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公益財団法人 日本関税協会
JAPAN TARIFF ASSOCIATION

AN OUTLINE OF JAPAN CUSTOMS

青木一郎 著

税関・関税の役割と全体像、そして「今」を解説！
TPPを巡る各国の動向が注目を集めているが、主要なテーマに関税が
ある。その関税を所掌する税関は、安全・安心の確保や貿易円滑化をも
使命とし、時代の要請に応えるべく多様な業務を展開している。
本書は、関税制度や税関業務について、歴史的な沿革や制度の外延に
も触れながら、平易に全体像を解説している。また、関係する条約や国際
機関、AEO制度等による貿易円滑化の促進、経済連携協定の活用方法
等を紹介し、直近の話題であるTPP11にも言及している。
貿易関係者を始め、行政や教育研究関係、公務員志望者への好適書。

〔本書の内容〕

（著者） 青木  一郎

定価：本体2,700円＋税 ／ A5判442頁

2018年2月発行

名古屋市出身。東京大学法学部卒。大蔵省入省。スタンフォード
大学客員研究員、内閣官房行政改革推進本部事務局次長、大阪
税関長、内閣官房内閣審議官、東京税関長等を歴任。

第1章　税関とは
第2章　課税業務
第3章　通関業務
第4章　監視取締業務
第5章　関連業務
第6章　条約・国際機関
第7章　貿易円滑化への取組み
第8章　FTA・EPAの利用促進
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「関税定率法等の一部を 
改正する法律案」について 

参考：財務省ホームページ 

 

１．法律案の概要 

（1）暫定税率の適用期限の延長等 

○ 暫定税率（392品目）及びそれに伴う農産品に係る特別緊急関税制度等について、適用期限を平成30年

度末まで１年延長。 

 

（2）個別品目の基本税率等の見直し 

○ 国際競争力維持、消費者利益等の観点から、ラミー糸、剣道用の小手の基本税率を無税化。 

○ 民間事業者等の事務負担軽減、貿易円滑化の観点から、化粧品等の一部品目について分類を簡素化し税

率を統一。 

 

（3）特恵関税制度の見直しに伴う基本税率の無税化等 

○ 特恵税率の適用除外要件の見直し（平成29年度関税改正）を踏まえ、国際競争力維持の観点から、ジス

プロシウム鉄合金、オキシ塩化ジルコニウム等６品目の基本税率を無税化。 

○ 今後、特恵適用除外国からの迂回輸入が増加する可能性を踏まえ、原産性の確認を徹底する観点から、

特恵適用貨物に対する事後確認手続等の規定を整備。 

 

（4）金の密輸入に対応するための罰則の引上げ 

○ 金の密輸入に対する抑止効果を高め、密輸入者等を一層厳正に処分するため、無許可輸出入罪等の罰金

額を引上げ。 

 

２．施行日 

 

平成30年４月１日 

（注）上記１．のうち、（4）については、公布の日から起算して10日を経過した日。 
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平成２９年の全国の税関における 
関税法違反事件の取締り状況 

参考：財務省ホームページ 

 

覚醒剤の押収量が２年連続１トン超え 

財務省は、平成29年の１年間に全国の税関が空港や港湾等において、不正薬物の密輸入その他の関税法違反

事件を取り締まった実績をまとめましたのでお知らせします。 

 

１．不正薬物等 

 

不正薬物*1全体の摘発件数は784件（前年比12％減）、押収量*2は約1,379キログラム（前年比16％減）といず

れも減少したが、深刻な状況が継続 

＊1 覚醒剤、大麻、あへん、麻薬(ヘロイン、コカイン、ＭＤＭＡ等)、向精神薬及び指定薬物をいう 

＊2 錠剤型薬物を除いたもの 

【覚醒剤事犯】 

摘発件数は151件（前年比45％増）と大幅に増加 

押収量は約1,159キログラム*3（前年比23％減）と、“２年連続１トン超え”を記録 

＊3 薬物乱用者の通常使用量で約3,864万回分、末端価格にして約741億9,300万円に相当 

 

“大口事犯を複数摘発” 

・洋上取引による事犯を摘発 

・商業貨物及び国際郵便物において、一度の押収量として過去最高となる事犯を摘発 

・１件当たりの平均押収量は約８キログラム 

 

“航空機旅客による密輸入の活発化” 

・摘発件数は99件(前年比87%増)、押収量は約190キログラム(前年比約2.4倍)と、いずれも大幅に増加 

・タイからの密輸入の摘発件数が前年比約6.7倍(20件)、マレーシアが6.5倍(13件) 

・タイ・マレーシアからの密輸入の半数以上は、若年層(20～30代)の女性によるもの 

【大麻事犯】 

摘発件数は171件（前年比45％増）と増加し、３年連続100件超え 

押収量は約130キログラム（前年比約14.9倍）と、減少傾向から一転大幅に増加 

【指定薬物＊4事犯】 

摘発件数は274件（前年比43％減）、押収量は約８キログラム（前年比57％減）と、いずれも大幅に減少 

＊4 中枢神経系の興奮・抑制・幻覚の作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が

発生するおそれがあるとして、厚生労働大臣が指定する薬物（医薬品医療機器等法第２条第15項） 

 

２．その他 

 

・偽造クレジットカードの密輸入事犯の摘発が67件（前年比約6.1倍）と急増 

・知的財産侵害事犯として、商標権を侵害する電源アダプタ等の密輸入事犯を10件告発 
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本 部 

■主な活動 ················································································  

【2017年11月】 

『ゼーラム2017』のアップデート［11.8］ 

「関税率表解説」及び「関税分類例規集」データの最新版を当

協会ホームページに公開しました。 

教育セミナー「通関手続 入門編」 

［11.20／於：連合会館（東京）］ 

貿易業務・税関手続業務に初めて携わる方を対象に、輸出入

通関手続に係る基本的な関税制度の留意点について解説。 

教育セミナー「実地研修 東京港」 

［11.21／於：東京港］ 

東京港での税関業務と輸出入通関の流れを理解する現場見学

会。午前は、東京税関本関にて、輸出入通関の概要をレクチャ

ー。その後、青海大型X線コンテナ検査センターにて実際の監視

取締りを見学。午後は、「新東京丸」に乗船し、各埠頭を海上から

視察。最後に、大井コンテナ埠頭でのコンテナ荷役の様子やコン

テナの流れを見学。東京支部と共催。 

AEO事業者連絡協議会分科会(京浜地区) 

