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○印は分科会長 

【第１分科会】◯若松 敏幸（山 口 県） 

谷口 直大（京  都） 西谷 良彦（兵 庫 県） 井上 晴夫（島 根 県） 

森本 精一（長 崎 県） 麻生 昭一（大 分 県） 小松 亀一（仙  台） 

井野 一弘（仙  台） 諸橋 哲郎（山 形 県） 兼平 誠也（函  館） 

岩田 圭只（釧  路） 

 

【第２分科会】○内野 真一（東  京） 

高木 篤夫（東  京） 大橋 良二（東  京） 後藤  大（東  京） 

嶋田 貴文（第一東京） 篠島 正幸（第二東京） 平岡  敦（第二東京） 

田上 嘉一（第二東京） 落合 孝文（第二東京） 宮内  宏（第二東京） 

本田 正男（神奈川県） 出井 宏幸（埼  玉）  野田 泰彦（埼  玉） 

山崎 泰正（長 野 県） 鶴山 昂介（大  阪） 松田 哲郎（京  都） 

柿沼 太一（兵 庫 県） 岡村 庸靖（滋  賀） 田口   勤（愛 知 県） 

齋藤 清貴（愛 知 県）  銫口   崇（岐 阜 県）  成瀬  裕（福 岡 県） 

吉井 和明（福 岡 県） 

〈オブザーバー〉伊藤 次彦（法律事務所事務職員） 根本 好文（法律事務所事務職員） 

 

【第３分科会】○佐瀬 正俊（東  京） 

  上田 智司（東  京） 山田 正記（東  京） 佐藤 貴則（東  京） 
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 加納 小百合（東 京） 沼澤 佳枝（東  京） 武田 涼子（第一東京） 

 和田 光弘（新 潟 県） 福原 哲晃（大  阪） 藤本 卓司（奈  良） 

 黒川 裕希（山 口 県） 岩澤 千洋（宮 崎 県） 佐藤 眞紀世（札 幌）  

植松  直（函  館） 中西 法貴（高  知） 

その他「日弁連リーガル・アクセス・センター」委員 

  藤原 靖夫（日弁連研修・業務支援室嘱託，東京） 

〈オブザーバー〉山下 典孝（青山学院大学法学部教授） 

 

【第４分科会】○桂  充弘（大  阪） 

佐瀬 正俊（東  京） 望月 浩一郎（東 京）  大橋 卓生（第一東京） 

合田 雄治郎（第一東京）安藤 尚徳（第一東京） 石原 遥平（第一東京） 

白井 久明（第二東京） 菅原 哲朗（第二東京） 伊東  卓（第二東京） 

山崎 卓也（第二東京） 境田 正樹（第二東京） 松本 泰介（第二東京） 

高松 政裕（第二東京） 飯田 研吾（第二東京） 佐藤  楠（第二東京） 

 飯田 直久（神奈川県） 澤田 久代（神奈川県） 徳田  暁（神奈川県） 

 眞砂 一也（埼  玉） 堀田 裕二（大  阪） 冨田 英司（大  阪） 

 山田 尚史（大  阪） 酒井 俊皓（愛 知 県） 田中 芳樹（佐 賀 県） 

 上野 裕幸（秋  田） 

 

【第５分科会】○上原 武彦（大  阪）  

水上 博喜（東  京） 内野 真一（東  京） 大塚 康貴（東  京）  

長谷川 宅司（第一東京）山下 清兵衛（第二東京）三浦 希美（第二東京） 

橋本 賢二郎（栃 木 県）青井 芳夫（栃 木 県） 茨木 祥人（静 岡 県）  

久保田 明雄（長野県） 菊池 淳哉（新 潟 県） 小久保 哲郎（大 阪）  

田中 彰寿（京  都） 邊  公律（兵 庫 県） 竹内 俊一（岡  山）  

西村 正男（鳥 取 県） 安田 聡剛（福 岡 県） 姉帯 幸子（岩  手）  

古山  忠（札  幌） 堀井 秀知（徳  島）  

 

