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第２２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 伊東 卓（第二東京）

副委員長 橋本賢二郎（栃 木 県） 伊藤 倫文（愛 知 県） 大西 正一（愛 知 県）

委員 伊東 健次（東 京） 山田 正記（東 京） 五十畑昭彦（東 京）

内野 真一（東 京） 伊庭 潔（東 京） 矢部 耕三（第一東京）

本 哲（第一東京） 平岡 将人（第一東京） 山下清兵衛（第二東京）

篠島 正幸（第二東京） 森岡 誠（第二東京） 平岡 敦（第二東京）

飯田 直久（神奈川県） 長井 友之（群 馬） 上原 武彦（大 阪）

桂 充弘（大 阪） 冨田 英司（大 阪） 湯川 二朗（京 都）

青山 學（愛 知 県） 酒井 俊皓（愛 知 県） 田口 勤（愛 知 県）

中川 博晴（愛 知 県） 齋藤 清貴（愛 知 県） 杉山 苑子（愛 知 県）

飯田 匡崇（愛 知 県） 若松 敏幸（山 口 県） 稲森 幸一（福 岡 県）

森本 精一（長 崎 県） 田 諭（宮 崎 県） 井野 一弘（岩 手）

中西 法貴（高 知）

副会長 樋川 恒一（札 幌） 蜂須賀太郎（愛 知）

事務次長 石井 邦尚（第二東京）（～2022年5月） 服部 千鶴（愛知県）（2022年6月～）

第２２回弁護士業務改革シンポジウム分科会メンバー名簿

○印は分科会長

【第１分科会】◯篠島 正幸（第二東京）

佐瀬 正俊（東 京） 高木 篤夫（東 京） 内野 真一（東 京）

大橋 良二（東 京） 後藤 大（東 京） 嶋田 貴文（第一東京）

松下 外（第一東京） 山下清兵衛（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）

三浦 希美（第二東京） 本田 正男（神奈川県） 野田 泰彦（埼 玉）

山崎 泰正（長 野 県） 鶴山 昂介（大 阪） 岡村 庸靖（滋 賀）

田口 勤（愛 知 県） 齋藤 清貴（愛 知 県） 口 崇（岐 阜 県）

成瀬 裕（福 岡 県） 吉井 和明（福 岡 県） 岩田 圭只（釧 路）

田岡 直博（香 川 県） 潮 秀隆（香 川 県）

<オブサーバー>

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２分科会】◯若松 敏幸（山 口 県）

山 烈（第二東京） 植木 琢（第二東京） 橋本賢二郎（栃 木 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） 飯田 直樹（長 崎 県） 井野 一弘（岩 手）



