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　令和２年度第４回理事会は、３月12日（金）に開催され、下記の３議案について審議され、全理事の同意

が得られたことから可決されました。

　また、各地区通関協会会長・理事長よりコロナ禍における現況報告と意見交換がなされました。

　今回の理事会は非常事態宣言下での開催となったことからオンライン方式を併用しての開催となりました。

　　　第１号議案　令和３年度　事業計画（案）に関する件

　　　第２号議案　令和３年度　収支予算（案）に関する件

　　　第３号議案　内部規程（部会及び委員会規程）の一部改正（案）に関する件

　　　その他　　　各地区からの現況報告と意見交換

第４回理事会を開催
令和

２
年度
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　日本通関業連合会会長の岡藤です。

　新型コロナの感染拡大により、リモートでの開催

となってしまいましたが、全国から140名もの大勢

の皆様にご参加をいただき、ありがとうございます。

女性通関士支援事業に対する関心、期待の高さを、

改めて感じた次第です。ご支援に対して感謝申し上

げます。

　ご存じのとおり、通関業界では、近年従業員に占

める女性の割合が年々高くなってきています。その

中には優秀な女性通関士等も大変多いと聞いていま

す。女性通関士の活躍と登用を促進し、毎年優秀な

人材が採用され、優秀な人材がキャリアアップを諦

めることなく通関士として活躍できる業界、そんな

業界を作っていく必要があるということで、連合会

では、2011年2月、「全国女性通関士会議」を初め

て開催しました。当時、物流業界としては画期的な

取り組みであり、最先端を行く事業であったと聞い

ています。改めて、当時の連合会会長並びに役員各

位の見識に敬意を表したいと思います。

女 性通関士支援事業
フォローアップ会議の開催

　（一社）日本通関業連合会は、２月12日（金）の午後に「女性通関士支援事業フォローアップ会議」

を開催しました。

　今年度の女性通関士支援事業は、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため Zoom を利用し

たオンラインでの開催といたしました。これまで「全国女性通関士会議」、「女性通関士支援ワーキ

ンググループ」にご参加された女性通関士の方々及び女性通関士支援事業に関心をお持ちの皆様に

参加をいただき、140名を超える多くのご参加となりました。

　当日は、第一部として石井麻里様（（株）カーゴニュース副編集長・編集部長）に講師をお願い致

しまして 「ウィズコロナ、ポストコロナの物流 ～通関業・通関士はどう変わる？」と題する講演

を頂きました。

　また第２部として、各通関業会の代表者による意見交換会を行い、これまでの女性通関士会議や

WG活動の振り返り、また、コロナ禍における在宅勤務等の多くのご意見・ご感想を頂きました。

コロナ禍により初めての大人数の参加によるZoom会議でしたが、大きな支障もなく、石井様の分

かりやすく、内容の濃いご講演及び通関業会代表者による貴重なご意見等により、大変有意義な会

議となりました。

　石井様及び会議ご出席の皆様にはあつく御礼申し上げます。

　会議の詳細は「いいこときかく」コーナーをご参照ください。

　会議の開催にあたり、岡藤会長より開催の挨拶がありました。

岡藤会長ご挨拶
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　全国女性通関士会議は、昨年まで毎年開催され、

