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三重県尾鷲港は開港でなくなった件

（財務省告示第１号・H29.01.04）

　三重県尾鷲港は、関税法施行令（昭和二十九年政令第

百五十号）第一条第三項の規定により平成二十九年一月

一日から開港でなくなったので、同項の規定に基づき告

示する。

武器貿易条約のベナン共和国及び大韓
民国による批准に関する件

（外務省告示第１号・H29.01.04）

　ベナン共和国政府及び大韓民国政府は、平成二十五年

四月二日にニューヨークで作成された「武器貿易条約」

の批准書を、それぞれ、平成二十八年十一月七日及び平

成二十八年十一月二十八日に国際連合事務総長に寄託

した。よって、同条約は、平成二十九年二月五日にベナ

ン共和国について、また、平成二十九年二月二十六日に

大韓民国について、それぞれ効力を生ずる。

　（平成二十八年十一月七日付け及び同年十一月二十八

日付け国際連合事務総長書簡）

感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律施行規則別表第１
の規定に基づき厚生労働大臣が指定す
る地域の一部を改正する件

（厚生労働省告示第１号・H29.01.04）

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律施行規則（平成十年厚生省令第九十九号）別表第

一の第五項の第三欄第二号の規定に基づき、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規

則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地

域（平成十六年厚生労働省告示第三百四十号）の一部を

次のように改正する。

　「カナダ（オンタリオ州を除く。）」を「カナダ」に、

「エストニア　オーストリア」を「エストニア」に、「ス

イス　スウェーデン」を「スイス」に、「タジキスタン

　ドイツ」を「タジキスタン」に、「ベルギー　ポーラ

ンド」を「ベルギー」に改める。
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平成29年度の指定食肉の安定価格を定めた件

（農林水産省告示第11号・H29.01.05）

　畜産物の価格安定に関する法律（昭和三十六年法律第百八十三号）第三条第一項の規定に基づき、平成二十九年
度の指定食肉の安定価格を次のように定めたので、同条第六項の規定に基づき、告示する。

一　畜産物の価格安定に関する法律施行規則（昭和三十六年農林省令第五十八号。以下「規則」という。）第三条第

一項第一号に規定する豚半丸枝肉一キログラム当たりの安定基準価格及び安定上位価格は、次に掲げる額（消費

税額分を含む。）とする。

　( 一 )　皮剥ぎ法により整形したもの

　　安定基準価格 四四〇円

　　安定上位価格 五九五円

　( 二 )　湯剥ぎ法により整形したもの

　　安定基準価格 四一〇円

　　安定上位価格 五五五円
二　規則第三条第二項第一号に規定する牛半丸枝肉一キログラム当たりの安定基準価格及び安定上位価格は、次に

掲げる額（消費税額分を含む。）とする。

　　安定基準価格 九〇〇円

　　安定上位価格 一、二一五円

税番別品目分類インデックス

出力対象期間 ：  平成 28年12月 31日～平成 29年1月 6日 　  平成29年 1月10日

一般的品名 貨物概要 税番 登録番号

こいの胆のう（乾燥） こいの胆のうを乾燥したもの 0511.91-110 116002976

甘草エキス 甘草の根より抽出したエキスを酸性化させ、沈殿したも

のを乾燥させたもの

1302.12-000 116006026

鶏肉調製品 鶏もも肉、オイスターソース、赤ピーマン、大豆たんぱ

く、バジル等を混合し、加熱したもの

1602.32-290 116003097

豚肉調製品 豚肉を調味液に漬け、串に刺し、蒸した後、冷凍したもの 1602.49-220 116005978

ポークエキス ポークハムエキスに、ポークハムオイル、酒精、塩、キ

サンタンガムを加えたもの

1603.00-010 116003079

いか調製品 いかをボイルした後、カットして冷凍したもの 1605.54-999 116005979

チョコレート菓子 チョコレートの殻にココア粉を含有するキャラメルク

リームを詰めた塊状のもの

1806.32-100 116003077

ココア調製品 ホワイトチョコレートの殻にチョコレートクリームを

詰めた塊状のもの

1806.32-211 116003076

ウエハー 小麦粉、ばれいしょ、砂糖、香辛料、植物油等からなる

生地を成型し焼成したもの

1905.32-000 116003062

ウエハー 小麦粉、ばれいしょ、砂糖、香辛料、植物油等からなる

生地を成型し焼成したもの

1905.32-000 116003063

たけのこ調製品 乾燥メンマをボイルした後、調味液とともに袋に充填し

たもの

2005.91-900 116003132
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蓮の実調製品 蓮の実を加熱し、砂糖、植物油を混合し、粉砕したもの 2008.19-199 116003118

