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告 示

第178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（14日）
第192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（28日）
第193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（28日）

輸 入 発 表

第９号　平成30年度「いわし」の輸入
割当て（７日）
第10号　平成30年度「にしん（太平洋

種にしんを除く。）」の輸入割当て（７日）
第11号　平成30年度「さば」の輸入割

当て（28日）

輸 入 注 意 事 項

第25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（14日）
第26号　「ハイドロフルオロカーボン（Ｈ

ＦＣ）の解釈について」の制定（28日）
第27号　輸入注意事項の廃止（28日）
第28号　「当該物質以外の物質の製造工

程において原料として使用される、モ
ントリオール議定書附属書Ａに掲げる
物質（経済産業大臣の二号承認を受
けなければならない者が輸入するもの
を除く。）、同議定書附属書Ｂに掲げる
物質（経済産業大臣の二号承認を受
けなければならない者が輸入するもの
を除く。）、同議定書附属書Ｃに掲げる
物質及び同議定書附属書Ｅに掲げる
物質（経済産業大臣の二号承認を受

けなければならない者が輸入するもの
を除く。）の輸入の確認について」の
一部改正（28日）
第29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（28日）
第30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（28日）
第31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

（28日）
第32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（28日）
第33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（28日）
第34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（28日）
第35号　「輸入公表三の７の⑷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（28日）
第36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（28日）
第37号　「輸入公表三の７の⑹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（28日）
第38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（28日）
第39号　「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（28日）
第40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⑻）の輸
入の確認について」の一部改正（28日）

関 税 割 当 公 表

第87号　平成30年度下期のとうもろこ
し（コーンスターチ用）の関税割当て

（10日）
第88号　平成30年度下期の麦芽の関税

割当て（10日）
第89号　平成30年度下期の雑豆の関税

割当て（10日）
第90号　平成30年度下期のでん粉等の

関税割当て（10日）

大 臣 官 房

・平成31年度経済産業政策の重点（11日）
・平成31年度経済産業省関係概算要求

のポイント（11日）

経済産業政策局

・不正競争防止法第16条第１項及び第３
項並びに第17条に規定する外国の国
旗又は国の紋章その他の記章及び外
国の政府若しくは地方公共団体の監
督用若しくは証明用の印章又は記号
並びに国際機関及び国際機関を表示
する標章を定める省令の一部改正に
対する意見公募要領について（３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〜遊
技場における「街なか防災備蓄プロ
ジェクト」の周知について〜（７日）

・『「スピンオフ」の活用に関する手引』
を改訂しました（10日）

・平成31年度経済産業省関係財政投融
資要求（12日）

・平成31年度主な機構・定員要求内容
について（13日）

・平成31年度税制改正に関する経済産
業省要望【概要】（18日）

・平成30年度「なでしこ銘柄」選定に
向けた取組を開始します〜「女性活
躍度調査」の実施／説明会の開催に
ついて〜（25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〜処

主 要 目 次平成30年９月分
（第18995号～第19012号）
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方薬の送達サービスにおける郵便法
の取り扱いについて〜（27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〜情
報提供者を活用した転職支援事業の
取扱いについて〜（28日）

