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概要
全国の裁判官の人事や予算等の司法行政を担う最高裁判所事務総局。その幹部を構成する
「司法官僚」は、裁判官の衣をまとった行政

新藤宗幸『司法官僚―裁判所の権力者たち』（岩波新書、２００９年）. 西 川 伸 一. 大学教員
の本務は教育・研究であるが、多くの教員は校務あるいは学内行政にも携. わっている。同じよう
に、裁判官の本務は裁判であるが、かなりの裁判官は司法行政と. よばれる裁判所内の行政にも

関与している。いずれも組織の構成員である以上、組織内.
司法官僚―裁判所の権力者たち (岩波新書)の感想・レビュー一覧です。}
2016年11月29日 . 前者の紛争解決機能が民事裁判、後者の刑罰実現機能が刑事裁判と呼ば
れているものですが、要は、これらなしでは、私たちの世界は混乱した無法状態になってしまいます。
「遠山の金 .. 逆に言えば、たとえ裁判所という名前がつけられていても、政治権力から独立していな
いような組織や機関は裁判所の実質を持ちません。
2017年3月24日 . 神保 我々がこれまで扱ってきた裁判の判決を見ただけでも、首を傾げたくなるも
のが多くあり、明らかに日本の裁判所は問題を抱えていると思います。 . の新書は客観的な事実、
推論ということで縛りがかなり強く、裁判所の実際の雰囲気、最高裁のリアルな権力構造、官僚裁
判官たちの人間像等が描けなかったことがあります。
受講者はテキストに目を通した証としてレポートを計２回電子掲示板に書き込むことで、成績の上
昇と受講者同士で情報交換を行うことができる。 教科書・参考書等, テキスト：木佐茂男ほか 『テ
キストブック現代司法 第６版』日本評論社 2015年 http://www.nippyo.co.jp/book/6698.html 参
考書：新藤宗幸『司法官僚：裁判所の権力者たち』岩波新書.
上級審で判決を破られたくないという裁判官の心理から、下級審での判決は最高裁の判例を踏襲
するものが非常に多く、下級審の判決がステロタイプ化していると指摘されているのだ。そして消極
性 . 司法官僚とは、主に最高裁の行う全国の裁判官の人事や予算などの司法行政を補佐する
機関である最高裁判所事務総局の幹部のことだ。しかし、.
2016年1月20日 . ロシア連邦憲法裁判所と政治の司法化︵河原︶. 七三三. おいて、同国の憲
法裁判所は、議会や政府諸機関との間での、また、. 連邦と地域・地方の諸機関との間での競合
する利害をめぐる対立の中、. 国家指導者をはじめとする当該の利害関係者たちによる政治的利
用の. ための制度上の主たる手段の一つとなっていると考え.
4 図書 裁判制度 : やわらかな司法の試み. 笹田, 栄司(1955-). 信山社出版, 大学図書 (発売).
10 図書 司法官僚 : 裁判所の権力者たち. 新藤, 宗幸(1946-). 岩波書店. 5 図書 裁判官がたり
ない日本. 東京弁護士会司法改革推進センター. 本の時遊社, 星雲社 (発売). 11 図書 官僚司
法を変える : 法曹一元裁判官. 後藤, 富士子(1949-). 現代人文社.
但しこの森氏の著書は、前記瀬木氏の著書を含む、日本の裁判所に対する否定的評価のステレ
オタイプともいうべき最高裁事務総局に支配された官僚組織とするという考え方(その代表的なもの
として新藤宗幸『司法官僚－裁判所の権力者たち』(岩波新書)がある）には違和感を表明し、む
しろより深く「裁判官の独立」の神話が絶対視される裁判所.
2012年2月8日 . しかも登石氏は司法研修所教官の経験も持つ。 『司法官僚 裁判所の権力者
たち』（岩波新書）などの著書がある元千葉大学教授の新藤宗幸氏が語る。 「エリート裁判官に
はほぼ共通した経歴があります。まず、東大卒か京大卒で、裁判官としての初任地が東京地裁で
あることです。登石裁判長の初任地は横浜地裁ですから超.
2013年4月18日 . 生活の党代表小沢一郎の政治裁判を通じて、我が国の司法と権力との癒着、
三権分立の幻想が明らかになった。日本の司法は政治から分立していない。 しかしこの認識はまだ
底の浅いものだ。実際は我が国のマスメディアと同様に、司法もまた米国に隷属している。我が国の
官僚、とりわけ外務、防衛、司法官僚は、自民党を.
６, 会社法コンメンタール６ ―新株予約権 §§２３６～２９４, 江頭憲治郎 編, 商事法務. ７, 一問
一答 新・会社法〔改訂版〕, 相澤 哲 編著, 商事法務. ８, 司法官僚 ―裁判所の権力者たち,
新藤宗幸 著, 岩波書店. ８, 類型別会社非訟, 東京地方裁判所商事研究会 編, 判例タイムズ
社. １０, 別冊ＮＢＬ No．１２７ シンポジウム「債権法改正の基本方針」, 民法（.