- 2 -

兼平 誠也（函 館） 鈴木 茂雄（釧 路）

【第３分科会】○山田 正記（東 京）

佐瀬 正俊（東 京） 伊藤 明彦（東 京） 加納小百合（東 京）

池内 稚利（第一東京） 武田 涼子（第一東京） 小原 健（第二東京）

伊藤 真悟（第二東京） 河西 一実（第二東京） 多田 竜一（埼 玉）

仲里 建良（埼 玉） 和田 光弘（新 潟 県） 福原 哲晃（大 阪）

佐藤眞紀世（札 幌） 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

石田 智也（日弁連研修・業務支援室嘱託、東京）

岩田 康孝（日弁連研修・業務支援室嘱託、千葉県）

山下 典孝（青山学院大学法学部教授）

【第４分科会】○橋本賢二郎（栃 木 県）

関戸 勉（東 京） 水上 博喜（東 京） 本 雄一（東 京）

関 葉子（東 京） 石川美津子（東 京） 内野 真一（東 京）

大塚 康貴（東 京） 水野 泰孝（東 京） 長谷川宅司（第一東京）

樋口 收（第一東京） 木村弘之亮（第一東京） 海野 仁志（第一東京）

山下清兵衛（第二東京） 山中 眞人（第二東京） 藤代 浩則（千 葉 県）

松村 孝（茨 城 県） 青井 芳夫（栃 木 県） 茨木 祥人（静 岡 県）

菊池 淳哉（新 潟 県） 斎藤 浩（大 阪） 上原 武彦（大 阪）

畠田 健治（大 阪） 岩本 安昭（大 阪） 小久保哲郎（大 阪）

八木 正雄（大 阪） 田中 彰寿（京 都） 湯川 二朗（京 都）

和田 浩（京 都） 川口 直也（愛 知 県） 水野 好香（愛 知 県）

後藤 哲史（三 重） 松下 博紀（広 島） 佐藤浩太郎（広 島）

今崎 光智（山 口 県） 横山 詩土（山 口 県） 加瀬野忠吉（岡 山）

竹内 俊一（岡 山） 西村 正男（鳥 取） 津森 美教（島 根 県）

安田 聡剛（福 岡 県） 山本 哲朗（福 岡 県） 小牧奈穂子（福 岡 県）

南正覚文枝（福 岡 県） 団野 克己（佐 賀 県） 千野 博之（大 分 県）

上釜 明大（鹿児島県） 石上 雄介（仙 台） 礒 裕一郎（青 森 県）

古山 忠（札 幌） 中野 雅文（札 幌） 猪原 健弘（釧 路）

秋月 智美（香 川 県） 森 晋介（徳 島） 奥島 直道（愛 媛）

【第５分科会】○樽本 哲（第一東京）

土森 俊秀（東 京） 高砂美貴子（東 京） 五十畑昭彦（東 京）

舟串 信寛（東 京） 松村 寧雄（東 京） 金山 卓晴（第一東京）

佐藤 三郎（第一東京） 松本 宗大（第一東京） 野 良子（第一東京）

高井 章光（第二東京） 松林 司（第二東京） 富永 高朗（第二東京）

鈴木 龍司（第二東京） 工藤 洋治（第二東京） 遠藤 輝好（第二東京）

田中 恒司（神奈川県） 今井 丈雄（千 葉 県） 佐山 大輔（栃 木 県）
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大瀧 友輔（静 岡 県） 中村 崇（新 潟 県） 石川 佳代（新 潟 県）

藤岡 亮（大 阪） 髭野 淳平（大 阪） 山口 利昭（大 阪）

滝口 広子（大 阪） 久保井聡明（大 阪） 渋谷 元宏（大 阪）

坂川 雄一（大 阪） 田中 祥博（和 歌 山） 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） 前波 裕司（福 井）

乾 とも（金 沢） 鍋谷 博志（富 山 県） 金子 昌稔（広 島）

木村 要治（広 島） 牛見 和博（山 口 県） 横田 亮（岡 山）

池田 曜生（岡 山） 藤本 英臣（岡 山） 井上 晴夫（島 根 県）

池田耕一郎（福 岡 県） 平田 えり（福 岡 県） 永 響（福 岡 県）

田中 芳樹（佐 賀 県） 松比良 剛（鹿児島県） 枦 晃弘（鹿児島県）

田 諭（宮 崎 県） 尾 克敏（沖 縄） 湯浅 亮（福 島 県）

木坂 尚文（仙 台） 平松 桂樹（札 幌） 林 朋寛（札 幌）

田中 浩三（徳 島） 矢田 茂明（徳 島） 和田 資篤（愛 媛）

【第６分科会】○杉山 苑子（愛知県）

伊庭 潔（東 京） 清水 晃（東 京） 多賀 亮介（第一東京）

齋喜 隆宏（第二東京） 根本 雄司（神奈川県） 月岡 朗（埼 玉）

山本 宏子（千 葉 県） 櫻井 彰（徳 島）

その他「日弁連信託センター」「日弁連高齢者・障害者権利支援センター」委員・幹事

【第７分科会】○本間 正浩（東 京）

五十畑昭彦（東 京） 稲田 博志（東 京） 明石 幸大（東 京）

田中 努（東 京） 山本実希子（東 京） 重富 智雄（東 京）

矢部 耕三（第一東京） 渡部 兼尚（第一東京） 藤本 和也（第一東京）

上野 陽子（第一東京） 工藤 洋治（第二東京） 岩本 竜悟（第二東京）

福岡充希子（第二東京） 小池 雅雄（千 葉 県） 楠井 嘉行（三 重）

吹屋 響子（福 岡 県）

<協力者>

奥邨 弘司 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

飯尾 淳 中央大学国際情報学部教授ほかインハウス弁護士キャリア分析チームの皆様

鍛治美奈登 第二東京弁護士会会員

【第８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）

小原 健（第二東京） 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） 工藤 洋治（第二東京） 高松 政裕（第二東京）

飯田 研吾（第二東京） 飯田 直久（神奈川県） 澤田 久代（神奈川県）
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徳田 暁（神奈川県） 岩橋 一登（千 葉 県） 長瀬 孝浩（長 野 県）

堀田 裕二（大 阪） 山田 尚史（大 阪） 冨田 英司（大 阪）

中山 稔規（兵 庫 県） 酒井 俊皓（愛 知 県） 上野 裕幸（秋 田）

古山 忠（札 幌）

【第９分科会】○長井 友之（群 馬）

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） 中森 俊久（大 阪） 田口 正輝（大 阪）

白根 潤（兵 庫 県） 塩梅 修（金 沢） 鹿島 啓一（金 沢）

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

上野 宏樹 成松 広持 小島 秀也 武井 智子 堀 哲也 橋本 浩

富田 宏史 福光佐和子 我謝 賢司 岩本 学 三須 桂太 沼倉 英一

中野 俊之

【第１０分科会】○伊藤 倫文（愛知県）

中澤さゆり（第二東京） 田邉 護（山 梨 県） 井上 圭吾（大 阪）

岸本 佳浩（大 阪） 堀 雅博（岐 阜 県） 豊田 泰士（徳 島）

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１１分科会】◯稲森 幸一（福 岡 県）

大川 秀史（東 京） 井上 侑（東 京） 池田 綾子（第二東京）

佐々木信夫（神奈川県） 石田 真美（兵 庫 県） 鐘ヶ江聖一（福 岡 県）


