
電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立て等の方式等に関す
る規則

平成15年11月12日最高裁判所規則第21号

電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立て等の方式等に関する規
則を次のように定める。
電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立て等の方式等に関する規則
（電子情報処理組織による申立て等の方式等）

第一条 第一審の民事訴訟手続における申立てその他の申述（以下「申立て等Jとい
う。）のうち、当該申立て等に関する民事訴訟規則（平成八年最高裁判所規則第五号）の
規定により書面等（書面、書類、文書、勝本、抄本、正本、高lj本、複本その他文字、図形
等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以
下同じ。）によりすることとしているもの（当該申立て等に関する民事訴訟法（平成八年
法律第百九号）その他の法律の規定により書面等によりすることとしているものを除
く。）で、あって、同規則第三条第一項の規定により当該書面等をファクシミリを利用して
送信することにより裁判所に提出することができるものについては、同規則の規定にかか
わらず、最高裁判所の細則で定めるところにより、電子情報処理組織（裁判所の使用に係
る電子計算機（入出力装置を含むc 以下同じ。）と当該申立て等をする者の使用に係る電
子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を用いて第
一審の民事訴訟手続における申立て等を取り扱う裁判所として最高裁判所の定める裁判所
に対しては、電子情報処理組織を用いる方法ですることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を用いて第一審の民事訴訟手続における申立て等
を取り扱う裁判所が定められたときは、最高裁判所長官は、これを官報で告示しなければ
ならない。
（電子情報処理組織による申立て等の効果等）

第二条 前条第一項の規定によりされた申立て等については 当該申立て等を書面等によ
りするものとして規定した申立て等に関する民事訴訟規則の規定に規定する書面等により
されたものとみなして、当該申立て等に関する同規則の規定を適用する。
2 前条第一項に規定する申立て等のうち、当該申立て等を書面等によりするものとして
規定した申立て等に関する民事訴訟規則の規定に提出すべき書面等の通数が規定されてい
るものについて、同項の規定により当該申立て等がされたときは 当該申立て等に関する
同規則の規定に規定する通数の書面等が提出されたものとみなす。
3 前条第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に
備えられたファイルへの記録がされた時に当該裁判所に到達したものとみなす。
（記名押印等に代わる措置）

第三条 第一条第一項の場合において、当該申立て等をする者は、当該申立て等に関する
民事訴訟規則の規定により記名押印等（記名押印その他氏名又は名称、を書面等に記載する
ことをいう。以下この条において同じ。）をすることとしているものについては、当該申
立て等に関する同規則の規定にかかわらず、自己の氏名又は名称を明らかにする措置であ
って最高裁判所の細則で定めるものをもって当該記名押印等に代えなければならない。
（電子情報処理組織による申立て等に係る訴訟記録の閲覧等）

第四条 第一条第一項の規定によりされた申立て等については、第二条第三項に規定する
ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
2 第一条第一項の規定によりされた申立て等に係る民事訴訟法第九十一条第一項又は第
三項の規定による訴訟記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、勝本若しくは抄本の交付
は、前項の規定により出力された書面をもって行う。当該申立て等に係る書類の送達又は
送付も、同様とする。
（適用除外）

第五条 民事訴訟に関する法令の規定が適用され、若しくは準用され、又は民事訴訟の例
によることとされている裁判所における民事事件、行政事件、家事事件その他の事件に関
する手続のうち、民事訴訟法又は民事訴訟規則の適用を受ける第一審の民事訴訟手続（人
事訴訟に関する手続を除く。）以外のものについては、この規則の規定は、適用しない。
（細則の官報告示）

第六条 最高裁判所長官は、第一条第一項及び第三条の細則を官報で告示しなければなら
ない。
附則

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律による外国等に対する訴状等及び
判決書等の送達に関する規則

平成21年12月28日最高裁判所規則第 13号

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律による外国等に対する訴状等
及び判決書等の送達に関する規則を次のように定める。

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律による外国等に対する訴状等及
び判決書等の送達に関する規則
（訴状等の翻訳文の添付・法第二十条）

第一条 外国等（外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律（平成二十一年
法律第二十四号。以下「法Jとしづ。）第二条に規定する外国等をしづ。以下こ
の項及び次条において同じ。）に対し、訴状等（法第二十条第一項に規定する訴
状等をいう。以下この条において同じ。）の送達をするときは、当該訴状等に当
該外国等における公用語（二以上あるときは、そのうちの一）によって作成され
た翻訳文を添付するものとする。

2 当事者が提出した訴状等に添付すべき翻訳文は、当該訴状等を提出した当事者
が提出しなければならない。
（判決書等の翻訳文の添付・法第二十一条）

第二条 前条第一項の規定は、外国等に対して判決書等（法第二十一条第二項に規
定する判決書等をいう。）の送達をする場合について準j：目するo

附則
この規則は、法の施行の日から施行する。

（施行の日＝平成二二年四月一日）



少年法による調査及び観察のための援助費用に関する規則

昭和25年12月28日最高裁判所規則第 36号

改正 昭和32年12月5日最高裁判所規則第22号
昭和53年6月13日最高裁判所規則第3号
昭和60年12月21日最高裁判所規則第6号
平成13年2月19日最高裁判所規則第 1号
平成18年3月22日最高裁判所規則第5号

少年法による調査および観察のための援助費用に関する規則を次のように定める。
少年法による調査及び観察のための援助費用に関する規則
（昭五三最裁規三・改称）
少年法（昭和二十三年法律第百六十八号）第三十条の二の費用のうち、旅費は、国家公

務員等の旅費に関する法律（昭和二十五年法律第百十四号）に定める職務の級二級から五
級までの聞において、各保護司及び児童委員につき、別に最高裁判所が定める職務の級に
ある者に支給する額に相当する額、その他の費用は、実費額以内において当該事件を取り
扱う家庭裁判所が相当と認める額を支払う。
（昭三二最裁規二二・ 11g五三最裁規三・昭六O最裁規六・平一三最裁規一・平一八最裁規

五・一部改正）

附則
この規則は、公布の日から施行するD

附則（昭和三二年一二月五日艮－高裁判所規則第二二号）
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年六月一日から適用する。ただし、昭和

三十二年六月一日以後この規則の施行の日の前日までに出発した旅行の旅費については、
なお従前の例による。
附則（昭和五三年六月一三日最高裁判所規則第三号）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の少年法による調査および観察のための援助
費用に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
附則（昭和六O年一二月二一日忌－高裁判所規則第六号）抄
（施行期日等）
1 この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）
3 この規則の施行前に支給又は償’還を受ける原因となる事実の生じた保護司及び児童委
員の旅費については、なお従前の例による。
附則（平一三年二月一九日；最高裁判所規則第一号）

この規則は、少年法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第百四十二号）の施行の
日（平成十三年四月一日）から施行するc

附則（平一八年三月二二日最高裁判所規則第五号）
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給又は償還を受ける原因となる事実の生じた保護司及び児童委
員の旅費、執行官の宿泊料並びに民事調停委員及び家事調停委員の旅費、日当及び宿泊料
については、なお従前の例による。



外国弁護士資格者承認等規則

昭和24年9月1日最高裁判所規則第 22号

改正 昭和25年5月16日最高裁判所規則第 17号
昭和25年6月14日最高裁判所規則第 20号

外国弁護士資格者承認等規則を次のように定めるロ
外国弁護士資格者承認等規則
第一候 弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号。以下法としづ。）第七保第一項及び第
二項に規定する承認、並びに同僚第五項に規定する承認の取消に関しては、法に定めるもの
の外、この規則の定めるところによる。
第二候前僚の承認は、試験に合格し、又は選考を経た者についてする。
第三候 前線の試験又は選考は、承認を受けようとする者が法第三僚に規定する事務を行
うに適するかどうかを判定し、法第七係第一項の承認を受けようとする者についてあわせ
て日本国の法律につき相当の知識を有するかどうかを判定することを目的とする。
2 前項の試験又は選考は、外国弁護士資格者選考委員会が行う。
3 前項の委員会に関する事項は、別に規則で定める。
第回線 第一僚の承認、を受けようとする者は、別紙第一号書：式による書面に左の書類を添
えてこれを最高裁判所に提出しなければならない。
一履歴書
二 外国の弁護士となる資格を有する者であることを証明する存而
三 法第六係各号のーにあたらない者であることを証明する古而
第五線 最高裁判所が第一僚の承認をするについて日本弁護士述合会の意見をきくには、
第四僚に掲げる書類の写を添えるものとする。
第五僚の二 最高裁判所が法第七保第二項の承認をするには、承認を受ける者が事務を行
うことができる外国人又は外国法を指定するものとする。
（昭二五最裁規一七・追加）

第六候最高裁判所は、第一僚の承認をしたときは、承認名簿にその氏名を登載し、その
順序によりこれに登載番号を附する。
2 承認名簿は、段高裁判所に備え付け、これに氏名を登載した者につき次の事項を記載
する。

国籍及び生年月日
二弁護士の資格を有する外国の名

承認年月日
四登載番号
五事務所
六承認取消年月日及びその事由
七 外国の弁護士となる資格を失い、又は法第六係各号のーにあたるに至った年月日及び
その事由
第七候最高裁判所は、第一僚の承認をしたときは、承認、年月日及び名簿登載番号その他
必要な事項を本人及び日本弁護士連合会に通知し、且つ、官報で公示する。
第七僚の二 承認を受けた者の事務所は、外国弁護士資格者法律事務所と称する。
2 法第七保第二項の承認を受けた者は、事務所の標示又は記載に、第五僚の二の規定に
より最高裁判所の指定した外国人又は外国法に関して事務を行うものであることを明らか
にしなければならない。
（昭二五最裁規一七・追加I)

第八僚 承認を受けた者は、事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに最高裁判
所に届け出なければならないD

第八僚の二 承認を受けた者は、事務を行うには、事務所の所在地を管轄する地方裁判所
の管轄区域内にある弁護士会に入会しなければならない。
2 弁護士会は、入会の手続について、準則を定めることができる。
3 弁護士会は、入会の手続が前項の準則に違反する場合を除いて、入会を拒絶すること
はできない。
（昭二五最裁規一七・追加）

第八僚の三 承認を受けた者が弁護士会に入会したときは、日本弁護士連合会に入会した
ものとする。



（昭二五最裁規一七・追加）
第八僚の四 弁護士会及び日本弁護士連合会は、承認を受けた者で入会したものに関する
事項について、準則を定めることができる。
（昭二五最裁規一七・追加）

第八僚の五 承認を受けた者は、弁護士会に入会した場合においても、前僚の準則を除く
の外、弁護士会及び日本弁護士連合会の定める会則の適用を受けないものとする。
（昭二五最裁規一七・追加）

第八僚の六 弁護士会は、第八僚の二第二項又は第八伐の四の準則を定めるには、日本弁
護士連合会の承認を受けなければならない。
2 日本弁護士連合会は、前項の承認をし、又は第八僚の四の準則を定めたときは、すみ
やかに、最高裁判所に報告しなければならない。
（昭二五故裁規一七・追加）

第九保 承認を受けた者が法第六係各号のーにあたるに至ったときは、裁判又は処分をし
た者は、直ちに最高裁判所に報告しなければならない。
第十保承認の取消は、次の場合にする。
一本人が承認の取消を求めたとき。
二 本人に法第三僚に規定する事務を行わせることが適当でないと認めるとき。
第十一保 承認の取消を求めようとする者は、別紙第二号書式による書面を最高裁判所に
提出しなければならない。
第十二線 第七伎の規定は、承認の取消があった場合に準用する。

附則
この規則は、昭和二十四年九月一日から施行する。

附則（昭和二五年五月一六日．最高裁判所規則第一七号）
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前承認を受けた者に対しては、第八僚の二第一項の規定は、この規則施
行の日から起算して九十日を経過する日までは適用しない。
（昭和二五最裁規二0・一部改正）

附則（昭和二五年六月一四日最高裁判所規則第二O号）
この規則は、公布の日から施行する。
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裁判所公文方式規則

昭和22年9月19日最高裁判所規則第 1号

改正 昭和23年12月28日最高裁判所規則第41号
昭和25年2月24日同第6号
昭和26年3月31日同第2号

裁判所公文方式規則を次のように定める。
裁判所公文方式規則
第一条最高裁判所規則には、年月日を記入し、最高裁判所と記載し、なお、末尾に最高
裁判所長官が署名する。
第二条最高裁判所規則の公布は、官報を以てこれをする。
第三条 最高裁判所規則は、施行期日の定のある場合を除いて、公布の日から起算し二十
日を経て、これを施行するD

第四条 前三条の規定は、下級裁判所が、憲法第七十七条第三項の規定により最高裁判所
の委任を受けて規則を定める場合にこれを準用する。
前項の規則には、最高裁判所の委任に基いて定める旨を明かにしなければならない。

第五条 下級裁判所の裁判官の補職、支部に勤務する裁判官の指名、簡易裁判所の司法行
政事務を掌理する裁判官の指名、判事補の職権の特例等に関する法律（昭和二十三年法律
第百四十六号）第一条の規定による判事の職務を行う判事補の指名、下級裁判所事務処理
規則（昭和二十三年最高裁判所規則第十六号）第四条第五項の規定による部の事務を総括
する裁判官の指名及び下級裁判所の裁判官の報酬の辞令書には、年月日を記入し、最高裁
判所と記載する。
（昭二五最裁規六・全改）

附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。

附則（昭和二三年一二月二八日最高裁判所規則第四一号）
この規則は、昭和二十四年一月一日から施行する口

附則（昭和二五年二月二四日忌－高裁判所規則第六号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和二六年三月三一日最高裁判所規則第二号）
この規則は、昭和二十六年四月一日から施行する。



裁判官の分限事件手続規則

昭和23年6月7日最高裁判所規fllJ第 6号

改正 昭和24年7月1日長高裁判所規則第 I3号

平成24年7月17日最高裁判所規則第 9号

裁判官の分限事件手続規則を次のように定める。

裁判官の分限事件手続規則

第一条 裁判官に対する裁判円分限法（昭和二十二年法千nm－， ~T 二十七日） m一条第－m
の裁判及び｜司法第二条の懲戒に｜刻する事件（以下分｜恨 ・H件という。）の申立ては、

書面をもってこれをするものとする。

前項の l:f:J 立：~！~には、当該裁判官の官職、氏名及び 1j:1 立ての理由を記載しなけれ
ばならない。

申立裁判所は、分｜恨事件の申立てをしたときは、速やかにその旨を最高裁判所

に報告しなければならない。

（平二四最裁規九・一部改正）

第二条 裁判所は、分限事件の申立があったときは、速やかに申立苫の謄本を当該裁判官

に送達しなければならない。

第三条 申立裁判所は、その裁判所を代表する裁判官を指定して祷問に立ち会わせること

ができる。

申立裁判所が、前項の裁判官を指定したときは、速やかにこれを裁判所に届け出

なければならない。

第四条 当該裁判·，~，；は、得 l:U に立ち会うことができる。

第五条 審問の期日は、申立裁判所及び当該裁判官にこれを通知しなければならない。

第六条 分限事件について、高等裁判所がした終局裁判に対しては、申立裁判所及び当該

裁判官は、 lt~ 高裁判所に即時抗告をすることができる。即日寺抗告の期間は、これを
二週間とする。

前項の抗告は、原裁判所に書面を提出してこれをしなければならない。

第七条 特別の定めのある場合を除いて、分限事件に関しては、その性質に反しない限り、

非訟事件手続法（平成二十三年法律第五十一号）第二編及び非訟事件手続規則（平

成二十四年最高裁判所規則第七号）の規定を準用する。ただし、同法第四十条の規

定は、この限りでない。

（平二四段裁規九・一部改正）

第八条 高等裁判所は、分限事件について終局裁判をしたときは、速やかにその旨を最高

裁判所に報告しなければならない。その裁判が確定したときも、また同様とする。

第九条 裁判所は、分限事件の裁判が確定したときは、その全文を官報に掲載して公示し

なければならない。

（昭二四最裁規一三・追加）

附則

この規則は、公布の日から、これを施行する。

附則（昭和二四年七月一自民高裁判所規則第一三号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成二四年七月一七日最高裁判所規則第九号）抄
（施行期日）

第一条 この規則は、非訟事件手続法（平成二十三年法律第五十一号）の施行の日（平成

二十五年一月一日）から施行する。



（裁判官の分限事件手続規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条 この規則の施行前に申し立てられた分限事件の手続については、なお従前の例に

よる。



司法行政上の職務に関する規則

昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号

司法行政上の職務に関する規則を改正する規則を次のように定める。
司法行政上の職務に関する規則を改正する規則

司法行政上の職務に関する規則（昭和二十四年最高裁判所規則第九号）を次のように改
正する。
1 司法行政に関する事項の審議立案その他司法行政上の事務を常る臓のうち、最高裁判
所において指定するものは、判事又は判事補をもってあてる。
2 前項の職にあてる判事又は判事補は、最高裁判所が命ずる。但し、当該判事又は判事
補の意思に反するときは、この限りでない。

附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年一月一日から適用する。



最高裁判所首席調査官等に関する規則

昭和43年12月2日最高裁判所規則第8号

改正 昭和56年3月26日最高裁判所規則第2号

最高裁判所首席調査官に関する規則を次のように定める。
最高裁判所首席調査官等に関する規則
（昭五六最裁規二・改称）
（最高裁判所首席調査官）

第一条最高裁判所に、最高裁判所首席調査官（以下「首席調査官Jという。）を置く。
2 首席調査官は、最高裁判所の裁判所調査官の中から、最高裁判所が命ずる。
3 首席調査官は、最高裁判所の裁判所調査官の事務を総括する。
（昭五六最裁規二・旧本則・一部改正）
（最高裁判所上席調査官）

第二条 最高裁判所に、最高裁判所上席調査官（以下「上席調査官」としづロ）三人を置
く。
2 上席調査官は、最高裁判所の裁判所調査官の中から、最高裁判所が命ずる。
3 上席調査官は、首席調査官の命を受けて、最高裁判所の裁判所調査官の事務を整理す
る。
（昭五六最裁規二・追加）
（上席調査官を補佐する者の指名）

第三条 首席調査官は、最高裁判所の裁判所調査官の中から、上席調査官の事務を補佐す
る者若干人を指名することができる。
（昭五六最裁規二・追加）

附則
この規則は、公布の Hから施行する。

附則（昭和五六年三月二六日最高裁判所規則第二号）
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。



大法廷首席書記官等に関する規則

昭和 29年 6月 1日最高裁判所規則第 9号

改正 昭和 30年 3月 1日最高裁判所規則第 l号

昭和 34年 10月 1日最高裁判所規則第 13号

昭和 38年 4月 22日最高裁判所規則第 5号

昭和 40年 1月 29日最高裁判所規則第 2号

附和 40年 3PJ 31日最高裁判所創HIJ!'.n5号

H(:i和 42年 6月 10日段高裁判所税則第 6号

昭和 43年 4月 20日最高裁判所規則第 1号

昭和 44年 9月 1日最高裁判所規則第 7号

昭和 45年 5月 25日最高裁判所規則第 4号

昭和 53年 2月3日最高裁判所規則第 1号

昭和 56年 3月 30日最高裁判所規則第 3号

平成 6年 6月 30日最高裁判所規則第 3号

平成 9年 11月 26日最高裁判所規則第 6号

平成 10年 7月 27日最高裁判所規則第 3号

平成 12年 7月 19日最高裁判所規則第 10号

平成 16年 3月 31日忌高裁判所規則第 7号

平成 17年 2月 14日長高裁判所規則第 7号

平成 17年 7月 27日最高裁判所規則第 11号

平成 19年 3月 29日位向裁判所刻川!'.n3号

平成 20年 5月 30日最高裁判所規則第 7号

平成 22年 3月 17日最高裁判所規則第 2号

平成 23年 7月 29日最高裁判所規則第 2号

首席書記官等に関する規則を次のように定める。

大法廷首席書記官等に関する規則

（昭五六最裁規三・改称）

首席書記官等に関する規則（昭和二十五年最高裁判所規則第二十六号）の全部を改正する。

（大法廷首席書記官及び小法廷首席書記官）

第一条 最高裁判所に大法廷首席書記官及び小法廷首席書記官を白く。

2 大法廷首席書記官及び小法廷首席書記官は、大法廷又は当該小法廷に配置された裁判所書

記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から最高裁判所が命ずる。

3 大法廷首席書記官は、最高裁判所の裁判所書記官の一般執務について指導監督し、かつ、

訟廷事務をつかさどる。

4 小法廷首席書記官は、当該小法廷に配置された裁判所書記官の一般執務について指導監督

する。

（昭三八最裁規五・昭匹IO最裁規五・昭五三最裁規一・一部改正）

（訟廷首席書記官）

第二条最高裁判所に訟廷首席書記官を白く。

2 訟廷首席書記官は、大法廷に配凶された裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当す

るものの中から最高裁判所が命ずる。

3 訟廷首席書記官は、大法廷首席書記官の命を受け、訟廷事務をつかさどる外、大法廷及び

小法廷の庶務に関する事項を整理する。

（昭三八最裁規五・追加、昭五三最裁規一・旧第一条の二繰下・一部改正）

（首席書記官）

第三条 高等裁判所及び地方裁判所に民事の首席書記官及び刑事の首席書記官を、最高裁判所



の指定する家庭裁判所に家事の首席書記官及び少年の首席苫記官を、その他の家庭裁判所に

首席書記官を置く。

2 最高裁判所の指定する簡易裁判所に民事の首席書記官及び刑事の首席書記官又は首席書記

官を置く。

3 首席書記官は、当該裁判所（支部を除く。）の裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に

該当するものの中からft立高裁判所が命ずる。

4 高等裁判所及び地方裁判所の民事の首席書記官及び刑事の首席苫記官は、当該裁判所の民

事又は刑事の事務を取り扱う裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務について指導監督

し、かつ、松廷・H務をつかさどる。

5 第一項の飢え：による指定を受けた家庭裁判所の家引のY'-Yu;1: ,'Jil己＇1~f及び少年の首，，.；，：苫記＇1~f は、
当該家庭裁判所の家事又は少年の事務を取り扱う裁判所古記官の一般執務について指導監

督し、かつ、訟廷事務をつかさどり、その他の家庭裁判所の首席台記官は、当該家庭裁判所

の裁判所書記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。

6 第二項の規定による指定を受けた簡易裁判所の民事の首席，！~記官及び刑事の首席書記官は、
当該簡易裁判所の民~~H又は刑事の事務を取り扱う裁判所計記官の一般執務について指導監
督し、かつ、訟廷事務をつかさどり、同項の規定による指定を受けた簡易裁判所の首席書記

官は、当該簡易裁判所の裁判所書記官の一般執務について指導監怪し、かつ、訟廷事務をつ

かさどる。

（昭三O最裁規一・昭四O最裁規二・昭四O最裁規五・昭四二以裁規六・一部改正、昭五三最

裁規一・旧第二条繰下・一部改正、昭五六最裁規三・平六M裁規三・平一六最裁規七・一部改

正）

（知的財産高等裁判所首席）＇~記官）
第三条の二 知的HJ1 ＞＇（~ i：＇：刈i裁判所に知的財産高等裁判所－1~刊行11~1l己＇1~fを li~t く。
2 知的財産高等裁判所首席苫記官は、知的財産高等裁判所の裁判所書記官で最高裁判所の定

める基準に該当するものの中から最高裁判所が命ずる。

3 知的財産高等裁判所首席）！｝記官は、知的財産高等裁判所の裁判所書記官の一般執務につい

て指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。

（平一七最裁規七・迫力｜！）

（次席書記官）

第四条 最高裁判所の指定する高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所に民事の次席書記官及

び刑事の次席古記官を、 LI~高裁判所の指定する家庭裁判所に家事の次席書記官及び少年の次
席書記官、家事の次席.＇~記官又は次席書記官を置く。

2 次席書記官は、当該裁判所（支部を除く。）の裁判所－；！~記官で最高裁判所の定める基準に
該当するものの中から段高裁判所が命ずる。

3 第一項の規定による指定を受けた高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所の民事の次席書

記官及び刑事の次席，＇~記官は、裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務（簡易裁判所の民
事の次J.'i~:fl~：記官及び刑’·Hの次J.'i＇：占詔宵にあっては、裁判所辿，j己＇1~fの一般執務を除く。）につ
いての指導監筒及び訟延事務に関し、当該裁判所の民事の首席古記官又は刑事の首席書記官

を助ける。

4 第一項の規定による指定を受けた家庭裁判所の家事の次席3記官及び少年の次席書記官は、

裁判所書記官の一般執務についての指導監督及び訟廷事務に関し、当該家庭裁判所の家事の

首席書記官又は少年の首席3記官を助け、同項の規定による指定を受けた家庭裁判所の次席

書記官は、裁判所~；！~記官の一般執務についての指導監宵及び訟廷事務に関し、当該家庭裁判
所の首席書記官を助ける。

（昭四三最裁規一・追加、 i泊四五最裁規四・一部改正、日目五三以裁規一・旧第二条の二繰下・

昭五六最裁規三・平一二以裁規一0 ・平一六最裁規七・平一九It~裁規三・平二三最裁規二・一
部改正）

（総括主任書記官）

第四条の二 最高裁判所の指定する地方裁判所に総指主任川記官を白く。



2 総括主任書記官は、当該地方裁判所（支部にあっては、次席古記官の配置された支部に限

る。）の部（下級裁判所事務処理規則（昭和二十三年最高裁判所規則第十六号）第四条の部

をいう。以下同じ。）又は部とみなされるもの（同規則第十条の二第二項の規定により部と

みなされるものをいう。以下同じ。）に配置された裁判所3記官で段高裁判所の定める基準

に該当するものの中から最高裁判所が命じる。

3 総括主任書記官は、当該部又は部とみなされるものに配置された主任書記官並びにその指

導監督を受ける裁判所市記官及び裁判所速記官の一般執務について指導監督する。

（平一O最裁規三・追加、平一六最裁規七・平二二最裁規二・一部改正）

（主任m記1ヨ）
第五条 高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所に主任；r~記官を i尽く。
2 主任書記官は、行r~又は部とみなされるものに配置された裁判所内記官で最高裁判所の定め

る基準に設当するものの中から、高等裁判所の主任書記官については当該高等裁判所が、そ

の他の裁判所の主任古記官については当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が命ずる。

3 主任書記官は、当該部文は部とみなされるものに配置された裁判所合記官及び裁判所速記

官の一般執務（主任速記官の置かれている部又は部とみなされるものにあっては、これに配

置された裁判所速記官の一般執務を除く。）について指導監督する。

4 高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の支部（知的財産高等裁判所及び次席書記官の配

置された支部を｜徐く。）又は簡易裁判所（第三条第二項の規定による指定を受けた簡易裁判

所を除く。）の主任｛！~記官が二人以上であるときは、上席の主任苫記官が、当該支部又は簡
易裁判所の裁判所，＇~記官及び裁判所速記官の一般執務について指導監静し、かつ、訟廷事務
をつかさどる。

5 高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の支部又は簡易裁判所の主任書記官が一人である

ときは、その主任；＇｝記官が、当該支 i郁又はrm幼裁判所の訟廷 ·J~~労をつかさどる。
（昭三四最裁規一三・ H百四O最裁規二・昭四O最裁規五・昭四二Ji~裁規六・一部改正、昭五三

最裁規一・旧第三条繰下・一部改正、昭五六最裁規三・平六最裁規三・平一O最裁規三・平一

六最裁規七・平一七品裁規七・平一七最裁規一一・平二二最裁規二・一部改正）

（主任速記官）

第五条の二 段高裁判所の指定する地方裁判所に主任速記官を11'1く。

2 主任速記官は、当該地方裁判所の部又は部とみなされるものに配附された裁判所速記官で

最高裁判所の定める基準に該当するものの中から、当該地方裁判所の所在地を管轄する高等

裁判所が命ずる。

3 主任速記官は、当該部又は部とみなされるものに配置された裁判所速記官の一般執務につ

いて指導監督する。

（昭五六最裁規三・追加、平一六最裁規七・一部改正）

（訟廷管理官）

第六条 高等裁判所及び地方裁判所に民事の訟廷管理官及び刑事の訟廷管理官を、最高裁判所

の指定する家庭裁判所に家事の~I公廷官I'l!'l~r及び少年の訟廷わ1=r.11!'1~1；を、その他の家庭裁判所に
訟廷管理官をli'lく。

2 最高裁判所の指定するi＼五等裁判所及び地方裁判所の支郎並びにrm易裁判所に民事の訟廷官

理官及び刑事の訟廷管理官又は訟廷管理官を、最高裁判所の指定する家庭裁判所の支部に家

事の訟廷管理官及び少年の訟廷管理官又は訟廷管理官を世く。

3 訟廷管理官は、当該裁判所の裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中

から、高等裁判所の訟廷管理官については当該高等裁判所が、その他の裁判所の訟廷管理官

については当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が命ずる。

4 訟廷管理官は、その下に配置された裁判所速記官の一般執務について指導監督し、かつ、

首席書記官、知的財産高等裁判所首席書記官、第五条第四項の上席の主任書記官又は同条第

五項の主任市記官の命を受けて訟廷事務（裁判員調整官のi白かれている地方裁判所にあって

は裁判員及び補充裁判員の選任に関する訟廷事務を、速記管理官の白かれている地方裁判所

にあっては速記に関する訟廷事務をそれぞれ除く。）をつかさどる。



（昭三四最裁規一三・追加、昭四回忌裁規七・一部改正、昭五三最裁規一・旧第四条繰下・一
部改正、昭五六最裁規三・平一六最裁規七・平一七最裁規七・平二O最裁規七・一部改正）
（裁判員調整官）

第六条の二 地方裁判所及び最高裁判所の指定する地方裁判所の支部に裁判員調整官を置く。

2 裁判員調整官は、当該地方裁判所の裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当するも

のの中から、当該地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が命ずる。

3 裁判員調整官は、刑事の首席書記官の命を受けて裁判員及び補充裁判員の選任に関する訟

廷事務をつかさどる。

（平二O最裁規七・追加、平成二二年最裁規二・一部改正）

（速記管理官）

第七条 以高裁判所の指定する地方裁判所に民：u~の述記代翌日’f~＇；及び刑事の速記官刊行守又は速記
管理官を置く。

2 速記管理官は、当該地方裁判所（支部を除く。）の裁判所速記官で最高裁判所の定める基

準に該当するものの中から、当該地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が命ずる。

3 速記管理官は、その下に配置された裁判所速記官の一般執務について指導監督し、当該地

方裁判所のその他の裁判所速記官の一般執務についての指導監督に関し、首席書記官を助け、

かつ、首席書記官の命を受けて速記に関する訟廷事務をつかさどる。

（昭五三最裁規一・追加、昭五六最裁規三・平九最裁規六・平一六最裁規七・一部改正）

（他の法令に定める裁判官、裁判所書記官等の権限との関係）

第八条 この規則に定める大法廷首席書記官、小法廷首席書記官、訟廷首席書記官、首席書記

官、知的財産高等裁判所首席書記官、次席書記官、総括主任書記官、主任書記官、主任速記

官、訟廷管理官、裁判員調整官及び速記管理官の権限は、裁判所法（昭和二十二年法律第五

十九号）その他の法令に定める裁判官、裁判所書記官及び裁判所速記官の権限に影響を及ぼ

し、又はこれを制限することはない。

en日三四段裁規一三・旧第四条繰下・一部改正、 fl(:i三八段裁規五・ H百四O最裁規五・附四三lt~
裁規一・昭四四最裁規七・一部改正、昭五三最裁規一・旧第五条繰下・一部改正、昭五六最裁

規三・平一O最裁規三・平一七最裁規七・平二O最裁規七・一部改正）

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三O年三月一日最高裁判所規則第一号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三四年一O月一日最高裁判所規則第一三号）

1 この規則は，昭和三十四年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた主任書記官の任命は、この規則による改正後の第三条の規定

によって行われたものとみなす。

附則（昭和三八年四月二二日最高裁判所規則第五号）

この規則は、昭和三十八年五月一日から施行する。

附Hリ（H(i和四O年一月二九自民高裁判所別n1Jm二号）抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和四O年三月三一日最高裁判所規則第五号）

との規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則（昭和四二年六月一O日最高裁判所規則第六号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和四三年四月二O日最高裁判所規則第一号）

この規則は、昭和四十三年五月一日から施行する。

附則（昭和四四年九月一日最高裁判所規則第七号）抄

1 この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に訟廷事務主任の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、訟

廷管理官を命ぜられたものとみなす。



附則（昭和四五年五月二五日最高裁判所規則第四号）

この規則は、昭和四十五年六月一日から施行する。

附則（昭和五三年二月三日最高裁判所規則第一号）抄

（施行期日）

1 この規則は、昭和五十三年二月十五日から施行する。

附則（昭和五六年三月三O日最高裁判所規則第三号）抄

（施行期日）

1 この規則は、昭和五十六年四月六日から施行する。

附則（平成六年六月三O日最高裁判所刻印HN三号）
この規則は、平成六年八月一日から施行する。

附則（平成九年一一月二六日最高裁判所規則第六号）

この規則は、平成九年十二月一日から施行する。

附則（平成－o年七月二七日最高裁判所規則第三号）

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

附則（平成一二年七月一九日最高裁判所規則第一O号）

この規則は、平成十二年八月一日から施行する。

附則（平成一六年三月三一日最高裁判所規則第七号）抄

1 乙の規則は、裁判所法の一部を改正する法律（平成十六年法律第八号）の施行の日（平成

十六年四月一日）から施行する。

附員lj（平成一七年二月一四日最高裁判所規則第七号）

この規則は、知的財産高等裁判所設置法（平成十六年法律第百十九号）の施行の日（平成十

七年四月一日）から施行する。

附日lj（平成一七年七月二七自民高裁判所別fllJ1.D－－号）

この規則は、平成十七年八月一日から施行する。

附則（平成一九年三月二九日最高裁判所規則第三号）

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則（平成二O年五月三O日属高裁判所刻川知七号）

この創HiJは、平成二十年八月一日から施行する。
附則（平成二二年三月一七日最高裁判所規則第二号）

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則（平成二三年七月二九日最高裁判所規則第二号）

この規則は、平成二十三年八月一日から施行する。



首席家庭裁判所調査官等に関する規則

昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号

改正 平成7年7月5日最高裁判所規則第4号
平成16年3月31日；最高裁判所規則第4号

首席家庭裁判所調査官等に関する規則を次のように定める。
首席家庭裁判所調査官等に関する規則
（首席家庭裁判所調査官）

第一条 家庭裁判所に首席家庭裁判所調査官を置く。
2 首席家庭裁判所調査官は、当該家庭裁判所（支部を除く。）の家庭裁判所調査官で最
高裁判所の定める基準に該当するものの中から、最高裁判所が命ずる。
3 首席家庭裁判所調査官は、当該家庭裁判所の家庭裁判所調査官及び家庭裁判所調査官
補の一般執務及び調査事務（調査事務に関する家庭裁判所調査官補の補助事務を含むロ以
下同じ。）について指導監督し、並びに関係行政機関その他の機関との述絡調整の事務を
つかさどる。
4 高等裁判所は、当該高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査
官に、その管轄区域内の家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官が行う前項の事務の調整を命
ずることができる。
（次席家庭裁判所調査官）

第二条 家庭裁判所に次席家庭裁判所調査官一人（最高裁判所の指定する家庭裁判所にあ
っては、最高裁判所の定める員数）を世く口
2 次席家庭裁判所調査官は、当該家庭裁判所（支部を除く。）の家庭裁判所調査官で最
高裁判所の定める基準に該当するものの中から、最高裁判所が命ずる。
3 次席家庭裁判所調査官は、家庭裁判所調査官及び家庭裁判所調査官補の一般執務及び
調査事務についての指導監督並びに関係行政機関その他の機関との連絡調盤の事務に関
し、当該家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官を助ける。
（平七最裁規四・一部改正）
（総括主任家庭裁判所調査官）

第三条 最高裁判所の指定する家庭裁判所及び家庭裁判所の支部に総指主任家庭裁判所調
査官を置く。
2 総括主任家庭裁判所調査官は、当該家庭裁判所又は家庭裁判所の支部の家庭裁判所調
査官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から、最高裁判所が命ずる。
3 総括主任家庭裁判所調査官は、最高裁判所の定めるところにより構成する家庭裁判所
調査官又は家庭裁判所調査官及び家庭裁判所調査官補の組（以下単に「組Jとしづ。）の
うち、当該家庭裁判所の指定するこ以上の組の家庭裁判所調査官及び家庭裁判所調査官補
の一般執務及び調査事務について指導監容する。
4 第一項の規定による指定を受けた家庭裁判所の支部の総指主任家庭裁判所調査官が二
人以上であるときは、上席の総括主任家庭裁判所調査官が、当該支部の家庭裁判所調査官
及び家庭裁判所調査官補の一般執務及び調査事務について指導監督する。
（主任家庭裁判所調査官）

第四条 家庭裁判所及び最高裁判所の指定する家庭裁判所の支部に主任家庭裁判所調査官
を置く。
2 主任家庭裁判所調査官は、組に属する家庭裁判所調査官で最高裁判所の定める基準に
該当するものの中から、当該家庭裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が命ずる。
3 主任家庭裁判所調査宵は、当該組に属する家庭裁判所調査宵及び家庭裁判所調査宵補
の一般執務及び調査事務について指導監督する。
4 家庭裁判所の支部（前条第一項の規定による指定を受けたものを除く。）の主任家庭
裁判所調査官が二人以上であるときは、上席の主任家庭裁判所調査官が、当該支部の家庭
裁判所調査官及び家庭裁判所調査官補の一般執務及び調査事務について指導監督する。
（高等裁判所の上席の家庭裁判所調査官）

第五条 高等裁判所の上席の家庭裁判所調査官は、当該高等裁判所の家庭裁判所調査官の
一般執務及び調査事務について指導除脅する。
（平一六最裁規四・追加）
（他の法令に定める裁判官、家庭裁判所調査官等の権限との関係）

第六条 この規則に定める首席家庭裁判所調査官、次席家庭裁判所調査官、総括主任家庭



裁判所調査官、主任家庭裁判所調査官及び高等裁判所の上席の家庭裁判所調査官の権限
は、裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）その他の法令に定める裁判官、家庭裁判所
調査官及び家庭裁判所調査官補の権限に影響を及ばし、又はこれを制限することはない。
（平一六最裁規四・旧第五条繰下・一部改正）

附則抄
（施行期日）
1 この規則は、昭和五十七年七月十五日から施行する。
（次席家庭裁判所調査官等に関する規則の廃止）
2 次席家庭裁判所調査官等に関する規則（昭和二十九年最高裁判所規則第十二号。以下
「旧規則Jとしづ。）は、廃止する。
（経過措置）
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりされた次席家庭裁判所調査官二人を置く家庭
裁判所の指定及び主任家庭裁判所調査官を置く家庭裁判所の支部の指定は、この規則第二
条第一項又は第四条第一項の規定によりされたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に首席家庭裁判所調査官、次席家庭裁判所調査官又は主任家庭
裁判所調査官として任命されている者は、この規則第一条第二項、第二条第二項又は第四
条第二項の規定により任命されたものとみなす。
附員lj （平成七年七月五日最高裁判所規則第四号）

この規則は、平成七年八月一日から施行する。
附則（平成一六年三月三一日最高裁判所規則第四号）

この規則は、人事訴訟法（平成十五年法律第百九号）の施行の日（平成十六年四月一
日）から施行する。



家庭裁判所調査官補の職権の特例に関する規則

昭和 29年5月29日最高裁判所規則第6号

改 正 昭 和35年6月25日最高裁判所規則第 10号

平成 24年7月 17日最高裁判所規則第9号

家庭裁判所調査官補の職権の特例に関する規則を次のように定める。

家庭裁判所調査官補の職権の特例に関する規則

1 各家庭裁判所は、当分の問、事務上特に必要があるときは、所属の家庭裁判所調査官

補のうち、家庭裁判所調査官の職務（家事事件手続法（平成二十三年法律第五十二

号）第二百七十七条第一項の規定による審判に必要な調査及び死刑又は無期の懲役若

しくは禁鋼に当たる罪に係る少年の保護事件の審判に必要な調査を除く。）を行わせ

る者を指名することができる。

（昭三五段裁規一0・平二四段裁則九・一部改正）

2 前項の指名を受けた家庭裁判所調査官補は、同項に掲げる家庭裁判所調査官の職務に

関し、当該家庭裁判所の家庭裁判所調査官の椛限を有するo

（昭三五最裁規一0・一部改正）

附則

1 この規則は、昭和二十九年六月一日から施行する。

2 家事調査官補の職権の特例に関する規則（昭和二十六年最高裁判所規則第三号）

及 び少年調査官補の職権の特例に関する規則（昭和二十五年最高裁判所規則第十

二号）は、廃止する。

3 この規則施行の際現に附則第二項の規則の規定により家事調査官又は少年調査官

の職務を行う者に指名されている者は、この規則第一項の規定によって指名された

者とみなす。

附則（昭和三五年六月二五日最高裁判所規則第一O号）

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に家庭裁判所調査官の職務を行なう者に指名されている者は、

この規則による改正後の家庭裁判所調査官補の職権の特例に関する規則によって指

名された者とみなす。

附則（平成二四年七月一七日守最高裁判所規則第九号）抄

（施行期日）

第一条 この規則は、非訟事件手続法（平成二十三年法律第五十一号）の施行の日（平成

二十五年一月一日）から施行する。



執行官規則

昭和41年11月8日最高裁判所規則第 10号

改正 昭和55年5月6日最高裁判所規則第3号
昭和60年12月21日最高裁判所規則第6号
平成2年5月16日最高裁判所規則第3号
平成6年9月1日最高裁判所規則第8号
平成8年12月17日最高裁判所規則第6号
平成11年9月16日最高裁判所規則第6号
平成13年12月28日最高裁判所規則第 10号
平成19年3月31日最高裁判所規則第4号

執行官規則を次のように定める。
執行官規則
目次
第一章任命及び監督等（第一条－第六条）
第二章事務処理の準則（第七条一第二十一条）
附則
第一章任命及び監督等（昭五五最裁規三・章名追加）
（任命）

第一条 執行官は、多年法律に関する実務を経験したものとして最高裁判所が定める基準
に該当する者のうちから、筆記及び面接の試験により、執行官として必要な法律知識及び
資質を有する者を選考して、任命するものとする。
2 裁判所書記官であった者又は裁判に関する事務を行うために必要とされる国家試験に
合格した者については、前項の筆記の試験の全部又は一部を免除することができる。
（昭六O最裁規六・平六最裁規八・一部改正、平一一最裁規六・全部改正）
（試験）

第二条 前条第一項の試験は、最高裁判所の定めるところにより、地方裁判所が行う。
（平一一最裁規六・全部改正）
（研修）

第三条 地方裁判所は、執行官を任命したときは、最高裁判所の定めるところにより、研
修を受けさせるものとする。
（監督官、監督補佐官）

第四条 地方裁判所は、その裁判所の裁判官会議を組織する裁判官のうちから、執行官の
監督に関する事務を行なう裁判官（以下「監督官Jとしづ。）を指名しなければならな

2 地方裁判所は、所属の裁判所職員のうちから、監督官を補佐する者（以下「監督補佐
官Jという。）を指名することができる。
（監督に関する事務）

第五条 監督官は、地方裁判所の定めるところにより、執行官の監督に関する事務を掌
り、監督補佐官は、監督官の事務を補助するo

2 監督官は、次の各号に掲げる事項を、自ら行ない、又は監督補佐官に命じて行なわせ
ることができる。
一 執行官の記録、帳簿著しくはその保管にかかる金品について調査し、又はその調査の
ためこれらの物件を提出させること。
二 執行官が職務を執行する現場に臨み、その職務の執行を監察すること。
三 執行官に対し、一定の事項を指定して報告をさせること。
四 執行官に対し、事務の取扱い又は行状について注意を与えること。
（総括執行官）

第五条の二 地方裁判所に総括執行官一人を置く D

2 総括執行官は、当該地方裁判所の執行官で最高裁判所の定める基準に該当するものの
中から、当該地方裁判所が命ずる。
3 総括執行官は、当該地方裁判所の執行官の一般執務について指導監督する。
（執行官の職務を行なう裁判所書記官）

第六条 地方裁判所は、あらかじめ、事務の種類を限定し又は限定しないで、執行官の職
務を行なう裁判所書記官を指定することができるD



2 地方裁判所は、緊急の必要があるときは、一定の事務について、裁判所書記官に執行
官の職務を行なわせることができる。
第二章 事務処理の準則（昭五五最裁規三・追加）
（申立ての方式）

第七条 執行官に対する申立ては、申立人及び代理人の表示並びに申し立てる事項の内客
を記載した書面でしなければならない。
2 代理人によって申立てをする場合には、申立書に代理権を証する書面を添付しなけれ
ばならない。
（昭五五最裁規三・追加）
（申立ての却下）

第八条 執行官は、申立てを却下するときは、申立人に対し、その旨及びその理由を通知
しなければならない。
（昭五五最裁規三・追加）
（事務処理の順序）

第九条 執行官は、特別の事情がある場合を除き、受理の順序に従って事務を処理しなけ
ればならない。
（昭五五最裁規三・追加）
（執務時間外の職務執行）

第十条 執行官は、事件が急を要するものであるときその他特に必要があるときは、執務
時間外で、あっても、職務を執行しなければならない。
（昭五五最裁規三・追加）
（身分証明害の携帯）

第十一条 執行官は、職務を執行する場合には、その身分を証する文書を携帯し、利害関
係を有する者の請求があったときは これを提示しなければならない。
（昭五五最裁規三・追加）
（技術者又は労務者の使用）

第十二条 執行官は、民事執行法（昭利五十四年法律第四号）、民事保全法（平成元年法
律第九十一号）その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務を行う
について必要があるときは、技術者又は労務者を使用することができる。
（昭五五最裁規三・追加、平二最裁規三・一部改正）
（援助の許可の申出）

第十三条 執行官は、執行官法（昭和四十一年法律第百十一号）第十九条第一項の許可の
申出をするときは、援助を求める事務の内容及び援助を必要とする理由を明らかにしなけ
ればならない。
2 事件が急、を要するため、あらかじめ前項の許可の申出をすることができないときは、
執行官は、援助を求めた後、速やかに、同項の許可の申出をしなければならない。
（昭五五最裁規三・追加）
（受取証の交付等）

第十四条 執行官は、職務上当事者その他の者から金銭その他の物品を受け取ったとき
は、受取証を交付し、かつ、受け取った金銭の額又は物品の種類及ひ、数量並びに年月日を
記録上明らかにしなければならない。
（昭五五最裁規三・迫力n)
（金銭の保管）

第十五条 債権者に配当の協議をさせるとき、職務の執行を一時停止すべきときその他執
行官が職務の執行として差し押さえ、又は交付を受けた金銭を直ちに引き渡すことのでき
ない事由があるときは、執行官は、その保符のため、これを所属の地方裁判所に提出しな
ければならない。
（昭五五最裁規三・迫力日）
（援助調書）

第卜六条 執行官は、執行官以外の者の求めにより援助をしたときは、援助調書を作成し
なければならない。
（昭五五段裁規三・追加）
（調書の記載事項）

第十七条 執行官が作成すべき調書には、事件の表示、職務を執行した日時及び場所、執
行した職務の内容並びに調書の作成の年月日を記載し、執行官が記名押印しなければなら
ない。
（昭五五最裁規三・追加）



