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告 示

第210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（30日）

輸 出 注 意 事 項

第21号　「水銀に関する水俣条約の締
約国について」の一部改正（30日）

関 税 割 当 公 表

第87号の２　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（１日）

第88号の２　平成30年度下期の麦芽の
関税割当て（１日）

第89号の２　平成30年度下期の雑豆の
関税割当て（１日）

第90号の２　平成30年度下期のでん粉
等の関税割当て（１日）

経済産業政策局

・コーポレート・ガバナンス・システム
に関する実務指針（CGS ガイドライン）
を改訂しました（10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〜太
陽光発電建設等請負事業者の顧客開
拓のためのビジネスマッチング行為に
ついて〜（12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（16日）

・消費税の転嫁状況に関するモニタリン
グ調査（８月調査）の調査結果を取り
まとめました（17日）

・中堅企業等施策に関する関係府省会
議が開催されました（19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〜商
標登録出願書類等を利用者自らが作
成することを支援するソフトウェアの
有償での提供について〜（22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〜旅
行業者の月額定額アプリ加入者に対
する自社が企画するバスツアーの空席
への契約行為について〜（26日）

調査統計グループ

・７月の第３次産業活動指数（２日）
・８月の生産動態統計速報（鉄鋼業） 
（３日）

・８月の生産動態統計速報（非鉄金属
工業）（３日）

・８月の生産動態統計速報（金属製品
工業）（３日）

・８月の生産動態統計速報（はん用・生
産用・業務用機械工業）（３日）

・８月の生産動態統計速報（電子部品・
デバイス工業）（４日）

・８月の生産動態統計速報（電気機械
工業）（４日）

・８月の生産動態統計速報（情報通信
機械工業）（４日）

・８月の生産動態統計速報（輸送機械
工業）（４日）

・８月の生産動態統計速報（窯業・土
石製品工業）（５日）

・８月の生産動態統計速報（化学工業）
（５日）

・８月の生産動態統計速報（パルプ・紙・
紙加工品工業）（５日）

・７月の特定サービス産業動態統計確報
（９日）

・８月の生産動態統計速報（プラスチッ
ク製品工業）（９日）

・８月の生産動態統計速報（石油・石
炭製品工業）（10日）

・８月の生産動態統計速報（繊維工業）
（10日）

・８月の生産動態統計速報（その他の
工業）（10日）

・８月の生産動態統計速報（鉱業）（10日）
・８月の商業動態統計速報（11日）
・公共サービス改革法に基づく民間競

争入札実施要項案（海外事業活動基本
調査）に対する意見の募集について

（15日）

・「海外現地法人の動向（海外現地法人
四半期調査）」（概要）（16日）

・８月の鉱工業生産動向（確報）（19日）
・８月の特定サービス産業動態統計確報
（25日）

・８月の第３次産業活動指数（29日）

通 商 政 策 局

・平木経済産業大臣政務官がG20貿易
投資大臣会合に出席しました（３日）

・世耕経済産業大臣が米国、スペイン
に出張しました（４日）

・三極貿易大臣会合共同声明が発表さ
れました（11日）

・世耕経済産業大臣兼ロシア経済分野
協力担当大臣とオレシュキン経済発
展大臣兼対日貿易経済協力担当大統
領特別代表が会談を行いました（17日）

・WTO・電子商取引に関する第６回有
志国会合を開催しました（18日）

・第３回「日ベトナム産業・貿易・エネル
ギー協力委員会」を開催しました（23日）

・中華人民共和国工業信息化部との第
２回次官級定期協議を開催しました

（結果概要）（24日）
・石川経済産業大臣政務官がイタリアに

出張しました（26日）
・第12回日・カタール合同経済委員会が

開催されました（31日）
・日 EU ハイレベル産業・貿易・経済対

話第１回会合が開催されました（31日）
・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（31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月申請受付分）

（５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年度上期第２次公表）
（平成30年７月申請受付分）（５日）

・関税割当てを受けた者の氏名等の公
表について（追加分）（平成30年７月
申請受付分）（５日）

・海外 M&Aワークショップを開催します
〜東京、大阪、福岡での開催〜（10日）

主 要 目 次平成30年10月分
（第19013号～第19034号）
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・「こんぶ」の輸入割当証明書の発券 
（12日）

