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再生型・清算型の倒産手続から事業再生、Ｍ＆Ａまで、倒産・再生・再編手続にかかわる法令・判例等を精選して収録した実務のための六
法！
〔倒産法関係編〕
・民事再生法・会社更生法・破産法等の倒産関係法令・最高裁判所規則のほか、民事再生法（91件）・会社更生法（54件）・破産法（294
件）・外国倒産処理手続の承認援助に関する法律（１件）、会社法（１件）には、実務上重要な判例を条文ごとに登載！
〔基本法関係編〕
・所有者不明や管理不全の土地・建物の管理制度を創設した民法および非訟事件手続法の改正等を収録！
〔関係法令・ガイドライン関係編〕
・事業再生ADRから移行した場合の再生手続・更生手続の監督委員の選任に関する特例や事業再生ADRから簡易再生に移行した場合の
特例を設けて法的整理移行後の予見可能性を高め、さらに事業再生ADRへの金融機関債権者の協力努力義務を新設して、事業再生
ADRでの迅速な事業再生を実現する産業競争力強化法の改正を収録！
・売上高減少要件の柔軟化、ポストコロナに向けた事業継続アクションプラン策定支援の追加等を行った「新型コロナウイルス感染症特例リ
スケジュール実施要領」の改定を収録！

Ａ５判・７４４頁・編集代表：伊藤　眞・多比羅誠・須藤英章

（株）民事法研究会

　裁判手続の全面的なＩＴ化が進行しています。裁判所の手続等がデジタル化されれば、電子証拠の取

扱いをめぐる実務への影響は少なくありません。現在はその過渡的な状況にありますが、来る裁判手続

ＩＴ化の時代を乗り越える準備のためにも、民事裁判ＩＴ化での原本性確認のあり方の章を全面改稿

し、発信者情報開示請求での電子証拠活用の新章を設け、５年ぶりに改訂した本書はお薦めです。

Ａ５判・405頁・町村泰貴・白井幸夫・櫻庭信之　編
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　テレワーク等の働き方が新型コロナの影響もあり、注目を集めています。そうした柔軟な
働き方が継続的に行われていくために、雇用型・自営型テレワークや副業・兼業・独立系フ
リーランスについて、適切な労務管理を行うための実務と必要となる規定例、トラブルが発
生した場合の対処法などを、総合的にＱ＆Ａで解説しています。

　第１章　柔軟な働き方としてのテレワーク、フリーランス、副業等の概要
　　Ⅰ　柔軟な働き方／　Ⅱ　テレワーク／　Ⅲ　フリーランス／　　Ⅳ　副業・兼業

　第２章　雇用型テレワークの労務管理
　　Ⅰ　労務管理上の課題／　Ⅱ　労働基準関係法令の適用および留意点等／　Ⅲ　労働安全衛生法の適用および留意点

     Ⅳ　労働災害の補償に関する留意点／　Ⅴ　テレワークにおける人事評価・人材育成／　Ⅵ　テレワークにおけるハラスメント

　　Ⅶ　テレワークの実施に際しての費用負担と社会保険料、税務等／　Ⅷ　テレワーク関連訴訟の管轄・準拠法等

　　Ⅸ　テレワーク実施上の情報セキュリティ／　Ⅹ　就業規則・給与規程・セキュリティ規程等

　第３章　自営型テレワークの業務管理
　　Ⅰ　自営型テレワークの意義と職種／　Ⅱ　募集にあたっての留意点／　Ⅲ　契約条件と変更・解除

　第４章　副業・兼業の労務・業務管理
　　Ⅰ　副業・兼業の現状と指針／Ⅱ　副業・兼業の促進の留意点と基本的課題／　Ⅲ　労働時間管理・健康管理

　　Ⅳ　副業・兼業での労災保険・社会保険／　Ⅴ　副業・兼業にかかわる規定・書式の整備

　第５章　フリーランスの業務管理
　　Ⅰ　フリーランス指針と関係法令／　Ⅱ　フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項／Ⅲ　仲介事業者が遵守すべき事項

