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民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律及び関連法令並びに部会資料議事録等 

 

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律（平成 30 年 7 月 13 日法律第 72 号） 

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（平成 30年 11 月 21日政令第 316 号）

により施行期日は令和元年 7 月 1 日（同法附則第１条第４号に掲げる規定の施行期日は令和 2 年 4 月 1 日） 

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令（平成30年11月21日法務省令第29号）民法

第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。 

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案 

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について（相続法の改正） 

相続法改正の概要について【ＰＤＦ】 

配偶者短期居住権について【ＰＤＦ】 

配偶者居住権について【ＰＤＦ】 

長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等について【ＰＤＦ】 

相続開始後の共同相続人による財産処分について【ＰＤＦ】 

自筆証書遺言に関する見直し【ＰＤＦ】 

遺留分制度の見直し【ＰＤＦ】 

相続の効力等の見直し【ＰＤＦ】 

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策【ＰＤＦ】 

新旧対照表【ＰＤＦ】 

民法（相続関係）改正法の施行期日について【ＰＤＦ】 

法務局における遺言書の保管等に関する法律（平成 30 年 7 月 13 日法律第 73 号） 

法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令（平成 30 年 11 月 21 日政令第 317 号）に

より施行期日は令和 2 年 7 月 10 日 

法務局における遺言書の保管等に関する法律について 

法務局における遺言書の保管等に関する法律案 

 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605058.htm
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00236.html
http://www.moj.go.jp/content/001275267.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001263482.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001263484.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001263486.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001263488.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001263489.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001263590.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001263585.pdf
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00237.html
http://www.moj.go.jp/content/001275268.pdf
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605059.htm
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法務省：法制審議会第 180 回会議（平成 30 年 2 月 16 日開 … 

【議題】  民法（相続関係）の改正に関する諮問第 100 号について 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

 配布資料１  民法（相続関係）等の改正に関する要綱案【ＰＤＦ】 

 

法制審議会民法（相続関係）部会第２６回会議（平成３０年１月１６日開催）議事情報 / 議事録 

【議題等】  民法（相続関係）等の改正に関する要綱案（案）について 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料２６－１ 民法（相続関係）等の改正に関する要綱案（案） 【ＰＤＦ】 

部会資料２６－２ 補足説明 【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第２５回会議（平成２９年１２月１９日）開催 議事情報 / 議事録 

【議題等】  民法（相続関係）等の改正に関する要綱案のたたき台について 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料２５－１ 要綱案のたたき台⑷  【ＰＤＦ】 

部会資料２５－２ 補足説明（要綱案のたたき台⑷） 【ＰＤＦ】 

参考資料     「中間試案後に追加された民法（相続関係）等の改正に関する試案（追加試案）」 に対

して寄せられた意見の概要（詳細版） 【ＰＤＦ】           

参考資料     遺言書（サンプル） 【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第２４回会議（平成２９年１０月１７日）開催 議事情報 / 議事録 

【議題等】  民法（相続関係）等の改正に関する要綱案のたたき台について 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料２４－１ 要綱案のたたき台⑶ 【ＰＤＦ】 

部会資料２４－２ 補足説明（要綱案のたたき台⑶） 【ＰＤＦ】 

部会資料２４－３ 要綱案のたたき台⑶の補充 【ＰＤＦ】 

参考資料  「中間試案後に追加された民法（相続関係）等の改正に関する試案（追加試案）」に関する意見

募集の結果について  【ＰＤＦ】 

平成 29 年 10 月 19 日  【パブリックコメントの結果】2017/10/19 

「「中間試案後に追加された民法（相続関係）等の改正に関する試案（追加試案）」に関する意見募集の結果 

[e-Gov] 

平成 29 年 8 月 1 日  【パブリックコメント】 

「中間試案後に追加された民法（相続関係）等の改正に関する試案（追加試案）」に関する意見募集 [ e-Gov ] 

「中間試案後に追加された民法（相続関係）等の改正に関する試案（追加試案）」（平成 29 年 7 月 18 日）のとりまと

め[ 法務省 ] 