（予納等）
第十八条 執行官法第十五条第一項の規定による手数料及び職務の執行に要する費用の概
算額の予納は、申立てを受けた後、速やかにさせなければならない。
2 事務を開始した後予納金が不足するときは、執行官は、更に予納させることができ
る。
3 執行官は、予納がされるまでは、申立てに係る事務を行わないことができる。
（昭五五最裁規三・追加）
（予納金の精算）

第十九条 申立てに係る事務が終了したときは、執行官は、速やかに、予納金の精算をし
なければならない。この場合において、予納者の請求があるときは、精算の内容を明らか
にした書面を交付しなければならない。
（昭五五最裁規三・追加）
（記録及び帳簿）

第二十条 執行官の事務に関する記録及び帳簿の作成及び保管については、最高裁判所が
別に定める。
（昭五五最裁規三・追加）
（勝本等の記載事項）

第二十一条 執行官が職務上作成する書類の謄本著しくは抄本又は執行官が取り扱った事
務に関する証明書には、作成の年月日を記載し、執行官が記名押印しなければならない。
（昭五五最裁規三・追加）

附則
第一条 この規則は、執行官法（昭和四十一年法律第百十一号）の施行の日から施行す
る。
（施行の日＝昭和四一年一二月三一日）

第二条 執行吏任命規則J（昭和二十三年最高裁判所規則第八号）及び執行吏事務処理規則
（昭和二十八年段高裁判所規則第二十三号）は、廃止する。

第三条 旧執行吏任命規WJ第五条の規定により執行吏の職務の修習の許可を受けた者は、
第一条及び第二条の規定にかかわらず、 11=1執行吏任命規則の例にまって執行官に任命する
ことができる。
（昭五五最裁規三・旧第四条繰上）

第四条 執行官法附則第九条第一項の規定による告知書又は催告~~＇~の送付は、これを受領
すべき者に交付して行う。
2 執行官は、告知書又は催告書の送付をしたときは、送付に関する事項を記載した書面
を作成し、これを申立人に交付しなければならない。
3 民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第百三条、第百五条及び第百六条並びに民事訴
訟規則（平成八年最高裁判所規則第五号）第四十三条の規定は、第一項に規定する交付に
ついて準用する。
（昭五五最裁規三・追加、 if乙八最裁規六・一部改正）

附則（昭和五五年五月六日最高裁判所規則第三号）抄
（施行期日）
1 この規則は、民事執行法（昭和五十四年法律第四号）の施行の日（昭和五十五年十月
一日）から施行する。
附員lj （昭和六O年一二月二一日；最高裁判所規則第六号）抄
（施行期日等）
1 この規則は、公布の I］から施行する。ただし、第六条の規定は、 11g和六十一年一月一
日から施行する。
附則（平成二年五月一六日最高裁判所規則第三号）抄
（施行期日）

第一条 この規則は、法の施行の日から施行する。
（民事保全法施行の日＝平成三年一月一日）

附員lj （平成六年九月一日以高裁判所規則第八号）
この規則は、公布の日から施行する。

附貝lj （平成八年一二月一七日最高裁判所規則第六号）抄
（施行期日）

第一条 この規則は、民事訴訟法（平成八年法律第百九号。以下「新法j としづ。）の施
行の日から施行する。



（施行の日＝平成－o年一月一日）
附則（平成一一年九月一六日最高裁判所規則第六号）

この規則は、平成十一年十月一日から施行する。
附則（平成一三年一二月二八日最高裁判所規則第十号）
この規則は、平成一四年四月一日から施行する。
附則（平成一九年三月三一日最高裁判所規則第四号）

この規則は、執行官法の一部を改正する法律（平成十九年法律第十八号）の施行の日
（平成十九年四月一日）から施行するロ



裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則

昭和25年 1月20日最高裁判所規則第4号

改正昭和25年4月28日以高裁判所規則第 11号

昭和25年6月1日最高裁判所規則第 18号

昭和26年3月31日最高裁判所規則第2号

昭和29年5月29自民高裁判所規則第5号

昭和32年6月15日最高裁判所規則第 11号

附和32年8月14日以高裁判所規則第 14号

昭和34年 10月1日最高裁判所規則第 11号

昭和34年 11月2日最高裁判所規則第 15号

昭和39年3月26日；最高裁判所規則第2号

昭和40年 1月29日最高裁判所規則第2号

昭和40年3月31日最高裁判所規則第5号

昭和40年4月2日；最高裁判所規則第6号

昭和41年 11月8日最高裁判所規則第 10号

昭和43年4月20日最高裁判所規則第3号

昭和44年3月25日最高裁判所規則第3号

昭和44年9月1日最高裁判所規則第6号

昭和44年9月1日最高裁判所規則第7号

昭和48年3月30日最高裁判所規則第3号

昭和53年2月3日以尚裁判所規則第 1号

昭和56年3月30日段高裁判所規則第3号

昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号

日付和60年 12月21日辰高裁判所刻則第6号

平成6年6月30日最高裁判所規則第3号

平成6年9月1日忌高裁判所知則第8弓
平成 10年7月27日最高裁判所規則第3号

平成 16年3月31日最高裁判所規則第3号

平成 16年3月31日最高裁判所規則第7号

平成 16年 11月1日最高裁判所規則第 19号

平成 17年2月14日最高裁判所規則第7号

平成20年5月30日最高裁判所規則第7号

平成24年3月12日最高裁判所規則第3号

裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則を次のように定める。

裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則

（規則の趣旨）

第一条裁判官以外の裁判所職員（以下「職員」という。）の任免、補職、勤務裁判所の指定

及び勤務検察手作査会の指定については、裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）、民高裁判

所規則、検察審査会法（昭和二十三年法律第百四十七号）及び検察審査会法施行令（昭和二十

三年政令第三百五十四号）に別段の定めのある場合を除く外、この規則の定めるところによる。

n1~1二六地裁創二・日付三二if~裁刻一四・日目六O以裁規六・一部改正）
（最高裁判所が行うもの）

m二条次に掲げる職日の任免又は勤務裁判所の桁定は、以高裁判所が行う。

最高裁判所事務総長

一最高裁判所長官秘書官及び最高裁判所判事秘書官

一司法研修所教官

四裁判所職員総合研修所教官

五裁判所調査官



六高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の首席書記官、次席書記官若し

くは絵活主任書記官又は知的財産高等裁判所首席書記官たる裁判所書記官

七首席家庭裁判所調査官、次席家庭裁判所調査官又は総括主任家庭裁判所調査官たる家庭裁

判所調査官

八高等裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所の事務局長若しくは事務局次長又は知的財産

高等裁判所事務局長たる裁判所事務官

九簡易裁判所の事務部長たる裁判所事務官

十裁判所書記官、裁判所速記官、裁判所事務官、裁判所技官、廷吏及び裁判所職員臨時措置

法において準用する一般職の職只の給与に関する法律 ca白和二十五年法律第九十五号）第六条

に定める行政職俸給表（二）（以下「行政職俸給表（二）」という。）の準用を受ける職員で最高

裁判所に勤務するもの

十一判事補の弁護士職務経験に関する規則（平成十六年最高裁判所規則第十九号）第二条第

一号に規定する弁護士職務従事職員たる裁判所事務官

（昭二五最裁規一一・昭二五最裁規一八・昭二六最裁規二・昭二九最裁規五・昭三二最裁規一

一・昭三二最裁規一四・昭三四最裁規一一・昭三九最裁規二・昭四O最裁規二・昭四O最裁規

五・昭四三最裁規三・昭四八最裁規三・昭五七最裁規四・ n~六O最裁規六・平六最裁規三・平
六最裁規八・平一O最裁規三・平一六最裁規七・平一六最裁規一九・平一七最裁規七・一部改

正）

（高等裁判所が行うもの）

第三条次に掲げる職員の任免又は勤務裁判所の指定は、各高等裁判所が行う。

一高等裁判所長官秘書官

二 当該高等裁判所の告；内の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の主任書記官若しく

は訟廷管理官又は当該高等裁判所の管内の地方裁判所の裁判員調整官たる裁判所書記官

二の二 当該高等裁判所の管内の地方裁判所の主任速記官又は速記管理官たる裁判所速記官

三 当該高等裁判所の管内の家庭裁判所の主任家庭裁判所iUi'd奇官たる家庭裁判所調査’白

四 当該高等裁判所の管内の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の課長若しくは課長

制佐又は当該高等裁判所の代内の地方裁判所の文書企画官若しくは企画官たる裁判所事務白

五裁判所書記官（前条第六号に掲げる裁判所書記官を除く。）、裁判所速記官、家庭裁判所

調査官、裁判所事務官（前条第八号及び第十一号に掲げる裁判所事務官を除く。）、裁判所技

官、廷吏及び行政職俸給表（二）の準用を受ける職員で当該高等裁判所に勤務するもの

（昭三四最裁規一一・全改、昭四O最裁規五・昭四O最裁規六・昭四四最裁規三・昭四四最裁

規六・昭四四最裁規七・昭四八最裁規三・昭五三最裁規一・昭五六最裁規三・平一六最裁規

三・平一六最裁規七・平一六最裁規一九・平二O最裁規七・一部改正）

（地方裁判所が行うもの）

第四条裁判所書記官（第二条第六号及び前条第二号に掲げる裁判所書記官を除く。）、裁判

所速記官（前条第二号の二に掲げる裁判所速記官を除く。）、裁判所事務官（第二条第八号及

び第十一号並びに前条第四号に掲げる裁判所事務官を除く。）、裁判所技官、廷吏及び行政職

俸給表（二）の準用を受ける職員で地方裁判所及びその管内の簡易裁判所に勤務するもの並びに

執行官の任免又は勤務裁判所の指定は、各地方裁判所が行う。

（昭三四段裁剣一一・全改、附四O最裁刻五・ H百四一最裁剣一0・昭四八段裁規三・昭五三以

裁規一・平一六最裁規七・平一六最裁規一九・一部改正）

（家庭裁判所が行うもの）

第五条 裁判所古記＇1f)（第二条約六号及び第三条第二号に掲げる裁判所書記官を除く。）、裁

判所速記官、．家庭裁判所調査官（第二条第七号及び第三条第三号に掲げる家庭裁判所調査官を

除く。）、家庭裁判所調査’l計Hi、裁判所事務官 cm二条m八号及び第十一ほ並びにm三条第四

号に掲げる裁判所事務官を除く。）、裁判所技官、廷吏及び行政職俸給表（二）の準用を受ける

職員で家庭裁判所に勤務するものの任免又は勤務裁判所の指定は、各家庭裁判所が行う。

（昭三四最裁規一一・全改、昭四O最裁規二・昭四O最裁規五・昭四八最裁規三・平一六最裁

規七・平一六最裁規一九・一部改正）

第六条検察審査会事務官の勤務検察審査会の指定は、検察審査会の所在地を管轄する地方裁



判所が行う。

2 行政職俸給表（二）の準用を受ける職員で検察審査会に勤務するものの任免又は勤務検察審

査会の指定は、検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所が行う。

(Bi'｛三二局裁規一四・追加、昭三四段裁刻一五・ nN四八段裁規三・一部改正）

（権限の委任）

第七条各裁判所は、任免、補職、勤務裁判所の指定又は勤務検察審査会の指定に関する権限

をその指定する者に委任することができる。

2 下級裁判所は、前項の規定による委任については、あらかじめ最高裁判所の認可を得なけ

ればならない。

（昭二六最裁規二・一部改正、昭三二最裁規一四・旧第六条繰下・一部改正）

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前この規則の適用を受ける職員について行われた任免、叙級、補職又は勤務

裁判所の指定は、この規則によって行われたものとみなす。

附則（昭和二五年四月二八日最高裁判所規則第一一号）

1 この規則は、裁判所法等の一部を改正する法律（昭和二十五年法律第九十六号）の公布の

日から起算して三十日を経過した日から施行する。

（経過した日＝昭和二五年五月一四日）

2 前項に掲げる法律附則第二項の規定により裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され、

Eつ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなされる者の任命及

び勤務裁判所の指定は、この規則第四条による改正後の同条に剥げる想以リの刻定によって行わ

れたものとみなす。

附則（昭和二五年六月一日最高裁判所規則第一八号）

1 この刻則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前この規則の適用を受ける職員について行われた任免、叙級、補職又は勤

務裁判所の指定は、この先品川によって行われたものとみなす。

附則（昭和二六年三月三一日最高裁判所規則第二号）

この規則は、昭和二十六年四月一日から施行する。

附則（昭和二九年五月二九日最高裁判所規則第五号）

この規則は、昭和二十九年六月一日から施行する。

附則（昭和三二年六月一五日最高裁判所規則第一一号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三二年八月一四日最高裁判所規則第一四号）

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 裁判所事務官及び裁判所技官の任免等に関する暫定措置に関する規則（昭和三十二年最高

裁判所規則第七号）は、廃止する。

3 この規則の施行前に、この規則による改正後の裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する

規則（以下「新規則」という。）の適用を受ける職員について行われた任免、補職、勤務裁判

所の指定又は勤務検察審査会の指定は、新知則の丸t定によって行われたものとみなす。

4 裁判所速記官補の任免又は勤務裁判所の指定は、当分の問、第三条から第五条までの規定

にかかわらず、最高裁判所が行う。

附nリ（昭和三四年一O月一日最高裁判所対muzn－－号）

1 この規則は、昭和三十四年十一月一日から施行する。

2 この刻nリの施行前に、この飢H1Jによる改正後の裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する

規則（以下「新規則」という。）の適用を受ける職員について行われた任免、補職又は勤務裁

判所の指定は、新規則の規定によって行われたものとみなす。

（平一六最裁規七・一部改正）

附則（昭和三四年一一月二日最高裁判所規則第一五号）

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年十一月一日から適用する。



附則（昭和三九年三月二六日最高裁判所規則第二号）抄

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則（昭和四O年一月二九日最高裁判所規則第二号）抄

1 この先狽リは、公布の日から施行する。

附則（昭和四O年三月三一日最高裁判所規則第五号）

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則（昭和四O年四月二日段高裁判所規則第六号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（日行和四一年一一月八自民高裁判所規則第一O号）抄

第一条 この規則は、執行官法（昭和四十一年法律第百十一号）の施行の日から施行する。

（施行の日＝昭和四一年一二月三一日）

附則（昭和四三年四月二O日最高裁判所規則第三号）

この規則は、昭和四十三年五月一日から施行する。

附則（昭和四四年三月二五日最高裁判所規則第三号）

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附則（昭和四四年九月一日最高裁判所員見則第六号）抄

1 この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則（昭和四四年九月一日最高裁判所規則第七号）抄

1 この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。

2 この規則施行の際現に訟廷事務主任の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、訟

廷管理官を命ぜられたものとみなす。

附則（昭和四八年三月三O日段高裁判所別HIJ第三号）

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則（昭和五三年二月三日最高裁判所規則第一号）抄

（施行JU旧）

1 この規則は、昭和五十三年二月十五日から施行する。

附則（日計和五六年三月三O日最高裁判所刻川第三号）抄

（施行期日）

1 この規則は、昭和五十六年四月六日から施行する。

附則（昭和五七年六月一四日最高裁判所規則第四号）抄

（施行期日）

1 この規則は、昭和五十七年七月十五日から施行する。

附則（昭和六O年一二月二一日最高裁判所規則第六号）抄

（施行期日等）

1 この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。

附則（平成六年六月三O日最高裁判所規則第三号）

この規則は、平成六年八月一日から施行する。

附則（平成六年九月一日最高裁判所規則第八号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成一O年七月二七日段高裁判所知則第三号）

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

附則（平成一六年三月三一日最高裁判所規則第三号）

この別則は、人事訴訟法（平成十五年法律第百九号）の施行の日（平成十六年四月一日）か

ら施行する。

附則（平成一六年三月三一日忌市裁判所知則第七号）抄

1 この規則は、裁判所法の一部を改正する法律（平成十六年法律第八号）の施行の日（平成

十六年四月一日）から施行する。

3 地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に勤務する裁判所速記官の任免又は勤務裁判所の

指定は、当分の問、この規則による改正後の裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則第

四条又は第五条の規定にかかわらず、当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が行う。



附則（平成一六年一一月一日最高裁判所規則第一九号）抄

1 この規則は、法の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。

附則（平成一七年二月一四日最高裁判所規則第七号）

この規則は、知的財産高等裁判所設置法（平成十六年法律第百十九号）の施行の日（平成十

七年四月一日）から施行する。

附則（平成二O年五月三O日最高裁判所規則第七号）

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

附則（平成二四年三月一二日最高裁判所規則第三号）

この対芭二！リは、平成二四年四月一日から施行する。



裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則

平成21年3月31日最高裁判所規則第 6号

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則を次のように
定める。
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則

裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）において準用する国家公務
員法（昭和二十二年法律第百二十号）第三十四条第二項の標準的な官職は、別表の第一欄
に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる組織に存する同表の第三欄に掲げる職制上
の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

附則
（施行期日）

1 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百八号）附則
第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成二十一年四月一日）から施行する。
（裁判所職員に関する臨時措置規則の一部改正）

2 裁判所職員に関する臨時措置規則（昭和二十七年最高裁判所規則第一号）の一部を次
のように改正する。

本則中「職階制、試験」を「採用試験Jに改める。
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口
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組織
一最高裁
判所（司
法研修
所、裁判
所職員総
合研修所
及び最高
裁判所図

書館を含
む。以下
同じ。）

職制上の段階
一最高裁判所事務総長の属する職
制上の段階

一一議官、家庭審議官、最高裁判

所事務総局規則（昭和二十二年最
高裁判所規則第十号）第四条第一
項に規定する局長及び課長並びに
司法研修所及び裁判所！隊員総合研
修所の事務局長の属する職制上の
段階

職官一な
一
長

一糊一蹴
標
一
事

局長

三 最高裁判所事務総局扇扇第五条｜課長
第一項に規定する課長及び室長、
最高裁判所の首席技官、司法研修
所及び裁判所職員総合研修所の事
務局次長、最高裁判所図書館の副
館長並びに司法研修所事務局、裁
判所l隊員総合研修所事務局及び最
高裁判所図書館の課長の属する職
制上の段階

四 第二号に規定する課長又は前号｜課長補佐
に規定する課長若しくは室長を補
佐し、次号又は第六号に規定する
官職のつかさどる事務を整理する
官職、最高裁判所の主任技官及び
裁判所職員総合研修所教官（最高
裁判所の定めるものを除く。）の
属する職制上の段階

五課の所掌事務を分掌する係の長｜係長



二 高 等 裁
判所（知
的財産高
等裁判所
を含む。
以下同
じ。）

三地方、

判所、家
庭裁判
所、簡易
裁判所及
び検察審
査会

（最高裁判所の定めるものを除
く。）の属する職制上の段階

六 前号に規定する官職の指揮監膏｜裁判所事務官
を受ける官職の属する職制上の段
｜椅

七 高等表同j所の事務局長及び高等
裁判所事務局の事務局次長の属す
る職制上の段階

八 高等裁判所事務肩o5~i!l：長（知的
財産高等裁判所事務局の課長を除
く。）及び知的財産高等裁判所事
務局長の属する職制上の段階

事務局長

課長

九 高等裁朝？Jf05支部及び知的財産｜線長補佐
高等裁判所事務局の課長、前号に
規定する課長を補佐し、次号又は
第十一号に規定する官臓のつかさ
どる事務を整理する官職並びに営
総及び施設管理の技術に関する事
務を掌理し、又は整理する官職の
属する職制上の段階

十同 時 分 掌 す る 問 ｜ 係 長
の属する職制上の段階

十一 前号に規定する官職の指揮監
替を受ける官！臓の属する職制上
の段階

十二地方、判所及び庭裁判所の 事局長

事務局長の属する職制上の段階

十三地方裁判所及び庭裁判所の 課長

事務局及び支部、簡易裁判所並
びに検察審査会事務局の課長、
検察審査会事務局長（最高裁判
所の定めるものを除く。）並び
に課長を補佐し、次号又は第十
五号に規定する官職のつかさど
る事務を整理する官臓の属する
職制上の段階

十四 課の所掌事務を分掌する係の｜係長
長の属する職制上の段階

十五前号に規定する官職の指揮監｜裁判所事務官



二裁判所法
（昭和二十二

年法律第五十
九号）第五十
七条第二項、
第六十条第二
項及び第＝項
並びに第六十
条の二第二項
に規定する事
務をつかさど
る官職の職務

コ裁判所法第
六十一条の二
第二項及び第
六十一条の三
第二項に規定
する事務をつ
かさどる官職
の職務

四医学、診断
に関する事務
をつかさどる
官職の職務
（次項にぬげ

る職務を除
く。）

五医師の職務
を補助する事
務に従事する
官職の職務

六自動車運ー

手その他の技
能職員及び守
衛その他の労
務職員が従事

督を受ける官職の属する職制上の段
階

ー最高裁一二一 天法廷首席書記官L瓦怯廷首
判所 書記官及び訟廷首席書記官の属す

る職制上の段階
二訟廷首書記官佐及び各法廷 裁判所書記官
の裁判所書記官（最高裁判所の定
めるものを除く。）の属する職制
上の段階

二高 等 裁 コ 高等裁判所及び地裁判所の裁 首席書記官
判所、地 判所調査官並びに首席書記官の属
方裁判 する職制上の段階
所、家庭
裁判所及 四 主任書記官、主任速記官、訟廷 主任書記官
び簡易裁 管理官、裁判員調盤官及び速記管
判所． 理官の属する職制土の段階

五！日l等裁判所、地裁判所、 庭 ‘判所書記官
裁判所及び簡易裁判所の裁判所帯
記官及び裁判所速記官の属する職
制上の段階

高等裁判 一 首席家庭ー‘判所調査官の属する 首 庭裁判
所及び家庭 職制上の段階 所調査官
裁判所

二日等裁判所の庭裁判所調査官 主任庭裁判
（最高裁判所の定めるものを除 所調査官

く。）及び主任家庭裁判所調査官
の属する耳i~f!JIJ上の段階

三家庭裁判所の家庭裁判所調査官
の属する職制上の段階

！国 庭裁判所調査官 の属する職 庭裁判所調
制上の段階 査’官補

各裁判所 医師たる裁判所技官の属する職制 ｜ 医師
上の段階

各裁判所 ｜ 医師の職務を補助する事務に従事 ｜看護師

各裁判所 一他の官職を指持除する官職の 職長
属する職制上の段階



する事－務をつか
さどる官臓の
職務

二前号に規定する官職の指捕監F腎｜係員
を受けて事務を行う官職の属する
！織制上の段階



裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の定年に関する規則

昭和59年11月15日最高裁判所規則第6号

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の定年に関する規則を次のように定める。
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の定年に関する規則
（定年退職日に関する指定）

第一条 裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）において準用する国
家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号） （以下「法」としづ。）第八十一条の二第一
項の規定による指定は、最高裁判所が行う。
（定年の特例）

第二条 法第八十一条の二第二項第三号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
ー最高裁判所事務総長
二最高裁判所が別に定める職員
2 前項第一号に掲げる職員の定年は年齢六十五年とし、同項第二号に掲げる職員の定年
は最高裁判所が別に定める年齢とする。

附則
この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。



裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則

昭和 41年 7月 22日最高裁判所規則第6号

改正昭和 44年 9月 1日最高裁判所規則第6号

昭和 44年 9月 1日最高裁判所規則第7号

昭和 50年 3月 31日最高裁判所規則第1号

昭和 50年 10月 31日最高裁判所規則第4号

昭和 52年 7月 30日最高裁判所規則第3号

昭和 56年 7月15日最高裁判所規則第6号

昭和 57年 6月 14日最高裁判所規則第4号

昭和 58年 3月 14日最高裁判所規則第2号

昭和 63年 9月28日最高裁判所規則第5号

平成 6年 8月 1日最高裁判所規則第5号

平成 9年 11月 26日最高裁判所規則第7号

平成 10年 7月 27日最高裁判所規則第3号

平成 11年 4月 1日最高裁判所規則第2号

平成 16年 3月 31日最高裁判所規則第7号

平成 17年 2月 14日最高裁判所規則第7号

平成 19年 3月29日最高裁判所規則第3号

平成 20年 5月 30日最高裁判所規則第7号

平成 22年 7月 29日最高裁判所規則第6号

平成 24年 3月 12日最高裁判所規則第3号

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則を次のように定

める。

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則

第一条裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）において準用する国家公務員

法（昭和二十二年法律第百二十号）第百八条のニ第三項ただし書に規定する管理職員等は、別表上

欄に掲げる組織の区分に応じ、これに対応する同表下欄に掲げる裁判所職員（以下「職員」という。）と

する。

第二条任命権者は、管理職員等以外の者が管理職員等になったとき、又は管理職員等が管理職員

等以外の職員になったときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨をその職員に通知し

なければならない。

附則



この規則は、公布の日から施行する。

（昭五O最裁規一・昭五O最裁規四・一部改正）

附則（昭和四四年九月一日最高裁判所規則第六号）抄

1この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則（昭和四四年九月一日最高裁判所規則第七号）抄

1 この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。

2 この規則施行の際現に訟廷事務主任の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、訟廷管理

官を命ぜられたものとみなす。

附員lj（昭和五O年三月三一日最高裁判所規則第一号）

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

附則（昭和五O年一O月三一日最高裁判所規則第四号）

この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。

附貝lj（昭和五二年七月三O日最高裁判所規則第三号）

この規則は、昭和五十二年八月一日から施行する。

附則（昭和五六年七月一五日最高裁判所規則第六号）

この規則は、昭和五十六年八月一日から施行する。

附員lj（昭和五七年六月一四日最高裁判所規則第四号）抄

（施行期日）

1この規則は、昭和五十七年七月十五日から施行する。

附則（昭和五八年三月一四日最高裁判所規則第二号）

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附則（昭和六三年九月二八日最高裁判所規則第五号）

この規則は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附員IJ(平成六年八月一日最高裁判所規則第五号）

この規則は、公布の日から施行する。

附員lj（平成九年一一月二六日最高裁判所規則第七号）

この規則は、平成九年十二月一日から施行する。

附則（平成ーO年七月二七日最高裁判所規則第三号）

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

附則（平成一一年四月一日最高裁判所規則第二号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成一六年三月三一日最高裁判所規則第七号）抄

1 この規則は、裁判所法の一部を改正する法律（平成十六年法律第八号）の施行の日（平成十六年

四月一日）から施行する。

附員lj(平成一七年二月一四日最高裁判所規則第七号）

この規則は、知的財産高等裁判所設置法（平成十六年法律第百十九号）の施行の日（平成十七年



四月一日）から施行する。

附員IJ(平成一九年三月二九日最高裁判所規則第三号）

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附貝IJ(平成ニ0年五月三O日最高裁判所規則第七号）

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

附員lj(平成ニ二年七月二九日最高裁判所規則第六号）抄

（施行期日）

1 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

附則（平成二四年三月一二日最高裁判所規則第三号）

この規則は平成二十四年四月一日から施行する。

別表管理職員等の範囲（昭五O最裁規四・全改、昭五二最裁規三・昭五六最裁規六・昭五七最裁規

四・昭五八最裁規二・昭六三最裁規五・平六最裁規五・平九最裁規七・平一O最裁規三・平一一最裁

規二・平一六最裁規七・平一七最裁規七・平一九最裁規三・平二O最裁規七、平二二最裁規六、平二

四最裁規三・一部改正）

職員

事務総長事務次長審議官家庭審議官局長課長室長職員管

理官厚生管理官参事官首席技官次席技官課長補佐（総括）

i課長ネiii佐（管理） 人事係長予算係長文書係長庁舎係長宿舎係

長秘書人事係 員労働係員守衛長

大法廷片山，1} ~氾－，~~ 小法廷首u；・；書記’l!f i訟廷首J,tj•J: .'J 認－，~i; 裁判所許認官

（最高裁判所が別に定めるものに限る。）

所長事務局長事務局次長総務課長経理課長課長補佐（総括）

（総務課にIllくものに限る。）

裁判所職員総合研修｜所長事務局長事務局次長総務課長経理課長課長補佐（総括）

所 ｜ （総務課に凶くものに限る。）

側
一
断必

ず裁守
凶最

司法研修所

最高裁判所図書館 ｜館長副館長総務課長課長補佐（総指） （総務課に置くものに限

る。）

高等裁判所 ’H務hJl三知的財政高等裁判所•JJ務NJ長 引務J.-J次長総括企画IT'@i; 課

長文書企画官企画官首席技官課長補佐（管理） 人事係長守

衛長（最高裁判所の指定する高等裁判所に（ir'lくものに｜恨る。）

首席？！？記官知的財産高等裁判所首席書記官次席書記官主任書記官



地方裁判所

家庭裁判所

簡易裁判所

検察審査会

備考

（段高裁判所が別に定めるものに限る。） 訟廷管珂！官 訟廷副管理官

事務局長事務局次長課長文書企画官企画官課長補佐（管理）

人事係長守衛長（最高裁判所の指定する地方裁判所に置くものに限

る。）

首席書記官次席書記官総括主任書記官主任書記官（最高裁判所が

別に定めるものに限る。） 訟廷管理官訟廷副管理官裁判員調整官

速記管理官（最高裁判所の指定する地方裁判所に置くものに限る。）

事務局長事務局次長課長課長補佐（管理） 人事係長守衛長

（最高裁判所の指定する家庭裁判所に置くものに限る。）

首席書記官次席書記官主任書記官（最高裁判所が別に定めるものに

限る。） 訟廷管理官訟廷副管理官首席家庭裁判所調査官次席家

庭裁判所調査官総括主任家庭裁判所調査官主任家庭裁判所調査官

（最高裁判所が別に定めるものに限る。）

事務部長 課長（最高裁判所の指定する簡易裁判所に置くものに限

る。）

首席書記官次席書記官主任書記官（最高裁判所が別に定めるものに

限る。） 訟廷管理官訟廷副管理官

事務局長（最高裁判所の指定する検察審査会に置くものに限る。）

総務課長（最高裁判所の指定する検察審査会に置くものに限る。）

ー この表の職員欄に掲げる職員の占める官職は、最高裁判所が別に定

める日において設置されているものとする。

二 この表中次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。

1 課長補佐（総括） 課長、室長、厚生管理官又は訟廷首席書記官の

職務全般についてこれらを補佐し、係（課、室等を構成する最小単位の

組織で職員二名以上をもって構成し、恒常的な所掌事務をもつものをい

う。以下同じ。）の長又はこれに準ずる職員を監督する地位にある課長

補佐等（審査官を含む。）をいう。

2 課長補佐（管理） 課長又は職員管理官の行う部内の人事、職員団

体との関係、組織、定員、経理、文書の審査、庁舎又は宿舎に関する事

務についてこれらを補佐し、係の長又はこれに準ずる職員を監督する地

位にある課長補佐等（審査官を含む。）をいう。

3 人事係長 部内職員の任用、昇格、昇給、保健、レクリエーシヨ

ン、安全、厚生、分限、懲戒、苦悩処I!H若しくは服務に関する事務、；郁



内の職Llbtl休との関係に関する’H務、郎内の組織に閲するIH務若しくは

部内の定員配置に関する事務をもっぱら担当する係又はこれらの事務を

主として担当するほか、部内職員の人事記録、試験、給与の支払い、人

事評価、研修、災~，lHJ!i償その他人事に｜則する事務を担当する係の長及び

これに準ずる地位にある者をいう。

4 予算係長 予算に関する事務をもっぱら担当し、又はこれらの事務

を主として担当するほか、その他の経理に関する事務を担当する係の長

をいう。

5 文書係長 部内の人事、組織、職務の分掌、庁舎の管理等に関する

規程案の審査に関する事務を主として担当する係の長をいう。ただし、

字句の得伐のみを担当する行を除く。

6 庁舎係長 主として庁舎の管理又は曾備を担当する係（庁内の取締

りを担当しないものを除く。）の長をいう。

7 宿舎係長 職員の宿舎に関する事務をもっぱら担当する係（部内職

員に対する宿舎に閲する事務を担当しないものを除く。）の長をいう。

8 秘千！？ 最高裁判所の裁判官の秘書事務を担当する職員のうち、監督

的地位にある者をいう。

9 人-'H係以 主として部内臓はの任川、昇格又はわ1給についてその企

画に関する事務を担当する上席係員をいう。

I 0 労働係員 主として部内の職員団体との関係に関する事務を担当

する職員をいう。ただし、文書の謄写、浄書等の単純な事務のみを担当

する者を除く。

I I 守衛長守衛（庁舎又は構内の符備に従事する職員をいう。）の

うち、院督的地位にある者をいう。



司法修習生に関する規則

昭和23年8月18日最高裁判所規則第 15号

改正昭和27年9月3日最高裁判所規則第22号
昭和45年12月28日最高裁判所規則第 13号
平成11年2月10日最高裁判所規則第 1号
平成12年1月7日最高裁判所規則第 1号
平成18年2月23日最高裁判所規則第3号
平成22年4月7日最高裁判所規則第4号

司法修習生に関する規則を次のように定める。
司法修習生に関する規則
第一章総則
第一条司法研修所長は、修習の全期聞を通じて、修習に関しては、司法修習生を統轄す
る。
第二条司法修習生は、最高裁判所の許可を受けなければ、公務員となり、又は他の職業
に就き、若しくは財山上の利益を目的とする業務を行うことができない。
第三条司法修習生は、修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない。
第二章修習
第四条司法修習生の修習については、高い識見と円満な常識を養い、法律に関する理論
と実務を身につけ、裁判官、検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努
めなければならない。
第五条司法修習生は、修習期間のうち、少なくとも十箇月は実務を修習しなければなら
ない。
前項の実務修習の修習期間のうち、少なくとも、四筒月は裁判所で、二箇月は検察庁

で、二箇月は弁護士会で修習しなければならない。
第－J!'iの実務修習の時m及び場所は、司法研修所長が、これを定める。
（平一一最裁規一・平一八最裁規三・一部改正）

第六条司法修習生が病気その他の正当な理由によって修習しなかった四十五日以内の期
間は、これを修習した期間とみなす。
（平一一最裁規一・平一八最裁規三・一部改正）

第七条実務修問は、司法研修所長が、地方裁判所、地方検察庁又は弁護士会に委託し
て、これを行わしめる。
司法研修所長は、前項の実務修習を高等裁判所又は高等検察庁に委託して行わしめるこ

とができる。
司法研修所長は、第一項の規定により弁護士会に実務修習を委託する場合には、日本弁

護士連合会にその旨の通知をしなければならない。
（昭二七最裁規二二・一部改正）

第八条最高裁判所は、実務修習の問、司法修習生に対する監督を高等裁判所長官、地方
裁判所長、検事長、検事正又は弁護士会長に委託する。
第九条実務修習の委託を受けた高等裁判所、地方裁判所、高等検察庁、地方検察庁及び
弁護士会は、常に司法研修所と緊密な連絡を保ち、適当な修習をさせるように留意しなけ
ればならない。
司法研修所は、高等裁判所、地方裁判所、高等検察庁、地方検察庁及び弁護士会の修習

の担当者を召集して、修習に関し協議を行うことができる。
第七条第三項の規定は、前項の規定により協議を行う場合に準用する。
（昭二七最裁規二二・一部改正）

第十条実務修切の委託を受けた高等裁判所のi三官、地方裁判所の所長、（：＇： j等検察庁の検
事長、地方検察庁の検事正及び弁護士会の会長は、実務修習を終えた際、修習事項の大
要、成績、行状その他参考となる事項を司法研修所長に報告しなければならない。
第十一条司法研修所は、この規則に定めるものの外、修習に関して必要な事項を定める
ことができる。
高等裁判所、地方裁判所、高等検祭庁、地方検察庁及び弁護士会は、この飢HIJに定める

もの又は司法研修所が前項の規定によって定めるものの外、それぞれ各庁又は各会におけ
る修習に関して必要な事項を定めることができる。
高等裁判所長官、地方裁判所長、検事長、検事正及び弁護士会長は、前項の事項を定め



たときは、これを司法研修所長に報告しなければならない。
第三章考試
第十二条裁判所法第六十七条第一項の試験を行うため、最高裁判所に司法修習生考試委
員会（以下委員会という。）を常置する。
委員会は、委員長及び委員若干名でこれを組織し、委員長がその事務を掌理する。
委員長は、最高裁判所長官を以てこれに充て、委員は、裁判官、検察官、司法研修所教

官、弁護士その他適当な者の中から、最高裁判所が、これを委嘱する。
委員会に書記を置く。

第十二条の二最高裁判所は、特に必要があると認めるときは、考査委員を委嘱すること
ができる。
考査委員は、考試の実施に関し、委員長が特に命じた事務を行なう。
（昭四五最裁規一三・追加）

第十三条司法研修所長は、考試の前に、修習の成績を委員会に報告しなければならな

前項の報告には、第十条により高等裁判所長官、地方裁判所長、検事長、検事正及び弁
護士会長の提出した実務修習に関する報告書を添附しなければならない。
第十四条委員会は、裁判、検察及び弁護士事務の実務その他必要な事項について考試を
行う。
第十五条考試の方法及び期日は、委員会がこれを定める。
第十六条委員会は、司法研修所長が報告した修習成績と考試の結果によって、合格、不
合格を定め、委員長は、これを最高裁判所に報告しなければならない。
第四章罷免
第十七条司法修宵生で次の各号のいずれかに該当する？1は、これを罷免する。
ー禁銅以上の刑に処せられた者
二成年被後見人又は被保佐人
三破産者で復権を得ない者
（平一二最裁規一・一部改正）
第十八条 1~高裁判所は、司法修判生に次に剥げる！JJ由があると i認めるときは、これを催
免することができる。
一 品位を辱める行状、修習の態度の著しい不良その他の理由により修習を継続すること
が不相当であるとき。
二 病気、成績不良その他の理由により修習を継続することが困難であるとき。
三本人から願出があったとき。
（平一八最裁規三・一部改正）

第十九条司法研修所長は、司法修習生に前二条の各号に当る事由があると認めるとき
は、これを最高裁判所に報告しなければならない。
高等裁判所長官、地方裁判所長、検事長、検事正及び弁護士会長は、監督の委託を受け

た司法修習生に、前二条の各号に当る事由があると認めるときは、司法研修所長を経て、
これを最高裁判所に報告しなければならない。

附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。

附則（昭和二七年九月三日最高裁判所規則第二二号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和四五年一二月二八日最高裁判所規則第一三号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成一一年二月一O日最高裁判所規則第一号）
1 この規則は、裁判所法の一部を改正する法律（平成十年法律第五十号）の施行の日
（平成十一年四月一日）から施行する。
2 この規則の施行前に採用され、この規則の施行後も引き続き修習をする司法修習生の
実務修習の期間及び修習したものとみなされる期間については、なお従前の例によるo

附則（平成一八年二月二三日最高裁判所規則第三号）
1 この規則は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律（平成十四年法律第百三
十八号）附則m一条m二号に定める日（平成十八年四月一日）から施行する。
2 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する司法修
習生の修習期間の特例に関する規則（平成十七年最高裁判所規則第十二号）は、廃止す
る。



3 この規則の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習に
ついては、この規則による改正後の司法修習生同期する規則（以下「新規則」という。）
第十八条の規定を除き、なお従前の例による。
4 この規則の施行前にした行為に関する新規則第十八条の規定の適用については、なお
従前の例による。
附則（平成二二年四月七日最高裁判所規則第四号）
1 この規則は、平成二十三年一二月一日から施行する。

2 司法試験法（昭和二十四年法律第百四十号）附則第二項及び司法試験法及び裁判所法

の一部を改正する法律（平成十四年法律第百三十八号）附則第十条の規定により同法第二

条の規定による改正後の司法試験法の規定による司法試験に合格した者とみなされた者で

あって、この規則の施行前に採用され、この規則の施行後も引き続き修習をする司法修習

生の修切については、なお従前の例による。



最高裁判所規則制定諮問委員会規則

昭和22年11月13日最高裁判所規則第8号

改正 昭和23年9月21日最高裁判所規則第 21号
昭和24年7月1日最高裁判所規則第 12号
昭和27年7月31日最高裁判所規則第 18号
昭和31年2月1日最高裁判所規則第 1号
昭和40年6月5日最高裁判所規則第 7号
平成15年12月3日最高裁判所規則第 29号

最高裁判所規則制定諮問委員会規則を次のように定める。
最高裁判所規則制定諮問委員会規則
第一条 最高裁判所規則制定諮問委員会（以下委員会という。）は、最高裁判所の監督に
属し、その諮問に応じて規則制定に関する必要な事項を調査審議する。
委員会は、前項の事項につき最高裁判所に建議することができる。

第二条 委員会は、民事規則制定諮問委員会、刑事規則制定諮問委員会、家庭規則制定諮
問委員会及び一般規則制定諮問委員会の四種とし、民事規則制定諮問委員会は、訴訟に関
する手続中民事に関する規則（人事訴訟に関する規則を除く。）につき、刑事規則制定諮
問委員会は、訴訟に関する手続中刑事に関する規則及び心神喪失等の状態で重大な他害行
為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平成十五年法律第百十号）に基づく手続に
関する規則につき、家庭規則制定諮問委員会は、訴訟に関する手続中家事審判、家事調
停、人事訴訟及び少年審判に関する規則につき、一般規則制定諮問委員会は、弁護士、裁
判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則につき、それぞれ、前条に定める事項を取
り扱う。
最高裁判所は、特別の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、特別の委員会を設

けることがで、きる。
（昭二三最裁規二一・昭三一最裁規一・平一五最裁規二九・一部改正）

第三条 各委員会は、委員二十五人以内でこれを組織し、そのうち一人を委員長とする。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨H寺委員を置くことができる。

第四条 委員及び臨時委員は、裁判官、検察官、弁護士、関係機関の職員又は学識経験の
ある者の中から、最高裁判所が任命する。
（昭四O最裁規七・全改）

第五条 各委員会の委員長は、各委員会の委員が、互選する。
委員長は、会務を総理する。
委員長に事故のあるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第六条委員の任期は、二年とする。但し、再任を妨げない。
第七条各委員会に幹事を置く。
幹事は、裁判官、検察官、弁護士、関係機関のi隊員又は学識経験のある者の中から、最

高裁判所が任命する。
幹事は、委員長の命を受けて、庶務を掌る。
（昭二四最裁規一二・昭二七最裁規一八・昭四O最裁規七・一部改正）

第八条各委員会に書記を置く。
書記は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が任命する。
書記は、委員長及び幹事の命を受けて、庶務に従事する。
（昭四O最裁規七・一部改正）

第九条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他各委員会の運営に関し必要な事
項は、各委員会の委員長が各委員会にはかつて定める。
（昭四O最裁規七・全改）

附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。

附則（昭和二三年九月二一日最高裁判所規則第二一号）
この規則は、公布の日から、これを施行する。

附則（昭和二四年七月一日最高裁判所規則第一二号）
この規則は、昭和二十四年七月一日から施行する。

附則（昭和二七年七月三一日最高裁判所規則第一八号）



この規則は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則（昭和三一年二月一日最高裁判所規則第一号）

この規則は、公布の日から施行する。
附則（昭和四O年六月五日最高裁判所規則第七号）
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の最高裁判所規則制定諮問委員会規則（昭和二十二年最高裁判
所規則第八号。以下「委員会規則j としづ。）によって命じられ又は委嘱された委員、臨
時委員、幹事及び書記は、それぞれ、この規則による改正後の委員会規則第四条、第七条
第二項、第八条第二項によって任命されたものとみなす。
附則（平成一五年一二月三日最高裁判所規則第二九号）

この規則は、人事訴訟法（平成十五年法律第百九号）の施行の日から施行する。ただ
し、 「刑事に関する規則Jの下に「及び心神喪失等の状態で、重大な他害行為を行った者の
医療及び観察等に関する法律（平成十五年法律第百十号）に基づく手続に関する規則Jを
加える部分は、公布の日から施行する。



裁判所書記官制度調査委員会規則

昭和23年6月25日最高裁判所規則第 10号

改正 昭和24年7月l日最高裁判所規則第 12号
昭和25年6月22日最高裁判所規則第 21号
昭和34年6月30日最高裁判所規則第8号
平成16年3月31日最高裁判所規則第 7号

裁判所書記制度調査委員会規則を次のように定める。
裁判所書記官制度調査委員会規則（昭三四最裁規八・改称）
第一条 裁判所書記官制度調査委員会（以下委員会という）は、最高裁判所の監督に属
し、その諮問に応じて裁判所書記官制度に関する必要な事項を調査審議する。
委員会は、前項の事項につき、最高裁判所に建議することができる。
（昭三四最裁規八・一部改正）

第二条 委員会は、委員二十人以内でこれを組織し、そのうち一人を委員長とする。
第三条 委員会の委員は、裁判官、検察官、弁護士、最高裁判所事務総長、裁判所職員総
合研修所教官、裁判所書記官、裁判所事務官及び学識経験者の中から、最高裁判所が、こ
れを命じ、又は委嘱する。
（昭二五最裁規二一・昭三四最裁規八・平一六最裁規七・一部改正）

第四条委員会の委員長は、委員会の委員が、互選する。
委員長は、会務を総理する。
委員長に事故のあるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第五条委員会に幹事を置く。
幹事は、裁判官、裁判所職員総合研修所教官、裁判所事務官及び裁判所書記官の中か

ら、最高裁判所が、これを命ずる。
幹事は、委員長の命を受けて、庶務を掌る。
（昭二四最裁規一二・昭二五最裁規二一・平一六最裁規七・一部改正）

第五条の二委員及び幹事の任期は、二年とする。但し、再任を妨げない。
（昭三四最裁規八・追加）

第六条委員会に書記を置く。
書記は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命ずる。
書記は、委員長及び幹事の命を受けて、庶務に従事する。
（昭二四最裁規一二・昭二五最裁規二一・一部改正）

第七条 この規則に定めるものの外、委員会に関し必要な事項は、委員会が、これを定め
る。

附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。

附則（昭和二四年七月一日最高裁判所規則第一二号）
この規則は、昭和二十四年七月一日から施行する。

附則（昭和二五年六月二二日最高裁判所規則第二一号）
この規則は、公布の日から施行する。、

附則（昭和三四年六月三O日最高裁判所規則第八号）
この規則は、昭和三十四年七月一日から施行する。

附則（平成一六年三月三一日最高裁判所規則第七号）抄
1 この規則は、裁判所法の一部を改正する法律（平成十六年法律第八号）の施行の日
（平成十六年四月一日）から施行する。



裁判所経費審査委員会規則

昭和23年4月16日最高裁判所規則第4号

裁判所経費審査委員会規則を次のように定める。
裁判所経費審査委員会規則
第一条 裁判所の予算に関する必要な事項を調査審議するため、最高裁判所に裁判所経費
審査委員会を置く。
第二条 委員会は、委員長及び委員八人以内でこれを組織する。
② 委員長は、最高裁判所長官を以てこれに充て、委員は、委員長がこれを命じ、又は委
嘱する。
第三条委員長は、会務を総理する。
② 委員長に事故のあるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
第四条 委員会に幹事及び書記を置く。幹事及び書記は、諸関係官庁の官吏の中から、最
高裁判所が、これを命じ、又は委嘱する。
②幹事は、委員長の命を受けて、庶務を掌り、書記は、委員長及び幹事の命を受けて、
庶務に従事する。
第五条 委員会は、五人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
② 委員会の議事は、出席委員の過半数によりこれを決する。可否同数のときは、委員長
がこれを決する。
第六条 この規則に定めるものの外、委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定め
る。

