諮問日：令和元年８月２９日（令和元年度（最情）諮問第３４号）
答申日：令和２年１１月２６日（令和２年度（最情）答申第３１号）
件

名：弁護士会から取得した懲戒処分についての通知書の一部開示の判断に関す
る件
答

第１

申

書

委員会の結論
「弁護士会から御庁に対する懲戒処分についての通知書」の開示の申出に対
し，最高裁判所事務総長が，別紙１記載の各文書（以下，併せて「本件対象文
書」という。）を対象文書として特定し，その一部を不開示とした判断（以下「原
判断」という。）について，不開示とした部分に係る判断は妥当であるが，これ
に加えて別紙２記載の各部分を不開示とすべきである。

第２

事案の概要
本件は，本件対象文書についての裁判所の保有する司法行政文書の開示に関
する事務の取扱要綱（以下「取扱要綱」という。）記第２に定める開示の申出に
対し，最高裁判所事務総長が平成３１年２月１５日付けで原判断を行ったとこ
ろ，開示申出人（別紙３記載２２の苦情申出）及び第三者（別紙３記載１から
２１までの苦情申出）からそれぞれ取扱要綱記第１１の１に定める苦情が申し
出られ，取扱要綱記第１１の４に定める諮問がされたものである。

第３
１

苦情申出関係者の主張の要旨
別紙３記載１の苦情申出人（第三者）
懲戒処分については既に公表されており，更に開示される必要はない。苦情
申出人又は苦情申出人の依頼者の権利利益を害するおそれがある。

２

別紙３記載２の苦情申出人（第三者）
苦情申出人に係る通知書に記載された懲戒処分の理由につき，その要約の正
確性についての適正手続の保障がない。同通知書が開示されると適正手続に基
づかずに記述された不正確な事実が社会に流布することになる。これは，弁護
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士の公共性を踏まえても，なお受忍限度を超えた不当な不利益を苦情申出人に
課すものというべきであり，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以
下「法」という。）５条２号イに該当する。
３

別紙３記載３の苦情申出人（第三者）
(1) 苦情申出人に係る通知書は，裁判所内部の司法行政の円滑な遂行に協力す
るという目的のために通知された文書である。裁判所にはこのような目的を
もって提供された文書を目的外に使用する権限はない。特に，同文書に記載
された情報は弁護士自治に関するものであり，かつ，機微な個人情報である。
同文書を開示することは，弁護士自治への干渉になる。
(2) 苦情申出人に係る通知書は念のための注意喚起文書として送付されたも
のにすぎず，裁判所の職員が組織的に用いるものには該当しない。
また，上記通知書は訴訟手続に関するものであり，裁判事務に関する文書
に当たる。裁判所の司法行政事務には弁護士監督事務には含まれない ことか
らすれば，同文書が司法行政文書であることはあり得ない。
(3) 苦情申出人に係る通知書は裁判所内部限りで利用するものとして日本弁
護士連合会（以下「日弁連」という。）との間で協力協定のようなものがある
と思われることから，法５条２号ロに該当することは明白である。
(4) 苦情申出人は最高裁判所から本件開示の申出に関する情報を一切与えら
れなかったため，本件開示の手続に際して有意な意見が提出できなかった。

４

別紙３記載４の苦情申出人（第三者）
苦情申出人に係る通知書には，苦情申出人のプライバシー情報が含まれてい
る関係上，これを開示することにより人格的利益が侵害されるおそれがある。

５

別紙３記載５の苦情申出人（第三者）
(1) 弁護士の懲戒処分は一般の事業者であれば監督行政庁による行政処分に
相当する。監督官庁における行政指導文書については法５条２号イに該当す
ると解されているところ，弁護士の懲戒処分についても，法令違反が重大で
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ない場合にこれを公表することは，法人等の権利，競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれがある。
(2) 弁護士会の懲戒委員会の事情聴取は非公開で行われる。聴取を求められた
弁護士は，その情報が情報公開制度の利用によって公にされることがないで
あろうとの前提で情報を提供しており，おそらく懲戒委員会も一般に公にす
ることまでは視野に入れていない。そうすると，当該情報は法５条２号ロの
「通例として公にしないこととされているもの」に該当し，情報単位論の考
え方から，全部不開示とすべきである。
(3) 苦情申出人に係る通知書のうち原判断で開示することとされた部分には，
苦情申出人を特定して識別できる情報が含まれている。これらの情報は個人
識別情報に該当し，公にすることによりなお苦情申出人のプライバシー権を
害するおそれがあることから，当該部分を部分開示することは違法である。
(4) 苦情申出人が懲戒処分を受けてから既に相当期間が経過している。過去の
行政処分を永続的に公開することは適当ではなく，この点からも不開示とす
べきである。
６

別紙３記載６の苦情申出人（第三者）
懲戒処分歴は他人に知られたくないプライベート情報であり，その公開期間，
公開方法は弁護士会規則で定められ，弁護士会により公開されている。弁護士
会規則の想定しない公開は，プライバシーを侵害するものであり，違法である
か，又は著しく不適切である。
懲戒処分後の期間の経過により公益性は減少しており，なおさらプライバシ
ーの保護が優先するべきである。
また，本件においては，当初の処分は東京高等裁判所判決により取り消され
たものであって，その際，処分理由は事実誤認を含むものとされている。した
がって，当初の処分及び処分理由を開示することは，世間一般に誤解を流布さ
せることになる。
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７

別紙３記載７の苦情申出人（第三者）
開示申出人が不明であり，どのような利用がされるか不安である。また，一
度不利益を被ったのに再度不利益を被ることは一事不再理の趣旨に反する。

８

別紙３記載８の苦情申出人（第三者）
苦情申出人に係る通知書の内容には苦情申出人の名誉を害する事由がある。
懲戒処分から既に相当期間が経過しており，業務再開後は現在まで非行なく弁
護士業務を行っていることから，現時点で公開することの社会的必要性がない。

９

別紙３記載９の苦情申出人（第三者）
(1) 苦情申出人に係る通知書のうち，対象弁護士の氏名，登録番号，事務所名，
事務所所在地及び懲戒処分の内容に係る部分は，法５条１号に定める個人識
別情報に該当する。これらの情報は，速やかに官報に公告され，日弁連の機
関雑誌「自由と正義」に掲載される。しかし，相当期間の経過後は，法５条１
号ただし書イに規定する「法令の規定により又は慣行として公にされ，又は
公にすることが予定されている情報」には該当しない。
すなわち，過去に公にされたものであっても，時の経過により，開示の申
出の時点では公にされているとはみられない場合があり，総務省に設置され
た情報公開・個人情報保護審査会の答申では，公表後おおむね１年を経た場
合には公表慣行はなくなり，法５条１号ただし書イの該当性を否定されると
している（いわゆる１年ルール）。本件対象文書は，平成２２年３月３１日か
ら平成２８年２月５日までの間の通知書であり，既に公表から開示の申出ま
での間に１年以上が経過している文書であるため，開示の申出の時点で「公
にされている」とはいえず，法５条１号ただし書イに該当しない。なお，官
報や「自由と正義」への掲載は，公表の継続には当たらないと解すべきであ
る。
(2) また，仮に１年ルールを適用すべきでないとしても，弁護士の再登録の仕
組み及び業務停止期間の終了による業務への復帰を踏まえれば，過去の懲戒
- 4 -

処分を永続的に公開することは適当でない。
弁護士の懲戒処分歴についてはこれを開示する制度があり，これによって
弁護士の懲戒処分に関する情報を透明化し，国民に対する説明責任を果たす
よう努めている。弁護士に依頼，委嘱しようとする者に対しては，こうした
代替の制度があり，国民に対し一律に開示すべき必要性は認められない。そ
して，その開示の対象は除名，退会命令，業務停止及び戒告（公表したもの
に限る。）について，処分の効力が生じた日から３年を経過していないものに
限定している。このような公表の制限の存在により，少なくとも通知から３
年間が経過した後は，弁護士の懲戒処分の事実は開示されるべきではないと
解される。
(3) さらに，苦情申出人に係る通知書に記載された懲戒処分に関する情報には，
業務停止１月という比較的軽い非行から，除名という弁護士となる資格を奪
う極めて重い非行まで含まれ，その軽重は様々である。開示の申出の時点で
通知から相当期間が経過しているにもかかわらず，業務停止の期間が短期で
ある弁護士の懲戒処分を開示することは相当でないと考えられる。
なお，同情報には，審査請求の裁決又は審査請求の裁決の取消しにより処
分が戒告に変更されたものが含まれている。戒告は，裁判所に通知すべき懲
戒処分に含まれていないことからすれば（日本弁護士連合会会則６８条の３
第１項等），当該対象弁護士は，本来，通知の対象でなかったことになる。こ
れらの情報については，慣行として公にされている情報であるとはいえない
と考える。
(4) 仮に，苦情申出人に係る通知書のうち対象弁護士の氏名，登録番号，事務
所名，事務所所在地及び懲戒処分の内容に係る部分が，法５条１号に定める
個人識別情報ではなく，同条２号本文の「事業を営む個人の当該事業に関す
る情報」に該当すると判断される場合には，時の経過及び懲戒処分の軽重を
考慮し，当該部分は同号イの「当該個人の権利，競争上の地位その他正当な
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利益を害するおそれがあるもの」に該当する場合があることを考慮すべきで
ある。
また，弁護士の懲戒処分歴の開示の制度を超える開示については，弁護士
業務に対する信用を全般的に低下させることになるから，弁護士の強制加入
団体の権利，他の士業との競争上の地位を害するおそれがある。
１０

別紙３記載１０の苦情申出人（第三者）
上記９の(1)及び(2)と同旨

１１

別紙３記載１１の苦情申出人（第三者）

(1) 上記９の(1)，(2)及び(4)と同旨
(2) 弁護士に対する懲戒権行使は弁護士会に委ねられており，懲戒権の行使の
公表についても，弁護士法に基づくほかは懲戒処分歴の開示制度で示された
弁護士会の自律的判断に委ねられるべきである。これを超えた範囲について
まで懲戒処分歴を開示することは，弁護士会の懲戒権，自治権を侵害するお
それがある。
１２

別紙３記載１２の苦情申出人（第三者）

(1) 上記９の(1)及び(2)と同旨
(2) 原判断において開示される内容について，誰でも裁判所に申し出さえすれ
ば広く一般に公開される結果となると，今後，弁護士会による各種懲戒関係
の調査事務に支障を生じるおそれがある。また，原判断において開示される
内容は「自由と正義」に掲載された懲戒処分の公告の要旨とほとんど変わら
ないところ，あえてマスキングが多数された文書を開示すると，開示申出人
等に重要な部分が公開されていないという誤解を与えるおそれがあり，日弁
連及び弁護士会の各種懲戒関係の調査事務に支障を生じるおそれがある。
１３

別紙３記載１３の苦情申出人（第三者）

(1) 上記９の(1)及び(2)と同旨
(2) 弁護士会に所属する弁護士に対する懲戒処分が長期間にわたって公表さ
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れ続けることは，当該弁護士会に対する信用に影響を及ぼすことになりかね
ない。他士業との関係で，弁護士会の競争上の地位などの正当な利益を害す
るおそれがある。
１４

別紙３記載１４から２１までの各苦情申出人（第三者）
それぞれ上記１１と同旨

１５

別紙３記載２２の苦情申出人（開示申出人）
被懲戒者の氏名，住所，処分理由の要旨等は弁護士会が公開しているので

不開示情報ではないし，作成者の印影についても秘匿しているものではない
ので不開示情報ではない。
１６

取扱要綱記第９の２に定める第三者（令和元年９月１７日及び同年１０月

７日付け意見）
第三者に係る通知書記載の懲戒処分は弁護士法に明白に違反する処分であ
り，無効として扱われるべきものである。したがって，当該通知書は公開，
開示に親しまない文書である。
第４
１

最高裁判所事務総長の説明の要旨
本件対象文書のうち，懲戒を受けた弁護士に係る記載の部分は，全体として
個人識別情報であり，法５条１号本文前段に規定する不開示情報に相当するが，
官報公告又は日弁連の機関雑誌「自由と正義」の掲載により公にされている部
分は同号ただし書イに規定する情報に相当すると認められるから，開示の判断
をし，その余の部分は，不開示の判断をした。
また，本件対象文書のうち，作成者の印影は，法５条２号イに定める不開示
情報に相当すると認められるから，不開示の判断をした（以下，原判断におい
て不開示とされた部分を「本件不開示部分」という。）。

２

なお，本件対象文書中の懲戒処分等の情報については，いずれも官報公告又
は「自由と正義」への掲載により公表されており，かつ，図書館等において現
在も閲覧等が可能であることなどを踏まえれば，本件開示の申出までの期間の
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経過を考慮しても，いまだ相当期間が経過したとして法５条１号ただし書イに
規定する情報に相当しなくなったとまではいえないものと思料する。
また，弁護士等に対する懲戒処分歴について，日弁連又は各弁護士会（以下
「日弁連等」という。）が定めた開示制度（以下「懲戒処分歴開示制度」という。）
があるとしても，当該制度と司法行政文書の開示手続とはその目的，対象等を
異にする上，上記のとおり懲戒処分等については公表されていることを踏まえ
れば，司法行政文書の開示手続において，懲戒処分歴開示制度との関係を考慮
しなければならないものではないと考える。
そのほか，苦情申出人らの主張は，いずれも本件対象文書を一部不開示とし
た原判断を左右するものではない。
第５

調査審議の経過
当委員会は，本件諮問について，以下のとおり調査審議を行った。
①

令和元年８月２９日

諮問の受理

②

同日

最高裁判所事務総長から理由説明書を収受

③

同年９月４日

別紙３記載７の苦情申出人から意見書を収受

④

同月１８日

取扱要綱記第９の２に定める第三者から意見書
及び資料を収受

⑤

同月２６日

別紙３記載３の苦情申出人から意見書及び資料
を収受

⑥

同年１０月８日

取扱要綱記第９の２に定める第三者から意見書
及び資料を収受

第６
１

⑦

同年１２月２０日

本件対象文書の見分及び審議

⑧

令和２年９月１８日

本件対象文書の見分及び審議

⑨

同年１１月２０日

審議

委員会の判断の理由
本件対象文書の司法行政文書該当性について
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見分の結果によれば，本件対象文書は，日本弁護士連合会会則６８条の３の
規定に基づき，日弁連等が最高裁判所に対して送付した通知書であって，それ
ぞれ特定の弁護士又は弁護士法人（以下，それぞれ「特定弁護士」，「特定弁護
士法人」といい，併せて「特定弁護士等」という。）が受けた懲戒処分，懲戒処
分の効力停止の決定，懲戒処分に対する審査請求の裁決又は裁決取消訴訟の判
決の確定について記載されており，最高裁判所事務総局総務局の受理印が押さ
れていることが認められる。
取扱要綱によれば，司法行政文書の開示手続の対象となる司法行政文書は，
裁判所の職員が職務上作成し，又は取得した司法行政事務に関する文書，図画
及び電磁的記録であって，裁判所の職員が組織的に用いるものとして，裁判所
が保有しているものである。本件対象文書は，最高裁判所事務総局において弁
護士会との連絡に関する業務を掌る総務局が，同裁判所に係属する特定の訴訟
事件の追行とは関わりなく，所掌事務の一環として，日弁連等から送付された
文書を取得して保管していたものと認められ，その事務は司法行政事務である
といえる。したがって，本件対象文書は，裁判所の職員が職務上取得した司法
行政事務に関する文書であって，裁判所の職員が組織的に用いるものとして，
裁判所が保有しているものであり，司法行政文書に該当すると認められる。
この点について，別紙３記載３の苦情申出人は，裁判所の司法行政事務には
弁護士の監督事務を含まないなどとして，当該苦情申出人に係る通知書は司法
行政文書には当たらない旨主張するが，上記の検討に照らし，採用することは
できない。
よって，本件対象文書は司法行政文書に該当すると認められるから，司法行
政文書の開示手続の対象となる。
２

本件対象文書に記載された情報の不開示情報該当性について
(1) 原判断について
本件対象文書には，懲戒処分の対象となった特定弁護士等の氏名又は名称，
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登録番号又は届出番号，事務所の所在地，懲戒処分の内容，懲戒処分が効力
を生じた日，懲戒処分の理由の要旨等（以下，併せて「懲戒処分に関する情
報」という。）が記載されている。そして，弁護士又は弁護士法人（以下，併
せて「弁護士等」という。）に対する懲戒処分については，官報及び日弁連の
機関雑誌「自由と正義」
（以下，併せて「官報等」という。）に掲載されて公告
されるところ（弁護士法６４条の６第３項，日本弁護士連合会会則６８条），
見分の結果によれば，官報等に掲載された情報は，特定弁護士等の氏名又は
名称等を含め，開示がされており，本件不開示部分には，本件対象文書の作
成者である日弁連等の印影のほか，懲戒処分に関する情報のうち官報等に掲
載されていない情報が記載されていることが認められる。
(2) 本件不開示部分のうち日弁連等の印影について
本件不開示部分のうち日弁連等の印影については，当該日弁連等の会長が
その真意に基づいて作成した真正な文書であることを示す機能を有しており，
そのような印影を公にすれば，これを偽造され悪用されるなどして，当該日
弁連等の権利その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
したがって，本件不開示部分のうち日弁連等の印影は，法５条２号イに規
定する不開示情報に相当すると認められる。
(3) 本件不開示部分のうち懲戒処分に関する情報について
ア

