第 21 回弁護士業務改革シンポジウム【分科会・セミナー】進行予定
※ 本進行予定は変更になる可能性がございます。
第１分科会

第２分科会

10:15～13:15

（会場：良心館２階「ＲＹ２０１」教室）

法律事務所の事業承継について
進

行

予

（会場：良心館２階「ＲＹ２０２」教室）

やっときた！もうすぐ実現，ｅ裁判。
次はＡＩ考えよう。

定

進

司会：岩田 圭只（釧路）
10:15～10:25
◆開会挨拶

10:15～13:15

行

予

定

司会：鶴山 昂介（弁護士・大阪）
◆開会挨拶

内野 真一（弁護士・東京）

若松 敏幸（山口県／第１分科会長）
◆第１ 裁判のＩＴ化について

10:25～11:10

１

諸外国の現状について

◆基調講演「事業承継に向けて」
ステップ１：事業承継に向けた準備の必要性の
認識

井野 一弘（仙台）

平岡 敦（弁護士・第二東京）
２

日本の現状について

(1) ｅ裁判の流れについて

ステップ２：経営状況・経営課題等の把握
（見える化） 岩田 圭只（釧路）

西谷 良彦（兵庫県）

(2) 模擬裁判の現状について

(3)ＩＴ化に向けた諸課題について 10:55～11:15
内野 真一
(4) 裁判ＩＴ化に向けた事務職員の役割の変化

ステップ５：承継対象と対価について

11:15～11:25

諸橋 哲郎（山形県）

伊藤 次彦（五反田法律事務所事務職員）
(5) 将来的な課題について

11:10～13:10

10:40～10:55

本田 正男（弁護士・神奈川県）

ステップ４：事業承継計画策定
谷口 直大（京都）

10:25～10:40

平岡 敦 / 宮内 宏（弁護士・第二東京）

ステップ３：（磨き上げ）継ぎたくなる事務所
作り

10:20～10:25

11:25～11:35
宮内 宏

◆パネルディスカッション
テーマ「時代の変化に対応できる法律事務所を
目指して―承継可能な，承継したくなる法律

◆第２
１

ＡＩについて

ＡＩの現状での利用分野について
11:35～12:15

事務所とは？」

後藤 大（弁護士・東京）

《パネリスト》
・平岡 将人（第一東京／弁護士法人サリュ銀座事務所）

２

弁護士業務での利用について 12:15～12:35
田上 嘉一（弁護士・第二東京）

・西尾 有司（三重／弁護士法人心津駅法律事務所）
・中山 修身（山口県／中山・石村法律事務所）

◆第３

・額田 康孝（山口県／中山・石村法律事務所）
《コメンテーター》

森本 精一（長崎県）

《コーディネーター》 井上 晴夫（島根県）
13:10～13:15
◆総括

若松 敏幸（山口県／第１分科会長）

シカゴ調査について

12:35～12:55

岡村 庸靖（弁護士・滋賀）
◆業務に役立つツールの紹介

12:55～13:05

根本 好文（日比谷シティ法律事務所事務職員）
◆まとめ

山崎 泰正（弁護士・長野県）

第 21 回弁護士業務改革シンポジウム【分科会・セミナー】進行予定
※ 本進行予定は変更になる可能性がございます。
第３分科会

第４分科会

10:15～13:15

（会場：良心館２階「ＲＹ２０３」教室）

（会場：良心館２階「ＲＹ２０４」教室）

自動運転の普及と

ｅスポーツの現状と法的課題

弁護士費用保険の拡大
進

行

予

定

司会：佐藤 眞紀世（札幌）
10:15～10:25
◆開会挨拶

前半 10:15～13:15 後半 14:00～17:00

進

行

予

定

10:15～10:25
◆趣旨説明

今川 忠（日弁連副会長／大阪）

10:25～10:35

酒井 俊皓 弁護士（愛知県）
10:25～11:15

◆特別報告「スウェーデンにおける訴訟費用保険
と自動走行技術の進展の影響による日本の権利
保護保険制度への示唆」

◆「ｅスポーツの現状と課題」
山田 尚史 弁護士（大阪）
11:15～11:55

加納 小百合（東京）
10:35～10:40

◆「海外調査報告」
冨田 英司 弁護士（大阪）

◆特別報告「スウェーデン及びドイツにおける
自動運転とそれをめぐる法整備に関する報告」
山田 正記（東京）
10:40～10:55

11:55～12:45
◆基調報告
浜村 弘一氏（日本ｅスポーツ連合副会長）
12:45～13:15

◆特別報告「日本の自動運転に関する現状報告」

◆「ｅスポーツデモンストレーション（上映）」

中山 幸二（明治大学専門職大学院法務研究科教授）
10:55～12:55

【

13:15～14:00

休

憩

】

◆パネルディスカッション
テーマ「これからの弁護士費用保険－分野拡大・
信頼性の確保－」
《パネリスト》
・木村 彰宏（損害保険ジャパン日本興亜株式会社）
・中山 幸二（明治大学専門職大学院法務研究科教授）
・山下 典孝（青山学院大学法学部教授）