［11.27／於：連合会館］ 

製造・輸出入事業者（64社･

84名）、通関･物流事業者（62

社･116名）が参加し、関税局･

税関当局からの説明及びAEO

事業者による実務事例の発表

を行った。また、これまでの分

科会等で出された要望・意見

を検討会において議論し、その結果についての報告を行った。 

教育セミナー「品目分類 第２回」 

［11.27／於：連合会館（東京）］ 

関税率表の解釈に関する通則を紐解き、理解を深めるととも

に、その通則を駆使して特定の項・号にどのようにして物品が分類

され、正しい関税率が適用されるかについて解説。第２回は食料

品の分類について検討。 

≪CIPIC≫ 
関税局と権利者との非公式会議 

[11.10／於：関税局会議室] 

WCO・CAP会合出席 

[11.14-17／WCO] 

【12月】 

教育セミナー「実地研修 関西国際空港」 

［12.1／於：関西国際空港］ 

関西国際空港での輸出入通関に係る現場全般の見学会。午前

中は空港貨物地区内の保税蔵置場にて実際の航空貨物の流れ

を見学し、午後は動物検疫所関西空港支所、植物防疫所関西空

港支所、大阪税関関西空港支所、大阪外郵出張所の順番に見

学。通関に係る書類や申請の流れ、外国郵便の通関手続と知的

財産侵害物品の取締状況についても理解を深めた。大阪支部と

共催。 

貿易実務研究部会（第659回） 

［12.4／於：学士会館（東京）］ 

◎「メガFTAの今後の可能性について～日EU、RCEP、TPPの動

向を踏まえて～」 

教育セミナー「基礎から振り返る貿易実務」 

[12.11-12／於：連合会館（東京）] 

２日間で貿易実務について基礎から振り返り、貿易実務の全体

をとらえ直し、応用力を身につける講座。貿易実務には欠かせな

い各種書類の見方だけでなく、実際の書類作成の方法まで解説。 

AEO事業者連絡協議会分科会(東海地区) 

［12.11／於：名古屋港湾会館］ 

製造・輸出入事業者（17社･

26名）、通関･物流事業者（24

社･41名）が参加し、関税局･税

関当局からの説明及びAEO事

業者による実務事例の発表を

行った。また、これまでの分科

会等で出された要望・意見を

検討会において議論し、その結果についての報告を行った。 

AEO事業者連絡協議会分科会(阪神地区) 

［12.12／於：CIVI研修センター新大阪東］ 

製造・輸出入事業者（23社･

32名）、通関･物流事業者（42

社･70名）が参加し、関税局･

税関当局からの説明及びAEO

事業者による実務事例の発表

を行った。また、これまでの分

科会等で出された要望・意見

を検討会において議論し、その結果についての報告を行った。 

「2018年度 通関士養成講座ガイダンス」 

[12.15／於：連合会館（東京）] 

通関士の仕事と役割、通関

士試験の概要説明、勉強法の

紹介、合格者による体験発表

等を実施。第51回通関士試験

の合格者が、勉強法や試験本

番までの心構えなどについて

スピーチを行った。 

教育セミナー「品目分類 第３回」 

［12.18／於：連合会館（東京）］ 

第３回は化学品の分類について検討。 

AEO研修 

［12.19／於：連合会館（東京）］ 

AEO事業者に必要とされる通関手続及びAEO制度についての

研修を行った。34名(満員)が参加。 

『輸出統計品目表2018年版』発行 

[12.20]★会員配付 

輸出統計品目分類名を日英両文で、一覧

形式で掲載した品目表です。また、各品目

に適用される関税関係以外の法令を参考欄

でフォローし、さらに、附表として、貿易形態

別符号表、船（機）籍符号表、税関符号表等

の資料を掲載しています。 

定価：本体9,800円＋税 

『商品ネームテーブルデータ2018年版』の発売［12.20］ 

HS商品ネームテーブルとは、HSコードに対応した品目集です。

2018年のHS改正に対応した最新版のテーブルの販売を開始しま

した。 

『ゼーラム2017』のアップデート［12.22］ 

2018年１月１日より使用する「実行関税率表」及び「輸出統計品

目表」データの最新版を当協会ホームページに公開しました。 
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≪CIPIC≫ 
WCO留学生と権利者との意見交換会 

[12.13／於：青山学院大学] 

個人使用に関する権利者との意見交換会 

[12.18／於：日本関税協会会議室] 

【2018年1月】 

『Webタリフ・Web輸出統計品目表』のアップデート［1.5］ 

「Webタリフ（実行関税率表）」および「Web輸出統計品目表」の

2018年１月１日版を当協会ホームページに公開しました。 

「2018年度 通関士養成講座ガイダンス」 

[1.14／於：連合会館（東京）] 

貿易実務研究部会（第660回） 

［1.17／於：学士会館（東京）］ 

◎「知的財産侵害物品の水際取締りについて」 

教育セミナー「貿易取引の英文レター」 

［1.17／於：連合会館（東京）］ 

貿易取引のしくみを解説し

た後、実務で使われている貿

易における英語の基本用語や

イディオム、言い回しなどを解

説。基本的な表現を活用し、オ

ファーや見積書、船積書類を

演習形式で作成。貿易実務に

は欠かせない英文での書類作成について、日常業務に活かせる

講座として講義が展開された。 

AEO事業者連絡協議会分科会(九州地区) 

［1.22／於：福岡県中小企業振興センター］ 

製造・輸出入事業者、通関･

物流事業者合同で開催し、22

社・36名が参加した。関税局･

税関当局からの説明及びAEO

事業者による実務事例の発表

を行い、また、これまでの分科

会等で出された要望・意見を検討会において議論し、その結果に

ついての報告を行った。 

教育セミナー「品目分類 第４回」 

［1.22／於：連合会館（東京）］ 

第４回は家庭用品、化粧用品等の分類について検討。 

教育セミナー「貿易実務（基礎編）」 

［1.25／於：連合会館（東京）］ 

信用状取引、貿易取引の条件（インコタームズ）、貨物の保険、

代金決済等貿易実務全般について俯瞰的かつ網羅的に解説。 

「2018年度 通関士養成講座ガイダンス」 

[1.28／於：崎陽軒ヨコハマジャスト１号館（横浜）] 