本件対象文書のうち，特定弁護士が受けた懲戒処分に係る通知書に記載

された当該特定弁護士の懲戒処分に関する情報は，全体として法５条１号
に規定する個人識別情報に相当すると認められる。
なお，この点について，別紙３記載９の苦情申出人らは，懲戒処分に関
する情報は，法５条２号本文に規定する情報のうち，事業を営む個人の当
該事業に関する情報に相当する場合がある旨を主張する。しかしながら，
弁護士に対する懲戒処分は，その本質は当該個人に科される制裁として捉
えられるべきものであって，その情報の開示によって弁護士としての事業
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活動が事実上制約される場合があることをもって，当該個人の弁護士業務
との関連性を有することがあり得るとしても，個人としての当該弁護士の
名誉や人格に重大な関わりを持つ情報としての性格が否定されるものでは
ないというべきである。法５条において，同条２号が事業を営む個人の当
該事業に関する情報について，これを同条１号の規定において，
「個人に関
する情報」から除外し，同条２号の法人情報と併せて規定していることか
らみると，その趣旨は，事業を営む個人の当該事業に関する情報が，法人
等に関する情報と同列のものとして，事業活動への影響の観点から取り扱
うのが適当とされたことによるものであると解される。これらのことから
すると，懲戒処分に関する情報については，法５条１号に規定する不開示
情報に相当するかどうかが判断されるべきものである（平成２８年（情）
答申第３号参照）。したがって，苦情申出人の上記主張は採用できない。
そして，本件不開示部分のうち懲戒処分に関する情報は，上記(1)のとお
り，官報等に掲載されていない情報であることからすれば，法５条１号た
だし書イからハまでに掲げる情報には該当しないと認められる。
イ

次に，本件対象文書のうち，特定弁護士法人が受けた懲戒処分に係る通

知書に記載された当該特定弁護士法人の懲戒処分に関する情報については，
本件不開示部分が官報等に掲載されていない情報であることからすれば，
法５条２号イに規定する不開示情報（公にすることにより法人の権利，競
争上の地位，その他正当な利益を害するおそれがある情報）に相当すると
認められる。
ウ

これらの点について，別紙３記載２２の苦情申出人は，本件不開示部分

は弁護士会が公開しているので不開示情報に該当しない旨を主張するが，
本件不開示部分は官報等に掲載されていない情報であると認められるから，
採用できない。
エ

したがって，本件不開示部分のうち懲戒処分に関する情報は，法５条１
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号又は２号イに規定する不開示情報に相当すると認められる。
(4) 原判断で開示された懲戒処分に関する情報について
ア

特定弁護士の懲戒処分に関する情報は，上記(3)アのとおり，全体として

法５条１号に規定する個人識別情報に相当すると認められる。そして，官
報等に掲載された情報については，上記(1)のとおり，原判断において開示
の判断がされている。
この点について，別紙３記載９の苦情申出人らは，過去に公にされた事
実であっても，時の経過により，開示の申出の時点では公にされていると
はみられない場合があるとして，相当期間の経過後は，法５条１号ただし
書イに掲げる「法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にする
ことが予定されている情報」には該当せず，不開示とすべきである旨を主
張する。これに対して，最高裁判所事務総長は，官報等に掲載された情報
については，本件開示の申出までの期間の経過を考慮しても，いまだ相当
期間が経過したとして同号ただし書イに掲げる情報に該当しなくなったと
まではいえない旨説明する。そこで，以下，特定弁護士の懲戒処分に関す
る情報について，時の経過により，法令の規定により又は慣行として公に
されている情報に該当しなくなったといえるかどうかについて検討する。
弁護士法によれば，弁護士は，基本的人権を擁護し，社会正義を実現す
ることを使命とし（同法１条１項），深い教養の保持と高い品性の陶やが求
められ（同法２条），当事者の依頼等によって訴訟事件に関する行為その他
一般の法律事務を行うことを職務としており（同法３条１項），弁護士とな
るには，弁護士名簿に登録されなければならず，その管理について厳しく
定められ（同法８条以下），その権利及び義務について，秘密保持，職務を
行い得ない場合，汚職行為の禁止や係争権利の譲受の禁止などが定められ
（同法第四章，第四章の二），そのほか弁護士でない者による法律事務の取
扱い等が禁止されている（同法７２条）。これらの弁護士法の規定に照らし
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ても，弁護士の資格について高い倫理性とその職務の遂行について厳格な
規律が求められることは明らかである。同法６４条の６第３項が，弁護士
に対する懲戒処分について官報をもって公告しなければならない旨を規定
し，日本弁護士連合会会則６８条が懲戒に関する事項を官報及び機関雑誌
に掲載して公告する旨規定している趣旨は，上記のような弁護士の資格や
職務に照らして，弁護士に対する懲戒処分の事実を広く国民に周知させる
ためであると解される。このような規定の趣旨を踏まえれば，弁護士に対
する懲戒処分の社会的影響や社会の関心は，一般職の公務員に対するそれ
と比べても，大きいものと考えられる。
一方，弁護士に対する懲戒処分として，除名，退会命令，業務停止及び
戒告の四種が定められているが（弁護士法５７条），除名を除いては弁護士
としての資格を失うものではなく，除名の場合であっても，その処分を受
けた日から３年を経過した場合には弁護士としての欠格事由には該当しな
いこととなり（同法７条），弁護士会への再登録の請求の手続を経ることに
より，弁護士の業務を行うことは可能となり，退会命令の場合には弁護士
会への再登録の手続を経ることにより，業務停止の場合にはその期間の経
過により，それぞれ弁護士の業務を行うことが可能であって，戒告の場合
も弁護士としての業務継続は何ら妨げられない。
これらのことから，期間の経過に従って，懲戒処分の社会的影響や社会
一般の関心，記憶等が薄れることとともに，処分を受けた弁護士の個人と
しての権利利益を保護する必要性が高まることも考慮すれば，弁護士に対
する懲戒処分に係る情報について，過去の処分を永続的に公にすることは
適当でなく，相当期間が経過した場合には，当該処分を受けた弁護士の個
人の処分歴として秘匿性を認めることが相当である。
そこで，以上の点を踏まえて，上記の相当期間について検討すると，懲
戒処分に関する情報については，官報等への掲載をもって公告された後，
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ウェブサイト等において継続して公表されているものではないが，日弁連
等の会規において懲戒処分歴開示制度が定められ，弁護士等に対して事件
を依頼しようとする市民への情報提供を目的として，一定の要件の下，請
求者に対して弁護士等の懲戒処分歴を開示するとの対応がとられているこ
と，この制度において開示の対象となる懲戒処分は，除名，退会命令，業
務停止及び戒告（公告に加えて公表したものに限る。）について，処分の効
力が生じた日（業務停止の場合には業務停止期間が満了した日）から３年
を経過していないものとされていること（懲戒処分歴の開示に関する規程
３条等）など日弁連等における懲戒処分に関する情報の取扱いに照らせば，
懲戒処分に関する情報は，たとえそれが官報等に掲載されて公になったと
しても，当該処分が効力を生じた日（業務停止処分の場合には業務停止期
間が満了した日。以下同じ。）から本件開示の申出までに３年が経過してい
るものについては，もはや法令の規定により又は慣行として公にされてい
る情報（法５条１号ただし書イ）には該当しないと考えるのが相当である。
一方で，当該処分が効力を生じた日から本件開示の申出までの期間が３年
以内のものについては，懲戒処分の社会的影響や社会一般の関心，記憶等
は低減しておらず，依然として，法令の規定により又は慣行として公にさ
れている情報に該当するというべきである。
また，懲戒処分が効力を生じた日から本件開示の申出までに３年が経過
したものであっても，その後，懲戒処分に対する審査請求の裁決又は裁決
取消訴訟の判決の確定により，再度，当該懲戒処分に関する情報が官報等
に掲載されることがあり得る（日本弁護士連合会会則６８条，懲戒処分の
公告及び公表等に関する規程３条）。この場合には，当該情報は公表された
情報として扱わざるを得ないが，弁護士に対して懲戒処分があった事実そ
のものではないことから，当該情報の社会的影響や社会一般の関心，記憶
等の低減と，当該情報に含まれる弁護士の個人としての権利利益の保護の
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必要性とを併せ考慮して，当該情報が官報等に掲載されてから本件開示の
申出までに１年が経過しているものに限り，法令の規定により又は慣行と
して公にされている情報には該当しないものとして取り扱うのが相当であ
る。
イ

このことは，特定弁護士法人の懲戒処分に関する情報についても妥当し，

官報等に掲載された情報に関しては，上記アの期間の経過の有無により，
法５条２号イに規定する，公にすることにより法人の権利，競争上の地位
その他正当な利益を害するおそれがある情報に相当するかどうかを判断す
るのが相当である。
ウ

そこで，本件についてみると，本件対象文書のうち別紙２記載の各文書

については，当該文書に記載された懲戒処分につき，その効力を生じた日
から本件開示の申出までに３年が経過し，かつ，審査請求の裁決又は裁決
取消訴訟の判決の確定に係るものについても，その公表から本件開示の申
出までに１年が経過していることが認められる。したがって，これらの文
書に記載された懲戒処分に関する情報は，官報等に掲載されて公告された
情報ではあるものの，特定弁護士に関するものは個人識別情報（法５条１
号）であって，法令の規定により又は慣行として公にされている情報（同
号ただし書イ）には該当しないものと認められ，また，特定弁護士法人に
関するものは公にすることにより法人の権利，競争上の地位，その他正当
な利益を害するおそれがある情報（同条２号イ）に該当するものと認めら
れる。
そして，別紙２記載の各部分については，これらの記載内容に照らせば，
取扱要綱記第３に定める部分開示をすることもできない。
よって，別紙２記載の各部分については，法５条１号又は２号イに規定
する不開示情報に相当すると認められるから，不開示とすべきである。
(5) 苦情申出人の主張について
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ア

①別紙３記載６の苦情申出人は，当初の処分は東京高等裁判所の判決に

より取り消されており，その理由は事実誤認を含むものとされたから，当
初の処分及び理由を開示することは，世間一般に誤解を流布させることに
なる旨主張し，また，②別紙３記載９の苦情申出人は，同人に係る通知書
に記載された懲戒処分に関する情報には，審査請求の裁決又は審査請求の
裁決の取消しにより処分が戒告に変更されたものが含まれており，戒告は，
本来，裁判所に通知すべき懲戒処分ではなかったことからすれば，慣行と
して公にされている情報であるとはいえない旨主張する。
まず，①について，当該取消前の処分についてはその効力を生じた日か
ら本件開示の申出までに３年が経過していることからすれば，上記(4)ウの
とおり，当該処分に関する情報は不開示とすべきであり，その限度で苦情
申出人の上記主張は採用すべきである。一方で，取消後に改めてされた懲
戒処分については，同処分がその効力を生じた日から本件開示の申出まで
の期間が３年以内であるため，慣行として公にされている情報として，開
示すべきである。
次に，②について，戒告が本来であれば裁判所に通知すべき懲戒処分に
は含まれないとしても（日本弁護士連合会会則６８条の３），他の懲戒処分
や審査請求の裁決等に関する情報と同様，官報等には掲載されて公告され
るものである以上（弁護士法６４条の６第３項，日本弁護士連合会会則６
８条），法令の規定により又は慣行として公にされた情報（法５条１号ただ
し書イ）には該当するというべきであって，時の経過により同情報には該
当しなくなったといえるかどうかについても他の懲戒処分と同様に考慮す
ることが相当である。したがって，上記②の主張は採用できない。
イ

別紙３記載９の苦情申出人らは，①懲戒処分歴開示制度を超える開示に

ついては，弁護士業務に対する信用を全般的に低下させることになるから，
弁護士の強制加入団体にとって，その権利や他の士業との競争上の地位を
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害するおそれがある，②懲戒権の行使の公表については，弁護士法に基づ
くほかは弁護士会の自律的判断に委ねられるべきであり，これを超えた範
囲についての開示は弁護士会の懲戒権，自治権を侵害するおそれがある，
③弁護士の懲戒に関する情報について広く開示されるとなると，今後，弁
護士会による各種懲戒関係の調査事務に支障が生じるおそれがある旨を主
張する。
しかしながら，上記①については，弁護士会が所属の弁護士に対して懲
戒処分を行ったという事実は，当該弁護士会が懲戒権を適正に運用してお
り，弁護士に対する信頼の維持や向上に努めているという評価も可能であ
ることからすれば，同事実を開示したからといって，弁護士の強制加入団
体の権利や他の士業との競争上の地位を害するおそれがあるとはいえない。
さらに，弁護士の懲戒処分に関する情報は官報等に掲載されて公告される
ことからすれば，このうち上記(4)ウの相当期間が経過していないものにつ
いて，たとえこれが開示されたとしても，そのことによって弁護士の強制
加入団体の権利や競争上の地位を害するおそれはない。
上記②については，裁判所における司法行政文書の開示手続は，弁護士
法や日弁連等の会則や会規に基づく懲戒処分の公表等とは異なる趣旨及び
目的の下に運用されているものであるから，この開示手続において弁護士
の懲戒処分に関する情報が開示されたとしても，弁護士会の懲戒権，自治
権を侵害することになるとは解されない。また，上記のとおり，弁護士の
懲戒処分に関する情報は官報等に掲載されて公告されることからすれば，
このうち上記(4)ウの相当期間が経過していないものについて，たとえこれ
が開示されたとしても，そのことによって弁護士会の権利を害するおそれ
があるとはいえない。
上記③については，原判断において開示された部分は，官報等に掲載さ
れた情報であることを踏まえれば，これらが公にされたとしても，弁護士
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会による各種懲戒関係の調査事務に支障が生じるおそれがあるとはいえな
い。
したがって，苦情申出人の上記主張はいずれも採用できない。
ウ

そのほかの苦情申出人らの主張についても，いずれも上記(2)から(4)ま

での判断を左右するものはない。
３

原判断の妥当性について
以上のとおり，原判断については，本件不開示部分が法５条１号又は２号イ
に規定する不開示情報に相当すると認められるから，当該部分に係る判断は妥
当であるが，これに加えて別紙２記載の各部分についても同条１号又は２号イ
に規定する不開示情報に相当すると認められるので，同部分を不開示とすべき
であると判断した。
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滋

別紙１
対象文書一覧
文書１ 平成２２年３月３１日付け「懲戒処分の効力停止について（通知）
」と題する文書
文書２ 平成２２年３月３０日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書３ 平成２２年４月１４日付け「本会会員に係る懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書４ 平成２２年４月２３日付け「当会会員に係る懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書５ 平成２２年５月１２日付け「ご通知」と題する文書
文書６ 平成２２年５月１０日付け「ご通知」と題する文書
文書７ 平成２２年５月２０日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通知）」
と題する文書
文書８ 平成２２年５月２４日付け「懲戒処分の効力停止について（通知）
」と題する文書
文書９ 平成２２年６月１日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書
文書10 平成２２年６月７日付け「ご通知」と題する文書
文書11 平成２２年６月２２日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書
文書12 平成２２年６月２４日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）
」と題する文書
文書13 平成２２年６月２９日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書
文書14 平成２２年７月９日付け「ご通知」と題する文書
文書15 平成２２年７月２３日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書
文書16 平成２２年８月４日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）」と題する文書
文書17 平成２２年８月５日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）」と題する文書
文書18 平成２２年８月１８日付け「ご通知」と題する文書
文書19 平成２２年８月２７日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書
文書20 平成２２年８月３０日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書
文書21 平成２２年９月１３日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書
文書22 平成２２年９月１７日付け「本会会員に係る懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書23 平成２２年９月２８日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書
文書24 平成２２年１０月５日付け「ご通知」と題する文書
文書25 平成２２年１０月５日付け「本会会員に係る懲戒処分について（通知）
」と題する文書（総一
001224号）
文書26 平成２２年１０月５日付け「本会会員に係る懲戒処分について（通知）
」と題する文書（総一
001225号）
文書27 平成２２年１０月１８日付け「本会会員に係る懲戒処分について（通知）」と題する文書
文書28 平成２２年１０月２０日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一001300号）
文書29 平成２２年１０月２０日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一001301号）
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文書30 平成２２年１０月２０日付け「弁護士の懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書31 平成２２年１０月２９日付け「本会会員に係る懲戒処分について（通知）」と題する文書
文書32 平成２２年１１月５日付け「ご通知」と題する文書
文書33 平成２２年１１月５日付け「弁護士の懲戒について（通知）」と題する文書
文書34 平成２２年１１月１８日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書
文書35 平成２２年１１月２４日付け「本会会員に係る懲戒処分について（通知）」と題する文書
文書36 平成２２年１１月２４日付け「弁護士の懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書37 平成２２年１２月２４日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一000012号）
文書38 平成２２年１２月２４日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一000013号）
文書39 平成２２年１２月２４日付け「弁護士の懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書40 平成２２年１２月２７日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書
文書41 平成２２年１２月２７日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書
文書42 平成２３年１月１２日付け「ご通知」と題する文書
文書43 平成２３年１月１３日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書
文書44 平成２３年１月２１日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書45 平成２３年１月２４日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書
文書46 平成２３年２月１６日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書
文書47 平成２３年２月２３日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書
文書48 平成２３年３月８日付け「ご通知」と題する文書
文書49 平成２３年２月２８日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書50 平成２３年３月２８日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書（総一000394号）
文書51 平成２３年３月２８日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書（総一000395号）
文書52 平成２３年３月３１日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）
」と題する文書
文書53 平成２３年４月８日付け「弁護士の懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書54 平成２３年４月１２日付け「ご通知」と題する文書
文書55 平成２３年４月１４日付け「ご通知」と題する文書
文書56 平成２３年４月２１日付け「弁護士懲戒の処分について（通知）」と題する文書
文書57 平成２３年４月２２日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書
文書58 平成２３年４月２１日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書
文書59 平成２３年４月２５日付け「弁護士の懲戒について（通知）」と題する文書
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文書60 平成２３年５月９日付け「ご通知」と題する文書
文書61 平成２３年５月１９日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書
文書62 平成２３年５月２６日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書63 平成２３年５月３０日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書64 平成２３年６月２３日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書（総一000837号）
文書65 平成２３年６月２３日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書（総一000839号）
文書66 平成２３年６月１７日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書67 平成２３年６月２８日付け「弁護士の懲戒について（通知）」と題する文書
文書68 平成２３年７月１日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通知）
」
と題する文書
文書69 平成２３年７月６日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書
文書70 平成２３年７月１１日付け「当会会員に係る懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書71 平成２３年７月８日付け「ご通知」と題する文書
文書72 平成２３年７月２１日付け「ご通知」と題する文書
文書73 平成２３年７月２５日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書
文書74 平成２３年７月２７日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書
文書75 平成２３年８月１日付け「ご通知」と題する文書
文書76 平成２３年８月３日付け「弁護士の懲戒について（通知）
」と題する文書
文書77 平成２３年８月２９日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書（総一001030号）
文書78 平成２３年８月２９日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書（総一001031号）
文書79 平成２３年９月８日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）」と題する文書
文書80 平成２３年９月２１日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）
」と題する文書
文書81 平成２３年１０月３日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書
文書82 平成２３年１０月４日付け「ご通知」と題する文書
文書83 平成２３年１０月３日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書
文書84 平成２３年１０月４日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書85 平成２３年１０月５日付け「弁護士懲戒処分通知の訂正について」と題する文書
文書86 平成２３年１０月１１日付け「ご通知」と題する文書
文書87 平成２３年１０月１８日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書
文書88 平成２３年１０月１７日付け「当会会員に係る懲戒処分について（通知）」と題する文書
文書89 平成２３年１１月２日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書90 平成２３年１１月８日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書
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文書91 平成２３年１１月８日付け「ご通知」と題する文書
文書92 平成２３年１１月１８日付け「当会会員に係る懲戒処分について（通知）」と題する文書
文書93 平成２３年１１月２４日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書
文書94 平成２３年１２月２日付け「懲戒処分の効力停止決定について（通知）
」と題する文書
文書95 平成２３年１２月５日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書
文書96 平成２３年１２月１３日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書
文書97 平成２３年１２月１９日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書
文書98 平成２３年１２月２２日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書
文書99 平成２３年１２月２６日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書
文書100

