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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
平成29年３月31日に適用期限の到来する暫定税率（418品目）並びに米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度及び牛肉・
豚肉に係る関税の緊急措置（牛肉の発動基準数量の算定基礎の特例を含む。）について、これらの適用期限を１年延長。
※発泡酒、蒸留酒及び農林漁業用Ａ重油（15品目）については、暫定税率を廃止し、基本税率により無税の水準を維持。

（2）個別品目の関税率等の見直し
子ども・子育て支援法による企業主導型保育事業の施行に伴い給食用脱脂粉乳に対する関税軽減措置の対象への同事業に
係る保育施設を追加、パラ-ニトロクロロベンゼン、玩具等の関税率を無税化等。

（3）暫定的減免税制度の適用期限の延長等
平成29年３月31日に適用期限の到来する航空機部分品等の免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限
を３年延長。

（4）沖縄における関税制度上の特例措置
平成29年３月31日に適用期限の到来する特定免税店制度及び選択課税制度について、これらの適用期限をそれぞれ３年及
び２年延長。

（5）事前報告制度等の拡充
東京オリンピック・パラリンピック等に向けたテロ対策強化の一環として、旅客及び航空貨物に係る事前報告制度等を拡充。

（6）犯則調査手続に係る規定の整備
国税犯則調査手続の見直しを踏まえ、関税法上の犯則調査手続においても電磁的記録に係る証拠収集手続等を整備。

２．施行日

平成29年４月１日
※上記１のうち、（5）については平成29年６月１日又は公布の日から２年以内の政令で定める日、（6）については平成30年４月１日。
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≪CIPIC≫

交わされた。
第26回理事会開催
［10.27／於：KKRホテル東京（東京）］
理事会では平成27年度上期
事業の活動報告等を行った。

平成２８年の全国の税関における
【12月】
関税法違反事件の取締り状況
関税局との非公式会議 [11.18]
IIPPF 中東WG [11.20]

セミナー「貿易の電子化・円滑化と貿易の発展」
参考：財務省ホームページ
（東京商工会議所・関西学院大学・日本関税協会
共催）
◎開催日：2015年12月4日
◎会場：ステーションコンファレンス東京「サピアホール」（東京）
覚醒剤の押収量が過去最高を記録
◎参加費：無料
役員等懇談会
財務省は、平成28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
貿易実務研究部会（第635回）
［10.27／於：KKRホテル東京（東京）］
まった実績をまとめましたのでお知らせします。
◎開催日：2015年12月10日（木） ◎会場：学士会館（東京）
役員等懇談会では、佐川財務
◎「ロジスティクスからみたGMS経済圏の現状と将来」
省関税局長を招いて、「関税政
◎講師：石原伸志氏（東海大学海洋学部 特任教授）
策・税関行政」についてご講演い
１．不正薬物等
教育セミナー「基礎から振り返る貿易実務」09：30～17：00
ただいた。
◎開催日：2015年12月14・15日（月・火）
◎講師：高橋靖治氏 ◎会場：連合会館（東京）
*1
*2
不正薬物 全体の押収量 は約1,649キログラム（前年比約3.2倍）と大幅に増加し、平成11年の約2,186キログラムに次ぐ
◎受講料：賛助会員18,000円＋税／一般：25,000円＋税
“過去２番目”を記録した。一方、摘発件数は892件（前年比53％減）と半減した。
教育セミナー「品目分類 第3回」 13：00～17：00
*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
◎講師：長瀬透氏
≪CIPIC≫
IIPPF
中東WG
◎開催日：2015年12月17日（木） ◎会場：連合会館（東京）
*2 錠剤型薬物を除いたもの
[10.06／於：自動車工業会会議室]
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般9,000＋税
WCO CAP合同会合
平成28年度通関士養成講座ガイダンス 19：00～20：30
【覚醒剤事犯】
[10.29-30／於：WCO本部]
◎開催日：2015年12月18日（金） ◎会場：連合会館（東京）
税関と権利者の協力強化等について
≪CIPIC≫
押収量は約1,501キログラム*3（前年比約3.6倍）と大幅に増加し、“過去最高”を記録
青山学院大学留学生との意見交換[12.7]
摘発件数についても104件（前年比25％増）と増加

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

【1月】
*3 薬物乱用者の通常使用量で約5,003万回分、末端価格にして約1,050億5,500万円に相当
【11月】

貿易実務研究部会（第636回）
教育セミナー「実地研修
◎開催日：2016年1月13日（水） ◎会場：学士会館（東京）
“密輸手口の大口化” 成田空港」08：30～18：30
◎開催日：2015年11月5日（木） ◎会場：成田国際空港
◎「原産地規則について」
・一度の押収量として過去最高となる約600キログラムの密輸入をはじめ、大口事犯を多数摘発
◎受講料：賛助会員：9,000円＋税／一般：12,000＋税
◎講師：麻野良二氏（大阪商工会議所 国際部副参事）
・１件当たりの平均押収量は約14キログラム（前年比約2.8倍）に急増
教育セミナー「税関手続の概要」
13：30～17：00
教育セミナー「税関手続の概要」 13：30～17：00
◎講師：室井友幸氏
“密輸仕出地の局地化と台湾の台頭”
◎講師：室井友幸氏
◎開催日：2015年11月6日（金）
◎会場：かでる2.7（札幌）
・摘発件数上位５か国・地域の構成は前年から変化なし ◎開催日：2016年1月14日（木） ◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員：無料／一般：無料
◎受講料：賛助会員：無料／一般：無料
・押収量は上位３か国・地域で全体の９割以上
貿易実務研究部会（第634回）
教育セミナー「品目分類 第4回」 13：00～17：00
・台湾を仕出地とする密輸入が摘発件数・押収量とも大幅に増加
◎開催日：2015年11月10日（火）
◎会場：学士会館（東京）
◎講師：長瀬透氏
◎「日本型通関システムの海外展開等について」
◎開催日：2016年1月18日（月） ◎会場：連合会館（東京）
◎講師：栗田昇氏（財務省関税局第二参事官室（国際協力担当）
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般：9,000＋税
【大麻事犯】
統括調査官）
教育セミナー「貿易実務 基礎編」 09：30～17：00
押収量は約９キログラム（前年比75％減）と大幅に減少
教育セミナー「品目分類
第2回」 13：00～17：00
◎講師：曽我しのぶ氏
摘発件数は118件（前年比３％減）と増加傾向が止まったが、引き続き高水準
◎講師：長瀬透氏
◎開催日：2016年1月22日（金） ◎会場：連合会館（東京）
◎開催日：2015年11月16日（月） ◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員：12,000円＋税／一般16,000円＋税
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般9,000＋税
平成28年度通関士養成講座ガイダンス（1日に3回開催）
【指定薬物事犯】
教育セミナー「実地研修 東京港」09：30～17：00
◎開催日：2016年1月24日（日） ◎会場：連合会館（東京）
摘発件数は477件（前年比67％減）と大幅に減少したが、引き続き高水準
◎開催日：2015年11月18日（水）
◎会場：東京港
教育セミナー「輸出通関手続」 13：00～17：00
◎受講料：賛助会員：7,000円＋税／一般：10,000＋税
◎講師：藤牧義久氏
押収量は約19キログラム（前年比53％減）と半減
TPPと21世紀の関税と貿易に関する研究会（第1回）
◎開催日：2016年1月26日（火） ◎会場：連合会館（東京）
◎開催日：2015年11月18日（水）
◎受講料：賛助会員：5,000円＋税／一般7,000円＋税
２．その他
◎場所：日本関税協会会議室
教育セミナー「輸入通関手続」 13：00～17：00
教育セミナー「通関手続 入門編」 09：30～17：00
◎講師：藤牧義久氏
◎開催日：2015年11月26日（木）
◎開催日：2016年1月27日（水） ◎会場：連合会館（東京）
・知的財産侵害事犯として、商標権を侵害するバッグ等の密輸入事犯を７件告発
◎講師：石原伸志氏 ◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員：5,000円＋税／一般：7,000円＋税
◎受講料：賛助会員9,000円＋税／一般：12,000円＋税
教育セミナー「実地研修
関西国際空港」 09：00～17：00
・北朝鮮関連事犯として、食器類等の日用品及びニット生地の不正輸出事犯を告発
◎開催日：2015年11月27日（金） ◎会場：関西国際空港
◎受講料：賛助会員9,000円＋税／一般12,000円＋税
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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」
［12.6／於：連合会館（東京）］
輸入通関手続きの流れや特殊関税・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「貿易取引のリスク対策」
[12.9／於：連合会館（東京）]
通常の書類のやり取りから、さらに踏み込んだワンランク上の貿
易実務の知識を身に着けるための講座。貿易取引の中で発生す
るトラブルとその解決方法、またそれらを未然に回避するための方
法について、実際の事例に基づいて解説。
教育セミナー「基礎から振り返る貿易実務」
[12.12-13／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。
教育セミナー「品目分類 第３回」
［12.19／於：連合会館（東京）］
第３回は機械・車両・光学機器等の部分品・附属品の分類につ
いて検討。
「2017年度 通関士養成講座ガイダンス」
[12.16／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50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
などについてプレゼンテー
ションを行った。
『実行関税率表2016 追補』発行
[12.20]
2017年１月１日付で輸入統計品目表が改
正されました。本書は2017年のHS改正によ
る変更箇所を抜粋した実行関税率表2016の
『追補』です。EPAタリフデータも収録してお
り、2017年３月末日までお使いいただける予
定です。

