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裁判官会篭（第17回）畿事録

平成25年6月5日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者竹崎長官，櫻井，竹内，金築，千葉，横田， 白木，岡部，大谷，寺田，

大橋，山浦，小貫，鬼丸，木内各裁判官

竹崎長官議長席に着く。

1議事

（1） 人事について

ア安浪人事局長から，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）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。

イ安浪人事局長から，別紙第2に基づき，仙台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）仙台高等裁判所長官一宮なほみの依願免本官に伴い，その後任者を横浜

地方裁判所長倉吉敬とし，その後任者を東京高等裁判所判事（部の事務総

括者）市村陽典とし，その後任者を京都地方裁判所長菊池洋一とし，その

後任者を京都家庭裁判所長並木正男とし，その後任者を東京家庭裁判所判

事河野清孝とする。

㈱神戸家庭裁判所長古川行男の定年退官に伴い，高松家庭裁判所長岡原剛

・ を神戸家庭裁判所長に補し，その後任者を大阪地方，家庭裁判所堺支部長

中村哲とする。

（2）刑法等の一部を改正する法律案及び薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の

一部の執行猶予に関する法律案について

今崎刑事局長から，別紙第3に基づき，標記の法律案について報告があった。

2裁判官の出張結果について

平成25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。

午後零時33分散会

咋議 長

掘咽県議鱈秘書課長
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(別紙第1 ）
裁判官会議資料
（占月さ日開催）

裁判官会議付議人事関係事項（平成25． 6． 5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25. 6.30）

