
最高裁秘書第1877号

令和2年8月14日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

7月13日付け（同月15日受付，第020293号）で申出のありました司法

行政文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

「 【重要】 【最高裁判所よりご連絡】年賦金納入告知書の発送等について」 と

題するメール（片面で12枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（氏名等）が記載されており， これらの情報は，

行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当することから， これ

らの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話()3 （3264） 5652 （直通）



最高裁判所

露出人：

崇握圓時：

宛先：

件名：

最高裁判所<syusyu-biyo@niRy.Com>

2020年6月23日火曜日16:11

■■■■■■
【重要】【最高裁判所よりご連絡】年賦金納入告知書の発送等について

ーーー■■■■■■ー一一■■■ー■■■S■■■■■－一■■■一－一一ー一■■■－ ~ ~ ~ ~ .
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本メールは，修習資金の貸与を受けており,令和2年6月19日
① ｳ

現在， 日本国外の住居が届出乞れている方を対象にしております。
●

D
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■■■殿(修習資金IDI ⑪

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係からのご連絡です。

納入告知書については，国内住所への送付希望がない場合，届出

のあった海外居住先にエアメールによって発送します。

郵便の到着は，居住国の郵便事情に左右され， また，新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響等により，遅延が生じる可能性がありま
す｡，

つきましては，居住国での納付方法等（下記の方法）について，

6月29B(月）までに，本メF-ルに返信する方法によりご連絡く
ださい(下記，納付方法2の場合は，送付先も記載してください)。

､【納付方法】

1、ペイジーの利用可能なインターネットバンキングにより納付
2．国内での納付の代行を依頼し納付

【補足】

納付方法1を選択した場合は，ペイジーでの納付に使う番号
等をメールにて送付します6

納付方法2を選択した場合は，指定された送付先へ納入告知
害を発送します。

一ーー＝一一一■■■ー■■■■■■■■■一一一一一一一ーー■■■ー■■■－－－■■■■■■■■■■■■一■■■ロー~

【併せてご確認.ください】

j以前に発送した年賦金通知書に同封しました『修習資金の今後
の返還手続等について」でも説明したとおり，納付期限(本年は
7月2フ曰）を経過すると遅延損害金（年14． 5％）が発生し
ますので,ご注意ください。

・居住国での納付方法等については，御自身の責任においてご確
認ください6 ′
一一一■■■q■■■■■－■■■－ー－－■■■■■■－■■■一■■■ー一一一■■■■■■ー . ｡

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇令◇◆◇◆◇

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係

TEL:03~3264-86216 8623

（平日午前9時から午後5時まで）

ETIiail:syusyu-taiyo@nifty:com
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

1



最高裁判所

差出人：

送信日時：

宛先8

件名：

最高裁判所<syuSyu-miyo@niny.com>

2020年6月23日火曜日16:11

■■■■■■■
【重要】【最高裁判所よりご連絡】年賦金納入告知蕾の発送等について

l■■■－－－－－－一一一一一一,■■■■■■－－■■■一 ･ 二

本メールは，修習資金の貸与を受けており，令和2年6月19B

現在， 日本国外の住居が届出られている方を対象にしております｡
■■■一■■■■■■ー－－－－－－ｰー－■■■一一一ー一一－一一一 一

■■■■殿(修習資金IDB

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係からのご連絡です。

納入告知書については，国内住所への送付希望がない場合，届出
のあった海外居住先にエアメールによって発送します。
郵便の到着は，居住国の郵便事情に左右され， また，新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響等により， :遅延が生じる可能性がありま
す。

つきましては，居住国での納付方法等（下記の方法）について，

6月29B(月）までに，本メールに返信する方法によりご連絡く
ださい(下記，納付方法2の場合は，送付先も記戯してください)。

【納付方法】

1..ペイジ－の利用可能なインターネットバンキングにより納付
2．国内での納付の代行を依頼し納付

【補足】

納付方法1を選択した場合は，ペイジーでの納付に使う番号
等をメールにて送付します。

納付方法2を選択した場合は，指定された送付先へ納入告知
害を発送します。

■■■0■■■ー一■■■一一一ー－■■■■■■一一一一一一一■■■■I■■■■■■ーーーー－－－ー－一 一 一一一

【併せてご確麗ください】

・以前に発送した年賦金通知喜に同封しました「修習資金の今後
の返還手続等について」でも説明したとおり，納付期限(本年は
7月27日）を経過すると遅延損害金(年14． 5％>が発生し
ますので，ご注意ください。