しかし、これと同時に司法省の官僚たちの多くは最高裁判所事務総局へ移籍し、今度は最高裁
判所の内部から全ての裁判所と裁判官を支配・統制する形になった。このため、最高裁判所事務
総局は建前こそ「最高裁判所の庶務を行う附属機関」とのみ定義されているものの、その実態は
「司法省の戦後の再編成版」とも形容されるほどの強大な権力.
著書等: 主な著書に『福祉行政と官僚制』『選挙しかない政治家・選挙もしない国民』『地方分
権 第2版』『政治とは、なんだろうか』（以上、岩波書店）『行政指導』『技術官僚』『司法官僚 裁

判所の権力者たち』『教育委員会』（以上、岩波新書）『講義 現代日本の行政』『概説 日本の
公共政策』（以上、東京大学出版会）『日本の予算を読む』『政治主導』（.
2012年12月15日 . . 助教授、立教大学法学部教授、シェフィールド大学客員教授、千葉大学法
経学部教授などを経て2011年より現職。公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所常務
理事を兼務。著書に『司法よ!おまえにも罪がある─原発訴訟と官僚裁判官』、 『司法官僚 裁判
所の権力者たち』、『政治主導官僚制を問いなおす』、『選挙しかない.
2013年11月15日 . . 課など三課と総務・人事・経理の三局 が、中央省庁の大臣官房と同じく組
織の維持管理を担う官房系 組織といえる。一方の刑事・民事・行政・家庭局は、裁判分野 に応
じて下級審を指導、助言、監督し、そのための規範を作成 している原局（ライン組織）とみることが
できよう。 ──新藤宗幸著「司法官僚／裁判所の権力者たち」
2012年2月29日 . 表向きは自由選挙の民主主義だが、政治家の権力行使を阻止する官僚機構
（タイは軍部と王室の複合体）が強く、民主的に選ばれた政治家が権力を発揮できず、 . 近代化し
て作り、第二次大戦の敗戦後、官僚機構が政治家と軍部の権力を排除し、天皇の代わりに米国
を象徴的な権力者として抱く体制に転換して生き延びた。
2014年6月19日 . 註記）新藤宗幸『司法官僚－裁判所の権力者たち－』岩波書店，2009年，59
頁。 それにしても，当時の「砂川事件：伊達判決」に対する最高裁長官田中耕太郎の対米従属
的な根性丸出しの唯々諾々ぶりは，半世紀以上が歳月が経過したから回顧するほかないにせよ，
日本国の三権分立のその「１権をになう最高責任者」，それも.
2009年11月13日 . 行政学者で地方自治論を展開している新藤宗幸氏が、『司法官僚、裁判所
の権力者たち』（岩波新書、２００９年８月刊）を出版した。 その中で、最高裁判所事務総局とい
う行政部局が、実質的に司法（判決）をコントロールしている『陰の権力組織』であることを明らかに
している。 植草一秀氏のブログ、東京新聞の書評欄から、権力.
年報行政研究. 年報行政研究 2011(46), 165-168, 2011. The Japanese Society for Public
Administration. Tweet. 各種コード. NII論文ID(NAID): 130005130688. NII書誌ID(NCID):
AN0020003X. 本文言語コード: JPN. 資料種別: 書評. ISSN: 0548-1570. NDL 記事登録ID:
11126831. NDL 雑誌分類: ZA1(政治・法律・行政--政治) // ZA14(.
2010年10月10日 . そもそも中国は、「光華寮裁判を通じ、日本が標榜する三権分立や司法の独
立が嘘だと見抜いている。 . 最高指導者だった 小平・党中央顧問委主任は「2つの中国を認める
企み」と判決に強く反発、日本は伊藤栄樹・検事総長らまで訪中させて三権分立や司法の独立
を粘り強く説明 . 司法官僚―裁判所の権力者たち (岩波新書)
子どもたちと話す 天皇ってなに(現代企画社 10年7月 1260円) ルカーチとこの時代(インパクト出版
会 09年8月 5460円). 玄侑宗久 禅のいろは 出版社 PHP研究所 発行日 11年5月 税込価格
540円 テルちゃん(新潮社 11年2月 420円) 慈悲をめぐる心象スケッチ(講談社 11年1月 520円).
新藤宗幸 司法官僚 裁判所の権力者たち 出版社 岩波書店.
詳細な条件で図書の検索ができます。書名や著者名、出版者、分類、書誌の種別、出版年度な
どの条件が使用できます。
司法行政権 参考文献 山本祐司 『最高裁物語』 講談社（講談社+α文庫）、1997年西川伸一
『日本司法の逆説 最高裁事務総局の「裁判しない裁判官」たち』 五月書房、2005年新藤宗幸
『司法官僚 裁判所の権力者た.
