
平成29年４月1日～平成30年３月31日

４月
３日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき優先評価化学物質

として指定した件（厚生労働・経済産業・環境五）

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき指定をした

優先評価化学物質の指定を取り消した件（同六）

４日 自然公園法第二十二条第三項第二号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域

ごとに指定する動植物を定める件の一部を改正する件（環境三八）

５日 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十条第一項の規定に基づく登録特定原動

機検査機関の登録の更新に関する件（経済産業・国土交通・環境二七）

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十七条において準用する同法第二十条第

一項の規定に基づく登録特定特殊自動車検査機関の登録の更新に関する件（同二八）

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針の変更の件（経済産業・環境六）

11日 粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令（厚生労働五八）

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（厚生労働一七六）

18日 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第七条第十項の規定に

基づき、指定入札機関を指定した件（経済産業一〇二）

26日 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件（環境四一）

水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件（同四二）

27日 特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令（厚生労働六〇）

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告

示（厚生労働一八六）

28日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターを指

定した件（環境四三）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令（環境八）

５月

16日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第四条第一項の

規定の承認の件（文部科学・環境一）

19日  土壌汚染対策法の一部を改正する法律（三三）

 22日  海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する件

（環境四七）

 23日  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に

係る認定の申請があった件（環境四八、四九）

 24日 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正か

つ衡平な配分に関する名古屋議定書（一〇）

30日  生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正

かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の日本国による受諾に関する件（外務一七七）

電気事業法第五十七条の二第一項の登録調査機関として登録の更新をした件（同一三二）
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６月

１日 電気事業法第五十七条の二第一項の登録調査機関として登録をした件（経済産業一三四）

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、

学校の認定を取り消した件（同一三五、一三六）

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく登録確認機関の代表者の氏名を

変更する件（海上保安庁一九）

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく登録確認機関が確認業務を行う

事業場の名称変更の件（同二〇）

２日  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律（五一）

７日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律（五三）

平成二十八規制年度における特定物質の生産量及び消費量並びに輸入量及び輸出量の算定

値の実績を告示する件（経済産業一四二）

９日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一

種使用規程の承認をした件（農林水産・環境三）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令（環境一〇）＊

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令（同一一）

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の

一部を改正する省令（同一二）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定

による届出に関する省令（同一三）

水銀処理物に含まれる水銀等の検定方法（環境五一）

金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準の一部を改正する件（同五二）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条第二項及び第四項並びに第一条の二

