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　令和３年度第１回理事会は、４月22日（木）に

ホテルグランドアーク半蔵門において開催されまし

た。新型コロナ感染拡大により、対面とオンライン

併用の開催となりました。

　会議の冒頭、岡藤会長の挨拶の後に、理事会は、

定款の規定により岡藤会長が議長を務め、下記の議

案について審議が行われ、全ての議案について原案

どおり承認可決されました。

　また、説明事項として、社員総会付議事項である

「役員選任に関する件」について、意義なく了解さ

れました。

【議　案】

　第１号議案　令和２年度事業報告に関する件

　第２号議案　令和２年度決算に関する件

　第３号議案　社員総会開催に関する件

〔岡藤会長挨拶骨子〕

〇�東京オリンピック・パラリンピックでは、連合会

としても関税局・税関が行う水際対策に対し、出

来る限りの協力を行って参りたい。

〇�神戸税関主催の「神戸税関シンポジウム」（4.20

開催）にパネリストとして参加

　　「税関行政に対する提言」において、

　　・�在宅勤務に対する弾力的運用の恒常的な規制

緩和

　　・�通関士の専門性向上に向けた各種支援

　　の２点についてお願い申し上げた。

〇�一昨年、連合会として初の女性理事をお迎え、今

回、函館通関業会では、通関士部会に全国初とな

る女性の部会長を選任した。このような朗報が全

国的に広がることを期待したい。

令和３年度第１回理事会の開催
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　（一社）日本通関業連合会は、４月22日（木）に

令和３年度第１回理事会終了後に、「関税局業務課

との意見交換会」を開催しました。

　意見交換会には、奈良井業務課長、米山調査課長

ほか関税局業務課の皆様が出席されました。

　関税局側から「関税局説明事項」として下記の主

要事項についての説明の他、「各地区通関業会・通

関士部会等と関税局業務課との意見交換で出された

意見への対応状況等」についての報告等、大変内容

の濃い、有意義な意見交換会となりました。

関税局業務課との意見交換会

⃝�税関関係書類における押印等の廃止について
⃝�災害等による納期限等の延長について
⃝�カルネ申告の申告官署の弾力化について
⃝�AEO制度の利用拡大に向けた取組みについて
⃝�電子帳簿等保存制度の見直しについて
⃝�HS品目表の2022年改正について

「関税局説明事項」（資料参照）
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【実施前】

蔵置官署に対してのみカルネ申告が可能

A税関本関

カルネ申告貨物

【実施後】

A税関
ｂ出張所

対象官署の中からカルネ申告を行う税関官署を選択して事前に申し出ることにより、蔵置官署以外の税関官署へ
の申告が可能。蔵置官署を管轄する税関と異なる税関の対象官署を申告官署として選択することはできない。

申出により
申告可能

A税関本関

カルネ申告貨物

申

告

A税関
ｂ出張所

A税関

A税関

令和３年４月から、認定通関業者並びに自社通関を行う特例輸入者及び特定輸出者は、

営業所毎に、税関が定める対象官署の管轄区域内に蔵置されている貨物であって、カルネ

により一時的に輸出又は輸入がされるものについて、その対象官署の中からその貨物の輸

出入申告（カルネ申告）を行う税関官署（申告官署）を選択し、あらかじめ税関に申し出

ることにより、その申告官署にカルネ申告を行うことができるようになります。
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Ａ１． 対象官署は以下の税関官署です。

税関 税関官署

東京 本関及び大井出張所

横浜 本関、大黒埠頭出張所及び本牧埠頭出張所

神戸 本関、六甲アイランド出張所及びポートアイランド出張所

大阪 本関及び南港出張所

名古屋 本関、南部出張所及び西部出張所

門司 本関及び田野浦出張所

Ｑ３． Ａ税関の管轄区域内に蔵置される貨物について、Ｂ税関の対象官署を申告官署と

して申し出ることはできますか。

Ａ３． 貨物の蔵置場所を管轄する税関と異なる税関の対象官署を申告官署として申し出

ることはできません。カルネ申告がされる貨物がＡ１．の税関官署欄に掲げるいずれ

かの税関官署に蔵置されている場合に、同欄に掲げる当該税関官署以外の税関官署を

申告官署として申し出ることが可能となります。

Ａ２． 対象官署の管轄区域内に蔵置されている輸出又は輸入がされる貨物のうち、カル

ネ申告がされるものです。

ただし、ワシントン条約対象貨物（輸入貨物に限る。）その他税関長が取締り上

支障があると認める貨物は、対象外です。

Ｑ２． 対象となる貨物はどのような貨物ですか。

Ｑ１． 対象官署はどこですか。

Ａ４． 開庁時間外の取扱いは、従来どおりです。

Ｑ４． 開庁時間外における取扱いに変更はありますか。
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Ａ５． この弾力化を利用しようとするときは、カルネ申告に係る貨物の蔵置場所を管轄

