
最高裁秘書第84号

令和2年1月24日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

蕊最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

令和元年10月3日付け（同月7日受付，第014321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

1 開示する司法行政文書の名称等

（1） 「桜を見る会」招待者名簿（区分欄が「最高裁長官」で始まり， 1頁の15

行目の氏名欄が空欄で， 2頁の18行目以降の各欄に記載があるもの） （片面

で3枚）

（2） 「桜を見る会」招待者名簿（区分欄がいずれも 「功績者」で， 2頁の6行目

以降の氏名欄が空欄であるもの） (片面で2枚）

（3） 「桜を見る会」招待者名簿（区分欄が「最高裁長官」で始まり， 1頁の15

行目の氏名欄が空欄で， 2頁の18行目以降の各欄が空欄であるもの） （片面

で3枚）

(4) 「桜を見る会」招待者名簿（区分欄がいずれも「功績者」で， 2頁の6行目

以降の氏名欄に記載があるもの） （片面で2枚）

(5) 「桜を見る会」招待者名簿（区分欄が「最高裁長官」で始まり， 1頁の15

行目の氏名欄に記載があるもの） （片面で3枚）



2 開示しないこととした部分とその理由

1の(2)及び(4)の各文書には，個人識別情報（ふりがな’氏名及び役職名）が記

載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開

示情報に該当することから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこ

ととした。

開示の実施方法3

写しの送付

担当課 電話O3 (3264) 5652 (直通）秘書課（文書室）



省庁等名：最高裁判所｢桜を見る会｣招待者名簿

語待状封筒の印刷対象外招痔状封筒の印刷対象招待状封筒の印刷対象外
氏名特殊文字
有:○/無:空白

備考役職名1 役職名2 役職名3がな 名推薦省庁等 受付票番号区分 ふり 氏

最高裁判所長官直人おおたに なおと最裁 最高裁長官 大谷20-0524

最高裁判所判事つれゆき 庸幸最裁 公務員 やまもと 山本20-0525

最高裁判所判事公務員 やまさき としみつ 山崎 敏充最裁 20-0526

最高裁判所判事いけがみ まさゆき 政幸公務員 池上最裁 20-0527

最高裁判所判事公務員 裕最裁 ひろし 小池こいけ20-0528

最高裁判所判事かつゆき 克之最裁 公務員 きざわ 木澤20-0529

最裁 最高裁判所判事公務員 ひろゆき 菅野 博之かんの20-0530

最高裁判所判事やまぐち あつし 厚最裁 公務員 山口20-0531

最高裁判所判事三郎さぶろう 戸倉公務員 とくら最裁 20-0532

最高裁判所判事林 景公務員 けいいち最裁 はやし20-0533

最高裁判所判事みやざき ゆうこ 宮崎 裕子公務員最裁 20-0534

最高裁判所判事卓也公務員 みやま たくや 深山最裁 20-0535

最高裁判所判事三浦 守まもる最裁 公務員 みうら20-0536

最高裁判所判事耕一草野<さの こういち最裁 公務員 20-0537

岡部最高裁判所判事後任
追完予定最高裁判所判事公務員最裁 20-0538

最高裁判所事務総長今崎 幸彦いまさき ゆきひこ最裁 公務員 20-0539

最裁 最高裁判所長官秘書官茂一しげかず 松本まつもと公務員 20-0540

最裁 山本最高裁判所判事秘書官森島 敬一郎もりしま けいいちろう公務員 20-0541

山崎最高裁判所判事秘書官泉いずみ 名雪なゆき最裁 公務員 20-0542

池上最高裁判所判事秘書官克彦枚山すぎやま公務員 かつひこ最裁 20-0543

小池最高裁判所判事秘書官誠村上公務員 むらかみ まこと最裁 20-0544

木澤最高裁判所判事秘書官土屋 義嗣公務員 よしつくﾞ最裁 つちや20-0545

菅野最高裁判所判事秘書官鈴掛すずかけ 匠最裁 公務員 たくみ20-0546
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省庁等名：最高裁判所｢桜を見る会｣招待者名簿