附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。



最高裁判所統計委員会規則

昭和23年12月29日最高裁判所規則第43号

改正 昭和24年7月1日最高裁判所規則第 12号
昭和27年7月31日最高裁判所規則第 18号

最高裁判所統計委員会規則を次のように定める。
最高裁判所統計委員会規則
第一条 最高裁判所統計委員会（以下委員会としづ。）は、最高裁判所の監督に属し、そ
の諮問に応じて裁判所に関する統計について必要な事項を調査審議する。
第二条 委員会は、委員二十五人以内で組織し、そのうち一人を委員長とする。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨H寺委員を限くことができる。
第三条 委員及び臨時委員は、裁判官、最高裁判所事務総長、裁判所調査官、裁判所事務
官、検察官、法務事務官、弁護士及び学識経験者の中から、最高裁判所が命じ、文は委嘱
する。
（昭二七最裁規一八・一部改正）

第四条 委員会の委員長は、委員会の委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
第五条委員の任期は、二年とする。但し、再任を妨げない。
第六条委員会に幹事を置く。
2 幹事は、裁判官、裁判所調査官、裁判所事務官、検察官、法務事務官、弁護士及び学
識経験者の中から、段高裁判所が命じ、又は委嘱する。
3 幹事は、委員長の命を受けて、庶務を掌る。
（昭二四最裁規一二・ 11g二七最裁規一八・一部改正）

第七条委員会に書記を限く。
2 書記は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が命ずる。
3 書記は、委員長及び幹事の命を受けて、庶務に従事する。
第八条 この規則に定めるものの外、議事に関し必要な事項は、委員会が定める。

附則
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和二四年七月一日最高裁判所規則第一二号）
この規則は、昭和二十四年七月一日から施行する。

附則（昭和二七年七月三一日最－高裁判所規則第一八号）
この規則は、昭和二十七年八月一日から施行する。



最高裁判所図書館委員会規則

昭和23年12月29日；最高裁判所規則第44号

改正 昭和30年5月4日最高裁判所規則第3号
昭和32年6月15日最高裁判所規則第 11号
平成16年3月31日最高裁判所規則第 7号

最高裁判所図書館委員会規則を次のように定める。
最高裁判所図書館委員会規則
第一条 最高裁判所図書館委員会（以下委員会という。）は、最高裁判所の監督に属し、
その諮問に応じて最高裁判所図書館の運営に関する必要な事項を調査審議する。
2 委員会は、前項の事項につき最高裁判所に建議することができる。
第二条 委員会は、委員十五人以内で組織し、そのうち一人を委員長とする。
第三条 委員は、裁判官、最高裁判所事務総長、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所
教官、最高裁判所図書館長、裁判所調査官、裁判所事務官及び学識経験者の中から、最高
裁判所が命じ、又は委嘱する。
（昭三O最裁規三・昭三二最裁規一一・平一六最裁規七・一部改正）

第四条委員長は、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故のあるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
第五条委員の任期は、二年とする。但し、再任を妨げない。
第六条委員会に幹事を置く。
2 幹事は、裁判官及び裁判所事務官の中から、最高裁判所が命ずる。
3 幹事は、委員長の命を受けて、庶務を掌る。
（昭三O最裁規三・一部改正）

第七条委員会に書記を置く。
2 書記は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が命ずる。
3 書記は、委員長及び幹事の命を受けて、庶務に従事する。
第八条 この規則に定めるものの外、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。

附則
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三O年五月四日最高裁判所規則第三号）
この規則は、公布の日から施行する。

附員lj （昭和三二年六月一五日最高裁判所規則第一一号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成一六年三月三一日最高裁判所規則第七号）抄
1 この規則は、裁判所法の一部を改正する法律（平成十六年法律第八号）の施行の日
（平成十六年四月一日）から施行する。



裁判所職員倫理審査会規則

平成12年2月10日最高裁判所規則第 5号

改正 平成16年10月6日最高裁判所規則第 15号

裁判所職員倫理審査会規則を次のように定める。
裁判所職員倫理審査会

（組織）
第一条 裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）において準用する国
家公務員倫理法（平成十一年法律第百二十九号）第十条の規定により設置される裁判所職
員倫理審査会（以下「審－査会Jとしづ。）は、会長及び委員二人をもって組織する。
2 会長及び委員は、非常勤とする。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
（会長及び委員の任命）

第二条 会長及び委員は、人格が高潔であり、職員（裁判所職員臨時措置法において準用
する国家公務員倫理法第二条第一項に規定する職員をしづ。以下同じ。）の職務に係る倫
理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に｜刻する学識経験を有する者
で、あって、かつ、職員としての前日査を有する者についてはその在職期間が二十年を超えな
いもののうちから、最向裁判所が任命する。
（会長及び委員の任期）

第三条会長及び委員の任期は、四年とする。
2 補欠の会長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長及び委員は、再任されることができる。
4 会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるま
で引き続きその職務を行うものとする。
（身分保障）

第四条 会長又は委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その
意に反して罷免されることがない。
一破産手続開始の決定を受けたとき。
二禁鋼以上の刑に処せられたとき。
三 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務
上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
（平一六最裁規一五・一部改正）
（罷免）

第五条 最高裁判所は、会長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その会長
又は委員を罷免しなければならない。
（政治的行為の制限）

第六条 会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に
政治運動をしてはならない。
（会議）

第七条審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長及び少なくとも一人の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をす
ることができない。
3 審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決すると
ころによる。
4 会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第一条第四項に規定する委
員は、会長とみなす。
（庶務）

第八条審査会の庶務は、最高裁判所事務総局において処理する。
（補貝lj)

第九条 この規則及び他の法令に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、最高裁
判所が定める。
附則

（施行期日）
1 この規則は、公布の日から施行する。



附則（平成一六年一O月六日最高裁判所規則第一五号）抄
（施行期日）

第一条 この規則は、破産法（平成十六年法律第七十五号。附則第七条において「新破産
法Jという。）及び破産法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成十六年法律第
七十六号）の施行の日から施行する。



裁判所職員再就職等監視委員会規則

平成20年12月26日最高裁判所規則第 23号

裁判所職員再就職等監視委員会規則を次のように定める。
裁判所職員再就職等監視委員会規則

（組織）
第一条 法（裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）において準用す

る国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）をしづ。第八条において同じ。）第百
六条の五第一項の規定により設置される裁判所職員再就職等監視委員会（以下「委員
会j としづ。）は、委員長及び委員二人をもって組織する。

2 委員長及び委員は、非常勤とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

（委員長及び委員の任命）
第二条 委員長及び委員は、人格が高潔であり、裁判官及び裁判官の秘古官以外の裁判所
職員（以下「職員Jとしづ。）の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることが
でき、法律又は社会にm1する学識経験を有する者で、あって、かつ、職員（非常勤の者を
除く。以下同じ。）としての前歴を有しない者のうちから、 ft立高裁判所が任命する。
（委員長及び委員の任期）

第三条 委員長及び委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の委員長及び委員の任期
は、前任者の残任期間とする。

2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命され
るまで引き続きその職務を行うものとする。
（身分保障）

第四条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、そ
の意に反して罷免されるこ．とがない。

破産手続開始の決定を受けたとき。
二禁銅以上の刑に処せられたとき。
三職員となったとき。
四 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は
職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められ
たとき。

（罷免）
第五条 最高裁判所は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委
員長又は委員を罷免しなければならない。
（政治的行為の制限）

第六条 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的
に政治運動をしてはならない。
（議事）

第七条委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び少なくとも一人の委員の出席がなければ、会議を開き、議決を
することはできない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決する
ところによる。

4 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第一条第四項に規定する
委員は、委員長とみなす。
（再就職等監察官）

第八条 法第百六条の十四第一項の規定により設置される再就職等監察官（次項において
「監察官Jという。）は、非常勤とする。

2 監察官は、職員としての前歴を有しない者のうちから、委員会の議決を経て、最高裁
判所が任命する。
（庶務）

第九条 委員会の庶務は、最高裁判所事務総局において処理する。
（補員lj)



第十条 この規則及び他の法令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、最高裁
判所が定める。

附則
（施行j切日）

1 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百八号）の施
行の日（平成二十年十二月三十一日）から施行する。
（最初に任命される委員長及び委員の任期）

2 この規則の施行後最初に任命される委員会の委員長及び委員の任期は、第三条第一項
本文の規定にかかわらず、三年とする。



裁判所職員退職手当審査会規則

平成21年3月31日最高裁判所規則第三号

裁判所職員退職手当審査会規則を次のように定める。
裁判所職員退職手当審査会規則

（法第十八条第六項において読み替えて準用する同条第一項等の最高裁判所規則
で定める機関）
第一条 国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号。第三条において

「法Jとしづ。）第十八条第六項において読み替えて準用する同条第一項から第
四項までの最高裁判所規則で定める機関は、裁判所職員退職手当審査会（以下
「審査会Jとしづ。）とする。
（設置）

第二条最高裁判所に、審査会を置く。
（所掌事務）

第三条 審査会は、法第十八条第六項において読み替えて準用する同条第一項から
第四項まで及び第一条の規定により審査会に属させられた事項を処理する。
（職権の行使）

第四条審査会の会長及び委員は、独立してその職権を行う。
（組織）

第五条審査会は、会長及び委員二人をもって組織する。
2 会長及び委員は、非常勤とする。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

（会長及び委員の任命）
第六条 会長及び委員は、学識経験のある者のうちから、最高裁判所が任命する。

（会長及び委員の任期）
第七条会長及び委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の会長及び委員の任期

は、前任者の残任期間とする。
2 会長及び委員は、再任されることができる。
3 会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命さ

れるまで引き続きその職務を行うものとする。
（身分保障）

第八条 会長及び委員は、次の各号のし、ずれかに該当する場合を除いては、在任
中、その意に反して罷免されることがない。
一破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁鋼以上の刑に処せられたとき。
三 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、

又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると
認められたとき。

（槌免）
第九条 最高裁判所は、会長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、そ

の会長又は委員を罷免しなければならない。
（政治的行為の制限）

第十条 会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積
極的に政治運動をしてはならない。
（議事）

第十一条審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長及び少なくとも一人の委員の出席がなければ、会議を聞き、議

決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。
4 会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第五条第四項に規定

する委員は、会長とみなす。
（庶務）

第十二条 審査会の庶務は、最高裁判所事務総局において処理する。



（補則）
第十三条 この規則及び他の法令に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項

は、最高裁判所が定める。
附則

（施行期日）
1 この規則は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成二十年法律
第九十五号）の施行の日（平成二十一年四月一日）から施行する。
（最初に任命される会長及び委員の任期）

2 この規則の施行後最初に任命される審査会の会長及び委員の任期は、第七条第
一項本文の規定にかかわらず、三年とする。



最高裁判所事務総局規則

昭和22年12月1日最高裁判所規則第 10号

改正 昭和23年10月13日最高裁判所規則第 24号
昭和23年12月28日最高裁判所規則第40号
昭和24年7月1日最高裁判所規則第 17号
昭和25年1月17日最高裁判所規則第 2号
昭和25年5月1日最高裁判所規則第 13号
昭和26年3月31日最高裁判所規則第2号
昭和27年4月23日最高裁判所規則第9号
昭和28年3月30日最高裁判所規則第6号
昭和38年4月22日最・高裁判所規則第4号
昭和43年4月20日最高裁判所規則第2号
昭平IJ50年4月7日最高裁判所規則第 2号
昭和56年3月18日最高裁判所規則第 1号

最高裁判所事務局規則を次のように定める。
最高裁判所事務総局規則（昭二三最裁規四0・改称）
第一条 最高裁判所事務総局に最高裁判所が定める員数の職員を置く。
（昭二七最裁規九・全改、昭五六最裁規一・一部改正）

第二条 最高裁判所事務総局にその事務を分掌させるため、局及び諜を置く。
② 局にその事務を分掌させるため、課（以下「局の課j としづ。）及び室を置くことが
できる。
（昭二三最裁規四0・H自二八最裁規六・ 11g三八最裁規四・昭四三最裁規二・一部改正）

第三条 最高裁判所事務総局に事務次長一人を置き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
② 事務次長は、事務総長を助け、事務総局の事務を整理し、各局課の事務を監督する。
（昭二三最裁規四0・ug二六最裁規二・一部改正）

第三条の二 最高裁判所事務総局に審議官を置き、裁判所事務官をもって充てる。
② 審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参
画し、関係事務を総指絵理する。
（昭五O最裁規二・迫力II)

第三条の三 最高裁判所事務総局に家庭審議官を置き、裁判所技官をもって充てる。
② 家庭審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち家庭裁判所制度に関する重
要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
（昭五六最裁規一・追加I)

第四条 局及び諜に局長又は課長を置き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
② 局長及び課長は、上司の命を受けて、その局又は課の事務を掌理する。
（昭二三最裁規四0・ug二六最裁規二・昭四三最裁規二・一部改正）

第五条 局の課及び室に課長（以下「局の課長Jとしづ。）又は室長を置き、裁判所事務
官又は裁判所技官を以てこれに充てる。
② 局の課長及び室長は、上司の命を受けて、その課又は室の事務を掌理する。
（昭四三最裁規二・全改）

第六条 局に局の課又は室の所掌に属しない事務を所掌する職で局の課長に準ずるものを
置くことができる。
② 前項の職は、裁判所事務官又は裁判所技官を以てこれに充てる。
（昭四三最裁規二・迫力II)

第六条の二 局及び釈に参事官を置くことができる。
② 参事官は、裁判所事務官又は裁判所技官をもって充てる。
③ 参事官は、上司の命を受けて、その局又は課の事務のうち重要な事－項の企画及び立案
に参画する。
（昭五O最裁規二・追加）

第七条 局及び課に局付又は課付を置くことができる。
② 局付及び課付は、裁判所事務官を以てこれに充て、上司の命を受けて、その局又は課
の事務を掌る。
（昭三八最裁規四・全改、昭四三最裁規二・旧第六条繰下・一部改正）



附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。

附則（昭和二三年一O月一三日最高裁判所規則第二四号）
この規則は、公布の日から、これを施行する。

附則（昭和二三年一二月二八日最高裁判所規則第四O号）
この規則は、昭和二十四年一月一日から施行する。

附員lj （昭和二四年七月一日；最高裁判所規則第一七号）
この規則は、公布の日から、これを施行する。

附則（昭和二五年一月一七日最高裁判所規則第二号）
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年一月一日から適用する。

附則（昭和二五年五月一日最高裁判所規則第一三号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和二六年三月三一日最高裁判所規則第二号）
この規則は、昭和二十六年四月一日から施行する。

附則（昭和二七年四月二三日最高裁判所規則第九号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和二八年三月三O日最高裁判所規則第六号）
この規則は、昭和二十八年四月一日から施行する。

附則（昭和三八年四月二二日最高裁判所規則第四号）
この規則は、昭和三十八年五月一日から施行する。

附則（昭和四三年四月二OH最高裁判所規則第二号）
この規則は、昭和四十三年五月一日から施行する。

附則（昭和五O年四月七日；最高裁判所規則第二号）
この規則は、昭和五十年四月十日から施行する。

附則（昭和五六年三月一八日最・高裁判所規則第一号）
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。



司法研修所規則

昭和22年12月1日最高裁判所規則第 11号

改正 昭和23年10月13日最高裁判所規則第 25号
昭和24年7月1日最高裁判所規則第 15号
ug和25年5月1日最高裁判所規則第 13号
ng和26年3月31日最高裁判所規則第2号
昭和27年4月23日最高裁判所規則第9号
昭和40年12月25日最高裁判所規則第 14号
昭和47年5月30日最高裁判所規則第4号
昭和56年3月18日最高裁判所規則第 1号

司法研修所規則を次のように定める。
司法研修所規則
第一条 司法研修所に最高裁判所が定める員数の職員を置く。
（昭二七最裁規九・全改、昭五六最裁規一・一部改正）

第二条 最高裁判所は、必要があると認めるときは、裁判官、検察官、弁護士又は学識経
験のある者に司法研修所教官の事務の一部を嘱託する。
（昭四O最裁規一四・｜日第三条繰上）

第三条 司法研修所の庶務を掌らせるため、司法研修所に事務局を置く。
② 司法研修所に事務局長及び事務局次長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が
補する。
③ 司法研修所事務局長は、司法研修所長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、事務局
の職員を指揮監倍する。
④ 司法研修所事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
⑤ 司法研修所事務局にその事務を分掌させるため、課を間き、各課に課長を置く。
⑥ 課長は、裁判所事務官を以て充て、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。
（昭二四最裁規一五・迫力日、昭二六最裁規二・一部改正、日百四O最裁規一四・旧第三条の

二繰上、昭四七最裁規匹l・一部改正）
第四条 最高裁判所は、必要があると認めるときは、司法研修所の支部を設ける。

附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。

附則（昭和二三年一O月一三日最高裁判所規則第二五号）
この規則は、公布の日から、これを施行する。

附則（昭和二四年七月一日最高裁判所規則第一五号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和二五年五月一日最高裁判所規則第一三号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和二六年三月三一日最高裁判所規則第二号）
この規則は、昭和二六年四月一日から施行する。

附則（昭和二七年四月二三日；最高裁判所規則第九号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和問O年一二月二五日最高裁判所規則第一四号）抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附員lj （昭和四七年五月三O日最高裁判所規則第四号）

この規則は、昭和凶十七年六月一日から施行する。
附則（昭和五六年三月一八日最－高裁判所規則第一号）

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。



裁判所職員総合研修所規則

平成16年3月31日最高裁判所規則第6号

裁判所職員総合研修所規則を次のように定める。
裁判所職員総合研修所規則
（裁判所職員総合研修所の任務）

第一条裁判所職員総合研修所においては、裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁
判官以外の裁判所の職員の研究及び修養のため、その執務に必要な理論及び実務の研究及
び修得並びに人格識見の向上に係る指導を行うものとする。
（職員）

第二条裁判所職員総合研修所に最高裁判所が定める員数の職員を置く。
（教官の事務の一部を行う者）

第三条 最高裁判所は、必要があると認めるときは、裁判官、裁判所書記官、家庭裁判所
調査官、裁判所速記官、裁判所事務官又は学識経験のある者に裁判所職員総合研修所教官
の事務の一部を委嘱することができる。
（事務局）

第四条裁判所職員総合研修所に、その庶務をつかさどらせるため、事務局を置く。
2 裁判所職員総合研修所の事務局に、その事務を分掌させるため、課を置く。
（事務局長等）

第五条裁判所職員総合研修所に事務局長及び事務局次長を置き、裁判所事務官の中か
ら、最高裁判所が補する。
2 裁判所職員総合研修所の事務局長は、裁判所！隊員総合研修所長の監督を受けて、事務
局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監倍する。
3 裁判所職員総合研修所のi事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
（課長）

第六条裁判所職員総合研修所の事務局の各課に課長を置き、裁判所事務官をもって充て
る。
2 課長は、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。
（細則）

第七条 裁判所l隊員総合研修所における研究及び修養に関する事項の細目は、最高裁判所
が別に定める。

附則
1 この規則は、裁判所法の一部を改正する法律（平成十六年法律第八号）の施行の日
（平成十六年四月一日）から施行する。
2 裁判所書記官研修所規則（昭和二十五年最高裁判所規則第二十二号）及び家庭裁判所
調査官研修所規則（昭和三十二年最高裁判所規則第五号）は、廃止する。

｜添付ファイル 1 閣陣判所職員総合研修所規則 itd



最高裁判所図書館規則

昭和28年3月3日最高裁判所規則第2号

改正 昭和34年6月30日最高裁判所規則第9号
昭和56年3月18日最高裁判所規則第 1号

最高裁判所図書館規則の全部を改正する規則を次のように定める。
最高裁判所図書館規則の全部を改正する規則
最高裁判所図書館規則（昭和二十四年最高裁判所規則第十六号）の全部を改正する。

第一条最高裁判所図書館に最高裁判所が定める員数の職員を置く。
（昭五六最裁規一・一部改正）

第二条 最高裁判所図書館に副館長一人を置き、裁判所事務官をもってこれに充てる。
2 li¥IJ館長は、最高裁判所図書館長を助け、最高裁判所図書館の事務を整理し、最高裁判
所図書館の職員を監督する。
第三条 最高裁判所図書館の事務を分掌させるため、最高裁判所図書館に課を置く。
2 各課に課長を置き、裁判所事務官をもってこれに充てる。
3 課長は、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。
（昭三四最裁規九・追加）

附則
この規則は、昭和二十八年三月五日から施行する。

附則（昭和三四年六月三O日最高裁判所規則第九号）
この規則は、昭和三十四年七月一日から施行する。

附則（昭和五六年三月一八日最高裁判所規則第一号）
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。



高等裁判所支部設置規則

昭和23年2月20日最高裁判所規則第 1号

改正 昭和23年5月10日最高裁判所規則第5号
昭和23年8月31日最高裁判所規則第 18号
昭和23年9月18日最高裁判所規則第 19号
昭和24年3月5日最高裁判所規則第4号
昭和26年5月15日最高裁判所規則第5号
昭和46年6月28日；最高裁判所規則第 10号
flB和47年5月2日；最高裁判所規則第2号
平成17年2月14日最高裁判所規則第 7号

高等裁判所支部設置規則を次のように定める。
高等裁判所支部設置規則
第一条別表のとおり高等裁判所の支部を設ける。
② 支部においては、その所在地を管轄する高等裁判所の権限に属する事項のうち、裁判
所法（昭和l二十二年法律第五十九号）第十六条第三号及び第四号に掲げるものを除く事項
に関する事務を取り扱う。
（昭二六段裁規五・全改、平一七最裁規七・旧本則一部改正）

第二条 知的財産出j等裁判所設置法（平成十六年法律第百十九号）第二条の規定により設
置される知的財産高等裁判所は、これを東京都に置く。
（平一七最裁規七・迫力日）

附則
この規則は、 11g和二十三年三月一日から、これを施行する。

附則（昭和l二三年五月－o日最高裁判所規則第五号）
この規則は、 11g和二十三年五月十五日から、これを施行する。

附則（昭和二三年八月三－ ~I 最高裁判所規則第一八号）
この規則は、 11g和二十三年九月一日から、これを施行する。

附則（昭和二三年九月一八日最高裁判所規則第一九号）
この規則は、 11g和二十三年十月一日から、これを施行する。

附則（昭和二四年三月五日最高裁判所規則第四号）
この規則は、昭和二十四年三月十日から施行する。

附則（昭和二六年五月一五日最高裁判所規則第五号）
1 この規則は、 11g和二十六年六月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に名古屋高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所、仙台高
等裁判所及び札幌高等裁判所において取扱中の事項に関する事務は、当該高等裁判所にお
いて取り扱う。
附則（昭和四六年六月二八日最高裁判所規則第一O号）

この規則は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附則（昭和四七年五月二日最高裁判所規則第二号）抄
（施行期日）
1 この規則は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律（昭和四十六年法律第百
三十号）の施行の日から施行する。
（施行の日＝llH和四七年五月一五日）
（経過措置）
2 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律（昭和四十六年法律第百二十九号。以下
「法Jとしづ。）第四章の規定に基づいて福岡高等裁判所が承継した事件は、福岡高等裁

判所那覇支部において取り扱う。
附則（平成一七年二月一四日最高裁判所規則第七号）

この規則は、知的財産高等裁判所設置法（平成十六年法律第百十九号）の施行の日（平
．成十七年四月一日）から施行する。

（別表） （昭二三段裁規五・ llB二三最裁規一八・昭二三最裁規一九・ nB二四故裁規四・昭
四六最載規一0・昭四七最裁規二・一部改正）



名称 所在地

名古屋高等裁判所金沢支部 金沢市

広島高等裁判所岡山支部 岡山市

広島高等裁判所松江支部 松江市

福岡高等裁判所宮崎支部 宮崎市

福岡高等裁判所那覇支部 那覇市

仙台高等裁判所秋田支部 秋田市



地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則

昭和22年12月20日最高裁判所規則第 14号

改正 昭和23年12月24日最高裁判所規則第 37号
昭和24年7月1日最高裁判所規則第 14号
昭和24年8月4日最高裁判所規則第21号
昭和24年10月7日最高裁判所規則第 27号
昭和25年3月31日最高裁判所規則第8号
昭和25年8月15日最高裁判所規則第 24号
llB和26年5月15日最高裁判所規則第6号
昭和27年6月12日最高裁判所規則第 13号
昭和28年3月3日最高裁判所規則第 3号
昭和28年4月23日最高裁判所規則第 7号
昭和28年9月4日；最高裁判所規則第 14号
昭和29年4月24日最高裁判所規則第 1号
昭和29年7月23日；最高裁判所規則第 13号
昭和30年7月8日最高裁判所規則第4号
11g和31年4月30日最高裁判所規則第5号
昭和31年6月20日最高裁判所規則第9号
昭和31年7月4日最高裁判所規則第 10号
昭和32年4月5日最高裁判所規則第2号
昭和32年4月18日最高裁判所規則第 3号
ug和32年12月9日；最高裁判所規則第 24号
昭和33年4月28日最高裁判所規則第2号
昭和33年12月5日最高裁判所規則第8号
昭和34年3月7日最高裁判所規則第 2号
昭和35年4月26日最高裁判所規則第 5号
昭和36年7月12日最高裁判所規則第8号
昭和37年3月1日最高裁判所規則第 1号
昭和37年3月29日最－高裁判所規則第2号
昭和37年9月29日最高裁判所規則第5号
昭和38年5月24日最高裁判所規則第6号
昭和42年3月1日最高裁判所規則第3号
昭和42年7月21日最高裁判所規則第 8号
昭和44年4月1日最高裁判所規則第4号
昭和46年6月10日最高裁判所規則第4号
昭和47年5月2日最高裁判所規則第2号
昭和47年7月18日；最高裁判所規則第 7号
昭和54年4月5日最高裁判所規則第2号
昭和62年12月1日最高裁判所規則第5号
平成元年12月28日最高裁判所規則第5号
平成3年11月1日最高裁判所規則第4号
平成8年1月31日最高裁判所規則第 1号
平成13年4月19日最高裁判所規則第4号
平成15年4月16日最高裁判所規則第 12号
平成16年10月29日最高裁判所規則第 18号
平成17年3月19日最高裁判所規則第 8号
平成21年1月16日最高裁判所規則第 1号

地方裁判所支部設置規則を次のように定める。
地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則
（昭二三最裁規三七・改称）

第一条 別表の所在地欄の地に地方裁判所の支部を設け、その名称及び管轄区域を同表の
とおり定める。
地方裁判所の支部においては、上訴事件及び行政事件訴訟に係る事件に関する事務を除

いて、地方裁判所の権限に属する事務を取り扱う。



（昭二三最裁規三七・ 11g二八最裁規三・昭二九最裁規一三・ 11g三七最裁規五・平元最裁規
五・一部改正）
第二条 別表の所在地欄の地に家庭裁判所の支部を設け、その名称及び管轄区域を同表の
とおり定める。
家庭裁判所の支部においては、家庭裁判所の権限に属する事務を取り扱う。
（昭二三最裁規三七・全改、昭二八最裁規三・昭三一最裁規九・平元最裁規五・一部改

正）
第三条 地方裁判所は、当該地方裁判所の支部において取り扱う事務の一部を、当該地方
裁判所において取り扱い、メは当該地方裁判所の他の支部に取り扱わせることができる。
前項の規定は、家庭裁判所について準用する。
（平元最裁規五・迫力n)

附則
この規則は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
この規則施行の際現に裁判所法施行令第七条の規定により設けたものとされた地方裁判

所の支部（以下旧支部としづ。）において取扱中の事件に関する事務は、別段の定のある
場合を除いて、当該旧支部の所在地に設けられる地方裁判所の支部において、これを取り
扱う。但し、福島地方裁判所白河支部又は松山地方裁判所大洲支部において取扱中の事件
に関する事務は、一人の裁判官で取り扱うことができるものを除いて、福島地方裁判所郡
山支部又は松，，，地方裁判所において、それぞれこれを取り扱う。

この規則施行の際現に岐阜地方裁判所御詩支部、松江地方裁判所大森支部又は旭川地方
裁判所増毛支部において取扱中の事件に関する事務は、岐阜地方裁判所多治見支部、松江
地方裁判所浜田支部又は旭川地方裁判所留萌支部において、それぞれこれを取扱う。
家事審判法施行法の規定により、家事審判所に係属したものとみなされる事件に関する

事務は、当該事件を取扱r-1:1の地方裁判所又は地方裁判所の支部の所在地に設けられる家事
審判所において、これを取り扱う。但し、岐阜地方裁判所御昂支部、松江地方裁判所大森
支部又は旭川地方裁判所別毛支部において取扱中の事件に関する事務は、多治見家事審判
所、浜田家事審判所又は儲繭家事審判所において、それぞれこれを取り扱う。
附則（昭和二三年一二月二1l111=1m・i向裁判所規則第三七号）

この規則は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。
この規則施行の際現に岐阜地方裁判所多治見支部又は福島地方裁判所郡山支部において

取扱中の事件に関する事務は、当該支部において、これを取り扱う。
裁判所法の一部を改正する等の法律（昭和二十三年法律第二百六十号）附則第十四条第

一項の規定により家庭裁判所に係属したものとみなされる事件に関する事務で、この規則
施行の際現に地方裁判所の支部の所在地に設けられた家事審判所において取扱中のもの
は、その所在地に設けられる家庭裁判所の支部において、これを取り扱う。

附則（昭和二四年七月一日最高裁判所規則第一四号）
1 この規則は、 ng和二十四年七月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に山形地方裁判所、広島地方裁判所尾道支部、山形家庭裁判所又
は広島家庭裁判所尾道支部において取扱中の事件に関する事務は、当該裁判所において取
り扱う。
附則（昭和二四年八月四日最高裁判所規則第二一号）
1 この規則は、 11g和二十四年八月五日から施行する。
2 この規則施行の｜燦現に千葉地方裁判所又は千葉家庭裁判所において取扱中の事件に関
する事務は、当該裁判所において取り扱う。
附則（昭和二四年一O月七日最高裁判所規則第二七号）
1 この規則は、昭和二十四年十月十五日から施行する。
2 この規則施行の際現に前矯地方裁判所太田支部、広島地方裁判所尾道支部、福岡地方
裁判所柳河支部、札幌地方裁判所及び高松地方裁判所又は前橋家庭裁判所太田支部、広島
家庭裁判所尾道支部、福岡家庭裁判所柳川支部、札幌家庭裁判所及び高松家庭裁判所にお
いて取扱中の事件に関する事務は、当該裁判所又は当該支部において取り扱う。
附員lj （昭和二五年三月三一日最高裁判所規則第八号）
1 この規則は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に千葉地方裁判所松戸支部及び千葉家庭裁判所松戸支部において
取扱中の事件に関する事務は、当該支部において取り扱う。
附員lj （昭和二五年八月一五日最－高裁判所規則第二四号）



1 この規則は、昭和二十五年十月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に長野地方裁判所松本支部、神戸地方裁判所、神戸地方裁判所伊
丹支部、名古屋地方裁判所、津地方裁判所、岐阜地方裁判所、佐賀地方裁判所及び旭川｜地
方裁判所名寄支部並びに長野家庭裁判所松本支部、神戸家庭裁判所、 t1t1戸家庭裁判所伊丹
支部、名古屋家庭裁判所、律家庭裁判所、岐阜家庭裁判所、佐賀家庭裁判所及び旭川家庭
裁判所名寄支部において取級中の事件に関する事務は、当該裁判所又は当該支部において
取り扱う。
附則（昭和二六年五月一五日最高裁判所規則第六号）

この規則は、昭和二十六年六月一日から施行する。
附則（昭和二七年六月一二日最高裁判所規則第一三号）

この規則は、昭和二十七年七月一日から施行する。
附員lj （昭和二八年三月三日最高裁判所規則第三号）
1 この規則は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に新潟家庭裁判所、和歌山家庭裁判所田辺文部、津家庭裁判所、
福井家庭裁判所、岡山家庭裁判所、長崎家庭裁判所、熊本家庭裁判所、宮崎家庭裁判所、
福島家庭裁判所、盛岡家庭裁判所、創｜｜路家庭裁判所網走支部、徳島家庭裁判所及び高知家
庭裁判所において取扱中の事件に関する事務は、当該家庭裁判所又は当該支部において取
り扱う。
附則（昭和二八年四月二三日最高裁判所規則第七号）

この規則は、昭和二十八年六月一日から施行する。
附則（昭和二八年九月四H最高裁判所規則第一四号）
1 この規則は、昭和二十八年十月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に水戸地方裁判所、奈良地方裁判所、岡山地方裁判所玉島支部及
び宮崎地方裁判所並びに水戸家庭裁判所、奈良家庭裁判所、岡山家庭裁判所玉島支部及び
宮崎家庭裁判所において取扱中の事件に関する事務は、当該裁判所又は当該支部において
取扱う。
附則（昭和二九年間月二四日；最高裁判所規則第一号）抄
1 この規則は、 11g和二十九年五月一日から施行する。
3 この規則により設置される地方裁判所及び家庭裁判所の支部は、その名称を同じくす
る従前の地方裁判所及び家庭裁判所の支部と同ーのものとみなす。
附則（昭和二九年七月二三日段高裁判所規則第一三号）
1 この規則は、 H百和二十九年八月一日から施行する。
2 この規則の施行前に地方裁判所の支部に訴の提起があった事件については、第一条の
改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則；施行の際現に旭川家庭裁判所において取扱中の事件に関する事務は、旭川家
庭裁判所において取り扱う。
附員lj （昭和三O年七月八日最高裁判所規則第四号）
1 この規則は、昭和三十年八月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に従前の管轄裁判所又は管轄支部において取扱中の事件に関する
事務は、当該裁判所又は当該支部において取り扱う。
附則（昭和三一年四月三O日；最高裁判所規則第五号）

この規則は、昭和三十一年五月一日から施行する。
附則（昭和三一年六月二O日最高裁判所規則第九号）
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、新たに家庭裁判所乙号支部において取り扱うこととなった事件に
関する事務で、現に家庭裁判所又はその甲号支部において取扱中のものは、当該裁判所又
は当該支部において取り扱う。
附員lj（昭和三一年七月四日最高裁判所規則第一O号）
1 この規則は、 11g和三十一年九月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に宇都宮地方裁判所栃木支部及び札幌地方裁判所又は宇都宮家庭
裁判所栃木支部及び札幌家庭裁判所において取扱中の事件に関する事務は、当該裁判所又
は当該支部において取り扱う。
附貝lj （昭和三二年四月五日最高裁判所規則第二号）
1 この規則は、昭和三十二年五月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に神戸地方裁判所及び神戸家庭裁判所において取扱中の事件に関
する事務は、当該裁判所において取り扱う。
附則（昭和三二年四月一八日最高裁判所規則第三号）



この規則は、昭和三十二年五月一日から施行する。
附則（昭和三二年一二月九日最高裁判所規則第二四号）
1 この規則は、昭和三十三年一月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に浦和地方裁判所、前橋地方裁判所、山口地方裁判所船木支部、
宮崎地方裁判所及び札幌地方裁判所岩見沢支部並びに浦和家庭裁判所、前橋家庭裁判所、
山口家庭裁判所船木支部、宮崎家庭裁判所及び札幌家庭裁判所岩見沢支部において取扱中
の事件に関する事務は、当該裁判所又は当該支部において取り扱う。
附則（昭和三三年四月二八日最高裁判所規則第二号）

この規則は、昭和三十三年五月一日から施行する。
附則（昭和三三年一二月五日最高裁判所規則第八号）
1 この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に山口地方裁判所岩国支部及び青森地方裁判所八戸支部並びに山
口家庭裁判所岩国支部及び青森家庭裁判所八戸支部において取扱中の事件に関する事務
は、当該支部において取り扱う。
附則（昭和三四年三月七日最高裁判所規則第二号）
1 この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に横浜地方裁判所及び横浜家庭裁判所において取扱中の事件に関
する事務は、当該裁判所において取り扱う。
附員IJ （昭和三五年四月二六日最高裁判所規則第五号）

この規則は、昭和三十五年六月一日から施行する。
附則（昭和三六年七月一二日最高裁判所規則第八号）
1 この規則は、昭和三十六年八月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に長野家庭裁判所飯田支部において取扱中の事件に関する事務
は、同支部において取り扱う。
附貝IJ （昭和三七年三月一日最高裁判所規則第一号）
1 この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に甲府家庭裁判所において取扱中の事件に関する事務は、同裁判
所において取り扱う。
附員IJ （昭和三七年三月二九日最高裁判所規則第二号）

この規則は、昭和三十七年五月一日から施行する。
附則（昭和三七年九月二九日；最高裁判所規則第五号）
1 この規則は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この規則（第一条を除く。）による改正後の規定は、この規則の施行前に生じた事項
にも適用する。ただし、この規則による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
附則（昭和三八年五月二四日最高裁判所規則第六号）

この規則は、昭和三十八年六月一日から施行する。
附則（昭和四二年三月一日最高裁判所規則第三号）
1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に横浜地方裁判所及び横浜家庭裁判所において取扱中の事件に関
する事務は、当該裁判所において取り扱う。
附則（昭和四二年七月二一日最高裁判所規則第八号）

この規則は、昭和四十二年七月二十八日から施行する。
附則（昭和四四年四月一日最高裁判所規則第四号）

この規則は、昭和四十四年四月二十三日から施行する。
附則（昭和四六年六月一O日最高裁判所規則第四号）

この規則は、公布の日から施行する。
附則（昭和四七年五月二日最高裁判所規則第二号）
（施行期日）
1 この規則は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律（昭和四十六年法律第百
三卜号）の施行の日から施行する。
（施行の日＝昭和四七年五月一五日）
2 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律（昭和四十六年法律第百二十九号。以下
「法Jとしづ。）第四章の規定に基づいて福岡高等裁判所が承継した事件は、福岡高等裁

判所那覇支部において取り扱う。
3 法第四章の規定に基づいて那覇地方裁判所が承継した事件で、琉球政府の地方裁判所
の支部又は那覇簡易裁判所以外の簡易裁判所が取り扱っていたものは、当該支部の所在地
を管轄区域に含む那覇地方裁判所の支部又は当該簡易裁判所の所在地を管轄区域に含む那



覇地方裁判所の支部において取り扱う。
4 法第四章の規定に基づいて那覇家庭裁判所が承継した事件で、琉球政府の家庭裁判所
の支部が取り扱っていたものは、当該支部の所在地を管轄区域に含む那制家庭裁判所の支
部において取り扱う。
附員lj （昭和四七年七月一八日；最高裁判所規則第七号）
1 この規則は、 11{1和四十七年九月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に山口家庭裁判所船木支部において取扱中の事件に関する事務は
山口家庭裁判所船木出張所において取り扱い、岡山家庭裁判所玉島支部において取扱中の
事件に関する事務は、岡山家庭裁判所玉島出張所において取り扱う。
附則（昭和五四年四月五日最高裁判所規則第二号）

この規則は、 llB和五十四年四月十日から施行する。
附則（昭和六二年一二月一日最日裁判所規則第五号）
1 この規則は、 ug和六十三年五月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に従前の管轄裁判所又は管轄支部において取扱中の事件に関する
事務は、当該裁判所文は当該支部において取り扱う。
附則（平成元年一二月二八日最高裁判所規則第五号）
（施行期日）
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、
同日後の日で、あって別に最高裁判所規則で定める日から施行する。
（札幌地方裁判所苫小牧支部及び札幌家庭裁判所苫小牧支部にIMJする部分は、平成五年最

高裁判所規則第一号により、平成五年四月一日から施行）
（横浜地方裁判所相模原支部及び横浜家庭裁判所相模原支部に関する部分は、平成六年最

高裁判所規則第一号により、平成六年四月一日から施行）
（支部の廃止に伴う経過始直）
2 第一条の規定の施行の際現にこの規則により廃止される地）j裁判所の支部において取
扱中の事件に関する事務は、この規則により当該支部の管轄区域を管轄することとなる地
方裁判所又は地方裁判所の支部において取り扱う。
3 前項の規定は、この規則により廃止される家庭裁判所の支部において取扱中の事件に
関する事務について準用する。
（支部の新設に伴う経過措置）
4 第二条の規定の施行の際現に横浜地方裁判所及び札幌地方裁判所室IMi支部並びに横浜
家庭裁判所及び札幌家庭裁判所室蘭支部において取扱中の事件に関する事務は、当該裁判
所文は当該支部において取り扱う。
（出張所の廃止に伴う経過措世）
5 第二条及び第四条の規定の施行の際現にこの規則により廃止される家庭裁判所の出張
所において取扱中の事件に関する事務は、この規則により当該出張所の符轄区域を管轄す
ることとなる家庭裁判所の支部において取り扱う。
附則（平成三年一一月一日最高裁判所規則第四号）

この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附則（平成八年一月三一日最高裁判所規則第一号）

この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則（平成一三年四月一九日最高裁判所規則第四号）

この規則は、平成十三年五月一日から施行する。
附則（平成一五年四月一六日最高裁判所規則第一二号）

この規則は、平成十五年四月二十一日から施行する。
附員lj （平成一六年一O月二九日最高裁判所規則第一八号）

この規則は，平成十六年十一月一日から施行する。
附則（平成一七年三月一九日最高裁判所規則第八号）

この規則は、平成十七年三月二十一日から施行する。
附則（平成二一年一月一六日最高裁判所規則第一号）抄
（施行期日・）
1 この規則は、平成二十一年四月二十日から施行する。



別表（平元最裁規五・全改、平三最裁規四・平八最裁規一・一部改正、平一三最裁規四・
一部改正、平一六最裁規一八・一部改正、平一七最裁規八・一部改正、平二一最裁規一・
一部改正）

地方裁判所又は家庭裁判所の支 所在地 管轄区域
部の名称、

東尽地方裁判所立川支部 東尽都立川市 立川簡易裁判所管轄区域
東京家庭裁判所立川支部 八王子簡易裁判所管轄区域

武蔵野簡易裁判所管轄区域
青梅簡易裁判所管轄区域
町田簡易裁判所管轄区域

横浜地方裁判所川崎支部 川崎市 川崎簡易裁判所管轄区域
横浜家庭裁判所川崎支部
横浜地方裁判所相模原支部 相模原市 相模原簡易裁判所管轄区域
横浜家庭裁判所相模原支部
横浜地方裁判所横須賀支部 横須賀市 横須賀簡易裁判所管轄区域
横浜家庭裁判所横須賀支部

横浜地方裁判所小田原支部 小田原市 小田原簡易裁判所管特区域
償浜家庭裁判所小田原支部 平塚簡易裁判所管轄区域

厚木簡易裁判所管轄区域
さいたま地方裁判所越谷支部 越谷市 越谷簡易裁判所管i1r~；区域
さいたま家庭裁判所越谷支部
さいたま地方裁判所川越支部 川越市 川｜越簡易裁判所管轄区域
さいたま家庭裁判所川越支部 飯能簡易裁判所管轄区域

所沢簡易裁判所管轄区域
さいたま地方裁判所熊谷支部 熊谷市 熊谷簡易裁判所管il~I；区域
さいたま家庭裁判所熊谷支部 本庄簡易裁判所管轄区域
さいたま地方裁判所秩父支部 秩父市 秩父簡易裁判所管轄区域
さいたま家庭裁判所秩父支部

千葉地方裁判所所佐佐倉倉支部 佐倉市 佐倉簡易裁判所管轄区域
千葉家庭裁判 支部

千葉地方裁判所一宮支部 千葉県長生郡一宮町 千葉一宮簡易裁判所管轄区域
千葉家庭裁判所一宮支部
千葉地方裁判所松戸支部 松戸市 松戸簡易裁判所管轄区域
千葉家庭裁判所松戸支部

千葉地方裁判所木更津支部 木更津市 木更~It簡易裁判所管轄区域
千葉家庭裁判所木更津支部
千葉地方裁判所館山支部 館山市 館山簡易裁判所管轄区域
千葉家庭裁判所館山支部

千葉地方裁判所八日市場場支支部 八日市場市 八日市場簡易裁判所管轄区域
千葉家庭裁判所八日市 部 銚子簡易裁判所管轄区域

東金簡易裁判所管轄区域
千葉地方裁判所佐原支部 佐原市 佐原簡易裁判所管il~l：区域
千葉家庭裁判所佐原支部

水戸地方裁判所目立支部 目立市 目立簡易裁判所管轄区域
水戸家庭裁判所目立支部

水戸地方裁判所土浦支部 土浦市 土浦簡易裁判所管轄区域
水戸家庭裁判所土浦支部 石岡簡易裁判所管轄区域
水戸地方裁判所飽ヶ崎支部 龍ヶ崎市 龍ヶ崎簡易裁判所管轄区域
水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部 取手簡易裁判所管轄区域
水戸地方裁判所麻生支部 茨城県行方郡麻生町 麻生簡易裁判所管轄区域
水戸家庭裁判所麻生支部
水戸地方裁判所下妻支部 下妻市 下実簡易裁判所管轄区域
水戸家庭裁判所下妻支部 下館簡易裁判所管轄区域

古河簡易裁判所管轄区域
宇都宮地方裁判所真岡支部 真岡市 真岡簡易裁判所管轄区域
宇都宮家庭裁判所真岡支部

宇都宮地方裁判所大田原支部 大田原市 大田原簡易裁判所管轄区域
宇都宮家庭裁判所大田原支部
宇都宮地方裁判所栃木支部 栃木市 栃木簡易裁判所管轄区域
宇都宮家庭裁判所栃木支部 小山簡易裁判所管轄区域
宇都宮地方裁判所足利支部 足利市 足利簡易裁判所管轄区域



宇都宮家庭裁判所足利支部

前橋地方裁判所沼田支部 沼田市 沼田簡易裁判所管轄区域
前橋家庭裁判所沼田支部

前橋地方裁判所太田支部 太田市 太田簡易裁判所管轄区域
前橋家庭裁判所太田支部 館林簡易裁判所管轄区域

前橋地方裁判所桐生文部 桐生市 桐生簡易裁判所管轄区域
前橋家庭裁判所桐生支部

前橋地方裁判所尚附文部 高崎市 前崎簡易裁判所管轄区域
前橋家庭裁判所高崎支部 藤岡簡易裁判所管轄区域

群馬富岡簡易裁判所管轄区域

静岡地方裁判所沼沖文部 沼津市 沼津簡易裁判所管轄区域
静岡家庭裁判所沼津支部 熱海簡易裁判所管轄区域

三島簡易裁判所管轄区域

静岡地家庭方裁判所日士文部 'M・士市 富士簡易裁判所管轄区域
静岡 裁判所富士支部

静岡地方裁判所下回支文部 下回市 下回簡易裁判所管帖区域
静岡家庭裁判所下回 部

静岡地方裁判所浜松支部 浜松市 浜松簡易裁判所：＇Q;I路区域

静岡家庭裁判所浜松支部

静岡地方裁判所掛川支部 掛川市 掛川｜簡易裁判所符帖区域
静岡家庭裁判所掛川｜支部

甲府地方裁判所都留文部 都留市 都留簡易裁判所管轄区域
甲府家庭裁判所都留支部 富士吉田簡易裁判所管轄区域

長野地方裁判所I::Ill支部 上岡市 上回簡易裁判所管轄区域
長野家庭裁判所上回支部

長野地方裁判所佐久文氏I) 佐久市 佐久簡易裁判所管轄区域
長野家庭裁判所佐久支部

長野地方裁判所松本文部 松本dT 松本簡易裁判所管特区域
長野家庭裁判所松本支部 木曾福山簡易裁判所管轄区域

大町簡易裁判所管轄区域

長野地方裁判所諏1的支持I) 諏1f}j市 諏訪簡易裁判所管ili,1；区域
長野家庭裁判所諏訪支部 岡谷簡易裁判所管轄区域

長野地方裁判所飯田支店I) 飯田市 飯田簡易裁判所管帖区域
長野家庭裁判所飯田支部
長野地方裁判所伊那文部 伊万I）市 伊那簡易裁判所管轄区域
長野家庭裁判所伊那支部