また、2013年度には「女性通関士支援ワーキング

グループ」がスタートしました。これにより、女性

通関士のネットワークが構築、拡大するとともに、

仕事と家庭の両立問題等、個人レベルでしかなかっ

た問題が業界の問題として共有化されたことは大き

な進歩でした。中でも、女性通関士の意見が発端と

なって、通関士の在宅勤務が可能となる制度改正が

実現したことは、誇るべき多大な成果であったと思

います。今回、政府から新型コロナによる緊急事態

宣言が発令され、在宅勤務に対する強い要請が出さ

れましたが、コロナ禍の中、通関業が大きな問題も

なく業務を処理出来たのも、女性通関士の意見が

あったからこそと思っています。業界を代表して感

謝申し上げたいと思います。

　昨年２月に開催された「全国女性通関士会議」及

び「第３期女性通関士支援ワーキンググループ会合」

において、『連合会の女性通関士支援事業を発展的

に解消し、女性という枠に囚われない事業として再

構築して欲しい』という要望をいただきました。事

務局において検討を重ねて参りましたが、生憎新型

コロナの感染拡大という事態に至り、新規事業も来

年度からのスタートとなってしまいました。期待さ

れていた皆さんには、大変申し訳ない気持ちで一杯

です。事務局から各地区通関業会の専務理事には素

案をお示しさせていただいております。ご意見等が

ありましたら、遠慮なくお寄せいただければと思い

ます。

　本日は、女性通関士支援事業のフォローアップと

いうことで、女性通関士支援ワーキンググループの

事務局を務めていただいた㈱カーゴニュースの石井

さんにご講演をお願いしました。ご存じの方も多い

かと思いますが、石井さんは、通関業だけではなく

運輸、倉庫などの物流業界の事情に大変明るい方で

す。皆さんにとっても大いに参考になるお話が聴け

るものと思います。

　それでは、本日の講演、意見交換が実り多いもの

となるよう祈念致しまして、冒頭の挨拶とさせてい

ただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議事の概要

議　　題：

　①　女性通関士支援セミナー

　　【講師】石井麻里様

　　　　　（（株）カーゴニュース副編集長・編集部長）

　　【演題】 「ウィズコロナ、ポストコロナの物流～

通関業・通関士はどう　変わる？」

　②　意見交換会
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　新潟県の日本一と言えば、米（水稲収穫量）、酒（酒

蔵数及び成人一人あたりの清酒消費数量）が有名で、

中には離婚率（低い方です。夫婦円満？我慢強い？）

というのもありますが、文化庁が毎年公表している

宗教年鑑によれば、神社の数が日本で一番多い県は

新潟県でありその数はなんと4,743社！ということ

で、実は神社県なのです。

　新潟県に続いて多いのは兵庫県、福岡県、愛知県、

岐阜県の順で、このトップ５県で18,638社となり、

全国の神社の２割以上を占めております。

　意外に思われるかもしれませんが、19世紀末頃

まで新潟県は日本海側にありながら日本で最大の人

口を誇る地域であり、農業人口も多く、米どころと

して豊かな土地柄もあり、国内外の交通の要衝で

あった為、神社が多く造られたとのことです。

　今回は、そんな日本で一番神社の多い新潟県の神

社をいくつかご紹介します。

　まずは、創建より2,400年を超える歴史を持ち、

続日本後紀、日本三代実録、万葉集等にも記述の残

る越後一ノ宮彌彦神社です。

　　　 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦2887-２

　彌彦神社は古くは「伊夜比古神社」と記され、伊

夜日子・伊夜彦・彌彦などとも表記されましたが、

現在は「やひこ」と言い習わされており、「おやひ

こさま」と親しまれています。

　一般的な神社参拝の作法は「二礼二拍手一礼」で

すが、彌彦神社では出雲大社及び宇佐八幡宮と同様

拍手を四度打つ「二礼四拍手一礼」です。

　彌彦神社の四拍手についての由来等詳細は不明で

すが、より丁重に御神前を拝する心を表す作法とし

て、代々の神職等が伝えてきたものだそうですので、

ご参拝の際はぜひ「二礼四拍手一礼」でお願いいた

します。

　また、毎年11月には境内において菊祭りも開催

されております。

　なお、昨今収集をされる方

が多い御朱印は結構シンプル

です。

所在地

通関業会
だより 歴史ある新潟の神社
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　次にご紹介するのは、“はくさんさま”の愛称で親

