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裁判官会議（第16回）議事録

平成27年6月3日（水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者寺田長官，櫻井，千葉，岡部，大谷剛彦，大橋，山浦，小貫，鬼丸，木内，
山本，山崎，池上，大谷直人，小池各裁判官

寺田長官溌長席に着く。

議事

1裁判所の人事行政事務の実情について

堀田人事局長から，別紙第1に基づき，裁判所の人事行政事務の実情について

説明があり，裁判所の人事行政事務がこれまでこのとおり行われてきたこと及び

今後もこのとおり人事行政事務を行うことを確認した。

2裁判所の経理行政事務の実情について

垣内経理局長から，別紙第2に基づき，裁判所の経理行政事務の実情について

報告があった。

3 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規

則について

菅野民事局長から，別紙第3に基づき，標記の規則について説明があり，原案

どおり決定した。

4民事訴訟規則の一部を改正する規則について

菅野民事局長から，別紙第3に基づき，標記の規則について説明があり，原案

どおり決定した。

5 人事について

（1） 堀田人事局長から，別紙第4に基づき，人事関係事項について説明があり，

1の裁判官の退官については，報告がされ， 2の裁判官の再任等及び3の裁判

官の兼官の再任については，いずれも原案どおり決定した。

（2） 堀田人事局長から，別紙第5に基づき，名古屋高等裁判所長官の補職等につ

いて説明があり，次のとおり決定した。

ア名古屋高等裁判所長官岡田雄一の定年退官に伴い，その後任者を司法研修

所長山名学とし，その後任者をさいたま地方裁判所長小泉博銅とし，その後

任者を東京高等裁判所判事（部の事務総括者）河合健司とし，その後任者を

甲府地方，家庭裁判所長植村稔とし，その後任者を最高裁判所事務総局経理

局長垣内正とし，その後任者を東京地方裁判所判事笠井之彦とする。

イ大阪高等裁判所判事志田博文の依願免本官に伴い，和歌山地方，家庭裁判

所長佐村浩之を大阪高等裁判所判事（部の事務総括者）に補し，その後任者

を横浜地方，家庭裁判所川崎支部長藤下健とする。

ウ神戸家庭裁判所長岡原剛の定年退官に伴い，高松家庭裁判所長本多俊雄を

神戸家庭裁判所長に楠し，その後任者を大阪家庭裁判所判事村岡寛とする。
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(別紙第子》

瀞雷碧鰯

裁判官会議付議人事関係事項（平成27． 6． 3提出）

1裁判官の退官について

定年退官（平27． 7． 8） 東京簡裁判事

富田守勝

2裁判官の再任等について

福岡家判事（所長） 福岡家判事（所長）

木村元昭(31）

(平成27年6月30日限り任期終了者）

3裁判官の兼官の再任について

東京高判事・東京簡裁判事 東京高判事・東京簡裁判事

前澤達朗(48）

(平成27年6月30日限り任期終了者）
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裁判官会議（第17回）議事録

平成27年6月10日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者寺田長官，櫻井，千葉，岡部，大谷剛彦，大橋，山浦，小貫，鬼丸，木内，

山本，山崎，池上，大谷直人，小池各裁判官

寺田長官議長席に着く。

1 議事

人事について

（1） 堀田人事局長から，別紙第1に基づき，人事関係事項について説明があり，

1の裁判官の退官等， 2の裁判官の新規任命（検事からの転官を除く）及び3

の裁判官の転補等については，いずれも原案どおり決定した。

（2） 堀田人事局長から，別紙第2に基づき，前橋地方裁判所長の補職等について

説明があり，次のとおり決定した。

東京高等裁判所判事大竹たかしの定年退官に伴い，前橋地方裁判所長永野厚

郎を東京高等裁判所判事（部の事務総括者）に楠し，その後任者を東京地方裁

判所判事合田悦三とする。

2裁判官の出張結果について

平成27年度の憲法週間における視察の結果について，各裁判官から報告があ

った。

午後1時30分散会
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‘ （別紙第1）
裁判官会議資料
（6月ノ0日開催）

'

裁判官会議付議人事関係事項（平成27. 6. 10提出）

1裁判官の退官等について

依願免本官並びに兼官（平27. 6.30）

（退官後外務事務官）

最高裁秘書課付（東京地判事補・東

京簡裁判事）

北川 瞬(61）

2裁判官の新規任命（検事からの転官を除く）について

東京高判事・東京簡裁判事 日本司法支援センター本部第二事業

部国選弁謹課長

山田裕文(51）

）

3裁判官の転補等について

東京地判事（部総括） ・東京簡裁判

事

横浜地家川崎支判事（支部長） ・川

崎簡裁判事（司掌者）

横浜地判事（部総括） ・横浜簡裁判

事

大阪家判事（部総括） ・大阪簡裁判

事

東京地家判事補（職権特例指名） ・

東京簡裁判事

東京地検検事・外務事務官

東京高判事・東京簡裁判事

本間健裕(40）

横浜地判事（部総括）

始関正光(36）

東京高判事・東京簡裁判事

大竹優子(40)