新潟地方裁判所ニ条文郎 ニ条市 二条簡易裁判所管l結区域
新潟家庭裁判所三条支部

新潟地方裁判所有f発岡支部 新発田市 新発田簡易裁判所管轄区域
新潟家庭裁判所新発問支部 村上簡易裁判所管轄区域

新潟地方裁判所長岡文部 長岡市 長岡簡易裁判所管轄区域
新潟家庭裁判所長岡支部 十日町簡易裁判所管轄区域

柏崎簡易裁判所管轄区域
南魚沼簡易裁判所管轄区域

新潟地方裁判所向田支部 上位市 両国簡易裁判所管轄区域
新潟家庭裁判所高田支部 糸魚川簡易裁判所管轄区域

新潟地方裁判所佐渡支部 佐渡市 佐渡簡易裁判所管轄区域
新潟家庭裁判所佐渡支部

大阪地方裁判所堺支部 堺市 堺簡易裁判所管帖区域
大阪家庭裁判所堺支部 富田林簡易裁判所管轄区域

羽曳野簡易裁判所管轄区域

大阪地方裁判所岸和田文部 岸和田市 岸佐和田簡易裁判所管帖区域
大阪家庭裁判所岸和田支部 野簡易裁判所管轄区域

尽都地方裁判所｜虫l部文部 京都府船井郡園部町 闘部簡易裁判所管轄区域
京都家庭裁判所WI部支部 亀岡簡易裁判所管轄区域
京都地方裁判所官tit文部 宮津市 宮津丹簡易裁判所管轄区域
京都家庭裁判所宮津支部 京後簡易裁判所管轄区域
京都地方裁判所舞的支部 舞鶴市 舞鶴簡易裁判所管轄区域
京都家庭裁判所舞鶴支部

尽都地方裁判所福知l山支支部部 福知山市 福知山簡易裁判所管轄区域
京都家庭裁判所福知山

神戸地方裁判所所伊伊丹支部 伊丹市 伊丹簡易裁判所管特区域
神戸家庭裁判 丹支部



神戸地方裁判所尼崎支部 尼崎市 尼崎簡易裁判所管轄区域

神戸家庭裁判所尼崎支部 西宮簡易裁判所管轄区域

神戸地方裁判所明石支部 明石市 明石簡易裁判所管轄区域

神戸家庭裁判所明石支部

神戸地方裁判所柏原支部 丹波市 柏原簡易裁判所管轄区域

神戸家庭裁判所柏原支部 篠山簡易裁判所管轄区域

神戸地方裁判所姫路支部 姫路市 姫路簡易裁判所作轄区域

神戸家庭裁判所姫路支部 加古川簡易裁判所管轄区域

神戸地方裁判所社支部 兵Jill県加東郡社町 社簡易裁判所付轄区域

神戸家庭裁判所社支部

神戸地方裁判所龍野野支支部部 龍野市 龍野簡易裁判所管轄区域

神戸家庭裁判所龍

神戸地方裁判所盛岡岡支支部 笠岡市 ~岡簡易裁判所管轄区域
神戸家庭裁判所豊 部 浜坂簡易裁判所管轄区域

神戸地方裁判所洲本支部 洲本市 洲本簡易裁判所管轄区域

神戸家庭裁判所洲本支部

奈奈良地方裁判所葛城支部 大和両国d1 葛城簡易裁判所管轄区域
良家庭裁判所葛城支部 宇陀簡易裁判所管轄区域

奈奈良良地方裁判所五保支部 五保I打 五保簡易裁判所管轄区域
家庭裁判所五保支部 吉野簡易裁判所管轄区域

大津地方裁判所彦根文部 彦根市 彦根簡易裁判所管轄区域

大津家庭裁判所彦根支部 東近江簡易裁判所管轄区域

大津地方裁判所長浜支部 長浜市 長浜簡易裁判所管轄区域

大津家庭裁判所長浜支部

和歌山地方裁判所田辺文部 田辺市 田辺簡易裁判所符轄区域
和歌山家庭裁判所田辺支部 串本簡易裁判所管轄区域

和歌山地方裁判所御坊文部 御幼市 御坊簡易裁判所管轄区域

和歌山家庭裁判所御坊支部

和歌山地方裁判所所新新宮支店I~ 新宮市 新宮簡易J<l(j:1J所管轄区域

和歌山家庭裁判 官支部

名古屋地方裁判所一宮支部 一富市 一宮簡易裁判所符轄区域

名古屋家庭裁判所一宮支部 犬山簡易裁判所管轄区域

名古屋地方裁判所半田文部 半岡市 半田簡易裁判所符轄区域
名古屋家庭裁判所半田支部

名古屋地方裁判所問l崎文部 同1!J(ijf!J 岡崎簡易裁判所管結区域

名古屋家庭裁判所岡崎支部 安城簡易裁判所管轄区域
豊田簡易裁判所管轄区域

名古屋地方裁判所盟橋支部 豊橋巾 些橋簡易裁判所信；轄区域

名古屋家庭裁判所豊橋支部 新城簡易裁判所管轄区域

津地方裁判所松阪支部 松阪市 松阪簡易裁判所管轄区域
津家庭裁判所松阪支部

津地方裁判所伊賀支部 伊賀市 伊賀簡易裁判所管轄区域
津家庭裁判所伊賀支部

津地方裁判所四日市文部 四日市市 四日市簡易裁判所管轄区域
津家庭裁判所四日市支部 桑名簡易裁判所管轄区域

津地方裁判所伊伊勢勢支支部 伊勢市 伊勢簡易裁判所管轄区域

津家庭裁判所 部

津地方裁判所熊野野支支部 熊野市 熊野簡易裁判所管轄区域

津家庭裁判所熊 吉I~ 尾鷲簡易裁判所管轄区域

岐阜地方裁判所大垣支部 大垣市 大垣簡易裁判所管轄区域

岐阜家庭裁判所大垣支部

岐阜地方裁判所多治見文部 多治見rt1 多中津治川見簡簡易易裁判所所管管轄轄区域
岐阜家庭裁判所多治見支部 裁判 区域

岐阜地方裁判所御山支部 岐阜県可児郡御嵩町 御自簡易裁判所管轄区域

岐阜家庭裁判所御嵩支部

岐阜地方裁判所前山支部 ,t:j 11! 市 if:j山簡易裁判所管特区域
岐阜家庭裁判所高山支部

福井地方裁判所武生文部 武生市 武生簡易裁判所管轄区域
福井家庭裁判所武生支部

福井地方裁判所敦賀支部 敦賀市 敦賀簡易裁判所管轄区域

福井家庭裁判所敦賀支部 小浜簡易裁判所管轄区域

金沢地方裁判所小松松支支部 小松市 小松簡易裁判所管轄区域
金沢家庭裁判所小 部



金沢地方裁判所七尾支部 七尾市 七尾簡易裁判所管轄区域
金沢家庭裁判所七尾支部

金沢地方裁判所輪島支部 輪島市 輸J：.~簡易裁判所管轄区域
金沢家庭裁判所輪島支部 珠洲簡易裁判所管轄区域

富山地方裁判所魚津支部 魚津市 魚津簡易裁判所管轄区域
富山家庭裁判所魚津支部

富山地方裁判所高岡支部 ,fi'jl品川T I日J岡簡易裁判所管轄区域
富山家庭裁判所高岡支部 砺波簡易裁判所管轄区域

広島地方裁判所呉支部 呉市 呉簡易裁判所管轄区域
広島家庭裁判所呉支部 竹原簡易裁判所管轄区域

広島地方裁判所尾道支部 尾道rlT 尾辺簡易裁判所管轄区域
広島家庭裁判所尾道支部

広島地方裁判所福山支部 福山市 福山簡易裁判所管轄区域
広島家庭裁判所福山支部 府中簡易裁判所管轄区域

広島地方裁判所二次支部 二次市 二次簡易裁判所管轄区域
広島家庭裁判所三次支部 庄原簡易裁判所管轄区域
山口地方裁判所周南支部 周昨I市 周l判簡易裁判所管轄区域
山口家庭裁判所周南支部

山口地方裁判所萩支部 萩I打 萩簡易j批判所管特区域
山口家庭裁判所萩支部 長門簡易裁判所管轄区域

山口地方裁判所岩国支部 岩国市 岩国簡易裁判所管轄区域
山口家庭裁判所岩国支部 柳井簡易裁判所管轄区域

山口地方裁判所下関支部 下関市 下関簡易裁判所管轄区域
山口家庭裁判所下関支部

山口地方裁判所宇部支部 宇剖：市 宇部簡易裁判所管轄区域
山口家庭裁判所宇部支部 船木簡易裁判所管轄区域

岡山地方裁判所所倉倉敷敷支部 '{J敷市 倉敷簡易裁判所管轄区域
岡山家庭裁判 支部 玉島簡易裁判所管轄区域

笠岡簡易裁判所管轄区域

岡山地方裁判所新見支部 新見rli 新見簡易裁判所管特区域
岡山家庭裁判所新見支部

岡山地方裁判所津山支部 tit山r!T ti~山簡易裁判所管轄区域
岡山家庭裁判所津山支部 ！勝山簡易裁判所管轄区域

鳥取地方裁判所倉吉支部 合古市 f't古簡易裁判所管轄区域
鳥取家庭裁判所倉吉支部

鳥取地方裁判所米子支部 米子市 米子fffj~J.批判所管轄区域
鳥取家庭裁判所米子支部

松江地方裁判所出雲支部 出富市 出主簡易裁判所管轄区域
松江家庭裁判所出雲支部
松江地方裁判所浜田支部 浜田市 浜田簡易裁判所管轄区域
松江家庭裁判所浜田支部 川｜本簡易裁判所管轄区域

松江地方裁判所益田支部 益田市 益田簡易裁判所管轄区域
松江家庭裁判所益田支部

松江地方裁判所西郷支部 );b根県隠岐郡隠岐の島町 西郷簡易裁判所管轄区域
松江家庭裁判所西郷支部

福岡地方裁判所飯塚支部 飯塚市 飯塚簡易裁判所管~1f区域
福岡家庭裁判所飯塚支部

福岡地方裁判所直方支部 l立方rtT !11！：方簡易裁判所管轄区域
福岡家庭裁判所直方支部

福岡地方裁判所久留米支部 久留米市 久留米簡易裁判所管轄区域
福岡家庭裁判所久留米支部 うきは簡易裁判所管轄区域

福岡地方裁判所柳川支部 柳川市 相II川間j易裁判所管轄区域
福岡家庭裁判所柳川支部

福岡地方裁判所大牟田支部 大牟田市 大牟田簡易裁判所管轄区域
福岡家庭裁判所大牟田支部
福岡地方裁判所八女支部 八女m 八女簡易裁＊IJ所管轄区域
福岡家庭裁判所八女支部

福岡地方裁判所小、倉倉支支部 北九州市 小合簡易裁判所管轄区域
福岡家庭裁判所1J 部 折尾簡易裁判所管轄区域

福岡地方裁判所行橋支部 行橋rt1 行橋簡易裁判所管轄区域
福岡家庭裁判所行橋支部

福岡家地庭方裁裁判所田川支部 田川市 田川｜簡易裁判所管轄区域
福岡 判所田川支部



佐賀地方裁判所武雄支部 武雄市 武雄簡易裁判所管轄区域
佐賀家庭裁判所武雄支部 鹿島簡易裁判所管轄区域

伊万里簡易裁判所管轄区域
佐賀地方裁判所唐津支部 五年nそm 唐津簡易裁判所管轄区減
佐賀家庭裁判所唐津支部

長崎地方裁判所大村村支支部 大村＂＇ 大村簡易裁判所管轄区域
長崎家庭裁判所大 部 諌早簡易裁判所管轄区域

長崎地方裁判所所島島原原支支部部 品原市 島原簡易裁判所管轄区域
長崎家庭裁判

長崎地方裁判所佐世保保支支部部 佐世保市 佐世保簡易裁判所管轄区域
長崎家庭裁判所佐世

長崎地方裁判所平戸支部 平戸市 平戸簡易裁判所管轄区域
長崎家庭裁判所平戸支部

長崎地方裁判所壱岐支部 壱岐市 壱岐簡易裁判所管轄区域
長崎家庭裁判所壱岐支部

長崎地方裁判所五島支部 五品市 五島簡易裁判所管轄区j或
長崎家庭裁判所五島支部 新上五島簡易裁判所管轄区域

長崎地方裁判所所厳厳原原支支部 対馬市 厳原簡易裁判所管轄区域
長崎家庭裁判 部 上県簡易裁判所管轄区域

大分地方裁判所杵築文部 杵築市 杵築簡易裁判所管轄区域
大分家庭裁判所杵築支部

大分地方裁判所佐伯支部 佐伯市 佐伯簡易裁判所管轄区域
大分家庭裁判所佐伯支部

大分地方裁判所竹田支部 竹田市 竹田簡易裁判所管轄区域
大分家庭裁判所竹田支部

大分地方裁判所中津支部 rj:1tltrli 中沖簡易j批判所管轄区域
大分家庭裁判所中津支部 豊後町田簡易裁判所管i~~~区域
大分地方裁判所日間支部 日岡市 日田簡易裁判所管轄区域
大分家庭裁判所日田支部

熊本地方裁判所玉名支部 玉名rli 玉名簡易裁判所管轄区域
熊本家庭裁判所玉名支部 荒尾簡易裁判所管轄区域

熊本地方裁判所山鹿支部 山鹿市 山鹿簡易裁判所管轄区域
熊本家庭裁判所山鹿支部

熊本地方裁判所阿蘇－支部 阿蘇市 阿森蘇簡簡易裁判所管轄区域
熊本家庭裁判所阿蘇支部 高 易裁判所管轄区域

熊本地方裁判所八代支部 八代市 八代簡易裁判所管轄区域
熊本家庭裁判所八代支部 水俣簡易裁判所管轄区域

熊本地方裁判所人吉支部 人吉市 人吉簡易裁判所管轄区域
熊本家庭裁判所人吉支部

熊本地方裁判所天草支部 本波市 天草間j易裁判所管轄区域
熊本家庭裁判所天草支部 牛深簡易裁判所管轄区域

鹿児μ地方裁判所名瀬文部 名瀬市 名瀬簡易裁判所管轄区域
鹿児島家庭裁判所名瀬支部 徳之島簡易裁判所管轄区域

鹿児向地方裁判所加治木支部 鹿児向県姶良郡加治木町 加治木簡易裁判所管私i；区域
鹿児島家庭裁判所加治木支部 大口簡易裁判所管轄区域

鹿鹿児児島地方裁判所知覧文部 鹿児向県川辺郡知覧町 知覧簡易裁判所管轄区域
島家庭裁判所知覧支部 加世田簡易裁判所管轄区域

指宿簡易裁判所管轄区域

鹿児島地方裁判所川｜内内支支部 隊！草川内市 川内簡易裁判所管轄区域
鹿児島家庭裁判所川 部 出水簡易裁判所管轄区域

島簡易裁判所管轄区域
鹿児向地方裁判所鹿屋支部 鹿屋市 鹿屋簡易裁判所管轄区域
鹿児島家庭裁判所鹿屋支部 大隅簡易裁判所管轄区域

宮崎地方裁判所日南支部 日南市 日雨簡易裁判所管轄区域
宮崎家庭裁判所日南支部
宮崎地方裁判所都城支部 都城市 都城簡易裁判所管轄区域
宮崎家庭裁判所都城支部 小林簡易裁判所管轄区域
宮崎地方裁判所延岡支部 延岡111 延岡簡易裁判所管轄区域
宮崎家庭裁判所延岡支部 日向簡易裁判所管轄区域

高千穂簡易裁判所管轄区域

那覇地方裁判所沖縄縄支文部部 沖縄市 沖縄簡易裁判所管轄区域
那覇家庭裁判所沖

那覇地）j裁判所名護支部 名誠市 名護簡易裁判所管轄区域



那覇家庭裁判所名護支部
那新地方裁判所平良支部 平良市 平良簡易裁判所管轄区域
那覇家庭裁判所平良支部

那端i地方裁判所石垣垣支支部部 石垣市 石垣簡易裁判所管轄区域
那覇家庭裁判所石
仙台地方裁判所大河原支部 宮城県柴田郡大河原町 大河原簡易裁判所管特区域
仙台家庭裁判所大河原支部

仙台地方裁判所古川支部 古川市 古川簡易裁判所管轄区域
仙台家庭裁判所古川｜支部 築館簡易裁判所管轄区域
仙台地方裁判所石巻支部 石巻市 石巻簡易裁判所管轄区域
仙台家庭裁判所石巻支部

仙台地方裁判所登米支部 宮城県登米郡登米町 登米簡易裁判所管轄区域
仙台家庭裁判所登米支部

仙台地方裁判所気仙沼支部 気仙沼市 気仙沼簡易裁判所管轄区域
仙台家庭裁判所気仙沼支部

福島地方裁判所相馬支部 相馬市 1：目馬簡易裁判所管轄区域
福島家庭裁判所相馬支部
福島地方裁判所郡山支部 郡山市 郡山簡易裁判所管轄区域
福島家庭裁判所郡山支部

福島地方裁判所白河支部 白河市 白河簡易裁判所管轄区域
福島家庭裁判所白河支部 棚倉簡易裁判所管轄区域

福島地方裁判所会津若松支部 会津若松rlT 会津若松簡易裁判所管轄区域
福島家庭裁判所会津若松支部 田島簡易裁判所管轄区域

福品地方裁判所いわき支部 いわき市 いわき簡易裁判所管轄区域
福島家庭裁判所いわき支部 福島富岡簡易裁判所管轄区域

山形地方裁判所新庄支部 新庄市 新庄簡易裁判所管轄区域
山形家庭裁判所新庄支部
山形地方裁判所米沢支部 米沢市 米沢簡易裁判所管轄区域
山形家庭裁判所米沢支部 赤湯簡易裁判所管轄区域

長井簡易裁判所管轄区域

山形地方裁判所鶴岡支部 鶴岡市 鶴岡簡易裁判所管轄区域
山形家庭裁判所鶴岡支部
山形地方裁判所酒田支部 酒田市 酒田簡易裁判所管轄区域
山形家庭裁判所酒田支部

盛岡地方裁判所花巻支部 花巻市 花巻簡易裁判所管轄区域
盛岡家庭裁判所花巻支部

感岡地方裁判所一戸支部 一戸市 一戸簡易裁判所管轄区域
盛岡家庭裁判所二戸支部 久慈簡易裁判所管轄区域

盛岡地方裁判所遠野支部 遠野市 遠野簡易裁判所管轄区域
盛岡家庭裁判所遠野支部 釜石簡易裁判所管轄区域

盛岡地方裁判所宮古支部 宮古市 宮古簡易裁判所管轄区域
盛岡家庭裁判所宮古支部

盛岡地方裁判所一関支部 一関市 一関簡易裁判所管轄区域
盛岡家庭裁判所一関支部 大船渡簡易裁判所管轄区域

盛岡地方裁判所水沢支部 水沢市 水沢簡易裁判所管轄区域
盛岡家庭裁判所水沢支部
秋田地方裁判所能代支部 能代市 能代簡易裁判所管轄区域
秋田家庭裁判所能代支部

秋田地方裁判所本荘支部 本荘市 本荘簡易裁判所管轄区域
秋田家庭裁判所本荘支部
秋岡地方裁判所大館支部 大館市 大館簡易裁判所管轄区域
秋田家庭裁判所大館支部 鹿角簡易裁判所管轄区域

秋田地方裁判所横手支部 横手市 横手簡易裁判所管轄区域
秋田家庭裁判所横手支部 湯沢簡易裁判所管轄区域

秋田地方裁判所大曲支部 大山市 大山簡易裁判所管轄区域
秋田家庭裁判所大曲支部 角館簡易裁判所管轄区域

青青森森家地方裁判所五所川原支部 五所川原市 五所川原簡易裁判所管轄区域
庭裁判所五所川原支部 鯵ヶ沢簡易裁判所管轄区域

青背森森地方裁判所弘前支部 弘前市 弘前簡易裁判所管轄区域
家庭裁判所弘前支部

青青森森地方裁判所八戸支部 八戸市 八戸簡易裁判所管轄区域
家庭裁判所八戸支部

背森地方裁判所十和田支部 十和田市 十和田簡易裁判所管轄区域



青森家庭裁判所十和田支部
札幌地方裁判所岩見沢支部 岩見沢市 岩見沢簡易裁判所管轄区域
札幌家庭裁判所岩見沢支部 夕張簡易裁判所管轄区域
札幌地方裁判所滝川支部 滝川｜市 i~江川簡易裁判所管轄区域
札幌家庭裁判所滝川支部

札幌地方裁判所室附支部 室蘭市 主！Mi簡易裁判所管轄区域
札幌家庭裁判所室蘭支部 伊達簡易裁判所管轄区域
札幌地方裁判所苫小牧支部 苫小牧市 苫小牧簡易裁判所管轄区域
札幌家庭裁判所苫小牧支部
札幌地方裁判所浦河支部 北海道浦河郡浦河町 nH河簡易裁判所管轄区域
札幌家庭裁判所浦河支部 静内簡易裁判所管轄区域
札幌地方裁判所小博文部 小樽市 小樽簡易裁判所管轄区域
札幌家庭裁判所小樽支部
札幌地方裁判所岩内支部 北海道岩内郡岩内町 岩内簡易裁判所管轄区域
札幌家庭裁判所岩内支部

函館地方裁判所江差文部 北海道袖山郡江差町 江差簡易裁判所管轄区域
函館家庭裁判所江差支部
旭川地方裁判所名寄支部 名寄市 名寄簡易裁判所管轄区域
旭川家庭裁判所名脊支部 中頓別簡易裁判所管特区域
旭川地方裁判所紋別支部 紋別市 紋別簡易裁判所管轄区域
旭川家庭裁判所紋別支部
旭川地方裁判所留所j支部 留萌市 留萌簡易裁判所管轄区域
旭川家庭裁判所留萌支部

旭川地方裁判所稚内支部 稚内市 稚内簡易裁判所管轄区域
旭川家庭裁判所稚内支部 天塩簡易裁判所管轄区域
釧路地方裁判所帯広文部 帯広m 帯広簡易裁判所管轄区域
釧路家庭裁判所帯広支部 本別簡易裁判所管轄区域
釧路地方裁判所網走文部 網走市 網走簡易裁判所管轄区域
釧路家庭裁判所網走支部
釧路地方裁判所北見支部 北見市 北見簡易裁判所管轄区域
釧路家庭裁判所北見支部 遠軽簡易裁判所管轄区域
釧路地方裁判所根室文部 根室市 根室簡易裁判所管轄区域
釧路家庭裁判所根室支部 、標津簡易裁判所管轄区域
両松地方裁判所丸他文部 丸亀市 丸抱問j幼裁判所管轄区域
高松家庭裁判所丸亀支部 善通寺簡易裁判所管轄区域
前松地方裁判所観音寺支部 観音寺市 観音寺簡易裁判所管轄区域
高松家庭裁判所観音寺支部

徳島地方裁判所阿南南支部 阿南市 阿南簡易裁判所管轄区域
徳島家庭裁判所阿支部 牟岐簡易裁判所管轄区域
徳島地方裁判所美馬文部 美馬ili J~馬簡易裁判所管轄区域
徳島家庭裁判所美馬支部 徳島池田簡易裁判所管轄区域
両知地方裁判所須l崎支部 須崎市 須崎簡易裁判所管轄区域
高知家庭裁判所須崎支部

両知地方裁判所安芸支部 安芸市 安芸簡易裁判所管轄区域
高知家庭裁判所安芸支部
両知地方裁判所中村支部 中村市 中村簡易裁判所管轄区域
高知家庭裁判所中村支部

松山地方裁判所大洲支部 大洲市 大洲簡易裁判所管轄区域
松山家庭裁判所大洲支部 八幡浜簡易裁判所管轄区域
松山地方裁判所西条文部 西条市 西条例i易裁判所管轄区域
松山家庭裁判所西条支部 新居浜簡易裁判所管轄区域

四国中央簡易裁判所管轄区域
松山地方裁判所今治支部 今治市 今治簡易裁判所管轄区域
松山家庭裁判所今治支部

松山地方裁判所宇和島島支支部 宇和島市 宇和品簡易裁判所管轄区域
松山家庭裁判所宇和 部 愛南簡易裁判所管轄区域



家庭裁判所出張所設置規則

昭和25年12月20日最高裁判所規則第 32号

改正 昭和27年6月12日；最高裁判所規則第 14号
昭和27年10月1日最高裁判所規則第 27号
昭和28年4月23日最高裁判所規則第8号
昭和28年9月4日最高裁判所規則第 15号
昭和29年4月24日最高裁判所規則第2号
昭和30年3月1日最高裁判所規則第2号
昭和30年7月8日最高裁判所規則第5号
昭和31年4月30日最高裁判所規則第6号
昭和31年7月4日最高裁判所規則第 11号
昭和32年4月18日最高裁判所規則第4号
昭和32年10月19日最高裁判所規則第 18号
昭和33年12月5日最高裁判所規則第 9号
昭和34年3月7日；最高裁判所規則第3号
昭和34年12月1日最高裁判所規則第 18号
昭和35年4月26日最高裁判所規則第 6号
昭和36年4月15日；最高裁判所規則第3号
昭和39年3月25日最高裁判所規則第 1号
昭和41年6月10日最高裁判所規則第2号
昭和42年7月21日最高裁判所規則第9号
昭和43年7月1日最高裁判所規則第6号
昭和45年12月1日最高裁判所規則第8号
昭和46年12月1日最高裁判所規則第 12号
昭和47年7月18日最高裁判所規則第 7号
昭和54年4月5日最高裁判所規則第2号
昭和62年12月1日最高裁判所規則第6号
平成元年12月28日最高裁判所規則第 5号
平成13年4月19日最高裁判所規則第4号
平成16年10月29日最高裁判所規則第 18号
平成17年3月19日最高裁判所規則第8号

家庭裁判所出張所設置規則を次のように定める。
家庭裁判所出張所設置規則
1 別表の所在地欄の地に家庭裁判所の出張所を設け、その名称及び管轄区域を同表のと
おり定める。
（平元最裁規五・一部改正）
2 家庭裁判所の出張所においては、裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第三十一
条の三第一項第一号の権限に属する事務を取り扱う。ただし、家庭裁判所は、当該家庭裁
判所の出張所において取り扱う事務を同号の権限に属する事務の一部に限ることができ
る。
（平元最裁規玉・全改）

附則
1 この規則は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2 第二項に掲げる事務で、この規則施行の際現に家庭裁判所又はその支部において取扱
中のものは、当該裁判所又は支部において取り扱うことを妨げない。
附則（昭和二七年六月一二日最高裁判所規則第一四号）

この規則は、昭和二十七年七月一日から施行する。
附則（昭和二七年一O月一日最高裁判所規則第二七号）
1 この規則は、昭和二十七年十月十日から施行する。
2 家庭裁判所出張所設置規則第二項に掲げる事務で、この規則施行の際現に宇都宮家庭
裁判所大田原支部、静岡家庭裁判所沼津支部、神戸家庭裁判所豊岡支部、金沢家庭裁判所
輪島支部、広島家庭裁判所福山支部、岡山家庭裁判所津山支部、松江家庭裁判所浜田支
部、福岡家庭裁判所行橋支部、大分家庭裁判所中津支部、熊本家庭裁判所御船支部、仙台



家庭裁判所気仙沼支部、福島家庭裁判所会津若松支部、秋田家庭裁判所大山支部、旭川家
庭裁判所稚内支部、釘｜｜路家庭裁判所帯広支部及び松山家庭裁判所宇和島支部において取扱
中のものは、当該支部において取り扱うことを妨げない。
附則（昭和二八年四月二三日最高裁判所規則第八号）

この規則は、昭和二十八年六月一日から施行する。
附則（昭和二八年九月四日；最高裁判所規則第一五号）
1 この規則は、昭和二十八年十月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に水戸家庭裁判所目立出張所において取扱中の事件に関する事務
は、水戸家庭裁判所目立支部において取り扱う。
附則（昭和二九年四月二四日最高裁判所規則第二号）

この規則は、 lllHn二十九年五月一日から施行する。
附則（昭和三O年三月一日最高裁判所規則第二号）
1 この規則は、昭和三十年四月一日から施行する。
2 家庭裁判所出張所設置規則第二項に掲げる事務で、この規則施行の際現に岐阜家庭裁
判所、岡山家庭裁判所、鹿児島家庭裁判所加治木支部、山形家庭裁判所及び松山家庭裁判
所宇和島支部において取扱中の事件に関する事務は、当該裁判所又は当該支部において取
り扱うことを妨げない。
附員lj （昭和三O年七月八日最高裁判所規則第五号）
1 この規則は、 11g和三十年八月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に従前の管轄裁判所、管轄支部又は管！路出張所において取扱中の
事件に関する事務は、当該裁判所、当該支部又は当該出張所において取り扱う。
附員lj （昭和三一年四月三O日最高裁判所規則第六号）

この規則は、 ug和三十一年五月一日から施行する。
附則（昭和三一年七月四日段高裁判所規則第一一号）
1 この規則は、昭和三十一年八月一日から施行する。
2 家庭裁判所出張所設置規則第二項に掲げる事務で、この規則施行の際現に浦和家庭裁
判所、静岡家庭裁判所、奈良家庭裁判所五条支部、山口家庭裁判所岩国支部、鳥取家庭裁
判所米子支部、大分家庭裁判所杵築支部、函館家庭裁判所、高松家庭裁判所及び徳島家庭
裁判所富岡支部において取扱中の事件に関する事務は、当該裁判所又は当該支部において
取り扱うことを妨げない。
附員lj （昭和三二年四月一八日．最高裁判所規則第四号）

この規則は、 11g和三十二年五月一日から施行する。
附則（昭和三二年一O月一九日最高裁判所規則第一八号）
1 この規則は、昭和三十三年一月一日から施行する。
2 家庭裁判所出張所設置規則第二項に掲げる事務で、この規則施行の際現に東京家庭裁
判所伊豆大島出張所、横浜家庭裁判所、神戸家庭裁判所龍野支部、大津家庭裁判所、富山
家庭裁判所高岡支部、広島家庭裁判所尾道支部、岡山家庭裁判所、長崎家庭裁判所大村支
部、熊本家庭裁判所八代支部、福島家庭裁判所会津若松支部、青森家庭裁判所野辺地出張
所及び高知家庭裁判所において取扱中の事件に関する事務は、当該裁判所、当該支部又は
当該出張所において取り扱う。
3 この規則施行の際現に札幌家庭裁判所滝川出張所において取扱中の事件に関する事務
は、札幌家庭裁判所滝川支部において取り扱うロ
附則（昭和三三年一二月五日最高裁判所規則第九号）
1 この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に青森家庭裁判所十和田出張所において取扱中の事件に関する事
務は、青森家庭裁判所十和田支部において取り扱う。
附則（昭和三四年三月七日最高裁判所規則第三号）

この規則は、 11g和三十四年四月一日から施行する。
附則（昭和三四年一二月一日最高裁判所規則第一八号）
1 この規則は、昭和三十五年一月一日から施行する。
2 家庭裁判所出張所設置規則第二項に掲げる事務で、この規則施行の際現に山形家庭裁
判所米沢支部において取扱中の事件に関する事務は、同支部において取り扱う。
附則（昭和三五年四月二六日最高裁判所規則第六号）

この規則は、昭和三十五年六月一日から焔行する。
附貝lj （昭和三六年四月一五日最・高裁判所規則第三号）

この規則は、昭和三十六年五月一日から施行する。
附則（昭和三九年三月二五日最高裁判所規則第一号）



1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 家庭裁判所出張所設置規則第二項に掲げる事務で、この規則施行の際現に広島家庭裁
判所尾道支部、岡山家庭裁判所、鹿児島家庭裁判所及び高知家庭裁判所須崎支部において
取扱中の事件に関する事務は、当該裁判所又は当該支部において取り扱う。
附則（昭和四一年六月一O日最高裁判所規則第二号）
1 この規則は、昭和四十一年七月一日から施行する。
2 家庭裁判所出張所設置規則第二項に掲げる事務で、この規則施行の際現に浦和家庭裁
判所川越支部、千葉家庭裁判所、山口家庭裁判所、長崎家庭裁判所厳原支部、鹿児島家庭
裁判所名瀬支部及び高知家庭裁判所において取扱中の事件に閲する事務は、当該裁判所又
は当該支部において取り扱う。
附則（昭和四二年七月二一日最高裁判所規則第九号）

この規則は、昭和四十二年七月二十八日から施行する。
附則（昭和四三年七月一日最高裁判所規則第六号）
1 この規則は、 11g和凶十三年八月一日から施行する。
2 家庭裁判所出張所設置規則第二項に掲げる事務で、この規則施行の際現に熊本家庭裁
判所天草支部、鹿児島家庭裁判所、鹿児島家庭裁判所種子島出張所、札幌家庭裁判所室蘭
支部、旭川家庭裁判所及び釧路家庭裁判所において取扱中の事件に関する事務は、当該裁
判所、当該支部又は当該出張所において取り扱う。
附則（昭和四五年一二月一日最高裁判所規則第八号）
1 この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2 家庭裁判所出張所設li1規則第二項に掲げる事務で、この規則施行の際現に鹿児島家庭
裁判所鹿屋支部、到｜｜路家庭裁判所帯広支部及び釧路家庭裁判所本別出張所において取扱中
の事件に関する事務は、当該支部又は当該出張所において取り扱う。
附則（昭和四六年一二月一日段－高裁判所規則第一二号）
1 この規則は、 ug和四十七年一月一日から施行する。
2 家庭裁判所出張所設置規則第二項に掲げる事務で、この規則施行の際現に富山家庭裁
判所魚津支部、長崎家庭裁判所及び札幌家庭裁判所浦河支部において取扱中の事件に関す
る事務は、当該裁判所又は当該支部において取り扱う。
附則（昭和四七年七月一八日；最高裁判所規則第七号）
1 この規則は、昭和四十七年九月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に山口家庭裁判所船木支部において取扱中の事件に関する事務は
山口家庭裁判所船木出張所において取り扱い、岡山家庭裁判所玉島支部において取扱中の
事件に関する事務は岡山家庭裁判所玉向出張所において取り扱う。
附則（昭和五四年四月五日最高裁判所規則第二号）

この規則は、昭和五十四年四月十日から施行する。
附則（昭和六二年一二月一日；最高裁判所規則第六号）
1 この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に次の表の上欄に掲げる出張所（以下「廃止出張所Jとしづ。）
において取扱中の事件に関する事務は、同表の下欄に掲げる家庭裁判所、家庭裁判所の支
部又は出張所において取り扱う。

宇都宮家庭裁判所鳥山出張所 時三都宮家庭裁判所

神戸家庭裁判所山崎「Ii張所 神戸家庭裁判所龍野支部

岐阜家庭裁判所関出張所 岐阜家庭裁判所

金沢家庭裁判所羽咋出張所 金沢家庭裁判所七尾支部

富山家庭裁判所朝日出張所 富山家庭裁判所魚津支部

富山家庭裁判所氷見出張所 富山家庭裁判所高岡支部

広島家庭裁判所加計出張所 広島家庭裁判所

広島家庭裁判所因島出張所 広島家庭裁判所尾道支部



広島家庭裁判所甲山出張所 広島家庭裁判所尾道支部

広島家庭裁判所油木出張所 広島家庭裁判所福山支部

山口家庭裁判所美禰出張所 山口家庭裁判所船木出張所

山口家庭裁判所久賀出張所 山口家庭裁判所柳井支部

岡山家庭裁判所備前出張所 岡1J1家庭裁判所

岡山家庭裁判所井原出張所 岡山家庭裁判所笠岡支部

岡山家庭裁判所美作出張所 岡山家庭裁判所津山支部

鳥取家庭裁判所黒坂出張所 鳥取家庭裁判所米子支部

福岡家庭裁判所豊前出張所 福岡家庭裁判所行橋支部

長崎家庭裁判所大瀬戸出張所 長崎家庭裁判所

大分家庭裁判所国東出張所 大分家庭裁判所杵築支部

大分家庭裁判所＝重出張所 大分家庭裁判所竹田支部

大分家庭裁判所宇佐出張所 大分家庭裁判所中津支部

熊本家庭裁判所矢部出張所 熊本家庭裁判所御船支部

l鹿児島家庭裁判所大根占出張所 鹿児島家庭裁判所鹿屋支部

仙台家庭裁判所志津川出張所 仙台家庭裁判所気仙沼支部

福島家庭裁判所喜多方出張所 福島家庭裁判所会津若松支部

山形家庭裁判所村山出張所 山形家庭裁判所

函館家庭裁判所瀬棚出張所 函館家庭裁判所八雲出張所

旭川｜家庭裁判所羽幌出張所 旭川家庭裁判所留萌支部

釧路家庭裁判所厚岸出張所 釧路家庭裁判所

闘｜｜路家庭裁判所池田出張所 釧路家庭裁判所帯広支部

閣｜｜路家庭裁判所広尾出張所 釧路家庭裁判所帯広支部

高松家庭裁判所大内出張所 高松家庭裁判所

高知家庭裁判所本山出張所 高知家庭裁判所

高知家庭裁判所赤岡出張所 高知家庭裁判所

高知家庭裁判所窪川出張所 高知家庭裁判所須崎支部

高知家庭裁判所宿毛出張所 高知家庭裁判所中村支部

松山家庭裁判所野村山張所 松山家庭裁判所宇和島支部

3 この規則施行の際現に従前の管轄問張所（廃止出張所を除く。）において取扱中
の事件に関する事務は、当該出張所において取り扱う。
附員lj （平成元年一二月二八日最高裁判所規則第五号）抄
（施行期日）
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、



同日後の日であって別に最高裁判所規則で定める日から施行する。
（札幌家庭裁判所苫小牧出張所に関する部分は、平成五年最高裁判所規則第一号により、

平成五年四月一日から施行）
（横浜家庭裁判所相模原出張所に関する部分は、平成六年最高裁判所規則第一号により、

平成六年四月一・日から施行）
（出張所の廃止に伴う経過措置）
5 第二条及び第凶条の規定の施行の際現にこの規則により廃止される家庭裁判所の出張
所において取扱中の事件に関する事務は、この規則により当該出張所の管轄区域を管轄す
ることとなる家庭裁判所の支部において取り扱う。
附則（平成一三年四月一九日最高裁判所規則第四号）

この規則は、平成十三年五月一日から施行する。
附則（平成一六年一O月二九日最高裁判所規則第一八号）

この規則は，平成十六年十一月一日から施行する。
附則（平成一七年三月一九日最高裁判所規則第八号）

この規則は、平成十七年三月二十一日から施行する。

別表（平元最裁規五・全改、平一三最裁規四・一部改正、平一六最裁規一八・一部改正、
平一七最裁規八・一部改正）

名称 所在地 符轄区域

東京家庭裁判所八丈島出張所
東京都八丈支庁管

八丈島簡易裁判所管轄区域
内八丈町

東京家庭裁判所伊豆大島出張所
東京都大島支庁管 伊豆大島簡易裁判所特轄区域
内大島町 新島簡易裁判所管轄区域

さいたま家庭裁判所久喜出張所 久喜rfi 久喜簡易裁判所管11ri1；区域

さいたま家庭裁判所飯能出張所 飯能市 飯能簡易裁判所符特区域

千葉家庭裁判所市川出張所 市川｜市 市川｜簡易裁判所管轄区域

前橋家庭裁判所中之条出張所
群馬県吾妻郡中之

中之条簡易裁判所管帖区域
条町

静岡家庭裁判所熱海出張所 熱海市 熱海簡易裁判所管轄区域

静岡家庭裁判所島田出張所 島岡市 島田簡易裁判所管轄区域

長野家庭裁判所飯山出張所 飯山市 飯山簡易裁判所管轄区域

長野家庭裁判所木曾福島出張所
長野県木曾郡木曾

木曾福島簡易裁判所管轄区域
福島町

長野家庭裁判所大町出張所 大町市 大町簡易裁判所管轄区域

新潟家庭裁判所村上出張所 村上市 村上簡易裁判所管轄区域

新潟家庭裁判所十日町出張所 十日町市 十日町簡易裁判所管帖区域

新潟家庭裁判所柏崎出張所 柏崎市 柏崎簡易裁判所管轄区域

新潟家庭裁判所南魚沼出張所 南魚沼市 南魚沼簡易裁判所管轄区域

新潟家庭裁判所糸魚川出張所 糸魚川市 糸魚川簡易裁判所管轄区域

神戸家庭裁判所浜坂出張所
兵庫県美方郡浜坂

浜坂簡易裁判所管轄区域
町

奈良家庭裁判所吉野出張所
奈良県吉野郡大淀

吉野簡易裁判所管轄区域
岡r

大津家庭裁判所高島出張所 高島市 高島簡易裁判所管轄区域



和歌山家庭裁判所妙寺出張所
和歌山県伊都郡か妙寺簡易裁判所管轄区域
つらぎ町 橋本簡易裁判所管轄区域

津家庭裁判所尾鷲出張所 尾鷲市 尾鷲簡易裁判所管轄区域

岐阜家庭裁判所郡上出張所 郡上市 郡上簡易裁判所管轄区域

岐阜家庭裁判所中津川出張所 中津川市 中津川簡易裁判所管i繕区域

福井家庭裁判所小浜出張所 小浜市 小浜簡易裁判所管轄区域

金沢家庭裁判所珠洲出張所 珠洲市 珠洲簡易裁判所管轄区域

富山家庭裁判所砺波出張所 砺波市 砺波簡易裁判所管轄区域

山口家庭裁判所柳井出張所 柳井市 柳井簡易裁判所管轄区域

山口家庭裁判所船木出張所 宇部市 船木簡易裁判所管轄区域

岡山家庭裁判所玉野出張所 玉野市 玉野簡易裁判所管轄区域

岡山家庭裁判所児島出張所
倉敷市児島小川一

児島簡易裁判所管轄区域
丁目

岡山家庭裁判所玉島出張所 倉敷市玉島一丁目 玉島簡易裁判所管轄区域

岡山家庭裁判所笠岡出張所 笠岡市 笠岡簡易裁判所管轄区域

松江家庭裁判所雲南出張所 雲南市 雲南簡易裁判所管轄区域

松江家庭裁判所川｜本出張所
島根県邑智郡川本

川本簡易裁判所管轄区域
町

福岡家庭裁判所甘木出張所 甘木市 甘木簡易裁判所管轄区域

佐賀家庭裁判所鹿島出張所 鹿島市 鹿島簡易裁判所管轄区域

長崎家庭裁判所諌早出張所 諌早市 諌早簡易裁判所管轄区域

長崎家庭裁判所新上五島出張所
長崎県南松浦郡新

新上五島簡易裁判所管轄区域
上五島町

長崎家庭裁判所上県出張所 対馬市 上県簡易裁判所管轄区域

大分家庭裁判所豊後高田出張所 豊後高田市 豊後高田簡易裁判所管轄区域

熊本家庭裁判所高森出張所
熊本県阿蘇郡高森

高森簡易裁判所管轄区域
町

熊本家庭裁判所御船出張所
熊本県上益城郡御

御船簡易裁判所管轄区域
船町

熊本家庭裁判所水俣出張所 水俣市 水俣簡易裁判所管轄区域

熊本家庭裁判所牛深出張所 牛深市 牛深簡易裁判所管轄区域

鹿児島家庭裁判所種子島出張所 西之表市 種子島簡易裁判所管轄区域

鹿児島家庭裁判所屋久島出張所
鹿児島県熊毛郡上

屋久島簡易裁判所管轄区域
屋久町

鹿児島家庭裁判所徳之島出張所
鹿児島県大島郡徳

徳之島簡易裁判所管轄区域
之島町

鹿児島家庭裁判所大口出張所 大口市 大口簡易裁判所管轄区域

鹿児島家庭裁判所指宿出張所 指宿市 指宿簡易裁判所管轄区域



宮崎家庭裁判所日向出張所 日向市 日向簡易裁判所管轄区域

宮崎家庭裁判所高千穂出張所
宮崎県西臼杵郡高

高千穂、簡易裁判所管轄区域
千穂町

福島家庭裁判所棚倉出張所
福島県東白川郡棚

棚倉簡易裁判所管轄区域
倉町

福島家庭裁判所田島出張所
福島県南会津郡田

田島簡易裁判所管轄区域
島町

山形家庭裁判所赤湯出張所 南陽市 赤湯簡易裁判所管轄区域

山形家庭裁判所長井出張所 長井市 長井簡易裁判所管轄区域

圏在岡家庭裁判所久慈出張所 久慈、市 久慈簡易裁判所管轄区域

園芸岡家庭裁判所大船渡出張所 大船渡市 大船渡簡易裁判所管轄区域

秋田家庭裁判所鹿角出張所 鹿角市 鹿角簡易裁判所管轄区域

秋田家庭裁判所角館出張所
秋田県仙北郡角館

角館簡易裁判所管轄区域
町

青森家庭裁判所むつ出張所 むつ市 むつ簡易裁判所管轄区域

青森家庭裁判所野辺地出張所
青森県上北郡野辺

野辺地簡易裁判所管轄区域
地町

札幌家庭裁判所夕張出張所 夕張市 夕張簡易裁判所管轄区域

札幌家庭裁判所静内出張所
北海道静内郡静内

飾内簡易裁判所管轄区域
町

函館家庭裁判所松前出張所
北海道松前郡松前

松前簡易裁判所管轄区域
町

函館家庭裁判所八雲出張所
北海道山越郡八雲

八雲簡易裁判所管轄区域
町

函館家庭裁判所寿都出張所
北海道寿都郡寿都

寿都簡易裁判所管轄区域
町

旭川家庭裁判所深川出張所 深川市 深川｜簡易裁判所管轄区域

旭川家庭裁判所富良野出張所 富良野市 富良野簡易裁判所管轄区域

旭川家庭裁判所中頓別出張所
北海道枝幸郡中頓

中頓別簡易裁判所管轄区域
別町

旭川家庭裁判所天塩出張所
北海道天塩郡天塩

天塩簡易裁判所管轄区域
町

釧路家庭裁判所本別出張所
北海道中川郡本別

本別簡易裁判所管轄区域
町

釧路家庭裁判所遠軽出張所
北海道紋別郡遠軽i遠軽簡易裁判所管轄区域
町

釧路家庭裁判所標津出張所
北海道標津郡標津

標津簡易裁判所管轄区域
町

高松家庭裁判所土庄出張所
香川県小豆郡土庄

土庄簡易裁判所管轄区域
町

徳島家庭裁判所牟岐出張所
徳島県海部郡牟岐

牟岐簡易裁判所管轄区域
町

徳島家庭裁判所池田出張所
徳島県三好郡池田

徳島池田簡易裁判所管轄区域
町

松山家庭裁判所愛南出張所 愛媛県南宇和郡愛 愛南簡易裁判所管轄区域
，． 





民事訴訟事務取扱に関する簡易裁判所指定規則

昭和29年12月1日最高裁判所規則第 19号

改正 昭和30年7月8日；最高裁判所規則第6号
昭和33年4月28日最高裁判所規則第 3号
昭和34年1月14日最高裁判所規則第 1号
昭和38年5月24日最高裁判所規則第 7号
昭和42年9月25日最高裁判所規則第 12号
昭和58年2月7日最高裁判所規則第 1号
昭和61年2月25日最高裁判所規則第 1号
昭和62年12月1日最高裁判所規則第7号