しまれている新潟総鎮守白山神社です。

　　　 新潟県新潟市中央区一番堀通町１-１

　白山神社の主祭神は、菊理媛大神（くくりひめの

おおかみ）（白山大神）、原初の夫婦神として知られ

る伊邪那岐命（いざなぎのみこと）及び伊邪那美命

（いざなみのみこと）の３柱で、菊理媛大神は、伊

邪那岐命と伊邪那美命が口論になった際に、仲直り

させたと言われています。この逸話から、菊理媛大

神は“縁結びの神様”として信奉され、白山神社には

恋愛成就を願う多くの参拝客が訪れています。

　白山神社に隣接する白山公園は、池、築山、花木

を配したオランダ風の回遊式庭園で、新潟市民芸術

文化会館「りゅーとぴあ」、新潟県民会館、新潟県

政記念館（旧新潟県会議事堂）などの文化施設を取

り巻くように、６つの空中庭園とそれらを結ぶ空中

回廊が整備され、信濃川へも歩いていけます。春は

桜、夏は蓮の花、秋は紅葉、冬は雪景色と四季を通

じて美しい風景を堪能でき、新潟市民憩いの空間と

なっています。

白山公園の造営を推進した第二
代新潟県令楠本正隆の銅像

飼い主を２回も雪崩から救助し
た名犬タマ公像

所在地
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　最後にご紹介するのは、高麗犬を廻して願掛けを

する「願懸の高麗犬」があることで知られている港

稲荷神社です。

　　　 新潟県新潟市中央区稲荷町3482

　昔、花街の女性達が港から船乗りが出て行かない

よう、高麗犬の向きを変え、荒天祈願をしていたこ

とから、いつしかここには様々な願いを持った人が

訪れる場所になりました。

　全国にも例をみない回る高麗犬は、台座と像に軸

を差し込み、像と台座との間に0.5センチほどの隙

間を置くことで、回る構造になっています。願懸け

は、男性は向かって右の高麗犬を、女性は左の高麗

犬を、願い事を念じながら回し、所願成就を祈願す

るのが習いです。

向かって左の高麗犬

　港稲荷神社のすぐそばには、旧新潟税関庁舎があ

ります。

　明治２年に建てられた庁舎は、開港５港当時の税

関として現存する唯一の建物です。

　地元の大工が西洋建築を見よう見まねで造った建

物で、「擬洋風建築」と呼ばれています。一見する

と洋風の建物ですが、多くが和風の技術で造られて

いるところに特徴があります。

　コロナ禍が収まり、新潟県を訪れる機会がござい

ましたら、日本一神社の多い県＝神社県の神社及び

周辺施設にも足を延ばしてみてはいかがでしょうか。

所在地
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　10年続いた全国女性通関士会議と女性通関士支

援事業の区切りという位置づけで女性通関士支援事

業フォローアップ会議が開催されました。

　令和３年度にはダイバーシティ推進部会（仮称）

の立ち上げが検討されていることから、今回の会議

は、

これまでの女性通関士支援を総括

コロナ禍での物流業界を取り巻く現状の認識

が会議の内容と決まりました。

　第１部は、カーゴニュース副編集長の石井麻里氏

による講演

　第２部は、各地区通関業会推薦の女性通関士によ

る自由意見発言で準備を進めました。

　会議の開催が決定したとは言え、対面で集まれな

い以上、オンラインでの開催が余儀なくされたので、

準備と運営に不慣れな事務局は、心配の連続でした。

しかしせっかくの機会なのでできるだけ多くの方に

参加、関心を寄せていただけるような工夫を考えま

した。

　オンライン開催のメリットは、余程の人数でなけ

れば参加人数の制限が不要でご案内できることで

す。また後日配信もできることです。

　今回は事前収録した講演を後日、動画配信するこ

とにしました。

　俗に使われているyoutubeをやってみようとな

りました。

　連合会事情として、プロに頼む時間はない、そも

そも予算もない。

　でもやると決めたので……調べる、しらべる、調

べました。

　ユーチューブとはなんで

しょうか？からのスタート

でしたが、何をどうしたら、

それらしくなるか大体わ

準　備

いいこときかく
通関業界で働く人のためのネットワーク

全国女性通関士支援事業フォローアップ会議
開催報告 ～２.12　約140名が参加
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かったところで、登壇者の

