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輸 出 注 意 事 項

第13号「包括承認取扱要領」の一部
改正（１日）
第14号　「麻薬又は向精神薬の原材料

の輸出承認について」の一部改正
（１日）
第15号　「漁船の輸出承認について」

の制定（11日）

経済産業政策局

・開示・対話に関する“４つの視点”
と“４つのアクション”をとりまと
めました〜企業の「稼ぐ力」向上の
ため、統合報告、ESG開示・投資を
促進します〜（１日）

・産業競争力強化法等の一部を改正
する法律の施行に伴う関係政令の
整備等及び経過措置に関する政令

（案）に対する意見公募要領につい
て（７日）

・産業競争力強化法施行規則の改正
（案）に対する意見公募要領につい
て（８日）

・事業再編の実施に関する指針の一部
を改正する告示（案）に対する意見
公募要領について（12日）

・産業競争力強化法等の一部を改正
する法律の施行に伴う経済産業省
関係省令の整備に関する省令（案）
等に対する意見公募要領について

（12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
〜薬局における営業時間外の薬剤の
受け渡しサービスの導入に係る医薬
品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律の取り
扱い〜（12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
〜相乗りマッチングサービスに係る
道路運送法の取扱い〜（13日）

・「ダイバーシティ 2. 0」の検討会提
言を取りまとめました〜ダイバー
シティ 2. 0の更なる深化に向けて〜

（18日）

・平成30年３月末までの消費税転嫁対
策の取組状況を取りまとめました

（19日）
・ESG や企業との対話に関するファ

ンドマネージャーの議論をとりまと
めました〜「アクティブ・ファンド
マネージャー宣言」を通じた、統合
報告、ESG開示・投資の活性化を目
指して〜（29日）

・「第４回営業秘密官民フォーラム」
を開催しました！（29日）

・工場立地法に基づく規制の運用状況
（平成28年度）を取りまとめました
（29日）

調査統計グループ

・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（非鉄金属
工業）（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）

・４月の商業動態統計速報（６日）
・４月の生産動態統計速報（電気機械

工業）（６日）
・４月の生産動態統計速報（情報通信

機械工業）（６日）
・４月の生産動態統計速報（輸送機械

工業）（６日）
・４月の生産動態統計速報（窯業・土

石製品工業）（６日）
・ ４月の生産動態統計速報（鉱業）（６日）
・４月の生産動態統計速報（石油・石

炭製品工業）（７日）
・３月の第３次産業活動指数（８日）
・ ４月の生産動態統計速報（化学工業）
（11日）

・ ４月の生産動態統計速報（繊維工業）
（11日）

・４月の生産動態統計速報（その他の
工業）（11日）

・ ４月の鉱工業生産動向（確報）（20日）
・４月の特定サービス産業動態統計確

報（25日）

・４月の第３次産業活動指数（28日）
・４月の生産動態統計速報（プラス

チック製品工業）
・４月の生産動態統計速報（パルプ・

紙・紙加工品工業）

通 商 政 策 局

・世耕経済産業大臣兼ロシア経済分野
協力担当大臣がロシア連邦に出張し
ました（４日）

・西銘経済産業副大臣がAPEC貿易大
臣会合へ出席しました（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
置について、日本がWTO上級委員
会に上訴しました（７日）

・世耕経済産業大臣が苗 中華人民共
和国工業信息化部部長と会談を行い
ました（結果概要）（８日）

・三極貿易大臣共同声明及び日 EU共
同声明が発表されました（11日）

・韓国による日本製ステンレス棒鋼に
対するアンチ・ダンピング措置につ
いてWTO協定に基づく協議を要請
しました（26日）

・世耕経済産業大臣兼ロシア経済分野
協力担当大臣がロシア連邦に出張し
ました（29日）

貿易経済協力局

・平成30年度「すけそうだら」の輸入
割当証明書の発券（１日）

・安全保障貿易に係る大学・研究機関
の教職員向けe－ラーニングを公開
しました（４日）

・「たら」の輸入割当証明書の発券（14日）
・海外展開戦略（リサイクル）を取り

まとめました（14日）
・輸出許可証の無効通知について（20

日）
・「工作機械の位置決め精度等の申告

値について」の一部を改正する通達
案に対する意見募集について（20日）

・「ほたて貝」の輸入割当証明書の発
券（21日）

・「ぶり・さんま・貝柱及び煮干し」
の輸入割当証明書の発券（21日）

主 要 目 次平成30年６月分
（第18930号～第18950号）
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・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５月申請
受付分）（22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５月申請受
付分）（22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５月申請受付分）（22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５月申
請受付分）（22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５月申請受付分）