AEO検討会 

［1.30／於：関税協会会議室（東京）］ 

【2月】 

教育セミナー「輸出通関手続」 

［2.1／於：連合会館（東京）］ 

通常の輸出申告と特定輸出申告の手続の違いや各種減免戻し

税等についての留意点、経済連携協定の活用法、輸出・輸入事

後調査について詳細に解説。 

教育セミナー「輸入通関手続」 

［2.2／於：連合会館（東京）］ 

輸入通関手続の流れや特殊関税・各種減免戻し税・特恵関税

制度や関税評価・課税価格の決定方法について詳細に解説。 

教育セミナー「貿易取引の構造変化と実務」 

［2.8／於：連合会館（東京）］ 

国際複合輸送の一般化など、

貿易を取り巻く状況の変化を踏ま

え、スムーズな貿易実務を遂行す

るために、荷主・フォワーダーの双

方の立ち場を経験した講師が、リ

スクの回避や見落としがちな貿易

実務の問題点について、体験談を織り交ぜながら解説。 

「2018年度 通関士養成講座ガイダンス」 

[2.10／於：連合会館（東京）] 

貿易実務研究部会（第661回） 

［2.14／於：学士会館（東京）］ 

◎「平成30年度関税改正について」 

教育セミナー「中国の通関と貿易」 

［2.16／於：連合会館（東京）］ 

初めて対中国貿易に従事する事

業者に向けて、中国貿易・通関に係

る特殊で難解な制度・枠組みや手

続を解説。また中国進出後を想定し

た、中国国内での物流事情、保税

制度の活用法についても解説。 

≪CIPIC≫ 
発明推進協会主催の外国税関職員と権利者との意見交換会 

[2.1／於：発明推進協会会議室] 

CIPIC会員による税関見学会 

[2.5／於：横浜税関川崎外郵出張所] 

■今後の予定 ··········································································  

【2月】 

AEO研修 

◎開催日：2018年２月19日（月） 

◎受講料：賛助会員：13,000円／一般：18,000円 

教育セミナー「貿易実務（金融編）」 

◎講師：曽我しのぶ氏 

◎開催日：2018年２月23日（金） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：13,000円＋税／一般：19,500円＋税 

教育セミナー「品目分類 第５回」 

◎講師：長瀬透氏 

◎開催日：2018年２月26日（月） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般：9,000円＋税 

【3月】 

教育セミナー「貿易取引のリスク対策」 

◎講師：曽我しのぶ氏 

◎開催日：2018年３月２日（金） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：16,000円＋税／一般：24,000円＋税 

教育セミナー「検証：中国貿易と通関（輸出編）」 

◎講師：岩見辰彦氏 

◎開催日：2018年３月６日（火） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：12,000円＋税／一般：15,000円＋税 

教育セミナー「検証：中国貿易と通関（輸入編）」 

◎講師：岩見辰彦氏 

◎開催日：2018年３月７日（水） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：12,000円＋税／一般：15,000円＋税 

「2018年度 通関士養成講座ガイダンス」 

◎開催日：2018年３月７日（水） ◎会場：連合会館（東京） 
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◎参加費：無料 

AEO研修 

◎開催日：2018年３月８日（木） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：13,000円／一般：18,000円 

教育セミナー「ベトナム進出とビジネスリスク」 

◎講師：斉藤雄久氏、今村茂氏 

◎開催日：2018年３月９日（金） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：10,000円＋税／一般：15,000円＋税 

貿易実務研究部会（第662回） 

◎開催日：2018年３月14日（水） ◎会場：学士会館（東京） 

◎「関税中央分析所の現況について」 

◎講師：鶴田仁氏（財務省関税中央分析所所長） 

教育セミナー「品目分類 第６回」 

◎講師：長瀬透氏 

◎開催日：2018年３月19日（月） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般：9,000円＋税 

平成29年度第２回全国事務局長会議 

◎開催日：2018年３月19日（月） ◎会場：連合会館（東京） 

第39回理事会及び役員等懇談会 

◎開催日：2018年３月20日（火） ◎会場：学士会館（東京） 

≪CIPIC≫ 
インド・パキスタン税関セミナー 

◎開催日：2018年３月９日（金） ◎会場：連合会館(東京)

 

CIPIC運営委員会 

◎開催日：2018年３月９日（金） 

◎会場：日本関税協会会議室 

【4月】 

2018年度 通関士養成通信教育講座開講 

◎日時：2018年４月１日（日） 

2018年度 通関士養成講習会開講 

◎日時：2018年４月10日（火） ◎会場：連合会館（東京） 

貿易実務研究部会（第663回） 

◎開催日：2018年４月10日（火） ◎会場：学士会館（東京） 

◎「貿易実務でのRPA活用（仮題）」 

◎講師：米田智氏（(株)NTTデータ） 

AEO研修 

◎開催日：2018年４月23日（月） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：18,000円／一般：13,000円 

≪CIPIC≫ 
CIPIC講演会 

◎開催日：2018年４月３日（火） ◎会場：連合会館（東京） 
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［大阪支部］ サンシャイン株式会社 

 

■代表者＝代表取締役 河本 孝 

■事業内容＝国内貨物・航空貨物取扱事業、倉庫業、

流通加工業、人材派遣業等 

■住所＝〒559-0031 

大阪府大阪市住之江区南港東4丁目10番60号 

■TEL＝06-6613-7890 

■FAX＝06-6613-7891 

■HP＝http://www.sunshine-coltd.com/ 

当社は1991年2月の設立以来、あらゆる業種業態で
コスト低減とサービス水準の向上を目指してまいりまし
た。     

2018年2月には大阪税関より保税蔵置場の許可を
取得し、さらなるニーズの多様化に応えるよう社員一丸
となり目指していきます。   
    
   

   

［大阪支部］ イースタン・カーライナー株式会社 泉北営業所 

 

■代表者＝代表取締役社長 吉田 勝 

■事業内容＝海運業、中古車両等輸出ターミナルを利

用したサービス事業 

■住所＝〒595-0081 

大阪府高石市南高砂2 助松8号-Ｂ 付属事務所 

■TEL＝072-268-3182 

■FAX＝072-268-3183 

■HP＝http://www.ecl.co.jp/ 

当社は中古車の輸出入に関わる世界各国のお客
様をご支援するビジネスパートナーとして業界最高水
準のサービス品質を提供する企業です。 

確実で高品質な一貫サービスを提供、最高レベル
の満足と安心をお客様にお届けします。 

 

新規会員紹介につきまして 

『ハーモニー』では、新規に会員になられた皆様をご紹介させていただいております。社屋の外観

や、賛助会員企業様の主力商品などのお写真も併せて掲載させていただきます。また、個人でご入

会された方につきましても、ご希望があれば、掲載させていただきます。 

ぜひ賛助会員様のＰＲ・宣伝の場として小誌『ハーモニー』をご活用いただけましたら幸いです。 
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COLUMN 
ブレークタイム 
b r e a k t i m e 

 

第22回 “待ち遠しい春” 

 

 芳賀 勝志 
 

 