ストロベリー調製品 ストロベリーに砂糖を混合し、加熱殺菌後、冷凍したも

の

2008.80-190 116002756

混合果実調製品 にんじん、濃縮オレンジ果汁、りんご、桃、パイナップ

ル、かぼちゃ、天然はちみつを加熱、混合し冷凍したもの

2008.97-221 116003087

混合果実調製品 ほうれん草、りんご、ういきょうの葉、メロン、ぶど

う、天然はちみつ及び水を加熱、混合し冷凍したもの

2008.97-221 116003086

ブルーベリー調製品 ブルーベリーに砂糖を混合し、加熱殺菌後、冷凍したも

の

2008.99-212 116002758

マンゴー調製品 マンゴーに砂糖を混合し、加熱殺菌後、冷凍したもの 2008.99-214 116002759

レイシ調製品 レイシに砂糖を混合し、加熱殺菌後、冷凍したもの 2008.99-216 116002760

桑の葉調製品 桑の葉を粉砕、蒸気処理、発酵、乾燥、熟成、焙煎等し

たもの

2008.99-259 116003088

インスタントコーヒー ぶどう糖水、やし油、インスタントコーヒー、マルトデ

キストリン等を混合したもの

2101.12-121 116003122

カレー調製品 ココナッツミルク、グリーンカレーペースト、魚醤等を

混合、調整、殺菌したもの

2103.90-210 116003187

カレー調製品 ココナッツミルク、イエローカレーペースト、魚醤等を

混合、調整、殺菌したもの

2103.90-210 116003186

混合調味料 甘しゃ糖、デキストリン、炭酸水素ナトリウム、酵母エ

キス、酵母、香辛料を混合したもの

2103.90-229 116003078

混合調味料 ココナッツミルク、レッドカレーペースト、魚醤等を混

合、調整、殺菌したもの

2103.90-229 116003185

調製食料品 砂糖、やし油、脱脂粉乳等を加熱混合し、成型した後、

破片状にしたもの

2106.90-271 116003117

調製食料品 果実等を乳酸菌発酵させ、乾燥し、粉末にしたもの 2106.90-299 116003098

香味付けワイン ぶどう酒に砂糖、果汁等を加えたもの 2205.10-000 116002987

豚脂かす 豚脂かすを粉末にしたもの 2301.10-000 116003084

豚脂かす 豚脂かすを粉末にしたもの 2301.10-000 116003083

豚脂かす 豚脂かすをミール状にしたもの 2301.10-000 116003082

農薬用中間体 化学的に単一な飽和非環式カルボン酸の酸ハロゲン化

物

2915.90-090 116003111

ジイソシアナート 化学的に単一のイソシアナート 2929.10-090 117000020

閉そく用のコンパウンド 水酸化カルシウム等から成る補修剤 3214.10-000 116002621

塗装用の充てん料 水酸化カルシウム等から成る塗装用の充てん料 3214.10-000 116002620

非耐火性調製上塗り材 水酸化カルシウム、炭酸カルシウム等をもととした非耐

火性の調製上塗り材

3214.90-000 116002623

非耐火性調製上塗り材 水酸化カルシウム、炭酸カルシウム等をもととした非耐

火性の調製上塗り材

3214.90-000 116002622

非耐火性調製上塗り材 水酸化カルシウム、炭酸カルシウム等をもととした非耐

火性の調製上塗り材

3214.90-000 116002624

落書き除去剤 落書き除去剤 3402.20-090 116006099

脂肪族アルコールエトキシ

レート

ろうの特性を有する脂肪族アルコールエトキシレート 3404.90-090 116002823
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