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日本弁護士連合会第 59 回人権擁護大会

シンポジウム第 1分科会実行委員会

◇委員長 水地 啓子（神奈川県）

◇副委員長 小林 七郎（東京） 福田 護（神奈川県） 西岡 芳樹（大阪）

◇事務局長 上柳 敏郎（第一東京）

◇事務局次長 堀井 準（東京） 福山 洋子（第二東京） 太田 健義（大阪）
宮尾 耕二（奈良）

◇委員（バックアップ委員含む）
中本源太郎（東京） 伊井 和彦（東京）
石原 修（東京） 大森 夏織（東京）
菅 芳郎（東京） 川上 詩朗（東京）
伊藤 真（東京） 小川隆太郎（東京）
江藤 洋一（第一東京） 湯山 孝弘（第一東京）
鈴木 雅人（第一東京） 木村 庸五（第二東京）
山岸 良太（第二東京） 藤原真由美（第二東京）
横山 聡（第二東京） 倉持麟太郎（第二東京）
金ヶ崎絵美（第二東京） 大住 広太（第二東京）
関守麻紀子（神奈川県） 櫻井みぎわ（神奈川県）
馬奈木 幹（神奈川県） 永田 亮（神奈川県）
大久保賢一（埼玉） 村田 良介（埼玉）
菅原 啓高（埼玉） 尾池 誠司（茨城県）
赤石あゆ子（群馬） 齋藤 裕（新潟県）
田中 淳哉（新潟県） 笠松 健一（大阪）
谷 次郎（大阪） 諸富 健（京都）
佐藤 真理（奈良） 川口 創（愛知県）
岩本 雄太（福井） 清水 孝行（福井）
園山 達紀（福井） 井上 正信（広島）
居林 次雄（山口県） 永尾 廣久（福岡県）
吉田 俊介（佐賀県） 工藤伸太郎（宮崎県）
齋藤 祐介（沖縄） 佐々木健次（仙台）
田村 智明（青森県） 佐藤 博文（札幌）
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立憲主義と民主主義を回復するために
－安保法制と秘密保護法の適用・運用に反対し、その廃止を求めて－
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