平成２３年１２月２７日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書101

平成２４年１月６日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）
」と題する文書

文書102

平成２４年１月２４日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書103

平成２４年１月２５日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書104

平成２４年２月１４日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書（総一000162号）

文書105

平成２４年２月１４日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書（総一000163号）

文書106

平成２４年２月１５日付け「ご通知」と題する文書

文書107

平成２４年２月１６日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書108

平成２４年２月２４日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一000191号）

文書109

平成２４年２月２４日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一000192号）

文書110

平成２４年２月２４日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一000193号）

文書111

平成２４年３月８日付け「弁護士の懲戒について（通知）」と題する文書

文書112

平成２４年３月９日付け「ご通知」と題する文書

文書113

平成２４年３月１４日付け「懲戒処分取消訴訟の判決確定について（通知）
」と題する文書

文書114

平成２４年４月１２日付け「ご通知」と題する文書

文書115

平成２４年４月１７日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一000491号）

文書116

平成２４年４月１７日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一000492号）

文書117

平成２４年５月１日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）
」と題する文書

文書118

平成２４年５月１７日付け「ご通知」と題する文書

文書119

平成２４年５月２１日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書120

平成２４年５月２４日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一000724号）

文書121

平成２４年５月２４日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一000725号）
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文書122

平成２４年６月５日付け「弁護士の懲戒について（通知）」と題する文書

文書123

平成２４年６月２０日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書124

平成２４年６月２６日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書

文書125

平成２４年６月２８日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書126

平成２４年７月２０日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）」と題する文書

文書127

平成２４年７月２３日付け「弁護士の懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書128

平成２４年８月１６日付け「当会所属会員の懲戒処分について」と題する文書

文書129

平成２４年８月２０日付け「懲戒処分に関する資料について」と題する文書

文書130

平成２４年８月２４日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書131

平成２４年９月５日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書132

平成２４年９月１１日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書133

平成２４年９月１３日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）」と題する文書

文書134

平成２４年９月２７日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書135

平成２４年１０月４日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書136

平成２４年１０月２５日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書

文書137

平成２４年１１月１２日付け「ご通知」と題する文書

文書138

平成２４年１１月２２日付け「ご通知」と題する文書

文書139

平成２４年１２月１１日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書140

平成２４年１２月１８日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）
」と題する文書

文書141

平成２４年１２月１９日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書142

平成２５年１月２８日付け「当会会員に係る懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書143 平成２５年２月７日付け「弁護士の懲戒について（通知）
」と題する文書
文書144

平成２５年２月１５日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）」と題する文書

文書145

平成２５年２月２２日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書146

平成２５年２月２５日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書147

平成２５年２月２７日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書

文書148

平成２５年３月２日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書

文書149

平成２５年３月１８日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書150

平成２５年３月１９日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書151

平成２５年３月１９日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）」と題する文書

文書152

平成２５年３月２２日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書153

平成２５年３月２１日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書154

平成２５年３月２５日付け「弁護士懲戒処分について（報告）」と題する文書

文書155

平成２５年３月２６日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書156

平成２５年４月２日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書

- 23 -

文書157

平成２５年３月２８日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書

文書158

平成２５年４月１２日付け「懲戒処分の効力停止について（通知）」と題する文書

文書159

平成２５年４月２５日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）」と題する文書

文書160

平成２５年４月３０日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書161

平成２５年５月８日付け「ご通知」と題する文書

文書162

平成２５年５月２０日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書

文書163

平成２５年６月２５日付け「弁護士懲戒の処分について（通知）
」と題する文書

文書164

平成２５年６月２８日付け「当会所属会員の懲戒処分について」と題する文書

文書165

平成２５年７月５日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書166

平成２５年７月２日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書167

平成２５年７月１２日付け「ご通知」と題する文書

文書168

平成２５年７月１７日付け「ご通知」と題する文書

文書169

平成２５年７月２２日付け「弁護士懲戒処分についてのご通知」と題する文書

文書170

平成２５年７月２４日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書171

平成２５年８月５日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書172

平成２５年８月６日付け「ご通知」と題する文書

文書173

平成２５年８月７日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書

文書174

平成２５年８月９日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書175

平成２５年８月３０日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書176

平成２５年９月３日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書

文書177

平成２５年９月６日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書178

平成２５年９月１１日付け「懲戒処分の効力停止について（通知）」と題する文書

文書179

平成２５年９月１８日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書180

平成２５年９月１９日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書181

平成２５年９月２４日付け「弁護士の懲戒について（通知）
」と題する文書

文書182

平成２５年１０月４日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書183

平成２５年１０月１１日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）
」と題する文書

文書184

平成２５年１０月１６日付け「ご通知」と題する文書

文書185

平成２５年１０月２８日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書186

平成２５年１０月２５日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書187

平成２５年１０月３１日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書188

平成２５年１１月１８日付け「当会会員に係る懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書189

平成２５年１１月２０日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）
」と題する文書

文書190

平成２５年１２月４日付け「ご通知」と題する文書

文書191

平成２５年１２月５日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書
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文書192

平成２６年１月３１日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書193

平成２６年２月３日付け
「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について
（通知）
」
と題する文書

文書194

平成２６年２月７日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書195

平成２６年２月１４日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書196

平成２６年２月２０日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書197

平成２６年２月２６日付け「弁護士の懲戒について（通知）
」と題する文書

文書198

平成２６年２月２８日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）」と題する文書

文書199

平成２６年２月２７日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書

文書200

平成２６年３月７日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書201

平成２６年３月１０日付け「当会所属会員の懲戒処分について」と題する文書

文書202

平成２６年３月１１日付け「ご通知」と題する文書

文書203

平成２６年３月１４日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書204

平成２６年３月１７日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書205

平成２６年３月１８日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書206

平成２６年３月１９日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書207

平成２６年３月２４日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書208

平成２６年３月２５日付け「弁護士の懲戒について（通知）
」と題する文書

文書209

平成２６年３月１８日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一369号）

文書210

平成２６年３月１８日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一370号）

文書211

平成２６年３月１８日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一371号）

文書212

平成２６年３月３１日付け「当会所属会員の懲戒処分について」と題する文書

文書213

平成２６年４月９日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書214

平成２６年４月１８日付け「ご通知」と題する文書

文書215

平成２６年４月２５日付け「弁護士の懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書216

平成２６年５月１日付け「当会所属会員の懲戒処分について」と題する文書

文書217

平成２６年４月２８日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書218

平成２６年５月２１日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書219

平成２６年５月２３日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書220

平成２６年５月２７日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書221

平成２６年６月１８日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書222

平成２６年６月１７日付け「弁護士の懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書223

平成２６年６月２４日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書224

平成２６年７月１０日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書
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文書225

平成２６年７月１５日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書226

平成２６年７月１４日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書（総一812号）

文書227

平成２６年７月１４日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書（総一813号）

文書228

平成２６年７月１４日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書（総一814号）

文書229

平成２６年７月２４日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）」と題する文書

文書230

平成２６年７月２８日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書231

平成２６年７月２９日付け「当会会員に係る懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書232

平成２６年７月２９日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書233

平成２６年８月１日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書234

平成２６年８月１３日付け「ご通知」と題する文書

文書235

平成２６年９月４日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）
」と題する文書

文書236

平成２６年９月１９日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書237

平成２６年９月３０日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書238

平成２６年１０月８日付け「弁護士の懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書239

平成２６年１０月９日付け「弁護士懲戒についての御通知」と題する文書

文書240

平成２６年１０月１７日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）
」と題する文書

文書241

平成２６年１０月１７日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書242

平成２６年１０月２０日付け「弁護士の懲戒について（通知）」と題する文書

文書243

平成２６年１０月２２日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書244

平成２６年１０月２７日付け「弁護士の懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書245

平成２６年１０月２８日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書246

平成２６年１１月１７日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書247

平成２６年１１月１８日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書248

平成２６年１１月１９日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書249

平成２６年１２月９日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書250

平成２６年１２月１１日付け「ご通知」と題する文書

文書251

平成２６年１２月１１日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書252

平成２６年１２月１８日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書253

平成２７年１月２６日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書254

平成２７年１月２９日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一115号）

文書255

平成２７年１月２９日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一116号）

文書256

平成２７年２月９日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書257

平成２７年２月１８日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
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知）
」と題する文書
文書258

平成２７年２月１７日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書259

平成２７年３月５日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）
」と題する文書

文書260

平成２７年３月１０日付け「弁護士の懲戒について（通知）
」と題する文書

文書261

平成２７年３月９日付け「弁護士の懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書262

平成２７年３月１７日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書263

平成２７年３月１８日付け「ご通知」と題する文書

文書264

平成２７年３月２３日付け「弁護士懲戒処分についてのご通知」と題する文書

文書265

平成２７年４月２０日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書266

平成２７年４月２３日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書267

平成２７年４月２８日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書268

平成２７年４月３０日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書269

平成２７年５月７日付け「ご通知」と題する文書

文書270

平成２７年５月１９日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書271

平成２７年５月１９日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書272

平成２７年５月２０日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書（総一625号）

文書273

平成２７年５月２０日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書（総一626号）

文書274

平成２７年５月２１日付け「弁護士懲戒処分についてのご通知」と題する文書

文書275

平成２７年５月２１日付け「弁護士懲戒についてのご通知（訂正）」と題する文書

文書276

平成２７年５月２８日付け「弁護士の懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書277

平成２７年６月３日付け「ご通知」と題する文書

文書278

平成２７年６月４日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書279

平成２７年６月５日付け「弁護士懲戒についてのご通知（訂正）
」と題する文書

文書280

平成２７年６月１７日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書281

平成２７年６月２６日付け「弁護士の懲戒について（通知）
」と題する文書

文書282

平成２７年６月３０日付け「当会所属会員の懲戒処分について」と題する文書

文書283

平成２７年７月２日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書284

平成２７年７月１６日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書285

平成２７年７月１５日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書286

平成２７年７月２２日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書287

平成２７年７月２２日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書288

平成２７年８月３日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書289

平成２７年８月７日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書290

平成２７年８月２５日付け「ご通知」と題する文書
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文書291

