
1

司法支援建築会議

名誉司法会員称号授与式、功労者表彰式、感謝状贈呈式の

開 催

司法支援建築会議は 2000 年 6 月に会長直属の会議体として設置され、現在までほ

ぼ 13 年経過しています。

現在、当会議には会員が約 360 名ほどおられます。設立後 10 年以上経過したのを

機に会議の目的達成や活動に多大な貢献をされた会議会員に名誉司法会員称号をお

贈りすること、また司法支援建築会議の活動にご尽力いただいた方々に功労者表彰

をすること、さらに長年会員として在籍された方々に感謝状をお贈りすることにな

りました。

昨年度の運営委員会において 3回、制度の目的、対象者等について検討いたしそ

れぞれの制度の要領を作成いたしました。その後、運営委員会に選考委員会を設置

し選考をいたしました。

その結果、名誉司法会員は 5名の方に、功労者表彰は 20 名の方に、感謝状は 203

名の方にお贈りすることになりました。2013 年 5 月 15 日 13 時から、司法支援建築

会議の和田章会長が出席され、授与式が執り行われました。

以下に名誉司法会員称号、功労者表彰、感謝状をお受けになられた方々のお名前

を掲載します。



2

名誉司法会員

司法支援建築会議運営規程第８条（名誉称号）

会議の目的達成に多大の貢献をした個人会員は、運営委員会ならびに学会理事会の議を経て名誉司法会員の称号を

贈ることができる

（目的）

名誉司法会員称号は、司法支援建築会議（以下、会議という）の目的達成に多大の貢献をした会議個人会員に贈

り、その功績を称えるものである。

（対象者）

会議に 10 年以上在籍した原則 75 歳以上の個人会員で運営委員会委員を退任した者若干名

岡田恒男 関沢勝一 鈴木計夫 平山善吉 山口昭一

(以上 5 名、敬称略）

功労表彰者
（目的）

功労者表彰は、司法支援建築会議（以下、会議という）の活動に多大の貢献のあった会議会員を表彰し感謝の意を

表する

（対象者）

（1）運営・事業等に貢献した者

（2）長年にわたり本会推薦の鑑定人・調停委員等として貢献した者

有馬 賢 池永博威 井野 智 大井清嗣 柿﨑正義 小林理市

斎藤賢吉 坂本 功 仙田 満 高幣喜文 田中淳夫 鶴田 裕

中川誠之 難波蓮太郎 藤波保夫 松原忠策 松本光平 峰政克義

矢作和久 山本康弘

（以上 20 名、敬称略）
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感謝状贈呈者
（目的）

感謝状は、司法支援建築会議（以下、会議という）に 10 年以上在籍した会議会員に感謝状を贈呈し感謝の意を表

する

（北海道地区）

荒谷 登 井野 智 駒木根洋一 谷 吉雄 中村仁司 橋本健一

（東北地区）

大村虔一 小野瀬順一 久我明一 柴田明徳 田中礼治 三橋博三

吉野 博

（関東地区）

青木 繁 明智克夫 浅野美次 東 孝光 足立三吉 安藤正明

生田義昭 井口洋佑 池田耕一 池永博威 池之上允 石井一夫

石福 昭 石村孝夫 乾 正雄 井上勝夫 井元勝慶 上杉 啓

内山勝麗 江戸宏彰 遠藤勝勧 大井清嗣 大熊昌昭 大杉文哉

大竹比呂志 大森文彦 岡田恒男 沖塩荘一郎 柿﨑正義 加瀬善弥

片岡省三 加藤 勉 鎌田元康 上村克郎 川口 衞 川邊一洋

岸 明 木村建一 紀谷文樹 楠山登喜雄 桑原文夫 小池迪夫

向野元昭 小島孝豊 小林紳也 小林理市 近藤照夫 斎藤賢吉

斎藤公男 斎藤孝彦 酒井寛二 坂本 功 桜井 忠 笹川和郎

佐々木雄二 佐藤博臣 里川長生 島津 護 島田喜男 嶋村仁志

白山和久 杉田 稔 鈴木秀三 関沢勝一 世良耕作 仙田 満

十代田知三 高橋 勝 高橋泰彦 田中淳夫 田中享二 田中元雄

田村明弘 津川恒久 鶴田 裕 寺本隆幸 土井幸平 徳永恵治

都甲栄充 直井英雄 内藤龍夫 中島康孝 長橋純男 中根 淳

中村雄治 夏目勝也 難波蓮太郎 西川孝夫 西村敏雄 畑中宗憲

早川 眞 平山善吉 深尾 仁 福澤栄治 福士勝夫 藤井 衛

藤波保夫 逸見義男 梅干野晁 本阿彌浩 牧村 功 間瀬惇平

松崎育弘 松原忠策 松本光平 松本洋一 峰政克義 宮坂公啓

宮崎吉英 宮原 宏 宮本慶中 村上周三 村上美奈子 安岡正人

柳澤孝次 矢野克巳 矢作和久 山口昭一 山本康弘 横田暉生

横田治彦 吉崎征二 吉田克之 若命善雄 和田 章

（北陸地区）

稲葉 実 岩瀬昭雄 榎本憲正 奥居稠朗 川上英男 高畠秀雄

高山 誠 中込忠男 松本芳紀 山下恭弘 吉田重雄 吉田繁治
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（東海地区）

大澤徹夫 加藤幸治 竹下 繁 竹村喜次 谷川恭雄 成瀬治興

福和伸夫 本郷智之

（近畿地区）

青山幸夫 安達邦洋 岩崎好規 荒井 清 上谷宏二 勝丸文彦

川村政美 河野允宏 杉本朝男 助飛羅 力 鈴木計夫 瀬戸川葆

高幣喜文 辻 文三 坪田 收 豊辺弘也 中田啓一 中村恒善

楢崎正也 西岡利晃 西 邦弘 福嶋孝之 船越暉由 馬瀬芳知

松村耕四郎 三村浩史 八尾真太郎 山田 稔 吉見吉昭

（中国地区）

嶋津孝之 十倉 毅 中島晃司 南 宏一 村川三郎

（四国地区）

大谷英人 中田愼介

（九州地区）

小野弘美 河村博之 永田誼和 福島駿介 平居孝之 吉岡研三

渡邊俊行

（以上 201 名、敬称略）