する税関の本関に対し、カルネ申告をする前に、その税関の対象官署の中からカル

ネ申告をしようとする税関官署（申告官署）の申出を行ってください。この申出は、

カルネ申告を行う営業所・事業所等ごとに税関に申し出ていただく必要がありま

す。申出の期限は設けないこととしておりますが、円滑な手続を行うために、カル

ネ申告を行うまでの期間に十分余裕をもって申出を行うようお願いいたします。

この申出により、申出に係る営業所・事業所等が取り扱うカルネ申告の申告先官

署は、変更又は取止めの申出を行うまでの間、選択した官署に限られますのでご注

意ください。

Ａ７． 弾力化の利用をやめようとするときは、申告官署に係る申出を行った税関の本関

に対し、あらかじめその旨を申し出てください。

Ｑ７． 弾力化の利用をやめるためには、どのような手続が必要ですか。

Ａ８． 認定通関業者の認定又は特例輸入者及び特定輸出者の承認が失効した場合は、認

定又は承認が失効した日からこの弾力化を利用することができなくなります。

Ｑ８． 認定通関業者の認定や特例輸入者・特定輸出者の承認が失効した場合には、カル

ネ申告に係る申告官署の弾力化を利用することができなくなるのですか。

Ａ９． カルネ申告に係る貨物の検査は、蔵置官署が行います。

カルネ申告に係る貨物の貨物確認についても、原則として蔵置官署が行います

が、当該貨物を申告官署に持ち込んで貨物確認を受けることを希望される場合であ

って、当該申告官署が取締り上支障がないと認めるときは、当該申告官署で貨物確

認を受けることができますので、希望される場合には、利用の申出書の提出の際に、

併せて申し出てください。また、申出後に貨物確認を行う税関官署の変更又は取止

め（蔵置官署での貨物確認の実施）をする場合には、申告官署に係る申出を行った

税関の本関に対し、あらかじめその旨を申し出てください。

Ｑ９． 検査や貨物確認を行う税関官署も選択できますか。

Ａ６． 申告官署の変更をしようとするときは、申告官署に係る申出を行った税関の本関

に対し、あらかじめその旨を申し出てください。

Ｑ６． 申出をした申告官署を変更するためには、どのような手続が必要ですか。

Ｑ５． この弾力化を利用するためには、どのような手続が必要ですか。
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Ｑ10． カルネ申告に係る申告官署の弾力化の問い合わせ先はどこですか。

Ａ10． 各税関の下記の担当までお問い合わせ下さい。

・函館税関業務部認定事業者管理官・・・・電話：０１３８－４０－４２５４

・東京税関業務部通関総括第１部門・・・・電話：０３－３５９９－６３３７

総括認定事業者管理官・・・・電話：０３－３５９９－６３４３

・横浜税関業務部通関総括第１部門・・・・電話：０４５－２１２－６１５０

・名古屋税関業務部通関総括第１部門 ・・・・電話：０５２－６５４－４０８４

・大阪税関業務部通関総括第１部門・・・・電話：０６－６５７６－３３１３

認定事業者管理官・・・・電話：０６－６５７６－３３９１

・神戸税関業務部通関総括第１部門・・・・電話：０７８－３３３－３０８６

・門司税関業務部通関総括第１部門・・・・電話：０５０－３５３０－８３６７

・長崎税関業務部通関総括第１部門・・・・電話：０９５－８２８－８６６５

・沖縄地区税関通関総括第１部門・・・・電話：０９８－８６６－９２９１
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　４月20日の午後、リモートにて「神戸税関シン
ポジウム」が開催されました。これは、昨今のグロー
バルな電子取引の興隆やAI、IoTなどの最先端技術
を背景とした国際物流の進化が、ポストコロナにお
ける国際競争力の維持・強化の方策や税関の在り方
についてどの様な影響があるかを考えることを目的
としたものです。
　冒頭、日通総合研究所の田阪幹雄 講師による
「Society5.0時代の国際物流～ポストコロナへの
対応とは～」と題する基調講演が行われ、新型コロ
ナウイルスの世界的感染拡大が国際物流に与えた影
響、ポストコロナ時代のグローバルロジスティクス
の展望、並びに、ロジスティクスの進化に向けて目
指すべき進路について、世界の例を示しつつ分かり
やすく説明されました。

　その後、佐藤神戸税関長がモデレーターを務め、
（一社）日本通関業連合会の岡藤会長（（株）阪急阪神
エクスプレス 代表取締役会長）を含む５名が参加
するパネルディスカッションが行われました。

　パネルディスカッションの第１のテーマは「ポスト
コロナにおける国際的なサプライチェーンの変化」で
あり、各パネリストから情報共有が行われ、物流業
界からは、労働集約型の職場であるが、今後、AIや
IoTを活用した効率化、自動搬入、自動仕分け、RPA
等による自動化、AI-OCRやRFIDタグの活用による
省力化が課題であるとの意見が出され、コロナがこ
れらの進展を加速させるとの見方も示されました。
また、ブロックチェーン技術を用いたプラットフォー
ムの１つとして「トレードワルツ」の紹介もありました。

　次に第２のテーマである「日本企業が国際競争力
を高めるための課題」に対しては、第１に規制緩和
が必須、加えて、NACCSとサイバーポート等の貿
易プラットフォームとの連携も重要であるとの意見
でした。一方、中国や欧米との比較において日本の
港湾のDXは相当遅れており、標準化も各顧客に応
じたカスタマイゼーションであり、業界標準を目指
す水平方向のコラボレーションができていないとの
指摘がありました。この様な中、日本が活路を見出
す可能性があるのは、政府が推し進めるカーボン
ニュートラルにおいて、港湾物流分野での環境の差
別化により世界から評価を得ることではないかとの
意見も出されました。

　最後のテーマである「税関行政に対する提言」に
おいて岡藤会長からは、エッセンシャルワーカ―と
して活躍している多くの通関士のため、
・ 通関業の在宅勤務について恒常的な規制緩和
・ 通関士の専門を高めコンサル能力を向上させるた

めのキャパシティビルディングの支援
をお願いしたいとの発言がありました。他のパネ
ラーからは、日本の通関手続きには時間がかかって
おり、米国の輸出の届出制、輸入は米国到着貨物の
95％がリリース可能となっている仕組みも参考と
すべきとの意見、各プラットフォームの連携と税関
の事後調査の効率化等への提言、FTAの相互承認に
対する期待、標準化のためコールドチェーンのISO
化に取り組んでいることの紹介などがありました。
 【神戸通関業会寄稿】