・居住国での納付方法等については，御自身の責任においてご確
認ください。
一・－－－．－-一一一一一一一.一.－－－－－．..－－－－－－－－－．.--...｡..－.------.－ 一

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇●◇◆◇◆◇◆◇◆◇

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係，
TEL:03-3264-8621,8623

（平日午前9時から午後5時まで）

E-mail:syusyU-taiyo@nifty.com

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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最高裁判所

差出人：

送信日時：

宛先：

件名：

最高裁判所<syusyu.taiyo@niRy.com>

2020年6月23日火曜日16:11

■■■■■■■I:
【重要】【最高裁判所よりご連絡】年賦金納入告知書の発送等について

一一■■●0■■q■■｡■■､■■､ﾛ■■●■■ﾛ■■一－－0■■･■■ー一一ー－－ー－－－.■■－口■■ー一・一

本メールは,修習資金の貸与を受けており，令和2年6月19日

現在，日本国外の住居が届出られている方を対象にしております｡
－＝－－－－－－－－－－－－－－－－

■■■■殿(修習資金it■■)

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係からのご連絡です。

納入告知書については，国内住所への送付希望がない場合，届出

のあった海外居住先にエアメールによって発送します。 ：

郵便の到碧は，居住国の郵便事情に左右され,また,新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響等によりj遅延が生じる可能性がありま
す。

つきましては，居住国での納付方法等（下記の方法）について，

6月29日（月） .までに,本メールに返信する方法によりご連絡く

ださい（下記,納付方法2の場合は,送付先も記載してください)。

【納付方法】’

1．ペイジ－の利用可能なインターネットバンキングにより納付

2．国内での納付の代行を依頼し納付

【補足】

納付方法1を選択した場合は，ペイジーでの納付に使う番号

等をメールにて送付します。
納付方法2を選択した場合は，指定された送付先へ納入告知

書を発送します。

■■■一一一一 一ーーーー－ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■－－－■■■■■■■■■－－■l■■I■■■

【併せてご確認ください】 ‐

･以前に発送した年賦金通知害に同封しました『修習資金の今後
の返還手続等について」でも説明した．とおり,納付期限(本年は
7月27日）を経過すると遅延損害金（年14． 5％）が発生し

ますので, ご注意ください。

q居住国での納付方法等については，御自身の責任においてご確
認ください。
－－－－－－－－－－－－－，■■－－－－－－－－－－－一一一一一一一■■一一一一一一一一一口ﾛローーーーー

◆◇◆◇や◇令◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係
TELiO3-3264-8621,8623

, (平日午前9時から午後5時まで）

E-mail:syusyu-taiyo@nifty・com

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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最高裁判所

差出人：

送侭日時：

宛先：

件名：

最橲織判所<syuSyu-taiyo@nifty・COm>
20ZO年6月23日火曜日16:11

■■■■■■■
【重要】【最高裁判所よりご連絡】年賦金納入告知書の発送等について 1

一一一ー■■■■■■■■■－－－ー一ー■■■■■■ーー一一一一- 二二一一

本メールはゥ修習資金の貸与を受けており，令和2年6月19日

現在，日本国外の住居が届出られている方を対象にしております｡

■■■■■殿(修習資金ID■■■）

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係からのご連絡です。

納入告知書については，国内住所への送付希望がない場合,届出
のあった海外居住先にエアメールによって発送しますo

郵便の到着は,居住国の郵便事情に左右され,また,新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響等により，遅延が生じる可能性がありま
す。

つきましては，居住国での納付方法等（下記の方法）について,

6月29日（月）までに，本メールに返信する方法によりご連絡ぐ

だきい（下記,納付方法2の場合は，送付先も記載してください)。

【納付方法】

1 ．ペイジ－の利用可能なインターネットバンキングにより納付
2．国内での納付の代行を依頼し納付

【補足】

納付方法1を選択した場合は，ペイジーでの納付に使う番号
等をメールにて送付します。

納付方法2を選択した壌合は,指定された送付先へ納入告知
害を発送します｡

ーーーーーーー,ー一一ー一・一ー－－－－ー－ーーーー一ー■■､－－ーーーーーーー－－－－ーーｰーーー

【併せてご確認ください】 ：

・以前に発送した年賦金通知書に同封しました「修習資金の今後
の返還手続等について｣でも説明したとおり，納付期限（本年は
7月27日）を経過すると遅延損害金(年14； 5％）が発生し
ますので, .ご注意ください。

