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輸 入 発 表

第１号　平成30年度「すけそうだら」
の輸入割当て（19日）
第２号　平成30年度「たら」の輸入割

当て（19日）
第３号　平成30年度「ほたて貝」の輸

入割当て（19日）
第４号　平成30年度「ぶり・さんま・

貝柱及び煮干し」の輸入割当て（19日）

関 税 割 当 公 表

第65号の２　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（２日）
第66号の２　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（２日）
第67号の２　平成30年度のナチュラ

ルチーズの関税割当て（２日）
第68号の２　平成30年度上期の麦芽

の関税割当て（２日）
第69号の２　平成30年度の無糖ココ

ア調製品の関税割当て（２日）
第70号の２　 平 成30年 度 の ト マ ト

ピューレー・ペーストの関税割当て
（２日）
第71号の２　平成30年度のパイナッ

プル缶詰の関税割当て（２日）
第72号の２　平成30年度の「その他

の乳製品」の関税割当て（２日）
第73号の２　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
（２日）
第74号の２　平成30年度の学校等給

食用脱脂粉乳の関税割当て（２日）
第75号の２　平成30年度の無糖れん

乳の関税割当て（２日）
第76号の２　平成30年度の無機質濃

縮ホエイの関税割当て（２日）
第77号の２　平成30度の配合飼料用

ホエイ及び調製ホエイの関税割当て
（２日）
第78号の２　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
（２日）

第79号の２　平成30年度のバター及
びバターオイルの関税割当て（２日）
第80号の２　平成30年度上期の雑豆

の関税割当て（２日）
第81号の２　平成30年度上期のでん

粉等の関税割当て（２日）
第82号の２　平成30年度の落花生の

関税割当て（２日）
第83号の２　平成30年度のこんにゃ

く芋の関税割当て（２日）
第84号の２　平成30年度の調製食用

脂の関税割当て（２日）
第85号の２　平成30年度の繭及び生

糸の関税割当て（２日）

大 臣 官 房

・平成29年度「なでしこ銘柄」を選定
しました〜女性活躍推進に優れた上
場企業48社を選定！！〜（９日）

・平成29年度「新・ダイバーシティ経
営企業100選」「100選プライム」選
定企業を決定しました（９日）

経済産業政策局

・「我が国産業における人材力強化に
向けた研究会」報告書取りまとめに
向けた研究会委員等と世耕経済産業
大臣との懇談会を開催しました（４日）

・「我が国企業による海外 M＆ A研究
会報告書」及び「海外 M＆ A を経
営に活用する９つの行動」をとりま
とめました（10日）

・地域未来投資促進法に基づく連携支
援計画を承認しました（12日）

・地域未来投資促進法に基づく地方自
治体の基本計画に同意しました（12日）

・消費税の転嫁状況に関するモニタリ
ング調査（２月調査）の調査結果を
取りまとめました（12日）

・『「スピンオフ」の活用に関する手引』
を作成しました（13日）

・「我が国における健全なベンチャー
投資に係る契約の主たる留意事項」
及び「投資事業有限責任組合契約

（例）及びその解説」を取りまとめ
ました（16日）

・「将来の介護需給に対する高齢者ケ
アシステムに関する研究会」報告書
を取りまとめました〜人生100年時
代を見据えた、高齢者の就労を含む
社会参加の促進に向けて〜（18日）