石井記者にご協力いただき

収録しました。

　仕組みそのものはわかっ

たものの収録で苦労したの

は、光の反射でした。室内の蛍光灯、窓から入る日

光のコントロールができませんでした。カーテンや

暗幕などの用意がなかったので苦肉の策として、夜

間に再度トライし、日光の影響は抑えることができ

ました。

　実際に公開した動画はこちら（公開期間は２月

18日から１ヵ月）

　Zoomを利用して会議に参加いた

だいたのですが、皆さんスムーズに

会議に入室していただくことができ

ました。コロナ禍で公私共にZoom、

teamsなどが急速に身近なツールとなっている印

象を持ちました。

　参加者側のトラブルがなくホッと

したのも束の間、講演会開始後に画

面切り替えのトラブル発生してしま

いました。（約１分間……）

　原因は、想像するにネット環境が一瞬クラッシュ

を起こし、しばらくして復活したということのよう

でした。

当　日

第一部

　石井さんの講演は、これまでの連合会おける女性

通関士支援事業の総括と激動のこの一年の状況や変

化が網羅されたものでした。

講演資料抜粋
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　通関士の仕事、通関手続きは、会

社の通関士登録があって初めて行え

るものですが、所属企業が副業を認

めているのであれば、「空き時間」で通関の

知識を活かした貿易アドバイスなどを行うこ

とも考えられます。知的職種の高スキルなギ

グワーク、「スポットコンサル」のマッチン

グビジネスはすでに世の中に登場しています。

　ところで、通関士の「士業」としての独立

についてはこれまでにも議論されてきました

が、コロナを機にニューノーマルな働き方が

広がる中で、より現実味を帯びた議論となっ

ていくかもしれません。一方で、通関業務で

はダブルチェックなど「チームワーク」で業

務を行っている会社もあり、士業として「個

人」で完結できるものなのかかという疑問も

あります。

　「対面」「接触」、「現地・現物」の

持つ意義も考え、自然災害やパンデ

ミックなど非常時に柔軟に切り替え

ることができるデュアルモードとして位置づ

けるべきで、通関士の在宅勤務についても、

単なる利便性だけを追求すると、本質を見失

うことになりかねません。「通関士の社会的

責任」は何かを考え、それを確実に遂行する

ための在宅勤務であるべきだと考えています。

　人々の生活に欠かせない生活に必

要な物はほぼ普段通りに手に入れる

ことができ、人々が、物流によって、

世界と「つながっていること」を感じられた

のはないかと思います。
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　女性は物流業界ではまだマイノリ