「神戸税関シンポジウム」の開催

（上段左から）佐藤神戸税関長、岡藤日本通関業連合会会長、田阪日通総研リサーチフェロー
（下段左から）森流通科学大学名誉教授、小島トレードワルツ社長、田中シスメックスSCM本部長
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【WCO奨学生について】

　政策研究大学院大学（GRIPS）では、2000年以来、

毎年、日本政府が世界税関機構（WCO）に拠出し

た基金から奨学金を得た留学生等が、公共財政プロ

グラム税関コース（修士課程）で学んでいます。留

学生は、途上国税関に勤務する若手の実務家で、留

学終了後は出身国税関に戻って活躍することが期待

されています。税関コースの履修課程では、税関実

務領域に関する事項が必修課程の過半を占めてお

り、税関行政に関連する国際条約、WCOの諸政策

と併せて、我が国の税関の最新の実務や政策展開等

について、財務省（関税局・税関研修所・税関）の

全面的な協力を得つつ、教育を実施しています。

　2020年度は、アフリカ６カ国（ボツワナ、ケニア、

マラウィ、モーリシャス、ナミビア、シェラレオネ）、

アジア３カ国（バングラデシュ、モルジブ、スリラ

ンカ）及びアゼルバイジャンからの留学生が昨年

10月迄に来日、学位所得を目指して勉強を続けて

います。

【特別講義の狙い】

　学生の出身国・税関は、地理的状況や国情が異な

り、税関の制度、政策課題等も一様ではありません

が、全員が正しい知識に基づく、実践的な課題解決

能力を身につけられるよう、学生それぞれの問題意

識や実情の把握に努め、実務領域全体として連携し、

内容を工夫しつつ教育に当っています。

　留学生の出身税関の中には、専ら短期的な税収確

保に関心の強い運営が行われている様子がうかがわ

れる組織もあり、そのような問題意識から調査手法

等を学びたいという希望もあります。また「貿易円

滑化は税関以外の当局によって妨げられているた

め、税関に文句を言われてもどうすることも出来な

い」、「社会悪取締等は、自国税関の権限外なので日

本とは前提が異なる」、「先進国にとって、税収確保

はあまり重要ではないかもしれないが、途上国に

とっては税収確保こそ組織の至上命題」といった本

音を聞くこともあります。

　他方、我が国の国際貿易の歴史を顧みると、貿易

政策研究大学院大学教授　小部　春美

～2021年４月14日（水）　於　政策研究大学院大学～

WCO奨 学 生 に 対 す る
JCBA北村総務部長による
特別講義の実施について
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量の増大及びそれを可能とした貿易円滑化により経

済成長が支えられ、歳入増加に繋がった面があるこ

と、貿易円滑化は税関のみならず、様々な貿易関係

者の御協力によって実現しているものであることは

論を待ちません。

　実際、19世紀の所謂「開国」の頃から、近代貿

易の生い立ちと関連して通関業の起源を探ることが

でき、その後、通関業・通関士の前身である税関貨

物取扱人制度へと繋がったとされている他（「通関

業の歴史」安藤平著　1978年　日本通関業連合

会）、貿易関係者との適切な信頼関係構築により、

自発的なコンプライアンス水準の向上を図ることの

重要性については、WCOも指摘しているところで

す。また、我が国に関しても、歳入徴収機関として

の税関の存在感は、歴史的に見て、消費税導入後に

着実に高まっているとの指摘もあります（「消費税

は本当に景気悪化の元凶だったのか」米澤潤一元関

税局長　貿易と関税2021年４月号）。

　さらに、世界的に自由貿易地域・経済連携協定の

締結が進み、様々な分野でグローバル・サプライ

チェーンが構築されている環境下、通関や国境手続

の所要時間は国際的に比較されるようになってお

り、国境でのロジスティックスの質が相対的に低い

と判断されることは、従来以上に、深刻な成長制約

要因になるおそれがある時代になっています。

　担当講義では、こういった事実を指摘しつつ、歳

入増加の観点からも貿易円滑化に取組む必要がある

こと、税関手続は重要な投資環境の要素であること、

データに基づく政策形成の重要性や実例、我が国貿

易関係者が関係国の貿易円滑化に関して期待してい

る実態等を説明しています。併せて我が国における

NACCS開発等を巡る民間セクターとの協力の歴史

等、税関単独ではない様々な「協力」関係構築の重

要性、貿易円滑化を支える通関業・通関士の存在に

ついても講義を行っています。その上で、我が国の

通関業界について、より具体的かつ詳細な説明を当

事者の視点からいただくため、講師派遣をお願いし

ました。

【４月14日の特別講義】

　前年に引き続き、日本通関業連合会には講師派遣

を御快諾いただき、この場をお借りして改めて感謝

申し上げます。同会北村総務部長には、「我が国に

おける通関業者及び通関士の現状（貿易円滑化への

役割及び税関との協力関係を中心として）」の演題

で特別講義（英語）を実施していただきました。講
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義当日は、GRIPSでの感染防止対策に従い、講師

