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輸 入 発 表

第５号　平成30年度「水産物」の輸入
割当て（26日）
第６号　平成30年度「こんぶ」の輸入

割当て（26日）
第７号　平成30年度「ばら干しのあおの

り及びひとえぐさ」の輸入割当て（26日）
第８号　平成30年度「あじ」の輸入割

当て（26日）

関 税 割 当 公 表

第80号の３　平成30年度上期の雑豆の
関税割当て（第２次公表）（６日）

大 臣 官 房

・経済産業省こどもデーを開催します
〜今年は過去最多、41団体が出展！〜

（３日）
・ドローン長距離飛行・運航管理の世

界初の試験拠点として「福島ロボット
テストフィールド」が一部開所します

（24日）

経済産業政策局

・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（５日）

・不正競争防止法第十八条第二項第三
号の外国公務員等で政令で定める者
を定める政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（11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〜オ
フィスビル等の最寄拠点を活用した新
たなEC小口配送サービスの実施に係
る倉庫業法の取扱いについて〜（12日）

・消費税の転嫁状況に関するモニタリン
グ調査（５月調査）の調査結果を取り
まとめました（12日）

・「産業競争力強化法」の一部改正が施
行されました（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〜美
容師による顔そりサービスの取り扱い
について〜（13日）

・「新・ダイバーシティ経営企業100選」
及び「100選プライム」の公募を開始
します〜８月２日に応募説明会を開催
します！〜（25日）

調査統計グループ

・海外現地法人の動向（海外現地法人
四半期調査）（３日）

・５月の商業動態統計速報（４日）
・５月の生産動態統計速報（鉄鋼業） 
（４日）

・５月の生産動態統計速報（非鉄金属
工業）（４日）

・５月の生産動態統計速報（金属製品
工業）（４日）

・５月の生産動態統計速報（電子部品・
デバイス工業）（４日）

・５月の生産動態統計速報（電気機械
工業）（４日）

・平成28年経済センサス－活動調査（確
報）「産業横断的集計」に関する結果
を取りまとめました（５日）

・５月の生産動態統計速報（情報通信
機械工業）（５日）

・５月の生産動態統計速報（輸送機械
工業）（５日）

・５月の生産動態統計速報（プラスチッ
ク製品工業）（５日）

・５月の生産動態統計速報（鉱業）（５日）
・５月の生産動態統計速報（はん用・生

産用・業務用機械工業）（６日）
・５月の生産動態統計速報（化学工業）
（６日）

・５月の生産動態統計速報（繊維工業）
（６日）

・５月の生産動態統計速報（窯業・土
石製品工業）（９日）

・５月の生産動態統計速報（石油・石
炭製品工業）（９日）

・５月の生産動態統計速報（パルプ・紙・
紙加工品工業）（９日）

・５月の生産動態統計速報（その他の
工業）（10日）

・５月の鉱工業生産動向（確報）（19日）
・５月の第３次産業活動指数（27日）

通 商 政 策 局

・WTO・電子商取引に関する第４回有
志国会合を開催しました（２日）

・世耕経済産業大臣がRCEP閣僚会合を
開催しました（10日）

・第５回 RCEP中間閣僚会合の共同メ
ディア声明が発表されました（10日）

・「平成30年版通商白書」をまとめました
（13日）

・武藤経済産業副大臣がフランスに出張
しました（23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30年６月分）（２日）

・平成30年度の落花生の関税割当公表
（数量公表）の一部改正（６日）

・貿易保険法施行規則の一部を改正
する省令の制定及び貿易保険法第
二十九条第一号に基づく告示の制定
に対する意見募集について（11日）

・「いか」の輸入割当証明書の発券（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４月申請受付
分）（17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６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６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６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６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６月申請受付分）（23日）

主 要 目 次平成30年７月分
（第18951号～第18971号）
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産業技術環境局

・「事業会社と研究開発型ベンチャー企
業の連携のための手引き（第二版）」
をとりまとめました（２日）

・日本工業規格（JIS）を制定・改正し
ました（平成30年６月分）〜尿吸収
製品用ポリアクリル酸系吸水性樹脂
などのJIS を制定・改正〜（３日）

・インドネシアにおける二国間クレジッ
ト制度（JCM）のプロジェクトが３件
登録されました（20日）

・「グリーンファイナンスと企業の情報開
示の在り方研究会」を設置します（27日）

・「ミッション・イノベーション　チャンピ
オンプログラム」表彰者を募集します

（27日）

製 造 産 業 局

・特定物質の規制等によるオゾン層の保
護に関する法律施行令等の一部を改
正する政令（案）に対する意見公募
要領について（２日）

・特定物質の規制等によるオゾン層の保
護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（２日）

・「新規化学物質の製造又は輸入に係る
届出等に関する省令第六条第二項及
び第九条第二項に基づき厚生労働大
臣、経済産業大臣及び環境大臣が用
途に応じて定める係数（案）」に関す
る御意見の募集について（２日）

・模倣品・海賊版対策の相談業務に関
する年次報告（2018年版）をとりまと
めました（６日）

・「経済産業省関係化学物質の審査及び
製造等の規制に関する法律施行規則
の一部を改正する省令（案）」に関す
る御意見の募集について（９日）

・「化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律」のリスク評価等に用いる

「化学物質用途分類表」及び「排出係
数一覧表」の改正（案）に関する御
意見の募集について（10日）

・「少量新規制度及び低生産量新規制度
の製造予定数量又は輸入予定数量の
確認に係る判断基準（案）」に対する
御意見の募集について（12日）

・改正オゾン層保護法附則第３条に基
づく報告徴収を実施します〜日本国
における基準限度の決定に向けて〜

（13日）

・「スペース・ニューエコノミー創造ネッ
トワーク（S-NET）」事業をより持続
的・自律的・実践的な取組みへと強
化します〜「S-NET相談窓口」の増設、

「宇宙ビジネス創出推進自治体」の公
募など〜（19日）

・「製造業における外国人材受入れに向
けた説明会」を開催しました（19日）

・「化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律の運用について」の一部
改正案に対する御意見の募集につい
て（24日）