・居住国での納付方法等については，御自身の責任においてご確
q

E

認ください。
●

色

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・・ローーーーーーーーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一．

◆◇●◇●◇今◇●◇令◇◆◇●◇令◇◆◇

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係
TEL:03=3264-8621,8623

（平日午前9時から午後5時まで）

Email:syUsyu-taiyo@nifty.com
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇や◇◆◇◆◇◆◇
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最高裁判所

差出人：

送信日時：

宛先：

件名：

最高裁判所<syusyu-taiyoOniRybCom>

2020年6月23日火曜日16:1ユ

■■■■■■■
【重要】【最高裁判所よりご連絡】年賦金納入告知雷の発送等について

ー.~~-...---~-...＝－－－－－~一~一一一一一~-....-~~－－~一~~.一~．

本メールは、修習資金の貸与を受けており，令和2年6月1:9日
現在， 日本国外の住居が届出られている方を対象にしております。
－－－一一･･･一－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝

■■■殿(修習資金'■）

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係からのご連絡ですも

納入告知書については,"国内住所への送付希望がない場合，届出

のあった海外居住先にエアメールによって発送します。
郵便の到着は,居住国の郵便挙情に左右され,また，新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響等により,遅延が生じる可能性がありま
す。

つきましては，居住国での納付方法等（下記の方法）について，

6月29日（月）までに本メールに返信する方法によりご連絡く

ださい（下記，納付方法2の場合は,送付先も記載してください)。

【納付方法】

1 ．ペイジ－の利用可能なインターネットバンキングにより納付

2．国内での納付の代行を依頼し納付

【補足】

納付方法1を選択した場合は，ペイジーでの納付に使う番号
等をメールにて送付します｡

納付方法2を選択した場合は，指定された送付先へ納入告知
害を発送します。

一一一一一一一一一一■■■－－■■■■■■一■■■一一一 2 ･ －

【併せてご確認ください】

・以前に発送した年賦金通知書に同封しました「修習資金の今後

の返還手続等について」でも説明したとおり，納付期限（本年は
う月2，7日）を経過すると遅延損害金（年14． 5％).が発生し
ますので,ご注意ください｡

・居住国での納付方法等については，御自身の責任においてご確
認ください。
‐－－一ー－－ー一■■■■■－－－－－－－■■ 一三一

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係
TEL:03&3264-8621,8623

（平日午前9時から午後5時まで）

E-mail:syusyu-taiyo@nifty.cOm

や◇◆◇●◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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最高鍵判所

差出人：

送信日時：

宛先3

件名：

最高裁判所.rsyusyu-miyo@niay.com>

2020年6月23日火曜日16:11 .

【重要】【最高裁判所よりご連絡】年賦金納入告知書の発送等について

ー－－~~－－~~~一...ー~~一･･････一･･･..．~~~－．．．－~一宇‘････.‘･･一‐ ＝

本メールは,修習資金の貸与を受けており，令和2年6月19日

現在,日本国外の住居が届出られている方を対象にしております。

■■■殿〈修習資金ID■

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係からのご連絡です。

納入告知書については，国内住所への送付希望がない場合，届出
のあった海外居住先にエアメールによって発送します。 ：

郵便の到着は,居住国の郵便事情に左右され,また，新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響等iこより，遅延が生じる可能性がありま
す。

．つきましては，居住国での納付方法等（下記の方法）について，

6月2gB (月）までに，本メールに返信する方法によりご連絡く
ださい（下記，納付方法2の場合は，送付先も記載してください)。

【納付方法】

1 ．ペイジ－の利用可能なインターネットバンキングにより納付

2．国内での納付の代行を依頼し納付

【補足】

納付方法1を選択した場合は，ペイジーでの納付に使う番号
等をメ弓ルにて送付します。
納付方法2を選択した場合は，指定された送付先へ納入告知

害を発送します。

■■■･■ﾛﾛ■ﾛﾛ■■■■ﾛﾛ■■一一ー一口■Dd■■｡－■■■■■■一－－ｰ－－1■■D一一－－－－－－ ﾆ ﾆ

【併せてご確認ください】

・以前に発送した年賦金通知書iこ同封しました｢修習資金の今後
の返還手続等について」でも説明したとおり,納付期限（本年は：
7月27日）を経過すると遅延損害金（年145％）が発生し

ますので， ご注意ください。

･居住国での納付方法等については，御自身の責任においてご確
認ください。 、
－．．．－－－－－－･･･--.-.--...,......--－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．．－．..－－－－－