2009年9月14日 . 裁判官は名誉欲があり、それは人一倍強い、と退官した裁判官は語っている。そ
して、ピラミッド型の組織構造の頂点に最高裁がある。最高裁の胸先３寸で、裁判官たちの運命が
決められていく現実がある。どこの組織でも同じだ、と思うなかれ。司法というものは、権力的な支配
構造を持っていたらまともに立ち行かなくなる。司法は.
司法の消極性をもたらしているその実態を検証し、市民のための裁判所のあり方を提言する。 . 岩
波新書<br> 司法官僚―裁判所の権力者たち . 序章 日本の司法のなにが問題なのか第１章 い
ま、なぜ、司法官僚なのか第２章 司法官僚は、どのように生まれるのか第３章 司法官僚の支配の
実態第４章 裁判所をどう変えるのか終章 司法改革の.
2013年5月15日 . coolflat さんの関連ツイートをまとめました。岩波新書『司法官僚 裁判所の権力

者たち』新藤宗幸著（新赤版1200）
現代日本政治入門/新藤宗幸/阿部齊（社会・時事・政治・行政） - 現代日本政治を基礎から学
べる入門書。日本国憲法体制と政治の枠組、日本の官僚制、地方自治の歴史と制度、平等化
と平等主義など、現代の私たちをとり.紙の本の購入はhontoで。
司法官僚 裁判所の権力者たち 岩波新書. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 800円. 税込価
格 864円. 在庫あり. 本商品はお取扱いショップサイトで購入いただけます。 本体価格は実際の販
売価格と異なる場合があります。お取扱いショップサイトでご確認ください。 ネットWAONポイント
は、お取扱いショップサイトでご確認ください。 在庫数、商品.
2010年1月1日 . . 日本被団協代表委員 坪井直さんに聞く; 特別座談会「2010年・韓国併合100
年と私たちの課題」; 基地の縮小・撤去は新時代のあり方; 食とみどり、水を守る全国集会の討論
から; 核兵器廃絶をめざす国際ＮＧＯ(ＭＰＩ)が来日; ニュージーランド非核法の経験を日本は学ん
でほしい; 軍縮に進めないオバマ政権; 本の紹介「司法官僚.
2009年10月12日 . この司法改革の風が吹いているゆえに、最高裁判所も、ほんの少しですが、良
い方向に変わったように思います。ただし、最高裁判所の保守性や権威主義的体質が大きく変わっ
たわけではありません。次は、新藤宗幸教授の「司法官僚－裁判所の権力者たち」（岩波新書）の
読書日記を書いてみたいと思います。 投稿者 yousuke.
司法官僚. 裁判所の権力者たち. 司法行政をつかさどるエリート裁判官たち．彼らの経歴とは．裁
判官「統制」の実態とは．真の改革への提言． 司法官僚 . 全国の裁判官の人事や予算といった
司法行政をつかさどる最高裁判所事務総局．その幹部を構成する「司法官僚」とは，裁判を担当
しないエリート裁判官たちである．彼らはどんな経歴の持ち主.
日本の裁判所と裁判のいびつな構造を次々に告発してきた瀬木比呂志さん。元エリート裁判官で
. ーー『絶望の裁判所』『ニッポンの裁判』（ともに講談社現代新書）に続く裁判所、司法批判の第3
弾が長編の権力小説とは、驚きました。 . ーーそれにしても、本書に登場する裁判官たちは、出世
に目がくらんでいる官僚的、怪物的な人物が多いですね。
CIAの筋書きによる検察や捜査機関による首相、大統領、閣僚達、議員達、選挙の候補者達に
対する司法クーデター、司法テロを扇情的に、劇的に、国民の怒りや憤りを扇動 .. 場合に、CIAに
よる司法クーデターによる政権転覆、刑事訴追、暗殺で親や兄弟姉妹がやられた、という事実をそ
れらの権力者達が知って、検察や捜査機関、裁判所などに.
（１）司法消極主義. 衆議院憲法調査会における議論では、違憲審査制の行使の現状につい
て、司法. 消極主義が指摘された。 【参考】司法の積極主義と消極主義. 裁判所が違憲審査に
あたって、 . 独立が十分確保されない司法官僚制に問題がある。 ... これは、新しい憲法ができたそ
の直後、憲法の解釈をめぐって日本有数の法学者たちがけんけ.
