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　（一社）日本通関業連合会は、去る５月28日（金）

にホテルグランドアーク半蔵門「光の間」において、

第27回通常社員総会を開催しました。

　新型コロナウィルスの感染拡大に伴う緊急事態宣

言下において、感染防止対策に万全を期しての対面

とオンライン方式の併用での開催となりました。

　社員総会では、定款の規定により、岡藤 正策会

長が議長を務め、総会開催のご挨拶の後、以下の議

案について審議が行われました。

【付議事項】

　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　 令和３年度事業計画（案）に関する件

　第４号議案　令和３年度予算（案）に関する件

　第５号議案　役員選任に関する件

　審議の結果、第１号議案から第５号議案のすべて

について、原案通り承認されました。

　第５号議案については、全ての理事、監事が再任

されました。

第27回通常社員総会の開催
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　第27回通常社員総会終了後、第２回理事会が開
催され、以下の議案について審議され、それぞれ次
の方が選任、委嘱されました。
【議案】
　〔会長、副会長、専務理事、常務理事の選任に関する件〕
　　　会　　長　　岡藤　正策氏
　　　副 会 長　　�曽根　好貞氏、錦織　一男氏、
　　　　　　　　　米澤 隆弘氏、加納　吉康氏、
　　　　　　　　　辻　　克行氏

　　　専務理事　　今野　孝一氏
　　　常務理事　　池田　景光氏
　〔代表理事の選任に関する件〕
　　　代表理事　　曽根　好貞氏
　〔相談役、顧問の委嘱に関する件〕
　　　相 談 役　　鈴木　　宏氏
　　　顧　　問　　�辻　　卓史氏、石川　隆義氏、
　　　　　　　　　石黒　明博氏

令和３年度第２回理事会の開催

令和３年５月28日

一般社団法人　日本通関業連合会役員名簿
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 加納　吉康 ナゴヤシッピング（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 （株）近鉄エクスプレス　相談役
理　事 牧　　文春 後藤運輸（株）　代表取締役社長
理　事 熊坂　　高 共栄運輸（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 （株）東芝　社外取締役
理　事 渡辺　啓子 ボッシュ（株）　アドアイザー
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（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） 池田　景光 （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 鴻池運輸（株）　取締役会長
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

（敬称略）
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日時　令和３年２月25日（木）

書面決議

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年度収支決算に関する件

　　　第３号議案　�令和２年度剰余金処分（案）に

関する件

　　　第４号議案　�令和３年度事業計画（案）に関

する件

　　　第５号議案　�令和３年度収支予算（案）に関

する件

　以上の議案について会員店社から書面決議を賜

り、原案どおり承認されました。

日時　令和３年５月25日（火）

書面決議

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年度収支決算に関する件

　　　第３号議案　�令和２年度剰余金処分（案）に

関する件

　　　第４号議案　�令和３年度事業計画（案）に関

する件

　　　第５号議案　�令和３年度収支予算（案）に関

する件

　各議案は書面決議提出会員の全ての会員の賛成及

び書面決議書が送達されない場合は賛成したものと

見做され、原案どおり全会一致で承認されました。

日時　令和３年３月12日（金）

書面決議

議案　第１号議案　令和２年業務報告に関する件

　　　第２号議案　令和２年決算報告に関する件

　　　第３号議案　�令和３年事業計画案審議に関す

る件

　　　第４号議案　�令和３年予算案審議に関する件

　　　第５号議案　役員改選に関する件

　以上の議案について会員店社から書面決議を賜

り、提案どおり承認されました。

日時　令和３年５月25日（火）

書面決議

議案　第１号議案　令和２年度　会務報告の件

　　　第２号議案　�令和２年度　収支決算報告の件

　　　第３号議案　�剰余金・積立金処分（案）承認

の件

　　　第４号議案　�令和３年度　事業計画（案）承

認の件

　　　第５号議案　�令和３年度　収支予算（案）承

認の件

　第１号議案から第５議案までについては、いずれ

も提案どおり可決・承認されました。

第74回定時総会東京通関業会

令和３年度定時総会横浜通関業会

令和３年定時総会神戸通関業会

第76回定時総会大阪通関業会

各通関業会定時総会の開催
各通関業会におかれましては、順次、定時総会が開催されております。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、本年６月までに開催された定時総会は、全て書面決議とされました。
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日時　令和３年３月25日（木）

