九八

九九

一〇〇

一〇一

一〇二

一〇三

一〇四

日

号外

無償資金協力に係る取極
に基づく贈与の供与期限
の延長に関する口上書の
交換に関する件
一九
投資の相互促進及び相互
保護に関する日本国政府
とコートジボワール共和
国政府との間の協定の効
力発生に関する件
二五
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
対象となる中央アフリカ
共和国における平和等を
損なう行為等に関与した
者等を指定する件の一部
を改正する件
二六
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 二六 特
パレスチナ難民の子供の
ための質の高い包括的な
教育に向けた学校におけ
る学習環境強化計画のた
めの贈与に関する日本国
政府と国際連合パレスチ
ナ難民救済事業機関との
間の書簡の交換に関する
件
二九
トルクメニスタンにおけ
る医療機材供与を通じた
保健システム強化計画の
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
二九
ガイアナ共和国︑スリナ
ム 共 和 国︑ ト リ ニ ダ ー
ド・トバゴ共和国及びベ
リーズにおける医療機材

ペー
ジ

五

二

三

一

三

三

一〇五

一〇六

一〇七

一〇八

一〇九

供与を通じた保健システ
ム強化計画のための贈与
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
エジプト・アラブ共和国
における使い捨てプラス
チックのバリューチェー
ンに関する循環型経済の
実践促進支援計画のため
の贈与に関する日本国政
府と国際連合工業開発機
関との間の書簡の交換に
関する件
新型コロナウイルス感染
症その他公衆衛生上の緊
急事態へのモンゴル国の
対処能力強化計画のため
の贈与に関する日本国政
府と国際連合児童基金と
の間の書簡の交換に関す
る件
シリア・アラブ共和国に
おける北東部における食
料安全保障及び生計強化
計画のための贈与に関す
る日本国政府と国際連合
開発計画との間の書簡の
交換に関する件
スリランカ民主社会主義
共和国における新型コロ
ナウイルス感染症の流行
により帰還したスリラン
カ人移民労働者の社会経
済的再統合支援計画のた
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
ジュバ市水供給改善計画
のための贈与に関する取
極の修正に関する日本国
政府と南スーダン共和国
政府との間の書簡の交換
に関する件
二九

二九

二九

二九

二九

二九

三

三

三

四

四

四

一一〇 日本国とアメリカ合衆国
との間の相互協力及び安
全保障条約第六条に基づ
く施設及び区域並びに日
本国における合衆国軍隊
の地位に関する協定第二
十四条についての新たな
特別の措置に関する日本
国とアメリカ合衆国との
間の協定を改正する議定
書の効力発生に関する件
〇財 務 省
四八 個人向け国債の発行等に
関する省令第四条第六項
第二号に規定する中途換
金に係る個人向け国債の
買入消却に関する件
四九 政府契約の支払遅延に対
する遅延利息の率を定め
る件の一部を改正する件
五〇慺国債の発行等に関する省
五七 令第五条第十一項の規定
に基づき発行した利付国
債の発行条件等を告示
五八慺個人向け国債の発行等に
六〇 関する省令第四条第十四
項の規定に基づき発行し
た個人向け国債の発行条
件等を告示
六一 政府資金調達事務取扱規
六二 則第五条第十一項の規定
に基づき発行した政府短
期証券の発行条件等を告
示
六三 国債の発行等に関する省
令第五条第十一項の規定
に基づき発行した割引短
期国債の発行条件等を告
示
六四 政府資金調達事務取扱規
則第五条第十一項の規定
に基づき発行した政府短
期証券の発行条件等を告
示
六五 国債の発行等に関する省
令第五条第十一項の規定
に基づき発行した割引短
期国債の発行条件等を告
示

五四

五四

五三

五二

五〇

四四

五

四八

三一 特 接掤探

二

九

一〇

一〇

一〇

一〇

一〇

一〇

六六

六七

六八

六九

七〇

七一

七二

七三

七四

七五

政府資金調達事務取扱規
則第五条第十一項の規定
に基づき発行した政府短
期証券の発行条件等を告
示
一〇
国債の発行等に関する省
令第五条第十一項の規定
に基づき発行した割引短
期国債の発行条件等を告
示
一〇
財政融資資金の管理及び
運用の手続に関する規則
の規定に基づき財務大臣
が定める書式等の一部を
改正する告示
一二
日本銀行財政融資資金出
納及び計算整理規則の規
定に基づき財務大臣が定
める書式の一部を改正す
る告示
一二
財政融資資金預託金取扱
規則の規定に基づき財務
大臣が定める書式の一部
を改正する告示
一二
出納官吏事務規程第十四
条及び第十六条に規定す
る外国貨幣換算率を定め
る等の件の一部を改正す
る件
一八
酒類業構造転換支援事業
費補助金の交付に関する
事務を国税庁長官に委任
した件
一九
大韓民国を原産地とする
炭酸二カリウムについて
関税定率法第八条第九項
の規定により暫定的な不
当廉売関税を課すること
が決定した件
二四
輸出統計品目表及び輸入
統計品目表を定める等の
件の一部を改正する件
二四
国債証券買入銷却法第一
条の規定による国債の買
入消却に関する件
二六

五五

二九

九

五五

52

52

54

六

五一

五〇

六

三

三一

54

54

65

65

30

45

52

52

52

52

52

52
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