2017年2月22日 . 最高裁は政治権力の“忠犬”」元エリート裁判官が暴く司法の闇. 週刊ダイヤモ
ンド2017年2月25日号「弁護士 裁判官 検察官 司法エリートの没落」より . 瀬木氏はまた、2000
年代以降の最高裁や裁判所について「官僚化が急速に進み、自分たちの権益確保のために積極
的に権力に寄り添う傾向が強まっている」と指摘する。
Amazonで新藤 宗幸の司法官僚―裁判所の権力者たち (岩波新書)。アマゾンならポイント還元
本が多数。新藤 宗幸作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また司法官僚―裁判
所の権力者たち (岩波新書)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
いかもしれません。昨年、岩波新書で新藤宗幸. 『司法官僚』という本が出ました。サブタイト. ルは
「裁判所の権力者たち」となっています。 裁判所はもちろん司法機関、もっと平たくいえ. ば裁判をす
る役所です。裁判所にもちこまれる. 訴訟を円滑にさばくためには、事務組織が欠か. せません。す
なわち、裁判所というとテレビに. 映される法廷をイメージ.
日本の最高裁判所は世界で最も保守的な憲法裁判所であると広く みなされている . 様に, 事務
総局の幹部たちはまちがいなく正統的な裁判官たちである。 というのも. 彼らは . たる過程を経由し
て, 権力ある地位に上りつめたからである。 この司法官僚グルー. プは新任判事補の教育と選別か
ら最高裁調査官の人選にいたるまで, 広範囲に及ぶ.
2011年9月27日 . 途上の片隅にての日本の司法は官僚化し、裁判所・裁判官は権力の僕（しも

べ）に成り果てたに関する詳細記事。（Powered by BIGLOBEウェブリブログ）「司法官僚－裁判所
の権力者たち－」 という本を読んだ。 まず、本の中にあった〔最高裁判所事務総局の組織図〕を下
記に転載する。
2011年6月20日 . ヒラメ裁判官という表現が示すものは、最高裁判所により、裁判官が日本国憲
法で定め. られた裁判官の独立性を . 裁判所という機構は、三権分立の理念により日本の統治権
力の三分の一を占める機関な. のですが、実際には . このように司法官僚の候補生になった少数の
判事任官者たちが、さらに競争を重ねて、. 司法行政に.
日本の裁判所の問題司法の消極性 在日米軍基地訴訟裁判官の官僚制度 一般人との隔離、
給与等を握る事務総局の存在□ 第1章いま、なぜ司法官僚なのか・司法制度改革の経緯実務面
からの改革実現は裁判員制度と法科大学院の２つのみ、他はほぼ成果なし又は未. . 司法官僚
―裁判所の権力者たち (岩波新書).
著書に『行政改革と現代政治』『財政破綻と税制改革』『福祉行政と官僚制』『地方分権』『選
挙しかない政治家 選挙もしない国民』（いずれも岩波書店）、『行政指導―官庁と業界のあいだ』
『技術官僚―その権力と病理』『司法官僚 裁判所の権力者たち』（いずれも岩波新書）、『日本の
予算を読む』『政治主導―官僚制を問いなおす』（ともにちくま.
八年間の任期に培った官僚たちとの継は残ったから、せめて彼の事業だけは邪魔しないように頼ん
で、ビジネスに勤しむこともできた。国がどう . 非常事態であるから当分の間は大統領府がすべての
権力を掌握すると決め、司法権だけは裁判所に残したが、それも場合によっては大統領府でひっくり
返せるような法的機構を用意しておいた。このよう.
2009年9月28日 . 司法官僚”、という言葉の響きは、通常、“司法の独立”の考え方とは対極に位
置するイメージをもたらします。ところが、“司法官僚”の存在が、行政機構の一角たる司法省のもと
におかれてきた戦前の司法行政から脱却し、戦後憲法の下で“司法の独立”を確保しようとする過
程において生まれてきた、と知れば驚きを禁じ得ません。
少し汚れがありますÜ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Ü この商品は「メルカリ カウル」で出品されていま
す。 --- 定価: ￥ 864 #メルカリカウル #新藤宗幸 #本 #BOOK #ノンフィクション #教養.
2016年5月5日 . 日本の司法・裁判所は、行政（安倍・自民党政権）よりもひどい日本国憲法無
視・人権踏みにじりの「現代の悪代官所」です＝解体しよう、日本の検察・裁判所、くたばれ日本
の検察官・裁判官（その３）. 前略,田中一郎 ... 判決のようです。 （３）（必読）司法官僚 裁判所
の権力者たち-新藤宗幸／著 本・コミック ： オンライン書店e-hon.
2008年8月14日 . ほんとはもっと、司法行政もその政策形成過程について、国民にもっとオープンに
しないといけねえんだろうがな（新藤宗幸『司法官僚 裁判所の権力者たち』（岩波新書、2009
年）211-225頁参照）。 だがなあ、立法化しないとやばい問題がある。それが著作権の問題だな、こ
れが（笑）。何が問題かってーと、このブログの「行政機関」.