調査統計グループ

・２月の商業動態統計速報（４日）
・４月の生産動態統計速報（電気機械

工業）（４日）
・４月の生産動態統計速報（情報通信

機械工業）（４日）
・４月の生産動態統計速報（輸送機械

工業）（４日）
・４月の生産動態統計速報（窯業・土

石製品工業）（４日）
・４月の生産動態統計速報（化学工業）
（４日）

・１月の第３次産業活動指数（５日）
・４月の生産動態統計速報（鉄鋼業）
（５日）

・４月の生産動態統計速報（金属製品
工業）（５日）

・４月の生産動態統計速報（はん用・
生産用・業務用機械工業）（５日）

・４月の生産動態統計速報（電子部品・
デバイス工業）（５日）

・「海外現地法人の動向（海外現地法
人四半期調査）」（概要）（６日）

・４月の生産動態統計速報（非鉄金属
工業）（６日）

・４月の生産動態統計速報（石油・石
炭製品工業）（６日）

・４月の生産動態統計速報（プラス
チック製品工業）（６日）

・２月の生産動態統計速報（パルプ・
紙・紙加工品工業）（９日）

・２月の生産動態統計速報（繊維工業）
（９日）

・２月の生産動態統計速報（その他の
工業）（９日）

・２月の生産動態統計速報（鉱業）（９日）
・第47回海外事業活動基本調査（2017

年７月調査）概要（16日）
・２月の鉱工業生産動向（確報）（25日）
・２月の特定サービス産業動態統計確

報（26日）

主 要 目 次平成30年４月分
（第18889号～第18908号）
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通 商 政 策 局

・WTO・電子商取引に関する第１回
有志国会合を開催しました（５日）

・世耕大臣が大阪府に出張しました
（６日）

・韓国による日本製空気圧伝送用バル
ブに対するアンチダンピング課税措
置がWTO協定違反と判断されまし
た〜 WTO紛争処理小委員会報告書
が公表されました〜（19日）

・世耕経済産業大臣が鍾山中華人民共
和国商務部部長及び張勇中華人民共
和国国家発展改革委員会副主任（閣
僚級）と会談を行いました（25日）

・WTO・電子商取引に関する第２回
有志国会合を開催しました（27日）

貿易経済協力局

・関税割当てを受けた者の氏名等の公
表について（平成29年度第２次公表
分）（平成29年12月申請受付分）（２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１月申請受付
分）（２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月申請受付分）

（２日）
・関税割当てを受けた者の氏名等の公

表について（平成29年度下期第２次
公表分）（平成30年２月申請受付分）

（２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月申請受付分）
（２日）

・関税割当てを受けた者の氏名等の公
表について（平成29年度下期第２次
公表分）（平成30年２月申請受付分）

（２日）
・大韓民国産及び中華人民共和国産の

炭素鋼製突合せ溶接式継手に係る不
当廉売関税の賦課に関する調査結果
報告書を取りまとめました（４日）

・「我が国企業による海外 M＆ A研究
会報告書」及び「海外 M＆ A を経
営に活用する９つの行動」をとりま
とめました（10日）

・「太平洋種にしん」の輸入割当証明
書の発券（12日）

・「輸入公表三の７の（10）に基づく
経済産業大臣の輸入に関する確認に
ついて」の一部改正案等に対する意
見募集について（13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３月申請
受付分）（24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３月申請受
付分）（24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３月申請受付分）（24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３月申請受
付分）（24日）

・経済上の連携に関する日本国とフィ
リピン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３月申請受付分）

（24日）
・日本国とスイス連邦との間の自由な

貿易及び経済上の連携に関する協定
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３月
申請受付分）（24日）

・経済上の連携に関する日本国とペ
ルー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３月申請受付分）

（24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３月申請受付分）

（24日）
・中華人民共和国産電解二酸化マンガ

ンに係る不当廉売関税の課税期間の
延長に関する調査を開始します（26日）

・平成29年度「いか」の輸入割当証明
書の発券（27日）

・「干しのり」の輸入割当証明書の発
券（27日）

・「無糖の味付けのり」の輸入割当証
明書の発券（27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

（27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３月分）〜マイ
クロ O リング、製品・サービスの
説明書などの文書管理効率化、家庭
用ヒートポンプ給湯機、たばこライ
ター及び多目的ライターの幼児対策