ティであり、そういう意味では「異能」

（異なった能力）という位置づけに

あります。女性という冠をうっとうしいと感

じることもあると思いますが、女性に対する

「社会の期待や評価」を素直に受け止めてみ

ることで、自分では気が付かなった可能性に

気が付くこともあるのではないかと思います。

　繰り返しになりますが、ウィズコロナ、アフ

ターコロナの激変の時代において、「異能」や

「多様性」は変革のキーワードです。通関業

界においても、新しいビジネスモデル、働き方、

業界活動のあり方について、女性の「気づき」

をぜひ発信し、変革をリードしていっていた

だけたらと思います。

エール
石井さんから通関業界へ
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　講演の後は

第２部　�各地区通関業会代表者による
発言（意見交換会）

　各地区からの代表者が発言しました。

　発言した方からは、在宅勤務を実際に行っている

上で、BCP対策や通院しながら業務ができる「有

効性」や生産性や業務配分の「課題」があげられま

した。またワーキンググループ活動を経た思いとし

て、「女性の活躍は声を上げないと進まない」、「通

関士の認知度向上が必要」などの意見が改めて出さ

れ、ネットを使った情報発信も提言されました。

　始まってしまえばあっという間でした。チャット

機能を利用した発信もいただきオンラインでの参加

に慣れているご様子の参加者もいらして、とても心

強く思いました。

（函館）（株）栗林商会
田畑 　馨　様

（東京）（株）阪急阪神エクスプレス
片岡　照美　様

（横浜）（株）丸山運送
首藤　美紀　様

（神戸）（株）日新
長田　薫　様

（大阪）（株）近鉄エクスプレス
　合田　敏子　様

（名古屋）三協（株）
戸川　美織　様

（長崎）鳥栖倉庫（株）
山口　秀美　様

（門司）名港海運（株）
増崎　志百子　様

各地区代表者の皆さん

　フォローアップ会議、お疲れさまでした。

　石井さんのお話は、自分が見ている視点と

は違うもので、ものすごく興味深く、且つ、

勉強になりました。

　もうちょっと深堀して聞いてみたいくらい

です。

　通関実務ばかりやっていると、「森を見ず」

という状況に陥りがちなので、こうした情報

の収集やブラッシュアップは必要ですね。

　本当に切にそう思いました。

愛知海運（株）　　前川　可奈子　様

参加者の声
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　「SNSを利用して通関士、通関業界の認知度向上

活動を具体的にどのようにできるか?????」

をテーマにWGOG有志の皆さんからのご協力を得

て、急遽Zoomによる意見交換会を行いました。

　実はこのテーマは第３期WGの活動でも検討、提

案していたテーマでしたので、意見交換は活発にで

きました。WGで活動していた時には「時期尚早」

という言葉で日の目を見なかったあれこれが、いよ

いよ実行できるかもしれません。

　その時は、WGOG有志の皆さんはじめ会員の皆

さまご協力をお願いいたします。

後　日

　全国女性通関士会議や女性通関士支援ワーキンググループの活動をする中で、昇進を果たしていく

女性通関士が増えてきたことは、通関業界にとって大きな意味があることです。「女性管理職比率を

３割に増やす」「新卒女性の割合を５割にする」「育休取得率15%増」などといった数値目標を設定し、

女性活躍の成果として数字で示すことは、インパクトもパワーもあるので必要だと思います。ただ、

そのことだけでは心もとないとも思います。これからダイバーシティ推進を掲げていく連合会が目指

す姿は、女性の活躍をダイバーシティ推進の一部と捉える姿です。これが、女性という冠を取ること

を望む声の言わんとすることだと理解しています。

　「企業における真のダイバーシティ活動とは、多様性が生み出す人々の考え方や価値観の違いをい

かに経営に活かすかである」の言葉の通りに、ダイバーシティはすべての方に関わる課題であること

を令和３年度からは発信していくことになります。

　超少子高齢化を迎え、それに伴う労働人口の減少という、これまで経験の

無い状況に直面していること、コロナ禍から復活しなければならない事態を

乗り越えるためにも「ダイバーシティ推進」事業にご参加とご関心をお寄せ

いただきますようお願いします。

令和３年度を前に
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	12月９日	 冬季役員昼食会・12月期役員会

