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一般社団法人日本相続学会 第 7 回研究大会 開催要綱 

 

■大会総合テーマ：『 女性と相続 』 

 

■大会趣旨： 

昨年（平成 30 年）に約 40 年ぶりの相続法の大きな改正がなされ、配偶者の死亡によ

り残された他方配偶者の保護が改正の主眼の一つとされました。ここで保護が必要とさ

れる他方配偶者とは、女性配偶者が念頭に置かれています。 

今回の研究大会では、女性の視点から相続を探究し、「女性と相続」のあり方を広く

社会に問いかけることを通して、円満かつ円滑な相続の普及と実現を目指します。 

 

■日 時：2019 年 10 月 25 日（金） 10 時 10 分～17 時 

■会 場：中央大学駿河台記念館（東京都千代田区神田駿河台３丁目１１−５） 

■主 催：一般社団法人日本相続学会 第 7 回研究大会実行委員会 

■後 援：東京都教育委員会（申請予定） 

■日 程： 

 

 

 

9:30 10:10 10:30                             12:00  

受付 

開会式 

●学会賞 

受賞式 

●基調講演 

『女の一生と相続』 

横浜国立大学 大学院 国際社会科学研究院 国際社会科学部門 

 教授 常岡 史子 氏 

休憩 

昼食 

2 階 

ロビー 
285 号室 

13:00       14:30  14:40         16:10  16:20   17:00  17:30   19:30 

●大会シンポジウム 

『女性と相続』 

~女性と相続の諸相~ 
移 

動 

●事例研究発表 

（6 名／3 会場） 移 

動 

閉会式 
移

動 

情報交流会 

285 号室 320・330・510 号室 285 号室 480 号室 
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■基調講演 

 

■大会シンポジウム 

 

■事例研究発表 

14:40～15：20 

 

吉岡達也 氏 
プルデンシャル信託株式

会社 

一般家庭での 

生命保険信託組成事例 

高橋一雄 氏 
株式会社測量舎取締役 /

測量士・土地家屋調査士 

筆界に関する一考察 

～筆界とは何か～ 

髙野良子 氏 
福田耕治法律事務所 

／弁護士 
高齢の兄弟姉妹間の相続の問題 

15:30～16:10 

 

上田美樹子 氏 
円満相続研究所 

／相続コーディネーター 

不動産オーナーの土地活用と 

相続税対策 

中山眞美 氏 
税理士法人なかやまコン

サルティング／税理士 

限定承認における民法と税法の

取扱いの相違について 

守屋佳昭 氏 相続アドバイザー 
競落人の公競売借地非訟と地主

の借地権の存否をめぐる訴訟 

10:30～12:00  

『 女の一生と相続 』 

横浜国立大学 大学院 国際社会科学研究院 国際社会科学部門 

     教授 常岡史子 氏 

13:00～14:30 

『 女性と相続 』～女性と相続の諸相～ 

シンポジスト： 

常岡史子 氏（横浜国立大学 大学院 教授） 

本郷 尚 氏（税理士・タクトコンサルティング） 

赤堀文信 氏（弁護士・あたらし橋法律事務所） 

水野由佳子 氏（税理士・水野由佳子税理士事務所） 

コーディネーター： 

林 直子 氏（終活ファイナンシャルプランナー・ＦＰオフィス結） 
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■参加費 

※情報交流会のみ参加は不可。※学生は、情報交流会費を除き、上記の半額とします。 

 

 

■大会参加申込 

（申込締切り）２０１９年１０月７日（月） 

（申込方法） 

① 案内裏面または、ホームページから申込書をダウンロードして記入。 

② 参加申込書記載の送金先に送金。（手数料負担願います） 

③ FAX または E-mail にて参加申込書を実行委員会へ送付。 

④ FAX または E-mail にて実行委員会から参加証を送付。（大会 10 日前） 

（ホームページ）・・・・・http://souzoku-gakkai.jp （「日本相続学会」で検索） 

（大会用メールアドレス）・・・renraku@souzoku-gakkai.jp 

（大会用 FAX）・・・・・・・ 050-3730-8835 （予備 FAX052-265-6664） 

（振込先）・・・・三菱 UFJ 銀行 大津町支店 普通預金 0249069 

    日本相続学会研究大会 実行委員長 竹内 裕詞（ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞ） 

 

早期申込割引 

9月 20日(金)までの参加申込（送金済・申込書着）に限り、 

早期申込割引を適用します。 

 

 

 

コース 区分 
早期割引 

(9 月 20 日まで) 

通常申込 

(9 月 21 日以降) 

フルコース 

（全日程＋情報交流会） 

Ａ＋🍷  会員 9,500 円 11,500 円 

Ｂ＋🍷  一般 11,500 円 13,500 円 

Ａコース 全日程 会員 4,000 円 6,000 円 

Ｂコース 全日程 一般 6,000 円 8,000 円 

🍷 情報交流会 会員・一般 5,500 円 5,500 円 
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■キャンセル 

申込後、やむを得ず取消を行う場合、必ずメールまたは FAX にてすみやかに事務局

へご連絡下さい。（参加費返金に伴う振込手数料は、参加者様負担とします。） 

変更の時期 キャンセル料 参加費返金 

2019年 10月 15日まで なし 参加費の 100％ 

2019年 10月 16日～当日 参加費の 100％ なし 

 

 

■緊急連絡 

台風や地震等の天災、その他の事象により研究大会を延期または中止する場合は、本

学会ホームページにてお知らせします。 

 

 

■事務局連絡先 

〒460-0003 名古屋市中区錦 2 丁目 4 番 3 号 錦パークビル 2 階 

さくら総合法律事務所 内 

       電話番号 052-265-6663 

 

 

ホームページ ＵＲＬ http://souzoku-gakkai.jp 

大会用メールアドレス  renraku@souzoku-gakkai.jp 

大会用ＦＡＸ  ０５０－３７３０－８８３５  (予備 FAX 052-265-6664 ) 

mailto:renraku@souzoku-gakkai.jp

