
平成２４年８月２１日 

 

関 係 各 位 

 

東京税関 

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 

 

 

出港前報告制度に係る業務仕様説明会の開催について 

 

 

盛夏の候、貴社におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

また、平素から税関行政に御理解及び御協力いただき厚く御礼申し上げます。 

さて、平成 24年度関税改正において、海上コンテナー貨物に係る積荷情報の事前報告制

度の早期化、詳細化及び電子化を図る「出港前報告制度」の導入が決定され、平成 26年３

月から施行予定となっております。 

本年５月～６月にかけて、本制度の概要について説明会を開催の上、ご説明させていた

だいたところですが、本制度に関する関税法施行令及び関税法施行規則の改正を行ったこ

とを踏まえ、改めて制度の概要についてご説明させていただくとともに、今般は、輸出入・

港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）におけるシステムの業務処理フロー及び業務仕

様等について説明することを目的として、別紙１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、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、資料等準備の都合がございますので、９月４日（火）１７時までに、別紙２の「説

明会参加申込書」により、ＦＡＸにて開催会場ごとにそれぞれ指定の送付先にお申し込み

いただきますようお願いいたします。 

なお、当該開催案内については、 

東京税関ホームページ（ http://www.customs.go.jp/tokyo/ ） 

に掲載しますので、お申し込みにあたっては、別紙２「説明会参加申込書」をダウンロ

ードしてご利用ください。 

 

 

 

 



別紙１ 

出港前報告制度説明会開催要領 

 

１．開催日時・場所 

東京港  9月 11日（火）13：30～  

東京都江東区青海 2-7-11 東京港湾合同庁舎大会議室（2階） 

    酒田港  9月 12日（水）14：00～  

山形県酒田市船場町 2-5-43 酒田港湾合同庁舎会議室（1階） 

    直江津港 9月 18日（火）10：30～  

新潟県上越市港町 1-11-20 直江津港湾合同庁舎会議室（2階） 

  新潟港  9月 18日（火）15：30～  

新潟県新潟市北区横土居 3870 新潟税関支署東港出張所会議室 

    

 

２．説明事項 

① 出港前報告制度の概要について 

② システム業務処理フローについて 

③ 業務仕様等について 

 

 

３．申し込み及び申し込み期限 

   各港の受付窓口に、９月４日（火）１７時までに、別紙２の「説明会参加申込書」

により、FAXにて開催会場ごとにそれぞれ以下の送付先までに送信下さい。 

    東京港  東京税関監視部管理課   FAX 03-3599-6445 

酒田港  酒田税関支署       FAX 0234-22-1035 

直江津港 新潟税関支署直江津出張所   FAX 025-544-1471 

新潟港  新潟税関支署総務課    FAX 025-243-6973 

 

【問合せ先】※ＦＡＸではありません 

東京港 東京税関監視部管理課 03-3599-6280 

酒田港 酒田税関支署     0234-22-1024 

直江津港 新潟税関支署直江津出張所 025-543-2388 

新潟港 新潟税関支署総務課  025-244-9312 

 



別紙２

TEL - -

FAX - -

まで送信をお願いいたします。

　なお、東京港・酒田港・直江津港・新潟港以外の会場を希望される場合は、別紙３「出港前
報告制度に係る業務仕様等説明会会場等一覧」を御参照の上、希望会場の税関担当部門
に直接お申し込み下さい（当税関では東京港・酒田港・直江津港・新潟港以外の申し込みは
受け付けておりません）。

申込日

連絡先

参加希望会場・時間
（希望会場を○で囲んでください。）

　・倉庫業

　・港運業

　・船会社

会社名
（部課名までご記入ください。）

説明会参加申込書

○　「参加希望会場」欄に、希望される会場を○で囲んでください。

○　会場スペースの都合により、各社（事業所）1名の申し込みとさせていただきます。

　・通関業

○　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にのみに使用い
たします。

○　ご記入後、９月４日（火）１７時までに、FAXにて、

平成24年　　　月　 　　　日

東京　・　酒田　・　直江津　・　新潟

参加者氏名

E-Mail

フリガナ

事業種別
（該当する種別を○で囲んでください。

複数回答可。）

　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・利用運送事業

　・船舶代理店業

　　　東京港　　⇒　東京税関監視部管理課　　  　03-3599-6445

　　　酒田港　　⇒　酒田税関支署　　　　　  　　　  0234-22-1035

　　　直江津港 ⇒  新潟税関支署直江津出張所  025-544-1471

　　　新潟港　　⇒　新潟税関支署総務課　　　　   025-243-6973

○　説明会にお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。



別紙３

開催
地区

開催日 開催時間 説明会会場名 説明会会場所在地
税関担当部門

（申込み先兼照会先）

函館 9月12日（水） 13:00～14：00 函館税関本関　3階第1会議室 北海道函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎

苫小牧 9月13日（木） 13:00～14：00 苫小牧港湾合同庁舎　3階共用会議室 北海道苫小牧市港町1丁目6番15号 苫小牧港湾合同庁舎

東京 9月11日（火） 13：30～14：30 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
東京税関監視部管理課
〒135-8615 東京都江東区青海2-7-11
Tel：03-3599-6280、FAX：03-3599-6445

酒田 9月12日（水） 14：00～15：00 酒田港湾合同庁舎　会議室 山形県酒田市船場町2-5-43　酒田港港湾合同庁舎
酒田税関支署
〒998-0036山形県酒田市船場町2-5-43
TEL：0234-22-1024、FAX：0234-22-1035

直江津 10：30～11：30 直江津港湾合同庁舎　会議室 新潟県上越市港町1-11-20　直江津港湾合同庁舎
新潟税関支署直江津出張所
〒942-0011新潟県上越市港町1-11-20
TEL：025-543-2388、FAX：025-544-1471

新潟 15：30～16：30 新潟税関支署東港出張所　会議室 新潟県新潟市北区横土居3870
新潟税関支署総務課
〒950-0072新潟市中央区竜が島1-5-4
TEL：025-244-9312、FAX：025-243-6973

横浜 9月10日（月）
①　13：30～14：30

②　15：00～16：00
横浜税関本関　7階大会議室 神奈川県横浜市中区海岸通1-1

横浜税関監視部管理課
〒231-8401 神奈川県横浜市中区海岸通1-1
Tel：045-212-6060
FAX：045-201-4367
E-mail：yok-kanshikanri@customs.go.jp

名古屋 9月14日（金） 13:30～14：30 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

名古屋税関監視部管理課
〒455-8535 愛知県名古屋市港区入船2-3-12
Tel：052-654-4020
FAX：052-661-2314
E-mail：nagoya-kanshi-kanri@customs.go.jp

大阪 9月20日（木）
① 13：30～14：30

② 15：00～16：00
大阪港湾合同庁舎　6階第1会議室 大阪府大阪市港区築港4-10-3

大阪税関監視部取締総括部門
〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通2-1-4
Tel：06-6576-3115
FAX：06-6573-6191
E-mail：osaka-kanshi-torishimari@customs.go.jp

神戸 9月21日（金） 9：00～10：00 神戸税関本関　2階講堂 兵庫県神戸市中央区新港町12－1

坂出 9月21日（金） 15：30～16：30 坂出港運会館 香川県坂出市入船町1-6-15

広島 9月19日（水） 14：00～15：00 広島港湾合同庁舎　2階第1共用会議室 広島県広島市南区宇品海岸3-10-17 広島港湾合同庁舎

門司 9月19日（水） 10：00～11：00 門司税関本関　1階会議室 福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10 門司港湾合同庁舎

博多 9月19日（水） 14：00～15：00 博多税関支署　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

長崎 9月18日（火） 13:00～14：00 長崎税関本関　３階共用会議室 長崎県長崎市出島町1-36

長崎税関監視部管理課
〒850-0862 長崎県長崎市出島町1-36
Tel：095-828-8642
FAX：095-820-5855
E-mail：nagasaki-kan_kanri@customs.go.jp

沖縄 9月20日（木） 13:00～14：00 那覇港湾合同庁舎２階会議室 沖縄県那覇市港町2-11-1　那覇港湾合同庁舎

沖縄地区税関システム企画調整官
〒900-0001 沖縄県那覇市港町２－１１－１（那覇港湾合同庁舎３F）
Tel：098-862-7796
FAX：098-862-7809
E-mail：oki-9a-system@customs.go.jp

函館税関監視部管理課
〒040-8561 北海道函館市海岸町24-4
Tel：0138-40-4704
FAX：0138-40-4269
E-mail：hkd-kanshi-kanri@customs.go.jp

神戸税関監視部管理課
〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町12-1
Tel：078-333-3040
FAX：078-333-3133
E-mail：kobe-kakanri@customs.go.jp

門司税関監視部管理課
〒801-8511 福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10
Tel：050-3530-8344
FAX：093-332-8396
E-mail：moji-kanshikanri@customs.go.jp

出港前報告制度に係る業務仕様等説明会会場等一覧

9月18日（火）
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