本 部
■主な活動 ················································································
【2016年11月】
教育セミナー「品目分類 第２回」
［11.21／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
関税率表の解釈に関する
通則について検討。
TPPと21世紀の関税・貿易政策研究会（第12回）
［11.21／於：日本関税協会会議室］
教育セミナー「実地研修 関西国際空港」
［11.25／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。
教育セミナー「通関手続 入門編」
［11.28／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。

定価：本体2,400円+税

≪CIPIC≫

『輸出統計品目表2017年版』発行
[12.20]
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。

関税局との非公式会議
[11.17／於：関税局会議室]
東京都知的財産総合センターでの講演
[11.28／於：東京都知財総合センター]
WCO・CAP会合出席
[11.28-30／WCO]

【12月】

定価：本体9,800円＋税

TPPと21世紀の関税・貿易政策研究会（第13回）
［12.5／於：日本関税協会会議室］
貿易実務研究部会（第647回）
［12.5／於：学士会館（東京）］
◎「米国における貿易管理について」
教育セミナー「輸出通関手続」
［12.5／於：連合会館（東京）］
通常の輸出申告と特定輸出申告の手続きの違いや各種減免戻

『ゼーラム2016』のアップデート［12.26］
2017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。
『商品ネームテーブルデータ2017年版』の発売［12.26］
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。
2017年のHS改正に対応した最新版のテーブルの販売を開始いた
しました。

－1－
−4−

Headquarters activity

交わされた。
≪CIPIC≫
WCO留学生と権利者との意見交換会
第26回理事会開催
[12.14／於：青山学院大学]
［10.27／於：KKRホテル東京（東京）］
理事会では平成27年度上期
事業の活動報告等を行った。

本部活動

「2017年度
≪CIPIC≫通関士養成講座ガイダンス」
関税局との非公式会議 [11.18]
[2.11／於：連合会館（東京）]
IIPPF 中東WG [11.20]
教育セミナー「貿易実務（金融編）」
［2.14／於：連合会館（東京）］
【12月】
貿易実務の中でも最も難解と言われる外国為替について、信
セミナー「貿易の電子化・円滑化と貿易の発展」
用状（L/C）取引を起点に、代金決済、保険条件、外国為替、直
（東京商工会議所・関西学院大学・日本関税協会 共催）
物・先物相場等を網羅的に解説。
◎開催日：2015年12月4日
AEO事業者連絡協議会分科会(京浜地区)
◎会場：ステーションコンファレンス東京「サピアホール」（東京）
［2.14／於：機械振興会館］
◎参加費：無料
貿易実務研究部会（第635回）
◎開催日：2015年12月10日（木） ◎会場：学士会館（東京）
◎「ロジスティクスからみたGMS経済圏の現状と将来」
◎講師：石原伸志氏（東海大学海洋学部 特任教授）
教育セミナー「基礎から振り返る貿易実務」09：30～17：00
◎開催日：2015年12月14・15日（月・火）
■今後の予定··········································································
◎講師：高橋靖治氏 ◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員18,000円＋税／一般：25,000円＋税
【2月】
教育セミナー「品目分類 第3回」 13：00～17：00
貿易実務研究部会（第649回）
◎講師：長瀬透氏
◎開催日：2017年２月15日（水）
◎開催日：2015年12月17日（木） ◎会場：連合会館（東京）
◎会場：学士会館（東京）
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般9,000＋税
◎「平成29年度関税改正について」
平成28年度通関士養成講座ガイダンス 19：00～20：30
◎講師：形岡拓文氏（財務省関税局関税課関税企画調整室長）
◎開催日：2015年12月18日（金） ◎会場：連合会館（東京）
教育セミナー「国際物流 中国の通関と貿易」
≪CIPIC≫
◎講師：岩見辰彦氏
青山学院大学留学生との意見交換[12.7]
◎開催日：2017年２月15日（水）
【1月】
◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員：9,000円＋税／一般：13,500円＋税
貿易実務研究部会（第636回）
TPPと21世紀の関税・貿易政策研究会（第15回）
◎開催日：2016年1月13日（水） ◎会場：学士会館（東京）
◎開催日：2017年２月22日（水）
◎「原産地規則について」
◎会場：日本関税協会会議室
◎講師：麻野良二氏（大阪商工会議所 国際部副参事）
教育セミナー「国際物流
ベトナム進出とビジネスリスク」
教育セミナー「税関手続の概要」
13：30～17：00
◎講師：斉藤雄久氏、今村茂氏
◎講師：室井友幸氏
◎開催日：2017年２月22日（水）
◎開催日：2016年1月14日（木） ◎会場：連合会館（東京）
◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員：無料／一般：無料
◎受講料：賛助会員：9,000円＋税／一般：13,500円＋税
教育セミナー「品目分類 第4回」 13：00～17：00
教育セミナー「品目分類 第5回」
◎講師：長瀬透氏
◎講師：長瀬透氏
◎開催日：2016年1月18日（月） ◎会場：連合会館（東京）
◎開催日：2017年２月27日（月）
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般：9,000＋税
◎会場：連合会館（東京）
教育セミナー「貿易実務 基礎編」 09：30～17：00
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般：9,000円＋税
◎講師：曽我しのぶ氏

役員等懇談会
【2017年1月】
［10.27／於：KKRホテル東京（東京）］
『Webタリフ・Web輸出統計品目表』のアップデート［1.5］
役員等懇談会では、佐川財務
「Webタリフ（実行関税率表）」および「Web輸出統計品目表」の
省関税局長を招いて、「関税政
2017年１月１日版を当協会ホームページに公開いたしました。
策・税関行政」についてご講演い
貿易実務研究部会（第648回）
ただいた。
［1.12／於：学士会館（東京）］
◎「輸入事後調査制度の概要と現状について」
「2017年度 通関士養成講座ガイダンス」
[1.15／於：連合会館（東京）]
≪CIPIC≫
「2017年度 通関士養成講座ガイダンス」
IIPPF 中東WG
[1.29／於：崎陽軒ヨコハマジャスト１号館（横浜）]
[10.06／於：自動車工業会会議室]
教育セミナー「品目分類 第４回」
WCO CAP合同会合
［1.30／於：連合会館（東京）］
[10.29-30／於：WCO本部]
第４回は衣類及びその附属品等の分類について検討。
税関と権利者の協力強化等について
≪CIPIC≫
関税局招聘の中国海関と権利者との意見交換会・企業訪問の調
■今後の予定 ··········································································
整
[1.10-1.20／於：関税局、権利者企業]
【11月】
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
教育セミナー「実地研修 成田空港」08：30～18：30
[1.19／於：発明推進協会会議室]
◎開催日：2015年11月5日（木） ◎会場：成田国際空港
【2月】
◎受講料：賛助会員：9,000円＋税／一般：12,000＋税
教育セミナー「税関手続の概要」 13：30～17：00
教育セミナー「貿易実務（基礎編）」
◎講師：室井友幸氏
［2.2／於：連合会館（東京）］
◎開催日：2015年11月6日（金）
◎会場：かでる2.7（札幌）
信用状取引、貿易取引の条件（インコタームズ）、貨物の保険、
◎受講料：賛助会員：無料／一般：無料
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。
貿易実務研究部会（第634回）
TPPと21世紀の関税・貿易政策研究会（第14回）
◎開催日：2015年11月10日（火） ◎会場：学士会館（東京）
［2.3／於：日本関税協会会議室］
◎「日本型通関システムの海外展開等について
」
『関税率表解説』追録(台本付)発行
◎講師：栗田昇氏（財務省関税局第二参事官室（国際協力担当）
[2.6]
統括調査官）
本書はHSコードの分類体系をまとめたも
教育セミナー「品目分類
第2回」 13：00～17：00
のです。日本の関税率表の解釈ルール・定
◎講師：長瀬透氏
義等を明確にし、４桁｢項｣、６桁｢号｣の説明
◎開催日：2015年11月16日（月） ◎会場：連合会館（東京）
から構成しています。今般、HS大改正により
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般9,000＋税
輸出入の統計品目番号が大きく変更されま
教育セミナー「実地研修 東京港」09：30～17：00
した。これを受け、これまでの台本を差し替
◎開催日：2015年11月18日（水） ◎会場：東京港
えるものとして発行いたしました。
定価：本体19,000円+税
◎受講料：賛助会員：7,000円＋税／一般：10,000＋税
『関税分類例規集』追録(台本付)発行
TPPと21世紀の関税と貿易に関する研究会（第1回）
[2.6]
◎開催日：2015年11月18日（水）
本書は、HS分類の中で疑義がある品目の
◎場所：日本関税協会会議室
取扱いを国際分類例規と国内分類例規とし
教育セミナー「通関手続 入門編」 09：30～17：00
てそれぞれまとめたものです。今般、『関税
◎開催日：2015年11月26日（木）
率表解説』と同じく、これまでの台本を差し替
◎講師：石原伸志氏 ◎会場：連合会館（東京）
えるものとして発行いたしました。
◎受講料：賛助会員9,000円＋税／一般：12,000円＋税
教育セミナー「実地研修 関西国際空港」 09：00～17：00
定価：本体6,500円+税
◎開催日：2015年11月27日（金） ◎会場：関西国際空港
◎受講料：賛助会員9,000円＋税／一般12,000円＋税