大阪高判事・大阪簡裁判事

阿多麻子(42）

東京地検検事・外務事務官

小田誉太郎(60）

最高裁家庭局付（東京家判事補・東

京簡裁判事）

雨宮隆介(62）

東京地検検事・外務事務官

園田 稔(60）
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東京地家判事補（職権特例指名） ・

東京簡裁判事
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最高裁人事局付（東京地判事補・東

京簡裁判事）

津島享子(62）

東京地検検事．外務事務官

直江泰輝(61）

最高裁刑事局付（東京地判事補・東

京簡裁判事）

高嶋 諒(62）

東京地家判事補・東京簡裁判事

中町 翔(63）

東京地家判事補．東京簡裁判事

川原安紀子(64）

大阪地家判事補・大阪簡裁判事

宮崎桃子(62）

大阪地家堺支判事補．堺簡裁判事

佐藤 薫(61）

大津地家判事補．大津簡裁判事

奥田達生(63）

金沢地家判事補・金沢簡裁判事

中山洋平(63）

福岡地家判事補・福岡簡裁判事

小西隆博(62）

宮崎地家判事補．宮崎簡裁判事

畑 政和(62）

宮崎地家判事補．宮崎簡裁判事

西尾信員(63）

仙台地家判事補・仙台簡裁判事

小暮紀幸(63）

東京地検検事・外務事務官

東京地家判事補（職権特例指名）

東京簡裁判事

東京地検検事・タ鴎事務官
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那覇地家判事補・那覇簡裁判事
）

広島地家判事補・広島簡裁判事

那覇家地判事補・那覇簡裁判事

前橋地家判事補・前橋簡裁判事

東京地家判事補・東京簡裁判事

）
東京地家立川支判事補・立川簡裁判事

名古屋地家岡崎支判事補・岡崎簡裁判

事

さいたま地家判事補・さいたま簡裁判

事

神戸地家尼崎支判事補・尼崎簡裁判事

横浜地家川崎支判事補・川崎簡裁判事
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釧路家地判事補・釧路簡裁判事 仙台地家判事補・仙台簡裁判事

鈴木一子(63）

高知家地判事補・高知簡裁判事

佃 良平(62）

松山地家判事補・松山簡裁判事

大阪地家判事補・大阪簡裁判事

横浜家地判事補・横浜簡裁判事

寺戸憲司(63）

）
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裁判官会議（第18回）議事録

平成27年6月17日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者寺田長官，櫻井，千葉岡部，大谷剛彦，大橋，山浦，小貫，鬼丸，木内，

山本，山崎，池上，大谷直人，小池各裁判官

寺田長官議長席に着く。

議事

人事について

堀田人事局長から，別紙に基づき，人事関係事項について説明があり， 1の裁判

官の退官， 2の裁判官の新規任命等， 3の裁判官の転補等及び4の裁判官の昇給に

ついては，いずれも原案どおり決定した。

午前10時36分終了

議 長

庁軍~南

秘書課長
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(別紙）
裁判官会議資料
（6月17日開催）

裁判官会議付議人事関係事項（平成27. 6.17提出）

1裁判官の退官について
●

依願免本官並びに兼官（平27. 7.17）

ダ

札幌地家判事補・札幌簡裁判事

多々良周作(59）

9

2裁判官の新規任命等について

横浜簡裁判事・横浜家地判事補（職

権特例指名）

浜松簡裁判事・静岡家地浜松支判事

補（職権特例指名）

外務事務官

釜村健太(60)

外務事務官

浜口紗織(60）

3裁判官の転補等について

東京地判事（部総括） ・東京簡裁判

事

法務省大臣官房司法法制部付

東京高判事・東京簡裁判事

入江 猛(42）

東京地判事補・東京簡裁判事

砂古 剛(58）
､j
O

4裁判官の昇給について

別添「平成27年7月1｢平成27年7月1日付け裁判官昇給候補者名簿」のとおり



裁判官会議（第19回）議事録

平成27年6月24日（水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者寺田長官，櫻井，千葉，岡部，大谷剛彦，大橋‘山浦，小貫鬼丸，木内，
山本，山崎，池上，大谷直人，小池各裁判官

寺田長官議長席に着く。

議事

1最高裁判所会計事務規程の制定について

垣内経理局長から，別紙第1に基づき，標記の規程の制定について説明があり，
原案どおり決定した。

2人事について

堀田人事局長から，別紙第2に基づき，人事関係事項について説明があり， 1

の簡易裁判所判事候補者の選考については，結果の報告がされ， 2の裁判官の再

任等については，別紙第3記載の者を再任候補者として指名し, ｜ ］
’を決定し， 3の裁判官の退官

宮の海外出張については，原については，報告及び原案どおり決定し， 4の裁判官の海外出張については，

案どおり決定した。

午前10時45分終了

'一‐

’議 長

戯

一

戸
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

秘書課長



(別紙第ユ》
裁官会議演料
靜即卿雛）〈

裁判官会議付議人事関係事項（平成27. 6.24提出）

1簡易裁判所判事候補者の選考について（報告）

別添「簡易裁判所判事候補者選考名簿（新任） 」及び「簡易裁判所判事候補者選

考名簿（再任） 」のとおり

2裁判官の再任等について

（1）再任

別添「簡易裁判所判事再任名簿」のとおり

(2)

裁判官の退官について
J､

‘。

！
I

大阪簡裁判事依願免本官（平27. 7.31）

一1

ノ、
｛
一
婆 侑西

4裁判官の海外出張について

別添「裁判官海外出張者名簿jのとおり