平成２７年８月３１日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一1011号）

文書292

平成２７年８月３１日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書（総一1012号）

文書293

平成２７年９月１日付け「弁護士懲戒処分について（通知）
」と題する文書

文書294

平成２７年９月１５日付け「当会会員に係る懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書295

平成２７年９月２８日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）」と題する文書

文書296

平成２７年１０月６日付け「ご通知」と題する文書

文書297

平成２７年１０月２８日付け「当会所属会員の懲戒処分について」と題する文書

文書298

平成２７年１０月３０日付け「弁護士の懲戒処分にかかる審査請求事案の裁決について（通
知）
」と題する文書

文書299

平成２７年１０月３０日付け「弁護士の懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書300

平成２７年１１月４日付け「弁護士懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書301

平成２７年１１月６日付け「ご通知」と題する文書

文書302

平成２７年１１月１１日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書303

平成２７年１１月１３日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書304

平成２７年１１月１３日付け「ご通知」と題する文書

文書305

平成２７年１１月１８日付け「弁護士の懲戒処分について（通知）」と題する文書

文書306

平成２７年１２月３日付け「弁護士懲戒についてのご通知」と題する文書

文書307

平成２７年１２月２４日付け「裁決取消訴訟の判決確定について（通知）
」と題する文書

文書308

平成２８年１月１３日付け「ご通知」と題する文書

文書309

平成２８年１月２６日付け「当会所属会員の懲戒処分について」と題する文書

文書310

平成２８年２月５日付け「弁護士の懲戒処分に係る審査請求事案の裁決について（通知）
」
と題する文書
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別紙２
追加で不開示とすべき部分
※ 便宜上，原判断において不開示とされた部分も含めて記載している場合がある。
※ 行数は，ふりがなの行は含め，空白の行を除いて数えるものとする。
※ 文字数は，空白部分を除いて数えるものとする。
１ 文書１
１行目全部（文書に付された番号），１１行目１文字目及び２文字目（会名）
，８文字目から１７
文字目まで（年月日）
，２６文字目から２９文字目まで（氏名）
，１２行目３文字目から７文字目ま
で（登録番号）
，１４行目６文字目から１５文字目まで（年月日），１５行目１４文字目から２３文
字目まで（年月日）
，１７行目１文字目及び２文字目（会名）
，８文字目から１７文字目まで（年月
日）
，３４文字目から１８行目３文字目まで（処分内容），５文字目から１４文字目まで（年月日）
，
２０行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名）
，２２文字目及び２３文字目（同），２１行目１５
文字目及び１６文字目（同）
２ 文書２
(1) １枚目
３行目１文字目から３文字目まで（会名），４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，６行目
２２文字目から７行目１５文字目まで，１０行目４文字目から同行末尾まで（氏名），１１行目
６文字目から同行末尾まで（登録番号）
，１２行目５文字目から同行末尾まで（所在地），１３行
目１０文字目から同行末尾まで（処分内容）
，１４行目１７文字目から同行末尾まで（年月日）
，
１５行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），１６行目２３文字目及び２４文字目（同）
(2) ２枚目
３行目５文字目から同行末尾まで（氏名），４行目７文字目から同行末尾まで（登録番号）
，５
行目６文字目から同行末尾まで（所在地），７行目全部（処分内容），９行目から２０行目まで（懲
戒の処分の理由の要旨）
，２２行目全部（年月日）
３ 文書３
(1) １枚目
３行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，８行目から１０行目まで
の各１文字目及び２文字目（同）
，１２行目１文字目及び２文字目（会名），１３行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１５行目３２文字目から１６行目１３文字目まで，２０行目１文字目
から４文字目まで（氏名）
，１０文字目から１４文字目まで（登録番号）
，２１行目４文字目から
同行末尾まで，２２行目から２４行目まで（所在地等）
，２６行目全部（処分内容），３０行目全
部（年月日）
(2) ２枚目
１２行目から２５行目６文字目まで（項番号を除く。
）（懲戒の処分の理由の要旨）
４ 文書４
(1) １枚目
３行目１文字目及び２文字目（会名），４行目３文字目から同行末尾まで（氏名），７行目２７
文字目から８行目２２文字目まで，１１行目６文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目５文
字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目６文字目から同行末尾まで，１４行目全部（所在地
等）
，１５行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容）
，１６行目１７文字目から同行末尾まで
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（年月日）
(2) ２枚目
１行目全部（年月日）
，２行目１文字目及び２文字目（会名）
，３行目３文字目から同行末尾ま
で（氏名）
，６行目６文字目から同行末尾まで（氏名）
，７行目５文字目から同行末尾まで（登録
番号）
，８行目６文字目から同行末尾まで，９行目全部（所在地等），１０行目１０文字目から同
行末尾まで（処分内容）
，１１行目１７文字目から同行末尾まで（年月日），１３行目から２７行
目まで（懲戒処分の理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から最終行まで（懲戒処分の理由の要旨）
(4) ４枚目
１行目及び２行目（懲戒処分の理由の要旨）
(5) ５枚目
１行目全部（氏名）
５ 文書５
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１０行目６文字目から９文字目まで（氏名）
，１５文字目から１８文字
目まで（登録番号）
，１２行目から１４行目まで（所在地等）
，１５行目６文字目から同行末尾ま
で（処分内容）
，１６行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１９文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目及び８行目（所在地等）
，９行目６文字目から同行末尾ま
で（処分内容）
，１０行目８文字目から同行末尾まで（年月日），１３行目から１９行目まで（懲
戒理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から２２行目まで（行冒頭にある項番号を除く。
）
（懲戒理由の要旨）
，２３行目全部（年
月日）
，２４行目１文字目及び２文字目（会名）
，２５行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
６ 文書６
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１０行目７文字目から１０文字目まで（氏名）
，１６文字目から２０文
字目まで（登録番号）
，１２行目から１４行目まで（所在地等）
，１５行目６文字目から同行末尾
まで（処分内容）
，１６行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１７行目７文字目から１０文
字目まで（氏名）
，１６文字目から２０文字目まで（登録番号），１９行目及び２０行目（所在地
等）
，２１行目６文字目から同行末尾まで（処分内容）
，２２行目８文字目から同行末尾まで（年
月日）
(2) ２枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から２０文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目及び８行目（所在地等）
，９行目６文字目から同行末尾ま
で（処分内容）
，１０行目８文字目から同行末尾まで（年月日），１２行目から２３行目まで（項
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番号を除く。
）
（懲戒理由の要旨），２４行目全部（年月日），２５行目１文字目及び２文字目（会
名）
，２６行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
(3) ３枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目及び８行目（所在地等），９行目６文字目から同行末尾ま
で（処分内容）
，１０行目８文字目から同行末尾まで（年月日），１２行目から２６行目まで（項
番号を除く。
）
（懲戒理由の要旨）
(4) ４枚目
１行目から５行目まで（項番号を除く。
）（懲戒理由の要旨）
，６行目全部（年月日），７行目１
文字目及び２文字目（会名）
，８行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
７ 文書７
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目から
１２文字目まで（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１５行目１４文字目か
ら同行末尾まで（年月日）
，１６行目９文字目から１２文字目まで（会名），１８文字目から２８文
字目まで（年月日）
，１７行目３文字目から８文字目まで（処分内容），１８行目２３文字目から１
９行目１８文字目まで（裁決内容）
，２０行目から２３行目まで，２４行目１４文字目及び１５文字
目（裁判所名）
，２２文字目及び２３文字目（同），２５行目１５文字目及び１６文字目（同）
８ 文書８
１行目全部（文書に付された番号），１１行目１文字目及び２文字目（会名）
，２６文字目から２
９文字目まで（氏名）
，１２行目３文字目から７文字目まで（登録番号），１４行目６文字目から１
５文字目まで（年月日）
，１５行目１４文字目から２３文字目まで（年月日）
，１７行目１文字目及
び２文字目（会名）
，３４文字目から１８行目３文字目まで（処分内容），５文字目から１４文字目
まで（年月日）
，２０行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名）
，２２文字目及び２３文字目（同），
２１行目１５文字目及び１６文字目（同）
９ 文書９
(1) １枚目
４行目全部（文書に付された番号）
，７行目１文字目及び２文字目（会名），８行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１１行目６文字目から３２文字目まで，１５行目３文字目から６文字
目まで（氏名）
，１３文字目から１７文字目まで（登録番号）
，１６行目４文字目から同行末尾ま
で，１７行目及び１８行目（所在地等），２０行目全部（処分内容），２２行目全部（年月日），２
４行目３５文字目及び３６文字目（裁判所名）
，４０文字目及び４１文字目（同），４５文字目及
び４６文字目（検察庁名）
，２５行目全部
(2) ２枚目
５行目３文字目から６文字目まで（氏名），１２文字目から１６文字目まで（登録番号）
，６行
目４文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，９行目全部（主文），１１行目から２５
行目まで（項番号を除く。
）
（理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から２６行目まで（項番号を除く。）
（理由の要旨）
(4) ４枚目
１行目から７行目まで（理由の要旨），８行目全部（年月日），９行目１文字目及び２文字目（会
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名）
，１０行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
１０ 文書 10
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１０行目７文字目から１０文字目まで（氏名）
，１６文字目から２０文
字目まで（登録番号）
，１２行目から１４行目まで（所在地等）
，１５行目６文字目から同行末尾
まで（処分内容）
，１６行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１７行目７文字目から１０文
字目まで（氏名）
，１６文字目から２０文字目まで（登録番号），１９行目から２１行目まで（所
在地等）
，２２行目６文字目から同行末尾まで（処分内容）
，２３行目８文字目から同行末尾まで
（年月日）
(2) ２枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目及び８行目（所在地等）
，９行目６文字目から同行末尾ま
で（処分内容）
，１０行目８文字目から同行末尾まで（年月日），１２行目から２７行目まで（項
番号を除く。
）
（懲戒理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から２０行目まで（項番号を除く。
）
（懲戒理由の要旨），２１行目全部（年月日）
，２２
行目１文字目及び２文字目（会名）
，２３行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
(4) ４枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，８行目６文字目から同行末尾まで（処
分内容）
，９行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１１行目から２３行目まで（懲戒理由の
要旨）
(5) ５枚目
１行目から９行目まで（懲戒理由の要旨）
，１０行目全部（年月日）
，１１行目１文字目及び２
文字目（会名）
，１２行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
１１ 文書 11
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目全部（所在地等），１５行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），１６行目
９文字目及び１０文字目（会名）
，１６文字目から２４文字目まで（年月日）
，３５文字目から１７
行目４文字目まで（処分内容）
，１８行目８文字目から１７文字目まで（年月日），１９文字目から
２９文字目まで（裁決内容）
，２０行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字目及び２
３文字目（同）
，２１行目１５文字目及び１６文字目（同）
１２ 文書 12
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目及び１５行目
（所在地等）
，１６行目１文字目及び２文字目（会名），８文字目から１１文字目まで（氏名），１９
文字目から２３文字目まで（登録番号），１７行目２文字目から７文字目まで（処分内容），９文字
目から１８文字目まで（年月日）
，２９文字目から１８行目６文字目まで（裁決内容），１８文字目
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から２７文字目まで（年月日）
，１９行目２３文字目から３３文字目まで（年月日），２０行目１０
文字目から２１文字目まで（判決内容），２７文字目から２２行目５文字目まで，２３行目１３文字
目及び１４文字目（裁判所名）
，２１文字目及び２２文字目（同），２４行目１４文字目及び１５文
字目（同）
１３ 文書 13
(1) １枚目
４行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，９行目１文字目及び２文
字目（同）
，１２行目１文字目から４文字目まで（会名）
，１３行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目８文字目から２６文字目まで，２１行目３文字目から６文字目まで（氏名）
，２２
行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２３行目４文字目から同行末尾まで，２４行目全
部（所在地等）
，２５行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容），２７行目１２文字目から同
行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目
２行目から１１行目まで（懲戒処分理由の要旨）
１４ 文書 14
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１０行目７文字目から１０文字目まで（氏名）
，１６文字目から２０文
字目まで（登録番号）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（処分内容）
，１３行目８文字目から
同行末尾まで（年月日）
，１４行目７文字目から１０文字目まで（氏名）
，１６文字目から２０文
字目まで（登録番号）
，１５行目８文字目から同行末尾まで，１６行目全部（所在地等），１７行
目６文字目から同行末尾まで（処分内容）
，１８行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，７行
目６文字目から同行末尾まで（処分内容），８行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１０行
目から１３行目まで（懲戒理由の要旨）
，１４行目全部（年月日）
，１５行目１文字目及び２文字
目（会名）
，１６行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
(3) ３枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，８行目６文字目から同行末尾まで（処
分内容）
，９行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１１行目から１４行目まで（懲戒理由の
要旨）
，１５行目全部（年月日）
，１６行目１文字目及び２文字目（会名），１７行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
１５ 文書 15
１行目全部（文書に付された番号）
，１１行目４文字目から７文字目まで（氏名），９文字目及
び１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から
同行末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等）
，１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月
日）
，１７行目９文字目及び１０文字目（会名）
，１６文字目から２５文字目まで（年月日）
，３６
文字目から１８行目５文字目まで（処分内容）
，１９行目９文字目から１８文字目まで（年月日），
２０文字目から２０行目７文字目まで（裁決内容）
，２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所
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名）
，２２文字目及び２３文字目（同），２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
１６ 文書 16
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等）
，１６行目１文字目及び２文字目（会名），２４文字
目及び２５文字目（処分内容）
，２７文字目から３５文字目まで（年月日），１７行目１０文字目か
ら２４文字目まで（裁決内容）
，３６文字目から１８行目８文字目まで（年月日），１９行目２２文
字目から３１文字目まで（年月日），２０行目８文字目から１７文字目まで（判決内容），２３文字
目から２１行目３４文字目まで，２３行目１３文字目及び１４文字目（裁判所名），２１文字目及び
２２文字目（同）
，２４行目１４文字目及び１５文字目（同）
１７ 文書 17
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号），１５行目１文字目から４文字目まで（会名），１０文字目から
１３文字目まで（氏名）
，２１文字目から２５文字目まで（登録番号），１６行目４文字目から７文
字目まで（処分内容）
，９文字目から１８文字目まで（年月日），２９文字目から１７行目２３文字
目まで（裁決内容）
，３５文字目から１８行目８文字目まで（年月日），１９行目２３文字目から３
２文字目まで（年月日）
，２０行目９文字目から２０文字目まで（判決内容）
，２６文字目から２１
行目２５文字目まで，２３行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字目及び２３文字目
（同）
，２４行目１５文字目及び１６文字目（同）
１８ 文書 18
１行目全部（文書に付された番号），４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目から
同行末尾まで（氏名）
，１０行目６字目から９文字目まで（氏名），１５文字目から１９文字目まで
（登録番号）
，１１行目８文字目から同行末尾まで（所在地），１２行目６文字目から同行末尾まで
（処分内容）
，１３行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１４行目８文字目から同行末尾まで，
１５行目から１８行目まで（懲戒理由の要旨）
１９ 文書 19
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から８文字目まで（氏名）
，１０文字目か
ら１３文字目まで（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号）
，１３行目５文字目か
ら同行末尾まで，１４行目全部（所在地等），１５行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），１
６行目９文字目から１２文字目まで（会名），１８文字目から２７文字目まで（年月日），１７行目
２文字目から７文字目まで（処分内容），１８行目１１文字目から２０文字目まで（年月日），２２
文字目から３２文字目まで（裁決内容），２０行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文
字目及び２３文字目（同）
，２１行目１５文字目及び１６文字目（同）
２０ 文書 20
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目から
１２文字目まで（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から
同行末尾まで，１４行目全部（所在地等）
，１５行目１４文字目から同行末尾まで（年月日）
，１６
行目９文字目から１２文字目まで（会名），１８文字目から２７文字目まで（年月日），１７行目２
文字目から７文字目まで（処分内容）
，１８行目１１文字目から２０文字目まで（年月日），２２文
字目から３２文字目まで（裁決内容），２０行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字
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目及び２３文字目（同）
，２１行目１５文字目から１７文字目まで（同）
２１ 文書 21
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，５行目から１１行目までの各１文字目及び２文字目（あて
名の一部）
，１３行目１文字目から４文字目まで（会名），１４行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目４文字目から３５文字目まで，２１行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，２２
行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２３行目４文字目から同行末尾まで，２４行目全
部（所在地等）
，２６行目全部（処分内容）
，３０行目全部（年月日）
(2) ２枚目
１行目全部（年月日）
，３行目１文字目から４文字目まで（会名）
，４行目３文字目から同行末
尾まで（氏名）
，６行目３文字目から６文字目まで（氏名）
，７行目５文字目から同行末尾まで（登
録番号）
，８行目４文字目から同行末尾まで，９行目全部（所在地等），１１行目全部（処分内容），
１５行目全部（年月日）
，１７行目から３３行目まで（処分の理由の要旨）
２２ 文書 22
(1) １枚目
３行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，８行目から１０行目まで
の各１文字目及び２文字目（同）
，１２行目１文字目及び２文字目（会名），１３行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１５行目３２文字目から１６行目１３文字目まで，２０行目１文字目
から３文字目まで（氏名）
，９文字目から１３文字目まで（登録番号）
，２１行目４文字目から同
行末尾まで，２２行目から２４行目まで（所在地等），２６行目全部（処分内容）
，３０行目全部
（年月日）
(2) ２枚目
２６行目から３５行目まで（項番号を除く。）
（懲戒処分の理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から１２行目まで（項番号を除く。）
（懲戒処分の理由の要旨）
２３ 文書 23
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，５行目から１１行目までの各１文字目及び２文字目（あて
名の一部）
，１３行目１文字目から４文字目まで（会名），１４行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目４文字目から３５文字目まで，２１行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，２２
行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２３行目４文字目から同行末尾まで，２４行目全
部（所在地等）
，２６行目全部（処分内容）
，３０行目全部（年月日）
(2) ２枚目
１行目全部（年月日）
，３行目１文字目から４文字目まで（会名）
，４行目３文字目から同行末
尾まで（氏名）
，６行目３文字目から５文字目まで（氏名）
，７行目５文字目から同行末尾まで（登
録番号）
，８行目４文字目から同行末尾まで（所在地），１０行目全部（処分内容）
，１４行目全部
（年月日）
，１６行目から２６行目まで（処分の理由の要旨）
２４ 文書 24
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
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ら同行末尾まで（氏名）
，１０行目６文字目から８文字目まで（氏名）
，１４文字目から１８文字
目まで（登録番号）
，１１行目８文字目から同行末尾まで，１２行目及び１３行目（所在地等）
，
１４行目６文字目から同行末尾まで（処分内容），１５行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目
５行目５文字目から７文字目まで（氏名），１３文字目から１７文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目及び８行目（所在地等），９行目６文字目から同行末尾ま
で（処分内容）
，１０行目８文字目から同行末尾まで（年月日），１２行目から２２行目まで（項
番号を除く。
）
（懲戒理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から１７行目まで（行冒頭にある項番号を除く。
）
（懲戒理由の要旨），１８行目全部（年
月日）
，１９行目１文字目及び２文字目（会名）
，２０行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
２５ 文書 25
(1) １枚目
３行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，８行目から１０行目まで
の各１文字目及び２文字目（同）
，１２行目１文字目及び２文字目（会名），１３行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１５行目３２文字目から１６行目１３文字目まで，２０行目１文字目
から４文字目まで（氏名）
，１０文字目から１４文字目まで（登録番号）
，２１行目４文字目から
同行末尾まで，２２行目及び２３行目（所在地等），２５行目全部（処分内容）
，２９行目全部（年
月日）
(2) ２枚目
３行目から１６行目まで（項番号を除く。
）（懲戒処分の理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から１４行目まで（項番号を除く。）
（懲戒処分の理由の要旨）
２６ 文書 26
(1) １枚目
３行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，８行目から１０行目まで
の各１文字目及び２文字目（同）
，１２行目１文字目及び２文字目（会名），１３行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１５行目３２文字目から１６行目１３文字目まで，２０行目１文字目
から４文字目まで（氏名）
，１０文字目から１３文字目まで（登録番号）
，２１行目４文字目から
同行末尾まで，２２行目及び２３行目（所在地等），２５行目全部（処分内容）
，２９行目全部（年
月日）
(2) ２枚目
４行目から６行目まで（懲戒処分の理由の要旨），１４行目から２８行目２６文字目まで（項
番号を除く。
）
（懲戒処分の理由の要旨）
２７ 文書 27
(1) １枚目
３行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，８行目から１０行目まで
の各１文字目及び２文字目（同）
，１２行目１文字目及び２文字目（会名），１３行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１５行目３２文字目から１６行目１３文字目まで，２０行目１文字目
から４文字目まで（氏名）
，１０文字目から１４文字目まで（登録番号）
，２１行目４文字目から
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同行末尾まで，２２行目及び２３行目（所在地等），２５行目全部（処分内容）
，２９行目全部（年
月日）
(2) ２枚目
３行目から１５行目まで（項番号を除く。
）
（懲戒処分の理由の要旨）
，１７行目から３５行目
まで（項番号を除く。
）
（懲戒処分の理由の要旨）
２８ 文書 28
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），
１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２４文字目まで（年月日），３５文字目
から１８行目４文字目まで（処分内容），１９行目８文字目から１８文字目まで（年月日），２０文
字目から２０行目１５文字目まで（裁決内容），２４行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），
２２文字目及び２３文字目（同）
，２５行目１５文字目及び１６文字目（同）
２９ 文書 29
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），
１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２５文字目まで（年月日），３６文字目
から１８行目５文字目まで（処分内容），１９行目９文字目から１９文字目まで（年月日），２１文
字目から３１文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字
目及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
３０ 文書 30
１行目全部（文書に付された番号），８行目全部（会名）
，９行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１１行目４文字目から６文字目まで（氏名），８文字目及び９文字目（会名），１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目及び１５行目
（所在地等）
，１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日）
，１７行目９文字目から２０行目１
３文字目まで（処分内容等）
，２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字目及び２
３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
３１ 文書 31
(1) １枚目
３行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，８行目から１０行目まで
の各１文字目及び２文字目（同）
，１２行目１文字目及び２文字目（会名），１３行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１５行目３２文字目から１６行目１３文字目まで，２０行目１文字目
から４文字目まで（氏名）
，１０文字目から１４文字目まで（登録番号）
，２１行目４文字目から
同行末尾まで，２２行目から２４行目まで（所在地等）
，２６行目全部（処分内容），３０行目全
部（年月日）
(2) ２枚目
３行目から２１行目まで（懲戒処分の理由の要旨）
，２３行目から３５行目まで（同）
３２ 文書 32
(1) １枚目
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１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１０行目７文字目から１０文字目まで（氏名）
，１６文字目から２０文
字目まで（登録番号）
，１１行目８文字目から同行末尾まで，１２行目及び１３行目（所在地等），
１４行目６文字目から同行末尾まで（処分内容），１５行目８文字目から同行末尾まで（年月日），
１６行目７文字目から９文字目まで（氏名）
，１５文字目から１８文字目まで（登録番号）
，１７
行目８文字目から同行末尾まで，１８行目及び１９行目（所在地等）
，２０行目６文字目から同
行末尾まで（処分内容）
，２１行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，８行目６文字目から同行末尾まで（処
分内容）
，９行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１１行目から１９行目まで（懲戒理由の
要旨）
，２０行目全部（年月日）
，２１行目１文字目及び２文字目（会名），２２行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
(3) ３枚目
５行目５文字目から７文字目まで（氏名），１３文字目から１６文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目及び８行目（所在地等）
，９行目６文字目から同行末尾ま
で（処分内容）
，１０行目８文字目から同行末尾まで（年月日），１２行目から２２行目まで（懲
戒理由の要旨）
(4) ４枚目
１行目から１２行目まで（懲戒理由の要旨），１３行目全部（年月日），１４行目１文字目及び
２文字目（会名）
，１５行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
３３ 文書 33
(1) １枚目
３行目１文字目から３文字目まで（会名），４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，６行目
３２文字目から７行目１８文字目まで，１１行目３文字目から６文字目まで（氏名），１２文字
目から１６文字目まで（登録番号），１２行目４文字目から同行末尾まで，１３行目全部（所在地
等）
，１５行目全部（処分内容）
，１７行目全部（年月日）
(2) ２枚目
３行目３文字目から同行末尾まで（氏名），４行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，５
行目４文字目から同行末尾まで（所在地等）
，７行目全部（処分内容）
，９行目から１８行目まで
（懲戒の処分の理由の要旨）
，２０行目全部（年月日），２１行目全部（年月日），２２行目１文字
目から３文字目まで（会名）
，１０文字目から同行末尾まで（氏名）
３４ 文書 34
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），
１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２５文字目まで（年月日），３６文字目
から１８行目５文字目まで（処分内容），１９行目９文字目から１９文字目まで（年月日），２１文
字目から３１文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字
目及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
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３５ 文書 35
(1) １枚目
３行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，８行目から１０行目まで
の各１文字目及び２文字目（同）
，１２行目１文字目及び２文字目（会名），１３行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１５行目３２文字目から１６行目１３文字目まで，２０行目１文字目
から４文字目まで（氏名）
，１０文字目から１４文字目まで（登録番号）
，２１行目４文字目から
同行末尾まで，２２行目及び２３行目（所在地等），２５行目全部（処分内容）
，２９行目全部（年
月日）
(2) ２枚目
３行目から２１行目まで（項番号を除く。
）
（懲戒処分の理由の要旨）
，２３行目から３２行目
３３文字目まで（行冒頭にある項番号を除く。
）（懲戒処分の理由の要旨）
３６ 文書 36
(1) １枚目
３行目１文字目から３文字目まで（会名），４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，６行目
２３文字目から７行目１６文字目まで，１０行目５文字目から同行末尾まで（氏名），１１行目
７文字目から同行末尾まで（登録番号），１２行目６文字目から同行末尾まで，１３行目全部（所
在地等）
，１４行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容）
，１５行目１７文字目から同行末尾
まで
(2) ２枚目
３行目から８行目までの各１文字目及び２文字目，９行目１文字目から３文字目まで，１０行
目から１４行目までの各１文字目及び２文字目，１５行目及び１６行目の各１文字目から３文字
目まで，１７行目から２３行目までの各１文字目及び２文字目，２５行目１文字目，１１文字目
及び１２文字目，２６行目１文字目，１１文字目及び１２文字目，１６文字目及び１７文字目，
２７行目及び２８行目の各１文字目及び２文字目
(3) ３枚目
標題，行冒頭の項番号及びページ数を除いた本文の記載
(4) ４枚目
１行目から２９行目まで（行冒頭の項番号を除く。）
３７ 文書 37
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），
１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２５文字目まで（年月日），３６文字目
から１８行目５文字目まで（処分内容），１９行目９文字目から１９文字目まで（年月日），２１文
字目から２０行目１４文字目まで（裁決内容），２１行目から２４行目まで，２５行目１４文字目及
び１５文字目（裁判所名）
，２２文字目及び２３文字目（同），２６行目１５文字目及び１６文字目
（同）
３８ 文書 38
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
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末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），
１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２４文字目まで（年月日），３５文字目
から１８行目４文字目まで（処分内容），１９行目８文字目から１８文字目まで（年月日），２０文
字目から３０文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字
目及び２３文字目（同）
，２６行目１５文字目及び１６文字目（同）
３９ 文書 39
１行目全部（文書に付された番号），８行目全部（会名）
，９行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１１行目４文字目から７文字目まで（氏名），９文字目及び１０文字目（会名），１２行目６
文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目及び１５行
目（所在地等）
，１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），１７行目９文字目から２０行目
１３文字目まで（処分内容等）
，２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名）
，２２文字目及び
２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
４０ 文書 40
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），
１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２５文字目まで（年月日），３６文字目
から１８行目５文字目まで（処分内容），１９行目９文字目から１９文字目まで（年月日），２１文
字目から３１文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字
目及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
４１ 文書 41
(1) １枚目
４行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，９行目１文字目及び２文
字目（同）
，１２行目１文字目から４文字目まで（会名）
，１３行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目８文字目から２６文字目まで，２１行目３文字目から６文字目まで（氏名）
，２２
行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２３行目４文字目から同行末尾まで，２４行目全
部（所在地等）
，２５行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容），２７行目１２文字目から同
行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目
２行目から３１行目まで（項番号を除く。
）（懲戒処分の理由の要旨）
４２ 文書 42
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１０行目７文字目から１０文字目まで（氏名）
，１６文字目から２０文
字目まで（登録番号）
，１１行目８文字目から同行末尾まで，１２行目全部（所在地等），１３行
目６文字目から同行末尾まで（処分内容），１４行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１５
行目７文字目から１６文字目まで（名称），２２文字目（届出番号），１６行目８文字目から同行
末尾まで，１７行目全部（所在地等），１８行目６文字目から同行末尾まで（処分内容），１９行
目８文字目から同行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目