（退官後外務事務官）

最高裁家庭局付（東京家判事補・東

京簡裁判事）

新宅孝昭(60）

大阪簡裁判事

有簾文夫

名古屋簡裁判事（司掌者）

熊田士朗

定年退官（平25． 7． 5）

〆

定年退官（平25. 7.10）

2裁判官の新規任命（検事からの転官を除く）について

東京地判事・東京簡裁判事 日本司法支援センター本部第二事業

部国選弁護課長

柴田 誠(49）

3裁判官の転補等について

名古屋地判事（所長） ・名古屋簡裁

判事（司掌者）

東京地判事補（職権特例指名） ・東

京簡裁判事

法務省民事局付

名古屋地判事（所長）

片山俊雄(26）

法務省民事局付

福田 敦(57）

札幌地家判事補・札幌簡裁判事

池田好英(60）

東京地検検事・外務事務官

加藤雅寛(58）

最高裁総務局付（東京地判事補・東

京簡裁判事）

小田誉太郎（60）

く

東京地判事補（職権特例指名）

京簡裁判事

東京地検検事・外務事務官

･東



横浜地判事補（職権特例指名）

浜簡裁判事

東京地検検事・外務事務官

東京地検検事・外務事務官

棚井 啓(59）

最高裁民事局付（東京地判事補．東

京簡裁判事）

園田 稔(60）

東京地家判事補．東京簡裁判事

北村久美(61）

東京地家立川支判事補・立川簡裁判

事

内山裕史(59）

横浜地家判事補・横浜簡裁判事

海潅弘章(60）

大阪地判事補

渡邊彩子(61）

大阪地家判事補．大阪簡裁判事

植村一仁(62）

津地家四日市支判事補・四日市簡裁

判事

神吉康二(57）

鹿児島家地鹿屋支判事補・鹿屋簡裁

判事

酒井智之(57）

高知地家判事補・高知簡裁判事

平山俊輔(60）

沼田簡裁判事・中之条簡裁判事

財部成徳

横

福岡地家小倉支判事補・小倉簡裁判

事

神戸地判事補・神戸簡裁判事

〆

ｆ

福岡家地判事補・福岡簡裁判事

水戸家地判事補･水戸簡裁判事

静岡地家浜松支判事補・浜松簡裁判

事

水戸地家士浦支判事補・土浦簡裁判

事く
．

名古屋地判事補・名古屋簡裁判事

岐阜地家判事補・岐阜簡裁判事

藤岡簡裁判事・群馬富岡簡裁判事



裁判官会議（第.18回）議事録

平成25年6月12日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前iO時30分開畿

出席者竹崎長官，櫻井，竹内，金築，千葉，横田， 白木，岡部，大谷，寺田，

大橋，山浦，小貫，鬼丸，木内各裁判官

竹崎長官礒長席に着く。

議事

1 常置委員について

堀田秘書課長から，別紙第1に基づき，平成25年7月1日から同月20日ま

で及び同年8月31日から同年10月31日までの常置委員について説明があり，

原案どおり決定した。

2 国立公文書館への文書の移管について

戸倉総務局長から，別紙第2に基づき，国立公文書館への文書の移管について

説明があり， これに基づき内閣府と協議を行い， 申合せを行うことを了承した。
3 人事について

(1)安浪人事局長から，別紙第3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，報告及び原案どおり決定し， ’2の裁判官の新規

任命等， 3の裁判官の転補等， 4の裁判官の昇給， 5の裁判官の海外出張及び

6の裁判官の海外出張の変更については，いずれも原案どおり決定した。

（2）安浪人事局長から，別紙第4に基づき，東京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。

東京高等裁判所長官吉戒修一の定年退官に伴い，名古屋高等裁判所長官山崎

敏充を東京高等裁判所長官に補し，その後任者を東京地方裁判所長岡田雄一

とし，その後任者を東京高等裁判所判事（部の事務総括者）小池裕とし，そ

の後任者を仙台地方裁判所長田村幸一とし，その後任者を東京地方裁判所判
事小林昭彦とする。

午前10時55分終了

充鰯
、

吟咋
議 長

"'a倶考魑秘書課長

－e白 ー 一－ ユー



（別紙第3 ）
裁判官会議資料

． （‘月/Z日開樫）

裁判官会議付議人事関係事項（平成25. 6.12提出）

1 裁判官の退官について

定年退官（平25. 7.19） 大阪高判事

亀田廣美(31）

さいたま家地判事補

中村和典(62）

前橋地家高崎支判事補・高崎簡裁判

＝

依願免本官（平25. 6.30）

依願免本官並びに兼官（平25. 6.30）

（
雷
一

中村亜希子(62）

2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）

福岡簡裁判事・福岡家地判事補（職

権特例指名）

外務事務官

伊藤拓也(58）

外務事務官

井出正弘(58）

3裁判官の転補等について

東京家判事（部総括） 横浜地判事（部総括）

秋吉仁美(35）

東京地判事（部総括）

甲斐哲彦(35）

東京高判事

士田昭彦(39）

大阪地判事（部総括）

松田 亨(37）

大阪高判事・大阪簡裁判事

杉浦徳宏(42）

横浜地判事（部総括）

東京地判事（部総括）

大阪地家堺支判事（支部長） ・堺簡

裁判事（司掌者）

大阪地判事（部総括） ・大阪簡裁判

事



東京地家判事補･東京簡裁判事

見原涼介(62）

甲府地家判事補・甲府簡裁判事

伊賀和幸(61）

神戸地家尼崎支判事補・尼崎簡裁判

山口地家下関支判事補・下関簡裁判

事

さいたま家地判事補・さいたま簡裁

判事

千葉地家判事補・千葉簡裁判事

事

古谷真良(59）

名古屋地家判事補・名古屋簡裁判事

三田健太郎(61)

札幌地判事補

木口麻衣(61）

松山地家判事補・松山簡裁判事

藤原未知(61)