14:00～16:45
◆パネルディスカッション
《パネリスト》
・浜村 弘一 氏（日本ｅスポーツ連合副会長）
・伊草 雅幸 氏（株式会社ＪＣＧ代表取締役）
・楠本

翔 氏（サイクロップスアスリート

・武田 涼子（第一東京）
・藤本 卓司（奈良）
《コーディネーター》佐瀬 正俊（東京）

ゲーミング監督）
《コーディネーター》
堀田 裕二 弁護士（大阪）

12:55～13:05

16:45～17:00

◆総括

◆総括と提言

佐瀬 正俊（東京）

13:05～13:15
◆閉会挨拶

桂 充弘 弁護士（大阪）
和田 光弘（新潟県）

第 21 回弁護士業務改革シンポジウム【分科会・セミナー】進行予定
※ 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

前半 10:15～13:15 後半 14:00～17:00

（会場：良心館１階「ＲＹ１０７」教室）

行政手続における
弁護士の関与業務の展開
～健康保険医療，税務，生活保護の現場で～

進

行

予

定

司会：久保田 明雄 弁護士（長野県）
10:15～10:25
◆開会挨拶・趣旨説明
西村 正男 弁護士（鳥取県）
10:25～11:05
◆基調講演「行政手続における弁護士の役割」
山本 隆司

東京大学大学院法学政治学研究科
教授

11:05～11:45
◆講演「保険医等に対する調査・監査への弁護士
の立会い」

【

竹内 俊一 弁護士（岡山）

11:45～11:55

休

憩

】

11:55～12:35
◆講演「税務調査と法律家による弁護」
山下 清兵衛 弁護士（第二東京）
12:35～13:15
◆講演「生活保護申請・審査請求手続への弁護士
の関与」

【

小久保 哲郎 弁護士（大阪）

13:15～14:00

昼

食

】

14:00～16:50
◆パネルディスカッション
テーマ「行政手続における弁護士の関与業務の展
開～健康保険医療，税務，生活保護の現場で～」
《パネリスト》
溝部 達子 医師 / 石川 善一 弁護士（山梨県）
松嶋 洋 税理士 / 関戸 勉 弁護士（東京）
吉永 純 花園大学社会福祉学部教授
小久保 哲郎 弁護士（大阪）
《コーディネーター》上原 武彦 弁護士（大阪）

16:50～17:00
◆総括

長谷川 宅司 弁護士（第一東京）

第 21 回弁護士業務改革シンポジウム【分科会・セミナー】進行予定
※ 本進行予定は変更になる可能性がございます。
第６分科会

前半 10:15～13:15 後半 14:00～17:00

（会場：良心館地下１階「ＲＹ地２」教室）

12:50～13:15
◆基調講演２「事業承継後の挑戦と試み」
稲岡 亜里子氏

「事業承継」その先へ

（株式会社本家尾張屋代表取締役）

～弁護士による事業承継の対応や承継後の
事業の維持・発展に向けた弁護士の役割～

【
進

行

予

13:15～14:00

昼

食

】

定

司会：藤岡 亮（弁護士・大阪）

14:00～14:30
◆基調講演３「事業承継における課題」

10:15～10:25

松井 拓郎 氏

◆趣旨説明

（中小企業庁事業環境部財務課長）

髙井 章光（弁護士・第二東京）
10:25～11:05

【休憩 15 分間】

◆報告「経営者保証ガイドライン，相続法改正，
事業承継税制の改正」
吉岡 毅（弁護士・第一東京）

14:45～16:45
◆パネルディスカッション
テーマ「ポスト事業承継の課題，弁護士による

11:05～11:35
◆報告「事業承継トラブルチェックシートについて」
松本 宗大（弁護士・第一東京）
藤本 英臣（弁護士・岡山）
矢田 茂明（弁護士・徳島）

支援の在り方に関するパネルディスカッション」
《パネリスト》
大坪 正人 氏
（株式会社由紀精密・由紀ホールディングス株式
会社・代表取締役社長）
稲岡 亜里子 氏

