
第１７回弁護士業務改革シンポジウム運営委員会委員名簿 

 
委員長  小原 健（第二東京） 
副委員長 澤田 久代（横浜） 原田 いづみ（栃木県） 桂 充弘（大阪） 

酒井 俊皓（愛知県） 
事務局長 飯田 直久（横浜） 
事務局次長 石井 誠（横浜） 
委員  齊藤 誠（東京）今井 和男（東京）松田 純一（東京）中根 秀樹（東京） 

五十畑 昭彦（東京）永島 賢也（東京）横山 徹（東京）堂野 達之（東京） 

土森 俊秀（東京）本多 教義（東京）伊東 卓（第二東京）  

秋山 清人（第二東京）行方 洋一（第二東京）滝沢 繁夫（千葉県） 

橋本 賢二郎（栃木県）長井 友之（群馬）瀬川 武生（大阪） 

楠井 嘉行（三重）植田 正男（福岡県）姉帯 幸子（岩手） 

小寺 正史（札幌） 

担当副会長  中村 利雄（京都） 
担当事務次長 岡田 理樹（第二東京） 
 

第１７回弁護士業務改革シンポジウム分科会メンバー 

○印は分科会長 
【第１分科会】○橋本 賢二郎（栃木県）池永 朝昭（第二東京）飯田 直久（横浜）

滝沢 繁夫（千葉県）木村 謙（栃木県）白浜 徹朗（京都）相馬 宏行（滋賀） 
佐藤 浩史（愛知県）小酒井 好信（福井）井 光（広島）内田 喜久（広島） 
若松 敏幸（山口県）西村 正男（鳥取県）井上 晴夫（島根県）松尾 弘志（佐賀県）

森本 精一（長崎県）北園 勝蔵（大分県）湯ノ口 穰（鹿児島県）川添 正浩（宮崎県）

大城 浩（沖縄）小松 亀一（仙台）小山田 一彦（仙台）遠藤 大助（福島県） 
諸橋 哲郎（山形県）源新 明（青森県）皆川 岳大（旭川）阪口 剛（釧路） 
  
【第２分科会】○楠井 嘉行（三重）須田 徹（東京）倉田 大介（東京） 
伊東 健次（東京）浜崎 宏（東京）本多 教義（東京）橋本 勇（第一東京） 
古川 健太郎（第二東京）尾立 孝司（横浜）小野 哲（横浜）伊藤 義文（千葉県） 
比嘉 廉丈（大阪）久保井 聡明（大阪）宇都木 寧（愛知県）浅賀 哲（愛知県） 
  
【第３分科会】○秋山 清人（第二東京）原口 紘一（東京）紀藤 正樹（第二東京） 

猪山 雄央（第二東京）松井 創（第二東京）澤田 久代（横浜）石井 誠（横浜） 

長井 友之（群馬）栗原 秀和（群馬）白根 潤（大阪）飯田 誠（奈良） 

秋田 智弘（愛知県）小堀 秀行（金沢）塩梅 修（金沢）若松 敏幸（山口県） 



加藤 哲夫（福岡県）堀内 政司（仙台）佐々木 優（秋田）橘 功記（札幌） 
 
【第４分科会】○齊藤 誠（東京） 
 
【第５分科会】○横山 徹（東京）佐瀬 正俊（東京）五十畑 昭彦（東京） 

清水 淳子（第二東京）平岡 敦（第二東京）井上 昌幸（山梨県）上原 武彦（大阪） 

原本 松宏（愛媛） 
 
【第６分科会】○松田 純一（東京）菊地 裕太郎（東京）兼川 真紀（東京） 

中村 博明（東京）湊 信明（東京）高畠 希之（東京）山下 環（東京） 

阿久津 真也（東京）伊藤 敬史（東京）赤司 修一（東京）菅野 典浩（東京） 

岡本 明子（東京）竹谷 光成（東京）白井 潤一（東京）三浦 繁樹（第一東京） 

渡邉 穣（第一東京）水上 貴央（第一東京）飯島 康央（第二東京） 

丸尾 はるな（第二東京）水谷 繁幸（第二東京）阿部 克臣（第二東京） 

戸谷 景（第二東京）橋澤 加世（第二東京）三輪 咲絵（第二東京） 

野口 真吾（第二東京）井澤 秀昭（横浜）田中 恒司（横浜）上平 加奈子（横浜） 

芦田 一憲（横浜）野口 明（横浜） 
※上記に加え，若手法曹サポートセンター夢構想ＰＴのサポーター会員が準備に参

加した。  

 
【第７分科会】○佐瀬 正俊（東京）加納 小百合（東京）伊藤 明彦（東京） 
中井 陽子（東京）鈴木 和憲（第一東京）岡 伸浩（第一東京）武田 涼子（第一東京）

政木 道夫（第一東京）應本 昌樹（第一東京）飯田 （第二東京） 
石井 光穂（第二東京）坂 勇一郎（第二東京）棗 一郎（第二東京）飯田 直久（横浜）

渡部 英明（横浜）三品 篤（横浜）上原 武彦（大阪）瀬川 武生（大阪） 
福市 航介（京都）黒川 裕希（山口県）植田 正男（福岡県）後藤 裕（福岡県） 
安原 伸人（福岡県）林 眞紀世（札幌）堀井 秀知（徳島） 
 
【第８分科会】○堂野 達之（東京） 鐘築 優（東京）田島 正広（東京） 
土森 俊秀（東京）中井 陽子（東京）八掛 順子（東京）大澤 康泰（東京） 
吉岡 毅（第一東京）樽本 哲（第一東京）飯田 （第二東京）幸村 俊哉（第二東京）

澤田 久代（横浜）小林 優公（群馬）安若 多加志（大阪）小林 寛治（大阪） 
酒井 俊皓（愛知県）大西 正一（愛知県）久野 実（愛知県）河村 直樹（愛知県） 
八木 宏（福井）池田 耕一郎（福岡県）青山 隆徳（佐賀県）東 健一郎（熊本県） 
 
【第９分科会】○小川 恭子（滋賀）齊藤 誠（東京）佐熊 真紀子（第二東京） 
森本 周子（第二東京）広瀬 めぐみ（第二東京）竹内 章子（第二東京） 
金塚 彩乃（第二東京）藤井 麻莉（第二東京）澤田 久代（横浜）本田 正男（横浜）



原田 いづみ（栃木県）杉田 明子（栃木県）田名部 哲史（栃木県） 
田下 佳代（長野県）渋谷 元宏（大阪）江本 真理（愛知県）深堀 寿美（福岡県） 
前田 圭子（鹿児島県）松田 幸子（宮崎県）姉帯 幸子（岩手）丸山 紗代子（秋田）

淺松 千寿（札幌）三浦 桂子（札幌）伊藤 明日佳（釧路）庄司 優子（香川県） 
 
【第１０分科会】○小寺 正史（札幌）冨永 忠祐（東京）中根 秀樹（東京） 
太田 晃弘（東京）高野 範城（第二東京）八杖 友一（第二東京）池田 桂子（愛知県）

井上 晴夫（島根県） 
※分科会長以外は執筆者のみ掲載 

 
【第１１分科会】○今井 和男（東京）永島 賢也（東京）大坪 和敏（東京） 
後藤 裕（福岡県） 
 ※分科会長以外は執筆者のみ掲載 
  上記に加え，民事裁判手続に関する委員会委員及び幹事が議論に参加した。 

 
以上 




