
最高裁秘書第2812号

令和元年6月12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

司法行政文書の開示についての通知書

平成31年3月12日付け（同月13日受付，最高裁秘書第1356号）で申出

のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり情報を提供することとし

ましたので通知します。

記

提供する司法行政文書の情報等

裁判官会議（第8回）議事録抜粋（平成31年3月13日開催）

提供の実施方法

1

(片面で3枚）

2

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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法科大学院派遣裁判官名簿

次の派遣裁判官は派遣先法科大学院において教授等の業務を行うものとする

（

（
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派遣先法科大学院 派遣裁判官 術考 ‘

東京大学法科大学院 東京高判事・東京簡裁判事 森 健二 5･0期 (再派遺）

東京大学法科大学院

I

東京地判事・東京簡裁判事． 石田佳世子 55期

東京大学法科大学院 東京地判事・東京簡裁判事 熊代雅音 55期 (再派遣）

東京大学法科大学院 東京地判事・東京簡裁判事 木村匡彦 56期

東京大学法科大学院 名古屋地判事・名古屋簡裁判亦 .西山志帆 57期 4． 1付け東京地へ 。

一橘大学法科大学院 東京地判事・東京簡裁判事 大寄 久 50期 (再派遣）

筑波大学法科大学院
1

那覇地家判乖・那覇簡裁判

俳

事 川崎博司 60期 4． 1付け東京地へ

首都大学東京法科大学院 jに京地判事・東京肺裁判事 今井 理 53期 (再派遣）

首都大学東京法科大学院 東京地判事・東京簡裁判事 柵ロ佳典 59期 (秤派遣）

慶應雑塾大学法科大学院 東京地判那・東京簡裁判事 石田寿一 52期 (再派遣）

慶感装塾大学法科大学院 東京地判事・東京簡裁判事 中西正治 54期 (再派遣）

慶鰹装塾大学法科大学院
■

東京地判事・東京簡裁判事 不破大輔 57期 (再派遣）

上智大学法科大学院 東京地判事・東京簡裁判事 樋口真貴子 54期

創価大学法科大学院 東京地判事・東京簡裁判事 諸井明仁 57期 (再派過）

中央大学法科大学院 東京地判事・東京簡裁判事 天川博装 51期 (再派遣）

中央大学法科大学院
盛岡地家花巻支判率・花巻簡裁
判事（司掌者）

鈴木綱平 59期 4． 1付け東京地へ

日本大学法科大学院
〃

東京地判事・東京筒裁判率 長谷川秀治 56期 (再派遼）

法政大学法科大学院 東京地判事・東京簡裁判事 野村昌也 59期
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派通先法科大学院 派遺裁判官 伽考

明治大学法科大学院 東京地判事・東京簡裁判率 吉岡正智 57期 (再派遺）

早稲田大学法科大学院 東京地判事・東京簡裁判事 進藤壮一郎 52期 (再派遮）

早稲田大学法科大学院
東京地判事・東京簡裁判事（司
研教官）

秋田志保 54期 4． 1付け東京地へ

早稲田大学法科大学院 東京地判率・東京簡裁判事 福田 敦 57期 (再派遣）

千蕊大学法科大学院 東京地判事・東京簡裁判事
尚

吉川昌寛 51期 4． 1付け千葉地へ

千乗大学法科大学院 千葉地家判事･千葉簡裁判事 酒井孝之 56期 (再派遣） ．

大阪大学法科大学院 大阪地判事~奇大阪簡裁判零 小畑－和彦 58期 (再派遣）
一

大阪大学法科大学院
津地家熊野支判事・熊野簡裁判
率・尾鷲簡裁判事

神谷善英 60期 4． 1付け大阪地へ

関西大学法科大学院 大阪地判事・大阪簡裁判事 新．海寿加子 56期 (再派遣）

京都大学法科大学院 大阪地判11F・大阪簡裁判那 谷口哲也 50期 (再派遣）

京都大学法科大学院
東京地判事・東京筋裁判事（鉦
高栽測査官）

久寵博一 53期 4． 1付け大阪地へ

京都大学法科大学院 大阪地判事・大阪簡裁判事 国分貴之 55期 (再派遣）

同志社大学法科大学院
山口地家宇部支判事
長） ・宇部簡裁判事

(支部
(司掌者）

赤坂宏一 50期 4． 1付け京都地へ

~

同志社大学法科大学院 津地家判事・津簡裁判事 小河好美 55期 4． 1付け大阪地へ

立命鱸大学法科大学院

一

京都地判事・京都簡裁判事

●

中村修輔 58期

－一一一コ

(再派遺）

神戸大学法科大学院 大阪地判事・大阪簡裁判事 重高 啓 59期 (再派進）

神戸大学法科大学院 大阪地判事・大阪簡裁判事 棚村治邦 59期 (再派遣）

関西学院大学法科大学院 神戸地判事・神戸簡裁判事 神原 浩 54期 (再派遣）

甲南大学法科大学院 宮崎地家判事・宮崎簡裁判事
P

織川逸平 61期 4． 1付け大阪地へ
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派遣先法科大学院
夕

派遣裁判官 備考

名古屋大学法科大学院 名古屋地判事・名古屋簡裁判事 近藤和久 57期 (再派遣）

名古屋大学法科大学院 名古屋地判事・名古屋簡裁判事 川山泰弘 59期 (再派遣）

愛知大学法科大学院 名古屋地判事･名古屋簡裁判事 三橋泰友 55期 (再派遣）

広島大学法科大学院 広島家地判事・広島簡栽判事 贋瀬裕亮 58期 4％ 1付け広島高へ

岡山大学法科大学院 東京地判事・東京簡飛判事 内山裕史 59期 4． 1付け岡山地へ

九州大学法科大学院 福岡地家判事・柵岡簡裁判事 川瀬孝史 58期 (再派遣）

九州犬学法科大学院 福岡地繍珊零6~福岡両親嚥一
一

岩崎雄亮 59期

福岡大学法科大学院 福岡地家判り『補・福岡簡裁判事 酒井i匝樹 62期

琉球大学法科大学院 那覇地家判事・那覇師裁判事 児島章朋 60期 (再派遣）

東北大学法科大学院 仙台地家判鞭・仙台簡我判率 伊聴大介 56期 (再派遣）

東北大学法科大学院
●

東京地判事・東京簡彼判躯 西岡慶妃 58期 4， 1付け仙台地へ

北海道大学法科大学院
東京地判那・東京簡裁判事（総
研敦官）

牛．島武人 58期 4． 1付け札幌地へ

北海道大学法科大学院 東京地判事・東京簡裁判事 松長－太． 59期 4．． 1付け札幌地へ


