平成 26 年４月
公益財団法人 日本関税協会函館支部 御中
財務省関税局業務課
函館税関業務部
輸出入申告官署の自由化に係る基本的方向性等に係る説明会の開催について
謹啓 時下ますます御清祥の段、お慶び申し上げます。
また、平素から関税政策及び税関行政に御理解及び御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、財務省関税局・税関におきましては、
「規制改革実施計画」
（平成 25 年６月 14 日 閣
議決定）に「輸出通関申告官署の自由化」が盛り込まれたことを受け、一層の貿易円滑化
を図る観点から、輸入通関を含めた輸出入申告官署の自由化について検討を行っておりま
す。
また、
「日本再生加速プログラム」
（平成 24 年 11 月 30 日 閣議決定）に「電子輸出申告
の 24 時間化」が盛り込まれたことを受け、輸入申告を含めた輸出入申告の 24 時間化につ
いても併せて検討を行っております。
財務省関税局・税関としましては、輸出入申告官署の自由化及び輸出入申告の 24 時間化
の検討に当たっては、より利便性の良い制度を構築するため、輸出入者や通関業者等とい
った皆様の御意見を幅広く聞きながら検討を行っていく必要があると考えており、併せて
これらの施策に対する皆様のご理解を深めていただくため、下記のとおり説明会を開催す
ることといたしました。
つきましては、御多忙中とは存じますが、皆様におかれましては、本説明会に御出席い
ただきますようよろしくお取り計らい願います。
なお、説明資料等準備の都合がございますので、小樽会場に御出席を希望される皆様は
４月３０日（水）17 時までにＥ－Ｍａｉｌ又はＦＡＸにて函館税関業務部管理課管理係あ
てにお申し込みいただき、他の開催会場を希望される皆様は各税関ホームページ等により
申込み期限をご確認頂き、それぞれ指定の税関担当部門あてに別紙１「説明会参加申込書」
によりお申し込みいただきますようお願いいたします。申込先（兼照会先）の税関担当部
門については、別紙２「説明会会場等一覧」を御参照ください。
また、会場スペースの関係上、お申込者多数の場合には上記期限前であっても申し込み
を締め切らせていただく場合もありますので、予め御了承ください。
敬白

記
１．開催日時・場所
別紙２「説明会会場等一覧」を御参照ください。
２．説明事項
○ 輸出入申告官署の自由化に係る基本的方向性について
○ 輸出入申告の 24 時間化について
（以 上）

別紙１

説明会参加申込書
○ 「参加希望会場」欄に「開催番号」をご記入ください。
○ 会場のスペースの都合により、各社（事業所）２名までの申し込みとさせていただきます。
（ただし、東京、成田、横浜、大阪、博多の各会場については、各社（事業所）１名までの
申し込みとさせていただきます。）
なお、上記の会場以外においても、参加者が多数となり、収容人数を超えた際は、複数名
出席の社に個別にご相談させていただくことがあります。
○ ご記入後、小樽会場に付きましては４月３０日（水）17時までに、E-Mail又はFAXにて、他の
開催会場をご希望の皆様は各税関ホームページ等により申込み期日を確認のうえそれぞれ
指定の税関に送信をお願いいたします。
○ 会場、開催番号及び担当税関等につきましては、別紙２「説明会会場等一覧」を御参照
ください。
○ 本申込書に記載いただいた個人情報は、説明会への参加確認のためのみに使用いたします。
○ 説明会にお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。