調査統計グループ

・７月の商業動態統計速報（４日）
・７月の生産動態統計速報（鉄鋼業）（４日）
・７月の生産動態統計速報（はん用・生

産用・業務用機械工業）（４日）
・７月の生産動態統計速報（電子部品・

デバイス工業）（４日）
・７月の生産動態統計速報（非鉄金属

工業）（５日）
・７月の生産動態統計速報（金属製品

工業）（５日）
・７月の生産動態統計速報（電気機械

工業）（５日）
・７月の生産動態統計速報（情報通信

機械工業）（６日）
・７月の生産動態統計速報（輸送機械

工業）（６日）
・７月の生産動態統計速報（窯業・土

石製品工業）（６日）
・７月の生産動態統計速報（化学工業）
（６日）

・７月の生産動態統計速報（石油・石
炭製品工業）（７日）

・７月の生産動態統計速報（プラスチッ
ク製品工業）（７日）

・７月の生産動態統計速報（鉱業）（７日）
・７月の生産動態統計速報（パルプ・紙・

紙加工品工業）（10日）
・７月の生産動態統計速報（繊維工業）
（10日）

・７月の生産動態統計速報（その他の
工業）（10日）

・７月の鉱工業生産動向（確報）（21日）

通 商 政 策 局

・世耕経済産業大臣がシンガポール共
和国へ出張しました（19日）

・韓国による日本製ステンレス棒鋼に対
するアンチ・ダンピング課税措置につい
てWTO パネル設置要請を行いました

（28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７月分）（３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６月申請受付分）

（３日）
・「水産物」の輸入割当証明書の発券（12日）
・農林水産物・食品輸出促進合同チー

ムによる今後の取組について（21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８月申請受付分）

（25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８月申請受付分）

（25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８月申請受付分）（25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８月申請
受付分）（25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８月申請受付分）（25日）

・インド高速鉄道に関する第８回合同委
員会が開催されました（25日）

・外国為替令及び輸出貿易管理令の一
部を改正する政令案等に対する意見
公募要領について（27日）

・「外国為替及び外国貿易法（輸入関係）
基本通達」の一部改正（28日）

・平成29年度「無糖の味付けのり」需
要者割当て発注限度内示書（再配分）
発給要領（28日）

産業技術環境局

・指定検定機関等が有すべき技術的能
力の基準（電気計器に係る場合を除
く。）についてのガイドライン（案）に
対する意見公募要領について（３日）

・平成31年度産業技術関係概算要求の
概要（12日）

・「工業標準化法施行規則の一部を改正
する命令案等」に対する意見の募集
について（13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（26日）

製 造 産 業 局

・「PFOS又はその塩の製造設備に関す
る技術基準を定める省令を廃止する
省令（案）」に関する御意見の募集に
ついて（３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〜遊
技場における「街なか防災備蓄プロ
ジェクト」の周知について〜（７日）

・「自動車新時代戦略会議」の中間整理
を取りまとめました（13日）

・「第５回日中化学産業政策対話」を開
催しました（20日）

・韓国による日本製ステンレス棒鋼に対
するアンチ・ダンピング課税措置につ
いてWTO パネル設置要請を行いました

（28日）

商務情報政策局

・「IoT を活用した新産業モデル創出
基盤整備事業（国内消費財サプライ
チェーンの効率化）」の採択事業者を
決定しました（３日）

・「IoT を活用した新産業モデル創出
基盤整備事業（グローバルサプライ
チェーンにおける貿易手続の効率化）」
の採択事業者が決定しました（３日）

・平木経済産業大臣政務官がG20デジタ
ル経済大臣会合に出席しました（５日）

・「ビルシステムにおけるサイバー・フィ
ジカル・セキュリティ対策ガイドライン

（β版）」を取りまとめました（11日）
・「Healthcare Innovation Weeks Asia-

Japan2018」を10月９日から19日に行い
ます〜１st Well Aging Society Summit 
Asia-Japan（10月９日）等が開催〜（18日）

・「地方版 IoT推進ラボ」第四弾選定と
して19地域を選定しました！（19日）

・「自主保安高度化事業者」第１号案件
として日本エイアンドエル株式会社愛
媛工場を認定しました（19日）

・第12回産業観光まちづくり大賞経済産業
大臣賞受賞団体が決定しました（20日）

・武藤経済産業副大臣がロンバルディア
ルゼンチン共和国公共メディア・コン
テンツ・システム担当長官と会談しま
した（21日）
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・デジタルトランスフォーメーションに
向けた研究会の報告書『DX レポート
〜 IT システム「2025年の崖」の克服
とDX の本格的な展開〜』をとりまと
めました（21日）

