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告 示

第25号　輸入割当てを受けるべき貨
物の品目、輸入の承認を受けるべき
貨物の原産地又は船積地域その他貨
物の輸入について必要な事項の公表
の一部を改正する件（６日）
第26号　輸入貿易管理令第十四条た

だし書の経済産業大臣が定める場合
の一部を改正する件でお願いしま
す。（６日）

公 示

・伝統的工芸品産業の振興に関する法
律第９条第１項の規定に基づく活性
化計画の認定について（２日）

・伝統的工芸品産業の振興に関する法
律第11条第１項の規定に基づく連携
活性化計画の認定について（９日）

・伝統的工芸品産業の振興に関する法
律第９条第１項の規定に基づく活性
化計画の認定について（９日）

・伝統的工芸品産業の振興に関する法
律第13条第１項の規定に基づく支援
計画の認定について（９日）

・伝統的工芸品産業の振興に関する法
律第９条第１項の規定に基づく活性
化計画の認定について（12日）

・伝統的工芸品産業の振興に関する法
律第４条第１項の規定に基づく振興
計画の認定について（12日）

・伝統的工芸品産業の振興に関する法
律第４条第１項の規定に基づく振興
計画の認定について（14日）

・伝統的工芸品産業の振興に関する法
律第４条第１項の規定に基づく振興
計画の認定について（19日）

輸 入 発 表

第20号　平成29年度「いか」の輸入
割当て（８日）
第21号　平成29年度「太平洋種にし

ん」の輸入割当て（８日）
第22号　平成29年度「いか」の輸入

割当て（追加）（８日）

輸 入 注 意 事 項
第１号　輸入注意事項の廃止（６日）
第２号　「まぐろ（びん長まぐろ、く

ろまぐろ、みなみまぐろ及びめばち
まぐろを除くものとし、生鮮、冷蔵
又は冷凍のものに限る。）又はかじ
き（めかじきを除くものとし、生鮮、
冷蔵又は冷凍のものに限る。）を船
舶により輸入する場合の確認につい
て」の制定（６日）
第３号　「冷凍のくろまぐろ、みなみ

まぐろ、めばちまぐろ又はめかじき
を輸入する場合の確認について」の
制定（６日）
第４号　「大西洋又は地中海において

蓄養された輸入公表三の９の（２）
に掲げる国又は地域を除く国又は地
域を原産地とする生鮮又は冷蔵のく
ろまぐろの二号承認制移行につい
て」の一部改正（７日）
第５号　「「移動動物園、サーカス、動

物展、植物展、その他移動する展示
会等のためにワシントン条約附属書
Ⅰ、Ⅱ又はⅢに掲げる種に属する動
物又は植物及びこれらの動物又は植
物の派生物を国際移動する場合の輸
入手続きについて」等の廃止につい
て」の一部改正（７日）
第６号　「ワシントン条約附属書Ⅰに