≪CIPIC≫
◎開催日：2016年1月22日（金） ◎会場：連合会館（東京）
税関知財センター依頼のミャンマー税関職員への講演
◎受講料：賛助会員：12,000円＋税／一般16,000円＋税
◎開催日：2017年２月16日（木）
◎会場：東京税関
平成28年度通関士養成講座ガイダンス（1日に3回開催）
イラン税関職員への講演
◎開催日：2016年1月24日（日） ◎会場：連合会館（東京）
◎開催日：2017年２月21日（火）
◎会場：関税局
教育セミナー「輸出通関手続」 13：00～17：00
CIPIC会員の税関見学会
◎講師：藤牧義久氏
◎開催日：2017年２月22日（水） ◎会場：連合会館（東京）
◎会場：東京税関外郵出張所
◎開催日：2016年1月26日（火）
◎受講料：賛助会員：5,000円＋税／一般7,000円＋税
【3月】
教育セミナー「輸入通関手続」 13：00～17：00
「2017年度
通関士養成講座ガイダンス」
◎講師：藤牧義久氏
◎開催日：2017年３月1日（水）
◎開催日：2016年1月27日（水） ◎会場：連合会館（東京）
◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員：5,000円＋税／一般：7,000円＋税
◎参加費：無料
教育セミナー「国際物流 検証：中国貿易と通関（輸出編）」
◎講師：岩見辰彦氏
◎開催日：2017年３月７日（火）
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≪CIPIC≫

◎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「国際物流 検証：中国貿易と通関（輸入編）」
◎講師：岩見辰彦氏
◎開催日：2017年３月８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
貿易実務研究部会（第650回）
◎開催日：2017年３月10日（金）
◎会場：学士会館（東京）
◎「特恵原産地規則における累積制度」
◎講師：今川博氏（一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会
業務部業務二部長）
AEO事業者連絡協議会分科会(東海地区)
◎開催日：2017年３月15日（水）
◎会場：名古屋港湾会館（名古屋）
平成28年度第２回全国事務局長会議
◎開催日：2017年３月21日（火）
◎会場：連合会館（東京）
第33回理事会及び役員等懇談会
◎開催日：2017年３月22日（水）
◎会場：学士会館（東京）
教育セミナー「品目分類 第６回」
◎講師：長瀬透氏
◎開催日：2017年３月27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

CIPIC運営委員会
◎開催日：2017年３月７日（火） ◎会場：日本関税協会会議室

【4月】
2017年度 通関士養成通信教育講座開講
◎日時：2017年４月１日（土）
2017年度 通関士養成講習会開講
◎日時：2017年４月４日（火）
◎会場：連合会館（東京）
貿易実務研究部会（第651回）
◎開催日：2017年４月13日（木）
◎会場：学士会館（東京）
◎「通関関係書類の電子化・ペーパーレス化への取組みについ
て」
◎講師：財務省関税局業務課 担当官
AEO事業者連絡協議会分科会(阪神地区)
◎開催日：2017年４月17日（月）
◎会場：新丸ビル別館（大阪）
関西学院大学・東京商工会議所・日本関税協会共催セミナー・シ
ンポジウム「インバウンドと消費・サービスの拡大」
◎開催日：2017年４月21日（金）
◎会場：ステーションコンファレンス東京 サピアタワー５階（東京）

≪CIPIC≫
CIPIC講演会
◎開催日：2017年４月４日（火） ◎会場：連合会館（東京）

関税率表解説
B5判／上・下2巻1組／定価：本体価格19,000円＋税／送料実費

加除式台本／ルーズリーフバインダー

本書は、分類された各項目についての総説・詳説に加え、品目名に用いられる用語
の説明や、該当品目の具体的な明示等々、貿易実務に携わる方々の「なぜ？」
にお答
えします。統計品目番号の改正に準拠した本書を、ぜひこの機会に！

2017年HS大改正に対応！

関税分類例規集
B5判／定価：本体価格6,500＋税／送料460円

加除式台本／ルーズリーフバインダー

本書は、
「国際分類例規」、
「国内分類例規」の 2 編からなる例規集です。多数の図
表によって理解しやすく、商品把握の際に、これまで問題となってきた品目や、新規
の品目について具体例と詳細な解説を掲載しており、迷ったときの案内役・ガイド
ブックとして役立ちます。

※『関税率表解説』、
『関税分類例規集』は直販のみの販売となっております。
JA PA N TA R I F F A S S O C I AT I O N

〒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/
▲

日本関税協会

▲ ▲

公益財団法人
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≪CIPIC≫

交わされた。
第26回理事会開催
［10.27／於：KKRホテル東京（東京）］
■主な活動··················································································
理事会では平成27年度上期
【2016年11月】
事業の活動報告等を行った。
HS2017改正に係る説明会
［11.1／於：札幌第２合同庁舎］
［11.2／於：函館港湾合同庁舎］
［11.4／於：八戸港湾合同庁舎］
北海道地区保税実務担当者研修会に事業協力
役員等懇談会
[11.17／於：ホテルさっぽろ芸文館]
［10.27／於：KKRホテル東京（東京）］
函館支部は、札幌市において
役員等懇談会では、佐川財務
開催された「平成28年度北海道
省関税局長を招いて、「関税政
地区保税実務担当者研修会」に
策・税関行政」についてご講演い
事業協力しました。
ただいた。
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㈱の講師から「最近の税関行
研修風景
政」、「保税地域における処分事
例」、「保税実務」、「NACCS保税業務及び海上・航空共用化等次
≪CIPIC≫
期NACCS更改」についてそれぞれ講義があり、受講者は終始真剣
IIPPF 中東WG
な様子で聴講され、有意義な研修会となりました。
[10.06／於：自動車工業会会議室]

函館支部

関税局との非公式会議 [11.18]
IIPPF 中東WG [11.20]

【12月】
セミナー「貿易の電子化・円滑化と貿易の発展」
意見交換会
（東京商工会議所・関西学院大学・日本関税協会
共催）
◎開催日：2015年12月4日
【2017年１月】
◎会場：ステーションコンファレンス東京「サピアホール」（東京）
三団体合同賀詞交換会
◎参加費：無料
[1.6／於：グランドニッコー東京 台場]
貿易実務研究部会（第635回）
■今後の予定
············································································
◎開催日：2015年12月10日（木）
◎会場：学士会館（東京）
◎「ロジスティクスからみたGMS経済圏の現状と将来」
【2017年2月】
◎講師：石原伸志氏（東海大学海洋学部
関税評価・品目分類・原産地規則セミナー 特任教授）
教育セミナー「基礎から振り返る貿易実務」09：30～17：00
◎日時：2017年２月９日（木）
◎開催日：2015年12月14・15日（月・火）
CIPIC会員 東京税関見学会
◎講師：高橋靖治氏 ◎会場：連合会館（東京）
◎日時：2017年２月22日（水）
◎受講料：賛助会員18,000円＋税／一般：25,000円＋税
【３月】
教育セミナー「品目分類 第3回」 13：00～17：00
山形地区講演会
◎講師：長瀬透氏
◎日時：2017年３月６日（月）
◎開催日：2015年12月17日（木）
◎会場：連合会館（東京）
◎講師：東京税関監視部長
水井修氏
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般9,000＋税
群馬地区講演会
◎日時：2017年３月22日（水）
平成28年度通関士養成講座ガイダンス 19：00～20：30
◎講師：東京税関業務部長
上川純史氏
◎開催日：2015年12月18日（金）
◎会場：連合会館（東京）

