第4項又は第7項

に規定する申告をしなかった弁護士会員についてはこれを10時間とする。）1時間につき5,000

円の公益活動負担金を本会に納付することにより、当該満たない時間分の活動に代えることがで

きる。 

2 公益活動負担金を納付しようとする弁護士会員は、第3条第7項に規定する申告をする際に、納

付する旨を申し出なければならない。 

3 公益活動負担金の納付及びその使途については、別に規則で定める。 

4 公益活動負担金については、消費税等相当額（消費税法（昭和63年法律第108号）に定める消費

税及び地方税法（昭和25年法律第226号）に定める地方消費税に相当する金額をいう。）を徴収

しない。 

 

 (義務の免除等) 

第 7条 弁護士会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項及び第2項の規定によ

る活動を行う義務を免れる。 

(1) 65歳以上である場合 

(2) 疾病、留学、妊娠、出産、育児、介護その他公益活動等を行うことが困難である正当な事由

があり、当該事由を本会に申告して会長の承認を得た場合 

 

 (勧告) 

第 8条 会長は、公益活動負担金を納付すべきであるにもかかわらず納付しない弁護士会員に対し、

公益活動負担金を納付するよう勧告することができる。 

2 弁護士会員、弁護士法人会員、外国法事務弁護士特別会員又は外国法事務弁護士法人特別会員が

第4条の義務に違反した場合には、会長は、当該会員等に対し、同条の義務を履行するよう勧告

することができる。 

 

 

 

 (公表) 

第 9条 会長は、前条第1項の規定による勧告を受けたにもかかわらず公益活動負担金を納付しない

弁護士会員について、その旨を、当該会員の氏名（職務上の氏名を使用している者については、

職務上の氏名をいう。以下同じ。）、登録番号並びに事務所の名称及び所在場所と共に、弁護士

会館内に掲示して公表することができる。 

2 会長は、前条第2項の規定により勧告を受けたにもかかわらず改善が認められない弁護士会員、

弁護士法人会員、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について、その

旨を、当該会員の氏名、登録番号並びに事務所の名称及び所在場所（弁護士法人会員及び外国法

事務弁護士法人特別会員にあっては、その名称、届出番号並びに事務所の名称及び所在場所）と

共に、弁護士会館内に掲示して公表することができる。 

3 会長は、第1項又は前項に規定する公表をする前に、公表の対象となる者（以下「公表対象会員

等」という。）に対し、弁明の機会を与えなければならない。 

4 会長は、前項の規定により弁明の機会を与えた後、第1項又は第2項に規定する公表をしようと

するときは、あらかじめ、公表対象会員等に対し、公表する旨を文書で告知しなければならな

い。 

5 第 1項及び第2項に規定する公表は、前項の文書が公表対象会員等に到達した日から15日を経過

した後に行い、掲示の期間は２週間とする。 

 

 (不服申立て) 

第 10条 公表対象会員等は、前条第4項に規定する告知を受けた日から14日以内に、本会に対し、

書面をもって、不服の申立てをすることができる。 

2 本会は、不服の申立てを受理したときは、常議員会に諮問し、その答申を受けて、公表の可否を

決定する。 

3 会長は、前項の常議員会の答申を受けるまで、前条第1項及び第2項に規定する公表をすること

ができない。 

 

 (年度) 

第 11条 本会規において年度とは、毎年4月 1日から翌年3月31日までの期間をいう。 

2 前項にかかわらず、弁護士会員が本会に入会した最初の年度については、入会した日から翌年度

の3月31日までを1年度とする。 

 

附 則 

この会規は、日本弁護士連合会の承認を得て公示した日から施行する。 

(平成4年 6月19日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 4年 7月1日 公示) 

附 則(改正 平成13年 5月 29日会規第1号) 

この会規は、日本弁護士連合会の承認を得て、公示の日から施行する。 

(平成13年 6月 15日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 13年 6月 25日 公示) 

附 則(改正 平成14年 1月 15日会規第3号) 

