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告 示

第93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（２日）

輸 入 注 意 事 項

第18号　「ワシントン条約動植物及び
その派生物の輸入の承認について」
の一部改正（15日）
第19号　「輸入公表三の７の⑸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（15日）
第20号　「化学兵器の禁止及び特定物

質の規制等に関する法律第２条第５
項に規定する第一種指定物質及び第
一種指定物質を含有するものについ
て」の一部改正（15日）
第21号　「輸入公表三の７の⑽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（15日）
第22号　「輸入公表三の８の⑼の貨物

を輸入する場合の取扱いについて」
の一部改正（15日）

輸 出 注 意 事 項

第10号　「水銀に関する水俣条約の締
約国について」の一部改正（１日）
第９号　大量破壊兵器等及び通常兵器

に係る補完的輸出規制に関する輸出手
続等についての一部を改正する通達

（２日）
第11号　「希少野生動植物種の個体等

の輸出承認について」の一部改正
（15日）
第12号　「輸出貿易管理令の運用につ

いて」の一部改正（15日）

大 臣 官 房

・平成30年春の黄・藍綬褒章（８日）

経済産業政策局

・国際競争力強化に向けた日本企業の
法務機能の在り方研究会報告書を取
りまとめました（１日）

・「企業単位」の規制改革が進んでい
ます！〜グレーゾーン解消制度及び
新事業特例制度の活用結果〜（平成
30年１月〜３月）（９日）

・海外ガン・ジャンピング規制につい
ての実態と対策調査報告書を作成し
ました（10日）

・平成30年１〜３月期地域経済産業調査
（14日）

・「始動 Next Innovator 2018（グロー
バル起業家等育成プログラム）」に
参加する起業家等の公募を開始しま
した〜シリコンバレーと日本の架け
橋プロジェクト〜（15日）

・グレーゾーン解消制度に係る事業者
からの照会に対し回答がありました
〜企業間研修送出事業の取扱いにつ
いて〜（16日）

・CGS研究会（コーポレート・ガバナ
ンス・システム研究会）（第２期）
中間整理を取りまとめました（23日）

調査統計グループ

・３月の商業動態統計速報（７日）
・３月の生産動態統計速報（鉄鋼業）
（７日）

・３月の生産動態統計速報（はん用・
生産用・業務用機械工業）（７日）

・３月の生産動態統計速報（電子部
品・デバイス工業）（７日）

・３月の生産動態統計速報（情報通信
機械工業）（７日）

・３月の生産動態統計速報（輸送機械
工業）（７日）

・３月の生産動態統計速報（非鉄金属
工業）（８日）

・３月の生産動態統計速報（金属製品
工業）（８日）

・３月の生産動態統計速報（電気機械
工業）（８日）

・３月の生産動態統計速報（窯業・土
石製品工業）（８日）

・ ３月の生産動態統計速報（化学工業）
（８日）

・２月の第３次産業活動指数（９日）
・３月の生産動態統計速報（プラス

チック製品工業）（９日）
・３月の生産動態統計速報（パルプ・

紙・紙加工品工業）（９日）
・ ３月の生産動態統計速報（繊維工業）
（９日）

・３月の生産動態統計速報（石油・石
炭製品工業）（10日）

・３月の生産動態統計速報（その他の
工業）（10日）

・３月の生産動態統計速報（鉱業）
（10日）

・３月の鉱工業生産動向（確報）（22日）
・３月の特定サービス産業動態統計確報
（25日）

通 商 政 策 局

・世耕経済産業大臣兼ロシア経済分野
協力担当大臣とソコロフ・ロシア連
邦運輸大臣が会談しました（１日）

・第２回日亜貿易投資合同委員会を開
催しました（１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何立峰中華人民
共和国国家発展改革委員会主任と会
談を行いました（結果概要）（15日）

・中華人民共和国国家発展改革委員会
及び商務部との間で第三国における
日中民間経済協力に関する覚書を締
結しました（15日）

・世耕経済産業大臣が白雲揆（ペク・
ウンギュ）韓国産業通商資源部長
官と会談を行いました（結果概要）

（16日）
・世耕経済産業大臣がロシア連邦、イ

ンド、南アフリカ共和国に出張しま
した（18日）

・「G20貿易・デジタル経済大臣会合」
及び「G20持続可能な成長のための
エネルギー転換と地球環境に関する
関係閣僚会合」の開催日程を決定し
ました（25日）

・RCEP閣僚会合を７月１日に東京で
開催します（29日）

・WTO・電子商取引に関する第３回
有志国会合を開催しました（31日）

主 要 目 次平成30年５月分
（第18909号～第18929号）
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貿易経済協力局