民事訴訟事務取扱に関する簡易裁判所指定規則を次のように定める。
民事訴訟事務取扱に関する簡易裁判所指定規則
別表上欄の各簡易裁判所の民事訴訟に関する事務を取り扱う簡易裁判所は、下欄の各簡

易裁判所とする。

附則
この規則は、昭和三十年一月一日から施行する。

附則（昭和三O年七月八日；最高裁判所規則第六号）
この規則は、昭和三十年八月一日から施行する。

附貝lj （昭和三三年四月二八日最高裁判所規則第三号）
この規則は、昭和三十三年五月一日から施行する。

附則（昭和三四年一月一四日；最高裁判所規則第一号）
1 この規則は、昭和三十四年二月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に岩国簡易裁判所において取扱中の事件に関する事務は、岩国簡
易裁判所において取り扱う。
附員lj （昭和三八年五月二四日最高裁判所規則第七号）

この規則は、昭和三十八年六月一日から施行する。
附則（昭和四二年九月二五日最高裁判所規則第一二号）

この規則は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附貝lj （昭和五八年二月七日；最高裁判所規則第一号）

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則（昭和六一年二月二五日最高裁判所規則第一号）

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則（昭和六二年一二月一日最高裁判所規則第七号）

この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。

別表（昭和六二最裁規七・全改）

甑島簡易裁判所 ｜川内簡易裁判所

松前簡易裁判所 ｜函館簡易裁判所



裁判官たる皇室会議議員及び予備議員互選規則

昭和22年9月19日最高裁判所規則第3号

裁判官たる皇室会議議員及び予備議員互選規則を次のように定める。
裁判官たる皇室会議議員及び予備議員互選規則
第一保 最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる皇室会議の議員及び最高裁判所の裁
判官たる皇室会議の議員の予備議員の互選、これらの議員又は予備議員に欠員を生じたと
きの補欠者の互選並びにこれ等の予備議員の職務を行う順序は、この規則の定めるところ
による白
第二候．前僚の議員及び予備議員の互選に関する事項は、最高裁判所長官が、これを管理
する。
第三保互選は、互選人の投票によって、これを行う。
② 投票は、無記名とし、一人一票に限る。
第四候互選は、最高裁判所長官の定める期日に、最高裁判所内でこれを行う。
第五篠最高裁判所長官は、投票の場所及び時間を定め、互選の期日から少くとも七日前
に、その期日とともに、これを各互選人に通知しなければならない。
第六候 最高裁判所長官は、互選の期日の前日までに、互選人の中から、本人の承諾を得
て互選立会人二人を選任しなければならない。
② 互選立会人は、正当の事由がなければ、その職を辞することができない。
第七依 互選人は、投票の場所及びH寺間において、投票用紙に、三人の名を自ら記載し
て、投票箱に入れなければならない。
第八保 互選人が事故により、互選の期日において、投票の時間に、投票の場所に出席す
ることができないときは、予め投票をすることができる。
第九（康 前僚の規定によって、投票をしようとする者は、投票用紙にその互選における被
選挙人の名を自ら記載し、これを投票用封筒に入れて封じ、さらにこれを他の封筒に入れ
て封じ、その表面に署名して印をおすとともに、投票在中の旨を明記して、投票の時間が
終了する時までに到達するように、最高裁判所長官に、これを送付しなければならない。
第十保 最高裁判所長官は、前二僚の規定による投票を受理したときは、投票の場所で投
票の時間に、互選立会人の面前で外部の封筒を開いて、投票用封筒を投票箱に入れなけれ
ばならない。
② 最高裁判所長官は、互選立会人たる互選人以外の互選人の中から一人を指名して、こ
れに前項の職務を行わせることができる。
第十一線 天災その他避けることのできない事故により、投票を行うことができないと
き、文はさらに投票を行う必要があるときは、最高裁判所長官は、さらに期日、場所及び
時間を定めて、投票を行わせなければならない。但し、その期日、場所及び時間は、少く
とも五日前に、これを各互選人に通知しなければならない。
第十二僚 最高裁判所長官は、投票が終ったときは、互選立会人立会の上投票箱を開き、
投票を点検しなければならない。この場合において投票用封筒に入れた投票があるとき
は、その封筒を開し、た上、他の投票と混同した後、点検しなければならない。
② 互選人は、前項の投票の点検に立ち会うことができる。
第十三僚左の投票は、これを無効とする。

成規の用紙を用いないもの
二 互選人でない者の名を記載したもの
三 第七僚に規定する人数を超える被選挙人の名を記載したもの
四 被選挙人の名の外、他事を記載したもの但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入
したものは、この限りでない。
五被選挙人の名を白書しないもの
六 互選人の何人を記載したかを確認し難いもの
第十四候投票の効力は、立会の互選人の過半数の意見により、これを決定する。可否同
数のときは、最高裁判所長官が、これを決定する。
第十五線議員については、有効投票の最多数を得た者を以て当選人とする。
② 予備議員については、前項の当選人以外の者で、有効投票の最多数を得た者及びこれ
に次ぐ者を以て当選人とする。
③ 前二項の当選人を定めるに当り、得票数の同じ者があるときは、くじで、これを定め
る。



④ 最高裁判所長官は、前三項の規定による当選人に、速やかに、その旨を通知しなけれ
ばならない。
第十六候 当選人が前線第四項の規定による通知を受けた日から三日以内に、最高裁判所
長官に当選を辞する旨の申出をしないときは、当選を承諾したものとみなす。
② 当選人は、正当の事由がなければ、当選を辞することができない。
第十七係 当選人が当選を辞したことその他の理由によって当選人が欠けるに至ったとき
は、最高裁判所長官は、第十五僚の例により、当選人を定めなければならない。
第十八係 当選人が定まったときは、最高裁判所長官は、当選人の名を特示しなければな
らない。
第十九保最高裁判所長官は、互選録を作り、互選に関する次第を記載し、互選立会人と
ともに、これに署名しなければならない。
第二十僚 第一僚の議員又は予備議員に欠員を生じたときは、最高裁判所長官の定める期
日において、第二僚から前保までの規定によって補欠者の互選を行う。但し、投票用紙に
記載するのは、欠員数と同一の人数の者の名とする。
第二十一線 第一線の予備議員の職務を行う順序は、互選の時の先後により、互選の時が
同じであるときは、得票数の多い者を先とし、得票数が同じであるときは、くじで、これ
を定める。

附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。



裁判所職員に関する臨時措置規則

昭和27年2月6日最高裁判所規則第 1号

改正 昭和40年10月16日最高裁判所規則第13号
平成21年3月31日最高裁判所規則第6号

裁判所職員に関する臨時措置規則を次のように定める。
裁判所職員に関する臨時措置規則
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験、任免、給与、能率、分限、懲

戒、保障及び服務に関する事項については、他の最高裁判所規則に特別の定のあるものを
除くほか、当分の問、その性質に反しない限り、裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法
律第二百九十九号）に掲げる法律の規定に基く人事院規則、政令又は命令の規定を準用す
る。

附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年一月一日から適用する。

附則（昭和四O年一O月一六日最高裁判所規則第一三号）
この規則は、公布の日から施行し、 11g和四十年五月十九日から適用する。

附則（平成二一年三月三一日最－高裁判所規則第六号）抄
1 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百八号）附則
第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成二十一年四月一日）から施行する。



裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間に関する規則

昭和24年1月10日；最高裁判所規則第 1号

改正 昭和24年4月12日最高裁判所規則第 7号
昭和24年7月8日最高裁判所規則第 18号
昭和24年10月1日最高裁判所規則第26号
昭和25年3月11日最高裁判所規則第 7号
昭和26年11月10日最高裁判所規則第 14号
昭和35年6月25日最高裁判所規則第 12号
昭和63年12月21日最高裁判所規則第6号
平成4年4月27日最高裁判所規則第6号
平成18年6月14日最高裁判所規則第 7号
平成21年3月19日；最高裁判所規則第2号

一般職たる裁判所職員の勤務時間に関する規則を次のように定める。
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間に関する規則（昭和三五最裁規一
二・改称）
1 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員（以下「職員Jとしづ。）の勤務時間
は、月曜日から金曜日までの五日間の午前八時三十分から午後五時まで（その聞に四十五
分の休憩時間を置く。）とする。
（平四最裁規六・全改、平一八最裁規七・平二一最裁規二・一部改正）
2 前項の規定により難い職員の勤務時間及び勤務時間害lj振りは、最高裁判所が定める。
（昭三五最裁規一二・全改、昭六三最裁規六・旧第三項繰上・一部改正）

附則
この規則は、昭和二十四年一月一日から適用する。

附則（昭和二四年四月一二日最高裁判所規則第七号）
この規則は、昭和二十四年三月四日から適用する。

附則（昭和二四年七月八日最高裁判所規則第一八号）
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十四年七月一日から適用する。

附則（昭和二四年一O月一日最高裁判所規則第二六号）
この規則は、昭和二十四年十月二日から施行する。

附良lj （昭和二五年三月一一日最高裁判所規則第七号）
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年三月一日から適用する。

附則（昭和二六年一一月一O日；最高裁判所規則第一四号）
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月二十日から適用する。

附則（昭和三五年六月二五日最高裁判所規則第一二号）
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の一般職たる裁判所職員の勤務時間に関
する規則第三項の規定により定められた勤務時間の割り振りは、この規則による改正後の
本則第三項の規定により定められたものとみなす。
附員lj （昭和六三年一二月二一日；最高裁判所規則第六号）

この規則は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則（平成四年四月二七日；最高裁判所規則第六号）

この規則は、平成四年五月一日から施行する。
附員lj （平成一八年六月一四日最高裁判所規則第七号）

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附員lj （平成二一年三月一九日最高裁判所規則第二号）

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。



法科大学院への裁判官の派遣に関する規則

平成15年10月1日最高裁判所規則第 16号

（趣旨）
第一条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法
律（平成十五年法律第四十号。以下「法Jという。）による法科大学院において裁判官が
教授等の業務を行うための派遣（以下「派遣Jとしづ。）に関し必要な事項については、
法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
（定義）

第二条 この規則において、 「法科大学院J、 「法科大学院設置者」又は「教授等Jと
は、それぞれ法第二条第一項又は第三条第一項に規定する法科大学院、法科大学院設置者
又は教授等をし、う。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
るロ
一 派遣裁判官 法第四条第一項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁
判官をいうロ
二 派遣先法科大学院 派遣裁判官が教授等の業務を行う法科大学院をいう。
（派遣の要請）

第三条 法第三条第一項の規定により裁判官の派遣を要請しようとする法科大学院設置者
は、当該派遣を必要とする事由及び次に掲げる当該派遣に関して希望する条件を記載した
書類を最高裁判所に提出するものとする。

派遣に係る裁判官に必要な専門的な知識経験等
二 派遣に係る裁判官の当該法科大学院における教授等の地位及び業務内容
三派遣の期間
四 派遣に係る裁判官の当該法科大学院における勤務時間その他の勤務条件
五前各号に掲げるもののほか、当該法科大学院設置者が必要と認める条件
（派遣に係る取決め）

第四条 法第四条第五項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 派遣裁判官となる裁判官の派遣先法科大学院となる法科大学院（以下この条において
「派遣先予定法科大学院Jとしづ。）における服務に関する事項

二 派遣裁判官となる裁判官の派遣先予定法科大学院における福利厚生に関する事項
三 派遣裁判官となる裁判官の派遣先予定法科大学院における教授等の業務の従事の状況
の連絡に関する事項
四 派遣裁判官となる裁判官に係る派遣の期間の変更その他の取決めの内容の変更に関す
る事項
五 派遣裁判官となる裁判官に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのな
い事項が生じた場合の取扱いに関する事項
（派遣の終了）

第五条法第五条第二項の最高裁判所規則で定める場合は 次に掲げる場合とする白
一 派遣裁判官がその派遣先法科大学院における教授等の地位を失った場合
二 派遣裁判官につき罷免の訴追があった場合
三 派遣裁判官につき裁判官分限法（昭和二十二年法律第百二十七号）第三条に規定する
分限事件の申立てがあった場合
四 派遣裁判官が心身の故障のため長期の休養を要する場合
五 派遣裁判官が生死不明又は所在不明となった場合
六 派遣裁判官の派遣が当該派遣に係る取決めに反することとなった場合
（報告）

第六条 派遣裁判官は、最高裁判所から求められたときは、派遣先法科大学院における勤
務条件及び教授等の業務の遂行の状況について報告するものとする。
附則
（施行期日）
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条、第四条及び次項の
規定は、公布の日から施行する。
（経過措置）
2 法附則第三項の規定の適用を受ける場合における第三条の規定の適用lニついては、同
条中「法科大学院設置者」とあるのは、 「国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）
附則第二条第一項の規定により指名された国立大学法人の学長となるべき者Jとする。
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判事補の弁護士職務経験に関する規則

平成16年11月1日最高裁判所規則第 19号

（趣旨）
第一条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律（平成十六年法律第百二十一号。
以下「法Jとしづ。）による判事補の弁護士職務経験に関し必要な事項については、法に
定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
（定義）

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
一 弁護士職務従事職員 法第二条第三項の規定により裁判所事務官に任命されて同条第
一項の規定により弁護士となってその職務を行う者をいう。
二受入先弁護士法人等 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従
事職員を雇用する弁護士法人又は弁護士をいう。
三 共同事業弁護士 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職
員を雇用する弁護士又は同項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士と所在する場
所を同じくする弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第二十条第一項に規定する法律
事務所を設け、かつ、当該弁護士と組合契約その他の継続的な契約により法律事務を行う
ことを目的とする事業を共同して行う弁護士をいう。
四 弁護士職務従事期間 法第二条第一項の規定により弁護士となってその職務を行う期
間をいう。
五弁護士職務経験 法第二条第一項の規定により弁護士となってその職務を経験するこ
とをいう。
（弁護士職務経験に係る取決め）

第三条 法第二条第七項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における服務に関する事項
二 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における福利厚生に関する事項
三 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における業務への従事の状況の連絡に関す
る事項
四 弁護士職務従事職員に係る弁護士職務従事期間の変更その他の取決めの内容の変更に
関する事項
五 弁護士職務従事職員に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事
項が生じた場合の取扱いに関する事項
（受入先弁護士法人等となることができなし、弁護士法人又は弁護士）

第四条 法第二条第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人若しくはその
社員である弁護士若しくは社員で、ある弁護士で、あった者又は同項に規定する雇用契約を締
結しようとする弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士で、あった者
（以下この条において「当該弁護士法人等Jと総称する。）が次の各号に掲げる場合のい

ずれかに該当するときは、当該雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士は、受
入先弁護士法人等となることができない。
一 弁護士職務経験を開始しようとする目前二年以内において当該弁護士法人等がその業
務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合又は弁護士職務経験を開始しようとする日に
おいて当該弁護士法人等を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している
場合。ただし、当該刑事事件が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為
又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
二 弁護士職務経験を開始しようとする目前二年以内において当該弁護士法人等が弁護士
法第五十六条又は第六十条の規定により業務の停止 退会命令又は除名の処分を受けた場
合。ただし、当該業務の停止、退会命令又は除名の処分が弁護士法人の社員である弁護士
でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除
く。
（弁護士職務経験の終了）

第五条 法第七条第二項の最高裁判所規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との問の法第四条第一項の雇用契約上
の地位を失った場合
二 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）に



おいて準用する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第七十八条第二号又は第三
号に該当することとなった場合
三 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第七十九
条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不
明若しくは所在不明となった場合
四 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十二
条第一項各号（法第六条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）のいずれ
かに該当することとなった場合
五 弁護士職務従事職員が弁護士法第五十六条又は第六十条の規定により戒告、業務の停
止、退会命令又は除名の処分を受けた場合
六 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護
士法人若しくはその社員である弁護士若しくは社員で、ある弁護士で、あった者又は同項に規
定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士若しくはその共同事業
弁護士若しくは共同事業弁護士で、あった者が、その業務に係る刑事事件に関し起訴された
場合又は弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定により業務の停止、退会命令若しく
は除名の処分を受けた場合。ただし、当該刑事事件又は当該業務の停止、退会命令若しく
は除名の処分が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁
護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
七 弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が、法の規定に適合しなくなった場合又は当該
弁護士職務従事職員に係る取決めに反することとなった場合
（補則）

第六条 この規則に定めるもののほか、法による判事補の弁護士職務経験に関し必要な細
目は、最高裁判所が定める。
附則
1 この規則は、法の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。ただし、第三条及
び第四条の規定は、法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日（同年一月一日）から施
行する。
2 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則（昭和二十五年最高裁判所規則第四
号）の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
十一 判事補の弁護士職務経験に関する規則（平成十六年最高裁判所規則第十九号）第

二条第一号に規定する弁護士職務従事職員たる裁判所事務官
第三条第五号中「前条第八号」の下に「及び第十一号Jを加え、第四条及び第五条中
「第二条第八号及びJの下に「第十一号並びにJを加える。
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裁判官の制服に関する規則

昭和24年4月1日最高裁判所規則第 5号

改正 平成4年7月29日最高裁判所規則第 9号

裁判官の制服に関する規則を次のように定める。
裁判官の制服に関する規則
1 裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。
2 前項の制服に関し必要な事項は、別に最高裁判所が定める。
（平四最裁規九・全改）

附則
この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成四年七月二九日最高裁判所規則第九号）
この規則は、平成四年八月一日から施行する。



裁判官の報酬等の支給定日に関する規則

昭和 36年4月8日最高裁判所規則第2号

改正昭和41年6月 11日最高裁判所規則第4号

昭和 61年7月 14日最高裁判所規則第4号

平成20年 10月 l日最高裁判所規則第 13号

平成21年 10月30日最高裁判所規則第 10号

裁判官の報酬等の支給定日に関する規則を次のように定める。

裁判官の報酬等の支給定日に関する規則

裁判官の椴酬と与の支給定日に関する刻WJ(Rli和三十二年以高裁判所知則第二十三号）の

全部を改正する。

第一条 裁判官の報酬及び裁判官以外の裁判所職員の俸給（以下「裁判官の報酬等」とい

う。）の支給定日は、十五日とする。ただし、その日が休日、日限日又は土眼目に当たる

ときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定

日とする。

（昭六一最裁規四・平二一最裁規一0・一部改正）

第二条 勤務裁判所が所在し、又は裁判官若しくは裁判官以外の裁判所職員が居住する地

域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合その他特別の事情があ

る場合で、最高裁判所が必要と認めたときは、裁判官の報酬等の月額の半額ずつを月二回

に支給することができる。

2 前項の規定により裁判官の報酬等を支給する場合における裁判官の報酬等の支給定日

その他必要な事項は、最高裁判所が、これを定める。

（昭四一最裁規四・平二O最裁規一三・平二一最裁規一0・一部改正）

附則

この規則は、公布の．日から施行する。

附fliJ（昭和四一年六月一一日以山裁判所剣則第四号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和六一年七月一四日最高裁判所規則第四号）

この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。

附HIJC平成二O年一O月一日最高裁判所刻則第一三号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成二一年一O月三O日最高裁判所規則第一O号）抄

（施行期日）

第一条 この規則は、裁判所法の一部を改正する法律（平成十六年法律第百六十三号）の

施行の日（平成二十二年十一月一日）から施行する。

（裁判官等の寒冷地手当に関する規則及び裁判官の報酬等の支給定日に関する規則の一部

改正に伴う経過措置）



第六条 この規則の施行前に採用され、この規則の施行後も引き続き修習をする司法修習

生の給与については、附則第四条の規定による改正後の裁判官の寒冷地手当に関する規則

及び前条の規定による改正後の裁判官の報酬等の支給定日に関する規則の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。

・2-



裁判官の寒冷地手当に関する規則

昭和 24年 12月21日最高裁判所規則第29号

改正昭和 31年 10月30日最高裁判所規則第 13号

昭和 39年 8月31日最高裁判所規則第6号

平成21年 10月30日最高裁判所規則第 10号

裁判官等に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する規則を次のように定める。

裁判官の寒冷地手当に関する規則

（昭三一最裁規一三・昭三九最裁規六・平二一長裁規一0・改称）

裁判官に対しては、一般の官吏の例に準じて、寒冷地手当を支給する。

（平二一最裁規一0・一部改正）

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十四年十二月一日から適用する。

附則（昭和三一年一O月三O日最高裁判所規則第一三号）

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月二十三日から適用する。

附則（昭和三九年八月三一日最向裁判所規則第六サ）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成二一年一O月三O日最高裁判所規則第一O号）抄

（施行JQJ日）

第一条 この規則は、裁判所法の一部を改正する法律（平成十六年法律第百六十三号）の

施行の日（平成二十二年十一月一日）から施行する。

（裁判官等の寒冷地手当に関する規則及び裁判官の報酬等の支給定日に関する規則の一部

改正に伴う経過f::rn'O
第六条 この規則の施行前に採用され、この規則の施行後も引き続き修習をする司法修習

生の給与については、附則第四条の規定による改正後の裁判官の寒冷地手当に関する規則

及び前条の刻定による改正後の裁判官の椴酬等の支給定日に関する規HIJの規定にかかわら

ず、なお従前の例による。



裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和 27年 12月25日最高裁判所規則第31号

改 正昭和 28年 12月 14日最高裁判所規則第26号

昭和 30年 12月 14日最高裁判所規則第 12号

昭和 31年 12月 14日；最高裁判所規則第 15号

昭和 32年6月 l日最高裁判所規則第9号

昭和 32年9月26日最高裁判所規則第 15号

昭和 32年 11月25日；最高裁判所規則第 19号

昭和 33年 12月 15日最高裁判所規則第 10号

昭和 34年4月 13自民高裁判所規則第5号

昭和 35年6月9日最高裁判所規則第8号

昭和 35年 12月23日；最高裁判所規則第 19号

昭和 36年 UJ=J I 0日最高裁判所規HIJ第 11号

昭和 38年2月28日最高裁判所規則第2号

昭和 38年 12月20日最高裁判所規則第 10号

昭和 39年 12月 17日最高裁判所規則第 11号

昭和 40年 12月27日品向裁判所規則第 16弓

昭和 41年 12月21日最高裁判所規則第 13号

昭和 42年 12月22日最高裁判所規則第 17号

昭和 43年 12月21日最高裁判所規則第 11号

昭和 44年 12月2日最高裁判所規則第 12号

昭和 45年 12月 17日最高裁判所規則第 10号

昭和 46年 12月 15日最高裁判所規則第 14号

昭和 48年3月3日最高裁判所制則第2号

昭和 48年9月26日最高裁判所規則第7号

昭和 49年 12月23日最高裁判所規則第9号

昭和 51年 11月5日最高裁判所規則第 7号

昭和 53年 10月21日最向裁判所刻fllJ第 6号

昭和 58年 ll月29日最高裁判所規則第5号

平成 l年 12月 13日最高裁判所規則第4号

平成 2 年 12 月 26 日段高裁判所規nirn~sり
平成 3年 12月24日最高裁判所規則第 7号

平成 5年 11月 12日最高裁判所規則第6号

平成6年 11月7日最高裁判所規則第 11号

平成9年6月25日忌j¥':j裁判所規則第3号

平成 10年 l月22日最高裁判所規則第 1号

平成 ll年 ll月30日最高裁判所規則第7号

平成 12年 l1 fJ 27日段高裁判所規則第 14号



平成 13年 12月7日最高裁判所規則第9号

平成 14年日月 28日最高裁判所規則第8号

平成 15年 IO月31日最高裁判所規則第 17号

平成 17年 11月7日最高裁判所規則第 13号

平成 19年3月28日最高裁判所規則第 l号

平成21年5月29日最高裁判所規則第7号

平成21年 11月30日最高裁判所規則第 11号

平成22年 11月30日最高裁判所規則第8号

平成24年3月30日最高裁判所規則第5号

裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則を次のように定める。

裁判官に対するJgj末手当及び勤勉手当の支給に｜期する知則

（平一O最裁規一・平二一最裁規七・改称）

（期末手当）

第一条 裁判官であって六月一日及び十二月一日（以下この条から第三条までにおいてこ

れらの日を「基準日」という ci ）にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ基準日か

ら当該基準日の属する月の末日までの間において最高裁判所が定める日（次条及び第三条

においてこれらの日を「支給日」という。）に期末手当を支給する。これらの基準日前一

例月以内に退職し、又は死亡した裁判官（品j•,::j裁判所が定める行を除く。）についても、

同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判

所長官にあっては、六月に支給する場合においては百分の百四十、十二月に支給する場合

においては百分の百五十五を乗じて得た額に、判事及び裁判官の報酬等に関する法律（昭

和二十三年法律第七十五号。以下「報酬法」という。）第十五条に定める報酬月額の報酬

又は報酬法第二条に定める一号から四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、

六月に支給する場合においては百分の六十二・五、十二月に支給する場合においては百分

の七十七・五を乗じて得た額に、同条に定める一号から四号までの報酬を受ける判事補及

び同条に定める五号から九号までの報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、六月に支給

する場合においては百分の百二・五、十二月に支給する場合においては百分の百十七・五

を乗じて得た額に、同条に定める五号から十二号までの報酬を受ける判事補及び同条に定

める十号から十七号までの報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、六月に支給する場合

においては百分の百二十二・五、十二月に支給する場合においては百分の百三十七・五を

采じて得た微に、それぞれぷ準日以前六位iJ=J以内のwmuにおけるその者の在職wm日の次の

各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

六箇月 百分の百

一五箇月以上六箇月未満百分の八十

一 三箇月以上五箇月未満百分の六十

四三箇月未満百分の三十

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した裁判官に

あっては、退職し、又は死亡した日現在）において裁判官が受けるべき椴酬及び扶益手当



の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、報酬月額並び

にこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に別表第一の上欄に掲げる裁判

官の区分に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額（別表第二の上欄に掲げる裁判

官にあっては、その額に報酬月額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額）

を加算した額とする。

（昭二八最裁規二六・昭三O最裁規一二・昭三一最裁規一五・昭三二最裁規九・昭三二最

裁規一五・昭三二最裁規一九・昭三三最裁規一0・昭三四最裁規五・昭三五最裁規八・昭

三五最裁規一九・昭三六最裁規一一・昭三八最裁規二・昭三八最裁規一0・昭三九最裁規

一一・昭四O最裁規一六・昭四二最裁規一七・昭四三最裁規一一・昭四四最裁規一二・昭

四五最裁規一0・ag四六最裁規一四・昭四九最裁規九・昭五一最裁規七・昭五三最裁規六

・昭五八最裁規五・平元最裁規四・平二最裁規八・平三最裁規七・平五最裁規六・平六最

裁規一一・平九h1l裁矧三・平一O民裁規一・平一一品裁規七・平一二以裁則一四・平一三

最裁規九・平一四最裁規八・平一五最裁規一七・平一七最裁規一三・平一九最裁規一・平

二一最裁規七・平二一最裁規一一・平二二最裁規八・一部改正）

第二条 裁判官で次の各号のいずれかに該当するものには、前条第一項の規定にかかわら

ず、当該各号の基準日に係る期末手当（第三号に潟げる者にあっては、その支給を一時差

し止めた期末手当）は、支給しない。

一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの聞に裁判官弾劾裁判所の罷免の

裁判を受けたお－

二基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退

職した者で、その退職した日から当該支給日の前日までの聞に禁鋼以上の刑に処せられた

もの

三 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者（当該処分

を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁鋼以

上の刑に処せられたもの

（平九辰裁刻三・追加）

第三条 最高裁判所長官は、支給日に期末手当を支給することとされていた裁判官で当該

支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当

の支給を一時J·.~ し止めることができる。

一退職した日から当該支給日の前日までの聞に、その者の在職期間中の行為に係る刑事

事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について禁鋼以上の刑が定められてい

るものに限り、刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）第六編に規定する略式手続

によるものを除く。第三羽において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合

二退職した日から当該支給日の前日までの閲に、その者の在職期間中の行為に係る刑事

事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により

判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対

し期末手当を支給することが、裁判官の職務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関

する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下「一時差止処分」とい

う。）を受けた才；·は、第五項の説明書を受制した日の翠日から起r~：して六十日を経過した



後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、最高裁判所長官に対し、その

取消しを申し立てることができる。

3 最高裁判所長官は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った

場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該

当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明ら

かに反すると認めるときは、この限りでない。

一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関

し禁鋼以上の刑に処せられなかった場合

二一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事

事件につき公訴を提起しない処分があった場合

三 一時差止処分を受けたfl・がその者の在職wrnu中の行為に係る刑事事件に関し起訴をさ

れることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、最高裁判所長官が、一時差止処分後に判明した事実文は生じた事情に

基づき、期末手当の支給をだし止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消

すことを妨げるものではない。

5 最高裁判所長官は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に

対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければな

らない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）による不服申

立てについては、一般の官吏の例による。

（平九最裁刻三・迫力日）

（勤勉手当）

第四条 裁判官（最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官を除く。以下この

条及び附則第六項において同じ。）であって六月一日及び十二月一日（以下この条におい

てこれらの日を「li~準日」という。）にそれぞれ在職するものに対しては、基準日以前六

箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から当該基準日の属

する月の末日までの悶において最高裁判所が定める日に勤勉手当を支給する。これらの基

準目前一例月以内に退職し、又は死亡した裁判官（品i¥':j裁判所が定める者を除く。）につ

いても、同様とする。

2 fP)J勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、最高裁判所が一般の官吏の例に準じて定める割

合を乗じて得た額とする。

3 前項の勤勉手当li~礎加は、それぞ、れその基準日現在（退職し、又は死亡した裁判官に

あっては、退職し、又は死亡した日現在）において裁判官が受けるべき報酬月額並びにこ

れに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、その額に別表第三の上欄に掲げ

る裁判官の区分に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額（別表第四の上欄に掲げ

る裁判官にあっては、その額に報酬月額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算

した額）を加算した額とする。

4 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合に

おいて、第二条中「i消条第一羽」とあるのは「第四条第一項」と、同条第一号中「基準日



から」とあるのは「基準日（第四条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条

において同じ。）から」と、 「支給日」とあるのは「支給日（同項に規定する最高裁判所

で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。）」と読み替えるものとする。

（昭二八最裁規二六・昭三八最裁規二・昭三八最裁規一0・昭三九最裁規一一・昭四O最

裁規一六・昭四一最裁会見一三・昭四三最裁規一一・昭四六最裁規一四・昭四八最裁規七・

昭五八最裁規五・平二最裁規八・一部改正、平九最裁規三・旧第二条繰下・一部改正、平

一O最裁規一・平一七最裁規一三・平一九最裁規一・平二一最裁規七・平二四最裁規五・

一部改正）

（補則）

第五条 期末手当及び勤勉手当の支給に関しては、この規則に定めるもののほか、一般の

官吏の例による。

（平九最裁規三・旧第三条繰下、平一O辰裁剣一・旧第五条繰下・一部改正、平二一段裁

規七・旧第六条繰上・一部改正）

阿1HIJ

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和二十七年における第二条の規定の適用については、同条中「十二月十五日（この

日が日曜日に当るときは、その前日）」とあるのは「この規則施行の日」と、 「その日に」

とあるのは「その日から五日以内に」と読み償えるものとする。

3 裁判官に対する年末手当の支給に関する規則（昭和二十五年最高裁判所規則第三十三

号）は、廃止する。

4 平成二十一年六月に支給するWJ末手当に｜刻する第一条第二項の規定の迎川について

は、同項中「百分の百六十、」とあるのは「百分の百四十五、」と、 「百分の七十五」と

あるのは「百分の七十」と、 「百分の百二十Jとあるのは「百分の百十」と、 「百分の百

四十、」とあるのは「百分の百二十五、」とする。

（平二一最裁創七・迫力日）

5 平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの問（次項において「特

例期間」という。）においては、裁判官に対する期末手当の支給に当たっては、期末手

当の制から、当該裁判官が受けるべきJlfJ末手当の棺Hこ T~f分の九・七七（報酬｜法第十六条

第一項第一号から第三号までに掲げる裁判官にあっては、当該各号に掲げる裁判官の区

分に応じ当該各号に定める割合）を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

（平二四最裁規五・追加）

6 特例｝羽｜！日においては、裁判宵に対する勤勉手当の支給に当たっては、勤勉手当の制

から、当該裁判官が受けるべき勤勉手当の額に百分の九・七七を乗じて得た額に相当す

る額を減ずる。

（平二四最裁規五・迫力rl)

7 前二項の規定により期末手当及び勤勉手当の支給に当たって減ずることとされる額

を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。

（平二四最裁刻五・泊加）



附則（昭和二八年一二月一四日最高裁判所規則第二六号）

1 この規則は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第二項の規定は、公布

の日から施行する。

2 昭和二十八年十二月十五日に支給する期末手当の額は、昭和二十八年度における期末

手当の支給の特例に関する法律（昭和二十八年法律第八十九号）本則第二項の規定にかか

わらず、第一条第二項に定める額とする。

附則（昭和三O年一二月一四日最高裁判所規則第一二号）

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の裁判官に対するJUJ末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第一条第二項の規

定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、 「百分の百

五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において最高裁判所が定める割合Jと読み替える

ものとする。

3 昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の裁判官に対する期末

手当及び勤勉手当の支給に関する規則第一条第二項の規定により算出したその額をこえる

部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、｜司日から五日

以内に支給することができる。

附則（昭和三一年一二月一四日以高裁判所規則第一五号）

1 この規fllJは、公布の日から施行する。

2 改正後の裁判官に対する J~j末手当及び勤勉手当の支給に｜則する刻HIJ?..fj一条第二以の規

定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、 「百

分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において最高裁判所が定める割合」と読

み伴えるものとする。

附則（昭和三二年六月一日段高裁判所規則第九号）抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

附則（昭和三二年九月二六日段高裁判所規則第一五号）抄

1 この刻！llJは、公イIiの日から施行し、昭和三十二年四月一日から適川する。

附員lj（昭和三二年一一月二五日段高裁判所規則第一九号）

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の裁判官に対するJU]末手当及び勤勉手当の支給に｜刻する矧HIJID－条第二項の規

定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、 「百

分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において最高裁判所が定める割合」

と読み替えるものとする。

阿古川 (I昭和三三年一二jj一五日以l:':j裁判所刻uiJm-o号）
1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の裁判官に対するWJ末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第一条第二項の規

定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、 「百

分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、最高裁判所が定める割合」

と読み替えるものとする。

3 昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の裁判官に対する期

末手当及び勤勉手当の支給に閲する刻HIJ第一条第二以の規定により~？：出したその似をこえ



る部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五

日以内に支給することができる。

附則（昭和三四年四月一三日最高裁判所規則第五号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三五年六月九日最高裁判所規則第八号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三五年一二月二三日最高裁判所規則第一九号）

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十二月十五日から適用する。

附則（昭和三六年一一月一O日最高裁判所規則第一一号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三八年二月二八日最高裁判所規則第二号）

1 この規則は、公イIiの日から施行し、昭和三十七年十二月十五日から適用する。

2 昭和三十七年十二月十五日において改正前の裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の

支給に関する規則（以下「規則」という。）の規定に基づ、いて支払われた裁判官の期末手

当及び勤勉手当の傾の合計額が改正後の規則の規定によりその者が同日に支給されること

となる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の規則の規定により同

日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の規則の規定による勤勉手当

の額に加算した額とする。

3 改正前の規uリの刻IE~こ基づいて附和三十七年十二月十五日に裁判官に支払われたJUJ末

手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

この場合において、改正前の規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の規

則の制定により支給されることとなる勤勉手当の似をこえる部分は、改正後の規則の飢えご

により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則（昭和三八年一二月二O日最高裁判所規則第一O号）

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十二月十四日から適用する。

附川（昭和三九年一二月一七日以向裁判所規則第一一け）

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

附則（昭和四O年一二月二七日最高裁判所規則第一六号）

I この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附H!Jm三項及び附H!J第四

項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規

則の規定は、昭和四十年十二月十五日から適用する。

3 m二条の規定による改正後の裁判官に対するm末手当及び勤勉手当の支給同期する刻

則第二条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十

二月以内」とあるのは、 「十一箇月十七日以内」とする。

4 第二条の規定による改正後の裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規

則第一条及び第二条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同規則第一

条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第

一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三

n」とあるのは「二位i月十七日」と、同規則第二条第一刻第二号－中「六月以内」とあるの



は「五箇月十七日以内」とする。

附則（昭和四一年一二月二一日最高裁判所規則第一三号）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支

給に関する規則の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

附則（昭和四二年一二月二二日最高裁判所規則第一七号）抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

附則（昭和四三年一二月二一日最高裁判所規則第一一号）

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附則（昭和四四年一二月二日最高裁判所規則第一二号）

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の

支給に関する規則（以下「改正後の規則Jという。）の規定は、昭和四十四年六月一日か

ら適川する。

2 昭和四十四年六月一日において在職する裁判官に対して同月に支給する期末手当に関

する改正後の規則第一条の規定の適用については、同条第二項中「裁判官が受けるべき」

とあるのは、 「裁判刊の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十四年法律

第七十五号）第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律（昭和二十三年法

律第七十五号）の規定により裁判官が受けるべきであった」とする。

附則（昭和四五年一二月一七日最高裁判所規則第一O号）

この刻HIJは、公布の日から施行し、改正後の裁判官に対するWJ末手当及び勤勉手当の支

給に関する規則の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

附則（昭和四六年一二月一五日最高裁判所規則第一四号）

1 この創l{ljは、公布の日から施行し、この飢HIJによる改正後の裁判官に対する則末手当

及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

2 裁判官が昭和四十六年五月一日以後の分として支給を受けた期末手当及び勤勉手当

は、この規則による改正後の裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の

規定によるjgJ末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

附則（昭和四八年三月三日最高裁判所規則第二号）

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年二月一日から適用する。

附HIJC附和四八年九月二六日以向裁判所規num七号）

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の裁判官に対する期末手当及

び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

附則（昭和四九年一二月二三日最高裁判所規則第九号）

1 この創HIJは、公イ！？の日から施行し、この創川による改正後の裁判官に対する則末手当

及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和四十九年十二月一日から適用する。

2 裁判官が昭和四十九年十二月一日以後の分として支給を受けた期末手当は、この規則

による改正後の裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による期

末手当の内払とみなす。

附則（昭和五一年一一月五日最高裁判所規則第七号）

この規則は、公布の日から施行する。

附Hリ（昭和五三年一OrJ二一日忌1:':j裁判所規nirn~六号）



この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和五八年一一月二九日最高裁判所規則第五号）

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則（平成元年一二月一三日最高裁判所規則第四号）

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の裁判官に対する期末手当

及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年六月以後に支給する期末手当につい

て適用する。

2 裁判官が平成元年六月に支給を受けた期末手当は、この規則による改正後の裁判官に

対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による期末手当の内払とみなす。

附則（平成二年一二月二六日最高裁判所規則第八号）

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の裁判官に対する期末手当

及び勤勉手当の支給に閲する刻fllJの飢え：は、平成二年六月以後に支給するJUJ末手当及び勤

勉手当について適用する。

2 裁判官が平成二年六月以後に支給を受けた期末手当及び勤勉手当は、この規則による

改正後の裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による期末手当

及び勤勉手当の内払とみなす。

附則（平成三年一二月二四日最高裁判所規則第七号）

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の裁判官に対する期末手当

及び勤勉手当の支給に関する飢則の創定は、平成三年十二月以後に支給するJYJ末手当につ

いて適用する。

2 裁判官が平成三年十二月に支給を受けた期末手当は、この規則による改正後の裁判官

に対するJUJ末手当及び勤勉手当の支給に｜刻する刻J!IJの刻定による則末手当の内払とみな

す。

附則（平成五年一一月一二日最高裁判所規則第六号）

この規則は、公布の日から施行する。

附HIJC平成六年一一月七日辰（：＇： j裁判所創！!IJ!n－－け）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成九年六月二五日最高裁判所規則第三号）

この刻HIJは、｜主｜家公務員退職手当法等の－1鳴を改正する法ti!（平成九年法tnt第六十六号）

の施行の日から施行する。

附則（平成－o年一月二二日最高裁判所規則第一号）

（施行期日等）

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の裁判官に対する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給

に関する規則の規定は、この附則に別段の定めがある場合を除き、平成十年一月一日から

適用する。

3 この規則（第一条第二項の改正規定中「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部

分に限る。）による改正後の第一条第二項の規定は、平成九年四月一日から適用する。

4 この規則による改正後の第五条第二項（「（その者について当該在職期間中に裁判官

分限法（日目和二十二年法律第百二十七け）第二条の懲戒の裁判が確定した場合においては、



その額から、その額に当該裁判が過料の裁判であるときは百分の二十、戒告の裁判である

ときは百分の十を乗じて得た額を減じて得た額）」に係る部分に限る。）の規定は、改正

後の第五条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について

適用する。

（期末手当に関する特例措置）

5 平成十年三月に支給する期末手当（最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所

長官に対して支給するものに限る。）に関する改正後の第一条第二項の規定の適用につい

ては、附則第三項の規定にかかわらず、改正後の第一条第二項中「百分の五十五」とある

のは、 「百分の五十」とする。

（期末特別手当に関する特例姶置）

6 平成十年三月に支給する期末特別手当に関する改正後の第五条第二項の規定の適用に

ついては、，，iJ刻中「百分の五十五」とあるのは、 「百分の五十」とする。

附則（平成一一年一一月三O日最高裁判所規則第七号）

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十二年四月一日から、

第三条の規定は同年一月一日から施行する。

附則（平成一二年一一月二七日忌高裁判所規則第一四号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成一三年一二月七日最高裁判所規則第九号）

この刻Hリは、公布の日から施行し、この刻HIJによる改正後の裁判官に対するWJ末手当、

勤勉手当及び期末特別手当の支給に関する規則の規定は、平成十三年四月一日から適用す

る。

附HIJ（平成一四年一一月二八自民向裁判所刻UIJ!'n八月・）

（施行期日）

I この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、

その日）から施行する。ただし、第二条及び附則第四項の規定は、平成十五年四月一日か

ら施行する。

（平成十四年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に閲する特例措置）

2 平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当（以下この項において「期末

手当等」という。）の制は、 7-1：・－条の規定による改正後の裁判れに対するWI末手当、 '.iiJJ勉

手当及び期末特別手当の支給に関する規則（以下この項において「改正後の規則」という。）

第一条第二項及び第三項並びに第五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規

定により算定される期末手当等の額（以下この項において「基準額」という。）から、第

一号に剥げる制から第二号に剥げる仰を711点じた仰に相当する仰を減じた似（同ワに掲げる

額が第一号に掲げる傾を超える場合には、その超える傾に相当する額を基準額に加えた額）

とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額

以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

一 平成十四年十二月一日（期末手当等について改正後の規則第一条第一項後段又は第五

条第一項後段の規定の適用を受ける裁判官にあっては、退職し、又は死亡した目。以下こ

の号及び次項において「基準日」という。）まで引き続いて在職した期間で同年四月一日

から施行日の前日までのもの（当該引き続いて在職したmm日以外の在職した期間で同月一



日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事

情を考慮して最高裁判所の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。）

について支給される報酬及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することと

なる給与の額の合計額

二 継続在職期間について裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律（平成十四

年法律第百十三号）による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬月額及

び一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定める扶養手当の額により算定した場合の報酬及

び扶益手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与の額の合計額

3 平成十四年四月一日から基準日までの聞において検察官その他の国家公務員で最高裁

判所の定めるもの（以下この項において「検察官等」という。）で、あった者から引き続き

新たに裁判官となった者で任用の事情を考慮、して最高裁判所の定めるものについては、前

Ifi各号に掲げる微に、それぞれ検祭＇1~；等との権衡を考慮して忌高裁判所の定める’仰を加え

るものとする。

（平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置）

4 平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第二条の規定による改

正後の裁判官に対する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給に関する規則第一条第

二項及び第五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるの

は「三箇月以内」と、同規則第一条第二項第一号及び第五条第二項第一号中「六箇月」と

あるのは「三附月」と、同規則第一条第二以第二号及び第五条第二項第二号中「五f,nj月以

上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三筒月未満」と、同規則第一条第二項第三

号及び第五条第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二

問月十五日未満」と、同規則第一条第二羽第四月－及び第五条第二項第四号中「三↑；r;jFJ未満」

とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

附則（平成一五年一O月三一日最高裁判所規則第一七号）

（施行期日）

1 この刻WJは、公布の日のJr.tiするよjの矧Plの初日（公布の日が月の初日であるときは、

その日）から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

（平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置）

2 平成十五年十二月に支給するWJ末手当又はWJ末特別手当（以下この項において「WJ末
手当等」という。）の額は、第一条の規定による改正後の裁判官に対する期末手当、勤勉