	 11日	 通関士部会委員会（WEB参加有り）

	１月15日	 通関士部会委員会（WEB参加有り）

	 20日	 通関業会令和２年度会計監査（書面決

議）

	 22日	 通関士部会女性分科会主催WEBセミ

ナー開催

	 	 タイトル：	JETRO	EPAセミナー	

『FTA/EPAの最新動向と

企業の最新活用例』

	 	 講　　師：JETRO　秋山　士郎氏　

	 26日	 通関士部会役員会（WEB参加有り）

	 29日	 読売中高生新聞（キャリアー特集）【シ

ゴトビト：通関士】

	 	 「貿易手続き一手に」掲載（取材日：

12月16日）

	12月16日	 安全保障貿易管理説明会

	 12月期	 横浜地区等管内通関協議会中止

	 １月12	 日本関地区通関協議会（オンライン配

信）

	 25日	 通関業会研修委員会

	12月３日	 高知地区通関士との意見交換会（WEB

会議）

	 10日	 新居浜・今治地区通関士との意見交換

会（WEB会議）

	15日～16日	 安全保障等説明会（WEB説明会）

	 17日	 小松島地区通関士との意見交換会

（WEB会議）

	 21日	 通関時報（12月号）発行

	 22日	 神戸３地区通関連絡協議会との意見交

換会（神戸通関業会研修室）

	12月17日	 在宅勤務開始（～２月５日）

	19日～22日	 通関士教養研修（web研修）

	 20日	 通関時報（１月号）発行

	 21日	 中国地方国際物流戦略チームヒアリン

グ（web会議）

	 28日	 通関士部会定例役員会（web会議）

	12月１日	 通関業セミナー（薬事関連）

	 ２日	 通関士部会　和歌山地区協議会

	 ９日	 通関士部会　第60回業務委員会

	 〃　	 通関士部会　第52回総務委員会

	 〃　	 通関士部会役員会・税関担当官との連

絡会

	 〃　	 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）

	１月27日	 通関士部会　第61回業務委員会

	 〃　	 通関士部会　第53回総務委員会

	 〃　	 通関士部会役員会・税関担当官との連

絡会（テレビ会議）

	 〃　	 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）（テレ

ビ会議）

	 28日	 通関士部会主催研修「FTA/EPA活用

支援RCEP発行も視野に」

東 京

横 浜

神 戸

大 阪

各通関業会業務報告
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	12月２日	 一水会・理事会（理事・監事）

	 ７日	 年末特別警戒キャンペーン（稲永・金

城・飛島）

	 ８日	 本関通関事務研究会

	 10日	 通関士部会幹事会

	 15日	 清水支部沼津通関懇話会

	 〃　	 清水支部通関士部会支部定例会

	 16日	 中部空港通関事務研究会

	 〃　	 清水支部浜松通関懇話会

	 17日	 西部通関事務研究会

	 〃　	 清水支部通関事務研究会

	 22日	 清水支部興津通関担当者連絡会

	 〃　	 四日市支部通関士部会幹事会、通関事

務研究会

	 24日	 清水支部御前崎通関担当者連絡会

	 〃　	 清水支部田子の浦通関担当者連絡会

【中止】

	12月１日	 説明会募集案内「安全保障貿易管理及

びNACCS外為法関連業務に関する説

明会」

	 ８日	 会員周知「門司税関における年末年始

の通関等の取り扱いについて」

	 14日	 会員周知「フルフィルメントサービス

を利用する貨物に係る輸入申告の留意

点について」

	 18日	 会員周知「行政手続等における押印原

則の見直しに伴う各種要領等の取扱い

について」（農水省動物検疫所長事務

連絡）

	 22日	 会員周知「輸入承認証等識別コードの

入力について」

	 23日	 会員周知「自動車通関証明書の様式改

正について」

	 １月５日	 仕事はじめ

	 ６日	 会員周知「安全保障貿易管理説明会の

中止について」

	 	 　＊	コロナに関する緊急事態宣言発出

のため講師の来福不能

	 15日	 安全保障貿易管理説明会使用予定資料

の配布

	 	 説明会出席予定者に経済産業省から入

手した資料を送付

	 〃　	 会員周知「新型コロナウイルスに係る

周知事項について」

	 21日	 会員周知「接触確認アプリのインス

トール・活用の周知について」

	 26日	 会員周知「年度末に向けての資金管理

対策」

	 28日	 会員案内「通関士・通信添削研修受講

案内」

	12月２日	 「年末特別警戒」への協力依頼

	 ８日	 NACCS新規事業「輸出入申告の訂正

情報の提供」案内

	 11日	 令和３年度関税率・関税制度等改正の

関する答申の案内

	 〃　	 日英EPAに関する関税法基本通達等の

改正の案内

	 18日	 動物検疫に関する押印省略の案内

	 21日	 「港湾関連データ連携基盤」関連情報

の案内

	 23日	 自動車通関証明書の様式改正の案内

	 〃　	 押印廃止に関する関税法基本通達改正

の案内

	 25日	 英EU通商協定合意の案内

	 １月７日	 通関非違事例の案内

	 12日	 「コロナ感染症対策の基本的対処方針」

周知

	 22日	 連合会「女性通関士支援事業（案）」

案内

名古屋

門 司

長 崎
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	 25日	 連合会「年度末に向けての資金管理対

