第 20 回弁護士業務改革シンポジウム・各分科会及びセミナー

進行予定（8/30 現在）

※本進行予定は変更になる可能性がございます。
第２分科会

第１分科会（会場：法文１号館・２１番教室）

企業経営と
ジェネラルカウンセルの役割
進

行

予

定

スポーツ新時代に求められる
弁護士の使命と役割
～今，なぜ

10:45～10:50
◆開会挨拶

（会場：法学政治学系総合教育棟１０１教室）

髙畑正子（第二東京／㈱ユーラスエ

サステナビリティ なのか。

東京オリンピック・パラリンピックを前に考える～

進

ナジーホールディングス）
10:50～11:20

10:45～10:50

◆基調報告 1「ジェネラルカウンセルとは何か－

◆開会挨拶

行

予

定

桂 充弘（大阪）

米国での経験－」 本間正浩（東京／日清食品

10:50～11:30

ホールディングス㈱ 執行役員・CLO／JILA 理

◆報告「スポーツとサステナビリティ

事・政策委員会委員／企業内弁護士分科会長）

題」

現状と課

堀田 裕二（大阪）

11:30～12:00

11:20～12:20
◆基調報告 2「ＧＣの実相」

Laurence W. Bates

（㈱LIXIL グループ執行役専務法務担当・CLO
／㈱LIXIL LIXIL Water Technology・CLO）

◆報告「世界で今何が起きているのか
ン・スイス」

【

ロンド

飯田 研吾（第二東京）

12:00～13:00

昼

食

】

13:00～13:50

通訳：中崎隆
（第一東京／山下・柘・二村法律事務所）

◆基調講演「大型スポーツイベントと ILO の国際
労働基準」 田口 晶子氏（国際労働機関（ILO）

【

12:20～13:20

昼

食

】

駐日代表）

13:20～13:50

13:55～14:30

◆基調報告 3「我が国におけるジェネラルカウン

◆報告「競技団体（テコンドー）の取組」 大橋

セルの現況（調査結果をもとに）」

中崎隆

卓生（第一東京）
14:30～14:40

【

13:50～14:00

休

憩

】

休憩

14:40～16:20
◆パネルディスカッション「今，なぜサステナビ

14:00～16:30
◆パネルディスカッション

リティなのか～それぞれの立場から～」

「ＧＣのいま」

◇パネリスト

◇パネリスト

・石田 寛氏（特定非営利活動法人経済人コー円

・牛島信（第二東京／牛島総合法律事務所）
・三村まり子（第二東京／グラクソ・スミスク
・吉田佳子（第二東京／新日鉄住金ソリューシ
本間正浩

16:35～16:45
河井耕治（東京／野村不動産ホールデ

ィングス㈱）

・田中 丈夫氏（公益財団法人東京オリンピック・
運営局持続可能性部長）
・土井 香苗氏（国際ＮＧＯヒューマン・ライツ・

ョンズ㈱）

◆総括

専務理事兼事務局長）

パラリンピック競技大会組織委員会大会準備

ライン㈱）

◇モデレーター

卓会議日本委員会

ウォッチ日本代表）
・水野 正人氏（ミズノ株式会社相談役会長）
・山崎 卓也（第二東京）
◇コーディネーター

高松 政裕（第二東京）

16:20～16:30
司会：河井耕治

◆総括・閉会の辞

桂 充弘（大阪）

第 20 回弁護士業務改革シンポジウム・各分科会及びセミナー

進行予定（8/30 現在）

※本進行予定は変更になる可能性がございます。
第４分科会

第３分科会（会場：法文１号館・２２番教室）

近未来の法律事務所

（会場：法学政治学系総合教育棟・３０１教室）

～ｅ裁判による後見・破産，電子契約等～

進

行

予

定

進

10:45～10:50
◆「開会挨拶」

山崎 泰正(弁護士・長野県)