早いものでいつの間にかなんと平成30年に入った。昭和から平成に変わってさほ

ど経っていない頃、“平成生まれだって！”などと幼少の子に対するそんな驚きの

声がよく聞かれた。それがすでに男なら「30（歳）にして立つ」という年代、“何

をボケたことを言っているのか”と逆襲されるのが必至だろう。ただ当時の小渕官

房長官により発表されたこの平成の元号も来年（2019年）４月末で終わり、今年の

夏ころとなれば新元号が公表されるかもしれない。天皇陛下の退位に伴う祝日の検

討がされているようだが、新天皇の即位日の19年５月１日を１年限りの祝日か休日

にするとなれば、良いのか悪いのか、同年のゴールデンウイークが10連休になるか

もとのこと。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

昨年の平成29年（2017年）はすでに終えているが、思い起こせば雑多な事案が目

白押し状態だ。とりわけ驚いたのが１月でのトランプ米大統領の誕生、優勢が伝え

られていた民主党を破り共和党から就任し今なお世界中に強烈な話題を提供して

いる。３月にはお隣り韓国の朴槿恵（パククネ）大統領逮捕のニュースにも驚いた。

嬉しかった話題では、上野動物園のパンダに５年ぶりに子供が生まれて「シャンシ

ャン（香香）」と命名され、一般公開後の今や爆発的な人気を博しているという。

毎年“流行語大賞“なるものが発表されるが、昨年は「インスタ映え」と「忖度（そ

んたく）」だった。両者ともにすんなり馴染めない感覚を抱くのは私だけだろうか。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

この冬、滅茶苦茶寒さが厳しいと皆様お思いではないだろうか。関東地方でも1

月下旬に４年ぶりの大雪に見舞われ、その直後から10℃未満の気温が長引き道路端

の残雪が完全になくならない状態がしばらく続いた。また、北陸の日本海側では、

平年の６倍超の豪雪に襲われ平常の生活にも影響する極めて深刻な状況に陥って

いると報道されている。かかる極寒の気象のせいなのか、インフルエンザの猛威が

全国に蔓延中、Ａ型とＢ型の同時流行となって最悪の記録に達しているという。今

年は戌（いぬ）年だが、せめて、犬が喜び庭駆け回る程度のレベルに抑えて欲しい

ものだ。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

目下“冬季オリンピック”が韓国の平昌（ピョンチャン）で日中の気温が氷点下

となっている中、熱戦が繰り広げられている。当方、生まれ育ちの場所柄で、スキ

ーとスピードスケートには小さいころから楽しんでいたもので、このウインタース

ポーツには高い関心を持つ。日本選手の大活躍を期待しているが、原稿締切日の関

係で最終成績に言及できないのが極めて残念だ。オリンピックが終わり今回のハー

モニーが発刊されれば、季節は春真っ盛りを迎える。山岳写真家、昆虫生態研究家

として有名な“田淵行男（たぶちゆきお）”さんの著書にある提言に従って、春の

暖かい陽射しの降り注ぐ草原に出て、四つ葉のクローバーを超える七つ葉を探して

みるのも一興かもしれない。 
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函館支部 

■主な活動 ··················································································  

【2017年11月】 
幹部セミナー（講演会） 

［11.8／於：フォーポイントバイシェラトン函館］ 

函館支部は、ここ数年の参加者数を大きく上回る130名を超える

会員の出席を得て「幹部セミナー」を開催しました。 

講師に函館税関長、監視部長、業務部長をお迎えし、次の演題

でご講演いただきました。 

◎演題：「最近の税関・関税行政を巡る状況」 

「ストップ金密輸 緊急対策」 

◎講師：函館税関長 牧谷邦昭氏 

◎演題：「訪日外国人旅行者の急増に対する函館税関の対応」 

◎講師：函館税関監視部長 小林茂氏 

◎演題：「知的財産侵害物品の取締り等」 

◎講師：函館税関業務部長 福田敏行氏 

訪日外国人旅行者の急増、テロ対策、覚醒剤密輸の大口化や金

密輸急増、EPAの進捗状況、知的財産侵害物品の輸入差止、AEO

制度など、情勢変化に対応する税関業務の講演に、参加者も熱心

に聞き入り好評を博しました。 

引き続き行われた名刺交換会及び懇談会では、函館税関幹部

の方々にもご出席いただいて、会員相互及び税関との交流・親睦

が深められ、和やかな雰囲気の中盛会裏に終了しました。 

セミナー風景 

 

牧谷函館税関長 

小林監視部長  福田業務部長 

東北・函館地区保税実務担当者研修会に事業協力 

［11.16／於：八戸プラザホテル］ 

函館支部は、八戸市において

開催された「平成29年度東北・

函館地区保税実務担当者研修

会」に事業協力しました。 

研修会では、函館税関及び輸

出入・港湾関連情報処理センタ

ー㈱の講師により、「最近の税関

行政」、「保税地域の非違事

例」、「保税実務」、「NACCS業務等」について講義があり、会場を

埋めた受講者は終始真剣な様子で聴講され、有意義な研修会とな

りました。 

研修会風景 

秋田地区実務担当者意見交換会 

[11.20／於：秋田海陸運送㈱会議室] 

 

秋田地区協議会は、日頃貿易

関連実務に携わる担当者の知

識向上と会員相互の親睦を図る

ため、「実務担当者意見交換会」

を開催しました。 

本会では秋田船川税関支署

の協力を得て、支署長ほか３名

の支署幹部職員からそれぞれの

分野についてご講演いただきました。 

函館税関の沿革、秋田船川税関支署管内の貿易状況、現在全

国の税関で主要課題として取り組んでいる金地金の密輸摘発事例

など、広範囲で貴重な内容の講演に、参加した24名の会員は興味

深く聞き入っておりました。 

引き続き意見交換会が行われ、普段接する機会の少ない会員同

士が相互の親睦・交流を深める有意義な時間となりました。 

熱心に講演を聞く会員 

【2018年１月】 
平成29年分函館税関貿易概況資料の送付 

■今後の予定 ············································································  

【2018年２月】 
苫小牧地区講演会 

◎日時:2018年２月23日(金) 

◎場所:グランドホテルニュー王子 

◎講師：苫小牧税関支署長 

東京支部 

■主な活動 ··················································································  

【2017年11月】 
教育セミナー「実地研修（成田空港）」（本部共催） 

[11.15／於：成田空港] 

教育セミナー「実地研修（東京港）」（本部共催） 

[11.21／於：東京港] 