手当及び期末特別手当の支給に関する規則第一条第二項及び第三項並びに第五条第二項及

び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額（以下この

引において「基準額」という。）から次に払jげる似の合計制（段高裁判所の定める裁判官

にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。）に相当する額

を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、

支給しない。

一 平成十五年四月一日（同月二日から同年十二月一日までの聞に新たに裁判官となった

者（同年四月一日に在職していた裁判官で任用の事情を考慮して最高裁判所の定めるもの

を除く。）にあっては、新たに裁判官となった日）において裁判官が受けるべき報酬、初

任給調格手当、扶主主手当、調幣手当、住f1J手当、通勤手当、単身赴任手当（一般のロ吏の



例に準じて最高裁判所の定める額を除く。）及び特地勤務手当（一般の官吏の例に準じて

最高裁判所の定める手当を含む。）の月額の合計額に百分の一・ O七を乗じて得た額に、

同年四月から裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律（平成十五年法律第百四

十三号。以下この号において「改正法」という。）の施行の日の属する月の前月までの月

数（周年四月一日から改正法の施行の日の前日までの期聞において在職しなかった期間、

報酬を支給されなかった期間その他の最高裁判所の定める期間がある裁判官にあっては、

当該月数から当該期聞を考慮して最高裁判所の定める月数を減じた月数）を乗じて得た額

二 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に

百分の一・ 0七を乗じて得た額

3 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの聞において検察官その他の国家公務員

で最高裁判所の定めるもので、あった者から引き続き新たに裁判官となった者で任用の事情

を考威して1~而裁判所の定めるものに関する前刻の飢えごの適用については、同刻中「次に

掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び検察官その他の国家公務員で最高裁判所の定め

るものとの権衡を考慮して最高裁判所の定める額」と、 「第一号に掲げる額」とあるのは

「第一号に掲げる額及び当該最高裁判所の定める額の合計額」とする。

附則（平成一七年一一月七日最高裁判所規則第一三号）

（施行期日）

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、

その日）から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

（平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置）

2 平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当（以下この項において「期末

手当等」という。）の傾は、第一条の規定による改正後の裁判官に対するJUI末手当、勤勉

手当及び期末特別手当の支給に関する規則第一条第二項及び第三項並びに第五条第二項及

び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額（以下この

項において「基準額」という。）から次に掲げる額の合計額（最高裁判所の定める裁判官

にあっては、第一号に剥げる制。以下この項において「訓格傾」という。）に相当する似

を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、

支給しない。

一 平成十七年四月一日（同月二日から同年十二月一日までの聞に新たに裁判官となった

者（同年四月一日に在職していた裁判官で任用の事情を考慮して最高裁判所の定めるもの

を除く。）にあっては、その新たに裁判官となった日）において裁判官が受けるべき報酬、

初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当（一般の官吏の例に準じ

て最向裁判所の定める傾を除く。）及び特地勤務手当（一般の官吏の例に準じて最高裁判

所の定める手当を含む。）の月額の合計額に百分の0・三六を乗じて得た額に、同年四月

から裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十六号。以

下この号において「改正法」という。）の施行の日の属する月の前月までの月数（同年四

月一日から改正法の施行の日の前日までの期聞において在職しなかった期間、報酬を支給

されなかった期間その他の最高裁判所の定める期間がある裁判官にあっては、当該月数か

ら当該期間を考慮、して最高裁判所の定める月数を減じた月数）を乗じて得た額

二 平成十七年六月に支給されたJUJ末手当及び勤勉手当の合計額又はm末特別手当の額に



百分の0・三六を乗じて得た額

3 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの聞において検察官その他の国家公務員

で最高裁判所の定めるもので、あった者から引き続き新たに裁判官となった者で任用の事情

を考慮して最高裁判所の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に

掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び検察官その他の国家公務員で最高裁判所の定め

るものとの権衡を考慮して最高裁判所の定める額」と、 「第一号に掲げる額」とあるのは

「第一号に掲げる額及び、当該最高裁判所の定める額の合計額」とする。

附則（平成一九年三月二八日最高裁判所規則第一号）

（施行期日）

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則（平成二一年五月二九日最高裁判所規則第七号）抄

（施行m日）

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成二一年一一月三O日最高裁判所規則第一一号）

（施行期日）

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、

その日）から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

（平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置）

2 平成二十一年十二月に支給するJ~J末手当の制は、第一条の刻定による改正後の裁判官

に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第一条第二項及び第三項の規定にかか

わらず、これらの規定により算定される期末手当の額（以下この項において「基準額Jと

いう。）から次に掲げる似の合計額（以下この羽において「訓税制」という。）に相当す

る額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当

は、支給しない。

一 平成二十一年四月一日（同月二日から同年十二月一日までの聞に裁判官以外の者又は

裁判官の限酬等に｜則する法律（昭和二十三年法律第七十五号）第二条に定める十こりの報

酬を受ける判事補若しくは同条に定める十七号の報酬を受ける簡易裁判所判事からこれら

の裁判官以外の裁判官（以下この項において「改定対象裁判官」という。）となった者（同

年四月一日に改定対象裁判官で、あった行で任！日の：・H・l'11fを考成して民高裁判所の定めるもの

を除く。）にあっては、その改定対象裁判官となった日）において改定対象裁判官が受け

るべき報酬、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任

手当（一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定める額を除く。）及び特地勤務手当（一般

の官吏の例に準じて辰高裁判所の定める手当を合む。）の月似の合計制に百分の0・二四

を乗じて得た額に、同月から裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律（平成

二十一年法律第九十号）の施行の日の属する月の前月までの月数（同年四月一日から同法

の施行の日の前日までの期聞において、在職しなカ、った期間、報酬を支給されなかった期

間、改定対象裁判官以外の裁判官で、あった期間その他の最高裁判所の定める期間がある裁

判官にあっては、当該月数から当該期聞を考慮して辰高裁判所の定める月数を減じた月数）

を乗じて得た額

二 平成二十一年六月一日において改定対象裁判官で、あったお－（任問の事’t11fを考慮して最



高裁判所の定める者を除く。）に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分

の0・二四を乗じて得た額

3 平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの聞において検察官その他の国家公務

員で最高裁判所の定めるもので、あった者から引き続き新たに裁判官となった者で任用の事

情を考慮して最高裁判所の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次

に掲げる額」とあるのは、 「次に掲げる額及び検察官その他の国家公務員で最高裁判所の

定めるものとの権衡を考慮して最高裁判所の定める額」とする。

附則（平成二二年一一月三O日最高裁判所規則第八号）

（施行期日）

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、

その日）から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

（平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措間）

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の裁判

官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第一条第二項及び第三項の規定に

かかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額（以下この項において「基準

額」という。）から次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」という。）

に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、

期末手当は、支給しない。

一 平成二十二年四月一日（同月二日から同年十二月一日まで、の｜！日に裁判官以外の名又

は裁判官の報酬等に関する法律（昭和二十三年法律第七十五号）第二条に定める五号か

ら十二号までの報酬を受ける判事補若しくは同条に定める十号から十七号までの報酬を

受ける簡易裁判所判事（裁判官の報酬等に｜則する法律の一部を改正する法律（平成十七

年法律第百十六号）附則第二条の規定の適用を受けない裁判官に限る。）からこれらの

裁判官以外の裁判官（以下この項において「改定対象裁判官」という。）となった者（周

年四月一日に改定対象裁判官であった者で任用の事情を考慮して最高裁判所の定めるも

のを除く。）にあっては、その改定対象裁判官となった日）において改定対象裁判官が

受けるべき報酬、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、単

身赴任手当（一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定める額を除く。）及び特地勤務手

当（一般の＇1~f吏の例に準じて弱肉裁判所の定める手当を含む。）の月似の合計加に百分

の0・二八を乗じて得た額に、同月から裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正す

る法律（平成二十二年法律第五十七号）の施行の日の属する月の前月までの月数（同年

四月一日から同法の施行の日の前日までの期聞において、在職しなかった期間、報酬を

支給されなかったJYJ問、改定対象裁判円以外の裁判官で、あったJUJll¥Jその他の最向裁判所

の定める期間がある裁判官にあっては、当該月数から当該期聞を考慮して最高裁判所の

定める月数を減じた月数）を乗じて得た額

二 平成二十二年六月一日において改定対象裁判官であった者（任用の事情を考慮して

最高裁判所の定める者を除く。）に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に

百分の0・二八を乗じて得た額

3 平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの悶において検察官その他の国家公

務員で最向裁判所の定めるものであった者から引き続き新たに裁判官となった者で任用



の事情を考慮して最高裁判所の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項

中「次に掲げる額」とあるのは、 「次に掲げる額及び検察官その他の国家公務員で最高

裁判所の定めるものとの権衡を考慮して最高裁判所の定める額」とする。

附 則（平成二四年三月三O日最高裁判所規則第五号）

（施行期日）

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

（平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置）

2 平成二十四年六月に支給する期末手当の額は、裁判官に対する期末手当及び勤勉手

当の支給に関する規則第一条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定によ

り算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から次に掲げる

額の合計額（以下この項において「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。

この場合において、制幣制が以準加以上となるときは、 JQJ末手当は、支給しない。

一 平成二十三年四月一日（同月二日から裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正

する法律（平成二十四年法律第四号）の施行の日（以下この号において「施行日」とい

う。）までの問に裁判円以外の者又は裁判官の報酬等に関する法律（昭和二十三年法律

第七十五号）第二条に定める三号から十二号までの報酬を受ける判事補若しくは同条に

定める八号から十七号までの報酬を受ける簡易裁判所判事（裁判官の報酬等に関する法

律の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十六号）附則第二条の規定の適用を受け

ない裁判官に限るo ）からこれらの裁判官以外の裁判官（以下この引において「改定対

象裁判官」という。）となった者（同月一自に改定対象裁判官であった者で任用の事情

を考慮して最高裁判所の定めるものを除く。）にあっては、その改定対象裁判官となっ

た日）において改定対象裁判官が受けるべき報酬、初任給調惣手当、扶主主手当、地域手

当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当（一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定

める額を除く。）及び特地勤務手当（一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定める手当

を含む。）の月額の合計額に百分の0・三七を乗じて得た傾に、同月から施行日の属す

る月の前月までのFJ数（同年四月一日から施行日の前日までのJUJIHJにおいて、在職しな

かった期間、報酬を支給されなかった期間、改定対象裁判官以外の裁判官であった期間

その他の最高裁判所の定める期間がある裁判官にあっては、当該月数から当該期聞を考

威して品向裁判所の定めるH数を減じた月数）を乗じて得たね1

二 平成二十三年六月一日において改定対象裁判官であった者（任用の事情を考慮して

最高裁判所の定める者を除く。）に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に

百分の0・三七を乗じて得た額並びに同年十二月一日において改定対象裁判官であった

者（任川の：u~↑， ·1を考雌して最高裁判所の定める者を除く。）に同月に支給されたWI末手

当及び勤勉手当の合計額に百分のO・三七を乗じて得た額

3 平成二十三年四月一日から平成二十四年六月一日までの聞において検察官その他の

国家公務員で辰高裁判所の定めるもので、あった者から引き続き新たに裁判官となった者

で任用の事情を考慮、して最高裁判所の定めるものに関する前項の規定の適用について

は、同項中「次に掲げる額」とあるのは、 「次に掲げる額及び検察官その他の国家公務

員で最高裁判所の定めるものとの権衡を考慮して最高裁判所の定める額」とする。



別表第一

区分 ~i剤合

最高裁判所長官

最高裁判所判事
百分の二十

高等裁判所長官

判事

報酬法第二条に定める一号から四号までの報酬を受ける判事補

報酬法第十五条に定める報酬月額の報酬又は報酬法第二条に定め
る一号から九号までの報酬を受ける簡易裁判所判事

報酬法第二条に定める五号から八号までの報酬を受ける判事補 百分の十五

報酬法第二条に定める十号から十二号までの報酬を受ける簡易裁
判所判事

報酬法第二条に定める九号又は十号の報酬を受ける判事tili
百分の十

報酬法第二条に定める十四号又は十五号の報酬を受けるrm易裁判
所判事

報酬法第二条に定める十一号又は十二号の報酬を受ける判事補
百分の五

報酬法第二条に定める十六号又は十七号の報酬を受ける簡易裁判
所判事



別表第二

区分 割合

最高裁判所長官

最高裁判所判事
百分の二十五

高等裁判所長官

判事

報酬法第二条に定める一号又は二号の報酬を受ける判事補

報酬法第十五条に定める報酬月額の報酬又は報酬法第二条に定め
る一号から七号までの報酬を受ける簡易裁判所判事

報酬法第二条に定める一号又は四号の報酬を受ける判事補
百分の十五

報酬法第二条に定める八号又は九号の報酬を受ける簡易裁判所判
事



別表第三

区分 割合

判事

報酬法第二条に定める一号から四号までの報酬を受ける判ゴ件flj
百分の二十

報酬法第十五条に定める報酬月額の報酬又は報酬法第二条に定め
る一号から九号までの報酬を受ける簡易裁判所判事

報酬法第二条に定める五号から八号までの報酬を受ける判事補 百分の十五

報酬法第二条に定める十号から十一号までの報酬を受ける簡易裁
判所判事

報酬法第二条に定める九号又は十号の報酬を受ける判事補
百分の十

報酬法第二条に定める十四号又は十五号の報酬を受ける問j易裁判
所判事

報酬法第二条に定める十一号又は十二号の報酬を受ける判事補
百分の五

報酬法第二条に定める十六号又は十七号の報酬を受けるf.lj'j易裁判
所判事



別表第四

区分 割合

判事

報酬法第二条に定める一号又は二号の報酬を受ける判事補
百分の二十五

報酬法第十五条に定める報酬月額の報酬又は報酬法第二条に定め
る一号から七号までの報酬を受ける簡易裁判所判事

報酬法第二条に定めるこ号八は四号の報酬を受ける判事補 百分の十五

報酬法第二条に定める八号又は九号の報酬を受ける簡易裁判所判
事



裁判官の地域手当に関する規則

昭和 42年 12月22日最高裁判所規則第 17号

改正昭和 45年 12月 17日最高裁判所規則第 11号

昭和 55年 12月 19日最高裁判所規則第 11号

昭和 56年 12月24日最高裁判所規則第8号

昭和 60年 12月21日最高裁判所規則第5号

昭和 62年4月 11日以前裁判所別WJm1サ

平成4年 12月 16日最高裁判所規則第 11号

平成 16年2月5日最高裁判所規則第2号

平成 18年3月22日最高裁判所規則第4号

平成 20年 10J=j 1日以向裁判所刻niJm1 2号

平成 24年3月30日段向裁判所規niJm4け

裁判官の調整手当に｜則する規則を次のように定める。

裁判官の地域手当に関する規則

（平一八段裁刻四・改称）

第一条 最高裁判所の定める地域又は裁判所に在留jする裁判官には、地域手当を支給す

る。

2 地域手当の月額は、報酬及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当

の級地の区分に応じて、当該各号に定める~'IJ合を乗じて得た傾とする。
一級地百分の十八

一二級地百分の十五

一三級地百分の十二

四四級地百分の十

五五級地百分の六

六六級地 百 分 の 三

3 前項の地域手当の級地は、最高裁判所が定める。

（昭和四五段裁規一一・昭和五五最裁規一一・昭五六最裁規八・昭和六O最裁規五・平四

最裁規一一・平一八最裁規四・一部改正）

第二条 前条第一項に規定する裁判官がその在勤する地域若しくは裁判所を異にして異動

した場合文は同項に規定する裁判官の在勤する裁判所が移転した場合（同項に規定する裁

判官が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は裁判所に引き続き六箇月を超

えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として最高

裁判所の定める場合に｜綬る。）において、当該異動若しくは移転（以下この項において

「異動等」という。）の直後に在勤する地域若しくは裁判所に係る地域手当の支給割合

（同条第二項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」とい

う。）が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは裁判所に係る地域手当の支給

割合（同条第二項各号に定める苦Jj合をいい、最高裁判所の定める場合には、当該支給割合

を超えない範間内でJi~高裁判所の定める割合とする。以下この項において「異動等前の支
給割合」という。）に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若

しくは裁判所が同条第一項の最高裁判所の定める地域若しくは裁判所に該当しないことと

なるときは、異動等の円滑を図るため、当該裁判官には、同条の規定にかかわらず、当該

異動等の日から二年を経過するまでの問（次の各号に掲げる則問において当該各号に定め

る割合が異動等後の支給割合（異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合に



あっては、当該改定後の異動等後の支給割合）以下となるときは、その以下となる日の前

日までの問。以下この項において同じ。）、報酬及び扶養手当の月額の合計額に次の各号

に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給す

る。ただし、当該裁判官が当該異勤労；の日から二年を経過するまでの聞に更に在勤する地

域文は裁判所を異にして異動した場合その他最高裁判所の定める場合における当該裁判官

に対する地域手当の支給にヲいては、最高裁判所の定めるところによる。

一 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合（異

動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日

の異動等前の支給；切合。次号において同じ。）

二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間（前号に掲げる期間を除

く。） 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合

2 裁判官以外の国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国

の事務若しくは事業と密接な関連をイ子する法人のうち民向裁判所の定めるものに使川され

る者であった者が、引き続き裁判w；となり、前条第二項第一号・の一級地に係る地域及び裁

判所以外の地域又は裁判所に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤

することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給

される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の

定めるところにより、同ヰiの規定に準じて、地域手当を支給する。

（昭四五最裁規一一・全改、昭五五段裁規一一・昭六二最裁規一・平四最裁規一一・平一

六最裁規二・平一八最裁規四・平二O最裁規一二・一部改正）

第三条 地域手当の支給に関しては、この規則に定めるもののほか、一般の官吏の例によ

る。

（平一八li立裁規四・一部改正）

附則抄

I この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

3 平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの聞においては、裁判官に

対する地域手当の支給に当たっては、地域手当の額から、当該裁判官の報酬月額（裁判官

の報酬等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十六号）附則第二条の

規定による報酬を含む。）に対する地域手当の月額に裁判官の報酬等に関する法律（昭和

二十三年法律第七十五号）第十六条第一項各号に掲げる裁判官の区分に応じ当該各号に定

める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

（平二四最裁規四・追加）

4 前項の規定により地域手当の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合に

おいて、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

（平二四最裁規四・追加）

附則（昭和四五年一二月一七日最高裁判所規則第一一号）

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の裁判官の調整手当に

関する規則第一条及び第二条の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

2 第一条の規定による改正後の裁判官の調整手当に関する規則第二条の規定は、第一条

の規定による改正前の裁判官の調整手当に関する規則第二条の規定による調整手当で昭和

四十五年五月一目前に支給事由がなくなったものに係る異動又は移転については、適用し

ない。

附則（昭和五五年一二月一九日最高裁判所規則第一一号）

この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。

附則（昭和五六年一二月二四日最高裁判所規則第八号）

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。



附則（昭和六O年一二月二一日最高裁判所規則第五号）

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の裁判官の調整手当に関す

る規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

2 裁判官が昭和六十年七月一日以後の分として支給を受けた調整手当は、この規則によ

る改正後の裁判官の調整手当に関する規則の規定による調整手当の内払とみなす。

附則（昭和六二年四月一一日最高裁判所規則第一号）

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の裁判宮の調整手当に関する

規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

附則（平成四年一二月一六日最高裁判所矧則第一一号）

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

2 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの聞においては、この規則による改

正後の裁判官の調整手当に関する規則第一条第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、

「百分の十一」とする。

附！！リ（平成一六年二月五日民向裁判所刻HIJ第二号）

（施行期日）

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

（経過措置）

2 この対H!IJの施行の際現にこの規則による改正l)ljの裁判官の訓告さ手当に｜期する却：H!IJ第二

条の規定の適用を受けている裁判官に対する当該適用に係る調整手当の支給に関するこの

規則による改正後の裁判官の調整手当に関する規則第二条の規定の適用については、同条

第一項中「場合（同項に規定する裁判官が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地

域又は裁判所に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要

があると認められる切合として品高裁判所の定める場合に限る。）」とあるのは「場合」

と、 「いい、最高裁判所の定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で最高裁判所

の定める割合とする」とあるのは「いう」と、 「から二年を経過する」とあるのは「から

三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動

等の日から一年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後一年を経過する日」と

あるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは

「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中

「前項」とあるのは「裁判官の調整手当に関する規則の一部を改正する規則（平成十六年

最高裁判所規則第二号）附則第二項の規定により読み替えて適用される前項」とする。

附則（平成一八年三月二二日最高裁判所規則第四号）抄

（施行期日）

1 この規則は、平成十八年四月一日（以下「施行日Jという。）から施行する。

（平成二十二年三月三十一日までの聞における新規則の適用に関する特例）

2 平成二十二年三月三十一日までの聞におけるこの規則による改正後の裁判官の地域手

当に関する規則（以下「新規則」という。）第一条第二項の規定の適用については、次の

表の上欄に掲げる同項の規定中間表の中側に掲げる字句は、それぞれ同表の下側に掲げる

字句とする。

第一号 百分の十八 百分の十八を超えない範囲内で段高裁判所の定める割合

第二号 百分の十五 百分の十五を超えない範囲内で最高裁判所の定める割合

第二号 百分の十二 百分の十二を超えない範囲内で最高裁判所の定める割合



第四号 百分の十 百分の十を超えない範囲内で最高裁判所の定める割合

第五号 百分の六 百分の六を超えない範囲内で最高裁判所の定める割合

第六号 百分の＝ 百分の三を超えない範囲内で最高裁判所の定める割合

（経過措置）

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の裁判官の調整手当に関する規則（以

下「旧規則」という。）第二条の規定の適用を受けている裁判官に対する当該適用に係る

異動等に係る地域手当の支給及び施行日の前日において旧知HIJW－条の則定の迎川を受け

ている裁判官（段高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官を｜徐く。以下この項

において同じ。）が施行日にその在勤する裁判所を異にして異動した場合又は同条の規定

の適用を受けている裁判官の在勤する裁判所が施行日に移転した場合における当該裁判官

に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する新規則第二条の規定の適用について

は、同条第一刻の刻fl:中次の表の上側に掲げる字句は、それぞれ｜斗表の下欄に剥げる字句

とする。

市j条第－！ff 裁判官のWM~担手当に｜則する飢Wlのー却を改

正する規則JC平成十八年最高裁判所規則第四

号）による改正前の裁判官の調整手当に関す

る規則（以下この項において「旧規則」とい

う。）第一条第一項

同条第二項各号に定める割合をいう 前条第二項各号に定める割合をいう

地域手当の支給割合（同条第二項各号に定 調整手当の支給割合（旧規則第一条第二項各

める割合をいい 号に定める知合をいい

同条第一項 前条第一項

4 裁判官の椴酬等に｜則する法行！のー却を改正する法NtC平成十七年法mm百十六号）附

則第二条（第一項を除く。）の規定による報酬を支給される最高裁判所長官、最高裁判所

判事及び高等裁判所長官に対する地域手当の支給に関する次の表の上側に掲げる新規則の

規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句とする。

第一条第一項 最高裁判所の定める地域又は裁 If~高裁判所に在勤する最高裁判所

半lj所に在勤する裁判官 長官及び最高裁判所判事並びに高

等裁判所（高松高等裁判所を除く。）

に在勤する i:':j~ワ；裁判所長官

第一条第二項 報酬｜及び扶後手当の月額の合計 報酬の月tfi'i

額



次の各号に掲げる地域手当の級 最高裁判所及び東京高等裁判所に

地の区分に応じて、当該各号に定 在勤する場合は百分の十二、大阪高

める割合 等裁判所及び名古屋高等裁判所に

在勤する場合は百分の十、福岡高等

裁判所に在勤する場合は百分の六、

広島高等裁判所、仙台高等裁判所及

び札幌高等裁判所に在勤する場合

は l~i分の＝

第二条m一項 前条m一引に制定する裁判H 1)i'j条m一項に規定する刈等裁判所

長官（東京高等裁判所長官を除く。

以下この項において同じ。）

在勤する地域若しくは裁判所 在勤する高等裁判所

同項に規定する裁判官 同項に規定する高等裁判所長官

在勤する裁判所 在勤するi：可等裁判所

在勤していた地域又は裁判所 在勤していた高等裁判所

同条第二項各号 同条第二項各号列記以外の部分． 
在勤していた地域若しくは裁判 在勤していた高等裁判所

所

同条第一項のlf~高裁判所の定め 同条第一項の高等裁判所

る地域若しくは裁判所

当該裁判官 当該高等裁判所長官

報酬及び扶主主手当の月額の合計 報酬の月額

額

在勤する地域又は裁判所 在勤する高等裁判所

第二条第二項 裁判官となり、前条第二項第一号 高等裁判所長官となり、東京高等裁

の一級地に係る地域及び裁判所 判所以外の高等裁判所

以外の地域又は裁判所

地域手当を支給される裁判官 地域手当を支給される高等裁判所

長官

当該裁判官 当；j亥j:':j等裁判所長官

5 この規則の施行の際現に旧規則第二条の規定の適用を受けている高等裁判所長官に対

する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び施行日の前日において旧規則第一条



の規定の適用を受けている高等裁判所長官（東京高等裁判所長官を除く。以下この項にお

いて同じ。）が施行日にその在勤する高等裁判所を異にして異動した場合又は同条の規定

の適用を受けている高等裁判所長官の在勤する高等裁判所が施行日に移転した場合におけ

る当該向等裁判所以官に対する当該児動等に係る地域手当の支給に｜則する！日以の規定によ

る読替え後の新規則第二条の規定の適用については、同条第一項の規定中次の表の上欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に渇げる字句とする。

前条第一項に規定する高等裁判所長官（東 裁判官の調整手当に関する規則の一部を改

京高等裁判所長官を｜徐く。以下この項にお 正する規則（平成十八年最高裁判所規則第

いてl1cijじ。） 四号。以下この引において「改正規則」と

いう。）による改正前の裁判官の調整手当

に関する規則（以下この項において「旧規

則」という。）第一条第一項に規定する裁

判官

その在勤する高等裁判所 その在勤する地域若しくは裁判所

同項に規定する高等裁判所長官 同項に規定する裁判官

在勤する高等裁判所が移転した場合 在勤する裁判所が移転した湯合

当該異動又は移転の日の前日に在勤してい 当該異動又は移転の日の前日に在勤してい

た高等裁判所 た地域又は裁判所

同条第二項各号列記以外の部分に定める1f!J改正規則附則第四項の規定による読替え後

合をいう の前条第二項各号列記以外の部分に定める

;1河合をいう

当該異動等の日の前日に在勤していた高等 当該異動等の日の前日に在勤していた地域

裁判所 若しくは裁判所

地域手当の支給割合（同条第二項各号列記 調整手当の支給割合（旧規則第一条第二項

以外の部分に定める；V;1J合をいい 各号に定める割合をいい

同条第一項 改正規則附則第四項の規定による読替え後

の前条第一項

当該高等裁判所長官には 当該異動等に係る高等裁判所長官には

附則（平成二O年一O月一日最高裁判所規則第一二号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成二四年三月三O日最高裁判所規則第四号）

この刻HIJは、平成二十四年四月一日から施行する。



裁判官の初任給調整手当に関する規則

昭和46年3月31日最高裁判所規則第 2号

改正 昭和61年4月5日最高裁判所規則第 2号
平成元年5月29日最高裁判所規則第 1号

裁判官の初任給調整手当に関する規則を次のように定める。
裁判官の初任給調整手当に関する規則
第一条 判事補で裁判官の報酬等に関する法律（昭和二十三年法律第七十五号。以下「報
酬法Jという。）第二条に定める五号から十二号までの報酬を受けるもの及び裁判所法
（昭和二十二年法律第五十九号）第四十四条の規定により任命された簡易裁判所判事で報

酬法第二条に定める十号から十七号までの報酬を受けるものには、当分のrm、初任給調整
手当を支給する。
2 前項の規定により支給される初任給調整手当の月額は、当該判事補又は簡易裁判所判
事の受ける報酬の号の区分に応じ、別表に定める額とする。
3 前二項の規定にかかわらず、別表に掲げる判事補の報酬の六号から十二号まで又は簡
易裁判所判事の報酬の十一号から十七号までの各号に対応する月微の初任給調整手当が最
高裁判所の定める期lllJをこえて支給されることとなる判事補及び簡易裁判所判事には、そ
の期間をこえるごとに順次上位の報酬の号に対応する月額の初任給調整手当を支給し、別
表に掲げる判事補の報酬の五号又は簡易裁判所判事の報酬の十号に対応する月額の初任給
調整手当が最高裁判所の定める期間をこえて支給されることとなる判事補及び簡易裁判所
判事には、その期間をこえるH寺から初任給調整手当を支給しない。
第二条 初任給調整手当は、報酬の支給方法に準じて支給する。

附則
この規則は、 11g和四十六年四月一日から施行する。

附則（昭和六一年四月五l:ll誌尚裁判所規則第二号）
この規則は、公布の 1:1から施行し、この規則による改正後の裁判官の初任給調整手当に

関する規則の規定は、 llB和六十一年四月一日から適用する。
附員lj （平成元年五月二九日段高裁判所規則第一号）
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の裁判官の初任給調整手当
に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
2 判事補及び簡易裁判所判事が平成元年四月一日以後の分として支給を受けた初任給調
整手当は、この規則による改正後の裁判官の初任給調整手当に閲する規則の規定による初
任給調整手当の内払とみなす。

別表（半元最裁規一・全改）

報酬の号 初任給調整手当の月額

伴lj事補 五号 一九、000円
ーハムー方Eヨ ニO、九00円
七号 四五、一00円
八号 五一、－oo円

九号 七O、000円
十号 七五、一00円

十一号 八二、九00円
十二号 八七、八00円

簡易裁判所判事 十号 一九、000円
十一号 二O、九00円
十二号 四五、－oo円

十三号 五一、－oo円

十四号 七O、000円



七五、一00円
八三、九00円
八七、八00円



裁判官特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日最高裁判所規則第6号

改正平成19年3月28日最高裁判所規則第 1号

裁判官特別勤務手当に関する規則を次のように定める。

裁判官特別勤務手当に｜刻する規則

（裁判官特別勤務手当の支給要件）

第一条判事、判事補（裁判官の報酬等に関する法律（昭和二十三年法律第七十五号。以

下「報酬法」という。）別表判事補の項十一号又は十二号の報酬月額の報酬を受ける者を

除く。）及び簡易裁判所判事（報酬法別表簡易裁判所判事の項十六号又は十七号の報酬月

額の報酬を受ける者を除く。）が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により裁

判所の休日に関する法律（昭和六十三年法律第九十三号）第一条第一項の規定による裁判

所の休日に勤務した場合は、当該裁判官には、裁判官特別勤務手当を支給する。

（裁判官特別勤務手当の額）

第二条裁判官特別勤務手当の額は、前条の規定による勤務一回につき、別表の上欄に掲

げる裁判官の区分に応じ、同表の下欄に定める額とする。ただし、同条の規定による勤務

に従事したH寺間が六H寺11¥Jを趨える場合の勤務にあっては、同表の下側に定める額に百分の

百五十を乗じて得た傾とする。

（実施の細則）

第三条 この規則に定めるもののほか、裁判官特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、

最高裁判所が定める。

附則

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

附則（平成一九年三月二八日最高裁判所規則第一号）

（施行期日）

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。



別表（第二条関係） （平一九最裁規一・一部改正）

区分 裁判官特別勤務手当の額

判事 一八、000円

報酬法第十五条に定める報酬月額又は報酬法別

表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬

月額の報酬を受ける簡易裁判所判事

報酬法別表判事祁jの項一号又は二号の報酬月額 ， 一二、000円
の報酬を受ける判事補

報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から七号ま

での報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事

報酬法別表判事t!Uの項三号又は四号の報酬月額 ~o、000円

の報酬を受ける判事補

報酬法別表簡易裁判所判事の項八号又は九号の

報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事

報酬法別表判事tillの項五号又は六号の報酬月額 八、五00円
の報酬を受ける判事補

報酬法別表簡易裁判所判事の項十号又は十一号

の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事

報酬法別表判事十jfjの項七号から九号までの報酬 七、000円
月額の報酬を受ける判事補

報酬法別表簡易裁判所判事の項十二号から十四

号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判

事

報酬法別表判事tiliのJ.Ji十号の報酬月額の報酬を 六、000円
受ける判事補

報酬法別表簡易裁判所判事の項十五号の報酬月

額の報酬を受ける簡易裁判所判事



裁判官及び、裁判官の秘書官以外の裁判所職員の人事評価に関する規則

平成二十二年七月二十九日最高裁判所規則第六号

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の人事評価に関する規則を次のよう

に定める。

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の人事評価に関する規則

（趣旨）

第一条裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員（以下「職員」という。）の

人事評価については、裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号

）において準用する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号） （以下「法」

という。）第三章第四節（第七十条の三第二項を除く。）に定めるもののほか、

この規則の定めるところによる。

（人司；L評価の実施椛お）

第二条人事評価は、最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所若しくは各家庭裁

判所（以下この条において「各裁判所」という。）又は最高裁判所の定める者の

中から各裁判所の指定した者（以下「実施権者」と総称する。）が実施するもの

とする。

（人事評価の実施の除外）

第三条人事評価は、人事評価の結果を給与等ヘ反映する余地がない職員について

は、実施しないことができる。

（人事評価の方法）

第四条人事評価は、年llU評価（職員がその職務を遂行するに当たり発抑した能力

を把握した上で、行われる勤務成績の評価をし汚。以下同じ。）及び半期評価（職



員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の

評価をいう。以下同じ。）によるものとする。ただし、最高裁判所の定めるとこ

ろにより、年間評価及び、半期評価に加え、主として人材育成を目的として、その

他の方法による人事評価を行うことができる。

2 法第五十九条の条件付採用又は条件付昇任を正式のものとするか否かについて

の判断のために行う人事評価は、前項の規定にかかわらず、年間評価のみによる

ものとする。

3 年間評価は、当該年間評価に係る評価期聞において現実に職員が職務を遂行す

るに当たりとった行動を、標準職務遂行能力を踏まえて最高裁判所の定める項目

ごとに、当該各項目に係る能力が具現されるべき行動として最高裁判所の定める

行動に照らして、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うもの

とする。

4 半期評価は、当該半期評価に係る評価期聞において現実に職員が果たした役割

を、職員が＊たすべき役割として最高裁判所の定める役割に照らして、当該職員

が当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。

（定期評価の実施）

第五条前条第一項本文の規定による人事評価は、十月一日から翌年九月三十日ま

での期聞を単位とし、毎年実施するものとする。

2 前項の規定により実施する人事評価は、定期評価という。

3 定期評価における年間評価の評価期間は、十月一日から翌年九月三十日までの

期間とする。

4 定WJ~価における半月！評価の評価lVJlt日は、十月一日から翌年三月三十一日まで

及び四月一日から九月三十日までの各WJI削とする。

（定期評価における評価者等の指定）



第六条実施権者は、定期評価を受ける職員（以下「被評価者」という。）の監督

者の中から次条、第八条第一項（第十三条において、準用する場合を含む。以下こ

の項において同じ。）及び第十条（第十三条において‘準用する場合を含む。）か

ら第十二条までに定める手続を行う者を評価者として指定するものとする。ただ

し、一人の被評価者について複数の評価者を指定する場合には、これらの者のう

ち一人を除く他の者は、第八条第一項に定める手続のみを行うものとする。

2 実施権者は、第八条第二項（第十三条において、準用する場合を含む。）に定め

る手続を行う者を最終評価者として指定するものとする。ただし、実施権者が評

価者である場合その他合理的な理由がある場合には、最終評価者を指定しないこ

とができる。

（定期評価における年間評価Iiの手続）

第七条評価Ii者は、定期評価における年間評価を行うに際し、その参考とするため、

被評価者に対し、あらかじめ、当該年間評価に係る評価則問において当該被評価

布－の発抑した能力に｜則する被評価者の認識その他評価行－による評価の参与・となる

べき事項について申告をさせるものとする。

第八条評価者は、定期評価における年間評価を行うに際し、被評価者について、

個別評語（最高裁判所の定める項目ごとに当該各項目に係る評価の結果を表示す

る記号をいう。第十四条及び第十五条第四項において同じ。）及び全体評語（当

該年間評価Iiの結果を総指的に表示する記号をいう。次項において同じ。）を付す

ことにより評自Iiiを行うものとする。

2 最終評価Ii者は、前項の規定による評価について不均衡があるかどうかという観

点から得伐を行い、被評価fi{fについて全体評訴を付すことにより評価を行うもの

とする。

3 実施権者は、前項の規定による評価について審査を行い、適当でないと認める



場合には、最終評価者に同項の規定による評価を再度行わせた上で、定期評価に

おける年間評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 第六条第二項ただ、し書の規定により最終評価者を指定しない場合においては、

実施権者は、第一項の規定による評価について審査を行い、適当でないと認める

場合には、評価者に同項の規定による評価を再度行わせた上で、前項の確認を行

うものとする。

第九条実施権者は、前条第三項又は第四項の規定による確認を行った後に、被評

価者の定期評価における年間評価の結果を、最高裁判所の定めるところにより、

当該被評価者に開示するものとする。

第十条評価者は、被評価者と面談を行い、定期評価における年間評価の結果及び、

その根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

2 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難

い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に

代えることができる。

（定期評価における半期評価の手続）

第十一条評価者は、定期評価における半期評価Iiの評価期間の開始に際し、被評価

者と面談を行い、業務に関する目標を定めさせるものとする。

2 前条第二項の規定は、前項の面談について、準用する。

第十二条評価者は、定期評価における半期評価を行うに際し、その参考とするた

め、被評価者に対し、あらかじめ、当該半期評価に係る評価期聞において当該被

評価者の挙げた業績に関する被評価者の認識その他評価者による評価の参考とな

るべき~JlJJ'iについて申告をさせるものとする。

第十三条第八条から第十条までの制定は、定Jgrn!f価における半期評価の手続につ

いて準用する。



（定期評価についての特例）

第十四条定期評価の実施に際し、職員の職務と責任の特殊性に照らして、第七条、

第八条第一項（個別評語に係る部分に限る。） （前条において準用する場合を含

む。）及び第十条（前条において準用する場合を含む。）から第十二条までの規

定の特例を要する場合には、最高裁判所がこれを定めることができる。

（特別評価の実施）

第十五条第四条第二項の規定による人事評価は、条件付任周期間（条件付採用期

聞及び条件付昇任期聞をいう。以下同じ。）中の職員に対して、条件付任周期閣

を評価期間として実施するものとする。

2 前項の規定により実施する人事評価は、特別評価という。

3 実施権者は、特別評価の実施に当たり、当該条件付任用期間中の職員について、

第六条の規定により定期評価の評価者及び最終評価者として指定した者を、それ

ぞれ特別評価の評価者及び最終評価者として指定するものとする。

4 特別評価の手続については、次の各号に剥げる職員の区分に応じ、当該各号に

定める規定を準用する。

一条件付採用期間中の職員第八条（個別評語に係る部分を除く。次号におい

て同じ。）

二条件付昇任期間中の職員第八条及び第九条

（苦情への対応）

第十六条実施権者は、第九条（第十三条及び前条第四項第二号において準用する

場合を含む。）の規定により職員に開示された定期評価における年間評価若しく

は半月J評価又は特別評価の結果に｜刻する職員の古↑l!fその他定期l評価又は特別評価

に｜則する職員の苦情について、最高裁判所の定めるところにより、適切に対応す

るものとする。



2 職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けな

し、。

（人事評価の記録）

第十七条人事評価の記録は、最高裁判所の定めるところにより、人事評価記録書

として作成しなければならない。

（雑則）

第十八条 この規則に定めるもののほか、人事評価に関し必要な事項は、最高裁判

所が定める。

附則

（施行期日）

1 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

（特別評価に関する経過措置）

2 この規則の施行前に条件付任周期間が開始された職員については、第十五条の

規定にかかわらず、なお従前の例により、法第五十九条の条件付採川又は条件付

昇任を正式のものとするか否かについての判断のための勤務成績の評定を行うも

のとする。

（裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則

の一部改正）

3 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則

（昭和四十一年最高裁判所規則第六号）の一部を次のように改正する。

別表備考中「勤務評定」を「人事評価」に改める。



指定職俸給表の準用を受ける職員の俸給月額に関する規則

昭和48年9月26日最高裁判所規則第8号

改正昭和60年12月21日最高裁判所規則第6号
平成6年9月1日最高裁判所規則第8号
平成18年3月22日最高裁判所規則第5号

指定職俸給表の準用を受ける職員の俸給月額に関する規則を次のように定める。
指定職俸給表の準用を受ける職員の俸給月額に関する規則
指定職俸給表の準用を受ける職員の俸給月額に関する規則（昭和三十八年最高裁判所規

則第十三号）の全部を改正する。
裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）において準用する一般職の

職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第六条の二の規定による職員の
俸給月額は、別表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸の額とする。

別表

区分 官職 号俸

一 最高裁判所事務総長 八号俸

一 最高裁判所が別に定める官職
一号俸又は二号俸のうち、官職ごと
に最高裁判所が定める号俸

当分の問、最高裁判所が指定した場合には、この表の二の項に掲げる官
備考職のうち、その指定を受けた官職を占める職員の俸給月額は、三号俸の

額とする。

附員IJ

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の指定職俸給表の準用を受
ける職員の俸給月額に関する規則の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 別表の規定にかかわらず、当分の問、司法研修所長の俸給月額は、七号俸以下の号俸
のうち、最高裁判所が定める号俸の額とする。
附則（昭和六O年一二月二一日最高裁判所規則第六号）抄
（施行期日等）
1 この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則（平成六年九月一日最高裁判所規則第八号）
この規則は、公布の日から施行する。
附則（平成一八年三月二二日最高裁判所規則第五号）抄
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。



裁判官以外の裁判所職員の俸給の特別調整額に関する規則

昭和40年2月3日最高裁判所規則第3号

改正昭和41年6月 ll日最高裁判所規則第3号

昭和 43年4月20日最高裁判所規則第4号

昭和45年 5月25日最高裁判所規則第5号

昭和 50年 11月7日最高裁判所規則第6号

昭和 57年4月 17日長高裁判所規則第2号

昭和 60年 12月21日最高裁判所規則第6号

平成 3年4月 l日最高裁判所規則第 1号

平成3年 12n 24日以高裁判所飢J!IJ!.n8げ

平成6年6月30日最高裁判所規則第3号

平成 6年9月 1El最高裁判所規則第8号

平成 13年3n 22日最高裁判所規則第2号

平成 16年3月31日最高裁判所規則第7号

平成 19年3月28日最高裁判所規則第2号

平成21年 3月31日段高裁判所規則第5号

平成21年sn 29日以高裁判所刻則第8り

平成 22年 3月31日最高裁判所規則第3号

平成22年 11月 30日最高裁判所規則第9号

平成22年 12月8日長高裁判所規則第 10号

裁判官以外の裁判所職員の俸給の特別調整額に関する規則を次のように定める。

裁判官以外の裁判所職員の俸給の特別調整額に関する規則

裁判官以外の裁判所職はの俸給の特~Jlj ;J，~幣制に｜則する規UIJ (II日和二十八年以高裁判所刻

則第四号）の全部を改正する。

（支給官職及び区分）

第一条 裁判所職員臨時措白法（昭和二十六年法律第二百九十九号）において、準用する一

般職の職員の給与・に｜刻する法作（昭和二十五年法行tm九十五り） （第三条において「給与

法」という。）第十条の二第一項の規定により俸給の特別調整を行う裁判所職員（以下「職

員」という。）の官職は、別表に掲げる官職及び最高裁判所がこれに相当すると認める官

職とする。

2 別表に掲げる官職に係る俸給の特別調整額の区分は、同表の官職欄の区分に応じ、同

表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる官職（同表中その区分について最

高裁判所が別に定めることとされている官職を除く。）のうち段高裁判所が別に定める官

臓にあっては、当該l~~~·~tこ対応する同表の区分側に定める区分より一段i：可い区分又は一段
低い区分とすることができる。

3 第一項に規定する最高裁判所が別表に掲げる官職に相当すると認める官職に係る俸給

の特別訓格制の区分については、当a亥’1~·； ij1~が当 ~l亥~Jlj表に掲げる官Iff~が剥げられている同表



の官職欄に掲げられているものとして、前項の規定を適用する。

（昭六O最裁規六・平三最裁規八・平六最裁規八・平一九最裁規二・平二一最裁規五・平

二二最裁規三・平二二最裁規九・一部改正）

（支給額）

第二条 俸給の特別調整額は、職員の属する職務の級及び職員の占める官職に係る俸給の

特別調整額の区分に応じ、一般職の国家公務員の例に準じて辰高裁判所が別に定める額と

する。

（平一九最裁規二・平二一最裁規五・全改）

（給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額）

第三条 給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の準用を受ける職員（裁判所

職員臨時措置法において準用する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十

一条の四第一刻文は第八十一条の五第一刻の規定により採川された職L1を除く。）のう

ち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者

（以下この条において「特定職員Jという。）の五十五歳に達した日後における最初の

四月一日（特定戦以以外の行－が五十五歳に達した日後における地初の四月一日後に特定

職員となった場合にあっては、特定職員となった日）以後の俸給の特別調整額は、前条

の規定にかかわらず、同条の規定による額に一般職の国家公務員の例に準じて最高裁判

所が別に定める割合を乗じて得た額（その額に一円未満の端数があるときは、その端数

を切り的てた似）とする。

（平二二最裁規九・追加、平二二段裁規一0・一部改正）

附則抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年一月一日から適用する。

（昭五O最裁規六・旧附則・一部改正）

附則（昭和四一年六月一一日最高裁判所規則第三号）

この刻HIJは、公イIiの日から施行し、改正後の裁判官以外の裁判所職員の俸給の特別調格

額に閲する規則の規定は、 H百和四十一年四月一日から適用する。

附則（昭和四三年四月二O日最高裁判所規則第四号）

この刻nuは、 U（｛和四十三年五月一日から施行する。

附則（昭和四五年五月二五日最高裁判所規則第五号）

この規則は、昭和四十五年六月一日から施行する。

附則（昭和五O年一一月七日最高裁判所規則第六号）

この刻HIJは、公イriの日から施行し、この規則による改正後の裁判官以外の裁判所職員の

俸給の特別調整額に関する規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

附則（昭和五七年四月一七日最高裁判所規則第二号）

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の裁判官以外の裁判所職員の

俸給の特別調整額に関する規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

附則（昭和六O年一二月二一日最高裁判所規則第六号）抄

（施行期日等）

1 この規HIJは、公イtiの日から施行する。ただし，第六条の制定は， H日和六十一年一月一
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日から施行する。

附則（平成三年四月一日最高裁判所規則第一号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成三年一二月二四日最高裁判所規則第八号）

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

附則（平成六年六月三O日最高裁判所規則第三号）

この規則は、平成六年八月一日から施行する。

附則（平成六年九月一日最高裁判所規則第八号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成一三年三月二二日最高裁判所規則第二号）

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附WJC平成一六年三月三一日最，：・：j裁判所規則第’七日・）抄

1 この規則は、裁判所法の一部を改正する法律（平成十六年法律第八号）の施行の日（平

成十六年四月一日）から施行する。

附fl!J（平成一九年三月二八日最高裁判所規則第二号）

（施行期日）

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

（経過措置）

2 裁！j~IJ所職員｜臨時tali"t法（昭和二十六年法律第二百九十九弓）において準川する一般職

の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号） （以下「給与法」という。）

第十条の二の規定により俸給の特別調整を行う官職を占める裁判所職員のうち、この規則

による改正後の裁判官以外の裁判所職此の俸給の特別調幣制に関する刻HIJC以下「新刻HIJ」

という。）第二条の規定による俸給の特別調整額が人事院規則九一一七一一O九（人事院

規則九一一七（俸給の特別調整額）の一部を改正する人事院規則）附則第二項に規定する

経過措間基準額に準じて最高裁判所が別に定める経過措Ii'1基準額に達しないこととなる裁

判所職はには、当該俸給の特別；t/i'~幣制（裁判官以外の裁判所職只の作給の特別訓然tfmこ｜則

する規則第三条（以下「規則第三条」という。）の規定が適用される裁判所職員にあって

は、規則第三条の規定による俸給の特別調整額）のほか、新規則第二条の規定による俸給

の特別訓税制と当該経過的凶器対立制との先制に相当する制に次の各りに射げるJQJ川の区分

に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額（規則第三条の規定が適用される裁判所職員

にあっては、当該額に一般職の国家公務員の例に準じて最高裁判所が別に定める割合を乗

じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

を作給の特別調格納として支給する。

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百

一平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五

一平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十

四平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五

（平二二段裁規九・平二二最裁規一0・一部改正）

附則（平成二一年三月三一日最高裁判所規則第五号）

（施行JUj日）
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1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