（チャイルドレジスタンス機能）な
どのJIS を制定・改正〜（10日）

・光触媒の新たな性能評価法に関する
国際標準が発行されました〜戦略的
な国際標準化を通じた、日本製品の
市場拡大を目指して〜（12日）

・「温室効果ガス削減貢献定量化ガイ
ドライン」を策定しました（13日）

・グリーン建材（木材・プラスチック
再生複合材（WPRC））に関する国
際標準が発行されました〜日本発の
国際標準を発行、海外市場の獲得に
向けて〜（16日）

・特定工場における公害防止組織の整
備に関する法律施行令の一部を改正
する政令案 に対する意見公募要領
について（20日）

製 造 産 業 局

・「宇宙ビジネス投資マッチング・プ
ラットフォーム（S-Matching）」投
資家・事業会社の初期メンバーを発
表します（３日）

・大韓民国産及び中華人民共和国産の
炭素鋼製突合せ溶接式継手に係る不
当廉売関税の賦課に関する調査結果
報告書を取りまとめました（４日）

・「ロボットシステムインテグレータ
（ロボット SIer）」を紹介する特設
ページと広報コンテンツを作成しま
した（10日）

・フロン類算定漏えい量報告・公表制
度による平成28（2016）年度フロン
類算定漏えい量の集計結果を取りま
とめました（11日）

・産業競争力強化法に基づき株式会社
BANDAI SPIRITS の事業再編計画
を認定しました（12日）

・自動車産業におけるモデル利用の
あり方に関する研究会今後の方針

『SURIAWASE2. 0の深化』をとり
まとめました（17日）
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・韓国による日本製空気圧伝送用バル
ブに対するアンチダンピング課税措
置がWTO協定違反と判断されまし
た〜 WTO紛争処理小委員会報告書
が公表されました〜（19日）

・中華人民共和国産電解二酸化マンガ
ンに係る不当廉売関税の課税期間の
延長に関する調査を開始します（26日）

・「第８回ロボット大賞」の募集を開
始します（27日）

商務情報政策局

・LP ガス容器及び冷凍設備等におい
て新技術の活用が容易になります
〜ファスト・トラック制度により安
全性が確認され規格が公開されまし
た〜（３日）

・買物レシートデータを活用したアプ
リコンテストを開催しました〜デー
タ活用を通じた豊かな買物体験の実
現に向けて〜（３日）

・「ドラッグストア スマート化宣言」
を策定しました〜サプライチェーン
に内在する社会課題の解決に向けて〜

（９日）
・大串大臣政務官がG ７イノベーショ

ン大臣会合に出席しました（11日）
・リスクアセスメントを効果的に行っ

ている22社の取組をまとめました〜
事業所における安全性対策の向上に
向けて〜（11日）

・不正アクセス行為の発生状況及びア
クセス制御機能に関する技術の研究
開発の状況を取りまとめました（11日）

・保育現場のICT化・自治体手続等標
準化検討会の報告書を取りまとめま
した（12日）

・産業競争力強化法に基づき小樽ベイ
シティ株式会社の事業再編計画を認
定しました（12日）

・「カメラ画像利活用ガイドブック
ver2. 0」を策定しました（13日）

・割賦販売法の一部を改正する法律附
則第５条第６項の権利の実行に関す
る政令案等に対する意見公募要領に
ついて（16日）

・第13次鉱業労働災害防止計画を策定
しました！（16日）

・「キャッシュレス・ビジョン」「クレ
ジットカードデータ利用に係るAPI
ガイドライン」を策定しました（17日）

・【ＬＰガス】宮城県内でガス漏えい
爆発事故（軽傷２名）が発生しました

（19日）

電力・ガス取引
監 視 等 委 員 会

・電力・ガス取引監視等委員会送配電
網の維持・運用費用の負担の在り方
検討ワーキング・グループ中間とり
まとめ（案）に対する意見公募要領
について（26日）

資源エネルギー庁

・石油統計速報（平成30年２月分）（９日）
・「総合資源エネルギー調査会省エネ

ルギー・新エネルギー分科会省エネ
ルギー小委員会　工場等判断基準
ワーキンググループ」の議論が取り
まとめられました（12日）

・日・インド間の原子力協力に関する
作業部会を開催しました（12日）

・電気事業者ごとの基礎排出係数及び
調査後排出係数の算出及び公表につ
いての改正案に対する意見の募集（パ
ブリックコメント）について（16日）

・「総合資源エネルギー調査会省エネ
ルギー・新エネルギー分科会省エネ
ルギー小委員会火力発電に係る判断
基準ワーキンググループ」の議論が
取りまとめられました（16日）

