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昭和63年４月	 大蔵省入省（大臣官房文書課）
平成７年７月	 厚生省保険局
　　９年７月	 主税局
　　11年７月	 主計局（厚生労働係主査等）
　　16年６月	 在カナダ日本国大使館
　　19年７月	 	金融庁（金融担当大臣秘書官事務取扱等）
　　21年７月	 主税局調査課長
　　23年７月	 主計局給与共済課長
　　24年７月	 　〃　主計官（文部科学係）
　　25年６月	 金融庁保険課長
　　27年７月	 	内閣官房まち・ひと・しごと創生本部

参事官
　　28年６月	 	厚生労働省大臣官房審議官（年金担当、

老健担当等）
令和２年７月	 大臣官房審議官（理財局）
　　３年７月	 東京税関長
　　４年７月	 現職に就任
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平成３年４月	 	大蔵省入省（銀行局総務課）
　　４年５月	 	銀行局保険部保険第一課　
　　５年５月	 	大臣官房調査企画課
　　６年７月	 	米・UCサンディエゴ大学留学
　　７年７月	 	主計局調査課
　　９年７月	 	証券局企業財務課課長補佐
　　10年６月	 	金融企画局市場課課長補佐
　　10年12月	 	金融再生委員会事務局金融危機管理課

課長補佐
　　13年１月	 	金融庁監督局総務課課長補佐
　　13年７月	 	米・ハーバード大学国際問題研究所
　　14年７月	 	主計局主計官補佐（経済産業第三係主査）
　　15年７月	 	　〃　主計官補佐（外務、経済協力第

一係主査）
　　16年７月	 	　〃　司計課課長補佐
　　17年７月	 	　〃　主計官補佐（防衛第一係主査）
　　18年７月	 	関税局関税課関税企画調整室長
　　19年７月	 	　〃　総務課課長補佐
　　21年１月	 	内閣官房内閣総務官室総理大臣官邸事

務所（秘書専門官（内閣官房副長官付））
　　21年10月	 	大臣官房企画官兼主計局総務課主計企

画官
	 兼主計局司計課予算執行企画室長
　　22年７月	 	経済協力開発機構租税センター参事官
　　25年７月	 	大臣官房付兼内閣官房内閣参事官（内

閣官房副長官補付）
	 	兼内閣官房行政改革推進本部事務局参

事官
	 	兼内閣府大臣官房行政改革関係組織検

討準備室参事官
　　27年７月	 	主計局主計官（内閣、復興、外務、経

済協力係担当）
　　28年６月	 	関税局関税課長
　　29年７月	 	大臣官房参事官（関税局関税課担当）
　　30年７月	 	関税局総務課長
令和元年６月	 	輸出入・港湾関連情報処理センター株

式会社専務取締役
　　４年６月	 	現職に就任
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大臣官房審議官
（関税局担当）

関税局幹部の紹介
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平成３年４月	 	大蔵省入省（国際金融局国際機構課）
　　５年６月	 	仏・リヨン第二大学留学
　　７年７月	 	関税局企画課
　　９年７月	 	横浜市財政局財政部財政担当課長
　　11年７月	 	経済企画庁調整局財政金融課課長補佐
　　12年７月	 	財務総合政策研究所研究部主任研究官
　　13年６月	 	外務省在フランス日本国大使館一等書記官
　　16年７月	 	国際局国際機構課課長補佐
　　18年７月	 	　〃　地域協力課課長補佐
　　19年７月	 	　〃　調査課課長補佐
　　20年６月	 	外務省在フランス日本国大使館参事官
　　23年７月	 	国際局地域協力課国際調整室長
　　24年７月	 	大臣官房秘書課財務官室長
	 	兼大臣官房（IMF・世銀総会準備事務

局次長）（～24年11月）
　　25年６月	 	理財局財政投融資総括課財政投融資企

画官
　　26年７月	 	理財局計画官（厚生労働・文部科学、

地方企画、地方財務審査、地方運用係
担当）

　　27年７月	 	国際局調査課長
　　28年６月	 	理財局国債企画課長
　　29年６月	 	外務省在中華人民共和国日本国大使館

参事官
　　29年10月	 	　〃　在中華人民共和国日本国大使館

公使
令和２年７月	 	経済産業省大臣官房審議官（製造産業

局担当）
　　４年６月	 	現職に就任

平成６年４月	 	大蔵省入省（銀行局調査課）
　　８年７月	 	英・ケンブリッジ大学留学
　　９年７月	 	英・オックスフォード大学留学
　　10年７月	 	主税局国際租税課
　　12年７月	 	国際局総務課課長補佐
　　13年７月	 	　〃　局付（英国大蔵省）
　　15年７月	 	理財局総務課課長補佐
　　16年７月	 	　〃　計画官補佐（地方企画係）
　　17年６月	 	外務省在ジュネーブ国際機関日本政府

