
裁判官会議（第17回）議事録

平成29年6月7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，岡部，小貫，鬼丸，木内，山本， 山崎池上，大谷，小池，木

澤，菅野， 山口，戸倉，林各裁判官

寺田長官議長席に着く。

議事

1 裁判の迅速化に係る検証結果の第7回公表について

門田審議官から，資料第1に基づき，標記の結果について説明があり，併せて，

これを公表することについて了承された。

2民法（債権関係）改正について

平田民事局長兼行政局長から，標記の法改正について報告があった。

3 人事について

堀田人事局長から，資料第2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，原案どおり決定し， 2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， 3の裁判官の再任等， 4の裁判官の兼官の再

任及び5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。

午後零時20分散会
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瀞盲詫舗茅聖
裁判官会議付議人事関係事項（平成29． 6． 7提出）

1裁判官の退官について

依願免本官並びに兼官(平29． 7． 1） 福岡高判事・福岡簡裁判事

小田幸生(35）

津家地判事・津簡裁判事

舟橋恭子(42）

最高裁秘書課付（東京地判事補・東

京簡裁判事）

結城康介(64）

依願免本官並びに兼官(平29. 7.15）

依願免本官並びに兼官(平29. 6.30）

（退官後外務省）
）

2 簡易裁判所判事候補者の選考について（報告）

「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

3裁判官の再任等について

東京高判事（部総括） 東京高判事（部総括）

中西 茂(33）

(平成29年6月30日限り任期終了者）

東京地判事（部総括） ・東京簡裁判

事

石井俊和(41）

(平成29年6月30日限り任期終了者）

さいたま地判事（所長）

山田俊雄(32）

(平成29年6月30日限り任期終了者）

）

東京地判事（部総括） ・東京簡裁判

一
軍
一
手

さいたま地判事（所長）
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4裁判官の兼官の再任について

最高裁人事局参事官（東京地判事・

東京簡裁判事）

最高裁人事局参事官（東京地判事・

東京簡裁判事）

馬場俊宏(53）

(平成29年6月30日限り任期終了者）

最高裁行政局第一課長・広報課付

（東京高判事・東京簡裁判事）

小田真治(51)

(平成29年6月30日限り任期終了者）

東京地判事・東京簡裁判事

畑 佳秀(53）

(平成29年6月30日限り任期終了者）

東京地判事・東京節裁判事

寺岡洋和(54）

(平成29年6月30日限り任期終了者）

最高裁行政局第一課長・広報課付

（東京高判事・東京簡裁判事）

）

東京地半ll事・東京簡裁判事

東京地判事・東京簡裁判事

5裁判官の転補等について

東京地判事・東京簡裁判事 東京高判事・東京簡裁判事

清水知恵子(47）

大阪高判事・大阪簡裁判事

石川恭司(39）

大阪地判事・大阪簡裁判事

佐伯良子(57）

名古屋地判事・名古屋簡裁判事

加藤員祥(46）

福岡高那覇支判事・那覇簡裁判事

多田裕一(53）

東京家判事・東京簡裁判事

佐々木 公(56）

、
、
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０
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名古屋高金沢支判事（部総括） ・金

沢簡裁判事

福岡高判事・福岡簡裁判事

津家地判事・津簡裁判事

那覇地家判事・那覇簡裁判事

福岡高那覇支判事・那覇簡裁判事
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外務省総合外交政策局安全保障政策