11:35～12:05
◆報告「事業承継後の成長戦略としてのＭ＆Ａと
弁護士の役割」
大宅 達郎（弁護士・東京）

（株式会社本家尾張屋代表取締役）
竹口 尚樹 氏
（京都信用金庫価値創造本部副本部長兼企業成
長推進部部長・理事）

【休憩 10 分間】

滝 亮史 氏
（税理士・中小企業診断士）

12:15～12:25
◆報告「日弁連・各地の弁護士会の取組紹介」
金山 卓晴（弁護士・第一東京）

山田 尚武（弁護士・愛知）
《コーディネーター》
古家野 彰平（弁護士・京都）

12:25～12:50
◆基調講演１「ものづくりで夢を叶える町工場／
中小製造業のグループ化による技術継承へ」
大坪 正人 氏
（株式会社由紀精密・由紀ホールディングス
株式会社・代表取締役社長）

16:45～17:00
◆総括

髭野 淳平（弁護士・大阪）

第 21 回弁護士業務改革シンポジウム【分科会・セミナー】進行予定
※ 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

15:45～15:55

14:00～17:00

（会場：良心館２階「ＲＹ２０５」教室）

１ 初級レベルチェックシートの必要性と紹介
平村 樹志雄（東京弁護士会）

事務職員活用の新展開

15:55～16:10
２ 実際に５分で解いてみよう

進

行

予

定

司会：田口 正輝（大阪弁護士会）

３ 初級レベルチェックシートの可能性につい
て・対談

14:00～14:10
◆第１部

16:10～16:55

橘 功記（札幌弁護士会）

基調報告
塩梅 修（金沢弁護士会）

中野 俊之（村松法律事務所・札幌市）
西田 やよい（公房法律事務所・大阪市）

14:10～16:35

柳瀬 陽（いわき総合法律事務所・大阪市）

◆第２部

森本 真結（大阪法律事務所・大阪市）

事務職員活用による生産性の向上

14:10～14:15
１ 事務職員の実勢についての報告
我謝 賢司（村上・加藤・野口法律事務所・
名古屋市）
14:15～14:35
２ 事務職員活用による生産性向上の数値化
鈴木 寿夫（一般社団法人日本弁護士補助職協会
（JALAP）事務局長）
14:35～15:35
３ 事例紹介・パネルディスカッション
《パネリスト》
平岡 将人（第一東京弁護士会）
亀石 倫子（大阪弁護士会）
成松 広持（弁護士法人港国際法律事務所・
横浜市）
《コーディネーター》長井 友之（群馬弁護士会）
テーマ
(1) 事務職員活用による効率化について
(2) 情報共有化その他での活用
(3) 数値化困難な弁護士業務の補完業務
【休憩

