
最高裁秘書第1668号

令和3年6月2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
ノ

司法行政文書開示通知書

5月1日付け（同月6日受付，第030132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

開示する司法行政文書の名称

令和3年春の勲章受章者名簿（片面で6枚）

開示の実施方法

］

2

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



令和3年春の勲章受章者名簿

勲等 主要経歴 氏名

瑞宝重光章 元仙台高裁長官 市村陽典

瑞宝重光章 元札幌高裁判事･部総括、 井上哲男

瑞宝重光章 元札幌高裁長官 金井康雄

瑞宝重光章 元仙台地裁所長 河村吉晃

瑞宝重光章 元広島高裁判事･部総括 小林正明

瑞宝重光章 元東京高裁判事･部総括 下田文男

瑞宝重光章 元東京高裁判事･部総括 園尾隆司

瑞宝重光章 元名古屋高裁判事･部総括 中村直文

瑞宝重光章 元東京高裁判事･部総括 難波孝
一

瑞宝重光章 元広島高裁長官 松本芳希

瑞宝中綬章 元名古屋高裁金沢支部長 伊藤新一郎

瑞宝中綬章 元宇都宮家裁所長 今泉秀和

瑞宝中綬章 元高松高裁判事･部総括 小野洋
一

瑞宝中綬章 元札幌家裁所長 清水研
一

瑞宝中綬章 元福岡高裁宮崎支部長 田中哲郎

瑞宝中綬章 元山口家裁所長 林田宗
一

瑞宝中綬章 元福岡高裁判事･部総括 原敏雄



令和3年春の勲章受章者名簿

簡裁判事 9名

勲等 主要経歴 氏名

瑞宝小綬章 元広島簡裁判事 大田達雄

瑞宝小綬章 元松戸簡裁判事 大山
、ロ ロ ュ

M凧
一郎

瑞宝小綬章 元久留米簡裁判事 尾形恭孝

面 β

瑞宝小綬章 元大阪簡裁判事 神山義規

瑞宝小綬章 元仙台簡裁判事 近藤護

瑞宝小綬章 元東京簡裁判事 佐々木次郎

瑞宝小綬章 元瀬戸簡裁判事 鈴木章夫

瑞宝小綬章 元千葉簡裁判事 中西健市

瑞宝小綬章 元平塚簡裁判事 安原義人



令和3年春の勲章受章者名簿
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勲等 羊專経歴 氏名

瑞宝中綬章 元最高裁大法廷首席書記官 林隆峰

瑞宝中綬章 元裁判所職員総合研修所事務局長 堀田幹

瑞宝小綬章 元最高裁図書館副館長 大野方已

瑞宝小綬章 元福井家裁首席家裁調査官 小川三郎

瑞宝小綬章 元最高裁訟廷首席書記官 小西義孝

瑞宝小綬章 元横浜家裁首席家裁調査官 榊原広城

瑞宝小綬章 元高松地裁事務局長 坂本都司夫

瑞宝小綬章 元仙台高裁民事首席書記官 志村源司郎

瑞宝小綬章 元大阪地裁刑事首席書記官 長路基樹

瑞宝小綬章 元広島高裁民事首席書記官 西村章

瑞宝小綬章 元東京家裁家事首席書記官 野寺富和

瑞宝小綬章 元佐賀地裁事務局長 馬場實

瑞宝小綬章 元札幌地裁事務局長 矢野哲郎

瑞宝単光章 元最高裁経理局技官(副車庫長） 須田肇



令和3年春の勲章受章者名簿

勲等 主要経歴 氏名

旭日中綬章 元日弁連副会長 江藤洋
一

旭日中綬章 元日弁連副会長 杉崎茂

旭日中綬章 元日弁連副会長 房川樹芳

旭日中綬章 元日弁連副会長 細井士夫

旭日中綬章 元日弁連副会長 横溝高至

旭日中綬章 元日弁連副会長 若旅
△

夫

旭日小綬章 元日弁連理事 菊川明

旭日小綬章 元最高裁司法研修所教官 木村孝

旭日小綬章 元最高裁司法研修所教官 栗林信介

旭日小綬章 元､日弁連理事 笹谷正廣

旭日小綬章 元日弁連理事 高橋勉

旭日小綬章 元日弁連常務理事 多田実

旭日小綬章 元日弁連常務理事 中迫廣

旭日小綬章 元日弁連常務理事 林勘市

旭日小綬章 元最高裁司法研修所教官 久江孝
一

一

旭日小綬章 元日弁連理事 安田壽朗

旭日小綬章 元日弁連常務理事 山口修

旭日小綬章 元日弁連常務理事 山崎惠

旭日小綬章 元日弁連理事 山之内秀
一

旭日小綬章 元日弁連理事 若杉幸平



令和3年春の勲章受章者名簿
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I

勲等 羊専経歴 氏名

瑞宝中綬章 元甲府家･地裁調停委員 上條醇

瑞宝双光章 現仙台地裁調停委員 浅沼貞夫

瑞宝双光章 元大阪地裁調停委員 池永悦治

瑞宝双光章 元津家･地裁調停委員 今井富久翁

瑞宝双光章 現長崎家裁調停委員 内海眞由子

瑞宝双光章 現名古屋地裁調停委員 梅村正明

瑞宝双光章 現横浜地裁調停委員 江田眞理

瑞宝双光章 元函館地･家裁調停委員 岡田恒男

瑞宝双光章 元名古屋家裁調停委員 奥野冨美子

瑞宝双光章 現津地･家裁調停委員 神戸安男

瑞宝双光章 現東京家裁調停委員 木元和子

瑞宝双光章 元旭川地･家裁調停委員 煙山千賀子

瑞宝双光章 元岡山家裁調停委員 清水夏子

瑞宝双光章 現宇都宮家裁調停委員 菅原幸子

瑞宝双光章 現秋田地･家裁調停委員 高田久雄

瑞宝双光章 現さいたま家裁調停委員 中田みえ

瑞宝双光章 現横浜家裁調停委員 堀公子

瑞宝双光章 現甲府家裁調停委員 矢崎貴仁

瑞宝双光章 元名古屋家裁調停委員 簗瀬衣子



総計94名

瑞宝単光章 元松山地裁調停委員 井川宏明

瑞宝単光章 現横浜家裁調停委員 卜田彩子

瑞宝単光章 元仙台地裁調停委員 近江八千代

瑞宝単光章 現東京家裁調停委員 奥壽子

瑞宝単光章 元松山地裁調停委員 加藤ヒロ子

瑞宝単光章 現さいたま家裁調停委員 北浦正代
f

瑞宝単光章 現千葉家裁調停委員 西谷惠子

瑞宝単光章 元鹿児島家･地裁調停委員 濱崎育子
●

瑞宝単光章 元山口家･地裁調停委員 樋口章子

瑞宝単光章 現さいたま家裁調停委員 船津貞子

瑞宝単光章 元金沢家･地裁調停委員 船曳多鶴子

瑞宝単光章 元秋田地･家裁調停委員 正木久榮

瑞宝単光章 現東京地裁調停委員 水越未知子

瑞宝単光章 元東京家裁調停委員 森惠子

瑞宝単光章 元奈良地･家裁調停委員 森久子


