
最高裁秘書第3143号

令和元年6月14日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸

司法行政文書開示通知書

5月21日付け（同月23日受付，最高裁秘書第2806号）で申出のありまし

た司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知し

ます。

記

開示する司法行政文書の名称等

令和元年春の勲章受章者名簿（片面で6枚）

開示の実施方法

写しの送付

1

2

1

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



一℃一一毛

令和元年春の勲章受章者名簿

裁判官 19名

勲等 主要経歴 氏 名

桐花大綬章 元最高裁長官 寺田逸郎

旭日大綬章 元最高裁判事 木内道祥

瑞宝重光章 元大阪高裁判事･部総括 赤西芳文

瑞宝重光章 元高松高裁長官 出田孝一

瑞宝重光章 元東京高裁判事･部総括 春日通良

瑞宝重光章 元福岡高裁判事･部総括 陶山博生

瑞宝重光章 元大阪高裁判事･部総括 松尾昭一

瑞宝重光章 元福岡高裁判事･部総括 丸山昌一

瑞宝重光章 元東京高裁判事･部総括 南敏文

瑞宝重光章 元札幌高裁長官 山崎恒

瑞宝重光章 元大阪高裁判事･部総括 渡邊安一

瑞宝中綬章 元奈良地･家裁所長 上田昭典

瑞宝中綬章 元福島家裁所長 及川憲夫

瑞宝中綬章 元松山家裁所長 大谷吉史

瑞宝中綬章 元大分地･家裁所長 加藤誠

瑞宝中綬章 元高知地･家裁所長 中村隆次

瑞宝中綬章 元金沢家裁所長 西尾進

瑞宝中綬章 元千葉家裁所長 松田清

瑞宝中綬章 元山口家裁所長 三代川三千代



一等÷寺

$

令和元年春の勲章受章者名簿

簡裁判事 12名

〆

勲等 主要経歴 氏 名

瑞宝小綬章 元名古屋簡裁判事 淺井均

瑞宝小綬章 元東京簡裁判事 岩田和簿

瑞宝小綬章 元東京簡裁判事 太田武志

瑞宝小綬章 元下館簡裁判事 下里敬明

瑞宝小綬章 元高松簡裁判事 千矢邦夫

瑞宝小綬章 元会津若松簡裁判事 端山憲一

瑞宝小綬章 元宇治簡裁判事 平野和行

瑞宝小綬章 元山口簡裁判事 堀田文雄

瑞宝小綬章 元金沢簡裁判事 皆平昇市

瑞宝小綬章 元小倉簡裁判事 宮本禎一郎

瑞宝小綬章 元福岡簡裁判事 森順一

瑞宝小綬章 元静岡簡裁判事 八木道雄
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令和元年春の勲章受章者名簿

一般職 17名

勲等 主要経歴 氏 名

瑞宝小綬章 元東京高裁刑事首席書記官 碓井久雄

瑞宝小綬章 元山口地裁事務局長 沖田誠治

瑞宝小綬章 元福岡高裁刑事首席書記官 古賀健一

瑞宝小綬章 元仙台高裁刑事首席書記官 佐藤信昭

瑞宝小綬章 元札幌高裁刑事首席書記官 杉本正則

瑞宝小綬章 元福岡家裁首席家裁調査官 西野雅生

瑞宝小綬章 元札幌高裁民事首席書記官 廣瀬俊彰

瑞宝小綬章 元最高裁図書館副館長 溝口進一

瑞宝小綬章 元福井家裁首席家裁調査官 森照良

瑞宝小綬章 元大阪高裁民事首席書記官 森田博

瑞宝単光章 元仙台高裁技官(車庫長） 相澤政男

瑞宝単光章 元司法研修所事務官(守衛長） 新井茂雄

瑞宝単光章 元横浜家裁技官(電話交換手） 井野壽美子

瑞宝単光章 元那覇地裁事務官(守衛長） 喜舍場宗善

瑞宝単光章 元横浜地裁事務官(守衛長） 櫻庭秀樹

瑞宝単光章 元東京高裁事務官(守衛長） 高枩繁美

瑞宝単光章 元佐賀地裁技官(電話交換手） 永沼真弓
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令和元年春の勲章受章者名簿