　　Ⅳ　現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準

Ａ５判・330頁・ロア・ユナイテッド法律事務所　編　　編集代表：岩出　誠

書籍のご案内

　政府や金融機関による中小企業向け資金繰り支援により倒産を抑制している効果もあり、新型コロナ

ウイルス禍２年目の2021年は6000件超と企業倒産は歴史的な低水準と報じられています。反面、中小企

業の返済能力は約10年振りの水準に低下し、返済の本格化で息切れする懸念も強まっています。2021年

11月１日現在の最新法令や判例要旨441件を収録した本六法は、今後に備えて必携の１冊です。
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テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Ｑ＆Ａ

電子証拠の理論と実務〔第２版〕

─収集・保全・立証─

コンパクト倒産・再生再編六法2022
─判例付き─

第１章 総論──証拠法における電子証拠の取扱い

第２章 電子証拠をめぐる比較法

第３章 民事訴訟の電子証拠とＩＴ化──デジタル・フォレンジックの視点

第４章 インターネット関連裁判における電子証拠の活用

第５章 民事訴訟における電子証拠の取扱い

第６章 刑事訴訟における電子証拠の取扱い



改訂３版 

弁護士報酬基準等書式集 
改訂３版 

弁護士報酬基準等書式集 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京三弁護士会所属のベテランから若手までの有志弁護士の叡智を結集。 

すぐに使える書式と弁護士報酬基準等見積書・委任契約書（民事・刑事・少年）の書式も掲載。 

民事事件の着手金：報酬金の比率は、１：２、１：１だけでなく自由に設定が可能。 

弁護士報酬基準書式研究会 編 

A4判・148頁  

定価 2,420円（本体 2,200円＋税 10％） 

2021年 12月 31日発行 

《 主 要 目 次 》 

新規項目として「人事訴訟事件」「家事審判および家事調停に関する事件」 

「面会交流事件」「監護者指定または子の引渡請求事件」「ハーグ条約適用対象事件」を追加 

弁護士報酬早見表及び報酬速算表が消費税率 10％に対応 
 

すぐに書式が使える!! 

CD-ROM 付録つき 

［発行］東京都弁護士協同組合 

第 1章 総則 

第 2章 法律相談等 

第 3章 着手金および報酬金 

第 4章 手数料 

第 5章 時間制 

第 6章 顧問料 

第 7章 日当 

第 8章 実費等 

第 9章 委任契約の清算 







Ａ５変・並製・580頁　定価 : 7,480円（税込）　ISBN978-4-7972-5476-1　C3332

阿部泰隆・泉佐野市 編著

 

 

　　◆地方公共団体が、国を被告に完全勝訴した初の行政訴訟◆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方自治法主管省の総務省が地方分権改革を破壊しようとした暴挙に対し
て、泉佐野市が敢然と立ち上がり、「行政訴訟はやるだけ無駄」との社会通念
を打破し、国の省庁を糺す。地方自治を愛する全国民・全国自治体に向けた
貴重な裁判記録。

法治国家と地方自治をまもった最高裁逆転勝訴判決

【目　次】

第 1章　ふるさと納税訴訟，初めから終わりまでのポイント

泉佐野市の主張 /法治国家と地方自治を守った最高裁判決 /

内容・意義

第 2章　国地方係争処理委員会における攻防

審査申出書 /証拠説明書 /阿部意見書 /口頭審理 /

勧告 /総務大臣からのゼロ回答 /阿部の反論

第 3章　大阪高等裁判所における争い 

訴状 /阿部意見書 /大阪高裁における主張 /

びっくり仰天の大阪高裁判決

第 4章　最高裁での闘い

上告受理申立理由書 /上告理由書 /学界の反応 /

最高裁の対応 /上告人準備書面 /最高裁口頭弁論

第 5章　本書で頻繁に引用される重要証拠一覧 

       泉佐野市ふるさと納税訴訟
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チラシ「泉佐野市ふるさと納税訴訟」.pdf   2022/01/12   14:58:11
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 「法」は「社会」は、事件とどう向き合うか