第十五項の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する件（同五三）

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する件（同五四）

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定め

る方法の一部を改正する件（同五五）

特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環

境大臣が定める方法の一部を改正する件（同五六）

水銀使用製品産業廃棄物等から水銀を回収する方法を定める件（同五七）

12日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の一部を改正する省令

（環境一四）

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に

排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令

（同一五）

13日 特別管理一般廃棄物等を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基

準の一部を改正する件（環境五八）

14日 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令（一六〇）

16日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（六一）＊

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律（六二）＊

23日 水銀に関する水俣条約（一八）＊



水銀に関する水俣条約の効力発生に関する件（外務二二〇）

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（厚生労働二二六）

27日 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件

（厚生労働二三一）

30日 特定悪臭物質の測定の方法の一部を改正する件（環境五九）＊

７月
４日 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則に基づく相当指定を

した件（同六六七）

６日 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく

同意の手続に関するロッテルダム条約への締約国の追加に関する件（外務二三五）

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約への締約国の追加に関する件（同二三六）

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約への締約国の追加

に関する件（同二三七）

18日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（厚生労働二四九）

19日 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正

する省令（国土交通四五）

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（厚生労働二五二）

25日 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく

自主回収の認定取消に関して公示する件（農林水産・経済産業・環境一）

26日 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出

の程度を示す係数を告示する件（同九）

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規定に基づき、電

気事業者ごとの特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す

係数及び代替する係数を公表する件（同一〇）

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づき、電気事業者ごとの調整後

排出係数を公表する件（同一一）

31日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第一項の規定に基づき、新規化学物質

の名称を公示する件（厚生労働・経済産業・環境七）

８月
９日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種

使用規程の承認をした件（農林水産・環境四）

10日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係

る認定の申請があった件（環境六四）

14日 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令の一部を改正す

る政令（二二二）

18日 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する

政令（二二五）

31日 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正

する省令（経済産業六五）

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正

する省令の一部を改正する省令（同六六）

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価



格等を定める件の一部を改正する告示（同二〇四）

９月
１日 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令

（二三三）

食品表示基準の一部を改正する内閣府令（内閣府四三）

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

（環境二一）

７日 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及

びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件（財務・厚生労働・農林水産・経済

産業・環境一一）

19日 経済産業大臣が指定する再生可能エネルギー発電設備の種類及び電気事業者を指定した件

（経済産業二一二）

26日 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件（環境七〇）

水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件（同七一）

27日 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件

（厚生労働三〇九）

28日 電気事業法施行規則等の一部を改正する省令（経済産業七七）

10月
13日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に

係る認定の申請があった件（環境七七）

16日 水銀等による環境の汚染の防止に関する計画を定める件（内閣府・総務・法務・外務・
財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一）

25日 土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（二六八）
土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令（二六九）

27日 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に
より放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部
を改正する省令（環境二三）
一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を
要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令（同二四）
特定廃棄物の埋立処分を終了する場合の措置の一部を改正する件（環境七九）

31日 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令（環境二五）
日本工業規格への適合性の認証に関する省令の一部を改正する省令（厚生労働・農林水産・経済産業
・国土交通二）
指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定
等に関する省令の一部を改正する省令（経済産業八一）
指定製造事業者の指定等に関する省令の一部を改正する省令（同八二）

11月
８日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令（環境二七）

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第四十三条第一項の
規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件
（厚生労働三三四）

14日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係

る認定の申請があった件（環境九四）

16日 特定物質に関する製造数量の許可申請期間に関する件（経済産業二五三）

20日 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件（環境九五）
水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件（同九六）

24日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（厚生労働三四〇）
28日 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達

価格等を定める件の一部を改正する件（経済産業二六五）



廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に
係る認定の申請があった件（環境九七）

29日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に
係る認定の申請があった件（環境九八）
水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件（環境九九）
水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件（同一〇〇）

30日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（厚生労働三四五）

12月
４日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種

使用規程の承認の件（厚生労働・環境二）
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規定に
基づく基本的事項の一部を改正する件（財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業
・環境二）

５日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、
第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定
める省令（環境二八）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に
係る認定の申請があった件（環境一〇一、一〇二）

13日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定め
る政令（三〇四）

20日 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規定に基づき、
電気事業者ごとの特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出
の程度を示す係数及び代替する係数を公表する件（経済産業・環境一二）

21日 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づき、電気事業者ごとの調整後排出係数
を公表する件（経済産業・環境一三）

22日 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出
の程度を示す係数を告示する件（経済産業・環境一四）

25日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（厚生労働三六一）
27日 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令（環境二九）

汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令（同三〇）
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する
省令（同三一）
環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利
用に関する法律施行規則の一部を改正する省令（同三二）
労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 
（厚生労働三六四）
労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正
する件（同三六五）

28日 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する
省令（農林水産・環境一）

４日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一
種使用規程の承認をした件（農林水産・環境一）

５日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係
る認定の申請があった件（環境一、二）

15日 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件（環境三）
水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件（同四）

24日 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める
政令（六）
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を
改正する政令（七）

26日 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令（一五）
31日 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を

定める政令（一八）
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存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（一九）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（二二）

平成30年1月



廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（二三）

２月
２日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令（環境一）
５日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（厚生労働二三）
19日 特定国内種事業に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令（農林水産・環境一）

特定国際種事業に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令（経済産業・環境一）
21日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令（三五）
22日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令（環境二）
28日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の