【12月】
WCO CAP合同会合

経済連携協定（EPA）利用支援セミナー
[10.29-30／於：WCO本部]
［12.22／於：仙台第２合同庁舎］
税関と権利者の協力強化等について

【４月】
≪CIPIC≫

【2017年１月】

新潟地区講演会
青山学院大学留学生との意見交換[12.7]
◎日時：2017年４月26日（水）
【1月】
◎講師：東京税関長 大森通伸氏

■今後の予定
EPA活用セミナー ··········································································
［1.19／於：札幌第２合同庁舎］
【11月】
平成28年分函館税関貿易概況資料の送付

【７月】
貿易実務研究部会（第636回）
第67回
東京支部定時常任幹事会・事業報告会・講演会
◎開催日：2016年1月13日（水）
◎会場：学士会館（東京）
◎日時：2017年７月28日（金）
◎「原産地規則について」
◎場所：グランドプリンスホテル高輪
◎講師：麻野良二氏（大阪商工会議所 国際部副参事）

教育セミナー「実地研修
成田空港」08：30～18：30
■今後の予定
············································································
◎開催日：2015年11月5日（木） ◎会場：成田国際空港
【2017年２月】
◎受講料：賛助会員：9,000円＋税／一般：12,000＋税
苫小牧地区講演会
教育セミナー「税関手続の概要」 13：30～17：00
◎日時：2017年２月24日(金)
◎講師：室井友幸氏
◎場所：グランドホテルニュー王子
◎開催日：2015年11月6日（金） ◎会場：かでる2.7（札幌）
◎講師：苫小牧税関支署長
◎受講料：賛助会員：無料／一般：無料
貿易実務研究部会（第634回）
◎開催日：2015年11月10日（火） ◎会場：学士会館（東京）
◎「日本型通関システムの海外展開等について」
◎講師：栗田昇氏（財務省関税局第二参事官室（国際協力担当）
■主な活動··················································································
統括調査官）
【2016年11月】
教育セミナー「品目分類 第2回」 13：00～17：00
教育セミナー「実地研修（成田空港）」（本部共催）
◎講師：長瀬透氏
[11.2／於：成田空港]
◎開催日：2015年11月16日（月） ◎会場：連合会館（東京）
HS2017改正説明会
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般9,000＋税
[11.9／於：羽田支署、11.10／於：大井出張所]
教育セミナー「実地研修 東京港」09：30～17：00
【12月】
◎開催日：2015年11月18日（水） ◎会場：東京港
税関幹部と支部役員との意見交換会
◎受講料：賛助会員：7,000円＋税／一般：10,000＋税
東京港湾合同庁舎会議室において12月12日（月）、東京税関幹
TPPと21世紀の関税と貿易に関する研究会（第1回）
部と当支部役員との意見交換会を開催しました。大森税関長の挨
◎開催日：2015年11月18日（水）
拶、渡辺支部長の挨拶に続き、税関幹部から次のテーマについて
◎場所：日本関税協会会議室
説明を頂きました。
教育セミナー「通関手続
入門編」 09：30～17：00
監視部「税関と関係業界の連携について」
◎開催日：2015年11月26日（木）
業務部「通関行政における最近の動向」
◎講師：石原伸志氏
◎会場：連合会館（東京）
調査部「東京税関における不正薬物の摘発状況等」
◎受講料：賛助会員9,000円＋税／一般：12,000円＋税
続いて、当支部からは塚原常任幹事（国際空港上屋㈱会長）か
教育セミナー「実地研修 関西国際空港」 09：00～17：00
ら「航空貨物輸入共同上屋の50年」と題し、共同上屋発足当時から
◎開催日：2015年11月27日（金） ◎会場：関西国際空港
のエピソード、最近の情勢等のお話を頂きました。それぞれの説明
◎受講料：賛助会員9,000円＋税／一般12,000円＋税
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。

教育セミナー「税関手続の概要」 13：30～17：00
◎講師：室井友幸氏
◎開催日：2016年1月14日（木） ◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員：無料／一般：無料
■主な活動 ··················································································
教育セミナー「品目分類 第4回」 13：00～17：00
【2016年10月】
◎講師：長瀬透氏
栃木地区会員懇談会
◎開催日：2016年1月18日（月） ◎会場：連合会館（東京）
[10.28／於：宇都宮グランドホテル]
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般：9,000＋税
横浜税関調査部長 鈴木恒久氏を講師にお迎えして開催された
教育セミナー「貿易実務
基礎編」 09：30～17：00
講演会では、演題「最近の税関行政について」の講演を傾聴致しま
◎講師：曽我しのぶ氏
した。経済の基礎資料である貿易統計及び水際における取締状況
◎開催日：2016年1月22日（金） ◎会場：連合会館（東京）
を重点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
◎受講料：賛助会員：12,000円＋税／一般16,000円＋税
を博しました。
平成28年度通関士養成講座ガイダンス（1日に3回開催）
◎開催日：2016年1月24日（日） ◎会場：連合会館（東京）
教育セミナー「輸出通関手続」 13：00～17：00
◎講師：藤牧義久氏
◎開催日：2016年1月26日（火） ◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員：5,000円＋税／一般7,000円＋税
教育セミナー「輸入通関手続」 13：00～17：00
◎講師：藤牧義久氏
菊地幹事の挨拶
鈴木調査部長講演
◎開催日：2016年1月27日（水）
◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員：5,000円＋税／一般：7,000円＋税
【11月】

横浜支部

東京支部

茨城地区会員懇談会
[11.11／於：鹿島セントラルホテル]
横浜税関総務部長 相馬弘尚氏を講師にお迎えして開催された
講演会では、演題「最近の朝鮮半島情勢と日韓関係」の講演を傾
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Branch activity

聴致しました。最近の日韓関係及び北朝鮮情勢の裏事情などにつ
いて、大韓民国大使館参事官・公使の経験に基づいた、非常に興
味深い説明を頂き、会員からは大変好評を博しました。

支部活動

名古屋支部
■主な活動 ··················································································
【2016年11月】

光本幹事の挨拶

衣浦地区懇談会・講演会
［11.16／於：衣浦グランドホテル］
藤原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、40名の参加者から大変好評を
博しました。

相馬総務部長講演

宮城地区会員懇談会
[11.17／於：グランドパレス塩竈]
横浜税関監視部長 浅野尚一氏を講師にお迎えして開催された
講演会では、演題「最近の税関行政について」の講演を傾聴致しま
した。税関の管轄区域から始まり、税関行政一般について説明を頂
いた後に、自身の国際機関での経験を踏まえた税関行政の国際協
力について説明を頂くなど、会員からは大変好評を博しました。
藤原税関長

浅野副支部長

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。

徳永幹事の挨拶

浅野監視部長講演

福島地区会員懇談会
[11.24／於：いわきワシントンホテル]
横浜税関業務部長 内山三千代氏を講師にお迎えして開催され
た講演会では、演題「最近の税関行政について」の講演を傾聴致し
ました。最近の通関行政を中心に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。

大曲幹事の挨拶

表彰式の様子

表彰された皆様

【2017年１月】
豊橋地区懇談会・講演会
[1.25／於：豊橋アソシアホテル]
藤原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。51名の参加者に出席していただき、和やかな交歓
のうち親睦を深めて盛会裏に終了いたしました。

内山業務部長講演

【2016年11月～2017年１月】
通関協議会
◎本関地区ほか14官署において、計36回開催
海務協議会
◎本関地区ほか４官署において、計５回開催

藤原税関長

神野幹事の挨拶

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

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

【2017年２月】

【2017年２月】

横浜税関検数・検定協議会
◎日時：2017年２月８日（水）
◎場所：横浜第一港湾合同庁舎
千葉地区会員懇談会
◎日時：2017年２月１６日（木）
◎場所：ポートプラザ ちば

【３月】

【４月】
時局講演会
◎日時：2017年４月24日（月）
◎場所：ローズホテル横浜

四日市地区懇談会・講演会
◎日時：2017年２月15日（水）
◎場所：四日市都ホテル
清水地区懇談会・講演会
◎日時：2017年３月８日（水）
◎場所：マナーハウス・エリザベート