書面決議

議案　第１号議案　令和２年事業報告に関する件

　　　第２号議案　�令和２年収支決算報告に関する件

　　　第３号議案　�令和３年事業計画（案）に関す

る件

　　　第４号議案　�令和３年収支予算（案）に関す

る件

　　　第５号議案　役員改選（案）に関する件

　第１号議案から第５号議案まで、いずれも全会一

致で原案どおりご承認をいただきました。

日時　令和３年６月11日（金）

書面決議　�（新型コロナウイルス感染拡大の影響で

総会は「中止」となり、理事会により書

面決議）

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　収支決算に関する件

　　　第３号議案　�令和２年度　剰余金処分（案）

に関する件

　　　第４号議案　�令和３年度　事業計画（案）に

関する件

　　　第５号議案　�令和３年度　収支予算（案）に

関する件

　各議案は、いずれも全会一致で原案どおりご承認

をいただきました。

日時　令和３年６月10日（木）

書面決議

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年度収支決算に関する件

　　　第３号議案　�令和３年度事業計画（案）に関

する件

　　　第４号議案　�令和３年度収支予算（案）に関

する件

　　　第５号議案　�役員の改選に関する件

　各議案は原案どおり賛成多数で承認されました。

日時　2021年６月11日（金）

書面決議

議案　第１号議案　�2020年度　会務報告に関する

件

　　　第２号議案　�2020年度　収支決算報告に関

する件

　　　第３号議案　�2021年度　事業計画（案）審

議に関する件

　　　第４号議案　�2021年度　収支予算（案）審

議に関する件

　　　第５号議案　役員改選に関する件

　各議案は原案どおり賛成多数で承認されました。

第74回定時総会名古屋通関業会

第57回定時総会長崎通関業会

第64回定時総会函館通関業会

第49回定時総会沖縄通関業会
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　この度令和３年春の叙勲に於いて旭日小綬章受章の栄に浴しましたことは身に

余る光栄であり感謝に堪えません。

　また、皆様方から早々にご丁重なお祝いのお言葉を賜り誠にありがたく心から

御礼申し上げます。

　これもひとえに、鈴木相談役、岡藤会長をはじめ日本通関業連合会役員各位並

びに会員の皆様方、関係業界の皆様方のご支援の賜物と改めて感謝申し上げます。

　今回の栄誉は、コロナ禍という未曽有の状況の中、国民生活に不可欠な生活用品、生活物資等の安定、安全、

安心な輸出入サービスの提供に努めてこられた会員店社の皆様のお力添えの賜でございます。

　この栄えある受章を励みとして、社会の、そして貿易の発展に少しでも貢献できますよう、微力ながら尽力

して参る所存でございますので、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

　甚だ略儀ではありますが、紙面をお借りして御礼申し上げます。

春の叙勲を寿ぐ
令和３年

　令和３年春の叙勲・褒章におきまして、（一社）日本通関業連合会顧問の要職に就かれ、
通関業会の発展に尽力されました、石黒明博氏が叙勲の栄に浴されました。
　心からお祝い申し上げます。

石黒　明博 氏
（一社）日本通関業連合会 顧問
（株）明正　代表取締役会長

旭日小綬章
受章

「旭日小綬章受章の栄に浴して」

株式会社　明正　代表取締役会長　石黒　明博
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背景

　東京通関業会では、例年５月と11月に集合方式

による研修を実施していましたが、新型コロナウィ

ルスの影響により昨年５月は中止（緊急事態宣言下）

となり、11月（第２波感染者拡大中）は人数を制

限しての研修開催となりました。

　今年は、５月24日から27日までの４日間オンラ

インにより実施しました。例年の場合、税関との共

催で開催する準備（日程決定、時間割作成、講師調

整、資料作成等）を３月中旬には進めていますが、

第２回目の緊急事態宣言が東京都下に発動されてお

り、その後の状況も予測することができない状態で

した。

　研修をオンライン実施にすることに決定したのは

3月の後半で、東京税関業務部と共に準備を進め、

システムは「Microsoft Teams」の「会議」を使

用することと致しました。

WEB研修運営の苦労点

　準備を進めていく上で、一番苦労したことは

「Microsoft Teams」のシステムを理解しないと研修

を運営出来ないことで、現在「Microsoft Teams」

を利用している会員店社の中で、通関士経験者など

通関業務に詳しい複数社（或いは「某社」）のシス

テム担当の方に「Microsoft Teams」の運用方法

について教えて頂きました。

　事務局の課題としては、通信環境の確保、操作の

練習、機材の確認と準備、トラブル発生時の対応、

オンラインによる効果測定の方法等がありました。

　通信環境は有線を確保したところ安定して実施す

ることができました。また、機器操作に不安のある

講師にはマニュアルを作成し説明会を実施しました。

　機材は、すべてノートパソコンを使用し、事務局

用、講師用、モニター件予備用及びオンライン講義

中の受講者等とのメール連絡用にと計４台を用意し

ました。メール連絡用は、実際に何らかの原因で一

時的に「Microsoft Teams」に接続できなかった

受講者との連絡に役立ちました。

研修受講に関する苦労点

　受講者側も、受講場所や通信環境の整備が必要で、

すべての日程ではありませんが８割以上の受講者が

受講に専念できるように会議室や在宅での受講をし

ました。また、通信環境についても今回の研修受講

のために整備した店社もありました。

　実際の運営面では、120名の参加者に対して出欠

確認を行う必要があり、その作業はマニュアルでの

確認となり、講義開始前にはかなり急がされました。

　講師用の部屋には、スタジオの様な機器（PC４台）

と「MC兼プロデューサー」、「ディレクター」、また、

東京通関業会事務

室には講義進捗確

認用PC、次の講

義の講師控室、受

講生からの緊急連

絡対応等総出で対

応となりました。

オンライン通関業務従業者研修～東京通関業会
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効果測定の実施

