
審議資料１６１ 

                                                  平成３０年３月○日 

 

 ○○地方検察庁検事正 殿 【※ 各別に記載する。】 

                              
   

下級裁判所裁判官指名諮問委員会 

              福岡地域委員会地域委員長 白 石   哲 

 

裁判官への任官希望者に関する情報の提供について（依頼） 

 この度，平成３０年１０月１日付けで裁判官への任官を希望する下記１の者（以

下「任官希望者」という。）に関し，下級裁判所裁判官指名諮問委員会から当地域

委員会に任官希望者を裁判官に指名することの適否について情報収集の依頼があり

ました。 

 ついては，貴庁所属の検察官に対し，上記情報を有する場合には下記２の要領に

より当地域委員会がこれを受け付ける旨を，貴庁所属の検察官にこの依頼文書を配

布されるなどして，周知していただきますようお願いいたします。 

なお，別添名簿につきましては，その情報管理に特段の配慮をされるよう，併せ

て周知していただきますようお願いいたします。 

  参考までに任官希望者の担当事件一覧表を添付します。 

                                  記 

１ 任官希望者 

  別添「裁判官指名候補者名簿」のとおり 

２  情報受付の要領 

   情報の受付期間 

 平成３０年５月２５日（金）まで 

  情報の受付方法 

 任官希望者の指名の適否に関して参考となる情報（具体的な事実を記載し，
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情報を得た時期及び情報を得るに至った経緯も明らかにする。）並びに情報提

供者の氏名，所属等を記載した書面を，当地域委員会の庶務を担当する福岡高

等裁判所事務局総務課長に対し，郵送（親展表示，「地域委員会関係」と朱書

きする。）又は持参する方法による。 

 

文書のあて先 福岡地域委員会地域委員長 

文書の送付先 〒８１０－８６０８ 

福岡市中央区城内１－１ 

福岡高等裁判所事務局総務課長 

問い合わせ先  ０９２－７８１－３１４１ 

       （内線２１００総務課長古賀，２１０１総務課課長補佐大跡） 

 

     【※ 裁判官指名候補者名簿を添付する。】 
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                                                 平成３０年３月○日 

 

 ○○地方裁判所長 殿  【※ 各別に記載する。】  

   

下級裁判所裁判官指名諮問委員会 

              福岡地域委員会地域委員長 白 石   哲 

 

裁判官への任官希望者に関する情報受付の周知について 

                       （依頼） 

  この度，平成３０年１０月１日付けで裁判官への任官を希望する下記１の者（以

下「任官希望者」という。）に関し，下級裁判所裁判官指名諮問委員会から当地域

委員会に任官希望者を裁判官に指名することの適否について情報収集の依頼があり

ました。 

 ついては，貴庁所属の裁判官に対し，上記情報を有する場合には下記２の要領に

より当地域委員会がこれを受け付ける旨を，貴庁所属の裁判官にこの依頼文書を配

布されるなどして，周知していただきますようお願いいたします。 

なお，別添名簿につきましては，その情報管理に特段の配慮をされるよう，併せ

て周知していただきますようお願いいたします。 

  参考までに任官希望者の担当事件一覧表を添付します。 

                                    記 

１ 任官希望者 

  別添「裁判官指名候補者名簿」のとおり 

２  情報受付の要領 

   情報の受付期間 

 平成３０年５月２５日（金）まで 

  情報の受付方法 

 任官希望者の指名の適否に関して参考となる情報（具体的な事実を記載し，
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情報を得た時期及び情報を得るに至った経緯も明らかにする。）並びに情報提

供者の氏名，所属等を記載した書面を，当地域委員会の庶務を担当する福岡高

等裁判所事務局総務課長に対し，郵送（親展表示，「地域委員会関係」と朱書

きする。）又は持参する方法による。 

 

文書のあて先 福岡地域委員会地域委員長 

文書の送付先 〒８１０－８６０８ 

福岡市中央区城内１－１ 

福岡高等裁判所事務局総務課長 

問い合わせ先  ０９２－７８１－３１４１ 

       （内線２１００総務課長古賀，２１０１総務課課長補佐大跡） 

 

     【※ 裁判官指名候補者名簿を添付する。】 
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                                                 平成３０年３月○日 

 

  ○○地方裁判所長 殿 【※ 各別に記載する。】 

 

