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委  員  長  斎藤 義房  （東京）   
副 委 員 長  赤沼 康弘  （東京） 渕上 玲子 （東京） 今井 和男 （東京） 
  和田 光弘  （新潟県） 増田 勝久 （大阪） 小川 恭子  （滋賀） 

  田邉 宜克  （福岡県） 小島 妙子 （仙台）  

事 務 局 長  相川  裕  （東京）   

 

民事裁判部会 

部  会  長  今井 和男 （東京）《副委員長兼任》  

事務局次長  彦坂 浩一 （東京） 越智 敏裕 （東京） 長沢美智子（第二東京） 

  棗   一郎 （第二東京） 拝師 徳彦 （千葉県） 齋藤 泰史 （長野県） 

  富田 隆司 （愛知県） 宮﨑 隆博 （岡山） 曽場尾雅宏（長崎県） 

委    員  亀井 時子 （東京） 小林 元治 （東京） 大坪 和敏 （東京） 

  島   由幸 （東京） 脇谷 英夫 （東京） 堂野 達之 （東京） 

  伊藤 明彦 （東京） 奥   国範 （東京） 高橋 太郎 （東京） 

  松原 崇弘 （東京） 内田 裕之 （東京） 渡部   晃 （第一東京） 

  市野澤要治（第一東京） 服部   誠 （第一東京） 浅野 貴志 （第一東京） 

  矢野   領 （第一東京） 出井 直樹 （第二東京） 平岡   敦 （第二東京） 

  山越 真人 （第二東京） 新阜 直茂 （第二東京） 西浦 善彦 （第二東京） 

  浦田 修志 （横浜） 小栁 茂秀 （横浜） 野木 尚郎 （埼玉） 

  瀨戸 一哉 （埼玉） 菅野 雄児 （静岡県） 長田 清明 （山梨県） 

  中本 和洋 （大阪） 苗村 博子 （大阪） 林   邦彦 （大阪） 

  志賀 史章 （京都） 中尾 拓哉 （兵庫県） 平野 曜二 （愛知県） 

  井上 裕介 （愛知県） 嶋田 幸司 （三重） 棚橋 邦行 （岐阜県） 

  前波 裕司 （福井） 中澤 彰孝 （金沢） 岡野 浩巳 （広島） 

  松新 佐敏 （山口県） 住   真介 （鳥取県） 福島   薫 （島根県） 

  大西 智之 （島根県） 桑原 義浩 （福岡県） 清水 康寛 （長崎県） 

  森﨑 啓喜 （熊本県） 新納 幸辰 （鹿児島県） 伊東 満彦 （仙台） 

  伊藤 陽介 （山形県） 土田 文子 （山形県） 川上 博基 （岩手） 

  太田 宏樹 （札幌） 中村 元弥 （旭川） 岩﨑 優子 （釧路） 

  大谷 有紀 （香川県） 中川   嶺 （高知）  

 

家庭裁判所部会 

部  会  長  増田 勝久 （大阪）《副委員長兼任》  

事務局次長  滝沢   香 （東京） 池田 清貴 （東京） 佐野みゆき（東京） 

  本坊憲緯子（第一東京） 藤原 道子 （第二東京） 中井 洋恵 （大阪） 

  浜田 真樹 （大阪） 淺松 千寿 （札幌）  

委 員  榊原富士子（東京） 金澄 道子 （東京） 中川 明子 （東京） 

  大塚 博喜 （東京） 山崎   新 （東京） 倉持 政勝 （第一東京） 
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  浅田登美子（第一東京） 野崎 薫子 （第一東京） 佐藤 淳子 （第一東京） 

  杉井 静子 （第二東京） 池田 綾子 （第二東京） 八杖 友一 （第二東京） 

  打越さく良（第二東京） 広瀬めぐみ（第二東京） 竹下 博将 （第二東京） 
  海老澤惣吉（第二東京） 間部 俊明 （横浜） 湯山   薫 （横浜） 
  藤田 香織 （横浜） 鈴木 經夫 （埼玉） 清田乃り子（千葉県） 

  内田 徳子 （千葉県） 濟木 昭宏 （千葉県） 田中 牧人 （千葉県） 
  白岩 大樹 （茨城県） 中城 孝浩 （茨城県） 横山 幸子 （栃木県） 

  杉田 明子 （栃木県） 宮武   優 （群馬） 浅野 元宏 （長野県） 
  青木 謙一 （長野県） 阿部   剛 （新潟県） 青木 佳史 （大阪） 
  櫻井 美幸 （大阪） 吉田 容子 （京都） 安保 千秋 （京都） 
  福市 航介 （京都） 長谷川京子（兵庫県） 緒方 賢史 （奈良） 
  藤井 幹雄 （和歌山） 熊田   均 （愛知県） 松隈知栄子（愛知県） 

  可児 康則 （愛知県） 朝倉 寿宜 （愛知県） 尾高健太郎（三重） 

  藤井 輝明 （富山県） 沖野 智彦 （広島） 石本   恵 （福岡県） 

  加賀進一郎（佐賀県） 中村 亮佑 （大分県） 松岡 孝浩 （宮崎県） 

  尾辻 克敏 （沖縄） 山内 崇史 （福島県） 面山 恭子 （秋田） 
  森   雄亮 （青森県） 野﨑   渉 （函館） 松ヶ瀬雄太（旭川） 
  鈴木 茂雄 （釧路） 石合 由明 （香川県） 森   晋介 （徳島） 

  谷   勇輝 （愛媛）   

  
     
担当副会長     

2013年度  河田 英正 （岡山）   

2014年度  古賀 和孝 （福岡県）   
     
担当事務次長  谷 英樹  （大阪）   
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