代表部一等書記官
　　20年７月	 	主税局参事官補佐
　　22年７月	 	国際局為替市場課課長補佐
　　23年７月	 	　〃　開発政策課課長補佐
	 	兼国際局開発政策課開発政策調整室長
　　24年７月	 	経済協力開発機構環境局上級政策分析官
　　27年７月	 	主税局参事官付主税企画官
　　29年７月	 	国際局為替市場課資金管理室長
令和元年７月	 	大臣官房参事官（国際交渉担当）
　　３年７月	 	関税課長
　　４年７月	 	現職に就任
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大臣官房審議官
（関税局担当） 総　務　課　長　河
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平成10年４月	 	大蔵省入省（理財局総務課）
　　12年７月	 	米・タフツ大留学
　　14年７月	 	国際局国際機構課
　　16年７月	 	法務省刑事局	局付
　　18年７月	 	主税局調査課	課長補佐
　　20年７月	 	　〃　参事官室	参事官補佐
　　21年７月	 	関税局参事官室（国際機構）参事官補佐
　　22年７月	 	米州開発銀行	審議役
　　26年１月	 	特定個人情報保護委員会事務局総務課	

課長補佐
　　26年７月	 	大臣官房政策金融課	課長補佐
　　27年６月	 	関税局第一参事官室	関税地域協力室長
　　28年６月	 	内閣法制局参事官（第三部）
令和３年７月	 	現職に就任
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　（一社）日本通関業連合会は、８月15日（月）に

臨時理事会を、また９月１日（木）に臨時社員総会

を開催しました。

　臨時理事会においては、日本通関業連合会の池田

常務理事の退任に伴い、後任の常務理事に中洲　亨

氏を選任するための臨時社員総会の開催に関する議

題について、全ての理事及び監事から書面による同

意書の提出を頂き、当該議題を承認可決されました。

　臨時理事会の議決を受け、９月１日に書面による

臨時社員総会が開催され、新たに中洲　亨氏を常務

理事に選任する議案について、社員（会員）全員の

同意が得られたことにより、承認可決されました。

役 職 名 氏　　名 現　　　職　　　等 備　考
会　長（代表理事） 岡藤　正策 （株）阪急阪神エクスプレス　代表取締役会長
副会長（代表理事） 曽根　好貞 大東港運（株）　代表取締役社長
副会長 錦織　一男 日本包装運輸（株）　代表取締役社長
副会長 米澤　隆弘 近畿通関（株）　代表取締役社長
副会長 辻󠄀　　克行 （株）北村回漕店　代表取締役社長
理　事 野畑　昭彦 門司港運（株）　代表取締役社長
理　事 喜納　政芳 （株）藤浦通関　取締役会長
理　事 森信　茂樹 東京財団政策研究所　研究主幹
理　事 岡本　哲郎 三菱倉庫（株）　相談役
理　事 石﨑　　哲 元　（株）近鉄エクスプレス　代表取締役社長
理　事 牧　　文春 後藤運輸（株）　代表取締役社長
理　事 熊坂　　高 青函フェリー（株）　代表取締役社長
理　事 今村　忠如 （株）永谷園ホールディングス　専務取締役
理　事 山内　　卓 元 三井物産（株）副社長
理　事 渡辺　啓子 元 ボッシュ（株）アドバイザー
理　事 須藤　明彦 （株）大森廻漕店　代表取締役社長
理　事 長嶋　　敦 日本通運（株）　常務執行役員
理　事 柘植　　要 ナゴヤシッピング（株）　代表取締役社長
理　事（専務理事） 今野　孝一 （一社）日本通関業連合会 常勤
理　事（常務理事） 中洲　　亨 （一社）日本通関業連合会 常勤

監　事 富田　泰史 誠貿易運輸（株）　代表取締役社長
監　事 鈴木　英明 （株）二葉　代表取締役社長

相談役 鈴木　　宏 （株）二葉　代表取締役会長

顧　問 辻󠄀　　卓史 辻󠄀　事業サポート事務所　代表
顧　問 石川　隆義 （株）石川組　代表取締役社長
顧　問 石黒　明博 （株）明正　代表取締役会長

令和４年９月１日

一般社団法人 日本通関業連合会役員名簿 （敬称略）

臨時理事会及び臨時社員総会の開催
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　（一社）日本通関業連合会は、９月６日（火）に令