- 40 -

５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，８行目６文字目から同行末尾まで（処
分内容）
，９行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１１行目から２２行目まで（項番号を除
く。
）
（懲戒理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から１１行目まで（懲戒理由の要旨），１２行目全部（年月日），１３行目１文字目及び
２文字目（会名）
，１４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
(4) ４枚目
５行目５文字目から１４文字目まで（名称）
，２０文字目（届出番号）
，６行目８文字目から同
行末尾まで，７行目全部（所在地等），８行目６文字目から同行末尾まで（処分内容）
，９行目８
文字目から同行末尾まで（年月日）
，１１行目から２２行目まで（懲戒理由の要旨）
(5) ５枚目
１行目から１１行目まで（懲戒理由の要旨），１２行目全部（年月日），１３行目１文字目及び
２文字目（会名）
，１４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
４３ 文書 43
(1) １枚目
４行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，９行目１文字目及び２文
字目（同）
，１２行目１文字目から４文字目まで（会名）
，１３行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目８文字目から２６文字目まで，２１行目３文字目から５文字目まで（氏名）
，２２
行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２３行目４文字目から同行末尾まで，２４行目全
部（所在地等）
，２５行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容），２７行目１２文字目から同
行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目
２行目から１３行目まで（懲戒処分の理由の要旨）
４４ 文書 44
(1) １枚目
３行目１文字目から３文字目まで（会名），４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，６行目
２２文字目から７行目１９文字目まで，１０行目３文字目から同行末尾まで（氏名），１１行目
５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，１２行目４文字目から同行末尾まで（所在地），１３行
目８文字目から同行末尾まで（処分内容），１４行目１５文字目から同行末尾まで（年月日），１
５行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名）
，１６行目１４文字目及び１５文字目（同）
(2) ２枚目
３行目３文字目から同行末尾まで（氏名），４行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，５
行目４文字目から同行末尾まで（所在地），６行目７文字目から同行末尾まで（処分内容）
，８行
目から２５行目まで（処分の理由の要旨）
，２７行目全部（年月日）
４５ 文書 45
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），
１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２６文字目まで（年月日），１８行目２
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文字目から７文字目まで（処分内容），１９行目１１文字目から２０文字目まで（年月日），２２文
字目から２０行目９文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２
２文字目及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
４６ 文書 46
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，５行目から１１行目までの各１文字目及び２文字目（あて
名の一部）
，１３行目１文字目から４文字目まで（会名），１４行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目４文字目から３５文字目まで，２１行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，２２
行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２３行目４文字目から同行末尾まで，２４行目全
部（所在地等）
，２６行目全部（処分内容）
，３０行目全部（年月日）
(2) ２枚目
１行目全部（年月日）
，３行目１文字目から４文字目まで（会名）
，４行目３文字目から同行末
尾まで（氏名）
，６行目３文字目から６文字目まで（氏名）
，７行目５文字目から同行末尾まで（登
録番号）
，８行目４文字目から同行末尾まで，９行目全部（所在地等），１１行目全部（処分内容），
１５行目全部（年月日）
，１７行目から４２行目まで（処分の理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から１３行目まで（処分の理由の要旨）
４７ 文書 47
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），
１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２５文字目まで（年月日），３６文字目
から１８行目５文字目まで（処分内容），１９行目９文字目から１８文字目まで（年月日），２０文
字目から２０行目１３文字目まで（裁決内容），２４行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），
２２文字目及び２３文字目（同）
，２５行目１５文字目及び１６文字目（同）
４８ 文書 48
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１０行目６文字目から８文字目まで（氏名）
，１４文字目から１７文字
目まで（登録番号）
，１１行目８文字目から同行末尾まで，１２行目全部（所在地等）
，１３行目
６文字目から同行末尾まで（処分内容），１４行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目
５行目５文字目から７文字目まで（氏名），１３文字目から１６文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，８行目６文字目から同行末尾まで（処
分内容）
，９行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１１行目から２３行目まで（項番号を除
く。
）
（懲戒理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から１３行目まで（項番号を除く。
）
（懲戒理由の要旨），１４行目全部（年月日）
，１５
行目１文字目及び２文字目（会名）
，１６行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
４９ 文書 49
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(1) １枚目
上部の割印，１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目から３文字目まで（会名）
，
５行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，７行目２６文字目から８行目１０文字目まで，１２
行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，１３行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，１４
行目４文字目から同行末尾まで，１５行目及び１６行目（所在地等）
，１８行目全部（処分内容），
２０行目全部（年月日）
，２１行目１４文字目から１６文字目まで（裁判所名）
，２２行目２４文
字目から２６文字目まで（同）
(2) ２枚目
２行目から４行目まで（所在地等）
，６行目６文字目から８文字目まで（氏名）
，７行目６文字
目から９文字目まで（登録番号），９行目全部（処分内容），１１行目から２８行目まで（項番号
を除く。
）
（理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から１８行目まで（項番号を除く。）（理由の要旨），２０行目１文字目から３文字目ま
で（会名）
(4) ４枚目
１行目から７行目まで（理由の要旨），８行目１４文字目から同行末尾まで（年月日）
５０ 文書 50
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から６文字目まで（氏名）
，８文字目及び
９文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１５行目１４文字目から同行
末尾まで（年月日）
，１６行目９文字目及び１０文字目（会名）
，１６文字目から２５文字目まで（年
月日）
，３６文字目から１７行目５文字目まで（処分内容）
，１８行目９文字目から１８文字目まで
（年月日）
，２０文字目から３０文字目まで（裁決内容），２０行目１４文字目及び１５文字目（裁
判所名）
，２２文字目及び２３文字目（同）
，２１行目１５文字目及び１６文字目（同）
５１ 文書 51
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），
１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２４文字目まで（年月日），３５文字目
から１８行目４文字目まで（処分内容），１９行目８文字目から１７文字目まで（年月日），１９文
字目から２９文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字
目及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
５２ 文書 52
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目及び１５行目
（所在地等）
，１６行目１文字目から３文字目まで（会名）
，９文字目から１２文字目まで（氏名），
２０文字目から２４文字目まで（登録番号），１７行目３文字目から６文字目まで（処分内容），８
文字目から１６文字目まで（年月日），２７文字目から１８行目４文字目まで（裁決内容），１６文
字目から２５文字目まで（年月日），１９行目２３文字目から３１文字目まで（年月日），２０行目
８文字目から１７文字目まで（判決内容），３０文字目から３６文字目まで（年月日），２２行目１
３文字目から１５文字目まで（裁判所名），２２文字目から２４文字目まで（同），２３行目１６文
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字目から１８文字目まで（同）
５３ 文書 53
(1) １枚目
３行目１文字目から３文字目まで（会名），４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，６行目
２３文字目から７行目１６文字目まで，１０行目５文字目から同行末尾まで（氏名），１１行目
７文字目から同行末尾まで（登録番号），１２行目６文字目から同行末尾まで，１３行目全部（所
在地等）
，１４行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容）
，１５行目１７文字目から同行末尾
まで
(2) ２枚目
３行目から８行目までの各１文字目及び２文字目，９行目１文字目から３文字目まで，１０行
目から１４行目までの各１文字目及び２文字目，１５行目及び１６行目の各１文字目から３文字
目まで，１７行目から２３行目までの各１文字目及び２文字目，２５行目１文字目，１１文字目
及び１２文字目，２６行目１文字目，１１文字目及び１２文字目，１６文字目及び１７文字目，
２７行目及び２８行目の各１文字目及び２文字目
(3) ３枚目
３行目５文字目から同行末尾まで（氏名），４行目７文字目から同行末尾まで（登録番号）
，５
行目６文字目から同行末尾まで，６行目全部（所在地等）
，８行目から４１行目まで（項番号を
除く。
）
(4) ４枚目
１行目から３９行目まで（項番号を除く。）
，４１行目から４４行目まで（同）
(5) ５枚目
１行目から３８行目まで（項番号を除く。）
５４ 文書 54
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１０行目６文字目から９文字目まで（氏名）
，１５文字目から１９文字
目まで（登録番号）
，１１行目８文字目から同行末尾まで，１２行目全部（所在地等）
，１４行目
８文字目から同行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，８行目６文字目から同行末尾まで（処
分内容）
，９行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１１行目から２５行目まで（項番号を除
く。
）
（懲戒理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から２３行目まで（項番号を除く。
）
（懲戒理由の要旨），２４行目全部（年月日）
，２５
行目１文字目及び２文字目（会名）
，２６行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
５５ 文書 55
１行目全部（文書に付された番号），４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目から
同行末尾まで（氏名）
，７行目９文字目から１９文字目まで（番号），１１行目９文字目から同行末
尾まで（処分内容）
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５６ 文書 56
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目から３文字目まで（会名）
，５行目３文字
目から同行末尾まで（氏名）
，８行目８文字目から２７文字目まで，１１行目３文字目から５文
字目まで（氏名）
，１１文字目から１５文字目まで（登録番号）
，１２行目４文字目から同行末尾
まで（所在地等）
，１４行目全部（処分内容），１６行目全部（年月日）
(2) ２枚目
２行目から３６行目まで（項番号を除く。
）（処分理由の要旨）
５７ 文書 57
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），
１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２６文字目まで（年月日），１８行目２
文字目から７文字目まで（処分内容），１９行目１１文字目から２０文字目まで（年月日），２２文
字目から３２文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字
目及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
５８ 文書 58
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目から
１１文字目まで（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から
同行末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等）
，１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月
日）
，１７行目９文字目から１１文字目まで（会名）
，１７文字目から２６文字目まで（年月日），１
８行目２文字目から７文字目まで（処分内容）
，１９行目１１文字目から２０文字目まで（年月日）
，
２２文字目から３２文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２
２文字目及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
５９ 文書 59
(1) １枚目
３行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，８行目から１０行目まで
の各１文字目及び２文字目（同）
，１２行目１文字目及び２文字目（会名），１３行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１５行目３２文字目から１６行目１３文字目まで，２０行目５文字目
から７文字目まで（氏名）
，１３文字目から１６文字目まで（登録番号）
，２１行目４文字目から
同行末尾まで，２２行目及び２３行目（所在地等），２５行目全部（処分内容）
，２９行目全部（年
月日）
(2) ２枚目
３行目から１１行目まで（項番号を除く。
）
（懲戒処分の理由の要旨）
，１３行目から２４行目
９文字目まで（懲戒処分の理由の要旨）
６０ 文書 61
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），
１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２５文字目まで（年月日），３６文字目
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から１８行目５文字目まで（処分内容），１９行目９文字目から１８文字目まで（年月日），２０文
字目から３０文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字
目及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
６１ 文書 62
(1) １枚目
３行目１文字目から３文字目まで（会名），４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，６行目
２２文字目から７行目９文字目まで，１０行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１１行目６
文字目から同行末尾まで（登録番号）
，１２行目５文字目から同行末尾まで，１３行目全部（所
在地等）
，１４行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容）
，１５行目１７文字目から同行末尾
まで（年月日）
，１６行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名）
，１７行目８文字目及び９文字
目（同）
(2) ２枚目
１行目全部（年月日）
，３行目１文字目から３文字目まで（会名）
，４行目３文字目から同行末
尾まで（氏名）
，１０行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，１１行目５文字目から同行末尾ま
で（登録番号）
，１２行目４文字目から同行末尾まで，１３行目全部（所在地等）
，１５行目全部
（処分内容）
，１７行目から２９行目まで（項番号を除く。
）（懲戒処分の理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から３４行目まで（項番号を除く。
）
（懲戒処分の理由の要旨），３６行目全部（年月日）
６２ 文書 63
(1) １枚目
３行目１文字目及び２文字目（会名）
，４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，６行目２２
文字目から７行目６文字目まで，１０行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１１行目６文字
目から同行末尾まで（登録番号）
，１２行目５文字目から同行末尾まで，１３行目全部（所在地
等）
，１４行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容）
，１５行目１７文字目から同行末尾まで
（年月日）
，１６行目１５文字目及び１６文字目（裁判所名）
，１７行目１０文字目及び１１文字
目（同）
(2) ２枚目
１行目１文字目及び２文字目（会名）
，３行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，４行目４文
字目から同行末尾まで，５行目全部（所在地等），７行目全部（処分内容），９行目から１９行目
まで（理由の要旨）
６３ 文書 64
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目から
１２文字目まで（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から
同行末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等）
，１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月
日）
，１７行目９文字目から１２文字目まで（会名）
，１８文字目から２７文字目まで（年月日），１
８行目２文字目から７文字目まで（処分内容）
，１９行目１１文字目から２０文字目まで（年月日）
，
２２文字目から３２文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２
２文字目及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
６４ 文書 65
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から６文字目まで（氏名）
，８文字目から
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１０文字目まで（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から
同行末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等）
，１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月
日）
，１７行目９文字目から１１文字目まで（会名）
，１７文字目から２６文字目まで（年月日），１
８行目２文字目から７文字目まで（処分内容）
，１９行目１１文字目から２０文字目まで（年月日）
，
２２文字目から３２文字目まで（裁決内容）
，２１行目１４文字目から１６文字目まで（裁判所名）
，
２３文字目から２５文字目まで（同），２２行目１７文字目から１９文字目まで（同）
６５ 文書 66
(1) １枚目
上部の割印，１行目全部（文書に付された番号），４行目１文字目から３文字目まで（会名），
５行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，７行目２６文字目から８行目１０文字目まで，１２
行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，１３行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，１４
行目４文字目から同行末尾まで，１５行目及び１６行目（所在地等）
，１８行目全部（処分内容），
２０行目全部（年月日）
，２１行目１４文字目から１６文字目まで（裁判所名）
，２２行目２４文
字目から２６文字目まで（同）
(2) ２枚目
２行目及び３行目（所在地等）
，４行目６文字目から同行末尾まで（氏名），５行目６文字目か
ら１０文字目まで（登録番号）
，７行目全部（処分内容）
，９行目から３０行目まで（項番号を除
く。
）
（理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から３３行目まで（項番号を除く。
）（理由の要旨）
(4) ４枚目
１行目から２３行目まで（項番号を除く。
）
（理由の要旨），２４行目１６文字目から２５文字目
まで（年月日）
６６ 文書 67
(1) １枚目
３行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，８行目から１０行目まで
の各１文字目及び２文字目（同）
，１２行目１文字目及び２文字目（会名），１３行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１５行目３２文字目から１６行目１３文字目まで，２０行目５文字目
から７文字目まで（氏名）
，１３文字目から１８文字目まで（登録番号）
，２１行目４文字目から
同行末尾まで，２２行目及び２３行目（所在地等），２５行目全部（処分内容）
，２９行目全部（年
月日）
(2) ２枚目
３行目から１３行目まで（項番号を除く。
）
（懲戒処分の理由の要旨）
，１５行目から３３行目
まで（同）
(3) ３枚目
１行目から７行目１４文字目まで（懲戒処分の理由の要旨）
６７ 文書 68
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１６行目１４文字目から同
行末尾まで（年月日）
，１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２４文字目まで
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（年月日）
，３５文字目から１８行目４文字目まで（処分内容）
，１９行目８文字目から１７文字目
まで（年月日）
，１９文字目から２９文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目
（裁判所名）
，２２文字目及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
６８ 文書 69
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，５行目から１１行目までの各１文字目及び２文字目（あて
名の一部）
，１３行目１文字目から４文字目まで（会名），１４行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目４文字目から３５文字目まで，２１行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，２２
行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２３行目４文字目から同行末尾まで（所在地），２
５行目全部（処分内容）
，２９行目全部（年月日）
(2) ２枚目
１行目全部（年月日）
，３行目１文字目から４文字目まで（会名）
，４行目３文字目から同行末
尾まで（氏名）
，６行目３文字目から６文字目まで（氏名）
，７行目５文字目から同行末尾まで（登
録番号）
，８行目４文字目から同行末尾まで（所在地），１０行目全部（処分内容）
，１４行目全部
（年月日）
，１６行目から４４行目まで（文冒頭にある項番号を除く。）
（処分の理由の要旨）
６９ 文書 70
(1) １枚目
３行目１文字目及び２文字目（会名），４行目３文字目から同行末尾まで（氏名），７行目２７
文字目から８行目２２文字目まで，１１行目６文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目５文
字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目４文字目から同行末尾まで，１４行目全部（所在地
等）
，１５行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容）
，１６行目１７文字目から同行末尾まで
（年月日）
，１８行目から２０行目まで（項番号を除く。
）
（懲戒処分の理由の要旨）
(2) ２枚目
１行目から２６行目まで（項番号を除く。）
（懲戒処分の理由の要旨）
７０ 文書 71
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１０行目７文字目から１０文字目まで（氏名）
，１６文字目から２０文
字目まで（登録番号）
，１１行目８文字目から同行末尾まで，１２行目及び１３行目（所在地等），
１４行目６文字目から同行末尾まで（処分内容），１５行目８文字目から同行末尾まで（年月日），
１６行目７文字目から１０文字目まで（氏名）
，１６文字目から２０文字目まで（登録番号），１
７行目８文字目から同行末尾まで，１８行目及び１９行目（所在地等）
，２０行目６文字目から
同行末尾まで（処分内容）
，２１行目８文字目から同行末尾まで（年月日），２２行目７文字目か
ら１４文字目まで（名称）
，２０文字目から２２文字目まで（届出番号），２３行目全部（氏名等）
，
２４行目８文字目から同行末尾まで，２５行目及び２６行目（所在地等）
，２７行目６文字目か
ら同行末尾まで（処分内容）
，２８行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，８行目６文字目から同行末尾まで（処
分内容）
，９行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１１行目から２０行目まで（懲戒理由の
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要旨）
，２１行目全部（年月日）
，２２行目１文字目及び２文字目（会名），２３行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
(3) ３枚目
５行目６文字目から９文字目まで（氏名），１５文字目から１９文字目まで（登録番号）
，６行
目７文字目から同行末尾まで（所在地）
，７行目６文字目から１３文字目まで（名称）
，１９文字
目から２１文字目まで（届出番号）
，８行目全部（氏名等）
，９行目７文字目から同行末尾まで，
１０行目全部（所在地等）
，１１行目６文字目から同行末尾まで（処分内容）
，１２行目８文字目
から同行末尾まで（年月日）
，１４行目から２２行目まで（懲戒理由の要旨）
(4) ４枚目
１行目から９行目まで（懲戒理由の要旨）
，１０行目全部（年月日），１１行目１文字目及び２
文字目（会名）
，１２行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
７１ 文書 72
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
(2) ２枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，８行目６文字目から同行末尾まで（処
分内容）
，９行目８文字目から同行末尾まで（年月日），１１行目から２１行目まで（項番号除く。）
（懲戒理由の要旨）
，２２行目全部（年月日），２３行目１文字目及び２文字目（会名），２４行
目３文字目から同行末尾まで（氏名）
７２ 文書 73
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目から
１２文字目まで（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から
同行末尾まで，１４行目全部（所在地等）
，１５行目１４文字目から同行末尾まで（年月日）
，１６
行目９文字目から１２文字目まで（会名），１８文字目から２８文字目まで（年月日），１７行目３
文字目から８文字目まで（処分内容），１８行目１２文字目から２１文字目まで（年月日），２３文
字目から３３文字目まで（裁決内容），２０行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字
目及び２３文字目（同）
，２１行目１５文字目及び１６文字目（同）
７３ 文書 75
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
(2) ４枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，８行目６文字目から同行末尾まで（処
分内容）
，９行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１１行目から２４行目まで（懲戒理由の