【第６分科会】○髭野 淳平（大  阪） 

日弁連中小企業法律支援センター 

佐瀬 正俊（東  京） 三村 藤明（東  京） 堂野 達之（東  京）  

土森 俊秀（東  京） 八掛 順子（東  京） 大宅 達郎（東  京）  

大西 雄太（東  京） 安部 史郎（東  京） 高砂 美貴子（東 京）  

吉岡  毅（第一東京） 樽本   哲（第一東京） 金山 卓晴（第一東京）  

髙井 章光（第二東京） 松林  司（第二東京） 高橋 理一郎（神奈川県）  

杉浦 智彦（神奈川県） 富永 高朗（埼  玉） 今井 丈雄（千 葉 県）  

戸田 泰裕（栃 木 県） 小林 優公（群  馬） 林  一樹（長 野 県）  

藤岡  亮（大  阪） 岡田 一毅（京  都） 古家野 彰平（京 都）  

酒井 俊皓（愛 知 県） 大西 正一（愛 知 県） 山田 尚武（愛 知 県）  

久野  実（愛 知 県） 尾田 知亜記（愛知県） 飯田 匡崇（愛 知 県）  

－ 340 －



八木  宏（福  井） 金子 昌稔（広  島） 横田   亮（岡  山）  

池田 曜生（岡  山） 池田 耕一郎（福岡県） 平田 えり（福 岡 県）  

松比良 剛（鹿児島県） 桝田 裕之（岩  手） 

弁護士業務改革委員会企業コンプライアンス推進ＰＴ 

佐藤 三郎（第一東京） 松本 宗大（第一東京） 工藤 洋治（第二東京） 

滝口 広子（大  阪） 久保井 聡明（大 阪）  坂川 雄一（大  阪） 

大西 正一（愛 知 県） 前波 裕司（福  井） 鍋谷 博志（富 山 県） 

藤本 英臣（岡  山） 徳永  響（福 岡 県） 枦   晃弘（鹿児島県） 

濱田  諭（宮 崎 県）  林   朋寛（札  幌） 矢田 茂明（徳  島） 

 

【第７分科会】○塩梅  修（金  沢） 

  平村 樹志雄（東 京） 平岡 将人（第一東京） 秋山 清人（第二東京）  

石井  誠（神奈川県） 長井 友之（群  馬） 田口 正輝（大  阪）  

白根  潤（兵 庫 県） 橘  功記（札  幌） 

〈オブザーバー〉 

仁木 恒夫（大阪大学大学院法学研究科教授） 

〈オブザーバー・法律事務所事務職員〉 

鈴木 寿夫 戸井田 和彦 金川 陽子 土井 寛憲 原村 飛鳥 深澤   亮  

福里 佳高 成松 広持  武井 智子 堀   哲也 橋本   浩 吉田 光範  

 富田 宏史 三浦 博志  我謝 賢司 岩本   学 仲川 和江 沼倉 英一 

 中野 俊之 

 

【第８分科会】○本間 正浩（東  京） 

  河井 耕治（東  京） 稲田 博志（東  京） 田中  努（東  京） 

矢部 耕三（第一東京） 渡部 兼尚（第一東京） 中崎  隆（第一東京） 

藤本 和也（第一東京） 上野 陽子（第一東京） 福岡 充希子（第二東京） 

小池 雅雄（千 葉 県） 

 

【第９分科会】○池田 桂子（愛 知 県） 

  谷垣 岳人（第二東京） 野村  裕（第二東京） 森岡  誠（第二東京） 

  鈴木 克昌（群  馬） 田邊  護（山 梨 県） 小野 順子（大  阪） 

  永榮 久仁子（大  阪） 楠井 嘉行（三  重） 飯田 真也（三    重） 

 山上 晃広（札    幌） 

  その他「法律サービス展開本部自治体等連携センター」委員・幹事 

 

【第10分科会】○伊庭   潔（東  京） 

  岩田  賢（東  京） 野俣 智裕（東  京） 多賀 亮介（第一東京）  

西片 和代（兵 庫 県） 

  その他「日弁連信託センター」委員・幹事 
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【第11分科会】○小山 操子（大  阪） 

  中根 秀樹（東  京） 鹿野 真美（東  京） 小野 智史（東  京） 

八杖 友一（第二東京） 亀井 真紀（第二東京） 月岡  朗（埼  玉） 

山本 宏子（千 葉 県） 濟木 昭宏（千 葉 県） 久岡 英樹（大  阪） 

青木 佳史（大  阪） 小谷 真由香（大 阪） 福島 健太（兵 庫 県） 

三好 登志行（兵庫県） 佐々木 育子（奈 良） 堀江 佳史（和 歌 山） 

熊田  均（愛 知 県） 矢野 和雄（愛 知 県） 松隈 知栄子（愛知県） 

宮本 曜爾（愛 知 県） 粟田 真人（金  沢） 坂下 宗生（広  島） 

 

【セミナー】○岡田 春夫（大阪，京都国際調停センター センター長） 

児玉 実史（大  阪） 坂本 由美（京  都） 

 〈オブザーバー〉 

大中 有信（同志社大学司法研究科長 教授） 

高杉  直（京都国際調停センター 副センター長，同志社大学 法学部長・法学研究科長 教

授）  

山田  文（京都大学大学院法学研究科 教授） 

西原 和彦（弁護士（大阪），京都国際調停センター 事務局長） 
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第２１回弁護士業務改革シンポジウム 

伝統の都から未来を視る～新たな弁護士業務の展開～ 
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