招待状封筒の印刷対象外招待状封筒の印刷対象外 招待状封筒の印刷対象
氏名特殊文字

有:○/無:空白
備考役職名2 役職名3がな 名 役職名1受付票番号推薦省庁等 区分 ふり 氏

山口最高裁判所判事秘書官もちづき しよういち公務員 望月最裁 nﾖー20-0547

戸倉最高裁判所判事秘書官公務員 としや 俊也最裁 星野ほしの20-0548

林最高裁判所判事秘書官いわくら 一秀公務員 かつひで 岩倉最裁 20-0549

宮崎最高裁判所判事秘害官最裁 公務員 まえだ ｜ひさのり 久徳前田20-0550

深山最高裁判所判事秘書官知央最裁 公務員 ふかさわ ちひろ 深沢20-0551

三浦最高裁判所判事秘書官哲公務員 さとし 峰野最裁 みれの20-0552

草野最高裁判所半|｣事秘書官信秀最裁 公務員 さとう のぶひで 佐藤20-0553

岡部最高裁判所判事後任最
高裁判所判事秘書官

修市公務員 おおしま しゅういち 大島最裁 20-0554 I’

最高裁判所首席調査官あきら 尾島公務員 おじま 明最裁 20-0555

最高裁判所上席調査官章代あきよ 福井最裁 公務員 ふくい20-0556

最高裁判所事務総局経理局
長

之彦公務員 かさい ゆきひこ 笠井最裁 20-0557 |I ■ ■

最高裁判所事務総局刑事局

長
あんどう あきら 安東 章最裁 公務員 20-0558

最高裁判所事務総局家庭局

長
手嶋 あさみ最裁 公務員 てじま あさみ20-0559

最高裁判所事務総局審議官長崎 泰生公務員 ながさき やすお最裁 20-0560

■－－－最高裁判所大法廷首席書記
官

植村 直樹うえむら最裁 公務員 なおき20-0561

司法研修所長厚郎ながの 永野公務員 あつお最裁 20-0562

裁判所職員総合研修所長古財 英明こざい最裁 公務員 えいめい20-0563

東京高等裁判所長官道晴林最裁 公務員 はやし みちはる20-0564

大阪高等裁半ll所長官安浪 亮介公務員 やすなみ りょうすけ最裁 20-0565

名古屋高等裁判所長官綿引わたひき 万里子公務員 まりこ最裁 20-0566

広島高等裁判所長官たすく 大門 匡だいもん最裁 公務員 20-0567

福岡高等裁判所長官小林あきひこ 昭彦公務員 こばやし最裁 20-0568

仙台高等裁判所長官秋吉 淳一郎公務員 あきよし最裁 じゅんいちろう20-0569
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｢桜を見る会｣招待者名簿 省庁等名：最高裁判所

招待状封筒の印刷対象外招待状封筒の印刷対象外 招待状封筒の印刷対象
氏名特殊文字

有:○/無:空白
備考ふり ’ がな 役職名2 役職名3推薦省庁等 受付票番号 名 役職名1区分 氏

最裁 公務員 植村 稔 札幌高等裁判所長官うえむら みのる20-0570

あきば やすひろ 高松高等裁判所長官最裁 公務員 康弘秋葉20-0571

公務員 喜隆 東京高等裁判所長官秘書官最裁 さかの よしたか 坂野20-0572

最裁 公務員 おおさわ けんじ 賢次 司法研修所事務局次長大澤20-0573

東京地方裁判所刑事首席書
記官

公務員 ままだ 剛史最裁 たけし 継田20-0574

東京家庭裁判所事務局長最裁 公務員 はしもと 橋本ひろみ ひろみ20-0575

千葉地方裁判所刑事首席書
記官

晴彦最裁 公務員 みかみ はるひこ 三神20-0576

東京地方裁判所事務局長公務員 おかした なおき 直樹晶裁 岡下20-0577

横浜家庭裁判所首席家庭裁
判所調査官

かつた かずひこ 和彦最裁 公務員 勝田20-0578

さいたま家庭裁判所少年首席

書記官
公務員最裁 ななお さとし 聡七尾20-0579
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｢桜を見る会｣招待者名簿 省庁等名：最高裁判所

