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第一章

この規則は 、日本弁護士 連合会会則第 七十五条第一項 及び第二項に規 定す

（目的）
第一条

る任 務等を適正かつ 迅速に遂行する ため、人権擁護 委員会（以下「 委員会」とい
う。）の 組織並びに人権 救済申立事件の 手続に関し、必 要な事項を定 めることを
目的とする。

（任 務）

一

再審請求 及び再審公判 の支援（以下「 再審支援」と いう。）

人権 救済申立事件の 調査

委員会は、次 に掲げる事項を 行うことを任務 とする。

二

人権問題 に関する調査及 び研究

第二条

三

前三号に掲げる 事項に関連する 事項

委員会の組織

四

第二章

委員会 の委員は、百二 十人以内とする 。

（委員）
第 三条

（委員長 及び副委員長）

副委員長は 、十一人以内と する。

委 員会に、委員の 互選により、委 員長及び副委員 長を置く。

２
委員長及び副 委員長は、い つでも、委員会 の決議によって 解任することが でき

第四条

３
る。

（委員長の 職務）
委員長 は、委員会の事 務を総理し、委 員会を代表する 。

委員長は、副 委員長の候補者 を推薦するこ とができる。

第五条
２

（副委員 長の職務）
副 委員長は、委員 長の指名により 総務、財務、事 件管理その他の 委員会の

副 委員長は、委 員長に事故が あるとき、又 は委員長が欠け たときは、あら かじ

事務を分掌し 、委員長を補佐 する。

第六条

２

め委 員長が定める順 序により、委員 長の職務を代行 する。

委 員会の任務に 関する企画、連 絡、調整及び渉 外

委員長 及び副委員長は 、正副委員長会 議において、次 に掲げる事項を 審議

（正副委員長 会議）
第七条

一

委員 会、常任委員会 又は委員長が正 副委員長会議の 議に付すことを 相当と認

する 。

二
めた事項

第十条及び第 十二条から第十 四条までの規定 は、正副委員長 会議について

（委 員会に関する規 定の準用）
第八条

準用する 。

（委員会の決 議事項）

委員会の予算及 び決算の承認

次に掲 げる事項は、委 員会で決議しな ければならない 。

一
委員 会における準則 の制定及び改 廃（ただし、 法令及び日本弁 護士連合会

第 九条

二

三
常任委員会、 正副委員長会 議又は委員長 が委員会の議に 付すことを相当 と認

人権問題 に関する意見の 表明その他の委 員会の任務に関 する適宜の措 置

（以下「 本会」という 。）の会則、会 規等の規定に反 しないものに限 る。）

四
め た事項

（委員会の 招集等）

委員会の議長 は、委員長をも って充てる。

委員会 は、委員長が招 集する。

２

委 員長は、必要が あると認める者 に対し、委員会 に出席して報告 をすること又

第十条

３
は意見を 述べることを求 めることができ る。

三十人以 上の委員は、 委員長に対し 、会議の目的で ある事項及び招 集の

（少数委員に よる招集の請求 ）
第十一 条
理由 を示して、委員 会の招集を請求 することができ る。

委員 会の議事は、出 席した委員の過 半数で決議し、 可否同数のとき は、

（委員会の決 議）
第十二条
委員 長が決するとこ ろによる。

委 員会の議事は 、公開しない。 ただし、議長は 、希望者に対し 、傍聴を

（委員会 の議事の非公開 ）
第十三条