今◇◆◇●◇◆◇今◇●◇◆◇◆◇◆◇◆◇

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係
TEL:03-3264-8621,8623

（平日午前9時から午後ち時まで）

E-mail:Syusyu-tai.yo@nifty・com

◆◇◆◇今◇令◇◆◇◆◇◆◇●◇◆◇◆◇
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最高裁判所

３
時

人
日
。
。
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繩
砿
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最高裁判所<syusyu-taiyo@niRyCom>

2020年6月23日火曜日16:11

■■■■■■■
【重要】【最高裁判所よりご連絡】年賦金納入告知書の発送等について

本メールは，修習資金の貸与を受けており，令和2年6月19日

現在， 日本国外の住居が届出られている方を対象にしております。

■■■■殿(修習資金IDT

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係からのご連絡です。

納入告知書については』国内住所への送付希望がない場合，届出

のあった海外居住先にエアメールによって発送します。 ‘
郵便の到着は,居住国の郵便事情に左右され，また,新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響等により，遅延が生じる可能性がありま
す。

つきまして.は，居住国での納付方法等（下記の方法）について，

6月29日（月）までに本メールに返信する方法によりご連絡く

ださい(下記,納付方法2の場合は，送付先も記載してください)。

【納付方法】

1．ペイジ－の利用可能なインターネットバンキングにより納付

2．国内での納付の代行を依頼し納付

【補足】

納付方法1を選択した場合は,ペイジーでの納付に使う番号
等をメールにて送付します。

納付方法2を選択した場合は，指定された送付先へ納入告知
書を発送します。

ーー一一ー'■･ー■ー■ーー･ーーーーーー一一－一ｰ－ー一一ーーー一ー－－－一･･｢ 一二－－－

【併せてご確認ください】

・以前に発送した年賦金通知害に同封しました｢修習資金の今後

の返還手続等について」でも説明したとおり，納付期限（本年は
7月27日）を経過すると遅延損害金（年14．5％）が発生し
ますので, ご注意ください。

・居住国での納付方法等については，御自身の責任においてご確
●

認ください。
●

● ◆

ー－－－－0■■■■■■■■4■■■■■ーーｰー－－－－一－一一● -

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係
TEL:03-3264-8621; 8623

（平日午前9時から午後5時まで）

E-mail:syusyu-taiyO@nifty.com
◆◇今◇●◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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最高裁判所
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最高裁判所<syusyu-taiyO@nifty.com>
aa

2020年6月23日火曜日16:11

■■■■■■■■■

【重要】【最高裁判所よりご連絡】年賦金納入告知書の発送等について

■■■一一■■●－－－ー－－－･ﾛ■D一'■■ローーーー■■ローー

本メールは，修習資金の貸与を受けており，令和全年6月19日

現在，日本国外の住居が届出られている方を対象にしております．

■■■■■殿(修雪資金'咽

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係からのご連絡です。

納入告知書については，国内住所への送付希望がない場合，届出

のあった海外居住先にエアメールによって発送します。

；郵便の到着は,居住国の郵便事情に左右され，また,新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響等により，遅延が生じる可能性がありま
す。

つきましては，居住国での納付方法等(下記の方法）について,

6月29日（月）までに，本メールに返信する方法によりご連絡く
ださい（下記，納付方法2の場合は．送付先も記戯してください)。

【納付方法】､

1 ．ペイジ－の利用可能なインターネットバンキングにより納付
2．国内での納付の代行を依頼し納付

【補足】

納付方法1を選択した場合は，ペイジーでの納付に使う番号
等をメールにて送付しますb

納付方法2を選択した場合は指定された送付先へ納入告知
書を発送します｡、

【併せてご確認ください】 ：

。以前に発送した年賦金通知書に同封しました「修習資金の今後
の返還手続等について」でも説明したとおり,納付期限（本年は
う月27日）を経過すると遅延損害金（年14． 5％）が発生し
ますので，ご注意ください。

・居住国での納付方法等については，御自身の責任においてご確
■

認ください。 ・O

◆

■■■ー■■■－ー－－－－－－q■■ーー－－－－■■■■■■－－一一

◆◇●◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇●◇

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係

TEL：03-3264字8621, 8623
． （平日午前9時から午後5時まで）

Bnail:syuSyu=taiyo@nifty.com
◆◇◆◇◆◇今◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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最高裁判所