申込日
参加希望会場

平成26年

月

【

】

－

日

（別紙２にある「開催番号」をご記入ください。）

会社名
（部課名までご記入ください。）

・輸出
・輸入
事業種別

・通関業

（該当する種別に○をご記入ください。
複数回答可。）

・倉庫業
・運送業
・その他（

連絡先

）

TEL

-

-

FAX

-

-

E-Mail

フリガナ

参加者氏名

①

②

別紙2

説明会会場等一覧
開催
地区

開催日

開催時間

開催
番号

説明会会場名

説明会会場所在地

小樽

5月13日

15：00～16：00

1-1 小樽地方合同庁舎2階 大会議室

小樽市港町5-2 小樽地方合同庁舎

仙台

5月22日

13：30～14：30

2-1 マリンゲート塩釜3階 マリンホール

宮城県塩釜市港町1-4-1

4月16日

10：30～11：30

2-2 横浜税関本関庁舎7階 大会議室

神奈川県横浜市中区海岸通1-1

4月16日

13：30～14：30

2-3 横浜税関本関庁舎7階 大会議室

神奈川県横浜市中区海岸通1-1

4月15日

10：30～11：30

3-1 成田空港合同庁舎 会議室

千葉県成田市駒井野字天並野2159 成田空港合同庁舎2号棟6階

横浜

成田
4月15日

13：30～14：30

3-2 成田空港合同庁舎 会議室

千葉県成田市駒井野字天並野2159 成田空港合同庁舎2号棟6階

4月14日

10：30～11：30

3-3 東京税関本関 2階大会議室

東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎2階

4月14日

13：30～14：30

3-4 東京税関本関 2階大会議室

東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎2階

名古屋

4月23日

13：30～14：30

4-1 名古屋税関本関2階 大会議室

愛知県名古屋市港区入船2-3-12

清水

4月22日

13:30～14：30

4-2 清水港湾合同庁舎 会議室

静岡県静岡市清水区日の出町9-1 清水港湾合同庁舎5階

4月17日

13：30～14：30

5-1 大阪税関本関 第1会議室

大阪市港区築港4丁目10番3号

4月17日

15：30～16：30

5-2 大阪税関本関 第1会議室

大阪市港区築港4丁目10番3号

4月17日

10：30～11：30

5-3 関西空港税関支署 共用会議室

大阪府泉南市泉州空港南1番地 関西空港地方合同庁舎3階

東京

大阪

関空

神戸

門司

博多

熊本

沖縄

4月18日

10：30～11：30

6-1 神戸税関本関 2階講堂

神戸市中央区新港町12-1 神戸税関本関2階

4月22日

15：00～16：00

7-1 門司港湾合同庁舎1Ｆ第1会議室

福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10

4月22日

10：30～11：30

7-2 福岡港湾合同庁舎6階会議室

福岡県福岡市博多区沖浜町8-1 福岡港湾合同庁舎

4月21日

4月24日

14：00～15：00

14：00～15：00

8-1 熊本合同庁舎Ａ棟 大会議室

9-1 那覇港湾合同庁舎 共用第一会議室

税関担当部門
（申込み先兼照会先）
函館税関業務部管理課管理係
〒040-8561 北海道函館市海岸町24-4
Tel：0138-40-4251
FAX：0138-45-8872
E-mail：hkd-gyomu-kanri@customs.go.jp
横浜税関業務部管理課
〒231-8401 神奈川県横浜市中区海岸通1-1
Tel：045-212-6130
FAX：045-201-4465
E-mail：yok-gyoumuk@customs.go.jp

会場定員 参加者数

70名

80名
150名
150名
100名

東京税関業務部管理課
〒135-8615 東京都江東区青海2-7-11
Tel：03-3599-6328
FAX：03-3599-6456
E-mail：tyo-gyomu-kanri＠customs.go.jp

100名
300名
300名

名古屋税関業務部管理課
〒455-8535 愛知県名古屋市港区入船2-3-12
Tel：（052）654-4105
FAX：（052）661-2329
E-mail：nagoya-gyomu-kanri@customs.go.jp
大阪税関業務部管理課
〒552-0021 大阪府大阪市港区築港4-10-3
Tel：06-6576-3306
FAX：06-6576-2158
E-mail：osaka-gyomu-kanri@customs.go.jp
神戸税関業務部管理課
〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町12-1
Tel：078-333-3080
FAX：078-333-3132
E-mail：kobe-g-kanri@customs.go.jp
門司税関業務部管理課
〒801-8511 福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10
Tel：050-3530-8361
FAX：093-332-8397
E-mail：moji-gyomukanri@customs.go.jp

120名
45名
100名
100名
70名

200名

130名
90名

熊本市西区春日2-10-1 熊本合同庁舎A棟

長崎税関業務部管理課
〒850-0862 長崎県長崎市出島町1-36
Tel：095-828-8662
FAX：095-827-0580
E-mail：nagasaki-gyo-kanri@customs.go.jp

120名

沖縄県那覇市港町2-11-1 那覇港湾合同庁舎5階

沖縄地区税関業務部門業務管理課
〒900-0001 沖縄県那覇市港町2-11-1
Tel：098-862-9081
FAX：098-863-0390
E-mail：oki-9a-kanri@customs.go.jp

50名

【現地ご案内】
１．ＪＲ小樽駅を出て正面の坂を海に向かって下る。
２．徒歩１０分程度で小樽運河になり、これを渡ったあとの一つ目の（信号のある）交差点＝角に
コンビニ、を通り過ぎると右手に黒を基調とした新築の庁舎（小樽地方合同庁舎）が見えます
ので正面玄関からお入りください。

