四〇
四一

四二
四三
四四
四五

二

四六

五三

五四

日本国に帰化を許可する
件
出入国管理及び難民認定
法第七条第一項第二号の
基準を定める省令の留学
の在留資格に係る基準の
規定に基づき日本語教育
機関等を定める件の一部
を改正する件
原戸籍が滅失した件
日本国に帰化を許可する
件
少年院種類表の一部を改
正する件
法務局における遺言書の
保管等に関する法律第二
条第一項の規定による遺
言書保管所の指定を告示
する件
法務局及び地方法務局組
織規則第四十六条第二項
の規定による出張所の指
定を告示する件
〇出入国在留管理庁
出入国管理及び難民認定
法施行規則第十九条第三
項第一号の規定に基づき
出入国在留管理庁長官が
定める機関を定める件の
一部を改正する件
〇外 務 省
国際連合教育科学文化機
関の賛助する水災害の危
険及び危機管理のための
国際センター︵第二区分︶
の日本国における継続に
関する日本国政府と国際
連合教育科学文化機関と
の間の協定の署名及び効
力発生に関する件
インドネシア共和国政府
に対する贈与に関する日
本国政府とインドネシア
共和国政府との間の書簡
の交換に関する件

日

二四

二六
三〇
三〇

号外

ペー
ジ

二

九六
四
四

三〇 特 八六

三一 特 採掣掤

四

二

六

三一 特 採掣接

一七

三

三

五五

五六

五七

五八

五九

六〇

六一

六二

離島開発及び漁業監視能
力強化計画のための贈与
に関する日本国政府とイ
ンドネシア共和国政府と
の間の書簡の交換に関す
る件
ギニアビサウ共和国内の
社会的弱者に対する食糧
援助に関する日本国政府
と世界食糧計画との間の
書簡の交換に関する件
円借款の供与に関する日
本国政府とインドネシア
共和国政府との間の書簡
の交換に関する件
円借款の支出期間の延長
に関する日本国政府とケ
ニア共和国政府との間の
口上書の交換に関する件
税源浸食及び利益移転を
防止するための租税条約
関連措置を実施するため
の多数国間条約への締約
国の追加に関する件
先進主要七箇国︵アメリ
カ合衆国︑カナダ︑グレー
トブリテン及び北アイル
ランド連合王国︑フラン
ス共和国︑ドイツ連邦共
和国︑イタリア共和国及
び日本国︶が協調して資
産凍結等の措置を実施す
る対象となるテロリスト
等の個人及び団体を定め
た件の一部を改正する件
円借款の支出期間の延長
に関する日本国政府と
モーリシャス共和国政府
との間の書簡の交換に関
する件
ネパール連邦民主共和国
におけるヌワコット郡に
おける学校給食計画のた
めの贈与に関する日本国
政府と世界食糧計画との
間の書簡の交換に関する
件
四

四

三

四

三

三

二

二

掠掠推

五

五

43

五

五

六

九

九

六三 フィリピン共和国におけ
る離島地域の保健医療
サービス強化のためのバ
ンサモロ暫定自治政府の
能力開発計画のための贈
与に関する日本国政府と
国際移住機関との間の書
簡の交換に関する件
九
二
六四 フィリピン共和国におけ
る元女性兵士の社会復帰
等支援のためのバンサモ
ロ暫定自治政府の能力開
発計画のための贈与に関
する日本国政府と国際連
合人口基金との間の書簡
の交換に関する件
九
三
六五 国際連合安全保障理事会
決議に基づく資産凍結等
の措置の対象となるタリ
バーン関係者等を指定す
る件の一部を改正する件
九 特 一
六六 メキシコ南部国境地帯に
おけるシェルター及び政
府移民施設能力強化計画
のための贈与に関する日
本国政府と国際移住機関
との間の書簡の交換に関
する件
一〇
二
六七 アフガニスタン・イスラ
ム共和国におけるバーミ
ヤンにおける世界遺産の
持続可能な管理計画のた
めの贈与に関する日本国
政府と国際連合教育科学
文化機関との間の書簡の
交換に関する件
一〇
二
六八 国際連合安全保障理事会
決議に基づく移動の制限
及び資産凍結等の措置の
対象となるコンゴ民主共
和国に対する武器禁輸措
置等に違反した者等を指
定する件の一部を改正す
る件
一〇
二四
21

45

59
36

38

38
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六九

七〇

七一

七二

七三

七四

七五

漁業取締船の贈与に関す
る日本国政府とインドネ
シア共和国政府との間の
書簡の交換に関する件
円借款の支出期間の延長
に関する日本国政府とケ
ニア共和国政府との間の
口上書の交換に関する件
ウズベキスタン共和国︑
カザフスタン共和国︑キ
ルギス共和国︑タジキス
タン共和国及びトルクメ
ニスタンにおける中央ア
ジアにおける国境連絡事
務所及び省庁間の機動的
チームの能力強化による
域内越境協力強化計画の
ための贈与に関する日本
国政府と国際連合との間
の書簡の交換に関する件
ハイチ共和国におけるコ
レラの予防及び根絶計画
のための贈与に関する日
本国政府と国際連合児童
基金との間の書簡の交換
に関する件
コンゴ民主共和国におけ
る国立職業訓練機構地方
拠点拡充計画のための贈
与に関する日本国政府と
国際連合プロジェクト・
サービス機関との間の書
簡の交換に関する件
日本国防衛省とアメリカ
合衆国国防省との間の連
絡官及び防衛交換要員の
派遣に関する日本国政府
とアメリカ合衆国政府と
の間の書簡の交換に関す
る件
ボリビア多民族国政府に
対する贈与に関する日本
国政府とボリビア多民族
国政府との間の書簡の交
換に関する件

一八

一八

一三

一二

一二

一二

一二

六

五

五

三

三

三

二