にはマスク着用での講義をお願いし、御不自由をお

かけしましたが、お陰をもちまして学生にとって貿

易円滑化を巡る民間セクターの重要性及び関係構築

の意義を学ぶ貴重な機会となりました。

　留学生の出身国の中には通関業が存在しない国も

ありますが、学生は熱心に聴講し、質疑応答も活発

に行われました。終了後に感想を聞いてみると、民

間セクターとの協力の重要性が良く理解できたとし

つつ、信頼に基づく関係構築の難しさなどについて、

自国における道程の長さを思う声も聞かれました。

それらの感想は、我が国における通関業の意義・役

割を正しく理解してくれたことの証であるとも感じ

られました。

　我が国税関分野における技術協力に御理解、御協

力をいただきましたことに重ねて御礼申し上げます

とともに、最後になりましたが、貴連合会及び各地

区通関業会の益々の御発展をお祈りいたします。
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　毎週金曜日発行の「読売新聞・中高生新聞」（発

行部数は全国で約９万部）に「シゴトビト」という

紙面があります。この紙面の読者は中学生・高校生

で、将来の仕事選びの参考とする記事を掲載してお

り、過去には、海上保安官の特集記事などが掲載さ

れております。

　今回、令和３年１月29日発行の同紙に「シゴト

ビト：通関士特集」に東京通関業会通関士部会委員・

女性分科会鈴木委員の記事が掲載されました。

　昨年11月中旬、東京通関業会に読売新聞社から

取材申し込みがありました。「通関士というネーミ

ングは中高生なじみが薄い国家資格であり、初めて

聞く職業でもある。中高生に分かりやすく、仕事選

びの参考となる内容を身近な年代の方で実際に活躍

している通関士の仕事ぶりを取材したい。」とのこ

とでした。読売新聞の記者の方とは、人選から通関

士に仕事内容まできめ細かく打合せを行いました。

取材に応じていただいたのは、通関営業所の責任者

として実際に通関士の仕事をしている「鈴木みのり」

委員にしていただくことになりました。取材際し、

関税法等法律用語が数多く出てくるため、読売新聞

の記者も相当勉強をし、頭に詰め込んで実施の取材

に来訪されました（シゴトビト事前調査票・PP７

ページの質問内容及び追加質問８項目があり、どの

ように中高生に分かりやすい記事にするか、質問へ

の回答内容については、当会通関士部会委員の意見

も参考にしながら準備を進めました）。

　過去のシゴトビトの取材風景写真は、その者の職

場が多くありましたが、今回は、鈴木さんの意向で

「東京港のコンテナ船の前」での取材写真を撮って

いただきました。その後、東京通関業会事務局で約

３時間に亘り取材が行われました。

　最終的には、中高生にも興味を持てるような記事

になったと思います。

　鈴木様には、通関士の全国的知名度向上に、中高

生及び教育関係者への認知度アップ等に多大な貢献

をしていただきました。鈴木様並びに通関士部会委

員の皆様対応有難うございました。

� 　【東京通関業会 寄稿】

読売中高生新聞シゴトビト…通関士

記者の取材撮影風景を後ろからパチリ
コンテナ船の荷役状況をバックに一
枚。マスク着用、手には、「必須アイ
テムのタリフ」これは、練習でした。
本番の写真は、記事に載っていますと
おり顔見せで手には資料を持っていま
した。
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「2021年１月29日　読売中高生新聞」（読売新聞社知的財産転載許諾取得済）
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通関業会
だより

　現在、コロナ禍で散策も儘ならぬ状況ですが、そ

んな中、横浜だよりの３年前にはなかったロープ

ウェイからの気ままな散策をご紹介します。

　この散策において以前、桜木町駅から新港地区へ

徒歩での散策をご紹介いたしました。

　今回は、その桜木町駅（広場）から新たに新港地

区の運河パークとを結ぶロープウェイ（YOKOHAMA 

AIR CABIN）が2021年４月22日から運行が開始さ

れることで、横浜みなとみらい21地区を一段高い

ところから景色を楽しんでいただけるコースをご紹

介いたします。

　このロープウェイは、2017年に横浜市が、臨海

部の「まちを楽しむ多彩な交通の充実」施策の一環

として“観光振興と賑わいの街づくり”を目的とし

て応募受付し事業化されたもので、全長1,260m（片

道630m）、最高高さ約40m、各ゴンドラの定員数

８名、ゴンドラ数36基、所要時間は片道約５分程

度（AM10～PM10）で運営されます。

　因みに運賃は大人1,000円、子供500円と「高い」

と感じると思われますが、この地区の夜景はテレビ

ドラマにもよく登場するなど大変美しいことで知ら

れているので、人によって誰と利用するかによって

はプラスレスの思い出となるかも知れません。

　また、ロープウェイからの景色は、横浜ランドマー

クタワー、帆船日本丸、クイーンズスクエアー横浜、

よこはまコスモワールドなどを左手に眺めながら

「汽車道」の上を通り、運河パークへと繋がります。

桜木町駅と新港ふ頭を結ぶ
ロープウェイからの散策

桜木町駅広場運行開始前のロープウェイ乗り場 汽車道の上を通るロープウェイ
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　運河パークには、以前にも紹介しました金づちに