徴される近代社会を担う官僚エリート養成と、教育勅語に象徴される臣民教育というか. たちで露
骨に表現されたように思われる。 このように近代化という事態を把握するならば、法曹は法的コミュ
ニケーションの担. い手として、この社会に不可欠となる。なかでも、裁判官は、こうした社会にあって
は、. その制度適合的な主体の範型をなすものである。
2009年10月7日 . 司法制度改革の一環として、今年の春からスタートした裁判員制度。この制度
は、司法への国民参加によって開かれた司法を実現するものだという。しかし、行政学を専門とする
著者は、司法行政機構の改革はいまだなさ…
2017年6月2日 . 最高裁を頂点とした官僚機構によって強力に統制され、政治への忖度で判決を
下す裁判官たち。警察の腐敗を暴き、 . 司法の独立は嘘だった！ 元エリート裁判 . 裁判官たち。
警察の腐敗を暴き、検察の闇に迫った『殺人犯はそこにいる』の清水潔が、『絶望の裁判所』の瀬
木比呂志とともに、驚くべき裁判所の荒廃ぶりを抉り出す。
司法行政をつかさどるエリート裁判官「司法官僚」。彼らの経歴とは。裁判官「統制」の… Pontaポ
イント使えます！ | 司法官僚 裁判所の権力者たち 岩波新書 | 新藤宗幸 | 発売国:日本 | 書籍 |
9784004312000 | HMV&BOOKS online 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に便利で
す！

2012年2月2日 . 黒い魔窟・最高裁事務総局 （神州の泉）より
http://www.asyura2.com/11/senkyo124/msg/748.html. 植草氏は2009年8月3日に東京拘置所に
収監され、同年10月4日に釈放されているが、収監中、弁護士の梓澤和幸氏が植草氏に、新藤
宗幸著「司法官僚」を紹介されたそうである。植草氏のブログを読んだ方々はすでに御承知と.
２０１１．１０．２０ 新藤宗幸 『司法官僚―裁判所の権力者たち』 第２章を読む。 ２０１１．１０．
２７ 司法書士法人・横浜中央法務事務所を訪問。佐藤純通司法書士、清水那緒子司法書士
からお話を伺う。 「今まで司法書士の仕事について弁護士との違い等分からないことが多かったの
で、様々なお話を聞けて良かった。特に司法書士試験の勉強の話.
2016年5月30日 . 日本の司法の問題は消極的である点である。 本来、司法は市民にとって「簡
便」な政治や社会を変えていく制度である。しかし現状では、裁判所が守ろうとしているのが政治行
政のしくみなのか、裁判所の権威なのか、裁判官のキャリアなのかは不明である。 裁判官は多忙で
ありまた転勤族のため地域社会から孤立しがちである。
2009年8月20日 . 全国の裁判官の人事や予算などの司法行政を担う最高裁判所事務総局。そ
の幹部を構成する「司法官僚」とは、裁判官の衣をまとった行政官である。彼らはどんな経歴の持
ち主なのか。判事たちをどのように「統制」しているのか。司法の消極性をもたらしているその実態を
検証し、市民のための裁判所のあり方を提言する。
2017年10月3日 . 日本型違憲立法審査権の出自 立法権は国会に帰属し（憲法４１条）、行政
権は内閣に帰属し（憲法６５条）、司法権は裁判所に帰属する（７６条）。 今日扱うのは司法権
だ。 司法権ひいては立憲主義の伝家の宝刀、最後の砦たる違憲立法審査権（８１条）は、日本
国憲法第６章「司法」のチャプターにおさめられている。つまり、司法権.
2017年6月28日 . その有様は個々に独立した裁判官というよりは、法服を着た役人であり、官僚に
近い存在というのが実態なのだ。また司法の世界全体の中で、トップのみが採用される裁判官自身
のなかでも、エリート意識のほうが自由主義や個人の独立といった価値感よりも重いものと判断しが
ちなのだ。このため、組織全体の意思に反し出世が.
司法官僚―裁判所の権力者たち(岩波新書) [新書]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨド
バシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今なら日本全
国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
横浜地裁判事補を皮切りに岡山や札幌などでの裁判実務経験がある一方、「法務省刑事局
付」や「司法研修所教官」の経験があることがわかった。裁判所と法務省の人事交流は「判検交
流」といわれ、エリート裁判官養成の一環といわれる。しかも登石氏は司法研修所教官の経験も
持つ。 『司法官僚 裁判所の権力者たち』（岩波新書）などの著書が.
【定価77％OFF】 中古価格￥198（税込） 【￥666おトク！】 司法官僚裁判所の権力者たち／新
藤宗幸【著】／中古本・書籍／ブックオフオンライン／ブックオフ公式通販・買取サイト。1500円以
上のご注文で送料無料。
司法官僚 裁判所の権力者たち』新藤宗幸／岩波新. 書）行政学の先生です。 Ｑ 民事事件をや
りながら、と伺いました。人権問題に取り組むにも、弁護. 士も霞を食べて生きるわけにもいかないと
思います。それなりの報酬を頂くと. 思います。難民事件は、ある種、仕事と見合ってない報酬だけ
れど、やらなく. ていけないので取り組んでらっしゃるのか、.