（22日）
・「特定有害廃棄物等の輸出承認につ

いて」の一部改正案等に対する意見
募集について（28日）

産業技術環境局

・計量法施行規則の一部を改正する省
令案等に対する意見募集について

（４日）
・大串経済産業大臣政務官がスウェー

デン王国とデンマーク王国に出張し
ました（５日）

・海外展開戦略（リサイクル）を取り
まとめました（14日）

・武藤経済産業副大臣がG20エネル
ギー大臣会合に出席しました（22日）

・「大学発ベンチャーのあり方研究会
報告書」をとりまとめました〜大学
発ベンチャーをめぐる人材・資金・
知識の循環に向けて〜（29日）

製 造 産 業 局

・「Connected Industries」大臣懇談
会（バイオ・素材／プラント・イ
ンフラ保安）を開催しました（１日）

・「平成29年度ものづくり基盤技術の
振興施策」（ものづくり白書）をと

りまとめました（７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
置について、日本がWTO上級委員
会に上訴しました（７日）

・「ロボットシステムインテグレータ（ロ
ボット SIer）スキル標準」に準拠し
たテキストを作成しました（８日）

・インフラ点検や災害対応に活用され
るロボットの性能を評価するため
の「性能評価手順書」を取りまとめ
ました〜ロボットの社会実装に向け
た、実証・評価を加速！〜（11日）

・「宇宙ビジネス投資マッチング・プラッ
トフォーム（S-Matching）」の専用サ
イトの運営を開始します（13日）

・「コンステレーションビジネス時代
の到来を見据えた小型衛星・小型ロ
ケットの技術戦略に関する研究会」
の報告書を取りまとめました（14日）

・「Connected Industries」 大 臣 懇 談
会（スマートライフ）を開催しまし
た（19日）

・家電リサイクル法の施行状況（引取
実績）及び家電メーカー各社による
家電リサイクル実績をまとめました

（平成29年度分）（20日）
・「繊維産業における外国人技能実習

の適正な実施等のための取組」を決
定しました（25日）

・韓国による日本製ステンレス棒鋼に
対するアンチ・ダンピング措置につ
いてWTO協定に基づく協議を要請
しました（26日）

商務情報政策局

・「Connected Industries」 大 臣 懇 談
会（バイオ・素材／プラント・イン
フラ保安）を開催しました（１日）

・「産業競争力とデザインを考える研
究会」の報告書を取りまとめました

（１日）
・電気用品の技術上の基準を定める省

令の解釈について（通達）の一部改
正（整合規格の採用）に対する意見
募集について（４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
〜薬局における営業時間外の薬剤の
受け渡しサービスの導入に係る医薬
品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律の取り
扱い〜（12日）

・「攻めのIT経営銘柄2018」「IT経営注
目企業2018」を発表しました〜企業
価値向上に向けた「攻めのIT経営」
に取り組む上場会社を選定〜（13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
〜相乗りマッチングサービスに係る
道路運送法の取扱い〜（13日）

・７月１日〜７日は全国鉱山保安週間
です！（15日）

・「電気設備の技術基準の解釈」の一
部改正に対する意見の募集について

（15日）
・データセンターやクラウドインフラ

等、我が国のデータ産業を巡る事業
環境等に関する調査結果を取りまと
めました（18日）

・「Connected Industries」 大 臣 懇 談
会（スマートライフ）を開催しまし
た（19日）

・世耕経済産業大臣がフランス共和国
を訪問しました（20日）

・【都市ガス】新潟県内でガス漏えい
爆発火災事故（重傷１名）が発生し
ました（20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施行規則の一
部改正に対する意見募集について

（21日）
・タイ政府との間でスマート保安に関

する協力覚書に署名しました〜我が
国技術を活用したタイの安全性向上
に向けて〜（27日）

・【LP ガス】千葉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（27日）

・ 未来の教室」とEdTech研究会の「第
１次提言」がまとまりました（28日）

資源エネルギー庁

・大串経済産業大臣政務官がスウェー
デン王国とデンマーク王国に出張し
ました（５日）

・平木経済産業大臣政務官がアゼルバ
イジャン共和国に出張しました（12日）

・ 石油統計速報（平成30年４月分）
（13日）
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・「平成29年度エネルギーに関する年
次報告（エネルギー白書）」が閣議
決定されました（13日）