和４年の事務局連絡会議を開催しました。

　岡藤会長は、Zoomによるオンラインでの参加と

なりましたが、今年は、３年振りに各地区通関業会

の専務理事の参加を得て連合会会議室で行うことと

なりました。

　討議事項は、「コロナ禍における業界の事業活動

の現状とアフターコロナに向けた対策について」、

「マイスター通関士認定制度の創設について」及び

「新通関業法の実施状況と見直し点について」討議

を行い、活発な意見交換が行われました。

事務局連絡会議の開催
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　（一社）日本通関業連合会では、９月６日（火）に

令和４年度研修講師打合せ会議（第２回）を開催し

ました。

　この会議は、「通関士試験・通信添削研修」及び「通

関士専門研修」を担当している講師より、今年度に

実施された研修状況等を踏まえ、今後の研修計画に

反映させるための会議であります。

　「通関士試験・通信添削研修」の担当講師から５名、

「通関士専門研修」の担当講師から９名の出席を得

て課題や改善策等を共有することができ、とても有

意義な会議となりました。

研修講師打合せ会議の開催
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　令和４年７月20日（水）、JR九州ステーション

ホテル小倉において、会員179店社のうち委任状提

出店社を含む137店社の出席を得て、門司通関業会

定時総会が開催されました。

　総会は、野畑会長が議長となり、

第１号議案　令和３年度会務報告に関する件

第２号議案　令和３年度収支決算報告に関する件

第３号議案　令和３年度剰余金処分（案）に関する件

第４号議案　令和４年度事業計画（案）に関する件

第５号議案　令和４年度収支予算（案）に関する件

第６号議案　令和４年度役員改選（案）に関する件

の６議案について審議が行われ、いずれも承認され

ました。

　総会後の懇談会では、松田誠司門司税関長はじめ

税関幹部の方に多数の出席をいただき、会員との懇

談・意見交換が行われ、盛会のうちに終了しました。

令和４年度

門司通関業会定時総会
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女性通関士会議の開催
開催日 時 令和４年６月23日（木）09：30～16：30

会 議 内 容

09：30～12：00　　自己紹介・意見交換会
12：00～13：00　　昼食懇談会
13：00～13：50　　見学会会場へ移動（マイクロバス）
13：50～15：50　　トヨタ産業技術記念館（概要説明・見学）
15：50～16：30　　移動（マイクロバス）・解散（港湾会館）

開 催 場 所

●意見交換会
　名古屋港湾会館３階第３会議室
●見学会
　トヨタ産業技術記念館

参加者 女性通関士22名
（司会担当２名を含む。）

名古屋通関業会

意見交換会
の内容

テーマ「女性通関士の本音を探る」
●�通関士として働く現状と、理想（本音）を比較する。
●�どの程度の開きがあり、その開きがどのような事なのかを明確にし、課題を洗い出す。
●�自らが課題を克服し、現状を理想へと近づけるために、何が必要で何をする事がで
きるか、について意見交換する。
●�個人では克服困難な課題があるとすれば、その課題について、解決案・要望事項を
整理する。

　全体を４グループに分け、チームごとに４つのテーマ（①キャリアアップについて
②収入について、③人間関係について、④メンタル・モチベーションについて）につ
いて、職場における現状と問題点・課題等を発表していただきました。
　参加者の勤務先における課題や問題点、改善策等を共有することができ、非常に有
意義な会議となりました。

グループによる意見交換会の様子です
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テーマに沿って討議中です

提出された意見を取りまとめています
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グループ発表の様子です

午後の部　見学会（トヨタ産業技術記念館）

概要説明（館内ホールにて）
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　函館通関業会は、８月４日（木）に「密輸撲滅キャ