掲げる植物の交配種の取扱いについ
て」の一部改正（７日）
第７号　「輸入公表三の規定による確

認申請書の取扱い及び記載要領等に
ついて」の一部改正（７日）
第８号　「輸入公表三の７の（１）に

基づく試験研究用の第一種特定化学
物質等の輸入に関する確認につい
て」の一部改正（７日）
第９号　「輸入公表三の７の（６）に

基づく経済産業大臣の輸入に関する
確認について」の一部改正（７日）
第10号　「輸入公表三の７の（７）に

基づく経済産業大臣の輸入に関する
確認について」の一部改正（７日）
第11号　「輸入公表三の７の（８）に

基づく経済産業大臣の輸入に関する
確認について」の一部改正（７日）
第12号　「冷凍したかに等の事前確認

制移行について」の一部改正（７日）

第13号　「輸入公表三の７の（12）に
基づく経済産業大臣の輸入に関する
確認について」の一部改正（７日）
第14号　「試験研究又は分析に用いら

れる、モントリオール議定書附属書
に掲げる物質（輸入公表三の７の

（10））の輸入の確認について」の一
部改正（７日）
第15号　「電子情報処理組織を使用し

て行う特定手続等の運用について」
の一部改正（26日）
第16号　「電子情報処理組織を使用し

て行う特定手続等に係る申請項目に
ついて」の一部改正（26日）
第17号　「電子許可・承認・確認に係

る貨物の税関への輸出入申告時等に
通関データベースシステムの停止が
あった場合の取扱いについて」の一
部改正（26日）

輸 出 注 意 事 項

第３号　「化学物質の輸出承認につい
て」の一部改正（16日）
第４号　「輸出貿易管理令の運用につ

いて」の一部改正（16日）
第５号「電子情報処理組織を使用して

行う特定手続等の運用について」の
一部改正（26日）
第６号　「電子情報処理組織を使用し

て行う特定手続等に係る申請項目に
ついて」の一部改正（26日）
第７号「電子許可・承認・確認に係る

貨物の税関への輸出入申告時等に通
関データベースシステムの停止が
あった場合の取扱いについて」の一
部改正（26日）
第８号　「放射性同位元素の輸出承認

について」の一部改正（26日）

関 税 割 当 公 表

第１号　平成30年度のメキシコ合衆国
を原産地とするくえん酸及びくえん
酸カルシウムの関税割当て（９日）
第２号　平成30年度の皮革及び革靴の

関税割当て（９日）
第65号　平成30年度上期のとうもろ

こし（コーンスターチ用）の関税割
当て（９日）

主 要 目 次平成30年３月分
（第18868号〜第18888号）
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第66号　平成30年度のとうもろこし
（コーンスターチ用以外）の関税割
当て（９日）
第67号　 平 成30年 度 の ナ チ ュ ラ ル

チーズの関税割当て（９日）
第68号　平成30年度上期の麦芽の関

税割当て（９日）
第69号　平成30年度の無糖ココア調

製品の関税割当て（９日）
第70号　平成30年度のトマトピュー

レー・ペーストの関税割当て（９日）
第71号　平成30年度のパイナップル

缶詰の関税割当て（12日）
第72号　平成30年度の「その他の乳

製品」の関税割当て（12日）
第73号　平成30年度の学校等給食用

以外の脱脂粉乳の関税割当て（12日）
第74号　平成30年度の学校等給食用

脱脂粉乳の関税割当て（12日）
第75号　平成30年度の無糖れん乳の

関税割当て（12日）
第76号　平成30年度の無機質濃縮ホ

エイの関税割当て（12日）
第77号　平成30年度の配合飼料用ホ

エイ及び調製ホエイの関税割当て
（12日）
第78号　平成30年度の乳幼児用調製

粉乳用ホエイ等の関税割当て（13日）
第79号　平成30年度のバター及びバ

ターオイルの関税割当て（13日）
第80号　平成30年度上期の雑豆の関

税割当て（13日）
第81号　平成30年度上期のでん粉等

の関税割当て（13日）
第82号　平成30年度の落花生の関税

割当て（13日）
第83号　平成30年度のこんにゃく芋

の関税割当て（13日）
第84号　平成30年度の調製食用脂の

関税割当て（13日）
第85号　平成30年度の繭及び生糸の

関税割当て（13日）

関税割当注意事項

第１号　平成30年度のメキシコ合衆国
を原産地とするくえん酸及びくえん
酸カルシウムの関税割当申請書及び
関税割当証明書の取扱い等（９日）
第２号　平成30年度の関税割当申請書