22 Nov 2017 - 39 min - Uploaded by 1 偽装された社会の本質を見抜こう【偽装社会】日本の裁
判の仕組み 暗黒の巨塔 最高裁判所 日本人を奴隷化する最高裁 長官と司法官僚 .
2014年5月12日 . それはともかく、瀬木氏の分析は、最高裁は裁判所に対する「改革」を逆手に
とって司法官僚制度を強化しようとした、裁判員制度も然り、そして竹崎前長官の大抜擢 . 私から
みれば、今時の司法「改革」は、裁判官の官僚制をただすものではなく、むしろ強化するためのもの
であって、氏の視点は全くずれているという他ありません。
しかし、これと同時に司法省の官僚たちの多くは最高裁判所事務総局へ移籍し、今度は最高裁
判所の内部から全ての裁判所と裁判官を支配・統制する形になった。このため、最高裁判所事務
総局は建前こそ「最高裁判所の庶務を行う附属機関」とのみ定義されているものの、その実態は
「司法省の戦後の再編成版」とも形容されるほどの強大な権力.

2010年1月23日 . それは、我々がメディア等でよく見聞きする「裁判部門」とは別の、裁判官の人事
権や裁判所の予算決定などの「司法行政部門」を握る「最高裁判所事務総局」と、その幹部であ
る「司法官僚」たちである。 本記事では、「司法官僚 裁判所の権力者たち（新藤宗幸著）」を参
考に、事務総局の設立・機能から司法官僚と言う存在、それら.
1 日前 . 「#metoo」を恐れる権力者が告発者を黙らせる国、日本 WEDGE Infinity(ウェッジ). 2
users 世の中 記事元: WEDGE Infinity(ウェッジ) . ボストン・マラソンで最後の１マイル走 テロ被害
者ら参加 ：日本経済新聞 · 1 userswww.nikkei.com . Amazon.co.jp： 司法官僚 裁判所の権
力者たち: 新藤 宗幸: 本.
2017年7月13日 . 裁判官とはどのような人々であり、司法権とはこの国においていかなる役割をはた
しているのか、そもそも裁判とは何をすることなのか−−−−これらのことについて、私たちは何も知らない
し、知ら . とはいえ、それはあくまで「裁判所は、権力ではあるが、市民・国民の立場からほかの権力
を監視する権力チェック機関」だからである。
司法行政権（しほうぎょうせいけん）とは、司法権を行使する機関の設営・管理などの行政作用を
行う権限である。司法行政権に基づいて行使される行政作用を、司法行政という。 通常、司法権
を行使するのは裁判所であるため、裁判所に係る行政作用の行使権限と同じ意味である。その内
容としては、裁判官その他の裁判所職員の任免・配置・監督、.
司法官僚 : 裁判所の権力者たち』 新藤宗幸著（岩波新書、2009年）. 貸出状況の確認
（RUNNERS）. 本書の著者によれば、一般裁判官は再任と人事評価という形で「支配」され、判
決の内容も協議会という形で「統制」されている。こうした「支配」と「統制」を担っているのが司法官
僚と呼ばれる裁判所の権力者たちである。司法の消極性をもたらす.
新藤宗幸『司法官僚公務員 ―裁判所の権力者たち』. 西川 伸一. 公開日 20151209. 本文
PDFプレビュー. 本文PDF [212K]. 抄録. 本文PDF [212K]. Copyright ©. ページトップへ.
この三つこそ、日本における真の権力であり、権力の元です。いかに自民党政治が互いに抹殺する
まではやらないプロレスだといっても、この三つが絡んだときには「ガチの勝負(殺し合い)」になります。
私たちは中学・高校以来、近代法治国家の三権は「立法、司法、行政」であると習ってきました。
立法は国会、司法は裁判所、行政は政府です。真の三.
しかし、当時の新聞のみならず裁判官の内部からも、これは「政治的理由」による任官拒否であ
り、裁判官の思想・信条にたいする介入であり、裁判官の「身分保障」を脅かすものという批判がま
きおこった。それは平賀書簡事件の直後であっただけに、燎りょうげん原の火のごとくひろがりをみた。
(新藤宗幸『司法官僚──裁判所の権力者たち』岩波.
タイトル, 書評 新藤宗幸『司法官僚--裁判所の権力者たち』. 著者, 西川 伸一. 出版年, 201105. 注記, 記事種別: 書評. 対象利用者, 一般. 資料の種別, 記事・論文. 掲載誌情報（ISSN形
式）, 05481570. 掲載誌情報（ISSNL形式）, 05481570. 掲載誌情報（URI形式）,
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000019166-00. 掲載誌名, 年報.
2010年12月14日 . で、そのお役所問題は司法府にもあるんだよ、というのが行政学者による今回
の本、新藤宗幸著『司法官僚 裁判所の権力者たち』だ。扱っているテーマが司法でありその官僚
機構批判であるのでとにかく漢字が多い。肩書きも法律の名前も漢字漢字漢字。読むのはちょっと
大変でした。本書では裁判員制度についても扱っている.