【12月】 
税関幹部と支部役員との意見交換会 

［12.11／於：東京港湾合同庁舎会議室］ 

東京港湾合同庁舎会議室において12月11日(月)、東京税関幹

部と当支部役員との意見交換会を開催しました。藤城税関長の挨

拶、渡辺支部長の挨拶に続き、税関の監視部から「検査強化に対

する協力依頼について」、業務部から「通関行政における最近の動

向」、調査部から「1.輸入事後調査の結果、2.東京税関における不

正薬物等の摘発状況、3.巧妙・大口化する金地金の密輸」につい

て、説明をいただきました。 

続いて、当支部事務局から「東京支部の活動状況」と題して、平

成29年におけるセミナー、講演会等の活動状況を報告いたしまし

た。それぞれの説明に関して質疑が交わされ、大変有意義な意見

交換会となりました。 

 

 

 

【2018年１月】  
三団体合同賀詞交換会 

[1.10／於：グランドニッコー東京 台場] 

−9−



支 部 活 動 B r a n c h  a c t i v i t y  

 

 

－10－ 

■今後の予定 ············································································  

【2018年２月】 
関税評価・品目分類・原産地規則セミナー 

◎日時：2018年２月２日(金) 

山形地区講演会 

◎日時：2018年２月26日(月) 

◎講師：東京税関長 藤城眞氏 

【３月】 
群馬地区講演会 

◎日時：2018年３月５日(月) 

◎講師：東京税関業務部長 森英樹氏 

新潟地区講演会 

◎日時：2018年３月29日(木) 

◎講師：東京税関監視部長 栗林靖彦氏 

【４月】 
東京税関見学・業務説明会 

◎日時：2018年４月20日(金) 

◎場所：東京税関本関 

【５月】 
経済連携協定の原産地規則セミナー 

◎日時：2018年５月16日(水) 

◎場所：青海フロンティアビル会議室 

【７月】 
第68回東京支部定時常任幹事会・事業報告会・講演会 

◎日時：2018年７月20日(金) 

◎場所：ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 

横浜支部 

■主な活動 ··················································································  

【2017年10月】 
栃木地区会員懇談会 

[10.27／於：宇都宮グランドホテル] 

横浜税関業務部長 元起篤示氏を講師にお迎えして開催された

講演会では、演題「最近の貿易動向と税関行政」の講演を傾聴され

ました。経済の基礎資料である貿易統計及び豊富な通関業務の経

験を中心に税関行政全般について説明を頂き、会員からは大変好

評を博しました。 

菊地幹事の挨拶 

 

元起業務部長講演 

【11月】 
茨城地区会員懇談会 

[11.13／於：鹿島セントラルホテル] 

横浜税関鹿島税関支署長 佐藤良之氏を講師にお迎えして開

催された講演会では、演題「最近の貿易動向と税関行政」の講演を

傾聴されました。最近の税関行政全般について、地元の状況を織り

込んで説明を頂くなど、非常に興味深い内容で、会員からは大変

好評を博しました。 

  

光本幹事の挨拶 

 

佐藤支署長講演 

福島地区会員懇談会 

[11.16／於：いわきワシントンホテル] 

横浜税関小名浜税関支署長 星野司氏を講師にお迎えして開

催された講演会では、演題「最近の貿易動向と税関行政」の講演を

傾聴されました。税関の役割から始まり、貿易円滑化の推進を中心

に税関行政全般について説明を頂き、会員からは大変好評を博し

ました。 

大曲幹事の挨拶 

 

星野支署長講演 

宮城地区会員懇談会 

[11.30／於：ホテルグランドパレス塩釜] 

横浜税関長 片山一夫氏を講師にお迎えして開催された講演会

では、演題「最近の貿易動向と税関行政」の講演を傾聴されまし

た。世界の経済成長と貿易動向、東北２県（宮城県・福島県）を中心

に横浜税関管内経済の特色等について丁寧にわかり易く説明を頂

き、会員からは大変好評を博しました。  

徳永幹事の挨拶 

 

片山税関長講演 

【2017年11月～2018年１月】 
通関協議会の開催 

◎本関地区ほか12官署において、計35回開催 

海務協議会の開催 

◎本関地区ほか１官署において、計４回開催 

■今後の予定 ············································································  

【2018年２月】 
千葉地区会員懇談会 

◎日時：2018年２月７日(水) 

◎場所：ポートプラザ ちば 

横浜税関検数・検定協議会 

◎日時：2018年２月15日(木) 

◎場所：横浜第一港湾合同庁舎 

【４月】 
時局講演会 

◎日時：2018年４月17日(火) 

◎場所：ローズホテル横浜 
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名古屋支部 

■主な活動 ··················································································  

【2017年11月】 
衣浦地区懇談会・講演会 

［11.15／於：衣浦グランドホテル］ 

廣瀨税関長及び税関幹部をお招きし、浅野副支部長などと懇談

したのち税関長から｢最近の税関行政等について｣の講演を傾聴い

たしました。判り易く説明いただき、35名の参加者から大変好評を

博しました。 

講演風景 

 

 

名古屋税関業績者表彰式 

［11.28／於：名古屋税関］ 

当協会役員として永年にわたり関税行政に功労されたことが称え

られ、名古屋支部役員に税関長から感謝状が手渡されました。 

半田港運株式会社 浅野皇氏 

 

受賞された皆様 

【2018年１月】 
豊橋地区懇談会・講演会 

［1.23／於：豊橋アソシアホテル］ 

廣瀨税関長及び税関幹部をお招きし、神野幹事・山田幹事など

と懇談したのち税関長から｢最近の税関行政等について｣の講演を

いただきました。44名の参加者に出席いただき和やかな交歓のうち

親睦を深めて盛会に終了致しました。 

神野幹事 

 

講演風景 

■今後の予定 ············································································  

【2018年２月】 
四日市地区懇談会・講演会 

◎日時：2018年２月14日(水) 

◎場所：四日市都ホテル 

【3月】 
清水地区懇談会・講演会 

◎日時：2018年３月14日(水) 

◎場所：マナーハウス・エリザベート 

平成30年度関税法令等改正案説明会 

名古屋会場 

◎日時：2018年３月28日(水) 

◎場所：名古屋港湾会館第一会議室  

四日市会場 

◎日時：2018年３月29日(木) 

◎場所：三重北勢地域地場産業振興センター研修室５ 

清水会場 

◎日時：2018年３月30日(金) 

◎場所：清水マリンビル展示室 

【４月】 
税関実務研修 

◎日時：2018年４月26日(木)、27日(金) 

◎場所：名古屋港湾会館第一会議室 

大阪支部 

■主な活動 ··················································································  