予

定

◆開会挨拶

藤原 宏高（分科会長／第二東京／

ひかり総合法律事務所）

◆基調報告「社会に普及するＩＴと立ち後れるｅ
宮内

行

10:45～10:50

10:50～12:00
裁判」

弁護士紹介制度のあるべき姿

宏（総務省個人番号カード・

10:50～12:00
◆海外調査報告

公的個人認証サービス等の利活用推進の在り

田上 嘉一（第二東京）

方に関する懇談会制度検討サブワーキンググ

松本 宗大（第一東京／松本宗大法律事務所）

ループ構成員・弁護士・第二東京）

小松 亀一（仙台／小松亀一法律事務所）
谷口 直大（京都／谷口総合法律事務所）

【

12:00～13:00

昼

食

】

【

12:00～13:00

昼

食

】

13:00～13:30
13:00～13:20

◆弁護士紹介制度に関する弁護士会に対するア

◆「裁判の電子化の推進に関する閣議決定につい
て」

内野 真一（弁護士・東京）

ンケート調査結果の報告

大西 正一（愛知県

／大西正一法律事務所）

13:20～14:50

13:30～13:50

◆「後見・破産のｅ裁判のデモンストレーション」

◆弁護士法７２条に関する解説

本田 正男(弁護士・神奈川県)

深澤 諭史（第

二東京／服部啓法律事務所）

山崎 泰正(弁護士・長野県)

13:50～14:15
◆弁護士認証制度の検討状況報告

【

14:50～15:00

休

憩

】

【

14:15～14:30

休

藤原 宏高

憩

】

14:30～16:15
15:00～15:30

◆パネルディスカッション

◆「業務に役立つハード・ソフトウェア紹介」

「あるべき認証制度の概要」の論点

伊藤 次彦（五反田法律事務所事務職員）

◇パネリスト

根本 好文（日比谷シティ法律事務所事務職員）

・元榮 太一郎（参議院議員・弁護士）

◆「裁判所書式リンク集の紹介」 岡村 庸靖（弁
護士・滋賀）

・瀬川 武生（日弁連リーガル・アクセス・セ
ンター副委員長）

15:30～16:30

・大西 正一

◆「韓国における電子裁判」

・松本 宗大

新阜 直茂（弁護士・第二東京）

・深澤 諭史

黄 文錫（外国法事務弁護士・兵庫県）

◇司会

16:30～16:45
◆「まとめ」

藤原 宏高

16:15～16:40
成瀬 裕(弁護士・福岡県)

◆質疑応答

◆総括

藤原 宏高

16:40～16:45
司会：清水 淳子（弁護士・第二東京）

◆閉会挨拶

藤原 宏高

第 20 回弁護士業務改革シンポジウム・各分科会及びセミナー

進行予定（8/30 現在）

※本進行予定は変更になる可能性がございます。
第５分科会

第６分科会

（会場：福武ホール・ラーニングシアター）

（会場：法学政治学系総合教育棟・１０２教室）

新時代における
小規模法律事務所の経営ノウハウ

自治体連携における諸課題を克服する
～弁護士・弁護士会の公共性・専門性を真に活かすには～

～事務所経営のビジネスモデルを探る～

進

行

予

定

10:45～10:50

行

予

◆開会挨拶

定
鈴木 克昌（群馬）

10:50～11:20

10:45～10:50
◆開会挨拶

進

若松敏幸(山口県/弁護士法人ラグーン

◆基調講演

北川 正恭（早稲田大学名誉教授）

11:20～12:00

オーシャンズしものせき若松事務所)

◆取組報告

10:50～12:00

・行政連携のお品書きの活用状況

◆基調報告「事務所訪問結果に基づく経営ノウハ

・福祉分野におけるモデル事業の実施状況

ウの分析」

・公金債権分野における各地の取組状況

1 対内的な満足度 西谷良彦(兵庫県/西谷法律

・自治体内弁護士と弁護士会の連携状況

【

事務所)

2 対内的な満足度 諸橋哲郎(山形県/諸橋法律

昼

食

】

13:00～14:00
◆福祉分野における自治体連携の実践例等の報告

事務所)

3 事務所の運営管理 井野一弘(仙台/井野法律

・自死ハイリスク者支援のためのケア会議での法
的支援業務に関するモデル事業

事務所)

4 理念 麻生昭一(大分県/麻生法律事務所)

【

12:00～13:00

12:00～13:00

昼

食

】

・弁護士・支援者ほっとライン
中村 健（新潟市西区保護課保護第３係長）

13:00～13:10
◆問題提起

佃 祐世（広島）

兼平誠也(函館/森越・兼平法律事務所)