下級裁判所裁判官指名諮問委員会 

              福岡地域委員会地域委員長 白 石   哲 

 

裁判官への任官希望者に関する情報受付の周知について 

                       （依頼） 

  この度，平成３０年１月１日付けで裁判官への任官を希望する下記１の者（以下

「任官希望者」という。）に関し，下級裁判所裁判官指名諮問委員会から当地域委

員会に任官希望者を裁判官に指名することの適否について情報収集の依頼がありま

した。 

 ついては，別添の「担当事件一覧表」記載の事件の担当裁判官に対し，上記情報

を有する場合には下記２の要領により当地域委員会がこれを受け付ける旨を，当該

裁判官にこの依頼文書を配布されるなどして，周知していただきますようお願いい

たします。 

なお，別添名簿につきましては，その情報管理に特段の配慮をされるよう，併せ

て周知していただきますようお願いいたします。 

                                    記 

１ 任官希望者 

  別添「裁判官指名候補者名簿」のとおり 

２  情報受付の要領 

   情報の受付期間 

 平成３０年５月２５日（金）まで 

  情報の受付方法 

 任官希望者の指名の適否に関して参考となる情報（具体的な事実を記載し，
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情報を得た時期及び情報を得るに至った経緯も明らかにする。）並びに情報提

供者の氏名，所属等を記載した書面を，当地域委員会の庶務を担当する福岡高

等裁判所事務局総務課長に対し，郵送（親展表示，「地域委員会関係」と朱書

きする。）又は持参する方法による。 

 

文書のあて先 福岡地域委員会地域委員長 

文書の送付先 〒８１０－８６０８ 

福岡市中央区城内１－１ 

福岡高等裁判所事務局総務課長 

問い合わせ先  ０９２－７８１－３１４１ 

       （内線２１００総務課長古賀，２１０１総務課課長補佐大跡） 

 

     【※ 裁判官指名候補者名簿を添付する。】 
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平成３０年３月○日 

  

弁護士 ○○ ○○ 殿 【※ 各別に記載する。】 

 

下級裁判所裁判官指名諮問委員会 

福岡地域委員会地域委員長 白 石   哲    

 

裁判官への任官希望者に関する情報の提供について（依頼） 

  この度，平成３０年１０月１日付けで裁判官への任官を希望する下記１の者（以

下「任官希望者」という。）に関し，下級裁判所裁判官指名諮問委員会から当地域

委員会に任官希望者を裁判官に指名することの適否について情報収集の依頼があり

ました。 

  ついては，任官希望者が担当した別紙の事件を通じて，貴職が上記情報を有する

場合には，下記２の要領により当地域委員会に情報をお寄せくださるようお願い申

し上げます。 

なお，別添名簿につきましては，その情報管理に特段の配慮をされるようお願い

いたします。 

記 

１ 任官希望者 

  別添「裁判官指名候補者名簿」のとおり 

２  情報受付の要領 

   情報の受付期間 

   平成３０年５月２５日（金）まで 

  情報の受付方法 

 任官希望者の指名の適否に関して参考となる情報（具体的な事実を記載し，

情報を得た時期及び情報を得るに至った経緯も明らかにする。）及び貴職の氏



審議資料１６４ 

名等を記載した書面を，当地域委員会の庶務を担当する福岡高等裁判所事務局

総務課長に対し，郵送（親展表示，「地域委員会関係」と朱書きする。）又は

持参する方法による。 

 

文書のあて先 福岡地域委員会地域委員長 

文書の送付先 〒８１０－８６０８ 

福岡市中央区城内１－１ 

福岡高等裁判所事務局総務課長 

問い合わせ先  ０９２－７８１－３１４１ 

       （内線２１００総務課長古賀，２１０１総務課課長補佐大跡） 

 

     【※ 裁判官指名候補者名簿を添付する。】 
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                                               平成３０年３月○○日 

 

弁護士 ○○ ○○ 殿 ※任官希望者 

 

下級裁判所裁判官指名諮問委員会 

福岡地域委員会地域委員長 白 石   哲 

 