及び関税割当証明書の取扱い等（９日）

経済産業政策局

第４回「日本ベンチャー大賞」の受賞
者を決定しました！（15日）

・経済産業大臣認定「第四次産業革命
スキル習得講座認定制度」の初回認
定講座事業者と世耕経済産業大臣と
の懇談会を開催しました（29日）

調査統計グループ

・１月の商業動態統計速報（５日）
・１月の生産動態統計速報（鉄鋼業）
（６日）

・１月の生産動態統計速報（金属製品
工業）（６日）

・１月の生産動態統計速報（非鉄金属
工業）（７日）

・１月の生産動態統計速報（鉱業） 
（７日）

・１月の生産動態統計速報（電子部 
品・デバイス工業）（８日）

・１月の生産動態統計速報（窯業・土
石製品工業）（８日）

・１月の生産動態統計速報（プラス
チック製品工業）（９日）

・１月の生産動態統計速報（パルプ・
紙・紙加工品工業）（９日）

・12月の第３次産業活動指数（12日）
・１月の生産動態統計速報（情報通信

機械工業）（12日）
・１月の生産動態統計速報（繊維工 

業）（12日）
・１月の生産動態統計速報（はん用・

生産用・業務用機械工業）（13日）
・１月の生産動態統計速報（電気機械

工業）（13日）
・１月の生産動態統計速報（その他の

工業）（13日）
・１月の生産動態統計速報（輸送機械

工業）（14日）
・１月の生産動態統計速報（化学工 

業）（14日）
・１月の生産動態統計速報（石油・石

炭製品工業）（15日）
・１月の鉱工業生産動向（確報）（27日）
・１月の特定サービス産業動態統計確

報（29日）

通 商 政 策 局

・「協力プラン」の具体化に関する日
露ハイレベル作業部会第２回会合を
開催しました（19日）

・世耕経済産業大臣がシンガポールへ
出張しました（20日）

・平木経済産業大臣政務官がメキシコ
合衆国及びインドに出張しました

（20日）

・世耕経済産業大臣がベルギー王国へ
出張しました（22日）

・日本とインドネシア間の「日・ASEAN
包括的経済連携（AJCEP）協定」
運用開始に関するお知らせ（27日）

貿易経済協力局

・「外国為替及び外国貿易法（輸入関
係）基本通達」の一部改正（７日）

・役務取引許可証の無効通知について
（12日）

・「たらの卵」の輸入割当証明書の発
給受領者について（13日）

・「干しのり」の輸入割当証明書の発
給受領者について（13日）

・「無糖の味付けのり」の輸入割当証
明書の発給受領者について（13日）

・「のりの調製品（無糖の味付けのり
を除く。）」の輸入割当証明書の発給
受領者について（13日）

・「太平洋種にしん」の輸入割当証明
書の発給受領者について（13日）

・「いか」（追加）の輸入割当証明書の
発給受領者について（13日）

・「すけそうだら」の輸入割当証明書
の発給受領者について（13日）

・「たら」の輸入割当証明書の発給受
領者について（13日）

・「こんぶ」の輸入割当証明書の発給
受領者について（13日）

・「ばら干しのあおのり及びひとえぐ
さ」の輸入割当証明書の発給受領者
について（13日）

・「あじ」の輸入割当証明書の発給受
領者について（13日）

・「いわし」の輸入割当証明書の発給
受領者について（13日）

・「にしん（太平洋種にしんを除く。）」
の輸入割当証明書の発給受領者につ
いて（13日）

・「さば」の輸入割当証明書の発給受
領者について（13日）

・「たらの卵」の輸入割当証明書の発
給受領者について（13日）

・「干しするめ」の輸入割当証明書の
発給受領者について（13日）

・「こんぶ調製品」の輸入割当証明書
の発給受領者について（13日）

・輸入承認証の再交付及び無効の公告
（13日）

・関税割当証明書の無効公告（13日）
・関税割当てを受けた者の氏名等の公

表について（平成30年２月分）（14日）
・「干しのり」の輸入割当証明書の発券
（16日）
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・「無糖の味付けのり」の輸入割当証
明書の発券（16日）