招待状封筒の印刷対象外招待状封筒の印刷対象招待状封筒の印刷対象外

ふり ｜ がな ’ 氏がなふり 氏
氏名特殊文字

有:○/無:空白
備考名 役職名1 役職名2 役職名3受付票番号推薦省庁等 区分

30最高裁長官表彰功績者晨裁 52-0547

30春瑞小功績者最裁 52-0548

P

30秋藍綬横浜地方裁判所調停委員いいづか 進一郎功績者 しんいちろう 飯塚最裁 52-0549

30秋瑞双さいたま家庭裁判所調停委員功績者 いけだ もとこ 池田 素子最裁 52-0550

30最高裁長官表彰横浜家庭裁判所補導受託者慎最裁 功績者 いしかわ しん 石川52-0551

30春瑞小元東京簡易裁判所判事えばと なおゆき 直行功績者 江波戸最裁 52-0552

最高裁判所事務総局経理局裁
半1所技官（運転手）

おおくさ まもる 守最裁 功績者 大草52-0553

千葉家庭裁判所少年首席書記
官

博子功績者 おかだ最裁 ひろこ 面|田52-0554

30春瑞双千葉地方裁判所調停委員浩子功績者 加藤晨裁 かとう ひろこ52-0555

裁判所職員総合研修所事務局
長

孝夫功績者 たかお 金井是裁 かない52-0556

30春瑞小元武蔵野簡易裁判所判事木村 愛一郎功績者 きむら あいいちろう最裁 52-0557

最高裁判所事務総局秘書課参
事官

しげのぶ 近藤 重信最裁 功績者 こんどう52-0558

千葉地方裁判所調停委員 30秋藍綬櫻井 隆さくらい最裁 功績者 たかし52-0559

30春瑞単功績者最裁 52-0560 1

30秋瑞小元東京簡易裁判所判事篠田 隆夫功績者最裁 しのだ たかお52-0561

司法研修所事務局経理課長幸嗣高橋功績者 こうじたかはし最裁 52-0562

最高裁判所書記官長郷 道明なごう みちあき最裁 功績者 52-0563

ひら、 ｜たくや ｜平灘 ｜篁也
－r

歴｜即ち |藤木 ｜義裕

I

平部 卓也たくやひらく

I

’１１

藤木 義裕ふじき よしひろ

30秋瑞単功績者最裁 52-0564

元東京簡易裁判所判事 30秋瑞小功績者最裁 52-0565

30春藍綬○功績者最裁 52-0566

30春瑞双○是裁 功績者 52-0567

最高裁判所第二小法廷首席書
記官功績者最裁 52-0568
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｢桜を見る会｣招待者名簿 省庁等名：最高裁判所

招待状封筒の印刷対象 招待状封筒の印刷対象外招待状封筒の印刷対象外
"

氏名特殊文字

有:○/無:空白
備考推薦省庁等 受付票番号 がな 名 役職名1区分 ふり 役職名2 役職名3氏

30秋瑞小かずお 元東京簡易裁判所判事最裁 功績者 ますだ 増田 和夫52-0569

30春瑞小最裁 功績者 まつお 憲治 元東京簡易裁判所判事けんじ 松尾52-0570

30春藍綬千葉家庭裁判所調停委員晨裁 功績者 まつおか 啓子けいこ 松岡52－0571

■ ロI ＝＝一

30春瑞小最裁 功績者 52-0572

30秋瑞双最裁 功績者 やすこ 千葉家庭裁判所調停委員よしたけ 吉武 保子52-0573

追完予定最裁 功績者 東京弁護士会会長52-0574

追完予定第一東京弁護士会会長最裁 功績者 52-0575

追完予定第二東京弁護士会会長功績者最裁 52-0576
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省庁等名：最高裁判所｢桜を見る会｣招待者名簿