許可すること ができる。

委員会の議事に ついては、議事 録を作成し、本 会に保存しな ければなら

（委員 会の議事録）
第十四条
ない。

（ 常任委員会）
委員会に、 常任委員会を置 く。

三

二

一

委員会で指名さ れた委員

人権ニュース 編集委員会の 委員長

部会長及 び副部会長のう ち部会で指名さ れた者

委員 長及び副委員長

前項第 四号に掲げる委 員は、いつで も、委員会の 決議によって解 任することが

四

常任委 員会は、次に 掲げる者をも って構成する。

第十五 条
２

３
できる。

（常 任委員会の決 議事項）

二

一

委員会の 企画及び開催に 係る行事の実施 要領

事業計 画案及び実行 予算案の作成そ の他の財務上必 要な事項

人権 問題及び人権救 済申立事件の部 会への配点

常任委員会 は、次に掲げる 事項を決議する 。

三

部会、事件委員 会、再審事件 調査委員会、 再審事件委員 会、特別部会、 プロ

第十六 条

四

ジェ クトチーム及 び人権ニュース 編集委員会の活 動の改善等に関 する事項
委員 会における必要 な機関の設置及 び廃止並びにそ れらの委員等 の選任及び

委員会、 正副委員長会議 及び委員長の権 限に属する事項 以外の事項

五

六

委員会、正副委 員長会議又は委 員長が常任委 員会の議に付 すことを相当 と認

解任

七
めた事 項

十人 以上の常任委員 会の委員は、委 員長に対し、常 任委員会の決議 事項

（少数委員に よる議案の提 出）
第十七条

につ いて議案を提出 することができ る。

第十 条及び第十二 条から第十四 条までの規定は 、常任委員会に ついて準

（委員会 に関する規定の 準用）
第十八条

用する。

（部 会）
委員会に部会 を置き、特定 の人権問題の調 査及び研究を担 当させる。

前項に規定す る指名は、全 ての委員がいず れかの部会に所 属するように行 わな

された特別委 嘱委員をもって 構成する。

部会は 、委員会で指名 された委員及び 委員以外の者の 中から常任委員 会で選任

第十九条
２

３
けれ ばならない。

（部会の職 務）
部会 は、次に掲げる 事項を行うこと を職務とする。

担当する人権 問題に関する調 査及び研究

第二十条
一

担当する人権救 済申立事件の予 備審査及び本調 査の進捗状況の 確認並びにそ

委員会 、常任委員会 、正副委員長会 議又は委員長が 部会の議に付す ことを相

の結論 及び理由につい ての事件委員会 又は再審事件調 査委員会との協 議

二

三
当と認めた 事項

副部会長は 二人とし、その うち一人は常任 委員会の委員を 兼務する。

部会に、当該 部会に所属する 委員の互選に より、部会長 及び副部会長

（部 会長及び副部会 長）
第二十一条

２

部 会長及び副部 会長は、いつで も、委員会又 は部会の決議 によって解任す るこ

を置く。

３
とがで きる。

第 十条及び第十二 条から第十四条 までの規定は、 部会について準 用す

（委員会に関 する規定の準 用）
第二十二条
る。

委 員会に、人権 ニュース編集 委員会を置く。

（人権ニ ュース編集委員 会）
第二十三条

２

３

人権ニュー ス編集委員会は 、常任委員会 で指名された委 員及び委員以 外の者の
中 から常任委員 会で選任された 特別委嘱委員 をもって構成す る。
人 権ニュース編集 委員会は、人権 ニュースの編集 に関する事項 を行うことを 職