ンペーン」を室蘭市において実施しました。室蘭市

の実施する「夏の暴力追放運動の啓発活動」への協

賛・共催として、室蘭税関支署と合同で密輸撲滅キャ

ンペーンを実施しました。

　室蘭市中嶋神社境内に室蘭通関業者協議会から５

社７名、当会から柳川専務理事、税関から「カスタ

ム君」と職員３名、他に、北海道薬物乱用防止地区

協議会、室蘭防犯協会連合会、室蘭警察署等合せて

30名近くが「のぼり」を立て、市民にキャンペー

ングッズを配付しながら、密輸撲滅への協力、情報

提供を呼びかけました。

　酷暑が続く北海道でしたが、当日は気温22度と

「カスタム君」にはちょうど良い気温で、元気いっ

ぱい愛嬌をふりまき子供たちに大人気でした。

　会員も積極的に協力を呼びかけ、用意したキャン

ペーングッズは約30分で配布を終了し、大成功で

終わりました。

函館通関業会

密輸撲滅キャンペーン

密輸撲滅キャンペーンに参加した室蘭通関業者協議会メンバー

出陣式で挨拶をする室蘭市部長
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カスタム君の　ハンドラー？ 子供に囲まれ大人気

室蘭通関業者協議会　横山事務局長（左） 配布したキャンペーングッズ、缶バッジ

キャンペーン準備完了　田畑通関士部会長（右）参加の通関士の皆さん

日本通関業連合会・函館、東京、横浜、名古屋、

大阪、神戸、門司、長崎、沖縄通関業会・会員は、

密輸の撲滅やテロの防止に協力しています。
麻薬・けん銃などの密輸情報は下記へ！

税関密輸ダイアル

（24 時間受付）

0120-461
シロイ

-961
クロイ

日本通関業連合会・通関業会

情報ダイアル

03-3508-2535

秘密は厳守されます！
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　鶴岡八幡宮の始まりは、鎌倉幕府を築いた源頼朝

公の祖先源頼義が、京都の石清水八幡宮を勧請（神

様の御分霊を他の地に還し祀ること）し、源氏の氏

神として八幡神を鎌倉の由比ヶ浜辺に祀り、その後、

源頼朝公が現在の地にお還しし、鶴岡八幡宮の基礎

を造りました。毎年、初詣には多くの人が訪れ参拝

者は約250万人います。

　鶴岡八幡宮の境内には、「大河ドラマ館」が特別

　NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の放映にあわせて、神奈川県では、鎌倉殿と13人の御家人たちの「ゆ
かりの地」めぐりができる周遊マップを配布しています。この周遊マップは、初期の鎌倉幕府を支えた13人
のプロフィール、歴史年表、知ってなるほど！鎌倉時代トリビアのほか、116箇所のゆかりの地や、おすす
めスポットが紹介されています。
　また、鎌倉市では、歴史好きの興味をそそる副題をつけた、５つの散策コース ①横大路から法華堂へ（い
ざ幕府草創の地へ）、②比企谷から大町大路へ（重臣たちの夢のあと）、③六浦路をだどる（鎌倉殿の願い・義
時の祈り）、④極楽寺坂を抜け腰越へ（鎌倉の境界と義経伝説）、⑤亀ヶ谷坂を抜け山内壮へ（祈りと鎮魂の路）
を紹介し、古都鎌倉のPR活動が盛んに行われています。
　新型コロナウイルスの影響を受けて、観光に訪れている人は、当初の期待より少ないようですが、トレンド
に乗って感染対策を万全にしつつ鶴岡八幡宮を出発点にいざ鎌倉へ、散策コースを実際に歩いてみました。

鎌倉紀行

鎌倉駅（東口）⇨鶴岡八幡宮⇨宝戒寺⇨来迎寺⇨
 法華堂跡（源頼朝墓・北条義時墓）⇨大倉幕府跡（参考移動時間65分）

散策コース 横大路から法華堂へ（いざ幕府草創の地へ）

通関業会
だより

鶴岡八幡宮
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開催（2022年３月１日～2023年１月９日09：30

～17：00 入場料1,000円）されています。

　大河ドラマで使用されている衣装等の実物展示、

鎌倉幕府の中枢の一角を再現（記念撮影可）、４Ｋ

スクリーンで撮影した撮影・制作のウラ側等のオリ

ジナル映像などを見ることができ、大河ドラマファ

ンや歴史好き、鎌倉好きの方々は必見です。

　鶴岡八幡宮からほど近い「宝戒寺」は、北条義時

が屋敷を構えてから代々得宗家の邸宅があった（執

権が居住していた）場所に建てられた寺院で、滅亡

した北条氏の霊を弔い、修行道場として後醍醐天皇

が足利尊氏に命じて建立されたと伝わります。

宝戒寺

大河ドラマ館
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　「大倉幕府跡」は、宝戒寺から歩いて15分ほどで