【４月】
税関実務研修
◎日時：2017年４月13日（木）、14日（金）
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≪CIPIC≫
■今後の予定 ············································································

◎場所：名古屋港湾会館第一会議室
交わされた。
第26回理事会開催
［10.27／於：KKRホテル東京（東京）］
理事会では平成27年度上期
事業の活動報告等を行った。

大阪支部

■主な活動··················································································
【2016年11月】
HS2017改正説明会
［11.1（本関）、2（関空）、4（南大阪）、7（京滋）、8（富山）、9（石川）、
10（福井）、11（舞鶴･宮津）、16（和歌山）］
役員等懇談会
［10.27／於：KKRホテル東京（東京）］
役員等懇談会では、佐川財務
省関税局長を招いて、「関税政
策・税関行政」についてご講演い
ただいた。
説明会の様子（本関）

関税局との非公式会議 [11.18]
IIPPF 中東WG [11.20]
【2017年２月】
関税評価研修会
【12月】
◎日時：2017年２月７日（火）
◎場所：エル･おおさか（本関地区、関空、南大阪、京滋地区会）
セミナー「貿易の電子化・円滑化と貿易の発展」
◎講師：東京税関業務部総括関税評価官
（東京商工会議所・関西学院大学・日本関税協会 共催）
大阪税関業務部首席関税評価官
◎開催日：2015年12月4日
保税南港会総会
◎会場：ステーションコンファレンス東京「サピアホール」（東京）
◎日時：2017年２月10日（金）
◎参加費：無料
保税事務研修会
貿易実務研究部会（第635回）
◎日時：2017年２月23日（木）
◎開催日：2015年12月10日（木） ◎会場：学士会館（東京）
◎場所：大阪市中央体育館（本関、保税南港、桜友会）
◎「ロジスティクスからみたGMS経済圏の現状と将来」
◎講師：大阪税関監視部保税部門担当官
◎講師：石原伸志氏（東海大学海洋学部 特任教授）
：NACCSセンター西日本事務所職員
教育セミナー「基礎から振り返る貿易実務」09：30～17：00

◎開催日：2015年12月14・15日（月・火）
◎講師：高橋靖治氏 ◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員18,000円＋税／一般：25,000円＋税
教育セミナー「品目分類
第3回」 13：00～17：00
■主な活動 ··················································································
◎講師：長瀬透氏
【2016年11月】
◎開催日：2015年12月17日（木） ◎会場：連合会館（東京）
税関業務説明会（HS2017関税改正）
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般9,000＋税
［11.2(徳島)、7（香川)、8（新居浜）、28（浜田）］
平成28年度通関士養成講座ガイダンス 19：00～20：30
時局講演会「人口動態と貿易データから中国経済の減速がどう
◎開催日：2015年12月18日（金） ◎会場：連合会館（東京）
見えるか」
≪CIPIC≫
［11.9／於：メリケンパークオリエンタルホテル（神戸)］
青山学院大学留学生との意見交換[12.7]
◎講師:㈱日本総合研究所 大泉啓一郎氏

神戸支部

税関長講演会
［11.15／於：ホテル大阪ベイタワー］
◎演題：「最近の貿易動向と税関行政」
≪CIPIC≫
◎講師：大阪税関長
中村信行氏
IIPPF 中東WG
[10.06／於：自動車工業会会議室]
WCO CAP合同会合
[10.29-30／於：WCO本部]
税関と権利者の協力強化等について

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

【1月】

講演風景

【11月】
保税事務研修会
［11.15（南大阪）、16（関空）、22（大手前保税会）、24（和歌山）、29
教育セミナー「実地研修 成田空港」08：30～18：30
（石川）］
◎開催日：2015年11月5日（木） ◎会場：成田国際空港
滋賀保税会総会
◎受講料：賛助会員：9,000円＋税／一般：12,000＋税
［11.22］
教育セミナー「税関手続の概要」 13：30～17：00
桜島保税会定例会
◎講師：室井友幸氏
［11.22］
◎開催日：2015年11月6日（金） ◎会場：かでる2.7（札幌）
教育セミナー「実地研修（関西国際空港）」（本部共催）
◎受講料：賛助会員：無料／一般：無料
［11.25］
貿易実務研究部会（第634回）
◎開催日：2015年11月10日（火） ◎会場：学士会館（東京）
◎「日本型通関システムの海外展開等について」
◎講師：栗田昇氏（財務省関税局第二参事官室（国際協力担当）
統括調査官）
教育セミナー「品目分類 第2回」 13：00～17：00
◎講師：長瀬透氏
貨物地区
◎開催日：2015年11月16日（月） ◎会場：連合会館（東京）
【12月】
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般9,000＋税
保税事務研修会
教育セミナー「実地研修
［12.2（福井）、12.6（富山）］東京港」09：30～17：00
◎開催日：2015年11月18日（水）
◎会場：東京港
関税評価研修会
◎受講料：賛助会員：7,000円＋税／一般：10,000＋税
［12.5（和歌山）］
TPPと21世紀の関税と貿易に関する研究会（第1回）
保税実務担当者説明会
◎開催日：2015年11月18日（水）
［12.6（保税南港会）］
◎場所：日本関税協会会議室
南大阪第1部会総会
教育セミナー「通関手続
入門編」 09：30～17：00
［12.6］
◎開催日：2015年11月26日（木）
関空保税会定例会
◎講師：石原伸志氏
◎会場：連合会館（東京）
［12.21］
◎受講料：賛助会員9,000円＋税／一般：12,000円＋税
【2017年1月】
教育セミナー「実地研修 関西国際空港」 09：00～17：00
「保税部会報第28号」発行
◎開催日：2015年11月27日（金） ◎会場：関西国際空港
関空保税会定例会
◎受講料：賛助会員9,000円＋税／一般12,000円＋税
［1.18］

貿易実務研究部会（第636回）
◎開催日：2016年1月13日（水） ◎会場：学士会館（東京）
◎「原産地規則について」
◎講師：麻野良二氏（大阪商工会議所 国際部副参事）
教育セミナー「税関手続の概要」 13：30～17：00
◎講師：室井友幸氏
大泉啓一郎氏講演
◎開催日：2016年1月14日（木） ◎会場：連合会館（東京）
研修見学会
◎受講料：賛助会員：無料／一般：無料
［11.10（広島）］
教育セミナー「品目分類 第4回」 13：00～17：00
◎講師：長瀬透氏
◎開催日：2016年1月18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＋税
教育セミナー「貿易実務 基礎編」 09：30～17：00
◎講師：曽我しのぶ氏
◎開催日：2016年1月22日（金） ◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員：12,000円＋税／一般16,000円＋税
研修風景
平成28年度通関士養成講座ガイダンス（1日に3回開催）
関税評価制度説明会
◎開催日：2016年1月24日（日） ◎会場：連合会館（東京）
［11.11（新居浜）］
教育セミナー「輸出通関手続」 13：00～17：00
通関連絡会
◎講師：藤牧義久氏
［11.15(新居浜)］
◎開催日：2016年1月26日（火）
◎会場：連合会館（東京）
東播磨地区保税部会
研修見学会
◎受講料：賛助会員：5,000円＋税／一般7,000円＋税
［11.15（姫路）］
教育セミナー「輸入通関手続」 13：00～17：00
税関業務説明会（保税、通関、原産地規則）
◎講師：藤牧義久氏
［11.18（姫路）］
◎開催日：2016年1月27日（水） ◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員：5,000円＋税／一般：7,000円＋税
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支部活動

門司支部
■主な活動 ··················································································
【2016年11月】
貨物管理責任者研修会
［11.8／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
保税行政に精通された講師に
より、「適正な貨物管理と内部監
査の充実」について、熱のこもっ
た講義が展開され、参加者から
も勉強になりましたとの声が多く
聞かれました。

説明会風景

税関業務説明会（通関業内部監査における留意点）
［11.18（香川）］
税関業務説明会（関税評価）
［11.21（浜田）］
税関業務説明会（保税、原産地規則）
［11.24（水島）］
「こうべ保税部会報（第21号）」発行
［11.25（神戸）］

研修風景

徳山地区懇談会・講演会
[11.10／於：ホテル・ザ・グラマシー（周南市）]
◎演題：｢最近における税関行政について」
◎講師：門司税関長 酒井清氏
◎演題：「長期トレンドから予測する株・為替の将来」
◎講師：野村證券㈱ 徳山支店長 韮山弘行氏
税関業務説明会（関税分類）
［11.28（浜田）］
税関業務説明会（関税分類、原産地規則）
［11.29（境港）］