人権ニ ュース編集委員 会に、委員会の 決議により、委 員長を置く。

務とする 。
４
人権ニュー ス編集委員会の 委員長は、いつ でも、委員会 の決議によっ て解任す

第 十条の規定は、 人権ニュース編 集委員会につい て準用する。

るこ とができる。

５

６

（特別部会 ）
委 員会に、常任委 員会の決議を経 て、特別部会を 置くことがで きる。

第十条及 び第十二条か ら第十四条まで の規定は、特別 部会について準 用する。

て解任す ることができる 。

特 別部会長及び副 特別部会長は、 いつでも、委員 会又は特別部会 の決議によっ

別部 会長及び副特別 部会長を置く 。

特別部会に 、当該特別部会 に所属する委員 及び特別委嘱委 員の互選によ り、特

する。

特別部 会は、個別具体 的な人権問題 について調査 及び研究を行う ことを職務と

会で 選任された特別 委嘱委員をもっ て構成する。

特別部会は、 常任委員会で指 名された委員 及び委員以外の 者の中から常任 委員

第二十四条
２

３

４

５

６

（プ ロジェクトチー ム）
委員長は 、委員会にプロ ジェクトチーム を置くことがで きる。

プロジェク トチームの座 長は、いつで も、委員会若し くはプロジェク トチーム

委員の互 選により、座長 を置く。

プ ロジェクトチー ムに、当該プロ ジェクトチーム に所属する委員 及び特別委嘱

その 結果を報告する ことを職務とす る。

プロジェク トチームは、委 員長が指定する 事項について調 査及び研究を行 い、

長が選任する 特別委嘱委員 をもって構成す る。

プロジ ェクトチームは 、委員長が指名 する委員及び 委員以外の者の 中から委員

第二十 五条
２

３

４

５

６

の決議又は委 員長によって解 任することがで きる。

人権救済申立事 件

第十条及び 第十二条から第 十四条までの規 定は、プロジェ クトチームにつ いて
準用 する。

第三章

（除 斥）

自己 、配偶者又は三 親等内の親族が 当事者又は代 理人である事 件

委員及び 特別委嘱委員は 、次に掲げる事 件の調査から除 斥される。

一
事務所 を共にする弁 護士又は外国法 事務弁護士が当 事者又は代理人 である事

自己が所属す る弁護士法人若 しくは外国法 事務弁護士法 人又はその社員 若し

二

三

前項の 規定により除斥 された委員及び 特別委嘱委員は 、当該事件に関 する審議

事件

くは 使用人である 弁護士若しくは 外国法事務弁護 士が当事者又は 代理人である

件

第二十 六条

２
及び決議に加 わることができ ない。

（回 避）
委員及び特別 委嘱委員は、調 査の公正を疑 われる事情が あるときは、

前項の規定 により回避した 委員及び特別委 嘱委員は、当該 事件に関する審 議及

当該事件の処 理を回避する ことができる 。

第二十七条

２
び決 議に加わること ができない。

（簡易審 査）
被害者又は事 件関係者その他 の第三者から人 権救済の申立て を受けた

正副委 員長会議は、前 項の申立てにつ き、予備審査の 開始又は不開 始を決議す

す。

つい て意見を求めら れたときは、当 該事件を正副 委員長会議に よる簡易審査に 付

とき、又は弁 護士会若しくは 弁護士会連合会 から事件を委員 会に移送するこ とに

第二十八条

２

る。この場合 において、相当 と認めるとき は、予備審査 を経ることなく 本調査を

３

４

５

開始すること を決議し、又は 弁護士会若しく は弁護士会連合 会に事件を移 送する
こ とを決議する ことができる。
正 副委員長会議は 、前項の規定に より事件を移送 することを決 議するときは 、
あらかじ め当該弁護士会 又は当該弁護 士会連合会の 意見を聴かなけ ればならない 。
正副委 員長会議は、第 一項に規定する 求意見に係る事 件が次の各号の いずれか
に該当すると きは、当該事件 の移送を受けて 予備審査又は本 調査の開始を 決議す