差出人：

送信日時：

宛先：

件名：

最高裁判所<syusyu?taiyo@niRy.com>

2020年6月23日火曜日16:11

■■■■■■■■■■■■
【重要】【最高裁判所よりご連絡】年賦金納入告知書の発送等について

ローー－－口■■一－一一一一一・■■－－ｰ一一一一一二二二

本メールは，修習資金の貸与を受けており，令和2年6月19日

現在， 日本国外の住居が届出られている方を対象にしております。
－－－－■ﾛ－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ － －

■■■殿(修習資金'，■■■■)

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係からのご連絡です。

納入告知書については，国内住所への送付希望がない場合届出
のあった海外居住先にエアメールによって発送します。
郵便の到着は，居住国の郵便事情に左右され，また，新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響等によりi遅延が生じる可能性がありま
す｡〃

つきましては，居住国での納付方法等（下記の方法）について，

6月29日（月）までに，本メールに返信する方法によりご連絡く
ださい(下肥納付方法2の場合は，送付先も記載してください)。

【納付方法】

1 ．ペイジ－の利用可能なインターネットバンキングにより納付
2．国内での納付の代行を依頼し納付

【補足】

納付方法1を選択した場合は，ペイジーでの納付に使う番号
等をメールにて送付します。

納付方法2を選択した場合は，指定された送付先へ納入告知
書を発送します。

【併せてご確認ください】

・以前に発送した年賦金通知書に同封しました「修習資金の今後
の返還手続等について」でも説明したとおり；納付期限(本年は
7月27日）を経過すると遅延損害金（年14. 5％）が発生し
ますので，ご注意ください｡

;・居住国での納付方法等については御自身の責任においてご確
認ください6
－－－－－－－－－－－－.ローーーーーーーーーーーーーーー一－－－一一一一一一一一一一一一一 一

◆◇◆◇今◇◆◇◆◇◆◇◆◇令◇◆◇◆◇

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係
TEL:03-3264-8621,8623

（平日午前9時から午後5時まで）
E-mail:syusyu-taiyo@nifty.com
●◇●◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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最高裁判所

聾蝸人：

洪侭日時：

宛先：

伸名：

最高裁判所<syusyu-taiyoOniny.Com>

2020年6月26日金曜日20:53 .

■■■■■I
【重要】【最高裁判所よりご連絡】年賦金納入告知害の発送等について

I■■■ーー■■■■■■■■■■■■■■■ーー－■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－－■■■■■■■■■－－■■■ーーー－一､ 三

本メールは，修習資金の貸与を受けており，令和2年6月19B
現在， 日本国外の住居が届出られている方を対象にしております。
■■■一一一一一一一一■■■一一ー－－－■

■■■■殿(修寶資金IDg:

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係からのご連絡です。
0

納入告知書については，国内住所への送付希望がない場合，届出
のあった海外居住先にエアメールによって発送します｡‐
郵便の到着は,居住国の郵便事情に左右され， また,新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響等により，遅延が生じる可能性がありま
す。

つきましては，居住国での納付方法等（下記の方法）について，
6月29日（月）までに，本メ-ルに返信する方法によりご連絡く
ださい（下記，納付方法2の場合は，送付先も記戦してください)。

【納付方法】

1．ペイジ－の利用可能なインターネットバンキングにより納付
2．国内での納付の代行を依頼し納付

【補足】

・ 納付方法1を選択した場合は，ペイジーでの納付に使う番号
等をメ字ルにて送付します6

, 納付方法2を選択した場合は，指定された送付先へ納入告知
書を発送します。 ’

一ーーーーー■一一一'■■■一ーー一一一ーー一ー一一■■■－－－－－－－■■■一一一一一

【併せてご確認ください】

･以前に発送した年賦金通知書に同封しました｢修習資金の今後
の返還手続等について」でも説明したとおり，納付期限（本年は
7月27日）を経過すると遅延損害金（年14． 5％）が発生し
ますので‘ご注意ください6

？居住国での納付方法等については，御自身の責任においてご確
認くださいb
ー－－ー－－ー■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■ーーー一一一一一一一一一一一一一一一 ・ －－

I

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係
TEL:03-3264-8621,8623

（平日午前9時から午後5時まで）

Einail:syusyu-taiyo@niftybcOm

◆◇◆◇◆◇●◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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最高裁判所

差出人：

送信白時：

宛先：

件名:

最高裁判所<syUsyu-taiyOOnifty.Com>

2020年6月26日金曜日20:53

■■■■■■
【重要】【最高裁判所よりご連絡】年賦金納入告知書の発送等について

ー－－－－■■■一一－一一ーー一一ー－－ ~ ． .