す。現在は清泉小学校の敷地となっていますが、大

倉幕府は、1180年（治承４）、源頼朝が、鎌倉に

入ると大倉の地に屋敷を構え、ここに侍所、公文所、

門注所（後に移転）などを整備し、碑を中心に東御

門、西御門と金沢街道に囲まれたこの地域に幕府が

あったと考えられています。

　大倉幕府跡の石碑のある道を進み、鳥居をくぐっ

て古い石段を登っていくと、樹木に囲まれた敷地の

中に「頼朝の墓」があります。墓石などは想像して

いたよりも大きくない印象でしたが、静寂の中に独

特の雰囲気を感じました。また、少し離れたところ

には、2005年の発掘調査によって見つかったお堂

の跡「法華堂跡」があり、鎌倉時代の歴史散策では

こちらも外せません。

　散策コースの帰り道には、鶴岡八幡宮の境内にあ

る「鎌倉国宝館」をゆっくりと鑑賞するのがお勧め

です。先にご紹介した「大河ドラマ館」に入館すると、

この施設と「鎌倉歴史文化交流館」（鎌倉市扇が谷）

に無料で入場できます。（2023年３月31日まで）

大倉幕府跡 法華堂跡

鎌倉国宝館
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　「鎌倉国宝館」は、昭和３年に開館した歴史・美

術の博物館で、館内は撮影禁止のため、展示物等を

写真で紹介することはできませんが、鎌倉時代に造

られた「源頼朝坐像」、伊豆での挙兵・石橋の合戦・

富士の巻狩りなど頼朝一代の説話を描いた肉筆の浮

世絵絵巻「頼朝一大絵巻」、「吾妻鏡巻十六」など、

北条氏とその時代に関連する展示が行われています。

　今回の鎌倉紀行をきっかけとして、鎌倉幕府を支

えた御家人の中でも大河ドラマの登場機会が多い三

浦氏について調べてみると、横須賀市から「三浦一

族ゆかりの地 散策マップ」が配布されていました。

　三浦一族の始まりや家系図・伝説が紹介され、三

浦氏は、「衣笠城址」（横須賀市衣笠町）のほか三浦

大介義明座像（国指定重要文化財）を祀っている「満

昌寺」（横須賀市大矢部）、和田義盛は、運慶が造像

した仏像（国指定重要文化財）を安置している「浄

楽寺」（横須賀市芦名）など、三浦半島にも当時の

ことを伝えるものがいくつかあるようです。

　普段は寺院巡りなどしていませんが、それぞれの

史跡の由来が分かると興味深いものを感じ、自分の

中で新しい発見がありました。大河ドラマの放映を

機に、鎌倉時代に思いを馳せ、歴史散歩をしてみて

はいかがでしょうか。

横浜通関業会

　太平記の伝承によると、北条時政が子孫繁栄を江ノ島弁財天に祈願した満願の夜、突
然高貴な服をまとった女性が目の前に現れ、北条家がやがて反映するという未来を告げ、
その後、大蛇に変身し海中に消えましたが、その際に大蛇が「三枚の鱗」を残し、時政
はそれを家紋にしたとされています。
 〈鎌倉殿×13人の御家人たちのゆかりの地MAP（神奈川県）〉

＊知ってなるほど！鎌倉時代トリビア「三枚の鱗」伝説＊

※文中の引用
鎌倉殿×13人の御家人たちのゆかりの地MAP（神奈川県）、鎌倉市ホームページ、鶴岡八幡宮ホームページ、
鎌倉殿・13人の重臣ゆかりの地周遊マップ（大河ドラマ「鎌倉殿の13人」鎌倉市推進協議会）、三浦一族
ゆかりの地 散策マップ（横須賀市）
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	 ６月７日	 前橋通関協議会総会