・ドローン長距離飛行・運航管理の世
界初の試験拠点として「福島ロボット
テストフィールド」が一部開所します

（24日）
・フロン排出抑制法に基づくフロン類の

再生量等及び破壊量等の集計結果（平
成29年度分）を取りまとめました（30日）

商務情報政策局

・【都市ガス】福井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（３日）

・第２回「日本サービス大賞」の受賞者
を決定しました（４日）

・【都市ガス】愛知県内で一酸化炭素中
毒事故（軽症４名）が発生しました（６日）

・平成30年度情報化促進貢献個人等表
彰の受賞候補者の推薦公募を開始し
ます（９日）

・「スタジアム・アリーナ運営・管理計
画検討ガイドライン」を取りまとめま
した（10日）

・電子レシートの標準仕様を検証する実
験を行いました〜購買履歴データの
標準仕様とAPIを策定しました〜（10日）

・火薬類取締法施行規則の一部を改正
する省令案等に対する意見公募要領
について（11日）

・産学官からなる「キャッシュレス推進
協議会」を設立しました（11日）

・【都市ガス】東京都内でガス漏えい爆
発火災事故（負傷者１名）が発生し
ました（11日）

・「情報化月間2018」の協力者を募集し
ます（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〜オ
フィスビル等の最寄拠点を活用した新
たなEC小口配送サービスの実施に係
る倉庫業法の取扱いについて〜（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〜美
容師による顔そりサービスの取り扱い
について〜（13日）

・「AI システム共同開発支援事業」の採
択事業者が決定しました（26日）

・BrandLand JAPAN の採択プロジェ
クトが決定しました〜中小企業とプロ
デューサーがチームを組み海外展開
に挑戦〜（31日）

電力・ガス取引監視等委員会

・小売電気事業者（低圧）の契約切替
え手続をお知らせします（12日）

資源エネルギー庁

・石油統計速報（平成30年５月分）（５日）
・新しいエネルギー基本計画が閣議決

定されました（12日）
・平成29年度揮発油等の品質の確保等

に関する法律に基づく立入検査の実
施状況及び主要違反事例等をとりま
とめました（17日）

・石油産業競争力研究会報告書（18日）
・次世代燃料供給インフラ研究会報告

書⑴（20日）
・次世代燃料供給インフラ研究会報告

書⑵・終（23日）

特 許 庁

・「特許行政年次報告書2018年版」を取
りまとめました（５日）

・特許庁、こども向け夏休みイベントを
開催します（23日）

中 小 企 業 庁

・消費税の転嫁状況に関するモニタリン
グ調査（５月調査）の調査結果を取り
まとめました（12日）

・「中小企業等経営強化法」及び「中小
企業における経営の承継の円滑化に
関する法律」の一部改正が施行され
ました（13日）

経 済 産 業 局

・最近の九州経済（５月分）（20日）
・北海道経済産業局管内経済概況（５

月分）（25日）
・四国経済産業局管内の経済動向（５

月分）（27日）
・東北経済産業局管内の経済動向（５

月分）（30日）
・関東経済産業局管内の経済動向（５

月分）（30日）
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・近畿経済産業局管内経済動向（５月分）
（31日）

・５月の鉱工業生産動向速報〔近畿〕 
（18日）

・５月の鉱工業生産動向速報〔北海道〕
（19日）

・５月の鉱工業生産動向速報〔中部〕 
（19日）

・５月の鉱工業生産動向速報〔中国〕 
（19日）

・５月の鉱工業生産動向速報〔九州〕 
（19日）

・５月の鉱工業生産動向速報〔関東〕 
（23日）

・５月の鉱工業生産動向速報〔東北〕 
（24日）

・５月の鉱工業生産動向速報〔四国〕 
（25日）

・５月の九州経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（11日）

・５月の近畿経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（12日）

・５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）

・５月の中部経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（18日）

・５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）

・５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）

・５月の関東経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（23日）

・５月の東北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

・５月の機械受注統計調査報告（13日）
・７月の月例経済報告（30日）

総 務 省

・５月の労働力調査（速報）（９日）
・５月の家計調査報告〈二人以上の世帯〉
（11日）

財 務 省

・５月中国際収支状況（速報）（12日）
・６月の貿易統計速報（24日）
・６月の東京税関管内貿易概況（速報）
（31日）

・６月の横浜税関管内貿易概況（速報）
（31日）

・６月の名古屋税関管内貿易概況（速報）
（31日）

・税関長公示主要外国為替相場（７月
８日〜７月14日）（６日）

・税関長公示主要外国為替相場（７月
15日〜７月21日）（13日）

・税関長公示主要外国為替相場（７月
22日〜７月28日）（20日）

・税関長公示主要外国為替相場（７月
29日〜８月４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８月中において適用）

（25日）
・６月の全国消費者物価指数（25日）

そ の 他

・貿易取引入門�（３日）
・貿易取引入門�（27日）

人 事 異 動

・人事異動（３日）（５日）（10日）（12日） 
（13日）（17日）（19日）（20日）（23日）（25日）
（26日）

・経済産業省局課長名簿（20日）
・経済産業省幹部人事（31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）（６日）（11日）

（17日）（20日）（24日）（27日）（30日）



（第三種郵便物認可） 平成30年８月１日（水曜日）経 済 産 業 公 報（ ）12