裁判官への任官希望者に関する情報提供者の氏名等の提供に 

ついて（依頼） 

  この度，貴殿が平成３０年１０月１日付けで裁判官への任官を希望されたことに

伴い下級裁判所裁判官指名諮問委員会から当地域委員会に弁護士任官の適否に関す

る情報収集の依頼がありました。 

 ついては，貴殿の弁護士活動の実際をよく御存知の弁護士に対して，当地域委員

会が弁護士任官に係る情報をお伺いする必要があると思料されます。そこで，お手

数ですが，例えば現在又は過去の共同経営弁護士もしくは雇用弁護士及び過去３年

以内に法廷又はその他の社会活動を共同して行った弁護士など，５名程度の弁護士

の住所，氏名及び貴殿との関係を記載した書面を３月○○日（○）«発出から 10 日

後を記載»までに，当地域委員会の庶務を担当する福岡高等裁判所事務局総務課長あ

てに郵送（親展表示）又は持参していただく方法で御提出ください。 

 

文書のあて先 福岡地域委員会地域委員長 

文書の送付先 〒８１０－８６０８ 

福岡市中央区城内１－１ 

福岡高等裁判所事務局総務課長 

問い合わせ先  ０９２－７８１－３１４１ 

       （内線２１００総務課長古賀，２１０１総務課課長補佐大跡） 
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                                                 平成３０年３月○日 

 

弁護士 ○○ ○○ 殿 【※ 各別に記載する。】 

 

下級裁判所裁判官指名諮問委員会 

              福岡地域委員会地域委員長 白 石   哲 

 

裁判官への任官希望者に関する情報の提供について（依頼） 

  この度，平成３０年１０月１日付けで裁判官への任官を希望する下記１の者（以

下「任官希望者」という。）に関し，下級裁判所裁判官指名諮問委員会から当地域

委員会に任官希望者を裁判官に指名することの適否について情報収集の依頼があり

ました。 

 ついては，上記情報を有する場合には，下記２の要領により当地域委員会に情報

をお寄せくださるようお願い申し上げます。 

なお，別添名簿につきましては，その情報管理に特段の配慮をされるようお願い

いたします。 

                                  記 

１ 任官希望者 

  別添「裁判官指名候補者名簿」のとおり 

２  情報受付の要領 

   情報の受付期間 

   平成３０年５月２５日（金）まで 

  情報の受付方法 

 任官希望者の指名の適否に関して参考となる情報（具体的な事実を記載し，

情報を得た時期及び情報を得るに至った経緯も明らかにする。）及び貴職の氏

名等を記載した書面を，当地域委員会の庶務を担当する福岡高等裁判所事務局
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総務課長に対し，郵送（親展表示，「地域委員会関係」と朱書きする。）又は

持参する方法による。 

 

文書のあて先 福岡地域委員会地域委員長 

文書の送付先 〒８１０－８６０８ 

福岡市中央区城内１－１ 

福岡高等裁判所事務局総務課長 

問い合わせ先  ０９２－７８１－３１４１ 

       （内線２１００総務課長古賀，２１０１総務課課長補佐大跡） 

 

     【※ 裁判官指名候補者名簿を添付する。】 
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                               平成３０年３月〇○日  

 

  ○○地方検察庁検事正 殿  【※ 各別に記載する。】 

 

                         下級裁判所裁判官指名諮問委員会 

                            福岡地域委員会地域委員長 白 石   哲 

 

          裁判官指名候補者に関する情報の受付の周知について 

                                                        （依頼） 

  貴庁に対応する裁判所所属の平成３０年９月から平成３１年１月までの間の再任

（判事任命）を希望する者（以下「指名候補者」という。）は，別添「裁判官指名

候補者名簿」のとおりです。 

ついては，貴庁所属の検察官に対し，指名候補者を裁判官として指名することの

適否に関して情報を有する場合には下記の方法により当委員会が受け付ける旨を，

この依頼文書を貴庁所属の検察官に配布されるなどして，周知していただきますよ

うお願いいたします。 

なお，別添名簿につきましては，その情報管理に特段の配慮をされるよう，併せ

て周知していただきますようお願いいたします。 

おって，下級裁判所裁判官指名諮問委員会での協議において，情報収集における

留意事項として，「裁判官の職権の独立に対する影響，プライバシーへの配慮，適

格性に疑義が生じない情報を広く収集するという観点に照らすと，検察庁として所

属する検察官からの情報を取りまとめることは相当ではなく，各検察官から直接当

地域委員会に情報を提供してもらうよう周知していただきたい。」との取りまとめ

がされておりますので，その趣旨を御確認いただきますようお願いいたします。 

記 

１ 情報の受付期間 
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  平成３０年５月２５日（金）まで ※期間厳守でお願いいたします。 