原田 宏一（新潟県）
・ひとり親家庭に特化した無料法律相談事業

13:10～16:00
◆パネルディスカッション

木村 均（箕面市教育委員会子ども未来創造局担当部長）

「新時代における法律事務所の経営ノウハウ～

小野 順子（大阪）

事務所経営のビジネスモデルを探る～」

14:00～14:05

◇パネリスト

14:05～14:45

休憩

・椛島修(福岡県/かばしま法律事務所)

◆公金債権分野における自治体連携の実践例等の報告

・福元紳一(鹿児島県/福元法律事務所）

・自治体債権管理研究会の取組

・大澤一郎(千葉県/弁護士法人よつば総合法律事務

・県営住宅の滞納家賃等の管理回収業務

所)

茂手木 克好（茨城県）

・中野俊之(事務職員/弁護士法人池田・山上法律事

・税外滞納債権の整理回収業務

小寺 立名（岡山）

14:45～15:10

務所)

◇コーディネーター

永榮 久仁子（大阪）

森本精一(長崎県/森本綜

合法律事務所)・井上晴夫(島根県/弁護士法人井上

◆講演「行政連携に期待される自治体内弁護士の役割」

野村 裕（第二東京）
15:10～15:15

休憩

16:00～16:35

15:15～16:40

◆パネルディスカッション

◆質疑応答

◇パネリスト

晴夫法律事務所)

16:35～16:45
◆総括と提言・閉会挨拶

木村 均

若松敏幸

司会：岩田圭只(釧路弁護士法人岩田法律事務所)

茂手木 克好

小野 順子

永榮 久仁子

◇コーディネーター
野村 裕

森岡 誠（第二東京）

16:40～16:45
◆総括・閉会挨拶

谷垣 岳人（第二東京）

第 20 回弁護士業務改革シンポジウム・各分科会及びセミナー

進行予定（8/30 現在）

※本進行予定は変更になる可能性がございます。
第 7 分科会（会場：理学部１号館・小柴ホール）

市民・中小企業が求める弁護士保険の
確立に向けて
進
10:45～10:50
和田

行

予

～日本を支える中小企業の存続のために～

進

◆開会挨拶

裕希（山口）

石田

智也（東京）

中松

洋樹（熊本）

11:45～12:40

昼

食

】

涼子（第一東京）

内藤

和美（慶應義塾大学商学部非常勤講師・
関東学院大学経済学部非常勤講師）

12:00～13:00

昼

食

】

13:00～13:25◆基調講演「中小企業庁の事業承継
支援施策と今後の方向性について」
菊川人吾氏
13:25～13:45◆報告「事業引継ぎ支援事業と弁護
士の関わり」