要旨）
(3) ５枚目
１行目から１７行目まで（懲戒理由の要旨）
，１８行目全部（年月日）
７４ 文書 76
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(1) １枚目
３行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，８行目から１０行目まで
の各１文字目及び２文字目（同）
，１２行目１文字目及び２文字目（会名），１３行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１５行目３２文字目から１６行目１３文字目まで，２０行目５文字目
から８文字目まで（氏名）
，１４文字目から１９文字目まで（登録番号）
，２１行目４文字目から
同行末尾まで，２２行目及び２３行目（所在地等），２５行目全部（処分内容）
，２９行目全部（年
月日）
(2) ２枚目
３行目から２０行目まで（項番号を除く。
）
（懲戒処分の理由の要旨），２２行目から３２行目
まで（懲戒処分の理由の要旨）
７５ 文書 77
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１５行目１４文字目から同
行末尾まで（年月日）
，１６行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２５文字目まで
（年月日）
，３６文字目から１７行目５文字目まで（処分内容）
，１８行目９文字目から１７文字目
まで（年月日）
，１９文字目から２９文字目まで（裁決内容），２０行目１４文字目及び１５文字目
（裁判所名）
，２２文字目及び２３文字目（同）
，２１行目１５文字目及び１６文字目（同）
７６ 文書 79
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号），１５行目１文字目及び２文字目（会名）
，８文字目から１１文
字目まで（氏名）
，１９文字目から２３文字目まで（登録番号），１６行目２文字目から７文字目ま
で（処分内容）
，９文字目から１８文字目まで（年月日）
，２９文字目から１７行目６文字目まで（裁
決内容）
，１８文字目から２８文字目まで（年月日）
，１８行目２３文字目から３１文字目まで（年
月日）
，１９行目８文字目から１７文字目まで（判決内容）
，２３文字目から２０行目２５文字目ま
で，２２行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名）
，２２文字目及び２３文字目（同），２３行目
１５文字目及び１６文字目（同）
７７ 文書 80
１行目全部（文書に付された番号）
，１１行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１６行目１文字目及び２文字目（会名）
，８文字目から１１文
字目まで（氏名）
，１９文字目から２３文字目まで（登録番号），１７行目２文字目から７文字目ま
で（処分内容）
，９文字目から１８文字目まで（年月日），２９文字目から１８行目６文字目まで（裁
決内容）
，１８文字目から２７文字目まで（年月日）
，１９行目２３文字目から３２文字目まで（年
月日），２０行目９文字目から１８文字目まで（判決内容），３１文字目から同行末尾まで（年月
日）
，２２行目１３文字目及び１４文字目（裁判所名），２１文字目及び２２文字目（同），２３行
目１４文字目及び１５文字目（同）
７８ 文書 81
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，５行目から１１行目までの各１文字目及び２文字目（あて
名の一部）
，１３行目１文字目から４文字目まで（会名），１４行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目４文字目から３５文字目まで，２１行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，２２
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行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２３行目４文字目から同行末尾まで（所在地），２
５行目全部（処分内容）
，２９行目全部（年月日）
(2) ２枚目
１行目全部（年月日）
，３行目１文字目から４文字目まで（会名）
，４行目３文字目から同行末
尾まで（氏名）
，６行目３文字目から６文字目まで（氏名）
，７行目５文字目から同行末尾まで（登
録番号）
，８行目４文字目から同行末尾まで，９行目全部（所在地等），１１行目全部（処分内容），
１５行目全部（年月日）
，１７行目から４１行目まで（処分の理由の要旨）
７９ 文書 82
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
(2) ２枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで（所在地）
，７行目６文字目から同行末尾まで（処分内容）
，８行目
８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１０行目から２４行目まで（項番号を除く。
）
（懲戒理由
の要旨）
(3) ３枚目
１行目から１４行目まで（項番号を除く。）
（懲戒理由の要旨），１５行目全部（年月日），１６
行目１文字目及び２文字目（会名）
，１７行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
(4) ４枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目及び８行目（所在地等）
，９行目６文字目から同行末尾ま
で（処分内容）１０行目８文字目から同行末尾まで（年月日），１２行目から２４行目まで（項番
号を除く。
）
（懲戒理由の要旨）
(5) ５枚目
１行目から２３行目まで（項番号を除く。）
（懲戒理由の要旨），２４行目全部（年月日），２５
行目１文字目及び２文字目（会名）
，２６行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
８０ 文書 83
(1) １枚目
４行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，９行目１文字目及び２文
字目（同）
，１２行目１文字目から４文字目まで（会名）
，１３行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目８文字目から２６文字目まで，２１行目３文字目から６文字目まで（氏名）
，２２
行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２３行目４文字目から同行末尾まで，２４行目全
部（所在地等）
，２５行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容），２７行目１２文字目から同
行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目
２行目から１０行目まで（項番号を除く。
）（懲戒処分理由の要旨）
８１ 文書 84
(1) １枚目
上部の割印，１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目から３文字目まで（会名）
，
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５行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，７行目２６文字目から８行目１０文字目まで，１２
行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，１３行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，１８
行目全部（処分内容）
，２０行目全部（年月日）
，２１行目１４文字目から１６文字目まで（裁判
所名）
，２２行目３９文字目から４１文字目まで（同）
(2) ２枚目
２行目及び３行目（所在地等）
，４行目６文字目から同行末尾まで（氏名），５行目６文字目か
ら１０文字目まで（登録番号）
，７行目全部（処分内容）
，９行目から３０行目まで（項番号を除
く。
）
（理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から８行目まで（項番号を除く。）（理由の要旨），９行目１６文字目から２５文字目ま
で（年月日）
８２ 文書 85
上部の割印，１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目から３文字目まで（会名）
，
５行目３文字目から同行末尾まで（氏名），７行目１２文字目から２０文字目まで（番号）
，８行
目２０文字目から３６文字目まで（所在地），１０行目１４文字目から１６文字目まで（裁判所
名）
，１１行目３９文字目から４１文字目まで（同）
８３ 文書 86
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
(2) ２枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，８行目６文字目から同行末尾まで（処
分内容）
，９行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１１行目から２４行目まで（項番号を除
く。
）
（懲戒理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から１１行目まで（項番号を除く。）
（懲戒理由の要旨），１２行目全部（年月日），１３
行目１文字目及び２文字目（会名）
，１４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
８４ 文書 87
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），
１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２４文字目まで（年月日），３５文字目
から１８行目４文字目まで（処分内容），１９行目８文字目から１８文字目まで（年月日），２０文
字目から３０文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字
目及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
８５ 文書 88
(1) １枚目
３行目１文字目及び２文字目（会名），４行目３文字目から同行末尾まで（氏名），７行目２７
文字目から８行目２２文字目まで，１１行目６文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目５文
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字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目４文字目から同行末尾まで，１４行目全部（所在地
等）
，１５行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容）
，１６行目１７文字目から同行末尾まで
（年月日）
，１８行目から２０行目まで（項番号を除く。
）
（懲戒処分の理由の要旨）
(2) ２枚目
１行目から２５行目まで（項番号を除く。）
（懲戒処分の理由の要旨）
８６ 文書 89
(1) １枚目
３行目１文字目及び２文字目（会名）
，４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，６行目２２
文字目から７行目６文字目まで，１０行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１１行目６文字
目から同行末尾まで（登録番号），１２行目５文字目から同行末尾まで（所在地）
，１３行目１０
文字目から同行末尾まで（処分内容）
，１４行目１７文字目から同行末尾まで（年月日）
，１５行
目１５文字目及び１６文字目（裁判所名）
，１６行目１０文字目及び１１文字目（同）
(2) ２枚目
１行目１文字目及び２文字目（会名）
，３行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，５行目４文
字目から同行末尾まで，６行目全部（所在地等），８行目全部（処分内容），１０行目から２３行
目まで（項番号を除く。
）
（理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目及び２行目（項番号を除く。
）（理由の要旨）
，４行目全部（年月日）
８７ 文書 91
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
(2) ２枚目
５行目５文字目から１２文字目まで（名称）
，１８文字目から２０文字目まで（届出番号）
，６
行目８文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，８行目６文字目から同行末尾まで（処
分内容）
，９行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１１行目から２４行目まで（項番号を除
く。
）
（懲戒理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から６行目まで（懲戒理由の要旨），７行目全部（年月日）
，８行目１文字目及び２文字
目（会名）
，９行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
８８ 文書 92
(1) １枚目
３行目１文字目及び２文字目（会名），４行目３文字目から同行末尾まで（氏名），７行目２７
文字目から８行目２２文字目まで，１１行目６文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目５文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１３行目６文字目から同行末尾まで（所在地等）
，１４行目
１０文字目から同行末尾まで（処分内容），１５行目１７文字目から同行末尾まで（年月日），１
７行目から２１行目まで（懲戒処分の理由の要旨）
(2) ２枚目
１行目から３０行目まで（懲戒処分の理由の要旨）
(3) ３枚目
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１行目から１１行目まで（懲戒処分の理由の要旨）
８９ 文書 93
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），
１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２５文字目まで（年月日），３６文字目
から１８行目３文字目まで（処分内容），１９行目７文字目から１７文字目まで（年月日），１９文
字目から２９文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字
目及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
９０ 文書 95
(1) １枚目
３行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（裁判所名）
，７行目１文字目から３文字目
まで（会名）
，８行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，１０行目２２文字目から１１行目１１
文字目まで，１４行目４文字目から同行末尾まで（氏名），１５行目６文字目から同行末尾まで
（登録番号）
，１６行目５文字目から同行末尾まで（所在地），１７行目９文字目から同行末尾ま
で（処分内容）
，１９行目１６文字目から同行末尾まで（年月日）
，２０行目１４文字目及び１５
文字目（裁判所名）
，２１行目３０文字目及び３１文字目（同）
(2) ２枚目
３行目から１８行目まで（項番号を除く。
）（懲戒の処分の理由の要旨）
９１ 文書 96
(1) １枚目
３行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（裁判所名）
，７行目１文字目及び２文字目
（会名）
，８行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，１０行目２２文字目から１１行目１５文字
目まで，１４行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１５行目６文字目から同行末尾まで（登
録番号）
，１６行目５文字目から同行末尾まで，１７行目及び１８行目（所在地等），１９行目９
文字目から同行末尾まで（処分内容）
，２０行目１７文字目から同行末尾まで（年月日）
，２１行
目１４文字目及び１５文字目（裁判所名）
，２２行目２８文字目及び２９文字目（同）
(2) ２枚目
１行目全部（年月日）
，３行目１文字目及び２文字目（会名）
，４行目３文字目から同行末尾ま
で（氏名）
，７行目５文字目から２９文字目まで，１１行目５文字目から同行末尾まで（氏名），
１２行目７文字目から同行末尾まで（登録番号）
，１３行目６文字目から同行末尾まで，１４行
目及び１５行目（所在地等）
，１７行目全部（処分内容）
，１９行目から３１行目まで（項番号を
除く。
）
（懲戒の処分の理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から４行目まで（項番号を除く。
）（懲戒の処分の理由の要旨），６行目全部（年月日）
９２ 文書 97
(1) １枚目
４行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，９行目１文字目及び２文
字目（同）
，１２行目１文字目から４文字目まで（会名）
，１３行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目８文字目から２６文字目まで，２１行目３文字目から６文字目まで（氏名）
，２２
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行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２３行目４文字目から同行末尾まで，２４行目全
部（所在地等）
，２５行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容），２７行目１２文字目から同
行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目
２行目から１２行目まで（項番号を除く。
）（懲戒処分理由の要旨）
９３ 文書 98
(1) １枚目
３行目から５行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，６行目１文字目から１６
文字目まで（同）
，８行目及び９行目の各１文字目及び２文字目（同）
，１０行目１文字目から１
６文字目まで（同）
，１１行目１文字目から３文字目まで（会名）
，１２行目３文字目から同行末
尾まで（氏名）
，１５行目７文字目から２４文字目まで，１９行目３文字目から６文字目まで（氏
名）
，１２文字目から１６文字目まで（登録番号），２０行目４文字目から同行末尾まで（事務所
名）
，２１行目３文字目から同行末尾まで（所在地），２３行目全部（処分内容），２５行目全部
（年月日）
(2) ２枚目
２行目から７行目まで（処分の理由の要旨）
９４ 文書 100
(1) １枚目
５行目１文字目及び２文字目（会名）
，６行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，９行目２２
文字目から１０行目９文字目まで，１３行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１４行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１５行目５文字目から同行末尾まで，１６行目及び１７行
目（所在地等）
，１９行目全部（処分内容）
，２１行目全部（年月日）
，２３行目１４文字目及び１
５文字目（裁判所名）
，２４行目９文字目から１２文字目まで（同）
(2) ２枚目
２行目３文字目から同行末尾まで（氏名），３行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，４
行目４文字目から同行末尾まで，５行目及び６行目（所在地等）
，７行目７文字目から同行末尾
まで（処分内容）
，９行目から２４行目まで（処分の理由の要旨）
９５ 文書 101
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目全部（所在地
等）
，１５行目１文字目から４文字目まで（会名），１０文字目から１４文字目まで（氏名），２２文
字目から２６文字目まで（登録番号），１６行目５文字目から１０文字目まで（処分内容），１２文
字目から２１文字目まで（年月日），３２文字目から１７行目９文字目まで（裁決内容），２１文字
目から３０文字目まで（年月日）
，１８行目２３文字目から３２文字目まで（年月日），１９行目９
文字目から１８文字目まで（判決内容），２４文字目から２０行目２７文字目まで，２２行目１４文
字目及び１５文字目（裁判所名）
，２２文字目及び２３文字目（同），２３行目１５文字目及び１６
文字目（同）
９６ 文書 103
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から６文字目まで（氏名）
，８文字目及び
９文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行末
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尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），１
７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２４文字目まで（年月日），３５文字目か
ら１８行目４文字目まで（処分内容），１９行目８文字目から１７文字目まで（年月日），１９文字
目から２９文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字目
及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
９７ 文書 104
(1) １枚目
４行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，９行目１文字目及び２文
字目（同）
，１２行目１文字目から４文字目まで（会名）
，１３行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目８文字目から２６文字目まで，２１行目３文字目から５文字目まで（氏名）
，２２
行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２３行目４文字目から同行末尾まで，２４行目全
部（所在地等）
，２５行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容），２７行目１２文字目から同
行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目
２行目から１８行目まで（項番号を除く。
）（懲戒処分理由の要旨）
９８ 文書 105
(1) １枚目
４行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，９行目１文字目及び２文
字目（同）
，１２行目１文字目から４文字目まで（会名）
，１３行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目８文字目から２６文字目まで，２１行目３文字目から６文字目まで（氏名）
，２２
行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２３行目４文字目から同行末尾まで，２４行目全
部（所在地等）
，２５行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容），２７行目１２文字目から同
行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目
２行目から１７行目まで（項番号を除く。
）（懲戒処分理由の要旨）
９９ 文書 106
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
(2) ２枚目
６行目８文字目から同行末尾まで，７行目及び８行目（所在地等）
，１２行目から２４行目ま
で（懲戒理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目及び２行目（懲戒理由の要旨），３行目全部（年月日）
１００ 文書 107
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，５行目から１１行目までの各１文字目及び２文字目（あて
名の一部）
，１３行目１文字目から４文字目まで（会名），１４行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目４文字目から３５文字目まで，２１行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，２２
行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２６行目全部（処分内容）
，３０行目全部（年月日）
(2) ２枚目
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１行目全部（年月日）
，３行目１文字目から４文字目まで（会名）
，４行目３文字目から同行末
尾まで（氏名）
，６行目３文字目から６文字目まで（氏名）
，７行目５文字目から同行末尾まで（登
録番号）
，１１行目全部（処分内容），１５行目全部（年月日），１７行目から３５行目まで（項番
号を除く。
）
（処分の理由の要旨）
１０１ 文書 108
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から６文字目まで（氏名）
，８文字目及び
９文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行末
尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），１
７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２５文字目まで（年月日），３６文字目か
ら１８行目５文字目まで（処分内容），１９行目９文字目から１８文字目まで（年月日），２０文字
目から３０文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字目
及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
１０２ 文書 110
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで（所在地）
，１４行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），１５行目９文字目及び１０
文字目（会名）
，１６文字目から２５文字目まで（年月日），３６文字目から１６行目５文字目まで
（処分内容）
，１７行目９文字目から１８文字目まで（年月日），２０文字目から３０文字目まで（裁
決内容）
，１９行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字目及び２３文字目（同），２０
行目１５文字目及び１６文字目（同）
１０３ 文書 112
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
(2) ２枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，８行目６文字目から同行末尾まで（処
分内容）
，９行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１１行目から２８行目まで（項番号を除
く。
）
（懲戒理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から１０行目まで（項番号を除く。）
（懲戒理由の要旨），７行目全部（年月日）
(4) ４枚目
６行目８文字目から同行末尾まで，７行目及び８行目（所在地等）
，１２行目から２４行目ま
で（懲戒理由の要旨）
(5) ５枚目
１行目及び２行目（懲戒理由の要旨），３行目全部（年月日）
１０４ 文書 113
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目及び１５行目
（所在地等）
，１６行目１文字目及び２文字目（会名），８文字目から１１文字目まで（氏名），１９
文字目から２３文字目まで（登録番号），１７行目２文字目から７文字目まで（処分内容），９文字
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目から１９文字目まで（年月日）
，３０文字目から１８行目７文字目まで（裁決内容），１９文字目
から２９文字目まで（年月日）
，１９行目２５文字目から３４文字目まで（年月日），２０行目１１
文字目から２０文字目まで（判決内容），２６文字目から２１行目末尾まで，２３行目１４文字目及
び１５文字目（裁判所名）
，２２文字目及び２３文字目（同），２４行目１５文字目及び１６文字目
（同）
１０５ 文書 114
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
(2) ４枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，８行目６文字目から同行末尾まで（処
分内容）
，９行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１１行目から２４行目まで（項番号を除
く。
）
（懲戒理由の要旨）
(3) ５枚目
１行目から１８行目まで（項番号を除く。）
（懲戒理由の要旨），１９行目全部（年月日）
１０６ 文書 115
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目から
１１文字目まで（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から
同行末尾まで，１４行目全部（所在地等）
，１５行目１４文字目から同行末尾まで（年月日）
，１６
行目９文字目から１１文字目まで（会名），１７文字目から２６文字目まで（年月日），１７行目２
文字目から７文字目まで（処分内容），１８行目１１文字目から２０文字目まで（年月日），２２文
字目から３２文字目まで（裁決内容），２０行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字
目及び２３文字目（同）
，２１行目１５文字目及び１６文字目（同）
１０７ 文書 116
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目全部（所在地等），１５行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），１６行目
９文字目及び１０文字目（会名）
，１６文字目から２６文字目まで（年月日）
，１７行目２文字目か
ら７文字目まで（処分内容）
，１８行目１１文字目から２０文字目まで（年月日），２２文字目から
３２文字目まで（裁決内容）
，２０行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字目及び２
３文字目（同）
，２１行目１５文字目及び１６文字目（同）
１０８ 文書 117
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目及び１５行目
（所在地等）
，１６行目１文字目及び２文字目（会名），８文字目から１１文字目まで（氏名），１
９文字目から２３文字目まで（登録番号），１７行目２文字目から７文字目まで（処分内容），９文
字目から１８文字目まで（年月日），２９文字目から１８行目６文字目まで（裁決内容）
，１８文字
目から２８文字目まで（年月日）