２  情報の受付方法 

指名候補者の指名の適否に関する情報（できる限り具体的で詳細な事実）並び

に情報提供者の氏名及び所属を記載した書面（別紙様式参照）を，各個人から直

接，当委員会の庶務を担当する福岡高等裁判所事務局総務課長に対し，郵送（親

展表示，「地域委員会関係」と朱書きする。）又は持参する方法による。 

 

文書のあて先 福岡地域委員会地域委員長 

文書の送付先 〒８１０－８６０８ 

福岡市中央区城内１－１ 

福岡高等裁判所事務局総務課長 

問い合わせ先  ０９２－７８１－３１４１ 

       （内線２１００総務課長古賀，２１０１総務課課長補佐大跡） 

 

     【※ 裁判官指名候補者名簿を添付する。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式） 

                         平成３０年  月  日 

  福岡地域委員会地域委員長  殿 

               □（        ）弁護士会 

               □（        ）検 察 庁 

                    氏   名            

裁判官指名候補者に関する情報 

 （       ）裁判所（    ）支部所属の裁判官（        ）

に関する情報は下記のとおりです。 

記 

 

情 報 の 内 容 

□ 別に記載のとおり 

□ 以下のとおり 
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                               平成３０年３月〇○日  

 

  ○○県弁護士会会長 殿  【※ 各別に記載する。】 

 

                        下級裁判所裁判官指名諮問委員会 

                           福岡地域委員会地域委員長 白 石   哲 

 

          裁判官指名候補者に関する情報の受付の周知について 

                                                       （依頼） 

  貴会に対応する裁判所所属の平成３０年９月から平成３１年１月までの間の再任

（判事任命）を希望する者（以下「指名候補者」という。）は，別添「裁判官指名

候補者名簿」のとおりです。 

ついては，貴会所属の弁護士に対し，指名候補者を裁判官として指名することの

適否に関して情報を有する場合には下記の方法により当委員会が受け付ける旨を，

この依頼文書を貴会所属の弁護士に配布されるなどして，周知していただきますよ

うお願いいたします。 

なお，別添名簿につきましては，その情報管理に特段の配慮をされるよう，併せ

て周知していただきますようお願いいたします。 

おって，下級裁判所裁判官指名諮問委員会での協議において，情報収集における

留意事項として，「裁判官の職権の独立に対する影響，プライバシーへの配慮，適

格性に疑義が生じない情報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁

護士からの情報を取りまとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会

に情報を提供してもらうよう会員に周知していただきたい，特に段階評価式アンケ

ートによる情報収集は相当ではない。」との取りまとめがされておりますことをこ

れまでもお伝えしているところですが，改めて，上記の趣旨を御確認いただきます



審議資料１６８ 

 

 

ようお願いいたします。 

記 

１ 情報の受付期間 

  平成３０年５月２５日（金）まで ※期間厳守でお願いいたします。 

２  情報の受付方法 

指名候補者の指名の適否に関する情報（できる限り具体的で詳細な事実）並び

に情報提供者の氏名及び所属を記載した書面（別紙様式参照）を，各個人から直

接，当委員会の庶務を担当する福岡高等裁判所事務局総務課長に対し，郵送（親

展表示，「地域委員会関係」と朱書きする。）又は持参する方法による。 

 

文書のあて先 福岡地域委員会地域委員長 

文書の送付先 〒８１０－８６０８ 

福岡市中央区城内１－１ 

福岡高等裁判所事務局総務課長 

問い合わせ先  ０９２－７８１－３１４１ 

       （内線２１００総務課長古賀，２１０１総務課課長補佐大跡） 

 

     【※ 裁判官指名候補者名簿を添付する。】 

 



（別紙様式） 

                         平成３０年  月  日 

  福岡地域委員会地域委員長  殿 

               □（        ）弁護士会 

               □（        ）検 察 庁 

                    氏   名            

裁判官指名候補者に関する情報 

 （       ）裁判所（    ）支部所属の裁判官（        ）

に関する情報は下記のとおりです。 

記 

 

情 報 の 内 容 

□ 別に記載のとおり 

□ 以下のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