三

二

一

前三号に 掲げるものに準 じるものであっ て、委員会で処 理することが相 当で

国の機 関に対する説 明又は資料提出 の請求その他の 調査を必要とす るもの

事件 の内容又は事件 関係者が全国又 は広域にまた がるもの

社会的影響が特 に重大であるも の

るこ とができる。

四
あ ると認められる もの
委 員長は、簡易審 査の結論及び理 由を常任委員会 に報告しなけれ ばならない。

委 員会は、前条第 一項の申立てを 受けた場合にお いて、相手方 に対し

（申立ての 内容の通知）
第二十九条

早急 に適切な対応を とる機会を与 える必要があ ると認めると きは、正副委員 長会
議の 決議を経て、相 手方に申立ての 内容を通知する ことができる。

（予備審査）
簡易 審査において予 備審査の開始が 決議されたとき 、又は常任委員 会が

前項の 規定にかかわら ず、常任委員会 は、予備審査を 継続すること を不相当と

しなけ ればならない 。

部 会は、事件につ いて予備審査 を行い、その 結論及び理由 を常任委員会に 報告

ことを目的と する。

び本調査にお ける調査の指 針を示すことに より、事件処 理を適正かつ迅 速に行う

予備審 査は、人権侵害 について措置を とる可能性が ある事件を選別 すること及

よる予 備審査に付す 。

自ら 認知した事件に ついて予備審査 の開始を決議 したときは、 当該事件を部 会に

第三十条

２

３

４

認めるときは 、中止を決議す る。

５

６

常任委員会 は、第三項に規 定する報告を 受けたときは、 本調査の開始 又は不開
始 を決議する。 この場合におい て、相当と認 めるときは、弁 護士会又は弁護 士会
連合 会に事件を移送 することを決議 することができ る。
常任委 員会は、前項 の規定により 事件を移送する ことを決議する ときは、あら
かじめ当 該弁護士会又は 弁護士会連合会 の意見を聴かな ければならない 。

（事 件委員会の設 置）
常任委員 会は、前条第五 項の規定により 本調査の開始を 決議したとき 、

事 件委員会は、 本調査を行う ほか、当該事 件について常任 委員会又は正副 委員

任委員会が行 う。

ては常任委 員会が、前項 の場合にあって は正副委員長会 議又はその委任 により常

員をもっ て構成し、委員 の指名及び特別 委嘱委員の選 任は、第一項の 場合にあっ

事 件委員会は指名 された委員及び 委員以外の者の 中から選任され た特別委嘱委

件の 本調査を行う 事件委員会を設 置する。

正副委員長 会議は、簡易審 査において本調 査の開始を決議 したときは、 当該事

査を行う事 件委員会を設 置する。

又は自ら 認知した事件に ついて本調査の 開始を決議し たときは、当 該事件の本調

第三十 一条

２

３

４
長会 議が付託した事 項を行う。

（事件委員長 ）
事 件委員会に、当 該事件委員会に 所属する委員及 び特別委嘱委員 の互

事件委員長 は、いつでも、 委員会又は事件 委員会の決議に よって解任する こと

報告しなけれ ばならない。

託された 事項についての 活動状況を、常 任委員会及び当 該事件を担当す る部会に

事 件委員長は、事 件委員会が担当 する本調査の処 理計画及び進捗 状況並びに付

選に より、事件委員 長を置く。

第三十二条

２

３
がで きる。

第 十条及び第十 二条から第十 四条までの規定 は、事件委員会 について

（委員会 に関する規定の 準用）
第三十三条

準用する。

（本 調査及び和解の あっせん）
事件委員会 は、事件につ いて本調査を行 い、その結論及 び理由を常任

常 任委員会は、本 調査がいかなる 程度にあるかを 問わず、人権侵 害又はそのお

める ときは、中止 を決議する。

前項の規定 にかかわらず、 常任委員会は、 本調査を継続 することを不 相当と認

委員会に 報告しなければ ならない。

第三十四条

２

３
それがあ り、かつ、和解 による解決が相 当であると認 めるときは、 申立人及び相
手方その他 関係者に対し 、和解のあっせ んをすることが できる。この場 合におい
て、和解が成 立したときは、 中止を決議する ことができる。