【12月】
税関業務説明会（原産地規則）
［12.16（新居浜）］
通関連絡会
［12.19、20(新居浜)］

講演：酒井清氏

【2017年1月】
「協議会報もみじ（第59号）」発行
［1.5（広島）］
「協議会報あまがさき（第59号）」発行
［1.11（尼崎）］
通関連絡会
［1.17(新居浜)］
保税部会研修会
［1.20(尼崎)］
税関幹部との意見交換会
［1.25(徳島)］

■今後の予定 ············································································
【2017年２月】
保税業務担当者研修会（神戸）
◎日時:2017年２月13日（月）、14日（火）
◎場所:三宮コンベンションセンター
保税業務担当者研修会（水島）
◎日時:2017年２月22日（水）
◎場所:水島愛あいサロン
保税業務担当者研修会（広島）
◎日時:2017年２月23日（木）
◎場所:広島市まちづくり市民交流プラザ
保税業務担当者研修会（香川）
◎日時:2017年２月24日（金）
◎場所:坂出グランドホテル

講演：韮山弘行氏

岩国地区懇談会・講演会
［11.11／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 酒井清氏
岩国地区懇談会恒例の地区
会員企業の紹介では、「日本製
紙㈱岩国工場 工場紹介」と題
して、同工場事務部長代理兼原
材料課長 野口耕一氏が発表し
ました。
講演は、門司税関長酒井清氏
講演会風景
による「最近における税関行政
について」で、岩国地区会員12社全社から、25名が聴講しました。
伊万里・唐津地区懇談会・講演会
［11.16／於：伊万里グランドホテル（伊万里市）］
◎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 安田和宏氏

講演：安田和宏氏（左側）

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：門司税関長 酒井清氏
－12－
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H e a d qB
u ar ra tnecrhs a c t i v i t y

◎演題：「訪日中国人観光客の旅行先選択行動と九州の観光推進
交わされた。
策への提言」
第26回理事会開催
◎講師：公益財団法人アジア成長研究所研修部長
戴二彪氏
［10.27／於：KKRホテル東京（東京）］
理事会では平成27年度上期
事業の活動報告等を行った。

役員等懇談会
講演：戴二彪氏
講演会風景
［10.27／於：KKRホテル東京（東京）］
細島地区懇談会・講演会
役員等懇談会では、佐川財務
[11.25／於：ホテルベルフォート日向（日向市）]
省関税局長を招いて、「関税政
◎演題：「細島港の概要と今後の展望について」
策・税関行政」についてご講演い
◎講師：宮崎県北部港湾事務所長 川野福一氏
ただいた。
◎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 小橋博文氏

≪CIPIC≫
IIPPF 中東WG
[10.06／於：自動車工業会会議室]
WCO CAP合同会合
[10.29-30／於：WCO本部]
来賓挨拶：日向市長 十屋幸平氏
講演：小橋博文氏
税関と権利者の協力強化等について
税関記念日・税関業績者等表彰式
■今後の予定
··········································································
［11.28／於：門司港湾合同庁舎（北九州市）］
同式典において、利島康司
【11月】
門司支部長に税関長から感謝
状等が贈呈された。
教育セミナー「実地研修
成田空港」08：30～18：30
◎開催日：2015年11月5日（木） ◎会場：成田国際空港
◎受講料：賛助会員：9,000円＋税／一般：12,000＋税
教育セミナー「税関手続の概要」 13：30～17：00
◎講師：室井友幸氏
表彰式の様子
◎開催日：2015年11月6日（金）
◎会場：かでる2.7（札幌）
貨物管理責任者研修会
◎受講料：賛助会員：無料／一般：無料
［11.29／於：徳山港湾合同庁舎］
貿易実務研究部会（第634回）
◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏
◎開催日：2015年11月10日（火） ◎会場：学士会館（東京）
◎「日本型通関システムの海外展開等について」
◎講師：栗田昇氏（財務省関税局第二参事官室（国際協力担当）
統括調査官）
教育セミナー「品目分類 第2回」 13：00～17：00
◎講師：長瀬透氏
◎開催日：2015年11月16日（月） ◎会場：連合会館（東京）
研修風景
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般9,000＋税
教育セミナー「実地研修 東京港」09：30～17：00
【12月】
◎開催日：2015年11月18日（水） ◎会場：東京港
承認工場研修会
◎受講料：賛助会員：7,000円＋税／一般：10,000＋税
［12.2／於：福岡港湾合同庁舎（福岡市）］
TPPと21世紀の関税と貿易に関する研究会（第1回）
◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏
◎開催日：2015年11月18日（水）
門司支部、長崎支部共催によ
◎場所：日本関税協会会議室
る承認工場研修会を福岡市で開
教育セミナー「通関手続 入門編」 09：30～17：00
催しました。研修では、関税定率
◎開催日：2015年11月26日（木）
法第13条に基づく飼料用原料の
◎講師：石原伸志氏 ◎会場：連合会館（東京）
免税制度、関税暫定措置法に基
づく日豪EPAによるオーストラリ
◎受講料：賛助会員9,000円＋税／一般：12,000円＋税
ア産麦の免税制度等について、
教育セミナー「実地研修 関西国際空港」 09：00～17：00
研修風景
解説していただきました。両支部
◎開催日：2015年11月27日（金） ◎会場：関西国際空港
管内から、16事業所、23名が参加しました。
◎受講料：賛助会員9,000円＋税／一般12,000円＋税

本部活動
支

貨物管理責任者研修会
≪CIPIC≫
[12.19／於：伊万里港湾合同庁舎（伊万里市）]
関税局との非公式会議 [11.18]
◎講師：門司税関監視部保税地域監督官
田中浩氏
IIPPF 中東WG [11.20]
萩地区懇談会・講演会
【12月】
［12.21／於：高大（萩市）］
◎演題：「最近における税関行政について」
セミナー「貿易の電子化・円滑化と貿易の発展」
◎講師：下関税関支署長 田中洋一氏
（東京商工会議所・関西学院大学・日本関税協会
共催）
◎開催日：2015年12月4日
◎会場：ステーションコンファレンス東京「サピアホール」（東京）
◎参加費：無料
貿易実務研究部会（第635回）
◎開催日：2015年12月10日（木） ◎会場：学士会館（東京）
◎「ロジスティクスからみたGMS経済圏の現状と将来」
◎講師：石原伸志氏（東海大学海洋学部 特任教授）
講演：田中洋一氏
教育セミナー「基礎から振り返る貿易実務」09：30～17：00
【2017年１月】
◎開催日：2015年12月14・15日（月・火）
EPA（経済連携協定）利用支援セミナー
◎講師：高橋靖治氏 ◎会場：連合会館（東京）
［1.17／於：福岡合同庁舎新館（福岡市）］
◎受講料：賛助会員18,000円＋税／一般：25,000円＋税
◎講師：門司税関からは、野口業務部長、金子首席関税鑑査官、
教育セミナー「品目分類 第3回」 13：00～17：00
山口原産地調査官
◎講師：長瀬透氏
：福岡財務支局からは、貝守財務主幹
◎開催日：2015年12月17日（木） ◎会場：連合会館（東京）
：福岡商工会議所からは、宮崎通樹氏
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般9,000＋税
本セミナーは、経済連携協定
平成28年度通関士養成講座ガイダンス 19：00～20：30
（EPA）の原産地規則や活用方
◎開催日：2015年12月18日（金） ◎会場：連合会館（東京）
法等を紹介し、EPAの利用促進
≪CIPIC≫
及び日本企業の国際的な活動
青山学院大学留学生との意見交換[12.7]
の支援を図ることを目的として門
【1月】
司税関、福岡財務支局、福岡商
工会議所及び門司支部と共同
貿易実務研究部会（第636回）
セミナー風景
開催しました。
◎開催日：2016年1月13日（水） ◎会場：学士会館（東京）
油津地区懇談会・講演会
◎「原産地規則について」
［1.20／於：日南第一ホテル（日南市）］
◎講師：麻野良二氏（大阪商工会議所 国際部副参事）
◎演題：「最近における税関行政について」
教育セミナー「税関手続の概要」 13：30～17：00
◎講師：門司税関業務部長 野口俊秀氏
◎講師：室井友幸氏
◎開催日：2016年1月14日（木） ◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員：無料／一般：無料
教育セミナー「品目分類 第4回」 13：00～17：00
◎講師：長瀬透氏
◎開催日：2016年1月18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＋税
教育セミナー「貿易実務
基礎編」 09：30～17：00
講演会風景（奥中央は、野口俊秀氏）
◎講師：曽我しのぶ氏
貨物管理責任者研修会
◎開催日：2016年1月22日（金） ◎会場：連合会館（東京）
［1.23／於：福岡港湾合同庁舎（福岡市）］
◎受講料：賛助会員：12,000円＋税／一般16,000円＋税
◎講師：門司税関監視部保税地域監督官
田中浩氏
平成28年度通関士養成講座ガイダンス（1日に3回開催）
◎開催日：2016年1月24日（日） ◎会場：連合会館（東京）
教育セミナー「輸出通関手続」 13：00～17：00
◎講師：藤牧義久氏
◎開催日：2016年1月26日（火） ◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員：5,000円＋税／一般7,000円＋税
教育セミナー「輸入通関手続」 13：00～17：00
研修風景（会場は受講者で満席）
◎講師：藤牧義久氏
◎開催日：2016年1月27日（水）
◎会場：連合会館（東京）
大分地区懇談会・講演会
◎受講料：賛助会員：5,000円＋税／一般：7,000円＋税
［1.25／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 酒井清氏