・地域への外国企業誘致をサポートす
る「地域への対日直接投資サポートプ
ログラム」支援対象自治体を決定しま
した（12日）

・輸入公表三の７の⑷に基づく輸入に関
する確認書の再交付及び無効の公告

（18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９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９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９月申請受付分）（23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９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９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９月申請受付分）（23日）

・インドにおける「日本式ものづくり学校
（JIM:Japan-India Institute for Manu 
facturing）」を認定しました （23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年度上期第２次公表）

（平成30年８月申請受付分）（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８月申請受付分）
（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年度上期第２次公表）

（平成30年８月申請受付分）（30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９月分）〜光ファイバ
ケーブル機械特性試験方法、電動アシ
スト自転車などのJIS を制定・改正〜

（５日）

・「新市場創造型標準化制度」を活用し
た標準化案件を決定しました（10日）

・日本発の「自動車運転時の車道境界
逸脱防止システム」に関する国際規
格が発行されました〜交通事故のな
い社会を目指して〜（18日）

・平成30年度資源循環技術・システム
表彰の受賞者が決定しました！（19日）

・世耕経済産業大臣と解振華中華人民
共和国気候変動事務特別代表が会談
を行いました（24日）

製 造 産 業 局

・特定物質代替物質の製造数量の許可
及び輸入の承認・割当て等の運用に
ついて（２日）

・第２回鉄鋼グローバル・フォーラム閣
僚会合が開催されました（２日）

・ストックホルム条約残留性有機汚染物
質検討委員会第14回会合（POPRC14）
が開催されました（11日）

・「アジア航空機サプライチェーン
フォーラム」を開催します〜アジア大
での航空機サプライチェーンを議論〜

（11日）
・特定物質代替物質の製造数量の許可

及び輸入の承認・割当て等の運用に
係る平成31（2019）年分の内示申請
手続きについて（12日）

・平成30年度「伝統的工芸品産業功労
者等経済産業大臣表彰」の受賞者が
決定しました（23日）

・11月は伝統的工芸品月間です〜 2018
年度伝統的工芸品月間に係るイベント
が開催されます〜（23日）

・第８回ロボット大賞が決定しました！
（24日）

・「IoT やAI が可能とする新しいモビリ
ティサービスに関する研究会」中間整
理を取りまとめました（31日）

商務情報政策局

・テレワーク・デイズ 2018報告会を開
催します（１日）

・高圧ガス保安法及び関係政省令等の
運用及び解釈について（内規）の一
部を改正する規程等に対する意見募
集について（１日）

・容器保安規則等の一部を改正する省令
案等に対する意見募集について（１日）

・平成30年度高圧ガス保安活動促進週
間を実施します（２日）

・平成30年度「情報化促進貢献個人等
表彰」を決定しました〜経済産業大
臣賞の受賞結果〜（５日）

・IoT推進ラボ　第４回ビッグデータ分
析コンテストを開催します（９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〜太
陽光発電建設等請負事業者の顧客開
拓のためのビジネスマッチング行為に
ついて〜（12日）

・家電リサイクル法に基づく立入検査を
全国で一斉に実施しました（15日）

・「第12回キッズデザイン賞」が発表さ
れました（16日）

・関経済産業副大臣がフランス共和国を
訪問しました（22日）

・火薬類取締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（22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〜商
標登録出願書類等を利用者自らが作
成することを支援するソフトウェアの
有償での提供について〜（22日）

・CEATEC JAPAN 2018「Connected 
Industries」シンポジウムを開催しま
した（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〜旅
行業者の月額定額アプリ加入者に対
する自社が企画するバスツアーの空席
への契約行為について〜（26日）

・磯﨑経済産業副大臣が中国（天津）
を訪問しました（30日）

・IPAより「制御システムのセキュリティ
リスク分析ガイド」第２版が公開され
ました（30日）

・平成30年度液化石油ガス消費者保安
功績者技術総括・保安審議官表彰の
受賞者が決定しました！（31日）

資源エネルギー庁

・大串経済産業大臣政務官がアメリカ
合衆国に出張しました（１日）

・石油統計速報（平成30年８月分）（10日）
・国際エネルギースタープログラム運用

細則改正に対する意見公募要領につ
いて（10日）

・放射性廃棄物に係る重要な基礎的技
術に関する研究調査の支援等に関す
る業務における民間競争入札実施要
項（案）に係る意見募集要領について

（18日）
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・エネルギーの使用の合理化等に関す
る法律の一部を改正する法律の施行
に伴う関係政令の整備に関する政令
案等に対する意見公募要領について