【2017年11月】 
税関長講演会 

［11.14／於：ホテル大阪ベイタワー］ 

◎演題：「関税政策・税関行政について」 

◎講師：大阪税関長 高木隆氏 

大阪税関長 高木隆氏 

 

講演風景 

桜島保税会定例会 

［11.17］ 

滋賀保税会総会 

［11.29］ 

保税事務研修会 

［11.9（和歌山）、11.14（南大阪）、11.15（関空）、11.20（福井）、

11.21（富山）、11.22（石川）、11.28（大手前）］ 

【12月】 
教育セミナー「実地研修（関西国際空港）」（本部共催） 

［12.1］ 

関税評価研修会 

［12.5（福井）、12.12.（石川）］ 

AEO連絡協議会 阪神地区分科会（本部共催） 

［12.12］ 

南大阪保税会総会 

［12.12］ 

関空保税会定例会 

［12.20］ 

【2018年１月】 
「保税部会報第29号」発行 

 

 

関税評価研修会 

［1.26/於:エル･おおさか（本関･関空･南大阪･京滋地区) ］ 

◎講師：東京税関業務部総括関税評価官 

：大阪税関業務部首席関税評価官 
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研修風景 

  

■今後の予定 ············································································  

【2018年２月】 
保税南港会総会 

◎日時:2018年２月９日(金) 

保税事務研修会（本関、南港、桜島） 

◎日時:2018年２月22日(木) 

◎場所:大阪市中央体育館 

◎講師:大阪税関監視部保税地域監督官 

:大阪税関調査部情報管理官 

AEO研修（本部共催） 

◎日時:2018年２月19日(月) 

【3月】 
原産地規則講習会 

◎日時:2018年３月15日(木) 

◎場所:エル・おおさか 

神戸支部 

■主な活動 ··················································································  

【2017年11月】 
税関業務説明会（原産地規則、関税評価・分類等） 

［11.15（香川、浜田)、16（姫路）、17（福山）、21（境港）、30（徳島）］ 

11.16 税関業務説明会（姫路） 

  

時局講演会 

［11.22／於:メリケンパークオリエンタルホテル（神戸)］ 

◎演題:「日本酒輸出への提言」 

◎講師:近畿大学経営学部教授 勝田英紀氏 

勝田英紀氏 

  

研修見学会 

［11. 14・21（姫路）、15（宇野）、29（新居浜）］ 

11.29 神戸税関本関研修見学会（新居浜） 

   

通関連絡会 

［11.21（新居浜）］ 

税関幹部との意見交換会 

［11.21（徳島）］ 

「神戸支部会員名簿」 

「こうべ保税部会報（第22号）」発行 

［11.29（神戸）］ 

     

 

【12月】 
保税内部監査人研修会 

［12.5（広島）、6（水島）］ 

  

 

 

税関幹部との意見交換会 

［12.20（香川）］ 

通関連絡会 

［12.21（新居浜）］ 

【2018年1月】 
「協議会報もみじ（第61号）」発行 

［1.5（広島）］ 

「協議会報あまがさき（第60号）」発行 

［1.9（尼崎）］ 

通関連絡会 

［1.16（新居浜）］ 

税関業務説明会（関税評価） 

［1.17（徳島）］ 

保税部会研修会 

［1.26（尼崎）］ 

■今後の予定 ············································································  

【2018年２月】 
保税業務担当者研修会（神戸） 

◎日時:2018年２月１日(木)、２日(金) 

◎場所:神戸ポートオアシス 

保税業務担当者研修会（水島） 

◎日時:2018年２月５日(月) 

◎場所:水島愛あいサロン 

保税業務担当者研修会（広島） 

◎日時:2018年２月６日(火) 

◎場所:日本通運㈱広島支店 

保税業務担当者研修会（香川） 

◎日時:2018年２月７日(水) 

◎場所:坂出グランドホテル 

【３月】 
原産地規則セミナー（広島） 

◎日時:2018年３月８日(木) 

◎場所:RCC文化センター 
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原産地規則セミナー（岡山） 

◎日時:2018年３月９日(金) 

◎場所:岡山国際交流センター 

門司支部 

■主な活動 ··················································································  

【2017年11月】 
内部監査人研修会（門司・小倉地区） 

[11.7／於:旧大連航路上屋（北九州市）] 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏 

保税業務に係る内部監査人（今後、同業務を担当する者）を対象

に研修会を開催しました。 

研修風景 

  

徳山地区懇談会・講演会 

［11.8／於：ホテルサンルート徳山（周南市）］ 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：門司税関総務部長 浅野尚一氏 

◎演題：「地震リスクの再認識と企業存続のために今できること」 

◎講師：東京海上日動リスクコンサルティング㈱  

          主席研究員 八田恒治氏 

講演：浅野尚一氏 

 

講演：八田恒治氏 

岩国地区懇談会・講演会 

[11.10／於:岩国国際観光ホテル（岩国市）] 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：門司税関長 郡山清武氏 

岩国地区懇談会恒例の地区会員企業の紹介では、「中国電力

㈱柳井発電所 紹介」と題して、同所長 講武寛之氏から説明があり

ました。 

講演は、門司税関長 郡山清武氏による「最近における税関行

政について」が行われ、岩国地区会員12社全社から、22名の出席

者があり興味深く聞き入っていました。 

開会挨拶：原周一郎氏 

  

伊万里・唐津地区懇談会・講演会 

[11. 15／於:唐津ロイヤルホテル（唐津市）] 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：門司税関調査部長 郷田昭仁氏 

講演：郷田昭仁氏 

  

博多・福岡空港地区懇談会・講演会 

［11.22／於：ホテルセントラーザ博多（福岡市）］ 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：門司税関総務部長 浅野尚一氏 

◎演題：「北部九州経済の現状等について」 

◎講師：福岡財務支局長 森山茂樹氏 

門司支部内最大規模の同地区懇談会・講演会には、110名の方

が参加し聴講されていました。 

講演：森山茂樹氏 

 

講演会風景 

野畑副支部長・藍綬褒章受章報告 

[11.24／於: 門司港湾合同庁舎（北九州市）] 

この秋に藍綬褒章を受章された当支部副支部長の野畑氏は、門

司税関長を表敬し受章の報告をしました。 

野畑副支部長 

  

細島地区懇談会・講演会 

［11. 29／於：ホテルベルフォート日向（日向市）］ 

◎演題：「細島港と国内物流について」 

◎講師：日向市商工港湾課課長 春尾和人氏 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：門司税関監視部長 吾住亨氏 

来賓挨拶：日向市長 十屋幸平氏 

 