語待状封筒の印刷対象外招待状封筒の印刷対象招待状封筒の印刷対象外
氏名特殊文字

有:○/無:空白
備考役職名2 役職名3ふり ’ がな 名 役職名1推薦省庁等 受付票番号区分 氏

最高裁判所長官直人最裁 最高裁長官 おおたに なおと 大谷20-0524

席幸 最高裁判所判事やまもと ｜つれゆき最裁 公務員 山本20-0525

最高裁判所判事やまさき 敏充最裁 公務員 としみつ 山崎20-0526

政幸 最高裁判所判事公務員 いけがみ まさゆき最裁 池上20-0527

最高裁判所判事裕最裁 公務員 小池こいけ ひろし20-0528

最高裁判所判事公務員 きざわ かつゆき 木澤 克之最裁 20-0529

最高裁判所判事公務員 かんの ｜ひろゆき 菅野 博之最裁 20-0530

最高裁判所判事厚公務員 やまぐち最裁 あつし 山口20-0531

最高裁判所判事三郎さぶろう 戸倉最裁 公務員 とくら20-0532

■石■■ ■~諄－■司

最高裁判所判事景一最裁 公務員 けいいち 林はやし20-0533

最高裁判所判事裕子みやざき ゆうこ 宮崎公務員最裁 20-0534

最高裁判所判事卓也公務員 たくや 深山最裁 みやま20-0535

最高裁判所判事守みうら まもる 三浦最裁 公務員 20-0536

最高裁判所判事耕一草野<さの こういち最裁 公務員 20-0537

岡部最高裁判所判事後任
追完予定最高裁判所判事公務員最裁 20-0538

最高裁判所事務総長今崎 幸彦いまさき ゆきひこ是裁 公務員 20-0539

最高裁判所首席調査官尾島あきら 明公務員 おじま最裁 20-0540

日＝＝

ニーー

ニーー

ニ＝＝

最高裁判所上席調査官福井ふくい ｜あきよ 章代公務員最裁 20-0541

最高裁判所事務総局経理局
長

之彦かさい ｜ゆきひこ 笠井最裁 公務員 20-0542

最高裁判所事務総局刑事局
長

安東 章あんどう あきら最裁 公務員 20-0543

最高裁半ll所事務総局家庭局
長

手嶋 あさみてじま あさみ公務員最裁 20-0544

最高裁判所事務総局審議官長崎 泰生やすお公務員 ながさき最裁 20-0545

最高裁判所大法廷首席書記
官

植村 直樹なおき号裁 公務員 うえむら20-0546
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｢桜を見る会｣招待者名簿 省庁等名：最高裁判所

招待状封筒の印刷対象招待状封筒の印刷対象外 語痔釈封筒の印刷対象外
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■