似た形状の「ハンマーヘッドクレーン」と３年前に

はなかった「新港ふ頭客船ターミナル」や「カップ

ヌードルミュージアム」、赤レンガ倉庫などの施設

が並びます。

　さらに、赤レンガ倉庫脇からの「開港の道」（山下

臨港線プロムナード）を進み山下公園へ。公園脇の

山下ふ頭には、現在「機動戦士ガンダム40周年プロ

ジェクト」の一環として実物大の動くガンダム（18m）

が2022年３月末まで展示設置されています。

　そこから先は、横浜みなとみらい21地区の全体

を、さらに、これまで見てきた景色を海側からの遊

覧船（横浜港内クルーズ）や山下公園前にある横浜

マリンタワーの展望台（94m）から楽しむのも一

考でしょう。（なお、横浜マリンタワーは2022年

３月まで改修工事中）

　また、もう少し足を延ばして港の見える丘公園・

外人墓地・元町や横浜中華街方面へと気ままな散策

を楽しんで見るのも如何でしょうか。

 （横浜通関業会）

運河パーク降り場

機動戦士ガンダム

新港ふ頭客船ターミナルとハンマーヘッドクレーン
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各地区通関業会には通関士部会があります。平たく言うと、通関士部会とは会員店社から集まっ
た通関士による通関士のための活動を主とする組織であります。
さてこの度、函館通関士部会に女性部会長が誕生しました。
これは全国初の快挙と言えます。
ダイバーシティ推進の観点からも大きな一歩ですので、全国の皆さんと共有させていただくため
に、柳川専務理事（函館通関業会）のご報告と田畑部会長へのインタビューをご紹介いたします。

　函館通関業会の第45回通

関士部会定時総会が、函館市

「フォーポイントバイシェラ

トン函館」で４月22日に開

催され、通関士部会長を退任

した「板谷　勉氏」の後任に「田畑　馨氏」が役員

会で選出され、定時総会において満場一致で承認を

うけ通関士部会長に就任しました。

　女性の通関士部会長就任は通関士部会45年の歴

史で初めてであり、全国の通関士部会でも初めてと

快挙 全国女性通関士会議から10年の成果祝

女性通関士部会長誕生　―函館通関業会―
函館通関業会柳川専務理事からのご報告

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

函館
Hakodate
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なります。

　通関業会における女性活躍推進への取組みは、連

合会が平成22年２月に開催した「全国女性通関士

会議」が初めてですが、田畑氏は、この第１回会議

に出席し、平成23年に函館通関業会通関士部会役

員に就任以降、積極的に通関士部会の運営に携わっ

てきています。

　特に、女性通関士の活躍推進に積極的に取り組み、

全国に先駆けて通関士部会の下部組織として女性通

関士委員会を発足させる原動力となってきました。

　函館通関業会会員の女性通関士の大半が所属する

同委員会において、各種会議はもとより日本の面積

の３分の１を占める広大な地域に散在する女性通関

士の意見集約を図るため、通関士部会女性通関士委

員会会議を既に５回開催していますが、同会議の企

画立案にも積極的に参画されています。

　この会議は、全国の女性通関士との交流を図るべ

く各通関業会の女性通関士にも案内をすることによ

り、全国の女性通関士との交流をも兼ねた会議と

なっており好評を得ています。

　また、女性通関士が自社以外の仲間と交流する機

会が少なかったものが、この活動により函館通関業

会管内の女性通関士ネットワークが伸展し、女性通

関士を取り巻く各種問題等が個人レベルから業会レ

ベルへと共有されることとなりました

　田畑氏は、このように通関士部会幹事として、女

性通関士活躍推進に積極的に取り組み、通関士とし

ての知識、人望、及び十分なリーダーシップを持ち

合わせているかたです。今後の益々のご活躍を祈念

するものです。

（連合会）　通関士部会長へのご就任

おめでとうございます。ご就任当日

は、連合会では令和３年度第１回理

事会の日でした。理事会の冒頭では、

岡藤連合会会長からも紹介されまし

た。今日は、就任した率

直なお気持ちや今後のお

考えなどざっくばらんに

お聞かせいただければと

思います。

（田畑部会長）　この度は、祝電を

頂戴し心より御礼申し上げます。

　こんなに立派な祝電は初めてです。

　お心使い感謝いたします。

　板谷前部会長の後任には、本来ですと現役バ

リバリの若い方になっていただきたいと思って

おりました。それは、男女にかかわらずです。

　昨年11月に開催いたしました北海道・東北

合同ブロック研修会の際に新部会長は女性でも

よいのでは？という話をさせていただきました。

　私自身の中では、男性or女性という区別は

そろそろなくても良いと思っております。

　女性通関士委員会が発足し、皆さんといろい

ろ話し合っていくうちに女性ならではのバイタ

リティを再発見し、いろんな可能性も見えてき

ました。

（連合会）　「男性or女性という区別はそろそろなく

ても良い」という部分についてなのですが、確

かに田畑様にとっては、そのように感じる機会

が多いのだと思います。ただ通関業界全般、日

本の産業界全体としては、まだまだです。

　最新の「ジェンダー・ギャップ指数2021」

日々是好日
部会長　田畑 馨　様（株式会社栗林商会）

インタビュー
� しました!!!
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では、日本は156カ国中120位と前回（121位）