（調 査の委託）
委員会は、相 当と認めると きは、弁護士 会又は弁護士会 連合会に対し 、

前項の場合 において、委員 会は、必要と認 めるときは、調 査に要する費 用の全

その意見を 聴いて、予備 審査及び本調査 における調査を 委託することが できる。

第三十五条

２
部又 は一部を負担す るものとする 。

（措置等 の提案）
常任委員会は 、本調査の結果 、人権侵害又は そのおそれがあ ると認め

委員会及び 委員長は、前 二項の規定に より提案をする ときは、あらか じめ、措

すること を提案すること ができる。

委員長 は、委員会の 決議を経ずに、 本会に対し、措 置をとること又 は意見表明を

前 項に規定する場 合において、 緊急の必要又 はやむを得な い事情があると きは、

又は意見表明 をすることを決 議し、本会に提 案することがで きる。

委員会は 、常任委員会 が前二項に規定 する決議をした ときは、措置を とること

度又はそ の運用について 意見表明をする ことを決議する 。

権規約 等の人権規範 に抵触し、又は 抵触する疑いが あると認めると きは、当該制

常 任委員会は、 本調査の結果、 特定の制度又 はその運用が 日本国憲法、国 際人

るときは、当 該事件について 措置をとること を決議する。

第三十六条

２

３

４

５

置又は意見表 明の名宛人に対 し、事件につい て説明をし、又 は資料を提出 する機
会 を与えなけれ ばならない。

（人権侵 害又はそのおそ れがある事件 についての措 置等）
人権侵害又は そのおそれがあ る事件について の措置は、侵害 される人

警告

相手方、その監 督機関等に対し 、本会の意見を 通告し、被害者 の救済、今後
の人権 侵害の防止等に ついて適切な対 応を強く求める とき

勧告

相手方 、その監督機 関等に対し、本 会の意見を伝え 、被害者の救済 、今後の
人権侵害の 防止等について 適切な対応を求 めるとき

要望

相手方、その 監督機関等に対 し、本会の意 見を伝え、被 害者の救済、今 後の
人権 侵害の防止等 について適切な 対応を要望する とき

委員会 は、本会を通じ 、又は本会の 承認を経て、 措置をとる場合 及び意見表明

委 員会は、本会を 通じ、又は本会 の承認を経て措 置をとるときは 、常任委員会

ない 。

し、通知する 必要がない場合 及び通知するこ とが相当でない 場合は、この限 りで

をする場合 は、申立人及 び相手方に対し 、理由を付して その旨を通知す る。ただ

三

二

一

の各 号に掲げる場 合の区分に応 じ、当該各号 に定めるものと する。

権又は権利若 しくは利益の内 容及び性質並び に侵害の態様、 程度等を勘案 し、次

第三十七条

２

３

被 害者、申立人 等に対し、被害 の救済、今後の 人権侵害の防止 等について、

こ れに協力するこ と。

号）第二百 六十二条第一項 の規定による付 審判の請求等の 手続をとること 又は

当該人権 侵害について 、告発、刑事 訴訟法（昭和二 十三年法律第百 三十一

の決議に 基づき、併せて 次に掲げる措置 をとることがで きる。
一

二

助言す ること又は必要 な対応に協力す ること。

委員長は 、本調査の結 果、人権侵害 若しくはその おそれがあると 認め

（委員長によ る措置等）
第三十 八条

る場合 又は特定の制 度若しくはその 運用が日本国憲 法、国際人権規 約等の人権規
範に抵触 し、若しくは抵 触する疑いがあ ると認める場合 において、緊急 を要する
ときは、日本 弁護士連合会会 則第七十五条 第三項の規定 に従い、会長と 協議して、

２

措置をとり、 又は意見表明を することができ る。
委員長は、 第三十六条第四 項の規定による 提案をしたとき 、又は前項の規 定に
より 、措置をとり、 若しくは意見表 明をしたときは 、遅滞なく、そ の内容を委員

常任 委員会は、本 調査の結果、措 置及び意見表明 をするには至ら ない

会に報告 しなければなら ない。

（不措置）
第三 十九条
と認 めるときは、不 措置を決議する 。

委員 会は、本会を通 じ、又は本会の 承認を経て、措 置をとった場 合及び

（措置後の 照会）
第四十条
意見 表明をした場 合は、相当期間 経過後に、措 置又は意見表 明の相手方に対 し、

再審支 援申立事件に関 する特則

当該 措置又は当該意 見表明を受けて とった対応等に ついて照会をす ることができ
る。

第四章

再審支援を求 める人権救済申 立事件（以下 「再審支援申 立事件」とい

（再 審支援申立事件 ）
第四十一条

う。）につい ては、有罪の 言渡をした確 定判決の基とな る刑事事件（以 下「当該
刑事事件」と いう。）に関し 、次に掲げる事 項を総合的に考 慮するものとす る。
有罪の言渡をし た確定判決又は 控訴若しくは 上告を棄却し た確定判決が 誤判