大川小学校を襲った大津波と国賠訴訟。水底に沈んで浮き上がることの出来なかった魂を、泥水
をかき分け，この両手のひらに掬い上げたい。その一念で訴訟を闘い抜いた遺族の思いに、「法」は，
「社会」は，事件とどう向き合うのか。社会がこの訴訟から新たに学ぶべきことは多い。はたして
法は、遺族の心を救えるのか。一石を投じ、そして、ともに考える。

【目　次】

         

◆第 1章　「大川小学校津波被災事件」判決を読むために
　1　はじめに
　2　予備的知識
　3　判決文の構造
　4　最高裁判所
　5　仙台高裁判決の判断枠組み
　6　日本社会における法の役割と限界
　7　個人の責任とシステムや組織の責任

◆第 2章　大川小学校国賠訴訟─津波被災事故における学校の     
　　　　　設置・管理・運営者の組織的過失と責任
　◇Ⅰ　その時，何が？
　◇Ⅱ　大川小国賠訴訟とは
　◇Ⅲ　大川小国賠訴訟の内容
　◇Ⅳ　1審判決の判断内容
　◇Ⅴ　控訴審の経緯と控訴審判決の内容
　◇Ⅵ　上告審について
　◇Ⅶ　控訴審判決の意義
　◇Ⅷ　伝えたかったこと，伝えたいもの

◆第 3章　鼎談「大川小学校津波被災事件判決を考える」

河上正二・吉岡和弘・齋藤雅弘 

－大川小学校津波被災事件に学ぶ－

水底を掬う
すくみなそこ

【執筆者紹介】

河上正二(かわかみ・しょうじ):東京大学名誉教授,東北大学名誉教授,青山学院大学客員教授

吉岡和弘(よしおか・かずひろ):弁護士(仙台弁護士会),吉岡法律事務所。

齋藤雅弘(さいとう・まさひろ):弁護士(東京弁護士会),四谷の森法律事務所。

民事の訴訟を託された 2弁護士と、

研究者の執筆による貴重な書
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チラシ「水底を掬う」.pdf   2022/01/12   15:00:03
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労働関係訴訟Ⅰ･Ⅱ 〔改訂版〕 
＜ﾘｰｶﾞﾙ･ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞｼﾘｰｽﾞ第 9巻＞  

渡辺 弘 [著] 

 

Ⅰ 292頁・A5判・（本体3,600円+税）・978-4-417-01826-1 

Ⅱ 290頁・A5判・（本体3,600円+税）・978-4-417-01827-8 
 
  

     
 
 

 

 

 

 

目 次 

Ⅰ 

第１章 普通解雇 

第２章 試用期間中の解雇 

第３章 有期労働契約の更新の可否， 

    無期労働契約への転換 

第４章 懲戒解雇 

第５章 休職後の労働契約終了， 

    就業規則の不利益変更 

第６章 降級，給与減額，配転 

 

Ⅱ 

第７章 退職金 

第８章 時間外手当 

第９章 うつ病自殺と労災保険制度 

第 10 章 不当労働行為 

第 11 章 労働審判制 

新刊書 

ますます充実 労働関係訴訟の基本がわかる決定版！ 

●労働専門部に所属した元裁判官が，労働法上の論点に応じた，具体的な 

 裁判例を題材にした設例を用いて解説！  

●設問事例を解析し，労働法上の問題点と紛争解決のための視点を提供し 

 詳解！ 

≪本書について≫ 

 本書は、法律実務家が労働事件を担

当するに当たり、その事例をどのよう

に分析するのか、それについて体系書

のどこを参照すればよいのか、実際の

事件を担当する場合の実務的な留意

点はどこか、事例に沿って理解するた

めに必要な解説をできる限り施して

好評であった初版について、平成 29

年の民法改正、働き方改革法の改正を

盛り込んで、さらに事案の解析という

観点からより突っ込んだ解説を行っ

て、改訂版として刊行した裁判実務書

です。 

 現在、労働契約関係を中心に、裁判

所にはたくさんの事件が持ち込まれ、

それらの事件は、より複雑化・困難化

してきている状況にあります。粘り強

く設問事例を解析し、労働法上の問題

点を明らかにし、紛争解決のための視

点を提供する本書は、労働事件に携わ

る弁護士の必携書です。 

 