策」案内

	 27日	 連合会「通関士試験・通信添削研修」

受講案内

	12月１日	 令和２年度バーゼル法省令改正等に関

する説明動画について

	 ３日	 税関年末特別警戒の実施案内・情報提

供依頼パンフレット配布

	10日～11日	 新任通関士及び通関従事者等講習会

（合庁会議室）

	 11日	 NACCS外為法関係業務・NACCS通

関事務研修（NACCSセンター講師）

	 〃　	 安全保障貿易管理研修（経産省講師）

	 24日	 NACCS外為法関連業務資料の会員配

布

	 28日	 会員周知；税関手続に係る押印等の廃

止について

	 〃　	 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）メールによる通知

	１月12日	 会員周知；新型コロナウイルスに係る

周知事項について

	 21日	 女性通関士支援事業フォローアップ会

議参加希望案内

	 25日	 税関からの情報提供のお願いについて

（パンフレット配布）

	 26日	 通関士試験・通信添削研修の案内

	 〃　	 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

田船川）メールによる通知

	12月１日	 沖縄地区税関からの令和２年年末取り

特別警戒協力依頼を会員に通知

	 ３日	 令和２年度動物検疫実務講習会等の開

催を会員に通知

	 11日	 日英EPAについて沖縄地区税関がオン

ライン説明会開催

	 16日	 NACCS九州事務所と当会事務所で意

見交換

	 23日	 １月開催予定の第18回那覇港利用促

進会議がコロナ禍の影響で書面手続き

に変更

	 １月５日	 税関長並びに業務担当次長への当会三

役の新年挨拶回り

	 29日	 令和３年１月開催予定だった通関連絡

会での税関からの業務説

函 館

沖 縄
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2021 年度 通関士試験・通信添削研修
（一社）日本通関業連合会

通関業者及び物流関連企業従事者の皆様へ
(一社)日本通関業連合会は自信を持って本研修の受講をお勧めします。

最後まであきらめず、根気強く頑張る受講生を精一杯サポートします！

必要な科目を選択できる、自由なコース設定とリーズナブルな受講料

経験豊富な講師が作成する、分かり易い教材と熱心で丁寧な指導

好評の「通関士六法」、「問題・解説集」を教材として配付

スクーリング、中間チェック講座、直前集中講座の受講は無料

新入社員研修にも適しています

スクーリング等はオンライン（録画配信）でも行う予定

研修期間 ： 2021 年 4 月 1２日（月）～ 9 月 30 日（木）

通信添削研修の流れ

受講料 ： ・1 科目：21,400 円 ・2 科目：31,600 円 ・3 科目：41,800 円

受付締切 ： 2021 年 4 月 9 日（金）

※詳細につきましては、(一社)日本通関業連合会 HP をご覧ください。

＜ http://www.tsukangyo.or.jp/ ＞

＜お申込・お問合せ＞

（一社）日本通関業連合会 研修事務局

：03-6206-1086 (研修直通) ： kensyu@tsukangyo.or.jp

4 月 上旬 第 1 回目 教材発送

5 月 中旬～ 第 1 回 スクーリング

6 月

上旬 第2 回目 教材発送

中旬～ 第2 回 スクーリング

「第 1 回添削問題」提出締切

7 月 上旬～ 中間チェック講座

8 月 上旬 「第 2 回添削問題」提出締切

9 月 上旬～ 直前集中講座

10 月 第 55 回 通関士試験

本 研 修 の 特 色
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