第 3条第1項、同条第2項及び第4条の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成14

年 4月 1日から施行する。 

(平成14年 1月 18日 日本弁護士連合会承認) 
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9 弁護士法人会員は、公益活動等のうち、弁護士法人として行うことが可能な活動について積極的

に参加するよう努めなければならない。 

10 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は、公益活動等のうち、外国法事

務弁護士又は外国法事務弁護士法人として行うことが可能な活動について積極的に参加するよう

努めなければならない。 

 

 (配慮・協力義務) 

第 4条 弁護士会員及び外国法事務弁護士特別会員は、雇用する弁護士会員又は外国法事務弁護士特

別会員が公益活動等に参加するよう配慮し、これに協力しなければならない。 

2 弁護士法人会員は、社員たる弁護士会員又は雇用する弁護士会員若しくは外国法事務弁護士特別

会員が公益活動等に参加するよう配慮し、これに協力しなければならない。 

3 外国法事務弁護士法人特別会員は、社員たる外国法事務弁護士特別会員又は雇用する弁護士会員

若しくは外国法事務弁護士特別会員が公益活動等に参加するよう配慮し、これに協力しなければ

ならない。 

 

第 5条 削除 

 

 (公益活動負担金) 

第 6条 弁護士会員は、一の年度において、第3条第1項第1号から第5号までの規定による活動を

行わず、かつ、同条第1項第6号又は第2項の規定による活動を行った時間が10時間に満たない

ときは、当該満たない時間（1時間に満たない時間は1時間に切り上げ、第3条第4項又は第7項

に規定する申告をしなかった弁護士会員についてはこれを10時間とする。）1時間につき5,000

円の公益活動負担金を本会に納付することにより、当該満たない時間分の活動に代えることがで

きる。 

2 公益活動負担金を納付しようとする弁護士会員は、第3条第7項に規定する申告をする際に、納

付する旨を申し出なければならない。 

3 公益活動負担金の納付及びその使途については、別に規則で定める。 

4 公益活動負担金については、消費税等相当額（消費税法（昭和63年法律第108号）に定める消費

税及び地方税法（昭和25年法律第226号）に定める地方消費税に相当する金額をいう。）を徴収

しない。 

 

 (義務の免除等) 

第 7条 弁護士会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項及び第2項の規定によ

る活動を行う義務を免れる。 

(1) 65歳以上である場合 

(2) 疾病、留学、妊娠、出産、育児、介護その他公益活動等を行うことが困難である正当な事由

があり、当該事由を本会に申告して会長の承認を得た場合 

 

 (勧告) 

第 8条 会長は、公益活動負担金を納付すべきであるにもかかわらず納付しない弁護士会員に対し、

公益活動負担金を納付するよう勧告することができる。 

2 弁護士会員、弁護士法人会員、外国法事務弁護士特別会員又は外国法事務弁護士法人特別会員が

第4条の義務に違反した場合には、会長は、当該会員等に対し、同条の義務を履行するよう勧告

することができる。 

 

 

 

 (公表) 

第 9条 会長は、前条第1項の規定による勧告を受けたにもかかわらず公益活動負担金を納付しない

弁護士会員について、その旨を、当該会員の氏名（職務上の氏名を使用している者については、

職務上の氏名をいう。以下同じ。）、登録番号並びに事務所の名称及び所在場所と共に、弁護士

会館内に掲示して公表することができる。 

2 会長は、前条第2項の規定により勧告を受けたにもかかわらず改善が認められない弁護士会員、

弁護士法人会員、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について、その

旨を、当該会員の氏名、登録番号並びに事務所の名称及び所在場所（弁護士法人会員及び外国法

事務弁護士法人特別会員にあっては、その名称、届出番号並びに事務所の名称及び所在場所）と

共に、弁護士会館内に掲示して公表することができる。 

3 会長は、第1項又は前項に規定する公表をする前に、公表の対象となる者（以下「公表対象会員

等」という。）に対し、弁明の機会を与えなければならない。 

4 会長は、前項の規定により弁明の機会を与えた後、第1項又は第2項に規定する公表をしようと

するときは、あらかじめ、公表対象会員等に対し、公表する旨を文書で告知しなければならな

い。 

5 第 1項及び第2項に規定する公表は、前項の文書が公表対象会員等に到達した日から15日を経過

した後に行い、掲示の期間は２週間とする。 

 