－3－
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◎場所：徳山港湾合同庁舎（周南市）

【６月】

講演：酒井清氏

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

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：2017年６月５日（月）15：00～
◎場所：ステーションホテル小倉（北九州市）
貨物管理責任者研修会
◎日時：2017年６月
◎場所：岩国港湾合同庁舎（岩国市）

【2017年２月】
貨物管理責任者研修会
◎日時：2017年２月13日(月)
◎場所：細島港湾合同庁舎（日向市）
貿易実務講座～入門編・税関業務説明～
◎日時：2017年２月15日(水)
◎場所：鹿児島県立志布志高等学校（志布志市）
◎主催：門司支部・長崎支部共催
保税初任者研修会
◎日時：2017年２月23日（木）
◎場所：福岡空港合同庁舎会議室（福岡市）
保税非違事例勉強会
◎日時：2017年２月
◎場所：門司港湾合同庁舎（北九州市）
保税非違事例勉強会
◎日時：2017年２月
◎場所：福岡港湾合同庁舎（福岡市）

【３月】
貨物管理責任者研修会
◎日時：2017年３月
◎場所：大分港湾合同庁舎（大分市）
保税初任者研修会
◎日時：2017年３月
◎場所：岩国港湾合同庁舎（岩国市）
保税初任者研修会
◎日時：2017年３月
◎場所：伊万里港湾合同庁舎（伊万里市）

【４月】
貨物管理責任者研修会
◎日時：2017年４月
◎場所：下関港湾合同庁舎（下関市）
保税初任者研修会
◎日時：2017年４月
◎場所：門司港湾合同庁舎（北九州市）
保税初任者研修会
◎日時：2017年４月
◎場所：大分港湾合同庁舎（大分市）
「2016九州経済圏の貿易・全国港別貿易額表」発行
(４月下旬発行予定)

【５月】
AEO事業者連絡協議会分科会（九州・沖縄地区）
◎日時：2017年５月23日（火）
◎場所：福岡県中小企業振興センター（福岡市）
◎主催：本部
貨物管理責任者研修会
◎日時：2017年５月
◎場所：戸畑税関支署会議室（北九州市）
保税初任者研修会
◎日時：2017年５月

長崎支部
■主な活動 ··················································································
【2016年11月】
八代地区会員講演会・懇談会
[11.2／於: ホテルニューオータニ熊本（熊本市）]
長崎税関業務部長 深山正俊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。

会場風景

講師：長崎税関業務部長 深山正俊氏

第２回保税業務講習会
[11.17／於:八代市厚生会館（八代市）]
[11.18／於:三池港物流福祉センター（大牟田市）]
[11.22／於:佐世保港湾合同庁舎（佐世保市）]
[11.28／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
習会を八代、三池、佐世保、鹿
児島の4地区で開催しました。4
地区96社135名の方に参加いた
だきました。

多くの受講者で埋まった会場

「関税メールプレス｣発行：５回

【12月】
鹿児島地区会員講演会・懇談会
[12.5／於: ホテル・レクストン鹿児島（鹿児島市）]
長崎税関長 郡山清武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。
貿易動向、訪日外国人の急増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100名の出席者は熱心に聴講しました。

会場風景

承認工場研修会（門司支部と共催）
[12.2／於:福岡港湾合同庁舎(福岡市)]
－14－
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講師：長崎税関長 郡山清武氏

H e a d qB
u ar ra tnecrhs a c t i v i t y

第２回保税業務講習会
交わされた。
[12.6／於:長崎税関（長崎市）]
第26回理事会開催
｢関税メールプレス｣発行:４回
［10.27／於：KKRホテル東京（東京）］
理事会では平成27年度上期
【2017年１月】
｢関税メールプレス｣発行:３回
事業の活動報告等を行った。

■今後の予定 ············································································
【2017年２月】
合同飼料分科会・懇談会
◎日時:2017年２月９日（木）
役員等懇談会
◎場所:都城ロイヤルホテル（都城市）
［10.27／於：KKRホテル東京（東京）］
税関業務・貿易実務研修
役員等懇談会では、佐川財務
◎日時:2017年２月15日（水）
省関税局長を招いて、「関税政
◎場所:鹿児島県立志布志高校（志布志市）
策・税関行政」についてご講演い
｢関税メールプレス｣発行
ただいた。

【３月】

貿易実務講座（税関手続き編）
◎日時:2017年３月14日（火）
◎場所:八代厚生会館（八代市）
｢関税メールプレス｣発行
≪CIPIC≫
IIPPF 中東WG
[10.06／於：自動車工業会会議室]
WCO CAP合同会合
[10.29-30／於：WCO本部]
■主な活動··················································································
税関と権利者の協力強化等について

沖縄支部

【2016年12月】

■今後の予定 ··········································································
EPA・TPP活用セミナー

本部活動
支

［12.8／於:沖縄振興開発金融公庫本店
５階会議室（那覇市）］
≪CIPIC≫
◎講師：日本貿易振興機構国際経済課職員
関税局との非公式会議 [11.18]
：沖縄地区税関業務部門職員
IIPPF 中東WG
[11.20]
EPA・TPP活用セミナーがジェトロ沖縄、沖縄地区税関等により共
【12月】
同開催されました。日本貿易振興機構（ジェトロ）による「TPP活用に
ついて」の説明、沖縄地区税関による「EPAの利用促進について」
セミナー「貿易の電子化・円滑化と貿易の発展」
の説明が行われました。沖縄県内の輸出入動向や沖縄県内でEPA
（東京商工会議所・関西学院大学・日本関税協会 共催）
税率を適用した輸入実績を紹介する等、わかりやすく説明していた
◎開催日：2015年12月4日
だき、約60名が聴講しました。
◎会場：ステーションコンファレンス東京「サピアホール」（東京）
◎参加費：無料
貿易実務研究部会（第635回）
◎開催日：2015年12月10日（木） ◎会場：学士会館（東京）
◎「ロジスティクスからみたGMS経済圏の現状と将来」
◎講師：石原伸志氏（東海大学海洋学部 特任教授）
教育セミナー「基礎から振り返る貿易実務」09：30～17：00
会場風景
◎開催日：2015年12月14・15日（月・火）
講師による説明
◎講師：高橋靖治氏 ◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員18,000円＋税／一般：25,000円＋税
平成29年１月16日（月）に沖縄支部事務所が移転致しました。
教育セミナー「品目分類 第3回」 13：00～17：00
新住所 〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3-2-6沖縄地区税関内
◎講師：長瀬透氏
電話・FAX（兼用）：098－836－6466
◎開催日：2015年12月17日（木） ◎会場：連合会館（東京）
■今後の予定 ············································································
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般9,000＋税
平成28年度通関士養成講座ガイダンス 19：00～20：30
【2017年２月～３月】
◎開催日：2015年12月18日（金） ◎会場：連合会館（東京）
関税関係法令等講習会
≪CIPIC≫
保税業務研修会
青山学院大学留学生との意見交換[12.7]
法令改正等説明会