　受講者も申込責任者も一番気になっている効果測

定については、「Microsoft Forms」のアンケート

機 能 を 使 用 し ま し た。「開 始 時 間 に な っ て も

「Microsoft Forms」が開かない。」という受講者

からの連絡等がありましたが何とか参加者全員終了

することができました。（本研修の効果測定結果は、

科目毎の受講者の得点と平均点を申し込み責任者に

お伝えしています。成績優秀者には、事後、会長か

ら記念品を授与しています。）

総括

　講師は、オンライン研修が初めての方が殆どであ

りましたが、受講生に分かりやすい講義をしていた

だきスケジュールどおりに進めることができました。

講師のコメント

　「講義が１回で済むので効率的であった」「受講生

が見えないと相手に伝わっているのかわからず説明

しづらい」との意見がありました。

受講者のコメント

　「オンライン研修でも理解できたと」の声が多かっ

たが、「一方向的な研修でスピードについて行けなっ

た」「研修制度同士の交流が欲しかった」など、オ

ンラン研修ならではの意見も聞かれました。

申し込み責任者のコメント

　「４日間の連続した研修なので、受講者が受講に

専念できる環境を準備するのに苦慮したが、何とか

受講環境を整えることができたので受講に集中して

専念させることができた」との意見がありました。

事務局総括

　今回、数日に渉る研修を始めてオンラインで行い

ましたが、税関、会員店社のご協力により無事終了

することができました。今後、新型コロナが終息し

ても機会を見てオンライン研修・説明会等を実施し

て行きたいと思います。

 （東京通関業会）
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　時は元禄３年（1690年）、一人の坑夫に

より海抜1,000メートル、別子山村（現：新

居浜市別子山）で銅の露頭が発見された。源

平合戦に敗れた平氏の落人が逃げ込んだとさ

れる山奥である。筆者も幼い時から明治生ま

れの祖父より「うちの先祖は平氏の落人ぞ」

と言われて育ったが、愛媛の人はたいがい山

の方は平氏の落人、海の方は村上水軍が先祖

というのであまり当てにはならない。ところ

でその銅の露頭の発見をもって、別子銅山の

歴史はスタートした。

　そのころ、岡山県の吉岡銅山を９年前に経営しだ

した住友は、坑内にたまる湧き水に苦渋しながらも、

坑夫の話では、一か八かの気分でこの別子銅山の経

営に乗り出したという。

　元禄11年には年間山銅量1,500トン以上を記録、

当時の世界新記録を樹立している。

　当時の貿易は銅決済だったので、幕府もこの銅山

開発に積極的だった。今で言えば、突如国内でドル

札が大量に掘り出されたようなものだったからだ。

　瀬戸内のリアス式海岸の鋸の歯のように複雑に入

り組んだ入り江内は、波が低く水深が深いため、港

として古くから使われており、別子山で採掘された

銅は新居浜港から大阪へ運ばれて精錬され、長崎の

出島から中国、オランダへ輸出された。

　この交易により新居浜からの銅は当時のアジア経

済の発達に寄与し、元来農漁村であった新居浜は今

も住友コンチェルン工業地帯として栄えている。

　人間は交易によって豊かになる。交易は必ず双方

を豊かにするので、ずっと昔から行われてきた。

天空の遺跡
～あかがね（銅）の里～

通関業会
だより
神戸通関業

会
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　写真の東平（とうなる）地区には、大正５年

から昭和５年までの間に採鉱本部が置かれ、社

宅や小学校や劇場、接待館が建てられるなど、

町として大変なにぎわいをみせていた。

　現在も山奥にある、この雄大な施設は、とて

も幻想的で東洋のマチュピチュと呼ぶにふさわ

しい観光地となっている。

　この産業遺跡を前にし、時空を超えて通関とい

う仕事を通して、この世界の豊かさの一翼を担っ

ているという因果をしみじみと感じ入っている。

　土井晩翠は、ここに宿泊した際、次の歌を残した。

東平（とうなる）の　山ふところに　石楠（しゃくなげ）の

　　　　　　　　　　　　　　花ながめつつ　　鶯をきく

�（神戸通関業会）著者：芙蓉海運（株）　篠原雅夫�様
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＊�神戸通関業会～「わかりやすい文書」の書き方セミナー
＊�連合会「前期専門研修」の風景
＊�日々是好日　�「通関業界・通関士の認知度向上活動」報告