並みにとどまり、主要７カ国（G７）では最下

位でした。これは個人的にはだいぶ変わったと

思う実感を持つ方にとっては違和感があるのか

もしれませんが、日本が取り組んでいる以上に

世界の取組が大きく、日本は世界の歩幅に合っ

ていないせいではないかと思います。

（田畑部会長）　確かに、そう思います。実は、最初

に「いいこときかく」で特集いただけると聞い

た時に、大変光栄なことですが、私と致しまし

ては新部会長がたまたま女性というだけですの

で大変申し訳なく恐縮してしまいました。でも

新部会長が、たまたま女性と言い聞かせていた

のは自分だけかもしれない、もう少し自然体で

いいのかもしれないと思い直しました。

（連合会）　ありがとうございます。それでは自然体

になっていただいたところで、お話をお伺いし

たいと思います。内容はお任せしますので、田

畑さんのヒストリーをお聞かせください。

（田畑部会長）

●自己紹介

　私が栗林商会に勤務することになったのに

は、紆余曲折ありました。ご縁ってあるものだ

なというのが、今になって思うことです。

　と言うのも大学を卒業した時点では教師にな

る夢を諦めきれずに、今で言う就職浪人みたい

なことをしていました。ちょうど父親が北海道

に転勤することになり、家族で宮城から北海道

に引っ越したのが、一つ目の転機でした。北海

道では、ハローワーク（当時は職安）に通い、

担当者と顔なじみになり、ハローワークでアル

バイトをさせてもらうことになりました。

　そしてハローワークでアルバイトをするうち

に、たまたま栗林商会の募集があり、受けてみ

ることになりました。本心は、まだ教師の夢は

持っていましたが、「いい会社だよ」という周

りの言葉がなぜか耳に残りました。

●キャリアを振り返って

　教育実習で自分のことを「先生、先生」と慕っ

てくれた生徒の声がずっと忘れられないまま栗

林商会での仕事がスタートしたのですが、職場

では「はなちゃん、はなちゃん」と親しみを込

めてかわいがってもらい、いつの間にか名前は

「かおる」なのに「はなちゃん」と呼ばれる心

地よさを感じるようになっていました。といっ

ても仕事はハードで、入社したての新人でも残

業がありました。

　でも当時の話なので今とは違いますが、残業

が終わったらそのままお酒を飲んだりして、職

場の同僚、上司がフルにかまってくれたのが、

懐かしい思い出です。

●営業職と通関士資格

　肥料のデリバリを担当したのがキャリアのス

タートで、営業部門でした。（現在も）

　そのうちに通関のアシスタントのような業務

も増える中で、社内で通関士受験のチャンスが

ありました。受験することは、私の希望でした。

合格してからは、アシスタントとして指示を受

けていた時よりも仕事の幅が広がりました。

●ダイバーシティ推進

　通関士の資格をとった後、昇進は早まり管理

職にもなりました。

　もともと管理職志望が強かったわけではあり

ませんが、管理職になることができて良かった

です。管理職になれば責任は重くなるので昇進

を消極的にとらえる方もいますが、自分にとっ

ては良いことの方が大きかったというのが実感

です。組織で発言力、発信力を持つには大きい
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会社ほどに管理職になる必要があります。

　ぜひ、チャンスがある方はチャレンジしてほ

しいです。

●セクハラ、パワハラ

　自分自身はどちらも受けた経験はありません

が、パワハラは特に当事者にならないよう気を

付けないといけないと思っています。

●これからの抱負とメッセージ

　部会長就任の話をいただいた時、自分でいい

のか自問自答しました。

　決心した決め手は、年齢を重ねると良くも悪

くも落ち着いてしまいます。何か新しいことに

挑戦したいと思っても余程、自分が積極的にな

らないと行動できないと気付いたからです。

　今回、自分で新しいことに挑戦したい、積極

的になろう！と思ったのが、決め手となりまし

た。前部会長の板谷さんの姿を追うだけでなく、

自分なりの部会長の役割をイメージして取り組

みたいと思っています。特に、通関業界・通関

士の認知度向上は、業界の活性化のためにも積

極的に活動したいと思います。

（連合会）　ご経歴、思い、メッセージと盛りだくさ

んのお話をありがとうございました。

　田畑さんの言葉には、いくつもの「意思」が

見えました。

　物事が進み、好転していく決定的な要因には、

「意思」の働きが大きいように感じました。

　これまでにお話を伺ってきた社会で活躍され

ている方の共通点には、男女問わず「自分は人

に恵まれていた」と感想を持つ方が多い気がし

ています。それは、ご自身が良い出会いやきっ

かけを大切にしてきたということなのだろうと

思います。今回、田畑さんからも同様な印象を

受けました。

　この度は、有意義なお話をありがとうござい

ました。

　どうぞますますの

ご活躍を祈念してお

ります。

（中央）田畑部会長　　（右）柳川（函館）専務理事
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小笠原
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	 ２月１日	 総務委員会（書面決議）