	 ８日	 二水会・役員会

	 ９日	 通関士部会委員会

	 15日	 通関士部会主催AEO講習会

	 22日	 茨城港・鹿島港・千葉港・木更津港・

館山港（内航クルーズ部会）・東京港・

川崎港・横浜港・横須賀港　水際・防

災対策連絡会議（合同開催）

	 〃　	 本関通関協議会

	 〃　	 本関通関協議会女性部会	

	７月15日	 通関士部会委員会

	 26日	 本関通関協議会

	 27日	 本関通関協議会女性部会

	６月６日～10日	 第101回通関従業者業務研修会

	 ７日	 本関地区通関協議会

	 15日	 宇都宮地区通関協議会

	 16日	 宮城地区通関協議会

	 17日	 ダイバーシティ推進部会ワーキング

チーム（WT）会合

	 23日	 通関士部会委員会

	７月12日	 本関地区通関協議会

	 13日	 宇都宮地区通関協議会

	 21日	 宮城地区通関協議会

	 28日	 理事会・懇談会

	 ６月２日	 メガEPA参考情報No19発出

	 ８日	 通関士セミナー（連合会主催）

	 ９日	 通関士部会総務委員会（対面＆WEB）

	 〃　	 メガEPA参考情報No20発出

	 16日	 メガEPA参考情報No21発出

	 17日	 ダイバーシティ推進部会ワーキング

チーム会合（連合会主催）

	 20日	 通関時報６月号発行

	 23日	 通関士部会役員会（WEB）

	 ７月５日	 連合会研修支援

	 ６日	 　　　〃

	 ８日	 　　　〃

	 14日	 通関士部会総務委員会（対面）

	 20日	 通関時報７月号発行

	 28日	 通関士部会役員会（WEB）

	 29日	 神戸税関との通関連絡協議会（対面）

	 ６月１日	 通関業セミナー「実務に即した原産地

規則（入門編）」

	 ２日	 通関業セミナー「実務に即した原産地

規則（応用編）」

	 ８日	 通関業セミナー「有機化学品」Stage1

	 ９日	 第52回大阪通関士部会	定時総会

	 15日	 通関士部会　第77回業務委員会

	 〃　	 通関士部会　第67回総務委員会

	 〃　	 通関士部会　第29回システム委員会

東 京

横 浜

神 戸

大 阪

各通関業会業務報告
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	 15日	 通関士部会役員会・税関担当官との連

絡会

	 16日	 通関業セミナー「有機化学品」Stage2

	 17日	 （連）ダイバーシティ推進部会

	 21日	 通関業セミナー「有機化学品」Stage3

	 23日	 大阪地区通関協議会（税関との通関事

務連絡会及び定例会・役員会）

	７月12日	 ミニ研修「原産地規則ワンポイント研修」

	 	 第１回「税関への口頭照会とは何か？」

	 20日	 通関士部会　第78回業務委員会

	 〃　	 通関士部会　第68回総務委員会

	 〃　	 通関士部会　第30回システム委員会

	 〃　	 通関士部会役員会・税関担当官との連

絡会

	 22日	 密輸撲滅キャンペーン（関西空港）

	 27日	 大阪地区通関協議会（税関との通関事

務連絡会及び定例会・役員会）

	 ６月２日	 理事会（理事・監事）

	 〃　	 輸出入商品分類研修（空港）

	 ３日	 通関非違防止対策研修

	 ８日	 関税評価実務研修

	 〃　	 通関士セミナー（連合会）（オンライン）

	 ９日	 通関士部会幹事会

	 14日	 本関通関事務研究会

	 〃　	 清水支部通関士部会支部定例会

	 15日	 輸出入商品分類研修

	 16日	 関税評価実務研修（空港）

	 〃　	 清水支部通関事務研究会

	 17日	 ダイバーシティ推進部会ワーキング

チーム会合（連合会）（オンライン）

	 21日	 清水支部浜松通関懇話会

	 〃　	 清水支部沼津通関懇話会

	 〃　	 清水支部興津通関担当者連絡会

	 〃　	 清水支部御前崎通関担当者連絡会

	 〃　	 諏訪地区通関懇談会

	 22日	 中部空港通関事務研究会

	 23日	 名古屋通関業会女性通関士会議

	 〃　	 西部通関事務研究会

	 〃　	 清水支部田子の浦通関事務担当者連絡会

	 〃　	 豊橋地区通関事務研究会

	 28日	 四日市支部通関士部会幹事会、通関事

務研究会

	 ７月７日	 通関士部会幹事会

	 ８日	 四日市支部役員会

	 〃　	 四日市支部二木会

	 12日	 本関通関事務研究会

	 〃　	 清水支部通関士部会定例会

	 13日	 食品衛生法実務研修

	 14日	 植物防疫法実務研修

	 〃　	 清水支部通関事務研究会

	 19日	 清水支部沼津通関懇話会

	 〃　	 清水支部興津通関担当者連絡会

	 20日	 輸出入禁止品概要研修

	 〃　	 中部空港通関事務研究会

	 〃　	 清水支部奇六会

	 21日	 西部通関事務研究会

	 〃　	 豊橋地区通関事務研究会

	 26日	 四日市支部通関士部会幹事会、通関事

務研究会

	 〃　	 諏訪地区通関懇談会

	 27日	 清水支部浜松通関懇話会

	 28日	 清水支部田子の浦通関担当者連絡会

名古屋
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	 28日	 清水支部御前崎通関事務担当者連絡会