 

 

 



 
 

 

墓地・納骨堂、葬送 

の法律相談 
＜最新青林法律相談 第38巻＞ 

小松初男[著] A5判・346頁・（本体4,400円+税）・978-4-417-01825-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

目 次 

Q1■お墓の権利関係を規律する法令 

Q2■墓埋法が規定するもの 

Q3■墓埋法上の許可権者 

Q4■墓地・納骨堂の経営主体と経営許可に関 

  する規制 

Q5■墓地経営許可の法的性質と拠るべき準則 

Q6■墓地経営・管理の指針とは 

Q7■墓地経営の許可・不許可処分を争う方法 

Q8■地震による墓石倒壊に関する人的・物的 

  被害の賠償責任 

Q9■改葬手続と無縁改葬手続 

Q10■無縁改葬が違法とされた事例 

Q11■無縁改葬が適法とされる場合 

Q12■無縁改葬後の墓石類の処分 

Q13■改宗離壇者に対して墓地使用を拒否で 

   きるか 

Q15■寺院墓地で他宗派の典礼による納骨を 

   拒否できるか 

Q16■墓地経営主体は墳墓の移転を請求でき 

   るか 

Q17■民営霊園での墓地使用契約の解約と墓 

   地使用料の返還 

Q18■公営霊園での墓所の返還と墓地使用料 

   の還付 

Q19■墓地使用契約約款の定型約款としての 

   効力 

Q20■ペットの葬儀・供養は収益事業か 

Q21■墓地使用権の法的性質 

Q22■墓地と納骨堂の違い 

Q23■墓石建立契約と業者の責任 

Q24■指定石材店制度 

Q25■墓じまいとお墓の引越し 

Q26■墓地使用権の承継をめぐる法律問題 

 

Q27■墓地の承継人である祭祀主宰者 

（祭祀承継人）の認定基準 

Q28■祭祀財産の共同又は分割承継，祭祀承継 

   者の資格 

Q29■子どもがいない場合のお墓の承継 

Q30■霊園の担保設定・差押えと墓地使用権 

Q31■裏山の崩落と墓地の損害賠償請求 

Q32■越境する隣地の樹木の伐採 

Q33■管理の悪い霊園への対処法 

Q34■遺骨を収めないお墓の建立 

Q35■みなし墓地と無許可墓地の法的性質 

Q36■祭祀供用物は相続税の対象外か 

Q37■永代供養墓とは 

Q38■同性のパートナーや友人と同じお墓に 

   入る方法 

Q39■ペットと一緒に入れるお墓 

Q40■日本で土葬は禁止されているのか 

Q41■死亡診断書と死体検案書 

Q42■外国人や身元不明者の火葬，埋葬手続 

Q43■外国で死亡した日本人の葬送手続 

Q44■自然葬と樹木葬 

Q45■宇宙葬とは 

Q46■手元供養の注意事項 

Q47■散骨に関する規制 

Q48■散骨を規制している地域 

Q49■遺体，遺骨の所有権と臓器移植，献体， 

   解剖 

Q50■死後の事務委任契約 

Q51■死後事務委任契約と任意後見契約，遺言 

   の役割とそれぞれの関係 

Q52■尊厳死を希望する場合の留意点 

新刊書 

墓地,葬送の法律問題を網羅的に解説！ 

●墓地・納骨堂の経営・管理や使用契約，葬送の手続等をめぐる様々な問題

について，最新の法制や裁判例，行政資料に基づきわかりやすく解説。実務

に必要なエッセンスを凝縮した１冊！ 

●「霊園」「葬送」に携わる事業者・法曹実務家必携！ 
 