	 10日	 役員会（書面決議）

	 12日	 女性通関支援事業フォローアップ会議

（ウェビナー、東京通関業会32名参加）

	 25日	 第74回定時総会（書面決議）

	 ３月２日	 通関士部会定時総会（WEB決議）

	 ５日	 成田支部総会（書面決議）

	 ８日	 本関分会総会（書面決議）

	 ９日	 東航分会総会

	 12日	 大井分会総会（書面決議）

	 17日	 羽田支部総会（書面決議）

	 〃　	 新潟支部総会

	 24日	 2020東京オリンピック・パラリン

ピック物流説明会（ウェビナー）

	 〃　	 本関地区通協（WEB参加あり）

	 30日	 通関士部会役員会（WEB参加あり）

	 ２月２日	 本関地区通関協議会（Web）

	 12日	 女性通関士支援事業フォローアップ会

議（Web）

	 24日	 通関業会分会長会議（Web）

	 〃　	 2020年度NACCS横浜・仙台地区協

議会（Web）

	 25日	 航空貨物分会会員協議会

	22日～26日	 横浜通関業会令和２年度第48回通関

士実務研修会中止

	 ３月９日	 本関地区通関協議会（Web）

	 17日	 通関士部会アンケート委員会

	 19日	 通関士部会情報委員会

	 24日	 通関士部会業務委員会

	 〃　	 航空貨物分会会員協議会

	２月10日	 通関士部会	総務委員会（WEB会議）

	 〃　	 第１回	神戸通関業会役員会（メール

開催：～24日（水）まで）

	 12日	 女性通関士支援事業フォローアップ会

議（WEB会議：連合会主催）

	 15日	 通関士教養研修（１/19～22の録画配

信：通関士としての心構え、原産地規則）

	 16日	 通関士教養研修（１/19～22の録画

配信：関税率表の解釈、通関業の現状）

	 〃　	 輸入者へのセミナー【分　類】

	 	 （神戸税関	講堂）

	 17日	 　　　　同　　　　 【原産地】

	 	 （神戸税関	講堂）

	 19日	 通関時報２月号発行

	 24日	 通関士教養研修（１/19～22の録画

配信：輸出実務）

	 25日	 通関士教養研修（１/19～22の録画

配信：輸入実務）

	 〃　	 通関士部会	定例役員会（WEB会議）

	 ３月３日	 NACCS神戸地区協議会（WEB会議）

	 11日	 通関士部会	総務委員会（WEB会議）

	 15日	 神戸通関業会　定時総会（書面決議）

	 19日	 通関時報３月号発行

	 25日	 通関士部会	定例役員会（WEB会議）

	 26日	 神戸通関士部会　定時総会（書面決議）

東 京

横 浜

神 戸

各通関業会業務報告
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	２月12日	 （連）女性通関士支援事業フォローアッ