講演：吾住亨氏 

内部監査人研修会（徳山地区） 

[11. 29／於:徳山港湾合同庁舎] 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏 
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研修風景 

  

【12月】 
内部監査人研修会（洞海地区） 

[12.7/於：戸畑税関支署（北九州市）] 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏 

萩地区懇談会・講演会 

[12.22／於:高大（萩市）] 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：下関税関支署長 児玉竜太郎氏 

懇談会では、萩出張所 渡部所長から「萩港の貿易概況等」につ

いて説明が行われました。 

懇談会風景 

   

【2018年１月】 
油津地区懇談会・講演会 

[1.19／於: 日南第一ホテル（日南市）] 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：門司税関業務部長 山﨑和富氏 

懇談会では、日南市から「クルーズ船寄港に対する油津港の取り

組み」について説明が行われました。 

講演会風景 

  

内部監査人研修会（博多・福岡空港地区) 

[1.19／於:福岡港湾合同庁舎（福岡市）] 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏 

研修風景（会場は受講者で満席） 

  

AEO事業者連絡協議会 九州・沖縄地区分科会 

[1.22／於:福岡県中小企業振興センター（福岡市）] 

本部からの開会挨拶に始まり、AEO事業者（住友倉庫九州㈱様）

からAEO取得に至るまでの経験や苦労した点に加え活用事例報告

が行われた後、関税局・AEOセンターから「最近のAEO制度を巡る

状況」及び「適正な税関手続き」に関する説明がありました。 

今回の分科会では、参加者の皆様から「今後の取り組みに大い

に参考になった。」との声が多く聞かれました。 

（本部、長崎・沖縄支部と共催） 

分科会風景 

  

大分地区懇談会・講演会 

[1.24／於:大分センチュリーホテル（大分市）] 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：門司税関長 郡山清武氏 

講演：郡山清武氏 

  

内部監査人研修会（伊万里・唐津地区） 

[1.24／於:伊万里港湾合同庁舎（伊万里市）] 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏 

研修会風景 

  

保税実務担当者研修会（伊万里・唐津地区） 

[1.25／於:伊万里港湾合同庁舎（伊万里市）] 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏 

研修会風景 

  

■今後の予定 ············································································  

【2018年２月】 
保税実務担当者研修会（門司・小倉地区） 

◎日時：2018年２月14日(水) 

◎場所：旧大連航路上屋（北九州市） 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏 

山口・九州地域講演会 

◎日時：2018年２月20日(火) 

◎場所：ホテルセントラーザ博多（福岡市） 

◎演題：「平成30年度関税改正等について」 

◎講師：日本関税協会専務理事 河野泰一氏 

内部監査人研修会（西山口ブロック） 

◎日時：2018年２月23日(金) 

◎場所：下関海陸運送㈱会議室 （下関市） 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏 
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内部監査人研修会（南九州ブロック） 

◎日時：2018年２月27日(火) 

◎場所：細島港湾合同庁舎（日向市） 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏 

保税実務担当者研修会（南九州ブロック） 

◎日時：2018年２月28日(水) 

◎場所：細島港湾合同庁舎（日向市） 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏 

【３月】 
内部監査人研修会（大分地区） 

保税実務担当者研修会（大分地区） 

◎日時：2018年３月14日(水) 

◎場所：大分港湾合同庁舎（大分市） 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 職員 

保税実務担当者研修会（博多・福岡空港地区） 

◎日時：2018年３月23日(金) 

◎場所：福岡港湾合同庁舎（福岡市） 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 職員 

保税実務担当者研修会（徳山地区） 

◎日時：2018年３月実施予定 

◎場所：周南市 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 職員 

【４月】 
経済連携協定の原産地規則説明会 

◎日時：2018年４月12日(木)、13日(金) 

◎場所：熊本地方合同庁舎 

◎講師：東京税関業務部総括原産地調査官 

内部監査人研修会（岩国地区） 

保税実務担当者研修会（岩国地区） 

◎日時：2018年４月実施予定 

◎場所：岩国市 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 職員 

｢2017九州経済圏の貿易・全国港別貿易額表｣発行 

 (4月下旬発行予定) 

【５月】 
保税実務担当者研修会（西山口ブロック） 

◎日時：2018年５月実施予定 

◎場所：下関市 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 職員 

教育セミナー｢実地研修（博多港）｣（本部共催） 

◎日時：2018年５月実施予定 

【６月】 
定時支部幹事会 

保税部会役員全体会議 

定時支部総会 

◎日時：2018年６月11日(月) 15：00～ 

◎場所：ステーションホテル小倉（北九州市） 

保税実務担当者研修会（洞海地区） 

◎日時：2018年６月実施予定 

◎場所：北九州市 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 職員 

長崎支部 

■主な活動 ··················································································  

【2017年11月】 
八代地区会員講演会・懇談会 

[11.21／於:ザ・ニューホテル熊本（熊本市）] 

長崎税関業務部長 山岸一夫氏を講師にお迎えして八代地区会

員講演会を開催しました。 

講演では、税関の３つの使命や国際的なモノやヒトの流れの現状

のほか、最近の金塊密輸に対する緊急対策等について分かり易く

説明いただきました。 

熱心に聴講される皆さん 

 

講師：長崎税関業務部長 山岸一夫氏

 

鹿児島地区会員講演会・懇談会 

[11.30／於:ホテル・レクストン鹿児島（鹿児島市）] 

長崎税関長 福田浩昌氏を講師にお迎えして「最近の税関行政

について」の演題で鹿児島地区会員講演会を開催しました。 

鹿児島県の酒類や魚介類等の輸出概況、意外な鹿児島県の全

国ランキングなど最近のトピックスや税関の基本的な使命、関税を

巡る国際的状況などについて分かり易く説明いただき、約90名の出

席者は熱心に聴講しました。 

満員の講演会場 

 

講師：長崎税関長 福田浩昌氏 

第２回保税業務講習会 

[11.27／於:佐世保港湾合同庁舎（佐世保市）] 

[11.29／於:三池港物流福祉ｾﾝﾀｰ（大牟田市）] 

長崎税関監視部保税地域監督官部門の職員による保税地域に

おける貨物管理についての講習会を佐世保、三池の２地区で開催

しました。２地区36社約60名の方に参加いただきました。 

多くの受講者で埋まった三池地区会場

  

「関税メールプレス｣発行:２回 

【12月】 
第２回保税業務講習会 

[12.5／於:よかｾﾝﾀｰ鹿児島（鹿児島市）] 