・「のりの調製品（無糖の味付けのり
を除く。）」の輸入割当証明書の発券

（16日）
・「干しのり」の輸入割当証明書の発券
（22日）

・「無糖の味付けのり」の輸入割当証
明書の発券（22日）

・「のりの調製品（無糖の味付けのり
を除く。）」の輸入割当証明書の発券

（22日）
・経済上の連携の強化に関する日本国

とメキシコ合衆国との間の協定に基
づく関税割当てを受けた者の氏名等
の公表について（平成30年２月申請
受付分）（23日）

・戦略的な経済上の連携に関する日本
国とチリ共和国との間の協定に基づ
く関税割当てを受けた者の氏名等の
公表について（平成30年２月申請受
付分）（23日）

・経済上の連携に関する日本国とタイ
王国との間の協定に基づく関税割当
てを受けた者の氏名等の公表につい
て（平成30年２月申請受付分）（23日）

・経済上の連携に関する日本国とイン
ドネシア共和国との間の協定に基づ
く関税割当てを受けた者の氏名等の
公表について（平成30年２月申請受
付分）（23日）

・経済上の連携に関する日本国とベト
ナム社会主義共和国との間の協定に
基づく関税割当てを受けた者の氏名
等の公表について（平成30年２月申
請受付分）（23日）

・経済上の連携に関する日本国とオー
ストラリアとの間の協定に基づく関
税割当てを受けた者の氏名等の公表
について（平成30年２月申請受付分）

（23日）
・輸入公表三の７の（12）に基づく輸

入に関する確認書の無効通知につい
て（30日）

・第25回アジア輸出管理セミナーが開
催されました（30日）

産業技術環境局

・日本工業規格（JIS）を制定・改正し
ました（平成30年２月分）〜アクセ
シブルデザイン－消費生活用製品の
音声案内などのJIS を制定・改正〜

（５日）

・大学発ベンチャーに関する調査結果
を取りまとめ、データベースの運用
を開始しました（28日）

・小型家電リサイクル法に基づく再資
源化事業計画を認定しました（28日）

製 造 産 業 局

・平成28年度 PRTR データの集計結
果を取りまとめました〜第一種指定
化学物質の排出量・移動量の集計結
果等〜（27日）

・「日独産業政策局長級対話」を開催
しました（29日）

商務情報政策局

・ガス事業法施行規則等及び鉱山保安
法施行規則等の一部を改正する省令
案に対する意見募集について（１日）

・【都市ガス】静岡県内でガス漏えい
火災事故（人的被害なし）が発生し
ました（１日）

・「第13次鉱業労働災害防止計画」の
策定に対する意見募集について（２日）

・「健康経営銘柄2018」に26社を選定
しました！（８日）

・【ＬＰガス】栃木県内でガス漏えい
火災事故（人的被害なし）が発生し
ました（14日）

・ファッション政策懇談会において
「政策提言」を取りまとめました〜官
民連携にて「若手デザイナー支援コ
ンソーシアム」を設立します〜（15日）

・健康経営優良法人2018認定法人が認
定されました！〜大規模法人部門
541法人、中小規模法人部門775法人
を認定〜（15日）

・「おもてなし規格認証」　紫認証の初
取得事業所（６件）が発表されまし
た（22日）

・情報セキュリティサービス基準及び
情報セキュリティサービスに関する
審査登録機関基準を策定しました

（23日）
・クレジットカード取引におけるセ

キュリティ対策の強化に向けた実行
計画2018（「実行計画2018」）を取り
まとめました〜国際水準のクレジッ
トカード決済環境の整備を進めます〜

（27日）
・経済産業大臣認定「第四次産業革命

スキル習得講座認定制度」の初回認
定講座事業者と世耕経済産業大臣と
の懇談会を開催しました（29日）

・大学等におけるサービス経営人材育
成の取組強化に向けた宣言2018が採
択されました！〜サービス経営人材
育成大学サミット 2018 〜（30日）

・第５回「IoT Lab Selection」を開催
し、受賞者を選定・表彰しました！

（30日）
・【ＬＰガス】東京都内でガス漏えい

火災事故（人的被害なし）が発生し
ました（30日）

・【都市ガス】京都府内でガス漏えい
火災事故（人的被害なし）が発生し
ました（30日）

資源エネルギー庁

・船舶の燃料油環境規制に伴う需給見
通しと今後の取組の方針が示されま
した〜第３回燃料油環境規制対応連
絡調整会議の結果報告〜（５日）

・石油統計速報（平成30年１月分） 
（14日）

・「電気事業法施行規則等の一部を改
正する省令案」に対する意見の募集
について（15日）

・「協力プラン」の具体化に関する日
露ハイレベル作業部会第２回会合を
開催しました（19日）

・我が国企業がアブダビ海上油田の権
益を獲得しました（20日）

・日本水素ステーションネットワーク
合同会社が設立されました〜 11社
協業により水素ステーションの整備
を加速〜（29日）

特 許 庁