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500030.html
http://www.moj.go.jp/content/001255341.txt
http://www.moj.go.jp/content/001255272.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001250062.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900346.html
http://www.moj.go.jp/content/001252528.txt
http://www.moj.go.jp/content/001252526.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001246034.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001246035.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900343.html
http://www.moj.go.jp/content/001252134.txt
http://www.moj.go.jp/content/001252132.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001244447.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001244448.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001244450.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001244450.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001244449.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900336.html
http://www.moj.go.jp/content/001249204.txt
http://www.moj.go.jp/content/001249203.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001238832.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001238833.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001238837.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001238839.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001238839.pdf
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080158&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080158&Mode=0
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900331.html


 

 3 / 6 

 

法制審議会民法（相続関係）部会第２３回会議（平成２９年７月１８日）開催 議事情報 / 議事録 

【議題等】  民法（相続関係）等の改正に関する要綱案のたたき台について 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料２３－１ 要綱案のたたき台⑵ 【ＰＤＦ】 

部会資料２３－２ 補足説明（要綱案のたたき台⑵）【ＰＤＦ】 

部会資料２３－３ 中間試案後に追加された民法（相続関係）等の改正に関する試案（追加試案）（案） 

参考資料     財産の特定に必要な事項について自書によらない加除訂正を認める場合の例【ＰＤＦ】  

法制審議会民法（相続関係）部会第２２回会議（平成２９年６月２０日）開催 議事情報 / 議事録 

【議題等】  民法（相続関係）等の改正に関する要綱案のたたき台について 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料２２－１ 要綱案のたたき台⑴ 【ＰＤＦ】 

部会資料２２－２ 補足説明（要綱案のたたき台⑴） 【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第２１回会議（平成２９年５月２３日）開催 議事情報 / 議事録 

【議題等】  積残しの論点について 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料２０－２ 積残しの論点について⑴（補論）【ＰＤＦ】 

部会資料２１   積残しの論点について⑵【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第２０回会議（平成２９年４月２５日）開催 議事情報 / 議事録 

【議題等】  積残しの論点について⑴ 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料２０ 積残しの論点⑴ 【ＰＤＦ】 

委員等提出資料 浅田隆委員「仮払い制度に関する意見」【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第１９回会議（平成２９年３月２８日）開催 議事情報 / 議事録 

【議題等】  相続人以外の者の貢献を考慮するための方策等 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料１９－１ 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策等 

部会資料１９－２ 長期居住権の簡易な評価方法について 

参考資料     寄与分に関する裁判例（相続人以外の者の寄与に関するものを中心に） 

参考人提出資料  「『長期居住権についての具体例』についての意見」（公益社団法人日本不動産鑑定士協

会連合会） 

法制審議会民法（相続関係）部会第１８回会議（平成２９年２月２８日）開催 議事情報 / 議事録 

【議題等】  遺産分割に関する見直し等（三読） 

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900329.html
http://www.moj.go.jp/content/001246129.txt
http://www.moj.go.jp/content/001246135.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001230290.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001230291.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001230292.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001230293.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001230293.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900325.html
http://www.moj.go.jp/content/001246056.txt
http://www.moj.go.jp/content/001246055.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001227620.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001227622.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900321.html
http://www.moj.go.jp/content/001238449.txt
http://www.moj.go.jp/content/001238448.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001225749.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001225750.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900316.html
http://www.moj.go.jp/content/001246054.txt
http://www.moj.go.jp/content/001246053.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001223731.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001223730.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900313.html
http://www.moj.go.jp/content/001246051.txt
http://www.moj.go.jp/content/001246050.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001222141.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001222142.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001222143.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001222145.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001222145.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900310.html
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議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料１８ 遺産分割に関する見直し等（中間試案の第２・三読）【ＰＤＦ】  

参考資料   贈与税の特例（国会審議の抜粋）【ＰＤＦ】 

委員等提出資料 浅田隆委員「可分債権の取扱い（相続預金）等に関する意見(3)」【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第１７回会議（平成２９年１月２４日）開催 議事情報 / 議事録 

【議題等】  遺言制度に関する見直し（三読） 

議事録等（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料１７ 遺言制度に関する見直し【ＰＤＦ】 

参考資料   自筆証書遺言の方式（全文自書）の緩和方策として考えられる例(2)【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第１６回会議（平成２８年１２月２０日）開催 議事情報 / 議事録 

【議題等】  遺留分制度の見直しについて（三読） 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料１６ 遺留分制度に関する見直しについて（三読）【ＰＤＦ】 