（経過措置）

2 この規則の施行の日の前日においてこの規則による改正前の裁判官以外の裁判所職員

の俸給の特別調整額に関する規則第一条第一項に規定する課長補佐又は最高裁判所が当該

課長補佐に相当すると認める官職（以下この項及び次項において「課長補佐等の官職」と

いう。）を占めていた裁判所職員で、あって、その官職を同日から引き続き占めるもの（本

府省業務調整手当を支給されない者のうち、最高裁判所が定めるものに限る。）には、人

事院規則九一一七一一一九（人事院規則九一一七（俸給の特別調整額）の一部を改正する

人事院規則）附則第二条に規定する経過措置基準額に準じて最高裁判所が別に定める経過

措置基準額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額

（その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を俸給の特別調整額

として支給する。同日において課長補佐等の’白臓を占めていた裁判所職員のうち、これら

の裁判所職員との均衡上必要があると認められる裁判所職員として最高裁判所が定める裁

判所職員についても、同様とする。

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の円

一平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の七十五

一 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで 百分の五十

四平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 百分の二十五

3 前項の規定により俸給の特別調格納を支給される裁判所職員又は課長補佐等の官臓を

占める裁判所職員で、あって本府省業務調整手当を支給されるものに対する裁判官以外の裁

判所職員の俸給の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則（平成十九年最高裁判所

飢則第二号）附HIJ第二Jfiの則定の適川については、なお従前の例による。

4 前二項の規定により俸給の特別調整額を支給される裁判所職員は、裁判所職員臨時措

置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）において準用する一般職の職員の給与に関する

法律（昭和二十五年法律第九十五号）第十条の三第一項及び第十九条の三第一項に規定す

る管刊！職只並びに同法第十九条の八第二項に規定する管理職此等に合まれないものとす

る。

（平成二一最裁判規八・一部改正）

附則（平成二一年五月二九日 最高裁判所規則第八号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成二二年三月三一日 最高裁判所規則第三号）

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則（平成二二年一一月三O日 最高裁判所規則第九号）

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

附則（平成二二年一二月八日 最高裁判所規則第一O号）

（施行期日）

1 この規則は、公布の日から施行する。

（平成二十二年四月一目前に五十五歳に達した職員に関する読替え）

2 平成二十二年四月一目前に五十五以に述した職員に対する改正後の裁判官以外の裁

-4 -



判所職員の俸給の特別調整額に関する規則第三条の規定の適用については、同条中「五

十五歳に達した日後における最初の四月一日（」とあるのは「裁判官以外の裁判所職員

の俸給の特別調整額に関する規則等の一部を改正する規則（平成二十二年最高裁判所規

則第十号）の施行の日（」と、 「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」と

あるのは「同日後」とする。

別表（昭五七最裁規二・全改、平三最裁規一・平六最裁規三・平一六最裁規七・平成一九

最裁規二・平二一段裁規五・平二二最裁規三・一部改正）

・5・



裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の本府省業務調整手当に関する規則

平成21年3月31日最高裁判所規則第4号

裁判官及ひ、裁判官の秘書官以外の裁判所職員の本府省業務調整手当に関する規則を次の
ように定める。

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の本府省業務調整手当に関する規則
（趣旨）

第一条 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員（第三条において「職員Jとい
う。）に対する本府省業務調整手当の支給については、他の法令に定めるもののほ
か、この規則の定めるところによる。
（本府省業務調整手当の支給される業務）

第二条 裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）において読み替えて
準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号） （次条に
おいて「給与法j としづ。）第十条の三第一項第二号の最高裁判所規則で定める業務
は、次に掲げる業務とする。

一 最高裁判所の大法廷及び小法廷の業務
二最高裁判所事務総局の業務
三 その他最高裁判所に置かれる組織の業務で、あって、最高裁判所が別に定めるもの
（本府省業務調整手当の月額）

第三条 給与法第十条の三第二項の最高裁判所規則で定める額は、職員の属する職務の級
に応じ、一般職の国家公務員の例に準じて段高裁判所が別に定める額とする。
（雑則）

第四条 この規則に定めるもののほか、本府省業務調整手当に関し必要な事項は、最高裁
判所が定める。
附則
（施行期日）

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。



裁判所書記官等の俸給の調整に関する規則

昭和 27年2月13日最高裁判所規則第3号

改正昭和 27年9月 16日最高裁判所規則第24号

昭和 29年5月29日最高裁判所規則第7号

昭和 31年7月31日最高裁判所規則第 12号

昭和 32年8月 13日；最高裁判所規則第 13号

昭和 35年6月25日最高裁判所規則第 11号

昭和 35年7月23日；最高裁判所規則第 14号

昭和 40年3月31日最高裁判所規則第5号

昭和 54年 12月26日最高裁判所規則第7号

昭和 55年 11月29日最高裁判所規則第 10号

昭和 60年 12月21日最高裁判所規則第6号

平成6年9月1日最高裁判所規則第8号

平成7年 12月11日最高裁判所規則第6号

平成8年 12月19日最高裁判所規則第8号

平成 13年3月22日最高裁判所規則第3号

平成 14年 11月28日最高裁判所規則第 12号

平成 19年8月1日最高裁判所規則第9号

裁判所書記官等の俸給の調整に関する規則を次のように定める。

裁判所書記官等の俸給の調整に関する規則

第一条 裁判所職員臨時措m法において準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和

二十五年法律第九十五号）第十条の規定により俸給の調整を行う裁判所職員（以下「職

L1」という。）の官職は、次のとおりとする。

一 裁判所書記官及び家庭裁判所調査官

二家庭裁判所調査官補の職権の特例に関する規則（昭和二十九年長高裁判所規則第六

号）第一項の規定により家庭裁判所調査官の職務を行う者に指名された家庭裁判所調査官

補（最高裁判所が指定するものを除く。）

三 法廷等の1警備に専ら従事する職員の官職（段高裁判所が指定するものを除く。）

四 裁判所事務＇1~f （地高裁判所が指定するものに限る。）

（昭二七最裁規二四・昭三九最裁規七・ ng三一最裁規一二・ H百四O最裁規五・昭六O最裁

規六・平六最裁規八・平七最裁規六・平八最裁規八・一部改正）

第二条 前条各号に掲げる官職にある職員の俸給の調整額は、当該職員の職務の級に応じ

一般職の国家公務員の例に準じて最高裁判所が別に定める調整基本額にその者に係る別表

の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た傾（裁判所職員臨時措ii'l法において準用する国家

公務n法（昭和二十二年法律m百二十り）第八十一条の四第一Jl＇［又は第八十一条の五第一

項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの（以下こ

の条において「再任用短時間勤務職員Jという。）にあってはその額に裁判所職員臨時措

置法において準用する一般職の峨員の勤務時間、休Ill~等に関する法律（平成六年法律第三
十三号。以下この条において「勤務時間法」という。）第五条第二項の規定により定めら

れたその者の勤務時聞を同条第一項に規定する勤務H寺閲で除して得た数を、裁判所職員臨

時折内法において準川する 11~1家公務日の育児休業等に｜則する法lit （平成三年法律第百九

号。以下この条において「育児休業法」という。）第十三条第一項に規定する育児短時間

勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員（以下この条

において「育児短時間勤務職員等」という。）にあってはその額に育児休業法第十七条

（育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた勤

務時間法第五条第一項ただし~の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規
定する勤務時間で除して幻た数を、育児休業法ID二十三条m二引に規定する任期付短時｜！日



勤務職員（以下この条において「任期付短時間勤務職員」という。）にあってはその額に

育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規

定により定められたその者の勤務時聞を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそ

れぞれ乗じて得た額とし、これらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額とする。）とする。ただし、同条第一号又は第四号に掲げる官職にある職員で、最高

裁判所が指定するものについては、調整数を二として算出した額（再任用短時間勤務職

員、育児短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員について、その額に一円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。

（昭五四最裁規七・全改、昭六O最裁規六・平七最裁規六・平八長裁規八・平一三最裁規

三・平一九最裁規九・一部改正）

第三条 前条に定める調整額は、職員の俸給月額に加えて支給する。

（昭三二最裁規一三・一部改正）

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年一月一日から適用する。

附則（昭和二七年九月一六日段高裁判所規則第二四号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和二九年五月二九日最高裁判所規則第七号）

この規則は、昭和二十九年六月一日から施行する。

附則（昭和三一年七月三一日段高裁判所規則第一二号）

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年七月一日から適用する。

附則（昭和三二年八月一三自民高裁判所規則第一三号）

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 この規則の適用の日（以下「適用日」という。）における改正後の裁判所古記官等の

俸給の調整に関する規則（以下「改正後の規則」という。）の規定による俸給の調整額が

適用日の前日における改正前の裁判所書記官等の俸給の調整に｜則する規則J（以下「改正前

の規則」という。）の規定による俸給の調整額に達しないこととなる職員で段高裁判所の

指定するものの俸給の調整額は、改正後の規則の規定による俸給の調整額が適用日の前日

における改正前の規則の規定による俸給の調整額に達するまで、その差額を改正後の規則

の規定による俸給の調控額に加算した額とする。

附則（昭和三五年六月二五日最高裁判所規則第一一号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三五年七月二三日鼠高裁判所規則第一四号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和四O年三月三一自民高裁判所規則第五号）

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則（昭和五四年一二月二六日最高裁判所規則第七号）

1 この規則は、昭和五十五年一月一日から施行する。

2 昭和五十四年十二月三十一日において俸給の調整が行われる官i臓にあり、 H百和五十五

年一月一日以後も引き続き官職及び調整数が同一である職員で、第二条の規定により算出

した額が昭和五十四年十二月三十一日においてその者が受けていた俸給の調惣額に達しな

いもの（俸給月額に異動があり、異動後の俸給月額が同日における俸給月額に達しないこ

ととなったものを除く。）の俸給の調整額は、同条の規定にかかわらず、同日においてそ

の者が受けていた俸給の調整額に相当する額とする。

3 昭和五十四年十二月三十一日において俸給の調整が行われる官職にあった職員で、昭

和五十五年一月一日以後に，U.'J羽生数が減少したもの又は同日以後に以内裁判所の定める事由

に該当することとなったものについて、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ

るときは、当該職員の俸給の調整額は、第二条の規定にかかわらず、最高裁判所の定める

額又は最高裁判所の承認を得て定める額とすることができる。

附則（昭和五五年一一月二九日段高裁判所規則第一O号）



1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の裁判所書記官等の俸給の

調整に関する規則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、昭和五十五年四月一日か
ら適用する。

2 この規則による改正前の裁判所書記官等の俸給の調整に関する規則の規定に基づ、いて

支給された俸給の調整額は、改正後の規則の規定による俸給の調整額の内払とみなす。

附則（昭和六O年一二月二一日最高裁判所規則第六号）抄

（施行期日等）

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は、昭和六十一年一月一

日から施行する。

2 第二条による改正後の裁判所書記官等の俸給の調整に関する規則（以下「改正後の規

則」という。）の規定は、 11(:1和六十年七月一日から適用する。

（経過措置）

4 第二条による改正前の裁判所書記官等の俸給の調整に関する規則の規定に基づ、いて支

給された俸給の調整額は、改正後の規則の規定による俸給の調整額の内払とみなす。

附則（平成六年九月一日長高裁判所規則第八号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成七年一二月一一日最高裁判所規則第六号）

（施行期日）

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。

（経過措置）

2 平成十四年十二月一日（以下「新基準日」という。）の前日において俸給の調整を行

う官職を占める職員のうち、同日に受ける俸給月額と当該俸給月額に基づき同日における

裁判所書記官等の俸給の調整に関する規則等の一部を改正する規則（平成八年最高裁判所

規則第八号）による改正後の裁判所古記官等の俸給の調整に関する規HIJ（以下この項及び

附則第四項において「改正後の規則」という。）第二条の規定を適用したときに得られる

額との合計額から新基準日の前日に受ける俸給月額と同日に受ける職務の級及び号俸の平

成八年一月一日において適用される俸給月額（新基準日の前日に受ける俸給月’傾が職務の

級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額で、ある職員にあっては、 11~高裁判所の定める
俸給月額。以下この項において「旧基準日の対応俸給月額」という。）との差額の二分の

ーを減じた額（以下この項において「改正後の仮定俸給の月額」という。）が、旧基準日

の対応俸給月額と旧基準日の対応俸給月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の裁

判所書記官等の俸給の調整に関する規則第二条の規定を適用したときに得られる額との合

計額（以下この項において「改正前の仮定俸給の月額Jという。）に達しない職員の俸給

の調整額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの聞

において引き続き当該官職又は当該官職と改正後の規則別表の調惣数欄に掲げる調整数

（次項から附則第五項までにおいて「調整数」という。）が同一である官i肢を占める閥、

同条の規定により算出した額に、改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との

走似に附則日lj表の上側に剥げるJYJll日の区分に応じて｜司表の下側に剥げる；iflj合を采じて似た

額（その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を加えた額とす

る。

（平八最裁規八・一部改正・平一四段裁規一二・全改）

3 新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員（新基準日以

後に新たに職員となった者を除く。）の俸給の調整額については、当該官職に係る調整数

を新基準日の前日における当該職員に係る調幣数とみなして、 1)ljJfiの制定を準JIJするo こ

の場合において、新基準日以後に最高裁判所の定める異動をした臓員については、同項中

「同日に受ける俸給月額」、 「当該俸給月額J、 「新基準日の前日に受ける俸給月額」及

び「同日に受ける職務の級及び号俸の平成八年一月一日において適用される俸給月’傾」と

あるのは、それぞれ「最高裁判所の定める俸給月額」と読み替えるものとする。

（平一四最裁規一二・全改）

4 新基準日以後に新たに俸給の調殺を行う＇1~~~i~を占めることとなったijiU1 （新以準日以



後に新たに職員となった者に限る。）のうち、当該官職に係る調整数を新基準日の前日に

おける当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日（最高裁判所の定

める職員にあっては、最高裁判所の定める日。以下この項において同じ。）に受ける職務

の級及び号俸の新基準日の前日において適用される俸給月額（新たに職員となった日に受

ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員及び新たに

職員となった日後に最高裁判所の定める異動をした職員にあっては、最高裁判所の定める

俸給月額。以下この項において「みなし基礎俸給月額」という。）とみなし基礎俸給月額

に基づ、き新基準日の前日における改正後の規則第二条の規定を適用したときに得られる額

との合計額からみなし基礎俸給月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸の

平成八年一月一日において適用される俸給月額（新たに職員となった日に受ける俸給月額

が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額で、ある職員及び新たに職員となった

日後に最高裁判所の定める異動をした職員にあっては、最高裁判所の定める俸給月額。以

下この項において「｜日基準日の対応俸給月額」という。）との差額の二分のーを減じた額

（以下この項において「改正後の仮定俸給の月額」という。）が、旧基準日の対応俸給月

額と旧基準日の対応俸給月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の裁判所書記官等

の俸給の調整に関する規則第二条の規定を適用したときに得られる額との合計額（以下こ

の項において「改正前の仮定俸給の月額」という。）に達しない職員の俸給の調整額は、

改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの聞において引き

続き当該官職又は当該官職と調整数が同一で、ある官職を占める閥、同条の規定により算出

した額に、改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額に附則別表の上欄

に掲げる期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額（その額に一円未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を加えた額とする。

（平一四最裁規一二・追加）

5 新基準日の前日において俸給の調整を行う官織を占める職員で新基準日以後に調整数

が異なる宮臓に異動したもの又は新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めるこ

ととなった職員で当該官職を占めることとなった日後に調整数が異なる官職に異動したも

のの俸給の調整額については、これらの異動後の官職に係る調整数を新基準日の前日にお

けるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第二項（附則第三項の規定により準用す

る場合を含む。） （新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項）の規定を準

用する。

（平一四最裁規一二・追加）

6 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措

置は、最高裁判所が別に定める。

（平一四最裁規一二・旧第四項繰下・一部改正）

附則別表

平成十四年十二月一日から平成十五年コ月三十一日まで 百分の百

平成十五年四月一日から平成十六年二月二十一日まで 百分の七十五

平成十六年四月一日から平成十七年二月三十一日まで 百分の五十

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 百分の二十五

附則（平成八年一二月一九日最高裁判所規則第八号）

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の裁判所書記官等の俸

給の調整に関する規則（以下「改正後の規則」という。）及び第二条の規定による改正後



の裁判所書記官等の俸給の調整に関する規則の一部を改正する規則（以下「改正後の平成

七年改正規則Jという。）の規定は、平成八年四月一日から適用する。

2 改正後の規則又は改正後の平成七年改正規則の規定を適用する場合においては、第一

条の規定による改正前の裁判所書記官等の俸給の調整に関する規則又は第二条の規定によ

る改正前の裁判所書記官等の俸給の調整に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づ

いて支給された俸給の調整額は、改正後の規則又は改正後の平成七年改正規則の規定によ

る俸給の調整額の内払とみなす。

附則（平成一三年三月二二日最高裁判所規則第三号）

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則（平成一四年一一月二八日最高裁判所規則第一二号）

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、そ

の日）から施行する。

附則（平成一九年八月一日最高裁判所規則第九号）

この規則は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律（平成十九年

法律第四十二号）の施行の日（平成十九年八月一日）から施行する。

別表 調整数表（第二条関係） （昭五四最裁規七・追加、平八Ji~裁規八・旧別表第二・一
部改正）

職員 調整数

第一条第一号に掲げる官職にある者 四

第一条第二号に掲げる官臓にある者 一

第一条第三号に拘げる官職にある者 一
一

第一条第四号に掲げる官臓にある者 一



平成十四年十二月一日から平成十五年二月二十一日まで 百分の百

平成十五年四月一日から平成十六年二月二十一日まで 百分の七十五

平成十六年四月一日から平成一七年二月一十一日まで 百分の五十

平成十七年四月一日から平成十八年二月二十一日まで 百分の二十五



不動産登記の嘱託に関する職員を指定する規則

昭和24年7月25日；最高裁判所規則第 19号

改正 昭和27年7月30日最高裁判所規則第 17号
昭和41年7月1日最高裁判所規則第 5号
昭和42年6月13日最高裁判所規則第 7号
昭和43年10月11日最高裁判所規則第 7号
昭和44年10月15日最高裁判所規則第 10号
昭和45年10月17日最高裁判所規則第 7号
昭和46年10月16日最高裁判所規則第 11号
昭和47年5月2日最高裁判所規則第2号
昭和47年10月30日最高裁判所規則第 1.0号
昭和48年12月10日最高裁判所規則第9号
平成17年2月9日最高裁判所規則第6号

不動産登記の嘱託に関する職員を指定する規則を次のように定める。
不動産登記の嘱託に関する職員を指定する規則

不動産に関する最高裁判所の所管に属する権利について不動産登記令（平成十六年制令
第三百七十九号）第七条第二項に規定する登記の嘱託をする職員として、次の者を指定す
る。
最高裁判所事務総局経理局長
高等裁判所事務局長
地方裁判所長
家庭裁判所長（甲府、長野、奈良、大津、和歌山、津、岐阜、福井、富山、鳥取、松江、
佐賀、大分、鹿児島、宮崎、山形、盛岡、秋田、青森、函館、旭川｜、釧路、徳島及び高知
の家庭裁判所の家庭裁判所長を除く。）

附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。

附則（昭和二七年七月三O日最高裁判所規則第一七号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和四一年七月一日；最高裁判所規則第五号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和四二年六月一三日最高裁判所規則第七号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和四三年一O月一一日最高裁判所規則第七号）
この規則は、公布の日から施行する。

附員IJ （昭和四四年一O月一五日；最高裁判所規則第一O号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和四五年一O月一七日最高裁判所規則第七号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和四六年一O月一六日最高裁判所規則第一一号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和四七年五月二日最高裁判所規則第二号）抄
（施行期日）
1 この規則は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律（昭和四十六年法律第百
三十号）の施行の日から施行する。
（施行の日＝昭和四七年五月一五日）

附則（昭四七年一O月三O日最高裁判所規則第一O号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和四八年一二月－o日最高裁判所規則第九号）
この規則は、公布の日から施行する。

附員IJ （平成一七年二月九日最高裁判所規則第六号）
この規則は、不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）の施行の日（平成十七年三

月七日）から施行する。



裁判所の非常勤職員の政治的行為制限の特例に関する規則

昭和27年9月16日最高裁判所規則第25号

改正 昭和49年7月13日最高裁判所規則第 5号
平成4年12月25日最高裁判所規則第 12号
平成12年2月10日最高裁判所規則第5号
平成15年10月1日最高裁判所規則第 15号
平成15年11月12日最高裁判所規則第20号
平成16年8月9日最高裁判所規則第 13号
平成17年1月11日最高裁判所規則第 3号
平成19年7月5日最高裁判所規則第7号

裁判所の非常勤職員の政治的行為制限の特例に関する規則を次のように定める。
裁判所の非常勤職員の政治的行為制限の特例に関する規則
裁判所の非常勤職員のうち次の各号に掲げるものについては、裁判所職員臨時措置法
（昭和二十六年法律第二百九十九号）において準用する国家公務員法（昭和二十二年法律

第百二十号）第百二条の規定は、適用しない。
裁判員及び補充裁判員

二 民事調停官及び家事調停官
専門委員

四労働審判員
五司法委員
六参与員
七 民事調停委員及び家事調停委員
八鑑定委員
九精神保健審判員
十精神保健参与員
十一 裁判所に設置された委員会及び審査会の委員その他の非常勤職員
十二 参与その他最高裁判所が指定する非常勤職員
（昭四九最裁規五・平四最裁規一二・平一二最裁規五・平一五最裁規一五・平一五最裁規

二0・平一六最裁規一三・平一七最裁規三・平一九最裁規七・一部改正）

附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年九月一日から適用する。

附則（昭和四九年七月一三日最高裁判所規則第五号）抄
（施行期日）
1 この規則は、 ug和四十九年十月一日から随行する。
附則（平成四年一二月二五日最高裁判所規則第一二号）

この規則は、公布の日から施行する。
附員lj （平成一二年二月－o日最高裁判所規則第五号）抄
（施行期日）
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則（平成一五年一O月一日最高裁判所規則第一五号）抄
（施行期日）
1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
附員lj （平成一五年一一月一二日；最高裁判所規則第二O号）抄
（施行期日）
1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律（平成十五年法律第百八号）の施行
の日から施行する。
（施行の日＝平成一六年四月一日）

附則（平成一六年八月九日最高裁判所規則第一三号）抄
（施行期日）

第一条 この規則は、法の施行の日から胞行する。
（施行の日＝平成一七年七月一五日）

附則（平成一七年一月一一日最高裁判所規則第三号）抄
（施行期日）



第一条 この規則は、労働審判法（平成十六年法律第四十五号。以下「法Jという。）第
九条の規定の施行の日から施行する。
（施行の日＝平成一七年一O月一日）

附則（平成一九年七月五日最高裁判所規則第七号）抄
（施行期日）
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
（施行の日＝平成二一年五月二一日）



裁判官の介護休暇に関する規則

平成6年8月11日最高裁判所規則第7号

改正 平成18年3月22日最高裁判所規則第4号
平成19年3月28日最高裁判所規則第 1号

裁判官の介護休暇に関する規則を次のように定める。
裁判官の介護休暇に関する規則
（通則）

第一条裁判官の介護休暇については、裁判官の介護休暇に関する法律（平成六年法律第
四十五号）及びこの規則に定めるもののほか、裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職
員の例による。
（介護休暇の単位）

第二条裁判官の介護休暇の単位は、一日とする。
（介護休暇の承認の請求及び取消し）

第三条 介護休暇の承認の請求は、その期間を明らかにして、行うものとする。
2 介護休暇の承認を受けた裁判官から当該承認の取消しの申出があったときは、当該承
認、は、取り消されるものとする。
（報酬の日害ljり計算等）

第四条裁判官が介護休暇のため職務に従事しない！こ｜の属する月の報酬の額は、裁判官の
報酬等に関する法律（昭和二十三年法律第七十五号）第七条の規定により計算する。裁判
官が介護休暇のため職務に従事しない日の属する月の地域手当及び広域異動手当の月額の
計算の基礎となる報酬の額についても、同様とする。 （平一八段裁規四・一部改正）

附則
この規則は、裁判官の介護休暇に関する法律の施行の日から施行する。
（施行のl=I＝平成六年九月一日）

附員IJ （平成一八年三月二二日最高裁判所規則第四号）抄
（施行期日）
1 この規則は、平成十八年四月一日（以下「施行日Jという。）から施行する。

附則（平成一九年三月二八日最高裁判所規則第一号）
（施行期日）
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。



裁判官の育児休業に関する規則

平成4年2月12日最高裁判所規則第 2号

改正 平成11年11月30日最高裁判所規則第 7号

平成14年2月6日最高裁判所規則第 1号

平成14年11月28自民向裁判所刻HIJ!'J19り

平成21年5月29日最高裁判所規則第 7号

平成22年5月28日長市裁判所持J川知 5号

裁判官の育児休業に関する規則を次のように定める。

裁判官の育児休業に関する規則

（法第二条第一項ただし書の最高裁判所規則で定める期間）

第一条 裁判官の育児休業に関する法律（平成三年法律第百十一号。以下「法」

という。）第二条第一項ただし書の最高裁判所規則で定める期間は、五十

七日間とする。

（平二二最裁規五・追加）

（法第二条第一項ただし書の最高裁判所規則で定める特別の事情）

第二条 法第二条第一項ただし書の最高裁判所規則で定める特別の事情は、次に

掲げる ~J ~'t111 とする。

一 育児休業の承認が、当該育児休業をしている裁判官が産前の休業を始め、

若しくは出産をしたことにより効力を失い、又は第八条に規定する場合に該

当したことにより取り消された後、当該産前の休業若しくは当該出産に係る

子又は同条に規定する承認に係る子が死亡し（当該産前の休業に係る胎児が

死産した場合を含む。）、又は当該裁判官と別居することとなったこと。

二 育児休業をしている裁判官が裁判官弾劾法（昭和二十二年法律第百三十七

号）第三十九条の規定により職務の停止をされた後、当該職務の停止が効力



を失ったこと。

三 次条第三項の規定により育児休業の承認の請求の際育児休業により子を養

育するための計画について書面により最高裁判所に申し出た裁判官が当該請

求に係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、三月以上の期聞を経過した

こと（この号の規定に該当したことにより当該子について既に育児休業をし

たことがある場合を除く。）。

四 育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、

当該育児休業をしていた裁判日が当該育児休業に係る子について育児休業を

しなければその養育に著しい支障が生じること。

（平一四最裁規一・一部改正，平二二最裁規五・旧第一条繰下・一部改正）

（育児休業の承認の請求の手続）

第三条 育児休業の承認の請求は、育児休業をしようとする期間の初日の一月前

までに、書面により、行うものとする。

2 最向裁判所は、育児休業の承認を請求する裁判’白に対して、育児休業の承認

に関し必要な事項を証明する書類の提出を求めることができる。

3 育児休業の承認の請求をする裁判官は、当該請求の際、当該育児休業の終了

後に当該育児休業に係る子について前条第三号の規定により再度の育児休業の

承認を請求することを予定する場合には、育児休業により当該子を養育するた

めの計画について、書面により、最高裁判所に申し出るものとする。

（平一四最裁規一・平二二最裁規五・一部改正）

（育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情）



第四条 法第三条第二項の最高裁判所規則で定める特別の事情は、前にした育児

休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたこ

とにより、当該育児休業をしている裁判官が当該育児休業に係る子につい

て引き続き育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとす

る。

（育児休業の期間の延長の前求の手続）

第五条 育児休業の期間の延長の請求は、書面により、行うものとする。

2 第三条第二項の刻定は、前引の請求について準川する。

（保有する官職）

第六条 育児休業をしている裁判官は、育児休業の承認を受けた時に占めていた

官職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に官職を異動し

た場合においては、その異動後はその異動した官職を保有するものとする。

（育児休業の承認の取消しの申出の手続）

第七条 育児休業の承認の取消しの申出は、書面により、行うものとする。

（育児休業の承認が取り消される場合）

第八条 法第五条第二項第三号の最高裁判所規則で定める場合は、育児休業をし

ている裁判官について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承

認しようとする場合とする。

（平一四最裁規一・平二二最裁規五・一部改正）

（子が死亡した場合等の届出）

第九条 法第五条第一項第三号又は同条第二項第二号に掲げる場合においては、

育児休業をしている裁判官は、遅滞なく、書面により、その旨を最高裁判

所に届け出なければならない。

2 第三条第二項の規定は、前項の場合について準用する。



（平一四最裁規一・平二二最裁規五・一部改正）

（報酬の日割り計算）

第十条 月の初日以外の日に育児休業の期間が始まり、若しくは法第五条の規定

により育児休業の承認が効力を失い、若しくは取り消された場合又は月の

末日以外の日に育児休業の期間が満了した場合においては、これらの月の

報酬の仰は、裁判官のi報酬等に関する法w（日行和二十三年法作第七十号）

第七条の規定により計算する。

CJUJ末手当等の支給）

第十一条 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和二十

七年最高裁判所規則第三十一号）第一条第一項に規定するそれぞれの基準

日に育児休業をしている裁判官のうち、基準日以前六箇月以内の期聞にお

いて勤務した期間（最高裁判所が定めるこれに相当する期聞を含む。）が

ある裁判官には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第四条第一項に規

定するそれぞれの基準日に育児休業をしている裁判官のうち、基準日以前六箇

月以内の期間において勤務した期間がある裁判官には、当該基準日に係る勤勉

手当を支給する。

（平一一最裁規七・追加、平一四最裁規九・平二一以裁規七・一部改正）

（尖施の細川）

第十二条 この規則の実施に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。

（平一一最裁規七・旧第卜一条繰下）

附員lj

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

附則（平成一一年一一月三O日最高裁判所規則第七号）

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十二年四月



一日から、第三条の規定は同年一月一日から施行する。

附則（平成一四年二月六日最高裁判所規則第一号）

（施行期日）

第一条 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、

公布の日から施行する。

（経過t片山）

第二条 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律（平成十三年法律

第百四十四号。以下「改正法」という。）の施行の目前に改正法による改

正前の裁判官の育児休業に関する法律第二条第一項の規定により育児休業

をしたことのある裁判官（改正法の施行の際現に育児休業をしている裁判

官を除く。）については、改正法による改正後の裁判官の育児休業に関す

る法律第二条第一項ただし書の最高裁判所規則で、定める特別の事情には、

改正法附則第二条第二項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又

は当該裁判官と別居することとなったことを含むものとする。

2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある裁判官には、

適用しない。

附日lj（平成一四年一一月二八日最高裁判所規則第九号）

I この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 平成十五年六月一日にfj・児休業をしている裁判官の｜司日に係るWI末手当及び

期末特別手当に関するこの規則による改正後の裁判官の育児休業に関する規則

第十一条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月

以内」とあるのは、 「三箇月以内」とする。

附fl!J（平成二一年五月二九日最高裁判所規則第七号）抄

（施行期日）

I この規則は、公布の日から施行する。

附~11J （平成二二年五月二八日最高裁判所規則第五号）



（施行期日）

1 この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

（経過措置）

2 この規則の施行の目前にこの規則による改正前の裁判官の育児休業に関する

規則第三条第三項の規定により裁判官が申し出た計画は、この規則による改正

後の裁判官の育児休業に｜刻する規則第三条第三項の規定により裁判日が申し出

た計画とみなす。



裁判所職員倫理規則

平成12年4月6日最高裁判所規則第 7号

改正 平成17年4月1日最高裁判所規則第9号

裁判所職員倫理規則を次のように定める。
裁判所職員倫理規則
（趣旨）

第一条 法（裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）において準用す
る国家公務員倫理法（平成十一年法律第百二十九号）をいう。以下同じ。）第五条第一項
に規定する職員（法第二条第一項に規定する職員をしづ。以下同じ。）の職務に係る倫理
の保持を図るために必要な事項に関しては、この規則の定めるところによる。
（利害関係者）

第二条 この規則において、 「利害関係者j とは、職員が職務として携わる次の各号に掲
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をし、う。ただし、職員の職務との利害関係が
潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として最高裁判
所長官が裁判所職員倫理審査会の同意を得て定める者及び第三号又は第四号に定める者で
外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者（当該外国政府若しくは
国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務す
る者に限る。）を除く。
一裁判所の事件に関する事務 当該事件の当事者（当該事件に利害関係を有する者であ
って、手続上の権利を行使する者を含む。以下同じ。）、当該事件の当事者になろうとし
ていることが明らかである者及び当該事件において法令の規定に基づき裁判所の監督を受
ける者並びにこれらの者の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理
人その他の者
二検察審査会の審査事務 当該審査の申立人、当該審査の申立人になろうとしているこ
とが明らかである者及び当該審査の対象となる事件の被疑者並びにこれらの者の利益のた
めにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者
三 不利益処分（行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二条第四号に規定する不利益
処分をいい、裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされるものを除
く。）をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて
人となるべき事業者等（法第二条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により
事業者等とみなされる者をしづ。以下同じ。）又は個人（同条第六項の規定により事業者
等とみなされる者を除く。）
四 国の支出の原因となる契約に関する事務文は会計法（昭和二十二年法律第三十五号）
第二十九条に規定する契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等、これら
の契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが
明らかである事業者等
（国家公務員倫理規程の準用）

第三条 第一条に規定する事項については、前条に定めるところによるほか、国家公務員
倫理規程（平成十二年政令第百一号） （第二条第一項及び第十六条を除く。）の規定を準
用する。
附則

この規則は、公布の日から胞行する。
附員lj （平成一七年四月一日最高裁判所規則第九号）
この規則は、公布の日から施行する。



裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則

平成20年12月26日最高裁判所規則第22号

改正 平成21年12月28日最高裁判所規則第 12号

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則を次のよう
に定める。
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則（平成十九

年最高裁判所規則第十六号）の全部を改正する。
（子法人）

第一条 法（裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）において
準用する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）をしづ。以下同じ。）第
百六条の二第一項の最高裁判所規則で定めるものは、ーの営利企業等（同項に規
定する営利企業等をいう。以下同じ。）が株主等（株主若しくは社員又は発起人
その他の法人の設立者をしづ。）の議決権（株主総会において決議をすることが
できる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第三項の規定によ
り議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。）
の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい ーの営利企業等
及びその子法人又はーの営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五
十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
（退職手当通算法人）

第二条 法第百六条の二第三項の最高裁判所規則で定める法人は、次に掲げる法人
とする。
ー預金保険機構
二 日本司法支援センター
（退職手当通算予定職員）

第三条 法第百六条の二第四項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用
が予定されている者のうち段高裁判所規則で定めるものは、退職手当通算法人の
役員文は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に国家公務員退
職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）の規定による退職手当の支給を受け
ないこととされている者とする。
（利害関係企業等）

第四条 法第百六条の三第一項の営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有す
るものとして最高裁判所規則で定めるものは、裁判官及び裁判官の秘書官以外の
裁判所職員（以下「職員Jとしづ。）が職務として携わる次の各号に掲げる事務
の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 裁判所の事件に関する事務 当該事件の当事者（当該事件に利害関係を有す

る者で・あって、手続上の権利を行使する者を含む。以下同じ。）である営利企
業等、当該事件の当事者になろうとしていることが明らかである営利企業等及
び当該事件において法令の規定に基づき裁判所の監督を受ける営利企業等

二検察審査会の審査事務 当該審査の申立人である営利企業等、当該審査の申
立人になろうとしていることが明らかである営利企業等及び当該審査の対象と
なる事件の被疑者である営利企業等

三 不利益処分（行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二条第四号に規定す
る不利益処分をいい、裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行と
してされるものを除く。以下同じ。）をする事務 当該不利益処分をしようと
する場合における当該不利益処分の名あて人となるべき営利企業等

四 国の締結する売買、貸イ昔、請負その他の契約（以下単に「契約Jという。）
に関する事務 当該契約（電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する
継続的給付として最高裁判所の定めるものを受ける契約を除く。以下この号に
おいて同じ。）を締結している営利企業等（職員が締結に携わった契約及び履
行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該営利企業
等を除く。）、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込み
をしようとしていることが明らかである営利企業等



（局等組織）

第五条 法第百六条の三第二項第二号の国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二
十号）第七条第一項に規定する官房若しくは局又は同法第八条の二に規定する施
設等機関に準ずる国の部局又は機関として最高裁判所規則で定めるものは、次に
掲げるものとする。
一大法廷及び小法廷

二 最高裁判所事務総局規則（昭和二十二年最高裁判所規則第十号）第二条第一
項に規定する局

三最高裁判所事務総局規則第二条第一項に規定する課
四 司法研修所
五裁判所職員総合研修所
六最高裁判所図書館
七高等裁判所

八 地方裁判所（当該地方裁判所の管轄区域内にある簡易裁判所及び検察審査会
を含む。）

九家庭裁判所
（意思決定の権限を実質的に有しない官職）

第六条 法第百六条の三第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない官職と
して最高裁判所規則で定めるものは、裁判所職員臨時措i置法において準用する国
家公務員倫理法（平成十一年法律第百二十九号）第二条第二項第一号に掲げる職
員以外の職員が就いている官職とする。
（公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合）

第七条 法第百六条の三第二項第四号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認
められる場合として忌高裁判所規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当
し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
一 法第百六条の三第二項第四号の承認、（以下「求職の承認、j という。）の申請

をした職員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる第四条
各号に掲げる事務について、それぞれ職員の行う職務を規作する関係法令の規
定及びその運用状況に照らして当該職員の裁量の余地が少ないと認められる場
A、
口

二利害関係企業等が求職の承認の申請をした職員の有する高度の専門的な知識
経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該
職員に依頼している場合において、当該職員が当該地位に就こうとする場合（
当該利害関係企業等が当該職員と特に密接な利害関係にある場合として最高裁
判所の定める場合を除く。）

三職員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業
等又はその子法人の地位に就く場合（当該利害関係企業等が当該職員と特に密
接な利害関係にある場合として最高裁判所の定める場合を除く。）

四 利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かっ適
正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうと
する場合

2 職員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を
得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした裁判所
職員再就職等監視委員会（求職の承認の権限が、第十条の規定により、再就職等
監察官（以下「監察官Jという。）に委任されている場合にあっては、監察官。
次条及び第九条において「委員会等Jという。）に対し、その旨を通知しなけれ
ばならない。
（求職の承認の手続）

第八条 求職の承認を得ょうとする職員は、最高裁判所の定めるところにより、最
高裁判所の定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した巾目白書に最高裁判所の
定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。

氏名
二生年月日

官職
四 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称、
五 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容
六職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係



七その他参考となるべき事項
（求職の承認の附帯条件）

第九条委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確
保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付
することができる。

2 委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消す
ことができる。
（求職の承認の権限の委任）

第十条裁判所職員再就職等監視委員会（以下「委員会Jとしづ。）は、法第百六
条の三第三項の規定により委任された承認の権限のうち、法第百六条の四第三項
に規定するj織に就いたことのない職員に対するものを監察官に委任することがで
きる。
（在職していた局等組織に属する役職員に類する者）

第十一条 法第百六条の山第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する
役職員に類する者として最高裁判所規則で定めるものは、次の各号に掲げる場合
における当該各号に定めるものとする。
一 再就職者が離職前五年間に職員で、あった場合最高裁判所事務総長（以下「
事務総長Jとしづ。）、最高裁判所事務総局規則第三条第一項に規定する事務
次長（以下「事務次長Jとしづ。）、同規則第三条の二第一項に規定する審議
官（以下「審議官Jとしづ。）及び同規則第三条の三第一項に規定する家庭審
議官（以下「家庭審議官Jという。）

二再就職者が隊職前五年lllJに就いていた職が廃止された場合 当該再就職者が
当該職に就いていたH寺に担当していた職務を担当している職員が属する局等組
織（当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。）
に属する職員
（部長又は課長の職に準ずる職）

第十二条 法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部
長又は課長の職に準ずる職で・あって最高裁判所規則で定めるものは、最高裁判所
事務総局規則第五条第一項に規定する局の課長及び室長、同規則第六条第一項の
職並びに同規則第六条の二第一項に規定する参事官とする。
（部課長等のj織に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する

者）
第十三条 法第百六条の四第二項の前条で定める職（以下この条において「部課長
等の職Jとしづ。）に就いていた時に伝職していた局等組織に属する役職員に類
する者として最高裁判所規HIJで定めるものは、次の各号に掲げる場合における当
該各号に定めるものとする。
一 再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた場合

事務総長、事務次長、審議官及び家庭審議官
二 再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止

された場合 当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた
職務を担当している職員が属する局等組織（当該再就職者が当該部課長等の臓
に就いていた時に在職していた局等組織を除く。）に属する職員
（長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職）

第十四条 法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第
十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長
若しくは局長の臓に準ずる臓で・あって最高裁判所規則で定めるものは、事務総
長、事務次長、審議官、家庭審議官並びに最高裁判所事務総局規則第四条第一項
に規定する局長及び課長とする。
（局長等としての在職機関）

第十五条 法第百六条の四第三項の最高裁判所規則で定める国の機関は、裁判所と
する。
（在職機関たる国の機関）

第十六条 法第百六条の四第四項の最高裁判所規則で定める国の機関は、前条に定
めるものとする。
（国の事務又は事業と密接な関連を有する業務）

第十七条 法第百六条の四第五項第一号の国の事務又は事業と密接な関連を有する
業務として最高裁判所規則で定めるものは、第二条各号に掲げる法人が行う業務



とする。
（行政庁等への権利行使等に類する場合）

第十八条 法第百六条の四第五項第二号の最高裁判所規則で、定める場合は 法令に
違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされてい
ないと思料するときに、当該処分をする権限を有する者に対し、その旨を申し出
て、当該処分をすることを求める場合とする。
（再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められ
る場合）

第十九条 法第百六条の阿第五項第六号の最高裁判所規則で、定める場合は、同号の
要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに
類する継続的給付として最高裁判所の定めるものを受ける契約に関する職務その
他職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
（再就職者による依頼等の承認の手続）

第二十条 法第百六条の凶第五項第六号の承認、（以下「依頼等の承認Jとしづ。）
を得ようとする再就職者は、最高裁判所の定めるところにより、最高裁判所の定
める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会（依頼等の承認の権
限が、次条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官）に
提出しなければならない。

氏名
二生年月日

離職時の官職
四 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
五 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
六 離職前五年間（再就職者が法第百六条の四第二項又は第三項に規定する職に
就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。）の在職状況及
び職務内容

七 当該依頼等の承認の申請に係る職員の官職及びその職務内容
八 当該依頼等の承認の申請に係る法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼

の対象となる契約等事務
九 当該依頼等の承認の申請に係る法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼

の内容
十その他参考となるべき事項
（再就職者による依頼等の承認の権限の委任）

第二十一条 委員会は、法第百六条の四第六項の規定により委任された承認、の権限
のうち、同条第三項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを監
察官に委任することができる。
（再就職者による依頼等の届出の手続）

第二十二条 法第百六条の四第九項の規定による届出は、同項に規定する要求又は
依頼（以下この条において「依頼等Jとしづ。）を受けた後遅滞なく、最高裁判
所の定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を監察官に提出して行う
ものとする。

氏名
一生年月日
三官職
四 依頼等をした再就職者の氏名
五 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称、及び当該営利企業
等における当該再就職者の地位

六依頼等が行われた日時
七依頼等の内容
（任命権者への再就職の届出）

第二十三条 法第百六条の二十三第一項の規定による届出をしようとする職員は、
最高裁判所の定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。

2 法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした職員は、当該届出に係る第
四項第三号及び第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞
なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

3 法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした職員は、当該届出に係る約
束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならな



4 法第百六条の二十三第一項の最高裁判所規則で、定める事項は、次に掲げる事項
とする。

氏名
二生年月日

官職
四 再就職の約束をした日
五離職予定日
六再就職予定日
七再就職先の名称、
八再就職先の業務内容
九再就職先における地位
十求職の承認の有無

十一有定第百六条の二第二項第三号に規定する組織による離職後の就職の援助の

5 第二項又は第三項の規定による届出を受けた任命権者は、当該届出を行った職
員が管理職職員である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を最高裁判所に
通知するものとする。
（管理又は監督の地位にある職員の官職）

第二十四条 法第百六条の二十三第三項の最高裁判所規則で定める官職は、次に掲
げる職員が就いている官職とする。
一 給与法（裁判所職員臨H寺措置法において準用する一般職の職員の給与に関す

る法律（昭和二十五年法律第九十五号）をしづ。以下同じ。）の適用を受ける
職員で‘あって、次に帰げるもの（給与法第十条の二第一項の規定により支給を
受ける俸給の特別調整額その他の事由に照らして最高裁判所の定めるものを除
く。）
イ 給与法別表第一イ行政職俸給表（一）の職務の級七級以上の職員
ロ 給与法別表第八イ医療l織俸給表（一）の職務の級三級以上の職員
ハ 給与法別表第八ロ医療職俸給表（二）の職務の級七級以上の職員
ニ 給与法別表第八ハ医療職俸給表（三）の職務の級六級以上のl隊員

二 給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
（管理職職員で‘あった者の再就職の届出の対象となる地位）

第二十五条 法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位で・あって最高裁判所規
則で定めるものは、次に縄げるものとする。
一役員（非常勤のものを除く。）
二 前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総理大臣若し
くは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規定により任命
若しくは選任に関し行政庁の認可を要する地位
（最高裁判所への事前の再就職の届出）

第二十六条 法第百六条の二十四第一項の規定による届出をしようとする管理職職
員で、あった者は、最高裁判所の定める様式に従い、離職した官職又はこれに相当
する官職の任命権者を経由して、最高裁判所に届出をしなければならない。

2 第二卜三条第二項及び第三項の規定は、法第百六条の二一｜－三第一項の規定によ
る届出をした者（管理職職員で、あった者で、あって、離職後二年を経過しない者に
限る。）及び法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者（離職後二年
を経過しない者に限る。）について準用する。この場合において、第二十三条第
二項及び第三項中「任命権者」とあるのは「同制裁した宵職又はこれに相当する官
職の任命権者を経由して、最高裁判所Jと、同条第二項中「第四項第三号及び第
五号から第九号までj とあるのは「第四項第六号から第九号までJと、同条第三
項中「約束が効力を失ったとき」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこ
ととなったときJと読み替えるものとする。

3 第二十三条第四項（第四号を除く。）の規定は、法第百六条の二十四第一項の
規定による届出について準用する。この場合において、第二十三条第四項第三号
中「官職j とあるのは「離職時の官職Jと、同項第五号中「雌職予定日 j とある
のは「離職日」と読み替えるものとする。
（最高裁判所への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人）

第二十七条 法第百六条の二十四第一項第四号の最高裁判所規則で定める公益社団



法人又は公益財団法人（以下「公益法人Jとしづ。）は、当該公益法人が国から
交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金（以下この条において
「給付金等Jという。）のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益

法人が固から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占
める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有
無その他の事情を勘案して最高裁判所の定めるものとする。
（最高裁判所への事後の再就職の届出を要しない場合）

第二十八条 法第百六条の二十四第二項の最高裁判所規則で定める場合は、次に掲
げる場合とする。
一 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ特別職に属する国家公務員又

は地方公務員（以下この号において「特別職国家公務員等Jとし寸。）となる
ため退職し、引き続き特別職国家公務員等となった場合

二 法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定により職員と
して採用された場合又は自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第四十四
条の四第一項若しくは第四十四条の玉第一項の規定により特別職に属する国家
公務員として採用された場合