長崎税関監視部保税地域監督官部門の職員による保税地域に

おける貨物管理についての講習会を鹿児島地区で開催し、50社約

70名の方に参加いただきました。 

講師の長崎税関監視部 江上監視官
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｢関税メールプレス｣発行:６回 

【2018年1月】 
AEO事業者連絡協議会 九州・沖縄地区分科会 

[1.22／於: 福岡県中小企業振興ｾﾝﾀｰ（福岡市）] 

◎講師：関税局・東京税関AEO担当官 

◎発表：住友倉庫九州㈱ 

（本部、門司・沖縄支部と共催） 

AEO事業者による活用事例紹介 

  

｢関税メールプレス｣発行：５回 

■今後の予定 ············································································  

【2018年２月】 
合同飼料分科会・懇談会 

◎日時:2018年2月8日(木) 

◎場所:ホテルニュープラザくるめ（久留米市） 

山口・九州地域講演会 

◎日時：2018年２月20日(火) 

◎場所：ホテルセントラーザ博多（福岡市） 

◎演題：「平成30年度関税改正等について」 

◎講師：日本関税協会専務理事 河野泰一氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貿易実務講座（税関手続き編） 

◎日時:2018年2月28日(水) 

◎場所:くまもと県民交流館パレア（熊本市） 

｢関税メールプレス｣発行 

【３月】 
｢関税メールプレス｣発行 

沖縄支部 

■主な活動 ··················································································  

【2017年11月】 
関税評価研修（沖縄地区税関主催） 

[11.21、22] 

【2018年１月】 
AEO事業者連絡協議会 九州・沖縄地区分科会 

[1.22／於: 福岡県中小企業振興ｾﾝﾀｰ（福岡市）] 

（本部、門司・長崎支部と共催） 

保税業務研修会 

[1.30] 

■今後の予定 ············································································  

【2018年２月～】 
税関関係法令等講習会 

◎日時:2018年２月６日(火)、７日(水) 

法令改正等説明会 

◎日時未定 

輸出統計品目表
統計品目番号は毎年1月に変更になります。

＊輸出と輸入では、統計品目番号は異なります。
＊全ての輸出品は本表に基づいて分類されます。

日英両文／B5判・700頁／定価：本体9,800円＋税／送料560円
2018EXPORT STATISTICAL SCHEDULE -JAPAN-

会員
配付
会員
配付関税関係以外の他法令による規制の有無についても

各品目の参考欄で確認できます。
貿易統計をお調べの際も、最新の品目情報を収録した本書を
ご利用下さい。

＊貿易形態別符号表／船（機）籍符号表
＊統計国名符号表
＊港符号表／税関符号表

＊計量単位換算基準表
＊再輸出品貿易統計閲覧用番号表
＊2017／2018年輸出統計品目表新旧対照表

▼附表として以下の資料を収録

〒101－0062  東京都千代田区神田駿河台3－4－2 日専連朝日生命ビル6F
TEL ▲ 03－6826－1430　FAX ▲ 03－6826－1432
URL ▲ http://www.kanzei.or.jp/

公益財団法人 日本関税協会
JAPAN TARIFF ASSOCIATION
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養成
平成30年度

①受験指導（合計７回：全科目受講の場合） 
・関税法等（課題発送＝4月・5月）
・関税定率法等（課題発送＝6月）
・通関実務（課題発送＝6月・7月）
・通関業法（課題発送＝7月）
※提出締切日（当日消印有効）を過ぎた答案はお受けでき
かねますので、ご承知下さい。

②オリジナルテキスト（４冊）＋参考資料 
・関税法・関税関係特例法／関税定率法・関税暫定措置
法・外国為替及び外国貿易法／通関実務（輸出入申告
書・計算問題・品目分類）／通関業法
・関税関係法令集
・通関士養成講座ガイドブック
・私の合格体験記
 

③配付図書 
・通関士試験問題・解説集（2018年度版）
・通関士試験 ゼロからの申告書 2018
・通関士試験 まるわかりノート 2018
・通関士試験補習シリーズ 関税評価ドリル（２０１8年版）
・通関士試験補習シリーズ 計算問題ドリル（２０１8年版） 
・通関士試験補習シリーズ 通関手続ドリル（２０１8年版）
④質問には誠意で対応
講師に対する質問は、すべて当協会ホームページの「質問
専用フォーム」から行います。受講生からのすべての質問は、
データベース化された上で全員の共有財産となります。質問
への回答は通常２～３日以内に講師からメールで送られま
す。なお、質問のための「専用フォーム」の利用回数は受講期
間中20回までとなっています。
※インターネット接続環境が必要となります。
⑤受講料金（税込価格）
・科目数：全科目（通関業法／関税法等／通関実務）
・受講料金：64,800円（税込）

試験と実務に精通した「先生の先生」が指導
本講座のテキストや問題集を監修してい
るのは、主に税関研修所の元教官。指導実
績が豊富で、通関実務にも詳しいベテラン
ぞろいです。スクールによっては、通関士試
験の合格者が講師を務める場合もあります
が、当協会の講師陣は言わば「先生の先
生」。指導力には確たる自信をもっています。
初学者にもわかりやすいテキスト
テキストを編集するにあたって私たちが
掲げたテーマは、「初学者でもスムーズに

理解できる」ということ。フローチャートなど
で難解な内容もかみくだいて説明している
のもそのためです。
また学習到達目標を設定し、自分の進捗
度を意識しながら学習を進められるように
なっています。
７回の課題で実力を把握しながら学習
本講座では、６ヶ月の受講期間中に計７回

の課題に取り組みます。その課題は、通関士
試験を熟知した講師陣が試験官の視点に立
って、前年の試験直後から作成にあたってい

るものです。それぞれの課題では毎回成績
表が送付されますので、自分の実力を把握
しながら学習に取り組むことができます。
教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
　本講座は厚生労働大臣が指定する教育訓
練給付制度の指定講座です。所定の条件を満
たした人が本講座を修了すると、受講料の20%
が公共職業安定所から支給されます。ぜひこ
のお得な制度をご利用して、資格取得とスキル
アップを目指してください（修了要件など、詳細
についてはホームページでご確認ください。）。

通信教育講座
（講座期間） 2018/4月▲ 9月   （申込締切） 2018/4/9（月）午前９時

公益財団法人 日本関税協会  通関士養成講座係
〒101－0062 東京都千代田区神田駿河台3－4－2 日専連朝日生命ビル6F

TEL：03－6826－1434　FAX：03－6826－1435　URL　http://www.kanzei.or.jp/

【お問い合わせ先】

教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座

初学者に最適 ！ 初めてでも計画的に勉強が進められます。

講座の内容

通関士
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