2016年10月15日 . 司法官僚―裁判所の権力者たち (岩波新書) p168. 「裁判官会同・協議会
とは、法令解釈や訴訟制度の運用などについて裁判官が「協議」する場であり、最高裁発足当時
からもうけられてきた。」 要点として、 ・最高裁主催のもの＋最高裁の指導のもとに高裁が管内の
裁判官をあつめて実施するもの の２種がある・会同は定例的.
2017年10月29日 . 良品です。発送はゆうメールで、送料は150円です。 ＊同サイズの本と同梱の
場合は、2冊まで150円、4冊までは200円です。（かんたん決済の場合、最初の取引連絡で表示さ
れる送料は変更できませんので、決済実行時に金額の書き換えをお願いします。） ＊クリックポスト
への変更は220円で承ります。
2014年4月10日 . 裁判所は組織の体をなしていない。 東京地裁では、会議のあとの懇親会のと
き、若手裁判官たちが地裁所長に酒を注ぎに行っていた。それが慣行（しきたり）になっていた。大阪

地裁では、所長のところに注ぎに行くというしきたりはなかった。 東大法学部の「優秀」組で権力志
向の強い人間は、行政官になる。それも財務官僚や経産.
新藤宗幸著 「司法官僚ー裁判所の権力者たち」 . 著書には『行政ってなんだろう』（岩波書店
［岩波ジュニア新書］ 2008年） 、『地方分権』（岩波書店, 1998年／第２版, 2002年） 、『技術官
僚――その権力と病理』（岩波 . そして裁判所は「法の番人」というが、裁量の匙加減で権力の護
り神になっているというような一面的な見方しか出来なかった。
私たちは、こうした時代をまえに、日本国憲法と世界人権宣言の基本理念に立って、個人の尊厳
と人権のための司法改革をさらに推し進める決意を新たにしています。 .. キャリアシステム（官僚裁
判官制度）に対しては、判決の内容や裁判の運営が市民感覚からかけはなれたものになったり、昇
給・昇格・任地の決定が最高裁判所を頂点とする司法.
2010年12月26日 . 渡辺洋三『現代日本社会と民主主義』岩波新書、1982年安倍晴彦『犬にな
れなかった裁判官』NHK出版、2001年秋山賢三『裁判官はなぜ誤るのか』岩波新書、2002年新
藤宗幸『司法官僚――裁判所の権力者たち』岩波新書、2009年木佐茂男・宮澤節生・佐藤鉄
男・川嶋四郎・水谷規男・上石圭一『テキストブック 現代司法（第5.
新藤 宗幸 岩波書店 (2009). b0065-司法官僚 裁判所の権力者たち.jpg. 三権分立。司法・立
法・行政が独立性を保つことですね、この三つが馴れ合いになってはいけない。 ところで、裁判官っ
て、頭がキレていかにも凄い人たちで、それぞれの人が公平な立場に立って争いごとを裁くというイ
メージですが（一般的に）・・・ 司法官僚って人たちがいるそう.
2014年12月9日 . 最高裁判所ホームページからの抜粋）. 「絶望の裁判所」（瀬木比呂志著・講
談社現代新書）や「司法官僚 裁判所の権力者たち」（新藤宗幸著・. 岩波新書）などの著作や
私達の調査によると、実際の事務総局の権限と職務内容は前記ホームページの. 記述とまるで異
なる。事務総局は、最高裁の規定・規則の策定、法律・政令の制定.
2014年7月30日 . 基本的には権力者の意向に添った判決しか出しません。そうした裁判所は、大
局的に見て「国民、市民支配のための道具、装置」の役割を担っているのです。とくに2000年代以
降はその傾向は顕著で、裁判官の官僚化が進んできました。私は、そのような裁判所に失望し、裁
判官をやめて学者になりました。そして、一般の人々に.
司法の在り方について、日本とドイツに違いをもたらした原因を大きく括るならば、それは「憲法の役
割」（政治権力に対する授権規範性の問題）についての認識の違いという . これに対して、日本の
最高裁判所（司法官僚組織のトップ構造部分）は違憲判断のケースを極力避けるという方針を基
本としているため、ドイツに比べ違憲判断裁判の件数が.
2009年11月13日 . 司法官僚―裁判所の権力者たち (岩波新書), Book, 司法官僚―裁判所の
権力者たち (岩波新書). 著者：新藤 宗幸販売元：岩波書店. Amazon.co.jpで詳細を確認する.
そして，上記の条文のとおり，権力分立の一角を担う司法権は，最高裁判所と下級裁判所に属す
るものとされています。ちなみに，立法権は国会に，行政権 . 裁判官はこの司法権の属する最高裁
判所や下級裁判所に所属する人たちですから，裁判官の最も重要な役割は，司法権の行使にあ
るということになります。 >> 裁判所とはどのような組織な.