規定による立入検査等に関する省令の一部を改正する省令（経済産業四）
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（厚生労働三八）

３月
６日 新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に

係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに
関する基準の一部を改正する件（厚生労働・経済産業・環境一）

12日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第十六条の二第一号から第四号までに掲げる機器
が有害使用済機器となったものの再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法（環境一〇）
有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令（厚生労働・経済産業・環境一）
遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等
を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるＧＩＬＳＰ遺伝子組換え微生物
の一部を改正する件（同二九）

13日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る
認定の申請があった件（環境一一）

19日 環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更について（環境一二）
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する
基本方針の変更について（同一三）

22日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十六条、遺伝
子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の
規定により納付すべき手数料の額を定める政令並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制に
よる生物の多様性の確保に関する法律施行規則第十七条及び第二十二条の規定に基づき、
農林水産大臣が生産又は流通を所管する検査対象生物である物についての同法第十六条の主
務大臣が指定する場合等を定める件（農林水産五七六）
水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件（環境一四）
水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件（同一五）

23日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十八条第三項
の規定に基づき登録検査機関を登録した件（農林水産五九二）

28日 河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正
する件（環境二八）
海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する件
（同二九）

30日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用
する同令第九条の表ＰＦＯＳ又はその塩の項第四号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び
泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令（総務・厚生労働・経済
産業・国土交通・環境・防衛一）
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
（財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一）
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第四項に規定する新規化学物質の名称
の公示に関する省令の一部を改正する省令（厚生労働・経済産業・環境二）
ＰＦＯＳ又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条の表
ＰＦＯＳ又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める
省令を廃止する省令（同三）
新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の
項目等を定める省令の一部を改正する省令（同四）
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正
する省令（経済産業七）
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（同一六）
特定事業者又は特定連鎖化事業者のうち専ら事務所その他これに類する用途に供する工事等



を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針を定めた件の一部を改正する
件（財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一）
特定事業者のうち製造業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期
的な計画の作成のための指針を定めた件の一部を改正する件（財務・厚生労働・農林水産・
経済産業・国土交通一）
特定事業者責任比率の一部を改正する件（財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一）
再商品化義務総量の一部を改正する件（同二）
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定
する主務大臣が定める比率の一部を改正する件（同三）
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定
する主務大臣が定める比率の一部を改正する件（同四）
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定
する主務大臣が定める率の一部を改正する件（同五）
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定
する主務大臣が定める量の一部を改正する件（同六）
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定
する主務大臣が定める量の一部を改正する件（同七）
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（厚生労働一五三）
特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等
を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針を定めた件の一部を改正す
る件（厚生労働・経済産業・国土交通・環境一）
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第八条第一項第三号の規定に基づき、化学
物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも
該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と
認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の
一部を改正する件（厚生労働・経済産業・環境二）
ＰＦＯＳ又はその塩又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項
の規定により読み替えて適用する同令第九条の表ＰＦＯＳ又はその塩の項第一号から第四
号までに規定する製品でＰＦＯＳ又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り
状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき
事項の一部を改正する件（同三）
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴う
厚生労働省・経済産業省・環境省関係告示の整理に関する告示（同四）
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質
の指定を取り消した件（同五）
新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の
項目等を定める省令第二条及び第四条第四号の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及
び環境大臣が別に定める試験の一部を改正する件（同六）
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達
価格等を定める件の一部を改正する告示（経済産業五〇）
電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため
誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標の一部を改正する告示
（同五一）
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第四条第一項の規定
に基づき、同法第五条から第八条までの規定による手続を実施する再生可能エネルギー発
電設備の区分等を指定する件（同五二）
特定事業者のうち鉱業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業に属する事業の用に供する
工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針を定めた件の一部を
改正する件（同五八）
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準を定めた件の一部
を改正する件（同五九）
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規
定する主務大臣が定める量の一部を改正する件（経済産業・環境一）