，１９行目２３文字目から３２文字目まで（年月日），２０行目９
文字目から１８文字目まで（判決内容）
，２４文字目から２１行目３４文字目まで，２３行目１４
文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字目及び２３文字目（同），２４行目１５文字目及び１
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６文字目（同）
１０９ 文書 118
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
(2) ２枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，８行目６文字目から同行末尾まで（処
分内容）
，９行目８文字目から同行末尾まで（年月日），１１行目から２４行目まで（項番号除く。）
（懲戒理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から２０行目まで（行冒頭にある項番号を除く。）
（懲戒理由の要旨），２１行目全部（年
月日）
，２２行目１文字目及び２文字目（会名）
，２３行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
１１０ 文書 119
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，５行目から１１行目までの各１文字目及び２文字目（あて
名の一部）
，１３行目１文字目から４文字目まで（会名），１４行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目４文字目から３５文字目まで，２１行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，２２
行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２３行目４文字目から同行末尾まで，２４行目全
部（所在地等）
，２６行目全部（処分内容）
，３０行目全部（年月日）
(2) ２枚目
１行目全部（年月日）
，３行目１文字目から４文字目まで（会名）
，４行目３文字目から同行末
尾まで（氏名）
，６行目２１文字目から７行目１２文字目まで，９行目５文字目から同行末尾ま
で（氏名）
，１０行目７文字目から同行末尾まで（登録番号）
，１１行目６文字目から同行末尾ま
で，１２行目全部（所在地等）
，１４行目全部（処分内容）
，１６行目から２８行目まで（懲戒処
分の理由の要旨）
，３０行目全部（年月日）
１１１ 文書 120
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目全部（所在地等），１５行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），１６行目
９文字目及び１０文字目（会名）
，１６文字目から２４文字目まで（年月日）
，３５文字目から１７
行目４文字目まで（処分内容）
，１８行目８文字目から１７文字目まで（年月日），１９文字目から
２９文字目まで（裁決内容）
，２０行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字目及び２
３文字目（同）
，２１行目１５文字目及び１６文字目（同）
１１２ 文書 121
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目から
１２文字目まで（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から
同行末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等）
，１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月
日）
，１７行目９文字目から１２文字目まで（会名）
，１８文字目から２７文字目まで（年月日），１
８行目２文字目から７文字目まで（処分内容）
，１９行目１１文字目から２０文字目まで（年月日）
，
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２２文字目から３２文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２
２文字目及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
１１３ 文書 122
(1) １枚目
３行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，８行目から１０行目まで
の各１文字目及び２文字目（同）
，１２行目１文字目及び２文字目（会名），１３行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１５行目３２文字目から１６行目１２文字目まで，２０行目５文字目
から８文字目まで（氏名）
，１４文字目から１９文字目まで（登録番号）
，２１行目４文字目から
同行末尾まで，２２行目及び２３行目（所在地等），２５行目全部（処分内容）
，２９行目全部（年
月日）
(2) ２枚目
３行目から１３行目まで（項番号を除く。
）
（懲戒処分の理由の要旨），１５行目から２４行目
まで（項番号を除く。
）
（懲戒処分の理由の要旨）
１１４ 文書 124
(1) １枚目
４行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，９行目１文字目及び２文
字目（同）
，１２行目１文字目から４文字目まで（会名）
，１３行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目８文字目から２６文字目まで，２１行目３文字目から６文字目まで（氏名）
，２２
行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２３行目４文字目から同行末尾まで，２４行目全
部（所在地等）
，２５行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容），２７行目１２文字目から同
行末尾まで（年月日）
(2) ２枚目
２行目から２７行目まで（懲戒処分理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から８行目まで（懲戒処分理由の要旨）
１１５ 文書 125
(1) １枚目
４行目全部（文書に付された番号）
，７行目１文字目及び２文字目（会名），８行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１１行目６文字目から３２文字目まで，１５行目３文字目から７文字
目まで（氏名）
，１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，１６行目４文字目から同行末尾ま
で，１７行目及び１８行目（所在地等），２０行目全部（処分内容），２２行目全部（年月日），２
４行目３５文字目及び３６文字目（裁判所名）
，４０文字目及び４１文字目（同），４５文字目及
び４６文字目（検察庁名）
，２５行目全部
(2) ２枚目
５行目３文字目から７文字目まで（氏名），１３文字目から１７文字目まで（登録番号）
，６行
目３文字目から同行末尾まで，７行目及び８行目（所在地等），１０行目全部（主文）
，１２行目
から２９行目まで（項番号を除く。
）（理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から３２行目まで（項番号を除く。）
（理由の要旨）
(4) ４枚目
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１行目から１５行目まで（項番号を除く。）
（理由の要旨），１６行目全部（年月日）
，１７行目
１文字目及び２文字目（会名）
，１８行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
１１６ 文書 126
１行目全部（文書に付された番号）
，１１行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目及び１５行目
（所在地等）
，１６行目１文字目から４文字目まで（会名），１０文字目から１３文字目まで（氏
名）
，２１文字目から２５文字目まで（登録番号），１７行目４文字目から９文字目まで（処分内
容）
，１１文字目から２０文字目まで（年月日），３１文字目から１８行目８文字目まで（裁決内
容）
，２０文字目から２９文字目まで（年月日），１９行目２３文字目から３２文字目まで（年月
日）
，２０行目９文字目から１８文字目まで（判決内容）
，２４文字目から２１行目３４文字目まで，
２３行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字目及び２３文字目（同），２４行目１５
文字目から１７文字目まで（同）
１１７ 文書 128
１行目全部（文書に付された番号），４行目から７行目までの各１文字目及び２文字目（あて名
の一部）
，８行目１文字目から３文字目まで（会名），９行目３文字目から同行末尾まで（氏名），
１１行目２８文字目から１２行目１６文字目まで，１５行目３文字目から同行末尾まで（氏名），
１６行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，１７行目４文字目から同行末尾まで（所在地等），
１８行目１１文字目から同行末尾まで（処分内容）
，２０行目全部（年月日）
１１８ 文書 129
(1) １枚目
３行目１文字目から３文字目まで（会名），４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，６行目
１文字目から１３文字目まで，３９文字目から７行目８文字目まで
(2) ２枚目
１行目２４文字目から２行目７文字目まで，３行目２０文字目から同行末尾まで（氏名）
，４
行目７文字目から同行末尾まで（処分内容）
，６行目から３２行目まで（行冒頭にある項番号を
除く。
）
（処分の理由の要旨）
，３３行目１４文字目から同行末尾まで（年月日）
，３４行目全部（年
月日）
，３５行目１文字目から３文字目まで（会名）
，３６行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
１１９ 文書 130
(1) １枚目
３行目１文字目及び２文字目（会名）
，４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，６行目２２
文字目から７行目１５文字目まで，１０行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１１行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１２行目５文字目から同行末尾まで，１３行目及び１４行
目（所在地等）
，１５行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容），１７行目から２９文字目ま
で（項番号を除く。
）
（懲戒の処分の理由の要旨）
(2) ２枚目
１行目１８文字目から同行末尾まで（年月日）
，２行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），
３行目２８文字目及び２９文字目
１２０ 文書 133
１行目全部（文書に付された番号）
，１１行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目全部（所在地
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等）
，１５行目１文字目及び２文字目（会名），８文字目から１１文字目まで（氏名），１９文字目
から２２文字目まで（登録番号）
，１６行目２文字目から７文字目まで（処分内容），９文字目から
１８文字目まで（年月日）
，２９文字目から１７行目２３文字目まで（裁決内容）
，３５文字目から
１８行目７文字目まで（年月日）
，１９行目２３文字目から３２文字目まで（年月日）
，２０行目９
文字目から１８文字目まで（判決内容），２４文字目から２１行目３４文字目まで，２３行目１４
文字目及び１５文字目（裁判所名）
，２２文字目及び２３文字目（同），２４行目１５文字目及び１
６文字目（同）
１２１ 文書 134
(1) １枚目
３行目１文字目及び２文字目（会名）
，４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，６行目２２
文字目から７行目１１文字目まで，１０行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１１行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１２行目５文字目から同行末尾まで，１３行目及び１４行
目（所在地等）
，１５行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容），１６行目１６文字目から同
行末尾まで（年月日）
，１７行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名）
，１８行目３文字目及び
４文字目（同）
(2) ２枚目
１行目全部（年月日）
，２行目１文字目から７文字目まで（あて名），３行目１文字目及び２文
字目（会名）
，４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，１０行目５文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１１行目７文字目から同行末尾まで（登録番号）
，１２行目６文字目から同行末尾まで，１
３行目及び１４行目（所在地等），１６行目全部（処分内容）
，１８行目から２０行目まで（懲戒
処分の理由の要旨）
，２２行目全部（年月日）
１２２ 文書 135
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，５行目から１１行目までの各１文字目及び２文字目（あて
名の一部）
，１３行目１文字目から４文字目まで（会名），１４行目３文字目から同行末尾まで（氏
名）
，１７行目４文字目から３５文字目まで，２１行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，２２
行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，２３行目４文字目から同行末尾まで，２４行目全
部（所在地等）
，２６行目全部（処分内容）
，３０行目全部（年月日）
(2) ２枚目
１行目全部（年月日）
，２行目１３文字目から同行末尾まで（標題の一部）
，３行目１文字目か
ら４文字目まで（会名）
，４行目３文字目から同行末尾まで（氏名），６行目３文字目から５文字
目まで（氏名）
，７行目５文字目から同行末尾まで（登録番号），８行目４文字目から同行末尾ま
で，９行目全部（所在地等）
，１１行目全部（処分内容）
，１５行目全部（年月日）
，１７行目から
２３行目まで（項番号を除く。
）
（処分の理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から２５行目まで（項番号を除く。）
（処分の理由の要旨）
１２３ 文書 137
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
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(2) ２枚目
５行目５文字目から８文字目まで（氏名），１４文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目全部（所在地等）
，８行目６文字目から同行末尾まで（処
分内容）
，９行目８文字目から同行末尾まで（年月日）
，１１行目から３２行目まで（項番号を除
く。
）
（懲戒理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から７行目まで（項番号を除く。
）（懲戒理由の要旨）
，８行目全部（年月日），９行目１
文字目及び２文字目（会名）
，１０行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
１２４ 文書 138
(1) １枚目
１行目全部（文書に付された番号）
，４行目１文字目及び２文字目（会名），５行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
(2) ２枚目
５行目５文字目から９文字目まで（氏名），１５文字目から１８文字目まで（登録番号）
，６行
目８文字目から同行末尾まで，７行目及び８行目（所在地等）
，９行目６文字目から同行末尾ま
で（処分内容）
，１０行目８文字目から同行末尾まで（年月日），１２行目から２８行目まで（懲
戒理由の要旨）
，２９行目全部（年月日），３０行目１文字目及び２文字目（会名），３１行目３
文字目から同行末尾まで（氏名）
１２５ 文書 139
(1) １枚目
３行目１文字目から３文字目まで（会名），４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，６行目
２２文字目から７行目９文字目まで，１０行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１１行目６
文字目から同行末尾まで（登録番号）
，１２行目５文字目から同行末尾まで，１３行目全部（所
在地等）
，１４行目１０文字目から同行末尾まで（処分内容）
，１５行目１７文字目から同行末尾
まで（年月日）
，１６行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名）
，１７行目２７文字目及び２８
文字目（同）
(2) ２枚目
３行目１文字目から３文字目まで（会名），４行目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，１０行
目３文字目から同行末尾まで（氏名）
，１１行目５文字目から同行末尾まで（登録番号）
，１２行
目４文字目から同行末尾まで，１３行目全部（所在地等），１５行目全部（処分内容）
，１７行目
から２９行目まで（項番号を除く。
）（懲戒処分の理由の要旨）
(3) ３枚目
１行目から１７行目まで（項番号を除く。
）
（懲戒処分の理由の要旨），１９行目全部（年月日）
１２６ 文書 140
１行目全部（文書に付された番号）
，１１行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目全部（所在地
等）
，１５行目１文字目から４文字目まで（会名）
，１０文字目から１３文字目まで（氏名），２１
文字目から２５文字目まで（登録番号），１６行目４文字目から９文字目まで（処分内容），１１文
字目から２０文字目まで（年月日）
，３１文字目から１７行目８文字目まで（裁決内容），２０文字
目から２９文字目まで（年月日）
，１８行目２４文字目から３４文字目まで（年月日）
，１９行目１
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１文字目から２１行目６文字目まで（判決内容）
，２８文字目から２２行目１文字目まで（年月日），
２３行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字目及び２３文字目（同），２４行目１５
文字目及び１６文字目（同）
１２７ 文書 141
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から６文字目まで（氏名）
，８文字目から
１１文字目まで（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から
同行末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等）
，１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月
日）
，１７行目９文字目から１２文字目まで（会名）
，１８文字目から２７文字目まで（年月日），１
８行目２文字目から７文字目まで（処分内容）
，１９行目１１文字目から２１文字目まで（年月日）
，
２３文字目から３３文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２
２文字目及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
１２８ 文書 143
(1) １枚目
３行目から６行目までの各１文字目及び２文字目（あて名の一部）
，８行目から１０行目まで
の各１文字目及び２文字目（同）
，１２行目１文字目及び２文字目（会名），１３行目３文字目か
ら同行末尾まで（氏名）
，１５行目３２文字目から１６行目１３文字目まで，２０行目５文字目
から８文字目まで（氏名）
，１４文字目から１９文字目まで（登録番号）
，２１行目４文字目から
同行末尾まで，２２行目及び２３行目（所在地等），２５行目全部（処分内容）
，２９行目全部（年
月日）
(2) ２枚目
３行目から５行目まで（懲戒処分の理由の要旨）
，７行目から１４行目まで（項番号を除く。
）
（懲戒処分の理由の要旨）
１２９ 文書 144
１行目全部（文書に付された番号）
，１１行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目及び１５行目
（所在地等）
，１６行目１文字目から３文字目まで（会名）
，９文字目から１１文字目まで（氏名），
１９文字目から２２文字目まで（登録番号），１７行目２文字目から７文字目まで（処分内容），９
文字目から１８文字目まで（年月日），２９文字目から１８行目６文字目まで（裁決内容），１８文
字目から２７文字目まで（年月日）
，１９行目２４文字目から３３文字目まで（年月日），２０行目
１０文字目から１９文字目まで（判決内容），３２文字目から３７文字目まで（年月日），２２行目
１４文字目から１６文字目まで（裁判所名），２３文字目から２５文字目まで（同），２３行目１７
文字目から１９文字目まで（同）
１３０ 文書 145
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等），１６行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），
１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２５文字目まで（年月日），３６文字目
から１８行目３文字目まで（処分内容），１９行目７文字目から１６文字目まで（年月日），１８文
字目から２８文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字
目及び２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
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１３１ 文書 146
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目から
１２文字目まで（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から
同行末尾まで，１４行目全部（所在地等）
，１５行目１４文字目から同行末尾まで（年月日）
，１６
行目９文字目から１２文字目まで（会名），１８文字目から２７文字目まで（年月日），１７行目２
文字目から７文字目まで（処分内容），１８行目１１文字目から２０文字目まで（年月日），２２文
字目から３２文字目まで（裁決内容），２０行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字
目及び２３文字目（同）
，２１行目１５文字目及び１６文字目（同）
１３２ 文書 149
１行目全部（文書に付された番号），１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目全部（所在地
等）
，１８行目９文字目から１８文字目まで（年月日）
１３３ 文書 176
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から６文字目まで（氏名）
，８文字目から
１１文字目まで（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１５行目１４文字目か
ら同行末尾まで（年月日）
，１６行目９文字目から１２文字目まで（会名），１８文字目から２７文
字目まで（年月日）
，１７行目１３文字目から１８文字目まで（処分内容），１８行目２２文字目か
ら３１文字目まで（年月日）
，３３文字目から１９行目６文字目まで（裁決内容），２０行目１４文
字目及び１５文字目（裁判所名）
，２２文字目及び２３文字目（同），２１行目１５文字目及び１６
文字目（同）
１３４ 文書 180
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から７文字目まで（氏名）
，９文字目及び
１０文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行
末尾まで，１４行目全部（事務所等），１５行目１４文字目から同行末尾まで（年月日），１６行目
９文字目及び１０文字目（会名）
，１６文字目から２６文字目まで（年月日）
，１７行目１２文字目
から１７文字目まで（処分内容）
，１８行目２１文字目から３０文字目まで（年月日），３２文字目
から１９行目５文字目まで（裁決内容），２０行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文
字目及び２３文字目（同）
，２１行目１５文字目及び１６文字目（同）
１３５ 文書 183
１行目全部（文書に付された番号）
，１１行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目全部（所在地
等）
，１５行目１文字目から４文字目まで（会名）
，１０文字目から１３文字目まで（氏名），２１
文字目から２５文字目まで（登録番号），１６行目４文字目から９文字目まで（処分内容），１１文
字目から２０文字目まで（年月日）
，３１文字目から１７行目８文字目まで（裁決内容），２０文字
目から２９文字目まで（年月日）
，１８行目２４文字目から３３文字目まで（年月日）
，１９行目１
０文字目から１９文字目まで（判決内容），２５文字目から２０行目３６文字目まで，２２行目１
４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字目及び２３文字目（同），２３行目１５文字目及び
１６文字目（同）
１３６ 文書 186
１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目及び１５行目（所在地等）
，１７行目から２３行目
まで，２４行目２８文字目から３３文字目まで
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１３７ 文書 189
１行目全部（文書に付された番号）
，１１行目４文字目から６文字目まで（氏名）
，８文字目から
１１文字目まで（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から
同行末尾まで，１４行目全部（所在地等），１５行目１文字目から４文字目まで（会名），１０文字
目から１２文字目まで（氏名）
，２０文字目から２４文字目まで（登録番号）
，１６行目３文字目か
ら８文字目まで（処分内容）
，１０文字目から１９文字目まで（年月日），３０文字目から１７行目
７文字目まで（裁決内容）
，１９文字目から２９文字目まで（年月日），１８行目２４文字目から３
４文字目まで（年月日）
，１９行目１１文字目から２０文字目まで（判決内容），２０行目５文字目
から１４文字目まで（年月日）
，２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名）
，２２文字目及び
２３文字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
１３８ 文書 198
１行目全部（文書に付された番号）
，１１行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号），１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目及び１５行目
（所在地等）
，１６行目１文字目から３文字目まで（会名）
，９文字目から１２文字目まで（氏名），
２０文字目から２４文字目まで（登録番号），１７行目３文字目から８文字目まで（処分内容），１
０文字目から１９文字目まで（年月日），３０文字目から１８行目７文字目まで（裁決内容）
，１９
文字目から２８文字目まで（年月日），１９行目２４文字目から３３文字目まで（年月日），２０行
目１０文字目から１９文字目まで（判決内容），２５文字目から２１行目３６文字目まで，２３行
目１４文字目及び１５文字目（裁判所名）
，２２文字目及び２３文字目（同）
，２４行目１５文字目
及び１６文字目（同）
１３９ 文書 209
１行目全部（文書に付された番号），１１行目４文字目から８文字目まで（氏名）
，１０文字目及
び１１文字目（会名）
，１２行目６文字目から同行末尾まで（登録番号），１６行目１４文字目から
同行末尾まで（年月日）
，１７行目９文字目及び１０文字目（会名），１６文字目から２６文字目ま
で（年月日）
，１８行目１２文字目から１７文字目まで（処分内容），１９行目２１文字目から３０
文字目まで（年月日）
，３２文字目から２０行目５文字目まで（裁決内容），２１行目１４文字目及
び１５文字目（裁判所名）
，２２文字目及び２３文字目（同），２２行目１５文字目及び１６文字目
（同）
１４０ 文書 229
１行目全部（文書に付された番号）
，１１行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目全部（所在地
等）
，１５行目１文字目及び２文字目（会名），８文字目から１１文字目まで（氏名），１９文字目
から２３文字目まで（登録番号）
，１６行目２文字目から７文字目まで（処分内容），９文字目から
１９文字目まで（年月日）
，３０文字目から１７行目７文字目まで（裁決内容），１９文字目から２
８文字目まで（年月日）
，１８行目２４文字目から３３文字目まで（年月日）
，１９行目１０文字目
から１９文字目まで（判決内容）
，２０行目４文字目から１２文字目まで（年月日），２１行目１４
文字目及び１５文字目（裁判所名）
，２２文字目及び２３文字目（同），２２行目１５文字目及び１
６文字目（同）
１４１ 文書 235
１行目全部（文書に付された番号）
，１１行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目６文
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字目から同行末尾まで（登録番号）
，１５行目１文字目及び２文字目（会名）
，８文字目から１１文
字目まで（氏名）
，１９文字目から２３文字目まで（登録番号），１６行目２文字目から７文字目ま
で（処分内容）
，９文字目から１８文字目まで（年月日），２９文字目から１７行目６文字目まで（裁
決内容）
，１８文字目から２７文字目まで（年月日）
，１８行目２４文字目から３２文字目まで（年
月日）
，１９行目９文字目から１８文字目まで（判決内容）
，２４文字目から２０行目３４文字目ま
で，２２行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字目及び２３文字目（同），２３行目
１５文字目及び１６文字目（同）
１４２ 文書 240
１行目全部（文書に付された番号）
，１１行目４文字目から同行末尾まで（氏名）
，１２行目６文
字目から同行末尾まで（登録番号）
，１５行目１文字目から４文字目まで（会名）
，１０文字目から
１２文字目まで（氏名）
，２０文字目から２４文字目まで（登録番号），１６行目３文字目から８文
字目まで（処分内容）
，１０文字目から１９文字目まで（年月日），３０文字目から１７行目７文字
目まで（裁決内容）
，１９文字目から２８文字目まで（年月日），１８行目２４文字目から３３文字
目まで（年月日）
，１９行目１０文字目から１９文字目まで（判決内容），２０行目４文字目から１
３文字目まで（年月日）
，２１行目１４文字目及び１５文字目（裁判所名），２２文字目及び２３文
字目（同）
，２２行目１５文字目及び１６文字目（同）
１４３ 文書 259
１３行目５文字目から同行末尾まで，１４行目全部（所在地等）