 (不服申立て) 

第 10条 公表対象会員等は、前条第4項に規定する告知を受けた日から14日以内に、本会に対し、

書面をもって、不服の申立てをすることができる。 

2 本会は、不服の申立てを受理したときは、常議員会に諮問し、その答申を受けて、公表の可否を

決定する。 

3 会長は、前項の常議員会の答申を受けるまで、前条第1項及び第2項に規定する公表をすること

ができない。 

 

 (年度) 

第 11条 本会規において年度とは、毎年4月 1日から翌年3月31日までの期間をいう。 

2 前項にかかわらず、弁護士会員が本会に入会した最初の年度については、入会した日から翌年度

の3月31日までを1年度とする。 

 

附 則 

この会規は、日本弁護士連合会の承認を得て公示した日から施行する。 

(平成4年 6月19日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 4年 7月1日 公示) 

附 則(改正 平成13年 5月 29日会規第1号) 

この会規は、日本弁護士連合会の承認を得て、公示の日から施行する。 

(平成13年 6月 15日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 13年 6月 25日 公示) 

附 則(改正 平成14年 1月 15日会規第3号) 

第 3条第1項、同条第2項及び第4条の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成14

年 4月 1日から施行する。 

(平成14年 1月 18日 日本弁護士連合会承認) 
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(平成 14年 1月 25日 公示) 

附 則(全部改正 平成15年 2月 25日会規第3号) 

この会規は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成16年 1月 1日から施行する。 

(平成15年 3月 13日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 15年 3月 26日 公示) 

附 則(改正 平成17年 2月 23日会規第5号) 

第 2条第2号、同条第3号イ、第3条第1項第3号、第4条第1項、第5条の見出し、同条第1

項第1号、同条第3項及び第8項第1項の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、公示の

日から施行する。 

(平成17年 3月 17日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 17年 4月 1日 公示) 

附 則(改正 平成18年 5月 30日会規第2号) 

1 第 2条第1号及び第2号、第3条第1項、第5条並びに第9条の改正規定は、日本弁護士連合

会の承認を得て公示の日から施行し、平成18年 1月1日から適用する。 

2 この会規の施行時の年度における第3条第1項、第5条及び第6条の規定の適用については、

第9条第1項の規定にかかわらず、平成18年 1月 1日から平成19年 3月 31日までの期間とす

る。 

(平成18年 6月 23日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 18年 6月 28日 公示) 

附 則(改正 平成18年 11月 27日会規第5号) 

第 2条第2号及び第3条第3号の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て公示の日から施

行し、平成18年 1月 1日から適用する。 

(平成18年 12月 14日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 18年 12月 15日 公示) 

附 則(改正 平成19年 1月 11日会規第1号) 

第 5条第1項及び第6条第1項の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成19年 4月

1日から施行する。 

(平成19年 1月 18日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 19年 1月 31日 公示) 

附 則(改正 平成19年 3月 12日 会則第5号改正に伴う改正) 

この改正規定は、公示の日から施行する。 

(平成19年 4月 2日 公示) 

附 則(改正 平成20年 10月 1日会規第5号) 

第 3条第1項第4号(新設)から第6号までの改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、公

示の日から施行する。 

(平成20年 10月 21日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 20年 10月 31日 公示) 

附 則(改正 平成26年 1月 10日会規第6号) 

 

 

第6条第4項の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、公示の日から施行する。 

（平成26年 2月 20日 日本弁護士連合会承認） 

（平成26年 3月 31日 公示） 

附 則(改正 平成27年 3月 23日) 