（26日）

特 許 庁

・日印でPPH の実施に大筋合意しました
（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〜商
標登録出願書類等を利用者自らが作
成することを支援するソフトウェアの
有償での提供について〜（22日）

・「商標審査基準」改訂案に対する意見
募集について（29日）

・商標法施行規則の一部を改正する省
令案に対する意見募集について（29日）

・「類似商品・役務審査基準〔国際分類
第11-2019版対応〕（案）」に対する意
見募集について（31日）

中 小 企 業 庁

・公共サービス改革法に基づく民間競
争入札実施要項案（中小企業実態基
本調査）に対する意見公募要領につ
いて（15日）

・消費税の転嫁状況に関するモニタリン
グ調査（８月調査）の調査結果を取り
まとめました（17日）

経 済 産 業 局

・中部経済産業局管内の最近の総合経
済動向（７月分）（１日）

・中国経済産業局管内経済動向（７月分）
（１日）

・近畿経済産業局管内経済動向（７月分）
（９日）

・四国経済産業局管内の経済動向（７
月分）（11日）

・東北経済産業局管内の経済動向（８
月分）（17日）

・中国経済産業局管内経済動向（８月分）
（18日）

・最近の九州経済（８月分）（19日）
・関東経済産業局管内の経済動向（８

月分）（22日）
・北海道経済産業局管内経済概況（８

月分）（24日）
・中部経済産業局管内の最近の総合経

済動向（８月分）（26日）

・四国経済産業局管内の経済動向（８
月分）（29日）

・近畿経済産業局管内経済動向（８月
分）（30日）

・７月の鉱工業生産動向速報〔四国〕 
（９日）

・８月の鉱工業生産動向速報〔東北〕 
（16日）

・８月の鉱工業生産動向速報〔九州〕 
（16日）

・８月の鉱工業生産動向速報〔近畿〕 
（17日）

・８月の鉱工業生産動向速報〔中国〕 
（17日）

・８月の鉱工業生産動向速報〔北海道〕
（18日）

・８月の鉱工業生産動向速報〔関東〕 
（19日）

・８月の鉱工業生産動向速報〔中部〕 
（22日）

・８月の鉱工業生産動向速報〔四国〕 
（26日）

・８月の東北経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（16日）

・８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）

・８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）

・８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）

・８月の四国経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（17日）

・８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）

・８月の関東経済産業局管内百貨店・
スーパー販売動向速報（19日）

・８月の中部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

・８月の機械受注統計調査報告（22日）
・10月の月例経済報告（31日）

総 務 省

・８月の全国消費者物価指数（３日）
・８月の労働力調査（速報）（15日）
・８月の家計調査報告〈二人以上の世

帯〉（17日）
・９月の全国消費者物価指数（26日）

財 務 省

・８月の東京税関管内貿易概況（速報）
（２日）

・８月の名古屋税関管内貿易概況（速報）
（３日）

・８月の大阪税関管内貿易概況（速報）
（３日）

・８月の横浜税関管内貿易概況（速報）
（４日）

・８月の神戸税関管内貿易概況（速報）
（４日）

・８月中国際収支状況（速報）（18日）
・９月の貿易統計速報（24日）
・９月の東京税関管内貿易概況（速報）
（24日）

・９月の横浜税関管内貿易概況（速報）
（24日）

・９月の名古屋税関管内貿易概況（速報）
（29日）

・９月の神戸税関管内貿易概況（速報）
（29日）

・９月の大阪税関管内貿易概況（速報）
（29日）

・税関長公示主要外国為替相場（10月
７日〜 10月13日）（５日）

・税関長公示主要外国為替相場（10月
14日〜 10月20日）（12日）

・税関長公示主要外国為替相場（10月
21日〜 10月27日）（19日）

・税関長公示主要外国為替相場（10月
28日〜 11月３日）（26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11月中において適用）

（25日）

そ の 他

・貿易取引入門�（19日）

人 事 異 動

・経済産業省（５日）（10日）（24日）（25日）
・経済産業省局課長名簿（19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（２日）（４日）（５日）（11日） 

（15日）（16日）（17日）（18日）（22日）（23日）
（25日）
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