・「外国ユーザーリスト」について（２日）
・外国為替及び外国貿易法に基づく行

政処分を行いました（２日）
・第４回「新輸出大国コンソーシアム

会議」を開催しました（２日）
・「（お知らせ）輸出貿易管理令に基づ

く承認を要しない絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の国際取引に関す
る条約附属書に掲げる種に属する動
植物等に係る輸出許可書等の申請手
続等について」の一部改正（15日）

・中華人民共和国国家発展改革委員会
及び商務部との間で第三国における
日中民間経済協力に関する覚書を締
結しました（15日）

・「国際化促進インターンシップ事業」
参加企業応募受付を開始しました
〜海外若手人材の活用で海外ビジ
ネス拡大を！〜（18日）

・地域への対日直接投資カンファレン
ス（Regional Business Conference）
開催に係るプロジェクトの採択を行
いました（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４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４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４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４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４月申請受付分）

（24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４月分）（そ
の１）（28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４月分）（そ
の２）（29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４月分）（そ
の３）（30日）

・「高度外国人材活躍企業50社」を作
成しました（30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４月分）（そ
の４・終）（31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４月分）〜安全
色及び安全標識などのJIS を改正〜

（１日）
・理工系人材需給状況に関する調査結

果を取りまとめました（１日）
・「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制

に関する法律に基づく届出等に関す
る省令の一部を改正する省令（案）」
に対する意見公 募 要領について 

（14日）
・先端医療機器（低侵襲プラズマ止血

機器）の安全性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、治療機器の輸出促進に向けて〜

（18日）
・平成30年度の工業標準化事業表彰の

公募を始めます（18日）
・「産学官共同研究におけるマッチン

グ促進のための大学ファクトブッ
ク」を取りまとめました（24日）

・将来の国際標準化活動をリードする
若手人材育成のための“ヤンプロ”
受講生を募集します（31日）

製 造 産 業 局

・「生活製品におけるIoT等のデジタ
ルツールの活用による生活の質の向
上に関する研究会」報告書を取りま
とめました（７日）

・農業競争力強化支援法に基づきセン
トラル化成株式会社の事業再編計画
を認定しました（８日）

・「宇宙産業分野における人的基盤強
化のための検討会」の報告書を取り
まとめました（14日）

・産業サイバーセキュリティ分野にお
いて日独連携に関する共同文書を公
表しました（22日）

・日本工業規格（JIS）を制定・改正
しました（平成30年５月分）〜グリー
ン建材の評価方法、衝撃緩和型畳床
などのJIS を制定・改正〜（25日）

商務情報政策局

・電子商取引に関する市場調査の結果
を取りまとめました〜国内 B to C－
EC市場規模が16. 5兆円に成長。国内
C to C－ EC市場も拡大〜（１日）

・2018年「テレワーク・デイズ」参加
登録の受付開始及び「働く、を変え
る日」テレワーク・デイズ プレイ
ベントを開催します（１日）

・「液化石油ガスの保安の確保及び取
引の適正化に関する法律及び関係政
省令の運用及び解釈について」の改
正（新規制定）に対する意見募集に
ついて（１日）

・【都市ガス】徳島県内でガス漏えい
火災事故（人的被害なし）が発生し
ました（８日）

・「 １st Well Aging Society Summit 
Asia-Japan」を開催します（９日）

・伊藤レポート 2. 0「バイオメディカ
ル産業版」（バイオベンチャーと投
資家の対話促進研究会報告書）を取
りまとめました（10日）

・「AI・データの利用に関する契約ガ
イドライン（案）」に対する意見公
募要領について（10日）

・「サイバー・フィジカル・セキュリ
ティ対策フレームワーク（案）」に
対する意見公募要領について（11日）

・総務省と経済産業省の連携チームの
検討成果を取りまとめました（14日）

・経済産業省関係特定製品の技術上の
基準等に関する省令の一部改正（案）
及び消費生活用製品安全法特定製品
関係の運用及び解釈の改正（制定）

（案）に対する意見募集について 
（14日）

・未踏 IT人材発掘・育成事業スーパー
クリエータを認定しました！（16日）

・国際相互承認に係る容器保安規則の
機能性基準の運用についての制定等
に対する意見募集について（16日）

・「購買履歴データの管理・利活用の
在り方に関する検討会」報告書を取
りまとめました〜電子レシートの可
能性と標準化の意義について合意で
きました〜（17日）

・「割賦販売法の一部を改正する法律附
則第五条第六項の権利の実行のため
の営業保証金の還付の手続等を定め
る政令」が閣議決定されました（18日）
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・６月10日〜 16日は「火薬類危害予
防週間」です！（21日）