東京地家立川支判事補・立川簡裁判

事

横浜家地川崎支判事補・川崎簡裁判

事

東京家判事補・東京簡裁判事

』

4裁判官の昇給について

別添『平成25年7月1 日付け裁判官昇給候補者名簿」のとおり

5裁判官の海外出張について

別添「裁判官海外出張者名簿」のとおり

6裁判官の海外出張の変更について

平成24年6月20日の裁判官会議に付議した人事関係事項中， さいたま家地

判事補中村和典に対する海外出張命令の期間につき約2年間とあるのを，約11

か月間と変更する。

オ
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裁判官会議（第19回）議事録

平成25年6月26日 （水曜日）

裁判官会織室において，午前10時30分開議

出席者竹崎長官，櫻井，竹内，金築，千葉，横田， 白木｡，岡部ｼ大谷，寺田，

大橋， 山浦，小貫，鬼丸，木内各裁判官

竹錨長官議長席に着く。

繊事

1 人事について

（1）安浪人事局長から，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

の再任については，原案どおり決定し， 3の裁判官の退官については，報告及

び原案どおり決定し， 4の裁判官の転補等及び5の司法研修所教官の充職等に

ついては,いずれも原案どおり決定した。

（2）安浪人事局長から，別紙第2に基づき，福岡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。

福岡家庭裁判所長榎下義康の定年退官に伴い，福岡高等裁判所判事(部の事

務総括者)木村元昭を福岡家庭裁判所長に補し，その後任者を那覇地方裁判所

長高野裕とし，その後任者を那覇家庭裁判所長高麗邦彦とし，その後任者を東

京高等裁判所判事鶴岡稔彦とする。

2憲法週間における裁判官の視察結果報告に対する説明について

平成25年度の憲法週間における裁判官の視察結果報告に関し，別紙第3の各

事項について，永野民事局長，今崎刑事局長，岡家庭局長及び安浪人事局長から
説明がされた。

午前11時16分終了

古赤廉允鰐

塊働典寺鱈

議 長

秘書課長

一 一



(職紙第1 ）

瀞篭竈謝

裁判官会議付議人事関係事項（平成25. 6.26提出）

1 簡易裁判所判事候補者の選考について

別添「簡易裁判所判事候補者選考名簿（

考名簿（再任) jのとおり

『 （報告）

(新任） 」 及び「簡易裁判所判事候補者選

2裁判官の再任について

別添「簡易裁判所判事再任名簿」のとおり

3裁判官の退官について

定年退官（平25. 7.29） 横浜地家相模原支判事（支部長）

相模原簡裁判事（司掌者）

笹村將文(25）

東京地家判事補・東京簡裁判事

澤井彬子(62）

尼崎簡裁判事

安井 毅

東京簡裁判事

増田和夫

神奈川簡裁判事

横山 勉

水戸簡裁判事（司掌者）

清水和夫

神戸簡裁判事

士居三千代

姫路簡裁判事

辻中 了

札幌簡裁判事

石崎 明

依願免本官並びに兼官（平25. 7.31）

定年退官（平25. 7.27）

任終退官（平25. 7.31）診
’
似
に

任終退官（平25. 7.31）

任終退官（平25. 7.31）

任終退官（平25. 7.31）

任終退官（平25. 7.31）

任終退官（平25. 7.31）



依願免本官（平25. 7.31） 大阪簡裁判事

大橋直孝

4裁判官の転補等について

横浜地家相模原支判事（支部長）

相模原簡裁判事（司掌者）

東京地判事（部総括）

東京高判事

生島弘康(33）

東京高判事

中山孝雄(39）

名古屋地判事・名古屋簡裁判事

岩井直幸(49）

東京地家判事補・東京簡裁判事

東尾和幸(60）

東京地判事補

菅 洋輝(62）

東京地判事補

道場康介(62）

長野地家松本支判事補・松本簡裁判

事

菱川孝之(61）

釧路家地判事補・釧路簡裁判事

原 雅基(60）

大阪簡裁判事

平野和行

、

最高裁総務局参事官（東京地判事・

東京簡裁判事）

熊本地家判事補・熊本簡裁判事

東京地判事補・東京簡裁判事

高知家地判事補、高知簡裁判事

福岡地家判事補・福岡簡裁判事

（

東京地判事補・東京簡裁判事

尼崎簡裁判事

5 司法研修所教官の充職等について

解充司研教官 東京高検検事

小山紀昭(38）

充司研教官 東京高検検事

廣上克洋(39）