氏名特殊文字

有:○/無:空白
推薦省庁等 がな 備考区分 受付票番号 ふり 名 役職名1 役職名2 役職名3氏

最裁 公務員 ながの あつお 永野 厚郎 司法研修所長20-0547

最裁 公務員 こざい 英明 裁半l1所職員総合研修所長えいめい 古財20-0548

最裁 公務員 道晴 東京高等裁判所長官はやし みちはる 林20-0549

最裁 公務員 やすなみ りょうすけ 亮介 大阪高等裁判所長官安浪20-0550

最裁 公務員 わたひき まりこ 綿引 名古屋高等裁判所長官万里子20-0551

最裁 公務員 だいもん たすく 広島高等裁判所長官大門 匡20-0552

最裁 公務員 こばやし あきひこ 昭彦 福岡高等裁判所長官小林20-0553

最裁 公務員 あきよし 淳一郎 仙台高等裁判所長官秋吉じゅんいちろう20-0554

最裁 公務員 うえむら 植村 稔 札幌高等裁判所長官みのる20-0555

最裁 あきば 高松高等裁判所長官公務員 やすひろ 秋葉 康弘20-0556

最裁 公務員 おおさわ 賢次 司法研修所事務局次長大澤けんじ210557

最裁
東京地方裁判所刑事首席書
記官

公務員 ままだ 継田 ml1史たけし20-0558

最裁 公務員 はしもと 橋本 東京家庭裁判所事務局長ひろみ ひろみ20←0559

千葉地方裁判所刑事首席書
記官

公務員 三神 晴彦最裁 みかみ はるひこ20-0560

東京地方裁判所事務局長最裁 公務員 直樹おかした なおき 岡下20-0561

横浜家庭裁判所首席家庭裁

判所調査官
和彦最裁 公務員 かずひこ 勝田かつた20-0562

さいたま家庭裁判所少年首席

書記官
公務員最裁 ななお さとし 七尾 聡20-0563

最裁 公務員 20-0564

公務員最裁 20-0565

公務員最裁 20-0566

最裁 公務員 20-0567

公務員最裁 20-0568

最裁 公務員 20-0569
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省庁等名：最高裁判所

招待状封筒の印刷対象

｢桜を見る会｣招待者名簿

招待状封筒の印刷対象外 稻再釈封筒の印刷対象外
氏名特殊文字

有:○/無:空白
備考役職名2 役職名3役職名1がな 名受付票番号 ふり区分 氏推薦省庁等

最裁 公務員 20-0570

最裁 公務員 20-0571

公務員最裁 20-0572

最裁 公務員 20-0573

公務員最裁 20-0574

公務員最裁 20-0575

最裁 公務員 20-0576

公務員最裁 20-0577

公務員最裁 20-0578

公務員最裁 20-0579

3/3



｢桜を見る会｣招待者名簿 省庁等名：最高裁判所

E認霊雁蚤I罰の印刷対象 招待状封筒の印刷対象外招待状封筒の印刷対象外

｜ 氏氏 ’
氏名特殊文字
有;○/無:空白

備考がな 名 役職名1 役職名3推薦省庁等 受付票番号 ふり 役職名2区分

30最高裁長官表彰最裁 功績者 52-0547

30春瑞小功績者最裁 52-0548

30秋藍綬横浜地方裁判所調停委員いいづか最裁 進一郎功績者 しんいちろう 飯塚52-0549

30秋瑞双さいたま家庭裁判所調停委員最裁 功績者 もとぞ 素子いけだ 池田52-0550

30最高裁長官表彰横浜家庭裁判所補導受託者最裁 功績者 いしかわ 慎しん 石川52－0551

元東京簡易裁判所判事 30春瑞小最裁 功績者 えばと なおゆき 直行江波戸52-0552

最高裁判所事務総局経理局裁
判所技官(運転手）

最裁 功績者 おおくさ まもる 大草 守52-0553

千葉家庭裁判所少年首席書記
官

博子最裁 功績者 おかだ ひろこ 岡田52-0554

30春瑞双千葉地方裁判所調停委員浩子最裁 功績者 かとう 加藤ひろこ52-0555

裁判所職員総合研修所事務局
長

金井 孝夫最裁 功績者 かない たかお52－0556

30春瑞小元武蔵野簡易裁判所判事功績者 木村 愛一郎最裁 きむら あいいちろう52-0557

最高裁判所事務総局秘書課参
事官

功績者 しげのぶ 近藤 重信最裁 こんどう52-0558

千葉地方裁判所調停委員 30秋藍綬隆櫻井最裁 功績者 さくらい たかし52-0559

30春瑞単最裁 功績者 52-0560
I

30秋瑞小元東京簡易裁判所判事隆夫最裁 功績者 しのだ たかお 篠田52-0561

司法研修所事務局経理課長幸嗣高橋最裁 功績者 たかはし こうじ52-0562

I

最高裁判所書記官道明なごう みちあき 長郷是裁 功績者 52-0563

30秋瑞単功績者最裁 52-0564

|たくや ’零部 ’平部たくや 元東京簡易裁判所判事 30秋瑞小卓也最裁 功績者 ひらく52-0565

9

｜
’

9

30春藍綬○最裁 功績者 52－0566

30春瑞双○功績者最裁 52-0567
1

1

ふじ蕾 ’ふじき ’
最高裁判所第二小法廷首席書
記官

義裕藤木最裁 功績者 よしひろ52-0568
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｢桜を見る会｣招待者名簿 省庁等名：最高裁判所

招待状封筒の印刷対象 招待状封筒の印刷対象外招待状封筒の印刷対象外

氏名特殊文字
有:○/無:空白

推薦省庁等 受付票番号 がな 備考区分 ふり 名 役職名1 役職名2 役職名3氏

30秋瑞小最裁 功績者 ますだ かずお 元東京簡易裁判所判事増田 和夫52-0569

功績者 憲治 30春瑞小最裁 まつお 元東京簡易裁判所半ll事けんじ 松尾52-0570

最裁 功績者 まつおか 千葉家庭裁判所調停委員 30春藍綬松岡 啓子けいこ52－0571

30春瑞小最裁 功績者 52-0572

30秋瑞双最裁 功績者 やすこ 保子 千葉家庭裁半ll所調停委員よしたけ 吉武52-0573

しのづか最裁 功績者 東京弁護士会会長ちから 篠塚 力52-0574

最裁 功績者 さとう 第一東京弁護士会会長佐藤 順哉じゆんや52－0575

最裁 功績者 せきや 文隆 第二東京弁護士会会長ふみたか 関谷52－0576
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｢桜を見る会｣招待者名簿 省庁等名：最高裁判所