三 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務
を行うこととなった場合（前二号に掲げる場合を除く。）で、あって、最高裁判
所の定める額以下の報酬を得る場合
（最高裁判所への事後の再就職の届出）

第二十九条 第二十三条第四項（第四号を除く。）及び第二十六条第一項の規定
は、法第百六条の二十四第二項の規定による届出について準用する。この場合に
おいて、第二十三条第四項第三号中「官職Jとあるのは「離職時の官職Jと、同
項第五号中「離職予定日Jとあるのは「離職日Jと、同項第六号中「再就職予定
日Jとあるのは「再就職日」と読み替えるものとする。
（最高裁判所による公表）

第三十条 最高裁判所は、毎年度、法第百六条の二十三第三項の規定による通知（
当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場
合に限る。）及び法第百六条の二十四の規定による届出を受けた事項について取
りまとめ、次に掲げる事項を公表するものとする。

通知又は届出に係る氏名
二離職時の年齢

離職時の官職
四離職日
五再就職日又は再就職予定日
六再就職先の名称
七丙－就職先の業務内容
八 再就職先における地位
九求職の承認の有無
十 法第百六条の二第二項第三号に規定する組織による離職後の就職の援助の有

鉦

（在職機関たる国の機関）
第三卜一条 法第百六条の二一，.七の最高裁判所規則で定める国の機関は、第十五条

に定めるものとする。
（在職機関による公表）

第三十二条 法第百六条の二十七の規定による公表は、毎会計年度の終了後四月以
内に行わなければならない。

2 前項の規定により公表を行う場合における法第百六条の二十七第二号及ひ、第三
号の額は、管理職職員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経
過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
（在職機関の公表事項）

第三十三条 法第百六条の二十七第四号の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲
げる事項とする。

離職H寺の年齢
二離職時の官職
ー離職日
四再就職日



五再就職先の名称
六再就職先の業務内容
七 再就職先における地位
八求職の承認を得た日
九求職の承認の理由
（在職していた局等組織に属する役職員に類する者）

第三十四条 法第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する
役職員に類する者として最高裁判所規則で定めるものは、第十一条に定めるもの
とする。
（部長又は課長の臓に準ずる職）

第三十五条 法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部
長又は課長の臓に準ずる職で・あって最高裁判所規則で定めるものは、第十二条に
定めるものとする。
（部課長等の臓に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する

者）
第三十六条 法第百九条第十五号の前条で、定める職に就いていた時に在職していた

局等組織に属する役職員に類する者として最高裁判所規則で定めるものは、第十
三条に定めるものとする。
（長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる可能）

第三十七条 法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第
十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長
若しくは局長の職に準ずる職で・あって最高裁判所規則で定めるものは、第十四条
に定めるものとする。
（在職していた国の機関）

第三十八条 法第百九条第十七号の最高裁判所規則で定める凶の機関は、第十五条
に定めるものとする。
（非常勤職員等に｜則する特例）

第三十九条 非常勤職員（法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を
占める職員を｜徐く。）、｜晦H寺的職員及び条件付採用期間中の職員（以下「非常勤
職員等j としづ。）については、法第百六条の二第一項、第百六条の三第一項、
第百六条の四第九項、第百六条の二十三、第百九条第十八号又は第百十二条各号
の規定は、適用しない。

2 法第百六条の二第一項の他の職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
3 法第百六条の四第九項及び第百九条第十八号の規定の適用については、法第百
六条の四第一項中「職員であった者であって離職後Jとあるのは、 「職員（非常
勤職員（第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除
く。）、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。）で、あった者で、あって
離職後j とする。

第四十条 法第百六条の四第一項から第四項まで、第百九条第十四号から第十七号
まで及び第百十三条第一号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「
職員であった者であって離職後Jとあるのは、 「職員（非常勤職員（第八十一条
の五第一項に規定する短H寺｜尚勤務の官職を占める職員を除く。）、臨時的職員及
び条件付採用期間中の職員を除く。）で、あった者で‘あって離職後Jとし、法第百
六条の二十四及び第百十三条第二号の規定の適用については、法第百六条の二十
四第一項中「管理職職員で、あった者Jとあるのは、 「管理職l隊員（非常勤職員（
第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。）、臨
時的職員及び条件付採用期間中の！隊員を除く。）で‘あった者Jとする。

2 次に掲げる者には、非常勤職員等を含まないものとする。
一 法第百六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職
員に類する者として第一｜・一条に定めるもの

二 法第百六条の四第二項の第十二条に定める職に就いていた時に在職していた
局等組織に属する役職員に類する者として第十三条に定めるもの

三 法第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員
に類する者として第三十四条に定めるもの

四 法第百九条第十五号の第三十五条に定める職に就いていた時に在職していた
局等組織に属する役職員に類する者として第三十六条に定めるもの
附則



（施行期日）
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百

八号。以下「改正法」としづ。）の施行の日（平成二十年十二月三十一日）から
施行する。
（経過措置）

第二条 第二十七条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律及ひや公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第五十号）第四十二条第一項に
規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
（在職機関たる裁判所）

第三条 改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第六条の最高
裁判所規則で定める裁判所は、第十五条に定めるものとする。
（在職機関による公表）

第四条 改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第六条の規定
による公表は、毎会計年度の終了後四月以内に行わなければならない。

2 前項の規定により公表を行う場合における改正法附則第十一条において読み替
えて準用する改正法附則第六条第二号及び第三号の額は、管理職職員の離職した
日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年
度における総額とする。
（在職機関の公表事項）

第五条 改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第六条第四号
の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

離職時の年齢
二離職時の官職

離職日
四再就職日
五再就職先の名称
六再就職先の業務内容
七再就職先における地位
八 求職の承認、及び改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則
第五条第一項の承認（次号において「就職の援助の承認」としづ。）並びに改
正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第四条第五項の承認
（次号において「営利企業への就職の承認Jとしづ。）を得た日

九 求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認の理由
附則（平成二十一年十二月二十八日最高裁判所規則第十二号）抄

（施行期日）
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十二年一
月一日から施行する。



政治資金規正法第二十二条の九第一項第二号の非常勤職員の範囲を定める規則

平成4年12月25日最高裁判所規則第 13号

改正平成5年3月26日；最高裁判所規則第2号
平成15年11月12日最高裁判所規則第20号
平成16年8月9日最高裁判所規則第 13号
平成17年1月11日最高裁判所規則第3号
平成19年7月5日最高裁判所規則第7号

政治資金規正法第二十二条の八第一項第二号の非常勤職員の範囲を定める規則を次のよ
うに定める。

政治資金規正法第二十二条の九第一項第二号の非常勤職員の範囲を定める規則（平五最裁
規二・改称）
政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九十四号）第二十二条の九第一項第二号に規定

する非常勤職員で最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
裁判員及び補充裁判員

一専門委員
一労働審判員
四司法委員
五参与員
六 民事調停委員及び家事調停委員
七鑑定委員
八精神保健審判員
九精神保健参与員
十 裁判所に設置された委員会の委員その他の非常勤職員
十一 参与その他最高裁判所が指定する非常勤職員
（平五最裁規二・平一五最裁規二0・平一六最裁規一三・平一七最裁規三・平一九最裁規

七・一部改正）

附則
この規則は、平成五年一月一日から施行する。

附良lj （平成五年三月二六日最高裁判所規則第二号）
この規則は、平成五年四月一日から施行する。

附則（平成一五年一一月一二日最高裁判所規則第二O号）抄
（施行期日）
1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律（平成十五年法律第百八号）の施行
の日から施行する。
（施行の日＝平成一六年四月一日）

附則（平成一六年八月九日最高裁判所規則第一三号）抄
（施行期日）

第一条 この規則は、法の施行の日から施行する。
（施行の日＝平成一七年七月一五日）

附則（平成一七年一月一一日最高裁判所規則第三号）抄
（施行期日）

第一条 この規則は、労働審判法（平成十六年法律第四十五号。以下「法Jという。）第
九条の規定の施行の日から施行する。
（施行の日＝平成一七年一O月一日）

附則（平成一九年七月五日最高裁判所規則第七号）抄
（施行期日）

1 この規則は 法の施行の日から施行する。
（施行の日＝平成二一年五月二一日）



裁判所職員の留学費用の償還に関する規則

平成18年6月19日最高裁判所規則第8号

改正 平成19年8月1日最高裁判所規則第 10号
平成20年3月3日最高裁判所規則第2号
平成20年10月1日最高裁判所規則第 12号

裁判所職員の留学費用の償還に関する規則を次のように定める。
裁判所職員の留学費用の償還に関する規則
（趣旨）

第一条 この規則は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律（平成十八年法律第七十
号。以下「法Jとしづ。）第十条に規定する裁判所職員（以下「職員Jとしづ。）の留学
費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。
（留学）

第二条 法第十条において読み替えて準用する法第二条第二項の最高裁判所規則で定める
研修（以下「留学Jとしづ。）は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして最高
裁判所が定める研修とする。
一 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。
二 国が必要な費用を支出するものであること。
三 法第十条において読み替えて準用する法第二条第二項に規定する職員の同意があらか
じめ書面により行われるものであること。
（留学費用）

第三条 法第十条において読み替えて準用する法第二条第三項の最高裁判所規則で定める
費用（以下「留学費用」としづ。）は、次に掲げる費用とする。
一 国家公務員等の旅費に関する法律（昭和二十五年法律第百十四号）による旅費
二 留学に係る大学院等の課程（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大
学の大学院の課程（同法第百四条第四項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育
を行うものとして認められたものを含む。）又はこれに相当する外国の大学（これに準ず
る教育施設を含む。）の課程をしづ。以下この条において同じ。）に在学して当該大学院
等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等（同法に基づく大学、外国の
大学文はこれらに準ずる教育施設をしづ。）に対して支払う費用
三 留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育
を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用
（留学を命ずる職員に対して明示すべき事項）

第四条 最高裁判所は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に
当該留学が法第十条において読み替えて準用する法第二条第二項に規定するものである旨
を明示するものとする。
2 最高裁判所は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示
するものとする。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。
（法第十条において読み替えて準用する法第三条第一項に該当する者に対する通知）

第五条 最高裁判所は、法第十条において読み替えて準用する法第三条第一項に該当する
者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、
同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するも
のとする。
（法第十条において読み替えて準用する法第三条第一項第二号の最・高裁判所規則で定める

率）
第六条 法第十条において読み替えて準用する法第三条第一項第二号の最高裁判所規則で
定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除
して得た率とする。
2 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによ
る。
一 月により期間を計算する場合は、民法（明治二十九年法律第八十九号）第百四十三条
に定めるところによる。
二 一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、二れら
の期間の計算については、三十日をもって一月とする。
（職員としての在職期間に含まれる休職の期間）



第七条 法第十条において読み替えて準用する法第三条第三項第一号の最高裁判所規則で、
定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。

一公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（裁判所職員臨時措置法（昭和二十
六年法律第二百九十九号）において準用する国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第
百九十一号）第一条の二に規定する通勤をいう。）により負傷し、若しくは疾病にかか
り、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十
号）第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
二裁判所職員に関する臨時措置規則（昭和二十七年最高裁判所規則第一号）において準
用する人事院規則一一一四（職員の身分保障）第三条第一項第一号、第二号、第四号若し
くは第五号又は第二項に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期
間

三 前二号に掲げる期間のほか、これらに準ずる期間として最高裁判所が定める期間
（法第十条において読み替えて準用する法第三条第一項の規定が適用されない場合）

第入条 法第十条において読み替えて準用する法第四条第四号の最高裁判所規則で、定める
場合は、同条第一号から第三号までに掲げる場合に準ずる場合として最高裁判所が定める
場合とする。

第九条 法第十条において読み替えて準用する法第四条第六号の最高裁判所規則で定める
法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
一預金保険機構
二 日本司法支援センター

第十条 法第十条において読み替えて準用する法第四条第六号の最高裁判所規則で定める
場合は、一般職国家公務員等（同号に規定する一般職国家公務員等をしづ。以下同じ。）
となるため離職した場合のうち最高裁判所が定める場合とする。
（一般職国家公務員等となった者に関する特例）

第十一条 法第十条において読み替えて準用する法第五条第一項及び第二項の規定により
読み替えて適用する法第三条第三項の最高裁判所規則で定める期間は、次に掲げる期間と
する。
一 国家公務員法第七十九条若しくは国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）第十三
条の規定又は第九条に規定する法人に使用される者に係る労働協約、就業規則その他これ
らに準ずるもの（以下「法人の就業規則等」としづ。）の定めによる休職の期間（第七条
に規定する休職の期間に準ずる期間として最高裁判所が定める期間を除く。）
二 国家公務員法第八十二条若しくは国会職員法第二十八条及び第二十九条第三号の規定
又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間（法人の就業規則等の定めるところにより
制裁として出勤を停止された期間を含む。）
三 国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事し
た期間又は法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間
四 国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）第三条第一項、国会
職員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百八号）第三条第一項又は育児休業、介
護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）
第五条第一項の規定による育児休業をした期間
五 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律（平成十九年法律第四十五号）第三条第一
項の規定による自己啓発等休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる自発的な大
学等における修学（同法第二条第三項に規定する大学等における修学をしづ。）若しくは
国際協力の促進に資する外国における奉仕活動への参加のための休業をした期間
第十二条 法第十条において読み替えて準用する法第五条第二項の規定により読み替えて
適用する法第四条の各号列記以外の部分の最高裁判所規則で定める場合は、次に掲げる場
合とする。
一公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（国家公務員災害補
償法（他の法律において例による場合を含む。）の適用を受ける者にあっては同法第一条
の二に規定する通勤、労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）の適用を受け
る者にあっては同法第七条第二項に規定する通勤をしづ。）により負傷し、若しくは疾病
にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合
イ 国家公務員法第七十八条第二号又は国会職員法第十一条第一項第二号に掲げる事由に
該当して免職された場合 ． 
ロ 検察庁法（昭和二十二年法律第六十一号）第二十三条第一項に規定する事由（心身の
故障に限る。）に該当してその官を免ぜられた場合
ハ 法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合



二 国家公務員法第七十八条第四号又は国会職員法第十一条第一項第四号に掲げる事由に
該当して免職された場合
三 国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職した場合（同法第八十一条の三
第一項の期限文は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含
む。）、国会職員法第十五条の二第一項の規定により退職した場合（同法第十五条の三第
一項の期限文は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含
む。）、検察庁法第二十二条の規定により退官した場合又は法人の就業規則等において定
める定年に達したことにより退職した場合
四 任期を定めて採用された一般職国家公務員等が、当該任期が満了したことにより退職
した場合
玉 前各号に掲げる場合に準ずる場合として最高裁判所が定める場合
（雑則）

第十三条 この規則に定めるもののほか、職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、最
高裁判所が定める。
附 則

この規則は、法の施行の日（平成十八年六月十九日）から施行する。
附則（平成十九年八月一日最高裁判所規則第十号）

この規則は、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の施行の日（平成十九年八月一
日）から施行する。
附則（平成二十年三月三日最高裁判所規則第二号）

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の司法修習委員会規則及び裁判
所職員の留学費用の償還に関する規則の規定は、平成十九年十二月二十六日から適用す
る。
附員lj （平成二十年十月一日最高裁判所規則第十二号）

この規則は、公布の日から施行する。



裁判官の配偶者同行休業に関する規則

平成26年2月14日；最高裁判所規則第 2号

裁判官の配偶者同行休業に関する規則を次のように定める。

裁判官の配偶者同行休業に関する規則

（法第二条第二項の最高裁判所規則で定める事由）

第一条 裁判官の配偶者同行休業に関する法律（平成二十五年法律第九十一号。以下「

法Jという。）第二条第二項の最高裁判所規則lで定める事由は、次に掲げる事由（六月

以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第七条第一号において「配似者外

国滞在事由j としづ。）とする。

一外国で‘の勤務

二 事業を経営することその他の個人が業として行う活動で－あって外国において行うも

。コ

三 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学に相当する外国の大学（こ

れに準ずる教育施設を含む。）で－あって外国に所在するものにおける修学（前二号に

掲げるものに該当するものを除く。）

四 前三号に拘げるもののほか、これらに準ずる事由として最高裁判所が定めるもの

（配偶者同行休業の訪求の手続）

第二条 配偶者同行休業（法第二条第二項に規定する配偶者同行休業をしづ。以下同じ。

）の請求は、配（何者同行休業をしようとする期間の初日の一月前までに、一：；1｝：面により、

行うものとする。

2 最高裁判所は、配｛向者同行休業の訂j求をする裁判官に対して、配偶者同行休業の承認

に関し必要な事項を証明する計類の提出を求めることができる。

（配偶者同行休業のjり11/IJの再度の延長ができる特別の事情）

第三条 法第四条第二項の最高裁判所規則で定める特別の事情は、一般職の国家公務員の

例に準じて最前i裁判所が定める事情とする。

（配偶者同行休業の期間の延長の請求の手続）

第四条配偶者同行休業の期間の延長の請求は、書面により、行うものとする。

2 第二条第二項の規定は、前項の請求について準用する。

（保有する官職）

第五条 配偶者同行休業をしている裁判官は、配偶者同行休業の承認を受けた時に占めて

いた官職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に官臓を異動した場合に

おいては、その異.fil/J後はその異動した官職を保有するものとする。

（配偶者同行休業の承認の取消しの申出の手続）

第六条 配偶者同行休業の承認の取消しの申出は、書而により、行うものとする。

（配偶者同行休業の承認が取り消される場合）

第七条 法第六条第二項第三号の最高裁判所規則で定める場－合は、次に掲げる場合とする。

一 配偶者（法第二条第一項に規定する配偶者をしづ。以下この号及び次条第一項第一

号から第三号までにおいて同じ。）が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者の外

国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなった場合



二配偶者同行休業をしている裁判官が産前の休業を始め 又は出産した場合

三 最高裁判所が、配偶者同行休業をしている裁判官について、裁判官の育児休業に関

する法律（平成三年法律第百十一号）第二条第一項の規定による育児休業を承認する

こととなった場合

（届出）

第八条 配偶者同行休業をしている裁判官は、次に掲げる場合には、遅滞なく、書面によ

り、その旨を最高裁判所に届け出なければならない。

配偶者が死亡した場合

一 配偶者が当該裁判官の配偶者でなくなった場合

一 配偶者と生活を共にしなくなった場合

四 前条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合

2 第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

（報酬の日割り計算）

第九条 月の初日以外の日に配偶者同行休業の期間が始まり、若しくは法第六条の規定に

より配偶者同行休業の承認が効力を失い、若しくは取り消された場合又は月の末日以外

の日に配偶者同行休業の期間が満了した場合においては、これらの月の報酬の額は、裁

判官の報酬等に関する法律（昭和二十三年法律第七十五号）第七条の規定により計算す

る。

（実施の細則）

第十条 この規則の実施に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。

附 則

この規則は、法の施行の日から施行する。



最高裁人任二A第002715号

（人い－ 0 7) 

平成 21年 12月 28日

殿

殿

殿

殿

殿

殿

殿

高等 裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

人直谷大最高裁判所事務総局人事局長

国家公務員法等の一部を改正する法律附則第十一条において

読み替えて準用する同法附則第四条第一項の最高裁判所規則

（通知）で定める日を定める規則の公布について

標記の規則が平成 21年 12月 28日付けの官報で同年最高裁判所規則第 12号

この規則の内容は別紙のとおりです。として公布されました。
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民事訴訟費用等に関する規則J（原文は縦書き）

昭和四六年六月一四日最高裁判所規則第五号

改正同四七年六月二四日；最高裁判所規則第六号

同四七年九月二八日同第九号

同四八年六月一一日同第四号

同四九年一O月二九日間第八号

同五O年一一月一五日同第七号

同五一年六月ーポ日同第五号

同五二年六月一三日同第一号

同五三年六月一三日同第二号

同五四年三月三一日同第一号

同五四年六月一八日同第三号

同五五年五月六日同第三号

同五五年六月一六日同第四号

同五五年九月－o日間第五号

同五五年一O月二三日同第八号

同五六年六月一五日同第五号

同五七年六月一四日間第三号

同五九年六月一八日同第四号

同六O年六月一七日間第二号

同六一年六月一六日間第三号

同六二年六月一五日間第二号

同六三年六月一三日同第三号

平成元年六月一四日間第二号

同二年四月二四日同第二号

同二年五月一六日同第三号

同二年五月一六日同第四号

同二年六月一三日間第五号

同三年六月一二日間第二号

同四年六月一0日同第七号

同五年六月一0日間第三号

同六年六月三0日間第四号

同七年六月七日間第二号

同八年六月六日同第三号

同八年一二月一七日間第六号



同九年六月五日間第二号

同一O年六月一日同第二号

同一一年六月九日同第三号

同一二年六月九日間第八号

同一二年七月一二日間第九号

同一五年三月一九日同第七号

同一五年六月一六日間第一三号

同一五年一一月一二日間第二三号

同一六年六月九日同第一0号

同一六年一O月六日同第一五号

同一七年一月一一日同第一号

同一七年一月一一日間第二号

同一八年二月八日同第二号

同二四年七月一七日同第九号

同二六年三月六日同第四号

民事訴訟費用等に｜刻する規則を次のように定める。

民事訴訟費用等に関する規則

（趣旨）

第一条民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号。以下「法Jという。）

の施行に関し必要な事項については、この規則の定めるところによる。

（当事者等の旅費等の額）

第二条法第二条第四号イの（ 1）の最高裁判所が定める額は、次のとおりとする。

一 当事者等（法第二条第四号に規定する当事者等をしづ。以下同じ。）の普通裁判籍の

所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易

裁判所の主たる庁舎の所在する場所とが同ーとならないときの額は、これらの聞のE団住（一

キロメートル未満の端数は切り捨てる。）が十キロメートル未満のときは、三百円とし、

その距離が十キロメートル以上のときは、その距離に、別表第一の上欄に拘げる当該距離

の区分に1；~；じ、同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額とする。

二 当事者等の普通裁判絡の所在地を作轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と

出頭した場所を管給する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所とが同ーとなるときの額

は、三百円とする。ただし、当事者等の出頭のための旅行の出発地である当事者等の住所、

居所、事務所又は営・業所、当事者等が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する

他人の住所等が出頭した場所を中心とする半径五百メートルの円の範囲内にあるときは、



零とする。

2 法第二条第四号ロの日当の額は、一日当たり三千九百五十円とする。

3 法第二条第四号ノ、の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関

する法律（昭和二十五年法律第百十四号）別表第一に定める甲地方である場合においては

八千五百円、乙地方である場合においては七千五百円とする。

（平一五最裁規二三・全改）

（訴状その他の書類の作成及び提出の費用の額）

第二条の二 法第二条第六号の書類の作成及び提出の費用の額は、別表第二の上欄に掲げ

る申立てに係る事件については一件につきそれぞれ同表の下欄に掲げる額とし、職権によ

り開始された基本となる手続に係る事件については一件につき八百円とする。

2 前項の費用の額のうち別表第二のーの項及び四の項に掲げる申立てに係る事件につい

てのものは、準備書面等を送付すべき相手方の数を五で除して得た数（ー未満の端数を生

じたときは、ーに切り上げる。）に各項により算出して得た額を乗じて得た額とする。た

だし、次の各号に掲げる事件については、この額からそれぞれ当該各号に定める額を控除

した額とする。

一別表第二のーの項に掲げる申立てに係る事件のうち民事訴訟法（平成八年法律第百九

号）第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは第三百九十八条第一項（同法第四

百二条第二項において準用する場合を含む。）の規定により和解又は支払督促の申立ての

時に訴えの提起があったものとみなされた事件八百円

二 別表第二のーの項に掲げる申立てに係る事件のうち労働審判法（平成十六年法律第四

十五号）第二十二条第一項（同法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用す

る場合を含む。）の規定により労働審判手続の巾立てのII寺に訴えの提起があったものとみ

なされた事件及び同表の四の項イに掲げる申立てに係る事件千円

（平一五最裁規二三・全改、平一七最裁規一・平一七最裁規二・一部改正）

（官庁等からの書類の交付に要する費用の額）

第二条の三法第二条第七号の段高裁判所が定める額は、百六十四円とする。

（平一五最裁規七・追加、平一五最裁規二三・平二六最裁規四・一部改正）

（強制執行の申立て等のための債務名義の正本の交付等に要する費用の額）

第二条の四 法第二条第十二号の最高裁判所が定める額は、五百九十四円とする。

（平一五最裁規二三・追加、平二六最裁規四・一部改正）

（民法第三百八十五条の規定による通知を書面でした場合の通知の費用の額）

第二条の五法第二条第十八号の最高裁判所が定める額は、五百十二円とする。



（平一五最裁規二三・追加、平二六最裁規四・一部改正）

（翻訳料の額）

第三条 法第二条第八号の翻訳料の額は、外国語を日本語に翻訳したものについては訳文

を記載した四百字詰め用紙一枚につき千六百円、日本語を外国語に翻訳したものについて

は原文を記載した四百字詰め用紙一枚につき三千円、その他のものについては訳文を記載

した用紙一枚につき裁判所が相当と認める額とする。

（昭五五最裁規五・平一五最裁規二三・一部改正）

（手数料の納付を必要とする申立て）

第四条法別表第一の一七の項トの申立ては、次に掲げる申立てとする。

一 民事調停規則（昭和二十六年最高裁判所規則第八号）第五条第一項又は第二項の規定

による民事執行の手続の停止又は続行を命ずる決定を求める申立て

二 民事調停規則第八条第二項（第二十一条において準用する場合を含む。）の規定によ

る代理人の選任の許可を求める申立て

（昭四九最裁規八・昭五五最裁規三・昭五五最裁規八・平二最裁規三・平二最裁規四・平

一五最裁規二三・平一六最裁規一五・平二四最裁規九・一部改正）

（現金をもってする手数料の納付等）

第四条の二 法第八条ただし書の規定により手数料を現金をもって納めることができる場

合は、納付する手数料の傾が百万円を超える場合とする。

2 手数料を現金をもって納める場合にば、財務省令で、定める様式の一通の納付書により、

日本多良行（本店、支店 代理店又は歳入代理店（日本銀行の歳入金等の受入に関する特別

取扱手続（昭和二十四年大蔵省令第百号）第一条に規定する歳入代F初吉をしづ。）をしづ。）

に納付するとともに、当該手数料の納付を証明する財務省令で定める様式の領収証書を裁

判所に提出しなければならない。

3 一回の手数料の納付は、現金をもってするものと収入印紙をもってするものとに分割

して行うことができない。

（平一五最裁規二三・追加）

（非訟事件手続規則の準用）

第四条の三 法第九条第一項から第三項まで及び第五項の申立て並びにその申立てについ

ての裁判文は裁判所書記官の処分、同条第八項の規定による異議の申立て及びその異議の

申立てについての裁判、法第十条第二項の申立て及びその申立てについての裁判並びに法

第十五条第一項（法第十六条第二項（法第十七条において準用する場合を含む。）におい

て準用する場合を含む。）の決定に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続規



則（平成二十四年最高裁判所規則第七号）の規定を準用する。

（平二四最裁規九・追加）

（予納義務の免除）

第五条 法第十二条第一項の最高裁判所が定める場合は、法第三章に定める給付を請求す

ることができる者が、予納すべき当事者又は事件の関係人の同居の親族である等の理由に

より、その給付の請求をしないことが明らかな場合とする。

（証人等の路程貨の額）

第六条法第二十一条第二項の路程貨の額は、一キロメートルにつき三十七円以内とする。

ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。

2 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程貨で旅行の実費を支弁する

ことができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とす

る。

（昭li.O最裁規七・昭五四最裁規一・平二最裁規二・平一五最裁規二三・一部改正）

（証人等の日当の額）

第七条法第二十二条第二項の日当の額は、証人、民事訴訟法第百八十七条第一項（これ

を準用し、又はその例による場合を含む。）の規定による審尋をした参考人及び事実の調

査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千

円以内、鑑定人、通訳人及び同法第二百十八条第二項（これを準用し、又はその例による

場合を含む。）又は公害紛争処理法（昭和四十五年法律第百八号）第四十二条の三十二第

二項の規定による説明者については一日当たり七千六百円以内とする。

（昭四七最裁規六・昭四七最裁規九・昭四八最裁規凹・昭五O最裁規七・昭五一最裁規五・

昭五二最裁規一・昭五三最裁規二・昭五回最裁規三・昭五五最裁規四・昭五六最裁規五・

昭五七最裁規三・昭五九最裁規四・昭六O最裁規二・昭六一最裁規三・昭六二最裁規二・

昭六三最裁規三・平元最裁規二・平二最裁規三・平二最裁規五・平三最裁規二・平四最裁

規七・平五最裁規三・平六最裁規四・平七最裁規二・平八最裁規三・平八最裁規六・平九

最裁規二・平一0最裁規二・平一一最裁規三・平一二最裁規八・平一五最裁規一三・平一

五最裁規二三・平一六最裁規一0・一部改正）

（証人等の宿泊料の額）

第八条法第二十三条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅

費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方で

ある場合においては七千八百円以内とする。

（昭四八最裁規四・昭五O最裁規七・昭五四最裁規一・平二最裁規二・平一五最裁規二三・



一部改正）

（第三債務者の供託に要する書類等の作成の費胤の額）

第八条の二法第二十八条の二第一項第三号の書類の作成の費用の額は、供託又はその事

情の届出一件につき百五十円とする。

（平一五最裁規二三・追加）

（資料の提出等）

第九条裁判所は、法第三章に定める給付に関し必要と認めるときは、その請求をする者

に対し費’用の明細書その他の資料の提出等を求めることができる。

附則

この規則は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、同年十月

一日から施行する。

附則（昭和四七年六月二四日最高裁判所規則第六号）

1 この規則は、昭和四十七年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則（昭和四七年九月二八日最高裁判所規則第九号）

この規則は、昭和四十七年九月三十日から施行する。

附則（昭和四八年六月一一日最高裁判所規則第四号）

1 この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則（昭和四九年一O月二九日最高裁判所規則第八号）抄

1 この規則は、昭和四十九年十月三十一日から施行する。

附則（昭和五O年一一月一五日最高裁判所規則第七号）

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則（昭和五一年六月一六日最高裁判所規則第五号）

1 この規則は、昭和五十一年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。



附則（昭和五二年六月一三日最高裁判所規則第一号）

1 この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則（昭和五三年六月一三日最高裁判所規則第二号）

1 この規則は、昭和五十三年七月一日から施行する口

2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則（昭和五四年三月三一日最高裁判所規則第一号）

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則（昭和五四年六月一八日最高裁判所規則第三号）

1 この規則は、昭和五十四年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則（昭和五五年五月六日最高裁判所規則第三号）抄

（施行期日）

1 この規則は、民事執行法（昭和五十四年法律第四号）の施行の日（昭和五十五年十月

一日）から施行する。

附則（昭和五五年六月一六日最高裁判所規則第四号）

1 この規則は、昭和五十五年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則（昭和五五年九月一O日最高裁判所規則第五号）

1 この規則は、昭和五十五年十月一日から施行する。

2 この規則の施行前に民事訴訟等において提出された書類の書記料及び翻訳料の額につ

いては、なお従前の例による。

附則（昭和五五年一O月二三日最高裁判所規則第八号）抄

（施行期日）

1 この規則は、民法及び家事審判法の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第五十一

号）の施行の日（昭和五十六年一月一日）から施行する。



附則（昭和五六年六月一五日；最高裁判所規則第五号）

1 この規則は、昭和五十六年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則（昭和五七年六月一四日最高裁判所規則第三号）

1 この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則（昭和五九年六月一八日最高裁判所規則第四号）

1 この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附則（昭和六O年六月一七日最－高裁判所規則第二号）

1 この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附則（昭和六一年六月一六日最高裁判所規則第三号）

1 この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附則（昭和六二年六月一五日最高裁判所規則第二号）

1 この規則は、昭和六十二年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附則（昭和六三年六月一三日最高裁判所規則第三号）

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附員lj（平成元年六月一四日最高裁判所規則第二号）

1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例



による。

附則（平成二年四月二四日最高裁判所規則第二号）

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則（平成二年五月一六日最高裁判所規則第三号）抄

（施行期日）

第一条 この士矧ljは、法の施行の日から施行する。

（民事保全法施行の日＝平成三年一月一日）

附員lj（平成二年五月一六日最高裁判所規則第四号）抄

（施行期日）

1 この規則は、民事保全法（平成元年法律第九十一号）の施行の日から施行するc

（民事保全法施行の日＝平成三年一月一日）

（経過措置）

2 この規則の施行前に審判前の保全処分を命ずる審判があった場合においては、その審

判又はその審判を取り消す審判に対する即時抗告が提起された場合における原帯判の執行

の停止又はその続行を命ずる処分に関しては、この規則の施行後も、なお従前の例による。

附員lj （平成二年六月一三日最高裁判所規則第五号）

1 この規則は、平成二年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附則（平成三年六月一二日最高裁判所規則第二号）

1 この規則は、平成云年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附則（平成四年六月一O日最高裁判所規則第七号）

1 この規則は、平成四年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附員lj （平成五年六月一01:1最高裁判所規則第三号）



1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原閃となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附則（平成六年六月三O日最高裁判所規則第四号）

1 この規則は、平成六年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附則（平成七年六月七日最高裁判所規則第二号）

1 この規則は、平成七年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原凶となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附則（平成八年六月六日最高裁判所規則第三号）

1 この規則は、平成八年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附則（平成八年一二月一七日最高裁判所規則第六号）抄

（施行期日）

第一条 この規則は、民事訴訟法（平成八年法律第百九号。以下「新法」としづ。）の施

行の日から施行する。

（施行の日＝平成ーO年一月一日）

附則（平成九年六月五日最高裁判所規則第二号）

1 この規則は，平成九年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附則（平成~o年六月一日最高裁判所規則第二号）

1 この規則は、平成十年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附則（平成一一年六月九日最高裁判所規則第三号）



1 この規則は、平成十一年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附員lj（平成一二年六月九日最高裁判所規則第八号）

1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の傾lこついては、なお従前の例

による。

附員lj（平成一二年七月一二日最高裁判所規則第九号）

（施行期日）

1 この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

（民事訴訟費用等に関する規則の一部改正に伴う経過措置）

2 この規則の施行前に申し立てられた裁判所における民事事件、行政事件及び家事事件

に係る民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）第二条第六号に規定す

る書記料の傾（同号の規定により、文はその例によるものを含む。）については、なお従

前の例による。

附則（平成一五年三月一九I]最高裁判所規則第七号）

この規則は、民I/IP.ff.業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律（平成十四年法律第百号）及び日本郵政公社法施行法（平成十四年法律第九

十八号）の施行の日から施行する。

（施行の日＝平成一五年四月一日）

附則（平成一五年六月一六日最高裁判所規則第一三号）

1 この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に文給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附則（平成τ五年一一月一二日最高裁判所規則第二三号）

（施行期日）

第一条 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、第一条中民事訴訟費用

等に関する規則第四条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

（当事者等の旅費等の額に関する経過措置）

第二条 第一条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する規則（以下「新規則Jとし、

う。）第二条の規定は、当事者等（当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しく



は代表者又はこれらに準ずる者をしづ。）がこの規則の施行の日（以下「施行日Jとしづ。）

以後に行う期日への出頭及び施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に行っ

た期日への出頭及び施行目前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 前項の規定は、司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律（平成十五年

法律第百二十八号）による改正後の民事訴訟費用等に関する法律（以下「新費用法Jとし、

う。）第二条第五号に規定する代理人（法定代理人及び特別代理人を除く。）の期日への

出頭及びそのための旅行並びに新費用法第二十八条の二第一項第一号に規定する第三債務

者の供託のための旅行に準用する。

（訴状その他の書類の作成及び提出の費用の額に関する経過措慣）

第三条新規則第二条の二の規定は、施行日以後に申立てがされ、又は職権により開始さ

れた事件（基本となる手続に係るものに限る。次項を除き、以下同じ。）に係る費用につ

いて適用し、施行目前に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用につい

ては、なお従前の例による。

2 新規則別表第二の五の項に掲げる申立てに係る事件で－あって、当該事件に関する費用

額確定処分がされるまでのlllJに基本となる手続に係る申立てがされなかったもののうち、

施行日以後に当該事件に係る申立てがされたものに係る費用については、前項の規定にか

かわらず、新規則第二条の二の規定を適用し、施行目前に当該事件に係る申立てがされた

ものに係る費用については、なお従前の例による。

3 施行日が担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律（平

成十五年法律第百三十四号）の施行の日（平成一六年四月一日）前である場合には、当該

施行の日の前日まで・の11¥Jにおける新規則別表第二の規定の適用については、同表の三の項

中「強制執行又は競売若しくは収益執行の申立てJとあるのは「強制執行又は競売の申立

てJと、同表の五の項ロ中「民事執行法（昭和五十四年法律第四号）第五十五条第一項の

規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変

更の申立てJとあるのは「民事執行法（昭和五十四年法律第四号）第五十五条第一項若し

くは第二項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消

し若しくは変更の申立てJと、 「同法第百八十七条第一項の規定による不動産競売の開始

決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て、同法第百九十条

第二項の動産競売の開始の許可の申立てJとあるのは「同法第百八十七条の二第一項若し

くは第二項の規定による不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定に

よるその取消しの申立てJとする。

4 施行日が人事訴訟法（平成十五年法律第百九号）の施行の日（平成一六年四月一日）

前である場合には、当該施行の日の前日までの聞における新規則別表第二の五の項トの規

定の適用については、同規定中「家事審判法（昭和二十二年法律第百五十二号）第十五条

の六の規定による申立て、人事訴訟法（平成十五年法律第百九号）第三十九条第一項の規

定による申立てJとあるのは、 「家事審判法（昭和二十二年法律第百五十二号）第十五条



の六の規定による申立てJとする。

（官庁等からの書類の交付等に要する費用の額に関する経過措置）

第四条新規則第二条の三及び第二条の四の規定は、施行日以後に申立てがされ、又は職

権により開始された事件に係る費用について適用し、施行目前に申立てがされ、文は職権

により開始された事件に係る費用については、なお従前の例による。

2 前項の規定は、新費用法第二条第十四号に規定する同条第十二号の交付等を受ける等

のために裁判所以外の官庁等に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受ける

ために要する費用に準用する。

（民法第三百八十五条の規定による通知を書面でした場合の通知の費用の額に関する経過

措置）

第五条新規則第二条の五の規定は、施行日以後に申立てがされ、又は職権により開始さ

れた事件に係る費用について適用し、施行目前に申立てがされ、又は職権により開始され

た事件に係る費用については、なお従前の例による。

2 施行日が担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施

行の目前である場合には、当該施行の日の前日までの間における新規則第二条の五の規定

の適用については、同条の見出し中「民法第三百八十五条の規定による通知Jとあるのは、

「民法第三百八十一条又は第三百八十五条の規定による通知j とする。

（第三債務者の供託の費用の請求等に関する経過措置）

第六条新規則第八条の二の規定は、施行日以後にされた第三債務者の供託について適用

し、施行口前にされた第三債務者の供託については、なお従前の例による。

2 附則第二条第二項及び前項に定めるところのほか、施行目前にされた第三債務者の供

託に係る費用については、なお従前の例による。

附則（平成一六年六月九日最高裁判所規則第一O号）

1 この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例

による。

附員lj（平成一六年一O月六日最高裁判所規則第一五号）抄

（施行期日）

第一条 この規則は、破産法（平成十六年法律第七十五号。附則第七条において「新破産

法Jとしづ。）及ひ河皮産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十六年法律

第七十六号）の施行の日から施行する。

（施行の日＝平成一七年一月一日）

（民事訴訟費用等に関する規則の一部改正に伴う経過措：置）

第七条 この規則の施行前にされた破産の申立て又はこの規則の施行前に職権でされた破



産の宣告に係る新破産法附則第二条の規定による廃止前の破産法（大正十一年法律第七十

一号）第三百四十五条第一項の相続財産に関する破産事件についての第五条の規定による

改正前の特別家事審判規則第二十九条において準用する家事審判規則（昭和二十二年最高

裁判所規則第十五号）第三十七条の規定による相続財産の保存又は管理に関する処分の取

消しの申立てについては、第九条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する規則第四

条第四号及び別表第二の五の項トの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則（平成一七年一月一一日最高裁判所規則第一号）抄

（施行期日）

第一条 この規則は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律（平

成十六年法律第百五十二号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

一略

二 第九条中民事訴訟費用等に関する規則別表第二の五の項ホの改正規定行政事件訴訟

法の一部を改正する法律（平成十六年法律第八十四号）の施行の日（平成十七年四月一日）

（施行の日＝平成一七年四月一日）

附則（平成一七年一月一一日最高裁判所規則第二号）抄

（施行期日）

第一条 この規則は、法の施行の日から施行する。

（労働審判法（平成一六年法律第四五号）施行の日＝平成一八年四月一日）

附則（平成一八年二月八日最高裁判所規則第二号）抄

（施行期日）

1 この規則は、会社法（平成十七年法律第八十六号）の施行の日（次項において「施行

則的、う。）から施行する。

（施行の日＝平成一八年五月一日）

附員lj （平成二四年七月一七日最高裁判所規則第九号）抄

（施行期日）

第一条 この規則は、非訟事件手続法（平成二十三年法律第五十一号）の施行の日から施

行する。

（施行の日＝ギ成二五年一月一日）

附員lj （平成二六年三月六日最高裁判所規則第四号）

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。



2 この規則の施行日前に申立てがされ、又は職権により開始された事件（基本となる手

続に係るものに限る。）に係る費用については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）

第二十八条の二第一項第二号、第四号及び第五号に規定する費用のうち、この規則の施行

日以後にされた第三債務者の供託に係るものについては、この規則による改正後の民事訴

訟費用等に関する規則の規定を適用する。

別表第一（第二条関係） （平一五最裁規二三・迫力日）

上欄 下側

十キロメートル以上百キロメートル未満 一キロメートルにつき

三十円

百キロメートル以上三百一キロメートル未満 一キロメートルにつき

五十円

＝百一キロメートル以上 （ー） 三百一キロメートル未満の部分

一キロメートルにつき 五十円

（二） 三百一キロメートル以上の部分

一キロメートルにつき 四十円

別表第二（第二条の二関係） （平一五最－裁規二三・追加、平一六最裁規一五・平一七最裁

規一・平一八最裁規二・平二四最裁規九・一部改正）

項 上欄 下側

一 イ 訴えの提起（民事訴訟法の規定による手形 千五百円。ただし、次の場合には、そ

訴訟、小切手訴訟及び少額訴訟によるものを除 の定めるところにより算出して得た

く。）、控訴の提起、上告の提起、上告受理の 額を加えた傾

申立て又は再審の訴えの提起 （ー） 当該民事訴訟等の資料とされ

ロ 民事保全法（平成元年法律第九十一号）の た訴状その他の申立書及び準備i！~而

規定による保全命令の申立て、保全抗告の提起 その他の当事者の主張を記載した書

又は保全命令の申立てについての裁判に対する 面の合計の通数が五を超えるときは、

抗告の提起 その超える通数十五までごとに、千円

（二） 当該民事訴訟等の資料とされ

たt！｝：証の写しの通数が十五を超える

ときは、その超える通数五十までごと

に、千円



一 和解の申立て又は支払督促の申立て 八百円

一 裁判所における手続を求める申立てで、基本と 千円。ただし、強制執行又は競売若し

なる手続が開始されるもの（法第九条第一項若 くは収益執行の申立てに係る事件に

しくは第三項又は第十条第二項の規定による申 おける申立人以外の債権者について

立て並びにこの表のーの項及び二の項に掲げる は五百円

申立てを除く。）

四 イ 民事訴訟法の規定による手形訴訟若しくは ーの項の例により算定した額

小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て又

は少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て

ロ 民事保全法の規定による保全異議の巾立て

又は保全取消しの申立て

五 イ 民事訴訟法の規定による文書提出命令の申 八百円

立て、検証の目的の提示の申立て、秘密記載部

分の閲覧等の訪求をすることができる者を当事

者に限る決定の取消しの申立て又は訴えの提起

前における証拠保全の申立て

ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の

申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に

対する異議の申立て、民事執行法（昭和五十四

年法律第四号）第四十七条第四項若しくは第四

十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分

に対する異議の申立て、同法第五十五条第一項 1

の規定による売却のための保全処分若しくは同

条第五項の規定によるその取消し若しくは変更

の申立て、同法第五十六条第一項の規定による

地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六

十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定

による裁判所書記官の処分に対する異議の巾立

て、同法第六十八条の二第一項の規定による買

受けの申出をした差押債権者のための保全処分

の申立て、同法第七十五条第一項の規定による

売却の不許可の申出若しくは売却許可決定の取

消しの申立て、同法第七十七条第一項の規定に

よる最高価買受申出人若しくは買受人のための

保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規



定による裁判所書記官の処分に対する異議の申

立て、同法第八十三条第一項の規定による不動

産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項

の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立

て、同法第百二十七条第一項の規定による差押

物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手

続における裁判所書記官の執行処分に対する執

行異議の申立て、同法第百八十七条第一項の規

定による担保不動産競売の開始決定前の保全処

分若しくは同条第四項の規定によるその取消し

の申立て、同法第百九十条第二項の動産競売の

開始の許可の申立て又は民事執行規則（昭和五

十四年最高裁判所規則第五号）第八十一条の規

定による船舶国籍証書等の再取上命令の申立て

ハ破産法（平成十六年法律第七十五号）第百

四十八条第一項第一号、民事再生法（平成十一

年法律第二百二十五号）第百十九条第一号又は

会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第

百二十七条第一号の規定による裁判上の費用に

係る申立て（この表の他の項に掲げる申立てを

除く。）

ニ破産法第百二十五条第一項の規定による破

産債権査定申立て、同法第百七十三条第一頃の

規定による否認の請求、同法第百七十八条第一

項の規定による役員の責任の査定の申立て、民

事再生法第百五条第一項の規定による再生債権

の査定の申立て、同法第百三十五条第一項の規

定による否認の請求、同法第百四十三条第一項

若しくは第二項の規定による損害賠償請求権の

査定の申立て、同法第百四十九条第一項の規定

による価額決定の請求、同法第二百三十七条第

一項の規定による再生債権の評価の申立て、会

社更生法第九十五条第一項の規定による否認の

請求、同法第百条第一項の規定による役員等の

責任の査定の申立て、同法第百五条第一項の規



定による価額決定の請求又は同法第百五十一条

第一項の規定による更生債権等査定申立て

ホ 行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三

十九号）の規定による執行停止決定の取消しの

申立て文は仮の義務付け若しくは仮の差止めの

決定の取消しの申立て

へ労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四

号）第二十七条の二十の規定による申立て

ト 人事訴訟法（平成十五年法律第百九号）第

三十九条第一項の規定による申立て又は家事事

件手続法（平成二十三年法律第五十二号）第百

二十五条第七項（第百七十三条、第百八十条、

第百九十四条第八項、第二百一条第十項、第二

百二条第三項及び第二百八条において準用する

場合を含む。）、第百四十七条及び第百八十九

条第三項の規定による処分の取消しの申立て若

しくは同法第二百九十条第一項（同条第三項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による申

立て

チ執行官の執行処分又はその遅怠に対する執

行異議の申立て

ノーム、ー・ 破産法、民事再生法又は会社更生法の規定によ 五百円

る参加の届出

この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はそ

の例によるものとする規定による申立てを含むものとする。