第 1条、第2条第1号カ、第3条第4項、第4条及び第8条第2項の改正規定は、日本弁護士

連合会の承認を得て、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する

法律(平成26年法律第29号)の施行の日から施行する。 

（平成27年 5月 7日 日本弁護士連合会承認） 

（平成27年 5月 31日 公示） 

附 則(改正 平成27年 11月 17日会規第13号) 

第 2条第1号、第3条、第5条、第6条第1項及び第2項、第7条、第8条第1項、第9条か

ら第11条まで並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、公示

の日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定中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についての公表に関する部分は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関

する特別措置法の一部を改正する法律（平成26年法律第29号）の施行の日から施行する。 

（平成27年 12月 17日 日本弁護士連合会承認） 

（平成28年 1月 25日 公示） 

附 則(改正 平成27年 11月 17日会規第14号) 

第 4条の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、外国弁護士による法律事務の取扱いに

関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第29号)の施行の日から施行する。 

（平成27年 12月 17日 日本弁護士連合会承認） 

（平成28年 1月 25日 公示） 

附 則(改正 平成29年 3月 27日会規第3号) 

第 9条第5項及び別表第1の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、公示の日から施行

し、平成28年 1月 25日から適用する。 

（平成29年 5月 1日 日本弁護士連合会承認） 

（平成29年 5月 25日 公示） 

附 則(改正 令和元年5月28日会規第1号) 

1 第 3条第6項から第10項まで並びに第6条第1項及び第2項の改正規定は、日本弁護士連合

会の承認があった日から施行し、平成31年 4月 1日から適用する。 

2 第 9条第1項及び第2項の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、公示の日から施行す

る。 

（令和元年6月20日 日本弁護士連合会承認） 

（令和元年7月1日 公示） 

 

別表第1（第3条関係） 

 １ 本会の会長、副会長、監事、常議員及び嘱託 

 ２ 本会の総会の議長及び副議長 

 ３ 本会の多摩支部の支部長及び副支部長 

 ４ 日本弁護士連合会の会長、副会長、理事、監事、事務総長、事務次長及び嘱託 
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(平成 14年 1月 25日 公示) 

附 則(全部改正 平成15年 2月 25日会規第3号) 

この会規は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成16年 1月 1日から施行する。 

(平成15年 3月 13日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 15年 3月 26日 公示) 

附 則(改正 平成17年 2月 23日会規第5号) 

第 2条第2号、同条第3号イ、第3条第1項第3号、第4条第1項、第5条の見出し、同条第1

項第1号、同条第3項及び第8項第1項の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、公示の

日から施行する。 

(平成17年 3月 17日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 17年 4月 1日 公示) 

附 則(改正 平成18年 5月 30日会規第2号) 

1 第 2条第1号及び第2号、第3条第1項、第5条並びに第9条の改正規定は、日本弁護士連合

会の承認を得て公示の日から施行し、平成18年 1月1日から適用する。 

2 この会規の施行時の年度における第3条第1項、第5条及び第6条の規定の適用については、

第9条第1項の規定にかかわらず、平成18年 1月 1日から平成19年 3月 31日までの期間とす

る。 

(平成18年 6月 23日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 18年 6月 28日 公示) 

附 則(改正 平成18年 11月 27日会規第5号) 

第 2条第2号及び第3条第3号の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て公示の日から施

行し、平成18年 1月 1日から適用する。 

(平成18年 12月 14日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 18年 12月 15日 公示) 

附 則(改正 平成19年 1月 11日会規第1号) 

第 5条第1項及び第6条第1項の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成19年 4月

1日から施行する。 

(平成19年 1月 18日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 19年 1月 31日 公示) 

附 則(改正 平成19年 3月 12日 会則第5号改正に伴う改正) 

この改正規定は、公示の日から施行する。 

(平成19年 4月 2日 公示) 

附 則(改正 平成20年 10月 1日会規第5号) 

第 3条第1項第4号(新設)から第6号までの改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、公

示の日から施行する。 

(平成20年 10月 21日 日本弁護士連合会承認) 