招待状封筒の印刷対象外招待状封筒の印刷対象外 招待状封筒の印刷対象
氏名特殊文字

有:○/無:空白
備考役職名3がな 役職名1 役職名2受付票番号 ふり 名推薦省庁等 区分 氏

最高裁判所長官なおと 直人最裁 最高裁長官 おおたに 大谷20-0524

席幸 最高裁判所判事やまもと つれゆき最裁 公務員 山本20-0525

－＝=一一

I最高裁判所判事敏充最裁 公務員 やまさき としみつ 山崎20-0526

政幸 最高裁半l1所判事いけがみ まさゆき最裁 公務員 池上20-0527

裕 最高裁判所判事公務員最裁 ひろし 小池こいけ20-0528

最高裁判所判事きざわ かつゆき 克之最裁 公務員 木澤20-0529

菅野 博之 最高裁判所判事最裁 公務員 かんの ｜ひろゆき20-0530

最高裁判所判事やまぐち ｜あつし 厚最裁 公務員 山口20三0531

最高裁判所判事戸倉 三郎最裁 公務員 とくら さぶろう20-0532

最高裁判所判事林 景一最裁 公務員 はやし ｜けいいち20-0533

最高裁判所判事みやざき 宮崎 裕子号裁 公務員 ゆうこ20-0534

最高裁判所判事公務員 深山 卓也最裁 みやま たくや20-0535

最高裁判所判事まもる 三浦 守公務員 みうら最裁 20-0536

耕一 最高裁判所判事<さの こういち 草野最裁 公務員 20-0537

最高裁判所判事克也うが 宇賀公務員 かつや最裁 20-0538

最高裁判所事務総長今崎 幸彦いまさき ゆきひこ最裁 公務員 20-0539

最高裁判所首席調査官尾島あきらおじま 歩最裁 公務員 20-0540

最高裁半l1所上席調査官あきよ 章代福井公務員 ふくい最裁 20-0541

最高裁判所事務総局経理局
長

之彦ゆきひこ 笠井公務員 かさい最裁 20-0542

最高裁判所事務総局刑事局

長
あんどう あきら 安東 章公務員最裁 20-0543

最高裁半l1所事務総局家庭局
長

手嶋あさみ あさみ公務員 てじま最裁 20-0544

－T

最高裁判所事務総局審議官長崎 泰生ながさき やすお公務員最裁 20-0545

最高裁判所大法廷首席書記
官

植村 直樹なおき公務員 うえむら最裁 20-0546
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｢桜を見る会｣招待者名簿 省庁等名：最高裁判所

招待状封筒の印刷対象外 招待状封筒の印刷対象外招待状封筒の印刷対象
氏名特殊文字

有:○/無:空白
推薦省庁等 受付票番号 備考区分 ふり がな 名 役職名1 役職名2 役職名3氏

1 1
最裁 ながの公務員 あつお 厚郎永野 司法研修所長20-0547

最裁 公務員 こざい 英明 裁判所職員総合研修所長えいめい 古財20-0548

最裁 公務員 道晴 東京高等裁判所長官はやし みちはる 林20-0549

最裁 公務員 やすなみ りょうすけ 安浪 亮介 大阪高等裁半ll所長官20-0550

公務員最裁 わたひき 綿引 名古屋高等裁判所長官まりこ 万里子20-0551

最裁 公務員 だいもん たすく 大門 広島高等裁判所長官国20-0552

公務員最裁 こばやし 昭彦 福岡高等裁判所長官あきひこ 小林20-0553

最裁 公務員 あきよし 秋吉 淳一郎 仙台高等裁判所長官20-0554 じゆんいちろう

公務員最裁 うえむら みのる 植村 稔 札幌高等裁判所長官20-0555

最裁 公務員 あきば やすひろ 康弘 高松高等裁判所長官秋葉20-0556

最裁 公務員 おおさわ 大澤 司法研修所事務局次長けんじ 賢次20-0557

東京地方裁判所刑事首席書

記官
最裁 公務員 ままだ たけし 継田 mll史20-0558

東京家庭裁判所事務局長最裁 公務員 はしもと 橋本ひろみ ひろみ20-0559

千葉地方裁判所刑事首席書
記官

最裁 公務員 三神 晴彦みかみ はるひこ20-0560

東京地方裁判所事務局長最裁 公務員 おかした なおき 岡下 直樹20-0561

横浜家庭裁判所首席家庭裁

判所調査官
最裁 かずひこ 勝田 和彦公務員 かつた20-0562

さいたま家庭裁判所少年首席

書記官
最裁 公務員 ななお さとし 七尾 聡20-0563

最裁 公務員 20-0564

最裁 公務員 20-0565

最裁 公務員 20-0566

最裁 公務員 20-0567

最裁 公務員 20-0568

最裁 公務員 20-0569
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省庁等名：最高裁判所｢桜を見る会｣招待者名簿

招待状封筒の印刷対象外招待状封筒の印刷対象外 招待状封筒の印刷対象
氏名特殊文字

有:○/無:空白
備考役職名3名 役職名1 役職名2推薦省庁等 がな受付票番号

~ 『 ’

わ､り区分 氏

最裁 公務員 20-0570

1

最裁 公務員 20-0571

最裁 公務員 20-0572

最裁 公務員 20-0573

最裁 公務員 20-0574

最裁 公務員 20-0575

最裁 公務員 20-0576
■

公務員最裁 20-0577

公務員最裁 20-0578

公務員最裁 20-0579
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