課国際平和協力室課長補佐兼総合外

交政策局安全保障政策課課長補佐

津島享子(62）

最高裁人事局付（東京地判事補・東

京簡裁判事）

松本 論(64）

東京地家判事補・東京楠裁判事

今泉さやか(65）

横浜地家判輔補・横浜楠栽判事

小古山青子(64）

横浜地家判事補・横浜簡栽判事

日高真悟(64）

さいたま地家判事補・さいたま簡裁

判事

岩尾悠矢(65）

新潟地家判事補・新潟簡裁判事

福間 匠(65）

大阪地家判事補・大阪簡裁判事

臼倉尭史(65）

京都地家判事補・京都簡裁判事

合田顕宏(64）

神戸地家判事補・神戸簡裁判事

生田大輔(64）

福岡地家判事補・福岡簡裁判事

清水公一(65）

長崎地家判事補・長崎簡裁判事

白井知志(65）

福岡家地小倉支判事補（職権特例指

名） ・小倉簡裁判事

検事（外務省総合外交政策局）

福岡地家判事補・福岡前裁判事

）
富山地家高岡支判事補・高岡簡裁判

事

山形地家判事ﾈlli ･山形簡裁判事

宮崎地家判事補・宮崎簡栽判事

？

横浜地家判事補・横浜師裁判事

）
札幌地家判事補・札幌簡裁判事

静岡家地判事補・静岡簡裁判事

名古屋地家豊橋支判事補・豊橋簡裁

判事

東京地家立川支判事補・立川簡裁判

事

大阪地家堺支判事補・堺簡裁判事
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熊本地家判事補・熊本簡裁判事

久保晃司(65）

札幌地家判事補・札幌簡裁判事

貝阿彌 健(65）

高知地家判事補・高知簡裁判事

大阪地家判事補・大阪簡裁判事

東京地家立川支判事補・立川簡裁判

事

大阪家地堺支判事補・堺簡裁判事

木晶大(64）一言
F可

）
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）
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裁判官会議（第18回）議事録

平成29年6月14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，岡部，小貫，鬼丸，木内，山本，山崎，池上，大谷，小池，木

澤，菅野， 山口，戸倉，林各裁判官

寺田長官議長席に着く。

議事

1事務総局等が発出した通達等について

徳岡秘書課長から，標記の通達等について報告があった。

2裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱等に基づく事務

の実施状況について

徳岡秘書課長から，資料第1に基づき，標記の実施状況について報告があった。

3人事について

（1） 堀田人事局長から，資料第2に基づき，人事関係事項について説明があり，

1の裁判官の新規任命等， 2の裁判官の再任等， 3の裁判官の兼官の再任及び

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。

（2） 堀田人事局長から，資料第3に基づき，函館地方，家庭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。

大阪高等裁判所判喜福崎伸一郎の定年退官に伴い，函館地方，家庭裁判所長

和田真を大阪高等裁判所判事（部の事務総括者）に補し，その後任者を東京家

庭裁判所判事石栗正子とする。

午前10時47分終了
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裁判官会議資料茅〉
（ 6月l¥日開催）

裁判官会議付議人事関係事項（平成29. 6.14提出）

1裁判官の新規任命等について

東京簡裁判事・東京地判事補（職権

特例指名）

外務事務官（在ジュネーブ国際機関

日本政府代表部二等書記官）

高櫻慎平(61）

外務事務官（国際連合日本政府代表

部二等書記官）

藤原未知(61）

松戸簡裁判事・千葉家地松戸支判事

補（職権特例指名）

）

2裁判官の再任等について

（1）再任

「簡易裁判所判事再任名簿」のとおり

（2）不再任

「簡易裁判所判事不再任名簿」のとおり

3裁判官の兼官の再任について

最高裁情報政策課情報セキュリティ

室長・参事官（東京地判事・東京簡

裁判事）

最高裁情報政策課情報セキュリティ

室長・参事官（東京地判事・東京簡

裁判事）

橋爪 信(52）

,29年7月15日限り任期終了者）

〉

(平成29年7月15日限り任期終了者）

司研教官（東京地判事・東京簡裁判

事）

加藤 陽(51）

(平成29年7月15日限り任期終了者）

司研教官（東京地判事・東京簡裁判

事） ．

4裁判官の昇給について

「平成29年7月1日付け裁判官昇給候補者名簿」のとおり
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裁判官会議（第19回）議事録

平成29年6月28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，岡部，小貫，鬼丸，木内，山本，山崎，池上，大谷，小池，木