・武藤経済産業副大臣がG20エネル
ギー大臣会合に出席しました（22日）

特 許 庁

・「産業競争力とデザインを考える研究
会」の報告書を取りまとめました（１日）

・メキシコとの産業財産分野での協力を
拡大することに合意しました（15日）

・意匠分野における米国特許商標庁と
の協力関係を強化します（21日）

・グローバルな特許制度の整備に向け
て前進しました〜第11回日米欧中韓五
庁長官会合の結果について〜（22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４／四半期）（８日）

・産業競争力強化法等の一部を改正す
る法律による中小企業における経営
の承継の円滑化に関する法律の改正
に伴う中小企業における経営の承継
の円滑化に関する法律施行規則の一
部を改正する省令案に対する意見公
募要領について（13日）

・産業競争力強化法等の一部を改正す
る法律の施行のうち産業競争力強化
法（創業支援事業関係）の改正に係
る告示（案）に対する意見公募要領
について（13日）

・産業競争力強化法等の一部を改正
する法律の施行のうち中小企業等
経営強化法の改正に係る省令・告
示（案）に対する意見公募要領に
ついて（15日）

・平成30年３月末までの消費税転嫁対
策の取組状況を取りまとめました

（19日）

経 済 産 業 局

・近畿経済産業局管内経済動向（３月
分）（１日）

・四国経済産業局管内の経済動向（３
月分）（４日）

・中国経済産業局管内経済動向（４月
分）（19日）

・北海道経済産業局管内経済概況（４
月分）（20日）

・中部経済産業局管内の最近の総合経
済動向（４月分）（21日）

・最近の九州経済（４月分）（25日）
・関東経済産業局管内の経済動向（４

月分）（26日）
・東北経済産業局管内の経済動向（４

月分）（27日）
・四国経済産業局管内の経済動向（４

月分）（28日）
・近畿経済産業局管内経済動向（４月

分）（29日）
・４月の鉱工業生産動向速報〔近畿〕
（14日）

・４月の鉱工業生産動向速報〔北海道〕
（18日）

・４月の鉱工業生産動向速報〔中国〕
（18日）

・４月の鉱工業生産動向速報〔九州〕
（18日）

・４月の鉱工業生産動向速報〔東北〕
（19日）

・４月の鉱工業生産動向速報〔中部〕
（19日）

・４月の鉱工業生産動向速報〔関東〕
（22日）

・４月の鉱工業生産動向速報〔四国〕
（26日）

・４月の九州経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（12日）

・４月の近畿経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（14日）

・４月の四国経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（14日）

・４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（18日）

・４月の中国経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（18日）

・４月の東北経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（19日）

・４月の中部経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（19日）

・４月の関東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

・平成30年４〜６月の機械受注見通し
（５日）

・５月の月例経済報告（12日）
・４月の機械受注統計調査報告（18日）
・６月の月例経済報告（26日）

総 務 省

・４月の全国消費者物価指数（４日）

・４月の労働力調査（速報）（14日）
・４月の家計調査報告〈二人以上の世

帯〉（15日）
・５月の全国消費者物価指数（27日）

財 務 省

・４月の貿易統計（７日）
・４月中国際収支状況（速報）（19日）
・５月の貿易統計速報（21日）
・５月の東京税関管内貿易概況（速報）
（27日）

・５月の横浜税関管内貿易概況（速報）
（27日）

・５月の名古屋税関管内貿易概況（速
報）（27日）

・５月の神戸税関管内貿易概況（速報）
（27日）

・５月の大阪税関管内貿易概況（速報）
（27日）

・税関長公示主要外国為替相場〔６月
３日〜６月９日〕（１日）

・税関長公示主要外国為替相場（６月
10日〜６月16日）（８日）

・税関長公示主要外国為替相場（６月
17日〜６月23日）（15日）

・税関長公示主要外国為替相場（６月
24日〜６月30日）（22日）

・税関長公示主要外国為替相場（７月
１日〜７月７日）（29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７月中において適用）

（25日）

そ の 他

・貿易取引入門�（６日）

人 事 異 動

・経済産業省（１日）（７日）（８日）（11
日）（14日）（18日）（21日）（22日）（26
日）（28日）（29日）

・経済産業省局課長名簿（15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（５日）（７日）（11日）

（14日）（18日）（21日）（25日）（28日）
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