・割賦販売法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（26日）

・割賦販売法（後払分野）に基づく監
督の基本方針の一部を改正する案に
対する意見公募要領について（27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〜処
方薬の送達サービスにおける郵便法
の取り扱いについて〜（27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〜情
報提供者を活用した転職支援事業の
取扱いについて〜（28日）

資源エネルギー庁

・石油統計速報（平成30年７月分）（６日）
・平成31年度資源・エネルギー関係概

算要求の概要（14日）
・第11回海洋立国推進功労者表彰式を

行いました（18日）
・「電気事業法施行規則」の一部改正に

対する意見公募要領について（19日）

特 許 庁

・特許庁初の知財アクセラレーションプ
ログラム「IPAS」の支援先10社を決
定しました！（６日）

・商標法第４条第１項第２号、第３号及
び第５号の規定に基づく告示に対す
る意見募集について（10日）

・平成31年度知的財産政策関係予算等
のポイント（13日）

・日 ASEAN間の知財に関する協力プ
ログラムを強化しました〜第８回日
ASEAN特許庁長官会合の結果につ
いて〜（20日）

中 小 企 業 庁

・平成30年度７月豪雨「商店街にぎわい
創出事業」の募集を開始します（４日）

・平成31年度中小企業・小規模事業者
関係概算要求等の概要（11日）

・産業競争力強化法に基づく「創業支
援等事業計画」の認定をしました（改
正法第１回）〜創業支援等事業計画
の認定自治体数が1, 393市区町村とな
りました〜（14日）

・経営革新等支援機関として新たに
1, 153機関を認定しました（14日）

・６ヶ月を越えるプレミアム付き商品券
を発行する計画を認定しました〜産
業競争力強化法の「新事業特例制度」
の活用！〜（18日）

・「平成30年度中小企業者に関する国等
の契約の基本方針」を閣議決定しま
した〜中小企業・小規模事業者向け
契約目標は55. 1％を設定〜（19日）

・「中小企業組合等共同施設等災害復旧
費補助金（商店街復旧事業）」の公募
を開始します（26日）

経 済 産 業 局

・北海道経済産業局管内経済概況（７
月分）（21日）

・関東経済産業局管内の経済動向（７
月分）（26日）

・最近の九州経済（７月分）（26日）
・東北経済産業局管内の経済動向（７

月分）（27日）
・７月の鉱工業生産動向速報〔北海道〕
（19日）

・７月の鉱工業生産動向速報〔近畿〕
（19日）

・７月の鉱工業生産動向速報〔東北〕 
（20日）

・７月の鉱工業生産動向速報〔中部〕 
（20日）

・７月の鉱工業生産動向速報〔九州〕 
（20日）

・７月の鉱工業生産動向速報〔関東〕 
（21日）

・７月の鉱工業生産動向速報〔中国〕 
（25日）

・７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）

・７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）

・７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）

・７月の四国経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（19日）

・７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）

・７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）

・７月の関東経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（21日）

・７月の中国経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（25日）

内 閣 府

・８月の月例経済報告（13日）
・７月の機械受注統計調査報告（20日）
・９月の月例経済報告（27日）

総 務 省

・７月の労働力調査（速報）（５日）
・７月の家計調査報告〈二人以上の世

帯〉（12日）

財 務 省

・７月の大阪税関管内貿易概況（４日）
・７月の神戸税関管内貿易概況（５日）
・７月中国際収支状況（速報）（18日）
・８月の貿易統計速報（26日）
・税関長公示主要外国為替相場（９月

９日〜９月15日）（７日）
・税関長公示主要外国為替相場（９月

16日〜９月22日）（14日）
・税関長公示主要外国為替相場（９月

23日〜９月29日）（21日）
・税関長公示主要外国為替相場（９月

30日〜 10月６日）（28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10月中において適用）

（25日）

人 事 異 動

・経済産業省（７日）（11日）
・経済産業省局課長名簿（21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）（10日）（11日）

（18日）（19日）
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