再審 請求に必要とさ れる新証拠が発 見される可能性

一

二

当該刑事 事件の内容、 性質、社会的影 響等に照らし 、本会が当該刑 事事件の

である 可能性

三

再審支援を行 う必要性の程 度及び相当性

常任委員会は 、再審支援申立 事件について本 調査の開始を 決議したと

（再審 事件調査委員 会の設置）
第四十二条

きは、当該再 審支援申立事件 の本調査を行 う再審事件調 査委員会を設置 する。

２

３

４

５

正副委員長 会議は、再審支 援申立事件の 簡易審査におい て本調査の開 始を決議
し たときは、当 該再審支援申立 事件の本調査 を行う再審事件 調査委員会を設 置す
る。
再審事 件調査委員会 は指名された 委員及び委員以 外の者の中から 選任された特
別委嘱委 員をもって構成 し、委員の指名 及び特別委嘱委 員の選任は、第 一項の場
合にあっては 常任委員会が、 前項の場合にあ っては正副委員 長会議又はそ の委任
によ り常任委員会 が行う。
再 審事件調査委員 会は、再審支援 申立事件の本調 査を行うほか、 当該再審支援
申立事件 について常任委 員会又は正副委 員長会議が付 託した事項を 行う。
再審支 援申立事件につ いては、第三十 一条の規定は適 用しない。

（再 審事件調査委 員長）
再審事件 調査委員会に、 当該再審事件調 査委員会に所属 する委員及び

再審支援 申立事件につ いては、第三十 二条の規定は適 用しない。

って解任 することができ る。

再 審事件調査委員 長は、いつでも 、委員会又は再 審事件調査委員 会の決議によ

委員 会及び当該再審 支援申立事件 を担当する部 会に報告しな ければならない 。

調査の処理計 画及び進捗状況 並びに付託され た事項について の活動状況を、 常任

再審事 件調査委員長は 、再審事件調査 委員会が担当す る再審支援申立 事件の本

特別委嘱 委員の互選によ り、再審事件調 査委員長を置 く。

第四十 三条

２

３

４

第十条及 び第十二条から 第十四条までの 規定は、再審事 件調査委員会

（委 員会に関する規 定の準用）
第四十 四条
について 準用する。

（再審支援申 立事件の処理）
再審事件 調査委員会は 、再審支援申 立事件につい て本調査を行い 、そ

前項の 規定にかかわら ず、常任委員会 は、本調査を継 続することを 不相当と認

の結論 及び理由を常 任委員会に報告 しなければなら ない。

第四十 五条

２

めるときは、 中止を決議する 。

３

４

５

６

７

８

常任委員会 は、本調査の結 果、相当と認 めるときは、当 該事件につい て再審支
援 を行うことを 決議する。
委 員会は、常任委 員会が前項に規 定する決議又は 本調査を経る ことなく再審 支
援を行う ことを決議した 場合において 、相当と認め るときは、当該 事件について
再審支援 を行うことを決 議し、本会に提 案することがで きる。
前項に規定 する場合におい て、緊急の必要 又はやむを得 ない事情があ るときは、
委員 長は、委員会 の決議を経ず に、本会に対 し、再審支援を 行うことを提案 する
こと ができる。
委員長 は、前項の規定 による提案を したときは、 遅滞なく、その 内容を委員会
に報告しな ければならな い。
常任委員会 は、本調査の結 果、再審支援を 行うには至らな いと認めると きは、
不措 置を決議する 。
再 審支援申立事件 については、第 三十四条及び第 三十六条から第 四十条までの
規定は適 用しない。