- 67 -

別紙３
苦情申出書一覧（作成日付，受付日及び申出書に記載された文書番号）
１ 平成３１年２月２０日付け（同月２１日受付）
（最高裁秘書第９４４号）
２ 平成３１年２月２５日付け（同日受付）（最高裁秘書第１００５号）
３ 平成３１年２月２２日付け（同月２５日受付）
（最高裁秘書第１００６号）
４ 平成３１年２月２８日付け（同年３月１日受付）（最高裁秘書第１１２７号）
５ 平成３１年２月２８日付け（同年３月１日受付）（最高裁秘書第１１２８号）
６ 平成３１年３月４日受付（最高裁秘書第１１７３号）
７ 平成３１年３月１日付け（同月４日受付）
（最高裁秘書第１１７４号）
８ 平成３１年３月１日付け（同月４日受付）
（最高裁秘書第１１７５号）
９ 平成３１年３月４日付け（同日受付）
（最高裁秘書第１１７６号）
１０ 平成３１年３月４日付け（同日受付）（最高裁秘書第１１７７号）
１１ 平成３１年３月４日付け（同日受付）（最高裁秘書第１１７８号）
１２ 平成３１年３月４日付け（同日受付）（最高裁秘書第１１７９号）
１３ 平成３１年３月４日付け（同日受付）（最高裁秘書第１１８０号）
１４ 平成３１年３月４日付け（同日受付）（最高裁秘書第１１８１号）
１５ 平成３１年３月４日付け（同日受付）（最高裁秘書第１１８２号）
１６ 平成３１年３月４日付け（同日受付）（最高裁秘書第１１８３号）
１７ 平成３１年３月４日付け（同日受付）（最高裁秘書第１１８４号）
１８ 平成３１年３月４日付け（同日受付）（最高裁秘書第１１８５号）
１９ 平成３１年３月４日付け（同日受付）（最高裁秘書第１１８６号）
２０ 平成３１年３月４日付け（同日受付）（最高裁秘書第１１８７号）
２１ 平成３１年３月７日付け（同月８日受付）（最高裁秘書第１２８４号）
２２ 令和元年５月１２日付け（同月１４日受付）
（最高裁秘書第２５９２号）
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