(平成 20年 10月 31日 公示) 

附 則(改正 平成26年 1月 10日会規第6号) 

 

 

第6条第4項の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、公示の日から施行する。 

（平成26年 2月 20日 日本弁護士連合会承認） 

（平成26年 3月 31日 公示） 

附 則(改正 平成27年 3月 23日) 

第 1条、第2条第1号カ、第3条第4項、第4条及び第8条第2項の改正規定は、日本弁護士

連合会の承認を得て、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する

法律(平成26年法律第29号)の施行の日から施行する。 

（平成27年 5月 7日 日本弁護士連合会承認） 

（平成27年 5月 31日 公示） 

附 則(改正 平成27年 11月 17日会規第13号) 

第 2条第1号、第3条、第5条、第6条第1項及び第2項、第7条、第8条第1項、第9条か

ら第11条まで並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、公示

の日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定中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についての公表に関する部分は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関

する特別措置法の一部を改正する法律（平成26年法律第29号）の施行の日から施行する。 

（平成27年 12月 17日 日本弁護士連合会承認） 

（平成28年 1月 25日 公示） 

附 則(改正 平成27年 11月 17日会規第14号) 

第 4条の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、外国弁護士による法律事務の取扱いに

関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第29号)の施行の日から施行する。 

（平成27年 12月 17日 日本弁護士連合会承認） 

（平成28年 1月 25日 公示） 

附 則(改正 平成29年 3月 27日会規第3号) 

第 9条第5項及び別表第1の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、公示の日から施行

し、平成28年 1月 25日から適用する。 

（平成29年 5月 1日 日本弁護士連合会承認） 

（平成29年 5月 25日 公示） 

附 則(改正 令和元年5月28日会規第1号) 

1 第 3条第6項から第10項まで並びに第6条第1項及び第2項の改正規定は、日本弁護士連合

会の承認があった日から施行し、平成31年 4月 1日から適用する。 

2 第 9条第1項及び第2項の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、公示の日から施行す

る。 

（令和元年6月20日 日本弁護士連合会承認） 

（令和元年7月1日 公示） 

 

別表第1（第3条関係） 

 １ 本会の会長、副会長、監事、常議員及び嘱託 

 ２ 本会の総会の議長及び副議長 

 ３ 本会の多摩支部の支部長及び副支部長 

 ４ 日本弁護士連合会の会長、副会長、理事、監事、事務総長、事務次長及び嘱託 
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 ５ 関東弁護士会連合会の理事長、副理事長、理事及び監事 

 ６ 弁護士法第5条に規定する研修の指導担当弁護士 

 ７ 本会、日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会又は東京三弁護士会の委員会の委員長（東京弁

護士会・第二東京弁護士会合同図書館基本協定書第5条第2項第2号に掲げる図書館委員会

の委員長を含む。） 

 ８ 本会の懲戒委員会及び綱紀委員会の委員 

 ９ クラス別研修の担任、副担任及び相談役 

 10 弁護士業務に関する市民窓口設置規則第3条の市民相談担当員 

 11 司法試験考査委員 

 12 司法研修所の教官及び所付弁護士 

 13 司法修習生考試委員会の委員 

 14 指導担当弁護士制度に関する規則第3条の規定により選任された指導担当弁護士及び司法修習

生の指導弁護士 

 15 非常勤裁判官 

 16 会長が認定した東日本大震災に関する法律相談の担当弁護士 

 17 日本司法支援センターの理事長、理事、事務局長、事務局次長、扶助審査委員及び常勤職員 

 18 日本司法支援センター地方事務所の所長、副所長及び事務局長 

 19 公益財団法人日弁連法務研究財団の理事長、理事及び監事 

 20 全国弁護士協同組合連合会の理事長、理事及び監事 

 21 東京都弁護士協同組合の理事長、理事及び監事 

 22 日本弁護士国民年金基金の理事長、理事及び監事 

 23 東京都弁護士国民健康保険組合の理事長、理事及び監事 

 24 その他これらに準ずるものとして常議員会で定める役職 

 