◆基調報告

木坂尚文（弁護士・宮城県事業引継ぎ支援セン

「中小企業が求める弁護士保険とは」

ター統括責任者）

正記（東京）

13:50～14:00

休

憩

】

◆パネルディスカッション

「これからどうなる？日本の中小企業保険
－スイスでの海外調査を踏まえて－」
◇コーディネーター

諭（弁護士・宮崎県），矢田茂

経済産業省中小企業庁事業環境部財務課長

武田

14:00～16:30

朋寛（弁護士・

明（弁護士・徳島）
【

での調査報告から考える日本の弁護士保険」

【

坂川雄一（弁護士・大阪），林

◆基調講演

「弁護士保険が普及している海外（主にスイス）

山田

11:30～12:00◆報告「事業承継トラブル・チェッ

札幌），濱田

／東京）

13:25～13:50

義之（弁護士・東京都よろず支援拠点コー

クシートについて」

靖夫（日弁連研修・業務支援室嘱託

12:40～13:25

題と弁護士の役割」
ディネーター）

◆基調報告

Ｒ）の概要と今後の課題」

【

定

10:50～11:30 ◆基調講演「事業承継における課
関

「弁護士保険に関する裁判外紛争解決機関（ＡＤ
藤原

予

髙井章光（弁護士・第二東京）

◆基調報告

黒川

行

10:45～10:50 ◆趣旨説明

「各種保険に含まれる弁護士費用の分析と検討」

11:15～11:40

事業承継における弁護士の役割と
他士業・他団体との連携

定

光弘（日弁連副会長／新潟）

10:50～11:15

第８分科会（安田講堂）

佐瀬

正俊（東京）

13:45～14:05◆報告「各地の弁護士会における関
連士業・団体との連携状況」
久野

実（弁護士・愛知県）
【休憩 10 分間】

14:15～16:30◆パネルディスカッション「事業承
継における企業・経営者の課題と各専門家，相談

◇パネリスト
山下

典孝（青山学院大学法学部教授）

員の役割，連携について」

内藤

和美（慶應義塾大学商学部非常勤講師・

◇コーディネーター：平田えり（弁護士・第一東京）

関東学院大学経済学部非常勤講師）
木村

彰宏（損害保険ジャパン日本興亜株式
会社

企画開発部課長）

◇パネリスト：河原万千子氏（経済産業省中小企
業政策審議会委員・公認会計士），瀬上富雄氏
（税理士・中小企業庁事業承継を中心とする事

山田

正記（東京）

業活性化検討会委員），宮﨑富夫氏（(株)陣屋

武田

涼子（第一東京）

代表取締役社長），田村俊彦氏（墨田区産業観

16:30～16:45

◆総括・閉会挨拶

光部経営支援課課長），猪野嘉明氏（(株)OKB

佐瀬

正俊（東京）

総研経営コンサルティング部副部長），髙井章

福原

哲晃（大阪）

光（弁護士・第二東京）

司会：佐藤 眞紀世（札幌）

16:20～16:30◆総括

金山卓晴（弁護士・第一東京）

第 20 回弁護士業務改革シンポジウム・各分科会及びセミナー

進行予定（8/30 現在）

※本進行予定は変更になる可能性がございます。
第９分科会（会場：法文１号館・２５番教室）

セミナー

遺言関連分野における弁護士業務の将来像

（会場：法学政治学系総合教育棟・２０１教室）

ビジネスと国際人権

～高齢者・障がい者の権利を守る財産承継のあり方～
進

行

予

定

進

10:40～10:50
◆開会挨拶

行

予

定

※セミナーは 14 時～16 時の実施となりますの
池田桂子（日弁連副会長）

で，ご注意ください。

10:50～11:50
◆基調講演「日本相続法の構造的課題」
水野紀子（東北大学大学院法学研究科教授）

【

12:00～13:00

昼

食

】

司会：高橋大祐 （第一東京）
14:00～14:15
◆基調報告 1
「企業法務の新たな課題

13:00～14：30
◆パネルディスカッション第１部

～ビジネスと人権における最新の課題～」

「弁護士と遺言業務」

齊藤 誠（東京）

◇パネリスト
・村上

均（ソニー生命保険株式会社 トッ
プ・オブ・ザ・エグゼクティブラ

14:15～14:30
◆基調報告 2
「ソフトローの台頭：

イフプランナー）
・松田純一（NPO 法人遺言・相続リーガルネッ
トワーク理事長／東京弁護士会）

人権はもはやビジネスローヤー必須科目」
佐藤 安信（東京大学大学院総合文化研究科
教授，弁護士（東京））

・青木佳史（大阪弁護士会）
◇コーディネーター

14:30～14:40

冨永忠祐（東京弁護士会）

◆事例説明

◇報告者

早川 健（第一東京），金 昌浩（第二東京）

山本宏子（千葉県弁護士会）

【

14:30～14:45

休

憩

】

14:45～16:40

14:40～15:20

◆パネルディスカッション第２部

◆グループディスカッション

「高齢者・障がい者のための遺言作成上の実務・
課題」

15:20～15:50

◇パネリスト

◆各グループからの発表

・内藤

克（税理士／税理士法人アーク＆パー
トナーズ代表）

・安達敏男（元公証人／東京弁護士会）
・井上計雄（大阪弁護士会）
◇コーディネーター
八杖友一（第二東京弁護士会）
◇報告者
山本宏子（千葉県弁護士会）
16:40～16:45
◆閉会挨拶

青木佳史（大阪弁護士会）

司会：鵜澤亜紀子（東京弁護士会）

15:50～16:00
◆講評・総括