【1月】
【11月】
新 規

会 員 紹 介

貿易実務研究部会（第636回）
教育セミナー「実地研修 成田空港」08：30～18：30
◎開催日：2016年1月13日（水） ◎会場：学士会館（東京）
［東京支部］
◎開催日：2015年11月5日（木）
◎会場：成田国際空港
◎「原産地規則について」
KORCHINA LOGISTICS JAPAN
株式会社
◎受講料：賛助会員：9,000円＋税／一般：12,000＋税
◎講師：麻野良二氏（大阪商工会議所
国際部副参事）
■代表者＝代表取締役社長 金 惠允
当社は香港に本社を置くコールチャイナグループの
■事業内容＝国際貨物運送代理店業・通関業
日本法人として、充実したグローバルネットワークを活
教育セミナー「税関手続の概要」 13：30～17：00
教育セミナー「税関手続の概要」
13：30～17：00
■住所＝〒103-0014
かした、トータルロジスティックサービスをお客様にご
◎講師：室井友幸氏
◎講師：室井友幸氏
東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-9
提供するフォワーダーです。2004年設立とまだまだ若
ネオテック水天宮ビル4階
◎開催日：2015年11月6日（金） ◎会場：かでる2.7（札幌）
い会社ですが、現在、日本全国・世界各国における、
◎開催日：2016年1月14日（木）
◎会場：連合会館（東京）
■TEL＝03-5644-7555
いかなる物流のお手伝いも可能な企業に成長し、
◎受講料：賛助会員：無料／一般：無料
◎受講料：賛助会員：無料／一般：無料
■FAX＝03-5644-5066
日々お客様にサービスのご提案を差し上げておりま
貿易実務研究部会（第634回）
教育セミナー「品目分類
第4回」 13：00～17：00
■HP＝http://www.korchina.com/
す。
◎開催日：2015年11月10日（火） ◎会場：学士会館（東京）
◎講師：長瀬透氏
◎「日本型通関システムの海外展開等について」
◎開催日：2016年1月18日（月） ◎会場：連合会館（東京）
◎講師：栗田昇氏（財務省関税局第二参事官室（国際協力担当）
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般：9,000＋税
統括調査官）
教育セミナー「貿易実務
［門司支部］
川西倉庫株式会社 神戸支店
九州事務所基礎編」 09：30～17：00
教育セミナー「品目分類 第2回」 13：00～17：00
■代表者＝代表取締役社長 若松 康裕 ◎講師：曽我しのぶ氏
当社は1918年神戸設立で倉庫業を中心に全国27
■事業内容＝倉庫業、一般港湾運送事業、沿岸荷役事
営業所、東南アジアを主に海外７カ国で物流に携わっ
◎講師：長瀬透氏
◎開催日：2016年1月22日（金）
◎会場：連合会館（東京）
業、通関業
ています。2011年に特定保税承認者、2012年に認定
◎開催日：2015年11月16日（月） ◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員：12,000円＋税／一般16,000円＋税
■住所＝〒812-0036
通関業者の資格を取得し、今回門司税関管轄でも同
◎受講料：賛助会員：6,000円＋税／一般9,000＋税
福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 平成28年度通関士養成講座ガイダンス（1日に3回開催）
一サービスの提供を目的として2016年10月、通関業で
博多三井ビルディング7Ｆ
のAEO取得に至りました。今後とも地域物流に貢献出
教育セミナー「実地研修 東京港」09：30～17：00
◎開催日：2016年1月24日（日）
◎会場：連合会館（東京）
■TEL＝092-263-173１
来るよう努めて参ります。
◎開催日：2015年11月18日（水） ◎会場：東京港
教育セミナー「輸出通関手続」
13：00～17：00
■FAX＝092-263-1733
◎受講料：賛助会員：7,000円＋税／一般：10,000＋税
◎講師：藤牧義久氏
■HP＝http://www.kawanishi.co.jp/
TPPと21世紀の関税と貿易に関する研究会（第1回）
◎開催日：2016年1月26日（火） ◎会場：連合会館（東京）
◎開催日：2015年11月18日（水）
◎受講料：賛助会員：5,000円＋税／一般7,000円＋税
◎場所：日本関税協会会議室
教育セミナー「輸入通関手続」 13：00～17：00
教育セミナー「通関手続
入門編」
09：30～17：00
◎講師：藤牧義久氏
新規会員紹介につきまして
◎開催日：2015年11月26日（木）
◎開催日：2016年1月27日（水） ◎会場：連合会館（東京）
『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
◎講師：石原伸志氏
◎会場：連合会館（東京）
◎受講料：賛助会員：5,000円＋税／一般：7,000円＋税
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
◎受講料：賛助会員9,000円＋税／一般：12,000円＋税
教育セミナー「実地研修
関西国際空港」 09：00～17：00
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。
◎開催日：2015年11月27日（金）
◎会場：関西国際空港
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。
◎受講料：賛助会員9,000円＋税／一般12,000円＋税

－3－
－15－
−13−

本部活動

Headquarters activity

本 部

【9月】

■主な活動 ················································································
【2015年8月】
貿易実務研究部会（第631回）
［8.6／於：学士会館（東京）］
◎「地理的表示保護制度について」
教育セミナー「対アジアビジネスのリスク管理」
［8.7／於：福岡県中小企業振興センター（博多）］
中国およびその代替先として注目を集めているASEAN地域で
のビジネスリスクについて、各種事例を取り上げ具体的に解説。
『関税六法（平成27年度版）』発行
[8.12]★会員配布
貿易・通関手続に関する主要な法律を網
羅・収録。コンプライアンスが叫ばれる昨今、
貿易関係者必須の一冊です。

定価：本体9,000円＋税

「オンライン通関士模試」
[9.3]
本試験直前の実力試し。24時間いつでも何度でも繰り返し受験
が可能なオンライン模試で苦手分野を克服し、本番までの限られ
た時間を有効に活用できる、オンラインならではの試験。
貿易実務研究部会（第632回）
［9.7／於：学士会館（東京）］
◎「申告官署の自由化について ～申告官署の自由化・通関業
制度のあり方に関する研究会とりまとめを踏まえて～」
教育セミナー「ベトナム進出の基礎知識」
［9.16／於：連合会館（東京）］
ベトナム進出について、輸出加工企業の事例をもとにわかりや
すく紹介。材料輸入時、製品輸出時の注意点等も解説。
教育セミナー「関税評価」
[9.18／於：新梅田研修センター（大阪）]
関税評価の基礎となる課税価格決定の原則や加算要素につい
て関係法令を紐解くことで枠組みを理解し、具体的な事例をもとに
実務に踏み込んで解説。
『英文関税法（通関業法、関税法、関税定率法、関税暫定措置
法）』ホームページ公開
[9.30]

≪CIPIC≫

『関税関係基本通達集（平成27年度版）』発行
[8.12]★会員配布（会員版は税関様式集は
ありません）
関税三法を始めとする関税関係の基本通
達、税関様式及び様式の記載要領を収録。

IIPPF インドWG
[9.29／於：JETRO本部]
インドの知財取締状況について

【10月】

定価：本体9,300円＋税

『関税関係個別通達集（平成27年度版）』発行
[8.12]★会員配布
基本通達にも収まらない特殊事例及び各
種制度の具体的な手続き等を知ることができ
ます。

定価：本体6,200円＋税

「第16回全国通関士模試」
[8.23]
本試験さながらの緊張感の中、全国12会場でおよそ1,600人が
受験。同模試を会社内で受験する「会社受験」も利用件数増加。
教育セミナー「中国における特殊な商慣習」
［8.28／於：連合会館（東京）］
習近平新体制下で、大
型摘発が相次ぐ商業賄賂
や独禁法事案をテーマに、
各種事例を取り上げながら
具体的に解説。

教育セミナー「実地研修 横浜港」
［10.2／於：横浜港］
横浜税関広報室展示室にて税関業務について、大黒埠頭大
型X線検査センターにて税関における監視・取締りの意義や重要
性について理解を深め、午後は本牧埠頭B/C突堤のコンテナヤ
ードを見学。実際のコンテナ荷役の様子を見学後、「マリーンシャ
トル」にて海上から港湾各種施設を見学。横浜支部と共催。
教育セミナー「実地研修 名古屋港」
[10.5/於：名古屋港]
飛島コンテナ埠頭の自動化されたコンテナ荷役、名古屋税関コ
ンテナ検査センターの監視・取締りの現場、名古屋港管理組合の
視察船「ぽーとおぶなごや２」で海上からの港湾施設見学を経て、
名古屋税関広報展示室にて研修を総括。名古屋支部と共催。
教育セミナー「貿易実務（基礎編）」
［10.16／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。
教育セミナー「品目分類 第1回」
［10.19／於：連合会館（東京）］
関税率表の解釈のための通則を紐解き、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。
貿易実務研究部会（第633回）
［10.21／於：学士会館（東京）］
◎「我が国の特殊関税制度の概要」
全国事務局長会議開催
［10.26／於：YWCA会館（東京）］
髙橋理事長始め、本部事務局及び全国各支部事務局長が一
同に集まり会員からの要望や今後の事業運営等について意見が
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