プ会議（テレビ会議）

	 16日	 「営業担当者のための」通関業務セミ

ナー

	 24日	 通関士部会　第62回業務委員会

	 〃　	 通関士部会　第54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）

	 25日	 令和２年度第３回大阪通関業会理事会

	 ３月４日	 NACCS地区協議会（テレビ会議）

	 12日	 （連）理事会（テレビ会議）

	 17日	 通関士部会　第63回業務委員会

	 〃　	 通関士部会　第55回総務委員会

	 〃　	 通関士部会役員会、税関担当官との連

絡会

	 18日	 大阪港振興倶楽部運営委員会

	 24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）

	 25日	 通関営業所責任者会研修

	 ２月３日	 一水会・理事会（理事・監事）【一水

会のみ中止】

	 ４日	 通関士部会幹事会【中止】

	 ９日	 本関通関事務研究会【中止】

	 〃　	 清水支部通関士部会支部定例会・総会

【支部定例会中止】

	 10日	 役員専門研修【延期】

	 〃　	 清水支部通関非違防止対策研修

	 12日	 女性通関士支援事業フォローアップ会

議（連合会オンライン開催）

	 16日	 清水支部沼津通関懇話会【中止】

	 17日	 中部空港通関事務研究会【中止】

	 17日	 清水支部浜松通関懇話会【中止】

	 〃　	 四日市支部原産地規則研修【中止】

	 18日	 西部通関事務研究会【中止】

	 〃　	 清水支部通関事務研究会【中止】

	 24日	 清水支部興津通関担当者連絡会【中止】

	 〃　	 四日市支部通関士部会幹事会、通関事

務研究会【中止】

	 25日	 通関士部会総会【中止】（書面決議）

	 〃　	 清水支部御前崎通関担当者連絡会【中止】

	 26日	 清水支部田子の浦通関事務担当者連絡

会【中止】

	 ３月４日	 一木会・通関士部会幹事会【中止】

	 ９日	 本関通関事務研究会

	 〃　	 清水支部通関士部会支部定例会【中止】

	 12日	 理事会（連合会オンライン開催）

	 17日	 中部空港通関事務研究会

	 〃　	 清水支部沼津通関懇話会

	 〃　	 四日市支部通関非違防止対策研修

	 18日	 西部通関事務研究会

	 〃　	 清水支部通関事務研究会

	 〃　	 清水支部浜松通関懇話会

	 23日	 清水支部興津通関担当者連絡会

	 〃　	 清水支部田子の浦通関事務担当者連絡

会

	 〃　	 四日市支部通関士部会幹事会、通関事

務研究会

	 25日	 第74回定時総会【中止】（書面決議）

	 〃　	 清水支部御前崎通関担当者連絡会

	 〃　	 清水支部焼津通関担当者連絡会

	 	 清水支部第70回定時総会（書面決議）・

奇六会【中止】

	 ２月３日	 役員連絡「門司税関幹部と門司通関業

会役員との連絡会の開催延期について」

	 ８日	 会員周知「品目分類・原産地規則研修

会」開催案内

大 阪

名古屋

門 司
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	 	 （３月17日福岡会場、３月24日門司

会場）

	 10日	 会員周知「マイナンバーカードの積極

的な取得と利活用の促進について」

	 12日	 女性通関士支援事業フォローアップ会

議（Web）

	 	 通関士部会副部会長他２名、専務理事

参加

	 〃　	 会員周知「輸出許可内容の変更をしよ

うとする場合の取扱いについて」

	 15日	 会員周知「関税等の立替払いに関する

配慮の要請について」

	 17日	 会員周知「新型コロナウイルス感染症

対策関連の周知について」

	 19日	 会員周知「女性通関士支援事業フォ

ローアップ会議におけるセミナー資料

の案内」

	 24日	 会員周知「関税分類の事前教示におけ

る照会書、見本等の郵送等による提出

に係るトライアルの実施について」

	 ３月２日	 「門司税関幹部と門司通関業会役員と

の連絡会」開催案内の発出

	 〃　	 会員周知「珪藻土バスマット等に係る

石綿含有製品の輸入等の禁止の履行確

保について」

	 〃　	 会員周知「フォワーダーのシステム障

害に係る取扱いについて」

	 ４日	 会員周知「カルネ申告に係る申告官署

の弾力化について」

	 ８日	 会員周知「オンライン「令和３年度関

税等改正（案）説明会」（門司税関主催）

開催案内

	 ９日	 会員周知「税関手続きに関するアン

ケート調査の依頼について」

	 16日	 会員再周知「通信添削研修のご案内」

	 17日	 品目分類／原産地規則　研修会　福岡

港湾合同庁舎６階会議室

	 	 ・品目分類　　10：00～12：00

	 	 　講師　門司税関業務部首席関税鑑査官

	 	 　参加者　会員26名

	 	 ・原産地規則　13：30～15：30

	 	 　講師　門司税関業務部原産地調査官

	 	 　参加者　会員25名

	 18日	 中国地方国際物流戦略チーム事務局と

Web会合

	 	 「中国地方の国際物流事業者における

現状把握に関するアンケートについて」

	 24日	 品目分類／原産地規則　研修会　門司

港湾合同庁舎７階会議室

	 	 ・品目分類　　10：00～12：00

	 	 　講師　門司税関業務部首席関鑑査官

	 	 　参加者　会員15名

	 	 ・原産地規則　13：30～15：30

	 	 　講師　門司税関業務部原産地調査官

	 	 　参加者　会員15名

	 24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」

	 25日	 会員周知「大韓民国産	炭酸二カリウ

ム	に対して課する暫定的な不当廉売

関税について」

	 30日	 会員周知「動物の輸入検査における検

査実施項目等の指針の改正」

	 ２月１日	 ウナギの稚魚の密輸出取締り通達廃止

の案内

	 ２日	 熊本・三角・熊空地区通関事務連絡協

議会

	 ８日	 国際海上コンテナ輸送の需給逼迫への

協力要請

	 10日	 コロナ禍での関税等立替払いに関する

配慮依頼の案内

	 〃　	 マイナンバーカードの積極的取得等へ

の協力依頼

長 崎
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	 12日	 連合会「女性通関士支援事業フォロー

アップ会議」参加

	 25日	 長崎地区通関事務連絡協議会

	 〃　	 関税分類事前教示の郵送提出に係るト

ライアルの案内

	 29日	 三池地区通関事務連絡協議会

	 〃　	 熊本・三角・熊空地区通関事務連絡協

議会

	 30日	 佐世保地区通関事務連絡協議会

	 	〃　	 久留米地区通関事務連絡協議会

	 ３月１日	 税関HP「税関チャットボット」新設

の案内

	 ２日	 フォワーダーのシステム障害に係る取

扱いの案内

	 ４日	 カルネ申告に係る申告官署の弾力化の

案内

	 10日	 通関士部会定時総会の開催中止の案内

	 〃　	 税関手続き等に関するアンケート調査

依頼

	 12日	 連合会「理事会」へ会長オンライン参加

	 16日	 連合会「通関士試験・通信添削研修」

リーフレット案内

	 17日	 通関士部会役員会（書面決議）

	 18日	 日米貿易協定に基づく牛肉セーフガー

ドの発動の案内

	 25日	 NACCS九州事務所通信（通関第１回）

配信

	 〃　	 大韓民国産炭酸二カリウムの暫定的な

不当廉売関税の案内

	 〃　	 新型コロナウィルスに係る周知事項の

案内

	 30日	 動物の輸入検査・実施項目等の指針の

案内

	 31日	 保税地域から引き取る酒類の課税数量

等の取扱い案内

	２月10日	 会員周知：関税等の立替払いに関する

配慮の要請について

	 19日	 会員周知：女性通関士支援事業フォ

ローアップ会議のHP掲載について

	 21日	 会員周知：新型コロナウイルス対策に

ついて

	 24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）メールによる通知

	 25日	 会員周知：分類事前教示の見本等の郵

送による提出トライアルの実施について

	 ３月２日	 会員周知：珪藻土バスマット等に係る

石綿含有製品の輸入等の禁止の履行確

保について

	 〃　	 会員周知：フォワーダーのシステム障

害に係る取扱いについて

	 ８日	 会員周知：税関手続き等に関するアン

ケート調査について

	 16日	 会員周知：通関士試験通信・添削研修

のご案内

	 19日	 会員周知：令和３年度通関士部会定時

総会のご案内

	 24日	 会員周知：役員変更等に伴う届について

	 25日	 会員周知：炭酸二カリウムに対して課

する暫定的な不当廉売関税に関する細

分の新設について

	 30日	 会員周知：役員変更等に伴う届について

	 〃　	 会員周知：動物の輸入検査実施項目等

の指針の改正について

	 〃　	 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

函 館
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	２月12日	 令和３年度会費基礎資料の提出を当会

会員に依頼

	 ３月１日	 「関税分類の事前教示における照会書・

見本等の郵送等による提出に係るトラ

イアルの実施について」（沖縄地区税

関通知文書）

	 12日	 連合会主催理事会のリモート会議に喜

納会長参加

	 22日	 「テロ警戒について」沖縄地区税関の

業務担当次長が当会３役の店社を直接

訪ねて協力を依頼

	 25日	 「輸入時検査等の取り扱いについて」（那

覇検疫所食品監視課、2021年度78件

目の会員周知メール）

	 26日	 「テロ警戒について」会員に関係資料

をメール発信し、協力を依頼

	 31日	 「動物の輸入検査における検査実施項

目の指針」（動物検疫所沖縄支所、会

員あてメール通知）

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。　　　〈http://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>（2021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－安全保障輸出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2021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。
■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　　　　　　　　

                                                 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：

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

（価格は税・送料込）
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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  令和３年度第１回理事会の開催

3  関税局業務課との意見交換会

16  「神戸税関シンポジウム」の開催

17  WCO奨学生に対する特別講義の実施について

20  「シゴトビト…通関士特集」記事掲載について

22  通関業会だより（横浜通関業会）

24  いいこときかくコーナー

28  2021年度〈前期〉通関士 専門研修・受講案内

32  各通関業会業務報告