委員会 は、本会が再 審支援を行う ことを決定した ときは、申立人 に対

（再審支援の 通知）
第四十 六条
し、 理由を付してそ の旨を通知する 。

（再審事件委 員会の設置）
常 任委員会は、本 会が再審支援を 行うことを決定 したときは、再 審事

再 審事件委員会は 、常任委員会で 指名された委員 及び委員以外の 者の中から常

件委 員会を設置する 。

第四十七条

２

任委員会 で選任された特 別委嘱委員をも って構成する。

再審事件 委員会は、常 任委員会の承 認を得て次に 掲げる事項を行 うほ

（再審事件委 員会の活動）
第四十 八条

当該刑事 事件の再審請求 の支援

か、当 該再審支援申 立事件について 常任委員会が付 託した事項を行 うことができ
る。
一

五

四

三

二

前各 号に掲げるもの のほか、再審 支援として必 要と認められる 事項

再審無罪判決の 確定に伴う刑事 補償及び費用補 償の請求の支援

鑑定、実験 、検証等の立証 活動の支援

当該刑事 事件の再審請求 及び再審公判に おける弁護人候 補者の推薦

（再審事件委 員長）
再審 事件委員会に 、当該再審事件 委員会に所属す る委員及び特別 委嘱

再審事件委員 長は、いつでも 、委員会又は 再審事件委員会 の決議によって 解任

該再審支援申 立事件を担当す る部会に報告し なければならな い。

請求又は再 審公判の進捗 状況その他の再 審支援の活動状 況を、常任委員 会及び当

再審事 件委員長は、再 審事件委員会 が担当する再 審支援申立事件 に関し、再審

委員 の互選により、 再審事件委員長 を置く。

第四 十九条

２

３
する ことができる。

第十 条及び第十二条 から第十四条ま での規定は、再 審事件委員会 につい

（委員会に 関する規定の 準用）
第五十条
て準 用する。

（再審支 援の継続及び終 了）
再審支援は、 本会がその決定 をした後に申立 人が死亡した場 合であっ

無 罪判決の確定 に伴う刑事補償 及び費用補償の 請求手続が終了 したとき。

再 審支援は、次 に掲げる場合に 終了する。

ても、継続す るものとする。

第五十一条

２
一

委員 会が終了を相当 と認めたとき。

雑則

二

第五章

委員会、委員 及び特別委嘱委 員は、事件の調 査に当たり、 関係人の名

（関係 人の名誉の保 持）
第五十二条

誉を毀損する ことのないよう に注意しなけ ればならない 。

委員、特 別委嘱委員及び 本会の職員は、 職務上知るこ とのできた秘 密

（ 秘密の保持）
第五十 三条
を漏らし てはならない。 その職を退い た後も、同様 とする。

委員 会は、法令及 び本会の会則、 会規等の規定に 反しない限り、 この

（準則への委 任）
第五 十四条
規則 を実施するため に必要な事項を 委員会における 準則で定めるこ とができる。

則（平 成二八年三月 一七日全部改正 ）

この規則は 、平成二十八年 四月一日から施 行する。

附
１
この規則の施 行前にこの規則 による改正前 の人権擁護委員 会規則の規定に より

こ の規則の施行の 際現に委員会に 置かれている再 審事件委員会で あって、本会

のは 、この規則第四 十二条の規定 により置かれ た再審事件調 査委員会とみな す。

が再審支援を 行うことを決定 するに至ってい ない再審支援申 立事件を担当す るも

この規 則の施行の際現 に委員会に置か れている再審事 件委員会であっ て、本会

決議その 他の行為とみな す。

なさ れた調査、決議 その他の行為は 、この規則の相 当規定によりな された調査、

２

３

４

が再審支 援を行うことを 決定した再審支 援申立事件を担 当するものは 、この規則
第四十七条の 規定により置 かれた再審事 件委員会とみな す。