別表第2（第3条関係） 

 １ 法科大学院の専任教員(みなし専任教員を含む。) 

２ 民事調停委員 

３ 家事調停委員 

 ４ 任期付公務員 

 ５ 司法委員 

 ６ 家事事件手続法第40条の参与員 

 ７ 地方裁判所の鑑定委員 

 ８ 人権擁護委員 

 ９ 公安審査委員会の委員 

 10 法制審議会の委員及び幹事 

 11 民事行政審議会の委員 

 12 保護司 

 13 原子力損害賠償紛争解決センターの仲介委員、調査官、次長、室長補佐その他これに準ずる役

職 

 14 地方公共団体の監査委員 

 15 教育委員会の委員 

 16 その他国又は地方公共団体の設置する各種審議会、委員会、審査会、協議会その他の機関の委

員等 

 17 その他これらに準ずるものとして常議員会で定める役職 

 

※以下の実施規則中、 波線 の部分は、規則改正手続中です（当会内ではすでに承認されています

が、公示・施行は 2020 年 4 月になる予定です）が、施行されれば２０２０年３月３１日までの年

度に適用されます。 

※改正規則が施行されたら、会員サービスサイトの「お知らせ」（https://niben.jp/member/news/）

に掲載します。 

○会員の公益活動等に関する実施規則 

 (制定 平成15年 3月 26日規則第12号) 

改正 平成17年 3月 7日規則第7号           改正 平成17年 12月 8日規則第31号 

改正 平成18年 6月 12日規則第21号          改正 平成18年 9月 26日規則第34号 

改正 平成19年 3月 12日 会則第5号改正に伴う改正  改正 平成19年 12月 5日規則第32号 

改正 平成24年 2月 13日規則第26号                   改正 平成24年 3月 7日規則第36号 

改正 平成24年 3月 26日規則第1号                    改正 平成25年 1月 10日規則第40号 

改正 平成26年 2月 12日規則第21号                   改正 平成27年 10月 13日規則第62号 

改正 令和元年5月14日規則第9号           改正 令和2年1月14日規則第26号 

(目的) 

第 1条 この実施規則は、会員の公益活動等に関する会規(平成15年 2月 25日会規第3号。以下

「会規」という。)に基づき、その実施に関して必要な事項を定める。 

(会規第2条第1号カの法律相談) 

第 2条 会規第2条第1号カの法律相談は、本会、日本司法支援センター又は公益財団法人日弁連交

通事故相談センターの行う法律相談をいう。 

(会規第2条第2号オの活動) 

第 2条の2 会規第2条第2号オの活動は、次に掲げる活動をいう。 

(1) 弁護士業務及び弁護士法人業務に関する専門法律分野の研鑽及び研究成果を弁護士会員及び

弁護士法人会員に提供することを目的として本会が設置する法律研究会における代表者、代表

者を補佐する者又は会計担当者としての活動 

(2) 会長が認定した東日本大震災に関する法律相談の担当者としての活動 

(会規第2条第2号カの団体) 

第 3条 会規第2条第2号カの団体は、次の団体とする。 

(1) 公益財団法人日弁連交通事故相談センター 

(2) 公益財団法人日弁連法務研究財団（以下「日弁連法務研究財団」という。） 

(3) 全国弁護士協同組合連合会 

(4) 東京都弁護士協同組合 

(5) 日本弁護士国民年金基金 

(6) 日本司法支援センター 

(7) 東京都弁護士国民健康保険組合 

(8) アジア太平洋法律家協会 

(9) 国際法曹協会 

(会規第2条第3号アの活動) 

第 4条 会規第2条第3号アの規定する法令により官公署が委嘱した事項に関する活動とは、次の委

員等としての活動をいう。 

(1) 最高裁判所司法修習生考試委員会委員 

(2) 司法試験(第二次試験)考査委員 

(3) 裁判所の調停主任又は非常勤裁判官 
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