資料      部会資料１６について（解説）【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第１５回会議（平成２８年１１月２２日）開催 議事情報 / 議事録 

【議題等】  配偶者の居住権を保護するための方策等について 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料１５ 配偶者の居住権を保護するための方策等【ＰＤＦ】 

参考資料９  「民法（相続関係）等の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要（詳細版） 

参考資料１０ 長期居住権についての具体例【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第１４回会議（平成２８年１０月１８日）開催 議事情報 / 議事録 

【議題等】  今後の検討の方向性について 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料１４ 今後の検討の方向性について【ＰＤＦ】 

参考資料７  「民法（相続関係）等の改正に関する中間試案」に関する意見募集の結果について【ＰＤＦ】 

参考資料８  民法（相続関係）等の改正に関する中間試案に対して寄せられた意見の概要【ＰＤＦ】 

平成 28 年 10 月 19 日  【パブリックコメントの結果】2016/10/19 

「民法（相続関係）等の改正に関する中間試案」に関する意見募集の結果について [e-Gov] 

平成 28 年 7 月 12 日  【パブリックコメント】 

「民法（相続関係）等の改正に関する中間試案」に関する意見募集 [e-Gov] 

「民法（相続関係）等の改正に関する中間試案」（平成２８年６月２１日）の取りまとめ [法務省サイト] 

法制審議会民法（相続関係）部会第１３回会議（平成２８年６月２１日）開催 議事情報 / 議事録 

【議題等】  民法（相続関係）等の改正に関する中間試案の取りまとめについて 

http://www.moj.go.jp/content/001226391.txt
http://www.moj.go.jp/content/001231179.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001219660.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001219661.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001219664.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900307.html
http://www.moj.go.jp/content/001223646.txt
http://www.moj.go.jp/content/001231178.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001214980.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001214979.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900303.html
http://www.moj.go.jp/content/001227152.txt
http://www.moj.go.jp/content/001231176.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001225920.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001236934.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900300.html
http://www.moj.go.jp/content/001218665.txt
http://www.moj.go.jp/content/001231175.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001209669.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001209671.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001219272.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900294.html
http://www.moj.go.jp/content/001213399.txt
http://www.moj.go.jp/content/001231174.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001207259.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001207260.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001207261.pdf
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080149&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080149&Mode=0
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900291.html
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900288.html
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議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料１３ 民法（相続関係）等の改正に関する中間試案（案）【ＰＤＦ】 

委員等提供資料 浅田隆委員「可分債権の取扱い（相続預金）等に関する意見の補足」【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第１２回会議（平成２８年５月１７日開催） 議事情報 / 議事録 

【議題等】  民法（相続関係）等の改正に関する中間試案のたたき台について 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料１２ 民法（相続関係）等の改正に関する中間試案のたたき台【ＰＤＦ】 

 参考資料６ 第４の２（遺留分の算定方法の見直し）に関する参考資料【ＰＤＦ】 

  

法制審議会民法（相続関係）部会第１１回会議（平成２８年４月１２日開催）議事情報 / 議事録 

【議題等】  中間試案の取りまとめに向けた議論のためのたたき台について 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料１１ 中間試案の取りまとめに向けた議論のためのたたき台【ＰＤＦ】 

参考資料５   自筆証書遺言の方式（全文自書）の緩和方策として考えられる例【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第１０回会議（平成２８年２月１６日開催） 議事情報 / 議事録 

【議題等】  民法（相続関係）の規律の見直しについて 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料１０ 相続法制の見直しに関する各論点の補充的な検討【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第９回会議（平成２８年１月１９日開催） 議事情報 / 議事録 

【議題等】  その他の見直しについて 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版）部会資料９ その他の見直しについて【ＰＤＦ】 

委員等提供資料 

 浅田隆委員「可分債権の取扱い（相続預金）等に関する意見」【ＰＤＦ】 

 浅田隆委員「相続預金に関する各国法令・制度」【ＰＤＦ】 

 浅田隆委員「相続預金に関する参考資料」【ＰＤＦ】 

 増田勝久委員，山田攝子委員及び金澄道子幹事「遺言執行者の権限の明確化等」【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第８回会議（平成２７年１２月１５日開催） 議事情報 / 議事録 

【議題等】  遺留分制度の見直しについて 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版）部会資料８ 遺留分制度の見直し【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第７回会議（平成２７年１１月１７日開催） 議事情報 / 議事録 