・「エネルギー小売事業者の省エネガ
イドライン検討会」の議論が取りま
とめられました（18日）

・西銘経済産業副大臣が国際エネル
ギー・フォーラム（IEF）閣僚会合
に出席しました（23日）

・平木経済産業大臣政務官がオースト
ラリアに出張しました（25日）

特 許 庁

・特許審査官が用いる検索機能が利用
可能になります〜特許情報プラット
フォーム（J-PlatPat）の新機能につ
いて〜（３日）

・ベンチャーエコシステム活性化に向
けた３つの知的財産コンテンツを取
りまとめました（13日）

・平成30年度「知財功労賞」の受賞者
を決定しました（18日）

・特許庁、子ども向け新 Web サイト
をオープンします（18日）

中 小 企 業 庁

・小規模企業共済制度の平成30年度付
加共済金の支給率について（２日）

・「我が国産業における人材力強化に
向けた研究会」報告書取りまとめに向
けた研究会委員等と世耕経済産業大
臣との懇談会を開催しました（４日）

・「中小企業の災害対応の強化に関す
る研究会」の中間報告書の概要につ
いて（11日）

・「はばたく中小企業・小規模事業者
300社」及び「はばたく商店街30選」
を選定しました（11日）

・消費税の転嫁状況に関するモニタリ
ング調査（２月調査）の調査結果を
取りまとめました（12日）

・2018年版中小企業白書・小規模企業
白書をまとめました（27日）

経 済 産 業 局

・「ロボットシステムインテグレータ
（ロボット SIer）」を紹介する特設
ページと広報コンテンツを作成しま
した（10日）

・中部経済産業局管内の最近の総合経
済動向（２月分）（18日）

・中国経済産業局管内経済動向（２月分）
（18日）

・最近の九州経済（２月分）（18日）
・関東経済産業局管内の経済動向（２

月分）（23日）
・四国経済産業局管内の経済動向（２

月分）（25日）
・北海道経済産業局管内経済概況（２

月分）（26日）
・近畿経済産業局管内経済動向（２月

分）（27日）
・２月の鉱工業生産動向速報〔近畿〕
（16日）

・２月の鉱工業生産動向速報〔中部〕
（17日）

・２月の鉱工業生産動向速報〔中国〕
（17日）

・２月の鉱工業生産動向速報〔九州〕
（17日）

・２月の鉱工業生産動向速報〔北海道〕
（18日）

・２月の鉱工業生産動向速報〔東北〕
（20日）

・２月の鉱工業生産動向速報〔関東〕
（20日）

・２月の鉱工業生産動向速報〔四国〕
（23日）

・２月の九州経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（10日）

・２月の四国経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（13日）
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・２月の中部経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（17日）

・２月の近畿経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（17日）

・２月の中国経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（17日）

・２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（19日）

・２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）

・２月の東北経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（23日）

内 閣 府

・３月の月例経済報告（３日）
・２月の機械受注統計調査報告（17日）
・４月の月例経済報告（20日）

総 務 省

・２月の全国消費者物価指数（10日）
・２月の労働力調査（速報）（11日）
・２月の家計調査報告〈二人以上の世帯〉
（12日）

・３月の全国消費者物価指数（27日）

財 務 省

・２月中国際収支状況（速報）（13日）
・３月の貿易統計速報（23日）
・３月の名古屋税関管内貿易概況（速報）
（23日）

・３月の大阪税関管内貿易概況（速報）
（23日）

・３月の東京税関管内貿易概況（速報）
（25日）

・３月の横浜税関管内貿易概況（速報）
（25日）

・３月の神戸税関管内貿易概況（速報）
（25日）

・税関長公示主要外国為替相場〔４月
８日〜４月14日〕（６日）

・税関長公示主要外国為替相場〔４月
15日〜４月21日〕（13日）

・税関長公示主要外国為替相場〔４月
22日〜４月28日〕（20日）

・税関長公示主要外国為替相場〔４月
29日〜５月５日〕（27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５月中において適用）

（25日）

そ の 他

・平成30年度優秀省エネ機器・システ
ム表彰４月２日（月）から応募受付

（２日）
・貿易取引入門�（３日）

人 事 異 動

・経済産業省（６日）（９日）
・経済産業省局課長名簿（20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（３日）（５日）（９
日）（12日）（16日）（19日）（20日）（26
日）（27日）