	 ６月１日	 会員周知「コンテナへのヒアリ侵入防

止等に係る事業者への協力依頼」につ

いて

	 ７日	 会員周知「2023年輸出入統計品目表

及び輸入統計品目表の改正に係る要望

調査」について

	 10日	 情報提供「ロシアに対する輸出禁止措

置について（経済産業省による報道発表）」

	 13日	 会員周知「ロシアに対する経済制裁関係」

	 16日	 令和４年度門司通関業会役員会

	 	 11：20～　門司倶楽部会長他、門司

通関業会役員23名出席

	 	 「令和４年度門司通関業会総会に関す

る審議」

	 〃　	 令和４年度門司通関業会定時総会の開

催案内発出

	 	 「令和４年７月20日（水）JR九州ステー

ションホテル小倉において開催」

	 17日	 ダイバーシティ推進部会ワーキング

チーム会合（オンライン）14：00～

	 	 チームメンバー　２名参加（専務理事

オブザーバー）

	７月13日	 会員周知「ダイバーシティへの取組み

に関するアンケート調査の実施」につ

いて　＊７月26日再周知

	 20日	 令和４年度門司通関業会定時総会

	 	 16：30～

	 	 JR九州ステーションホテル小倉

	 	 137店社

	 	 懇談会　17：30～（税関長他13名の

税関職員出席）

	 26日	 会員周知「「NACCS関連資料」の送付

	 	 （NACCSを快適に利用いただくため

の機能紹介⑨）

	 28日	 会員周知「通関士試験・模擬試験のご

案内」

	６月10日	 ロシアに対する輸出禁止措置について

の周知

	 16日	 ロシアに対する経済制裁関係（関税局

長通達）の周知

	 17日	 ダイバーシティ推進部会ワーキング

チーム会合出席

	 ７月５日	 水産流通適正化法に係る説明会の開催

案内

	 ６日	 長崎通関業会定時総会

	 13日	 「通関業界のダイバーシティへの取り

組みに関するアンケート調査ご協力へ

のお願い」の案内

	 26日	 NACCS通信（通関９）の配信

	 〃　	 通関非違事例（R４～６）の配信

	 28日	 通関士試験直前集中講座（模擬試験）

の案内

	 29日	 長崎地区通関事務連絡協議会

	 ６月２日	 函館通関業会小樽支部定時総会（小樽）

書面決議

	 ７日	 調査依頼	2023年輸出入統計品目表及び

輸入統計品目表の改正に係る要望調査

門 司

長 崎

函 館
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	 ９日	 函館通関業会第65回定時総会（函館）

書面決議

	 〃　	 会員周知：ロシアに対する輸出禁止措

置について

	 13日	 会員周知：ロシアに対する経済制裁関

係について

	 16日	 会員周知：メガEPA活用法（輸出編）

動画公開について

	 28日	 通関業務連絡会（函館・小樽・千歳・

札幌・釧路・苫小牧・石狩・八戸・秋田）

	 ７月１日	 会員周知：第56回通関士試験に係る

お知らせについて

	 ４日	 会員配布：函館税関通関担当官一覧表

	 ５日	 会員周知：水産流通適正化法に係る説

明会について

	 10日	 調査依頼：令和４年会員名簿の作成に

ついて

	 28日	 会員周知：通関士試験・模擬試験のご

案内

	 〃　	 通関業務連絡会（函館・小樽・千歳・

札幌・釧路・苫小牧・石狩・八戸・秋田）

	６月13日	 第50回定時総会（書面表決）

	 17日	 ダイバーシティWT会議オブ参加

	 ７月８日	 業務部長と意見交換（三役）

	 11日	 税関長と意見交換（三役）

	 26日	 税関との通関連絡会（中止のため税関

説明資料をメール配信）

沖 縄
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刊行図書のご案内
　（一社）日本通関業連合会では、次の図書を刊行しております。
　通関業務に従事している皆様の執務の参考となれば幸いです。
　　刊行図書のご購入は、下記注文書に必要事項を明記の上、FAXまたはEメールにてお申込み下さい。
　　　　　◆ FAX：03-3508-7796　◆ Eメール：kensyu@tsukangyo.or.jp
　　価格は税込・送料込です。なお、お支払いは同封の請求書により指定銀行口座にお振込ください。
　　詳細は、（一社）日本通関業連合会HPをご覧ください。　　　〈https://www.tsukangyo.or.jp/〉