【議題等】  相続人等の貢献に応じた遺産分割を実現するための方策について 

http://www.moj.go.jp/content/001205285.txt
http://www.moj.go.jp/content/001205286.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001186428.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001186429.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/COPYOFshingi04900286.html
http://www.moj.go.jp/content/001203720.txt
http://www.moj.go.jp/content/001203721.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001183661.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001183663.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900287.html
http://www.moj.go.jp/content/001201161.txt
http://www.moj.go.jp/content/001201159.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001182269.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001182282.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900286.html
http://www.moj.go.jp/content/001199011.txt
http://www.moj.go.jp/content/001199009.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001178649.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900285.html
http://www.moj.go.jp/content/001186633.txt
http://www.moj.go.jp/content/001186631.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001172185.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001172186.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001172187.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001172188.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001172189.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900281.html
http://www.moj.go.jp/content/001184057.txt
http://www.moj.go.jp/content/001184058.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001167831.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900279.html
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議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版） 

部会資料７ 相続人等の貢献に応じた遺産分割を実現するための方策【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第６回会議（平成２７年１０月２０日開催） 議事情報 / 議事録 

【議題等】  配偶者の居住権を法律上保護するための方策等について 

議事録（TXT 版 PDF 版） 

部会資料６ 配偶者の居住権を法律上保護するための方策等【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第５回会議（平成２７年９月８日開催） 議事情報 / 議事録 

【議題等】  その他の見直しについて 

議事録（TXT 版 PDF 版） 

部会資料５ 相続法制の見直しに当たっての検討課題（４）【ＰＤＦ】 

参考資料４ 自筆証書遺言及び公正証書遺言の作成例【ＰＤＦ】 

委員等提供資料 浅田隆委員「預金債権の可分性の見直しに関する銀行実務の観点からの検討」【ＰＤＦ】 

           浅田隆委員「遺言に関する銀行実務の観点からの検討」【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第４回会議（平成２７年７月１４日開催） 議事情報 / 議事録 

【議題等】  遺留分制度の見直しについて 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版）部会資料４ 相続法制の見直しに当たっての検討課題（３）【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第３回会議（平成２７年６月１６日開催） 議事情報 / 議事録 

【議題等】  相続人等の貢献に応じた遺産分割の実現について 

議事録（ＴＸＴ ＰＤＦ）部会資料 3 相続法制の見直しに当たっての検討課題（２）【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第２回会議（平成２７年５月１９日開催） 議事情報 / 議事録 

【議題等】  配偶者の居住権を法律上保護するための方策について 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版）部会資料 2 相続法制の見直しに当たっての検討課題（１）【ＰＤＦ】 

参考資料 3 各国の相続法制に関する調査研究業務報告書【ＰＤＦ】 

法制審議会民法（相続関係）部会第１回会議（平成２７年４月２１日）開催 議事情報 / 議事録 

【議題等】  1 部会長の選出等について  2 相続法制の見直しに当たっての検討課題について 

議事録（ＴＸＴ版 ＰＤＦ版）部会資料 1 相続法制の見直しに当たっての検討課題【ＰＤＦ】 

参考資料 1 相続法制検討ワーキングチーム報告書【ＰＤＦ】 

参考資料 2 これまでの改正の経緯【ＰＤＦ】 

会議用資料 法制審議会民法（相続関係）部会委員等名簿【ＰＤＦ】 

http://www.moj.go.jp/content/001184055.txt
http://www.moj.go.jp/content/001184056.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001164700.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900276.html
http://www.moj.go.jp/content/001178099.txt
http://www.moj.go.jp/content/001178098.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001162550.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900272.html
http://www.moj.go.jp/content/001177938.txt
http://www.moj.go.jp/content/001177934.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001159605.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001159606.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001159607.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001159609.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001163298.txt
http://www.moj.go.jp/content/001163296.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001153554.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900261.html
http://www.moj.go.jp/content/001159453.txt
http://www.moj.go.jp/content/001159452.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001149712.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001154122.txt
http://www.moj.go.jp/content/001154121.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001146512.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001146513.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900255.html
http://www.moj.go.jp/content/001149471.txt
http://www.moj.go.jp/content/001149467.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001143585.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001143586.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001143587.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001143588.pdf