弁護士 20名

ノ

勲等 主要経歴 氏 名

旭日中綬章 元日弁連副会長 小田修司

旭日中綬章 元日弁連副会長 纐纈和義

旭日中綬章 元日弁連副会長 神洋明

旭日中綬章 元日弁連副会長 栃木敏明

旭日中綬章 元日弁連副会長 細田初男

旭日中綬章 元日弁連副会長 森山博

旭日小綬章 元日弁連常務理事 大澤成美

旭日小綬章 元日弁連理事 大塚武一

旭日小綬章 元日弁連理事 小笠原寛

旭日小綬章 元日弁連常務理事 菊池捷男

旭日小綬章 元最高裁司法研修所教官 阪本清

旭日小綬章 元日弁連常務理事 須賀一晴

旭日小綬章 元日弁連常務理事 助川裕

旭日小綬章 元最高裁司法研修所教官 寺村温雄

旭日小綬章 元日弁連常務理事 夏住要一郎

旭日小綬章 元日弁連常務理事 羽成守

旭日小綬章 元日弁連常務理事 藤本齊

旭日小綬章 元日弁連理事 山本洋一郎

旭日小綬章 元日弁連常務理事 若江健雄

旭日小綬章 元日弁連常務理事 渡選健壽 ‘
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令和元年春の勲章受章者名簿

調停委員 37名

t

勲等 主要経歴 氏 名

瑞宝中綬章 元横浜地･家裁調停委員 片山克行

瑞宝双光章 現札幌地裁調停委員 伊藤裕子

瑞宝双光章 元奈良家･地裁調停委員 稲垣利一

瑞宝双光章 ． 元札幌地裁調停委員 岩田雅子

瑞宝双光章 現名古屋家裁調停委員
へ

奥田小夜子

瑞宝双光章 現名古屋家裁調停委員 加藤強 ‘

瑞宝双光章 元神戸家･地裁調停委員 金子倫子

瑞宝双光章 現横浜家裁調停委員 北万里子

瑞宝双光章 現新潟地･家裁調停委員 黒田勇治

瑞宝双光章 元静岡家･地裁調停委員 鈴木栄子

瑞宝双光章 現山口家･地裁調停委員 外山幸子

瑞宝双光章 現東京家裁調停委員 名越久充子

瑞宝双光章 現鹿児島家裁調停委員 成瀬るり子

瑞宝双光章 現長野地･家裁調停委員 野口英太郎

瑞宝双光章 現東京家裁調停委員
､ -

橋本カツ子

瑞宝双光章 現東京家裁調停委員 飛田惠子

瑞宝双光章 現盛岡地･家裁調停委員 藤澤育子

瑞宝双光章 現名古屋地裁調停委員 山内進
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令和元年春の勲章受章者名簿

総計105名

勲等 主要経歴 氏 名

瑞宝単光章 元横浜家裁調停委員 飯塚俊乃

瑞宝単光章 現秋田家裁調停委員 飯塚幸子

瑞宝単光章 元新潟家･地裁調停委員 石田信子

瑞宝単光章 元鳥取地裁調停委員 乾美惠

瑞宝単光章 現広島家裁調停委員 岡田通代

瑞宝単光章 元京都地裁調停委員 岡見惠

瑞宝単光章 元前橋地･家裁調停委員 』恩田惠子

瑞宝単光章 元松山地裁調停委員 加地令子

瑞宝単光章 元鹿児島地･家裁調停委員 堅田久美子

瑞宝単光章 元金沢地裁調停委員 西明ともえ ．

瑞宝単光章 元鹿児島地裁調停委員 坂尾加代子

瑞宝単光章 元前橋家･地裁調停委員 佐藤佳子

瑞宝単光章 元大津地･家裁調停委員 住谷伸巣

瑞宝単光章 元高松家･地裁調停委員 爲廣豊明

瑞宝単光章 元神戸家裁調停委員 中尾直美

瑞宝単光章 元釧路地裁調停委員 中川ナヨ

瑞宝単光章 現山口家･地裁調停委員 八木貞子

瑞宝単光章 元東京家裁調停委員 八幡フミエ

瑞宝単光章． 元盛岡地･家裁調停委員 湯川明子