澤，菅野，山口，戸倉，林各裁判官

寺田長官議長席に着く。

議事

1 旧姓使用について

堀田人事局長から，今後発出予定の事務総長通達により，裁判所職員（下級裁

判所の裁判官を含む。 ）につき， 9月1日から，裁判関係文書にも旧姓の使用を

認めることとした旨の報告があり，最高裁判所の裁判官についても， これに準じ

て取り扱うことについて了承した。

2人事について

堀田人事局長から，資料に基づき，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，原案どおり決定及び報告がされ， 2の裁判官の新規任命

（検事からの転官を除く） ， 3の裁判官の転補等及び4の家庭審議官の任命等に

ついては，いずれも原案どおり決定した。

午前10時42分終了

議 長
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裁判官会議資料
（6月.Z2日開催）

裁判官会議付議人事関係事項（平成29. 6.28提出）

1裁判官の退官について

依願免本官並びに兼官(平29. 7.29） 静岡家地判事・静岡簡裁判事

櫻井達朗(36）

大阪簡裁判事

吉田新生

大阪簡裁判事

西倉亮治

神戸簡裁判事（司掌者）

古川 博

新居浜簡裁判事

古田久男

小田原簡裁判事

露木松雄

所沢簡裁判事

中井憲一

銚子簡裁判事・八・日市場簡裁判事

伊東 博

春日井簡裁判事

安田弘光

岡山簡裁判事

佐々木悦夫

福岡簡裁判事

堤 秀起

室蘭簡裁判事・伊達簡裁判事

東海林 尚

定年退官（平29. 7.24）

定年退官（平29. 7.29）

フ
定年退官（平29. 7.30）

定年退官（平29. 7.31）

任終退官（平29. 7.31）

任終退官（平29. 7.31）

任終退官（平29. 7.31）

）

任終退官（平29. 7.31）

任終退官（平29. 7.31）

任終退官（平29. 7.31）

任終退官（平29. 7.31）
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2裁判官の新規任命（検事からの転官を除く）について

｢簡易裁判所判事任命名簿」のとおり

3裁判官の転補等について

東京高判事（部総括） ・東京簡裁判

事

検事（法務省民事局）

法務省民事局長

小川秀樹(37）

東京地判事（部総括）

小野瀬 厚(38）

東京高判事・東京簡裁判事

梅本圭一郎(42）

法務省訟務局長

定塚 誠(37）

東京地判事（部総括）

舘・内比佐志(40）

東京高判事

岩井直幸(49）

東京高判事

瀬田浩久(55）

東京地判事（部総括） ・東京簡裁判

事

千葉和則(41）

東京高判事・東京簡裁判事

品田幸男(48）

さいたま地家判事・さいたま簡裁判

事

笹井朋昭(53）

金沢地家判事補・金沢簡裁判事

太田健介(65）

東京地判事（部総括） ・東京簡裁判
）

事

東京高判事（部総括） ・東京簡裁判

事

検事（法務省訟務局）

』

東京地判事・東京簡裁判事

前橋地家高崎支判事・高崎簡裁判事

） 東京家判事（部総括） ・東京簡裁判

事

東京地判事・東京簡裁判事

検事（法務省民事局）

横浜家判事補・横浜簡裁判事
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東京簡裁判事

加藤晃司

東京簡裁判事

小林 力

千葉簡裁判事

菅原 淳

松戸簡裁判事

細井三郎

大阪簡裁判事

藤本憲司

神戸簡裁判事

竹田 隆

名古屋簡裁判事

西川清春

阿南簡裁判事・牟岐簡裁判事

簡裁判事

西森秀和

大阪簡裁判事

末包博紀

牟岐簡裁判事

室蘭簡裁判事・伊達簡裁判事

所沢簡裁判事

銚子簡裁判事・八日市場簡裁判事

千葉簡裁判事

岡山簡裁判事
）

神戸簡裁司掌者指名

春日井簡裁判事

・徳島新居浜簡裁判事・西条簡裁判事

阿南簡裁判事・牟岐簡裁判事・徳島

簡裁判事）

4家庭審議官の任命等について

辞職 家庭審議官

有田禎宏

仙台家首席家裁調査官

工藤眞仁

家庭審議官
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