15:35～15:45】

15:45～16:55
◆第３部
【新たな法律問題初級チェックシートの活用】

16:55～17:00
◆総括

塩梅 修（金沢弁護士会）

第 21 回弁護士業務改革シンポジウム【分科会・セミナー】進行予定
※ 本進行予定は変更になる可能性がございます。
第８分科会

第９分科会

14:00～17:00

14:00～17:00

（会場：良心館２階「ＲＹ２０６」教室）

（会場：良心館３階「ＲＹ３０３」教室）

真の企業競争力の強化に向けた

公金債権管理における

企業内外の弁護士実務の在り方

弁護士の関与と福祉的配慮

進

行

予

定

進

行

定

司会：福山 聖（福岡県）

14:00～14:05
◆開会挨拶

予

矢部 耕三（第一東京／ユアサハラ

法律特許事務所）
14:05～14:45

14:00～14:03
◆開会挨拶

池田 桂子（愛知県）

14:03～14:23

◆基調講演「経済産業省『国際競争力強化に向け
た日本企業の法務機能の在り方研究会報告書』

◆報告「公金債権の減免及び徴収緩和措置に関す
る法的根拠の整理」

（２０１８年４月公表）について」
桝口 豊（経済産業省経済産業政策局競争環境
整備室長）
14:55～16:45

山上 晃広（札幌）
14:23～14:43
◆報告「自治体の滞納処分における過剰執行、過
酷執行の実情とその改善について」

◆パネルディスカッション
テーマ「真の企業競争力の強化に向けた企業内外
の弁護士実務の在り方」

吉野 晶（群馬）
14:43～15:03
◆報告「公金債権管理における弁護士の関与」

《パネリスト》
・野島 嘉之（三菱商事(株)法務部長）
・桝口 豊（経済産業省経済産業政策局競争環境

永榮 久仁子（大阪）
15:03～15:23
◆報告「三重県内の取組報告」

整備室長）

楠井 嘉行（三重），飯田 真也（三重）

・三村まり子（第二東京／西村あさひ法律事務所）
《コーディネーター》

【15:23～15:28 休憩】

河井 耕治（東京／野村不動産ホールディング
ス(株)）
16:45～17:00
◆総括

本間 正浩（東京／日清食品ホールディ
ングス(株)／日弁連弁護士業務改革委員
会企業内弁護士小委員会小委員長）

15:28～16:57
◆パネルディスカッション
《パネリスト》
吉野 晶（群馬），小野 順子（大阪）
永榮 久仁子（大阪），飯田 真也（三重）
《コーディネーター》
森岡 誠（第二東京）
16:57～17:00
◆総括

鈴木 克昌（群馬）

第 21 回弁護士業務改革シンポジウム【分科会・セミナー】進行予定
※ 本進行予定は変更になる可能性がございます。
第 10 分科会

第 11 分科会

14:00～17:00

（会場：「寒梅館」ハーディーホール）

民事信託の実務的課題と弁護士業務

進

行

予

14:00～17:00

（会場：良心館１階「ＲＹ１０３」教室）

「おひとりさま」支援における
弁護士の役割

定

進

行

予

定

司会：鹿野 真美（東京弁護士会）

司会：堀野 桂子（大阪弁護士会）
14:00～14:05
14:00～14:05
◆開会挨拶

◆開会挨拶
小池 達哉（日弁連副会長・福島県弁護士会）

関谷 文隆（日弁連副会長・第二東京弁護士会）
14:05～15:00

14:05～14:35
◆基調講演「ひとりで生きる，みんなで活きる
～友だち近居，１１年の現実～」

◆基調講演「民事信託における専門家の役割」
佐久間 毅（同志社大学教授・京都大学名誉教授）

川名 紀美
（ジャーナリスト（元朝日新聞論説委員））

15:10～17:00

――

休憩 5 分

――

◆パネルディスカッション
テーマ「民事信託の実務的課題と弁護士業務」
《パネリスト》

14:40～15:15
◆実践報告
亀井 真紀（第二東京弁護士会）

・佐久間 毅
（同志社大学教授・京都大学名誉教授）

福島 健太（兵庫県弁護士会）
ほかパネルディスカッションパネリスト３名

・田中 和明

――

（三井住友信託銀行法務部アドバイザー）
・伊東 大祐

休憩 10 分

――

15:25～16:55

（日弁連信託センター委員・東京弁護士会）
・西片 和代

◆パネルディスカッション
テーマ「おひとりさま支援の実践と課題

（日弁連信託センター副センター長・兵庫県
弁護士会）
《コーディネーター》

～『最期まで自分らしく』を支える～」
《パネリスト》
野田 延聖（社会福祉士／社会福祉法人四日市

・伊庭 潔（日弁連信託センターセンター長・

市社会福祉協議会

東京弁護士会）

地域福祉推進

係長）
佐々木 育子（奈良弁護士会）
中川 由宇（京都弁護士会）
《コーディネーター》小山 操子（大阪弁護士会）
16:55～17:00
◆総括

青木 佳史（大阪弁護士会）

第 21 回弁護士業務改革シンポジウム【分科会・セミナー】進行予定
※ 本進行予定は変更になる可能性がございます。
セミナー

14:00～17:00

（会場：良心館３階「ＲＹ３０５」教室）

国際調停の最新潮流
～なぜ解決できるのか、京都で何ができるのか、
世界で何が起こっているのか～

進

行

予

定

司会：坂本 由美（京都）
14:00～14:50
◆基調講演「新しい時代の調停へ―chotei と
mediation の理論」
山田 文（京都大学大学院法学研究科・教授）
15:00～16:20
◆講演及び調停技法の実演
「新しい時代の調停の手続きと技法～京都国際
調停センターにおける手続きを参考に～」
西原 和彦（弁護士）
◆講演「京都国際調停センターと調停人養成
―同志社法科大学院の取組―」
大中 有信（同志社大学司法研究科長・教授）
16:20～16:50
◆質疑応答
16:50～17:00
◆総括

岡田 春夫（大阪）