本メールは，修習資金の貸与を受けており，令和2年6月19日

現在,日本国外の住居が届出られている方を対象にしております。
－一一一一一一・■｡－－－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一‐ 二二一

■■■殿(修習章金唱 I

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係からのご連絡です。

、

納入告知害については，国内住所への送付希望がない場合，届出
のあった海外居住先にエアメ寺ルによって発送します。
郵便の到着は，居住国の郵便事情に左右され，また,新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響等により,遅延が生じる可能性がありま
す。

つきましては,居住国での納付方法等（下記の方法）について，
6月29日（月）までに,本メールに返信する方法によりご連絡く
ださい（下記，納付方法2の場合は，送付先も記載してください)。

【納付方法】 ’

1 ．ペイジ－の利用可能なインターネットバンキングにより納付
2．国内での納付の代行を依頼し納付

【補足】

納付方法1を選択した場合は，ペイジーでの納付に使う番号
等をメールにて送付します。

納付方法2を選択した場合は，指定された送付先へ納入告知
書を発送します。

■■●ーー一ー一一－ーーーー一ー一一一ー－－■■■■■■■■■■■■一一ー一一■■■■■■■■■一一 申 ＝ー

【併せてご確認ください】

､以前に発送した年賦金通知雷に同封しました｢修習資金の今後
の返還手続等について｣でも説明したとおり，納付期限（本年は
7月27日）を経過すると遅延損害金（年14． 5％）が発生し
ますので， ご注意ください。

・居住国での納付方法等については，御自身の責任においてご確
認ください○
ｰ－－－ｰ一■■■ー■■■－ー■■■－■■■■■■一一一一一一一一口■■､－－－－－－ロー■■■■■■一一一ロー■■ －，■.．

◆◇◆◇今◇今◇◆◇◆◇◆◇今◇◆◇◆◇
最高裁判所事務総局経理局主計課出納係
TEL:03-3264-8621,8623

（平日午前9時から午後5時まで）

E-mail:syusyU~taiyo@nifty.com

令◇●◇今◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇●◇
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最高裁判所

差出人：

送信日時：

宛先：

件名：

最高裁判所<syUsyu-taiyo@niRy.com>

2020年6月23日火曜日16:11

■■■■■■■
【重要】【最高裁判所よりご連絡】年賦金納入告知害の発送等について

タ

ーー一一一一一－－－－－日■■■■■■■■－－『－ .
ゆ り

本メールは6修習資金の貸与を受けており，令和2年6月19日
｡ ■ .□ ■

現在， 日本国外の住居が届出られている方を対象にしております6
ーー■■■一一一■■■一一一一一一一－－－－ｰ－－－－一 － 。◆

c c ｡ ｡ ｡ .

■■■殿(修習資金!ー‘

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係からのご連絡です。

納入告知書については,国内住所への送付希望がない場合，届出

のあった海外居住先にエアメールによって発送します。

郵便の到着は，居住国の郵便事情に左右され，また，新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響等により，遅延が生じる可能性がありま
す。

つきましては，居住国での納付方法等(下記の方法）について，
6月29日（月）までに，本メールに返信する方法によりご連絡く
ださい（下記，納付方法2の場合は，送付先も記載してください)。

【納付方法】

1 ．ペイジ－の利用可能なインターネットバンキングにより納付
2．国内での納付の代行を依頼し納付

【補足】

納付方法1を選択した場合は，ペイジーでの納付に使う番号
等をメールにて送付します。

納付方法2を選択した場合は，指定された送付先へ納入告知
書を発送します。

■ﾛ■ー一口■■ーー一ーーー一－一一ー一一一ｰ－－－－－－－0■■ 二 一 一

【併せてご確認ください】

・以前に発送した年賦金通知書に同封しました「修習資金の今後

の返還手続等について』でも説明したとおり，納付期限(本年は
7月27日）を経過すると遅延損害金（年14‘ 5％）が発生し
ますので，ご注意ください。

・居住国での納付方法等については，御自身の責任においてご確
認ください。
■■■－－－－－ー!■■･■■■－ー－■■ﾛ■■■■■■■－'■■■■■■－－0■■､－－0■ ・

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

最高裁判所事務総局経理局主計課出納係
TEL:03-3264-8621,8623

(平日午前9時から午後5時まで）
E-mail:Syusyu-taiyo@nifty.com

今◇◆◇●◇◆◇◆◇◆◇令◇◆◇◆◇◆◇
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