2014年3月16日 . 読書日記「絶望のの裁判所」瀬木比呂志著2014年2月20日発行2014年3月
14日読了□ 元裁判官の引導渡し裁判所を最高裁事務総局が支配する「檻」とし、裁判官をその
「収容所群島」の囚人とまで激烈に批判しています。同じ様な批判は、「司法権力の内幕」を著し
た森炎氏（
2013年2月26日 . 司法官僚―裁判所の権力者たち (岩波新書)posted with amazlet at 13.02.26
新藤 宗幸 岩波書店 売り上げランキング: 100813Amazon.co.jpで詳細を見る 日本の裁判所を牛
耳る陰の組織「最高裁判所事務総局」について書かれた本「司法官僚」を読んでみました。 可も
なく不可もなくと…
司法官僚 - 裁判所の権力者たち - 新藤宗幸 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購
入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
2012年1月20日 . 岩波新書 新藤宗幸著『「司法官僚」裁判所の権力者たち』 この著書の一節
紹介（１７～１８ページ） 『日本の司法は、最高裁判所の内部に、巨大な権限を実質的に持つ司

法行政機構＝最高裁事務総局を整備してきた。そして一般の職業裁判官とは別に、一部のエ
リート職業裁判官を選別し司法行政に当たらせてきた。裁判官の.
2015年9月14日 . 「法の番人」と呼ばれる司法機関であるが、そこにも「官僚」の存在がある。どの
よう案方々かというと「最高裁判所事務総局」と呼ばれる所であり、最高裁のみならず、地裁・高裁
の判事たちを「統制」する立場である。その「事務総局」はどのような存在なのか、
主な著書に『司法官僚 裁判所の権力者 東京大学経済学研究科博士課程単位取得退学。共
著『生. たち』 (岩波新書)『概説 日本の公共政策』(東京大学出版会) 活困窮者支援で社会を
変える』 (法律文化社2017年)。 『日本の予算を読む』(以上、ちくま新書)、他多数。 承]都市政
策・地域経済コースシンポジウム「観. 光時代二高齢化時代の交通政策.
田丸大新藤宗幸『司法官僚公務員 ―裁判所の権力者たち』 ………西川伸一大山耕輔『公
共ガバナンス』 ………平井文三手塚洋輔『戦後行政の構造とディレンマ ―予防接種行政の変
遷』 ………藤田由紀子稲生信男『協働の行政学 ―公共領域の組織過程論』 ………光本伸
江益田直子『アメリカ行政活動検査院 ―統治構造における評価機能の.
書籍: 司法官僚 裁判所の権力者たち [岩波新書 新赤版 1200],アニメ、ゲーム、アイドル関連商
品のオンラインストア。フィギュアやグッズなど当店限定の商品や特典いっぱい! 無料会員登録で会
員価格や会員限定セールに参加！ 送料無料キャンペーンやブックカバーサービスを実施中！
司法官僚 裁判所の権力者たち 新藤宗幸 岩波新書 憲法上独立が保障されているはずの裁判
官が最高裁事務総局を中心とする司法官僚の人事政策により統制されていることとそれが司法制
度改革の議論の中でも取りあげられずに温存されてきたことを紹介し、改革の提言を行う本。裁判
所法が予定した裁判官会議による司法行政の決定が骨抜き.
2012年2月24日 . 司法官僚―裁判所の権力者たち(岩波新書)新籐宗幸岩波書店司法官僚―
裁判所の権力者たち.
2012年2月12日 . 岩波新書 新藤宗幸著「司法官僚 裁判所の権力者たち」 ・五月書房 西川伸
一著「日本司法の逆説 最高裁事務総局の"裁判しない裁判官"たち」 ・五月書房 西川伸一著
「裁判官人事の研究」. 最高裁事務総局の情報が取れないことと、恐ろしい組織であるから書けな
いということだろう。 ＜大メディアは事務総局のことを全く取り上げ.
2010年11月15日 . 技術者の地位は低く企業（権力者）側に大きく偏った姿勢が在ると言われる
が、何が原因で偏るのであろうか。 そこには、財務官僚を始め司法官僚、キャリア官僚など多くの官
僚が日本には存在し、その天下りとも大きく関わっている。官僚達にとってはその天下り先の温存、
確保、新規の開拓、天下り先からの要望に応えておく事は.
2009年10月18日 . 裁判所が市民ではなく、国や行政のほうを向いているのはなぜか。日ごろの
「？」に駆られて本書を開くと、見えてくるのは裁判と裁判官を統制する司法行政機構のピラミッド
と、その元締たる最高裁事務総局の存在である。 私たちはそんなものがあるのも知らず、先の司法
制度改革からも漏れた司法官僚たちの支配は、三千五百人.