ご 注 文 書
商　品　名 会員価格 会員外価格 冊数 金額

【通関業務必携シリーズ】（通関実務参考図書）
通関士六法 <5分冊>（2022年度版） 8,900 9,400
税関・貿易用語集 3,500 4,000
通関業法に基づく申請届出報告等の手引書 1,100 1,800
税関相談事例集 4,500 5,000
【通関士必携シリーズ】（通関士専門研修教材）
関税評価の要諦 3,500 4,000
関税の減免戻税・特恵関税の要諦 3,500 4,000
輸出管理の要諦－安全保障貿易管理及び輸出貿易管理の仕組み－ 4,000 4,500
関税分類の要諦（第１部：農水産品・食品） 3,500 4,000
関税分類の要諦（第２部：化学工業生産品） 3,500 4,000
関税分類の要諦（第３部：繊維製品） 3,500 4,000
関税分類の要諦（プラスチック製品及びゴム製品） 3,500 4,000
化学の基礎－関税分類を目的とした－ 3,500 4,000
ＥＰＡ原産地規則 3,500 4,000
事後調査と関税評価の要諦 3,500 4,000
【通関実務シリーズ】（通関従業者研修教材2022年度版）
正しい申告のあり方（減免税条項等符号表を含む） 3,000 3,500
関税率表の概要 3,000 3,500
関税法概説 3,000 3,500
関税定率法概説 3,000 3,500
関税暫定措置法概説 3,000 3,500

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（○で囲んでください　　送付先　／　請求先  ）

氏名：　　

   振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。 2022/7/1
■請求書を同封いたしますので、恐れ入りますが、到着後一週間以内にお振込みください　　　　　　　　

＜送付先＞
Fax： 03-3508-7796
E-mail：kensyu@tsukangyo.or.jp

                                                 合　　　計

■ご注文者　（○で囲んでください　　会員　／　会員外  ）

（〒　　-　　　）　住　所：　　

会社名・所属部署：　　　

TEL：　

■書籍の送付先または請求先が上記と異なる場合にご記入ください　

（〒　　-　　　）　　住　所：

会社名・所属部署：　　

TEL：

（価格は税・送料込）
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貿易関連書類電子保管業務
®

通関業者様

®は貿易関連書類を電子データで長期的に保管できるサービスです。

サービスイメージ

手仕舞書類

請求書 等

通関関係
書類 手仕舞書類

アップロード

輸出入許可通知書と関連付けて保管

ダウンロード

®

許可情報等

一般社団法人日本通関業連合会業務部
電話 メール

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社営業企画部営業推進課
メール

お問い合わせ先

®は、お客様の諸問題を解決することができます。
活用方法のご紹介

®にお任せください︕︕
✔ 利用料金は月額課金制によりシステム構築等の初期費用が不要‼
✔ 情報セキュリティ対策やバックアップは標準装備‼
✔ 日報と月報の管理資料の配信により保管書類の明細を把握‼
✔ 取扱量の少ない通関業者様を対象に日本通関業連合会タイアップ
による割安プランあり‼

書類を電子化したいけど…
書類保管をするためのシステム構築、サーバ容量を増やすとなると、
コスト面で実施に踏み出せません…
自社でシステムを構築した場合のセキュリティ対策も不安です…な
にか良い方法はないでしょうか︖

通関業者様

センター

許可情報等
輸出入申告

許可情報等

自動保管

サービスのご紹介やデモンストレーションの実施は随時受付けております。
お気軽にお問い合わせください。

オフィスでも自宅でも

詳しくは
「 」

で検索︕

※修正申告や更正請求、リアルタイム口座振替完了通知も自動保管の対象帳票です。
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※本会報からの転載については、あらかじめご連絡下さい。

2  関税局幹部の紹介
5  臨時理事会及び臨時社員総会の開催
6  令和４年度事務局連絡会議の開催
7  研修講師打合せ会議の開催
8  令和４年度門司通関業会定時総会の開催
9  名古屋通関業会女性通関士会議の開催

12  函館通関業会　密輸撲滅キャンペーンの実施
14  通関業会だより
18  各通関業会業務報告