・産業サイバーセキュリティ分野にお
いて日独連携に関する共同文書を公
表しました（22日）

・「電子商取引及び情報財取引等に関
する準則」改訂案に対する意見公募
要領について（23日）

・【LP ガス】北海道内でガス漏えい火
災事故（人的被害なし）が発生しま
した（28日）

・【LP ガス】神奈川県内でガス漏えい
火災事故（軽傷１名）が発生しました

（28日）

資源エネルギー庁

・ガス事業会計規則及びガス事業会計
規則の一部を改正する省令の一部を
改正する省令（案）に対する意見公
募要領について（１日）

・石油統計速報（平成30年３月分）
（10日）

・水素閣僚会議を開催します〜グロー
バルな水素の利活用に向けた政策プ
ラットフォーム〜（17日）

・西銘経済産業副大臣がアラブ首長国
連邦に出張しました（22日）

・第５次エネルギー基本計画策定に向
けた御意見の募集について（24日）

・「G20貿易・デジタル経済大臣会合」
及び「G20持続可能な成長のための
エネルギー転換と地球環境に関する
関係閣僚会合」の開催日程を決定し
ました（25日）

特 許 庁

・第９回日中韓デザインフォーラムを
開催します〜デザイン経営と意匠制
度の未来〜（11日）

・特許出願技術動向調査を取りまとめ
ました〜特許情報ビッグデータを分析
し、最先端技術の動向を把握する〜

（17日）

中 小 企 業 庁

・経営革新等支援機関として新たに
229機関を認定しました（９日）

・平成30年度「下請取引適正化推進月
間」における下請取引適正化推進活
動を効果的にPR するキャンペーン
標語を一般公募します（16日）

経 済 産 業 局

・東北経済産業局管内の経済動向（２
月分）（１日）

・中部経済産業局管内の最近の総合経
済動向（３月分）（18日）

・東北経済産業局管内の経済動向（３
月分）（22日）

・中国経済産業局管内経済動向（３月分）
（23日）

・最近の九州経済（３月分）（23日）
・北海道経済産業局管内経済概況（３

月分）（30日）
・関東経済産業局管内の経済動向（３

月分）（31日）
・３月の鉱工業生産動向速報〔中部〕
（17日）

・３月の鉱工業生産動向速報〔近畿〕
（17日）

・３月の鉱工業生産動向速報〔北海道〕
（21日）

・３月の鉱工業生産動向速報〔東北〕
（21日）

・３月の鉱工業生産動向速報〔中国〕
（21日）

・３月の鉱工業生産動向速報〔九州〕
（22日）

・３月の鉱工業生産動向速報〔関東〕
（24日）

・３月の鉱工業生産動向速報〔四国〕
（29日）

・３月の九州経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（16日）

・３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）

・３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）

・３月の四国経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（18日）

・３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（21日）

・３月の東北経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（21日）

・３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）

・３月の関東経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（24日）

内 閣 府

・2018年１〜３月期四半期別 GDP速報
（21日）

・ ３月の機械受注統計調査報告（23日）

総 務 省

・３月の労働力調査（速報）（11日）
・３月の家計調査報告〈二人以上の世帯〉
（17日）

財 務 省

・３月中国際収支状況（速報）（16日）
・４月の東京税関管内貿易概況（速

報）（28日）
・４月の横浜税関管内貿易概況（速

報）（28日）
・４月の名古屋税関管内貿易概況（速

報）（29日）
・４月の神戸税関管内貿易概況（速

報）（29日）
・４月の大阪税関管内貿易概況（速

報）（30日）
・税関長公示主要外国為替相場〔５月

６日〜５月12日〕（８日）
・税関長公示主要外国為替相場〔５月

13日〜５月19日〕（11日）
・税関長公示主要外国為替相場（５月

20日〜５月26日）（18日）
・税関長公示主要外国為替相場〔５月

27日〜６月２日〕（25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６月中において適用）

（25日）

そ の 他

・貿易取引入門�（16日）

人 事 異 動

・経済産業省局課長名簿（18日）
・経済産業省（28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（８日）（11日）（17
日）（18日）（23日）（30日）（31日）

・５月30日は「消費者の日」（30日）
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