・平成29年度審査の質についてのユー
ザー評価調査報告書を公表します

（７日）
・１月の鉱工業生産動向速報〔東北〕
（20日）

・第36回三極特許庁長官会合が開催さ
れました（30日）

中 小 企 業 庁

・官公需適格組合証明・取消状況（平
成29年度第３／四半期）（１日）

・「第４回全国創業スクール選手権」
の受賞者が決定しました！（19日）

・平木経済産業大臣政務官がメキシコ
合衆国及びインドに出張しました

（20日）
・経営革新等支援機関として新たに

352機関を認定しました（22日）
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経 済 産 業 局

・30周 年 記 念「WIPO ハ イ レ ベ ル
フォーラム」を開催しました〜ジャ
パンファンドの協力の方向性につい
て議論〜（20日）

・近畿経済産業局管内経済動向（12月
分）（１日）

・東北経済産業局管内の経済動向（12
月分）（２日）

・四国経済産業局管内の経済動向（12
月分）（２日）

・中国経済産業局管内経済動向（12月
分）（５日）

・東北経済産業局管内の経済動向（１
月分）（22日）

・関東経済産業局管内の経済動向（１
月分）（22日）

・北海道経済産業局管内経済概況（１
月分）（26日）

・中部経済産業局管内の最近の総合経
済動向（１月分）（27日）

・中国経済産業局管内経済動向（１月
分）（27日）

・最近の九州経済（１月分）（27日）
・近畿経済産業局管内経済動向（１月

分）（28日）
・四国経済産業局管内の経済動向（１

月分）（29日）
・１月の鉱工業生産動向速報〔北海 

道〕（19日）
・１月の鉱工業生産動向速報〔中部〕
（19日）

・１月の鉱工業生産動向速報〔近畿〕
（19日）

・１月の鉱工業生産動向速報〔中国〕
（19日）

・１月の鉱工業生産動向速報〔関東〕
（20日）

・１月の鉱工業生産動向速報〔九州〕
（20日）

・１月の鉱工業生産動向速報〔四国〕
（26日）

・１月の近畿経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（19日）

・１月の北海道経済産業局管内百貨
店・スーパー販売動向速報（20日）

・１月の東北経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（20日）

・１月の関東経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（20日）

・１月の中部経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（20日）

・１月の中国経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（22日）

・１月の四国経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（22日）

・１月の九州経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（22日）

内 閣 府

・2017年10 〜 12月期四半期別 GDP速
報（１日）

・平成30年１〜３月の機械受注見通し
（２日）

・２月の月例経済報告（15日）
・１月の機械受注統計調査報告（30日）

総 務 省

・１月の家計調査報告〈二人以上の世
帯〉（20日）

・１月の全国消費者物価指数（22日）
・１月の労働力調査（速報）（23日）

財 務 省

・１月中国際収支状況（速報）（19日）
・２月の貿易統計速報（28日）
・２月の東京税関管内貿易概況（速報）
（28日）

・２月の横浜税関管内貿易概況（速報）
（28日）

・２月の名古屋税関管内貿易概況（速報）
（28日）

・２月の大阪税関管内貿易概況（速報）
（28日）

・２月の神戸税関管内貿易概況（速報）
（28日）

・税関長公示主要外国為替相場〔３月
４日〜３月10日〕（２日）

・税関長公示主要外国為替相場〔３月
11日〜３月17日〕（９日）

・税関長公示主要外国為替相場〔３月
18日〜３月24日〕（16日）

・税関長公示主要外国為替相場〔３月
25日〜３月31日〕（23日）

・税関長公示主要外国為替相場〔４月
１日〜４月７日〕（30日）

日 本 銀 行

・基準外国為替相場及び裁定外国為替
相場（平成30年４月中において適用）

（26日）

そ の 他

・貿易取引入門�（15日）

人 事 異 動

・人事異動〔経済産業省〕（２日）（14日）
（27日）

・経済産業省局課長名簿（16日）

消 費 者 庁

・消費生活用製品の重大製品事故に係
る公表について（２日）（７日）（14日）

（15日）（19日）（20日）（26日）（29日）