topics

　ワーキンググループの活動を終えた元WGメン

バーが、地区でリーダー的な役割を担い積極的に活

動していらっしゃいます。

　これまでのワーキンググループでの活動経験をご

自分の身近な方に共有し、広めるという行動が起き

ていることは、WG活動の大きな成果でもあります。

またダイバーシティー推進のためにとても重要なこ

とです。

　一つ一つの積み重ねが、長い間かけてできた風土

を変えていくための良策でもあります。

　今回は、企画を立てたWGメンバーと通関業会事

務局のバックアップの様子をご紹介いたします。

　神戸通関業会で専務理事をさせ

て頂いている大野（写真）です。

日頃の当業会の活動に対するご理

解とご協力に感謝申し上げます。

　さて今回は、福山女性通関士会

の片岡様よりお声掛けをいただき、本日のオンライ

ンセミナーに、当業会の全地区の会員様も参加でき

るようになりました。有難うございます。

　また、本日のセミナーのテーマは「分かりやすい

文章の書き方」へのワンポイント・アドバイスとし

て、株式会社�カーゴニュース　副編集長・編集部

長の石井様にご講演頂くことになっております。

　様々な読者を対象とする新聞の記者経験、そして、

編集経験の豊富な　石井様にあっては、お忙しい中、

今回の講師をお引き受け頂き感謝申し上げます。

　本日のご講演について大変期待しており、皆様ととも

に楽しみたいと思っております。宜しくお願い致します。

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

from 神戸

神戸通関業会～「わかりやすい文書」の書き方セミナー
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「わかりやすい文書」の書き方セミナーを
企画して

福山女性通関士会　会長　片岡　由枝

（神原ロジスティクス（株））

　2021年６月９日に「わかりや

すい文書」の書き方セミナーを開

催しました。

　まず、初めに、福山女性通関士会は、備後地区の

通関業社に所属する女性通関士だけで構成されてい

るサークル的な活動を行っております。

　会長に就任してから、コロナ禍の中で、活動が思

うように出来ず、１年間は何も出来ませんでした。

　しかし、昨年12月より神戸税関　福山支署税関

職員の方に、リモートでの勉強会を月に１度のペー

スで講演を行ってもらい、性別、職種など関係なく、

受講出来るように整備しました。

　私は、第２期より女性通関士支援ワーキンググ

ループに参加させてもらい、多くの事を学び、人間

関係を広げる事が出来ました。

　この活動が、今回の「わかりやすい文書」の書き

方セミナーへと導いており、カーゴニュースの石井

様とも知り合うことが出来ました。

　WGでの活動は、地方都市で通関士をしている私

にとっては、とても刺激的かつ魅力的なものでした。

情報が早く入手でき、新しい事にいつも前向きで、

色々な考え方や作業の進め方など勉強になり、それ

らの情報を地元へ持ち帰り共有していました。

　WGの活動の合間の雑談で、石井様が「文書の書

き方」について講演して頂く事を知り、私もいつか

お願いをしたいと思っていました。

　そして、しばらく時間が経ち、石井様へ厚かまし

くお願いをした所、快く引き受けて下さり、今回の

企画が実現しました。

　石井様の講演は、私達、通関士の目線でアドバイ

スされており、なかなか上司には言えない事も代弁

されていました。

　講演の後、会員の方から「涙が出るほど嬉しかっ

た」「誰にも聞けない事を教えてもらった」「なるほ

ど！と思うことがあったので即実践してます」など

沢山の方から感想を頂いております。

　石井様の講演で、文章力＝人間力という発言があ

り、わかりやすく伝えようとする気持ちが大事だと

教えてもらい、文面から優しさや思いやりがあふれ

る文章を書くように心がけたいと思いました。

　最後になりましたが、この企画を実行するために、

（株）カーゴニュース記者石井様、日本通関業連合会、

神戸通関業会の皆様に協力して頂き、実現できたこ

とを感謝いたします。

おしら
せ

参加企業：�備後通運（株）、中国海運（株）、JFEミネラル（株）、神原ロジスティクス（株）
会 員 数：�14名、顧問１名（令和３年５月末時点）
不定期に勉強会、セミナー等開催。

平成27年９月　設立　第１回福山女性通関士会総会
福山女性通関士会について

お問い合わせは、神原ロジスティクス（株）片岡まで
TEL：084－981－1723＊現在、福山地区で会員を募集しております。
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　6/15から「通関士専門研修」が始まりました。

　研修は、実務経験豊富な連合会講師が講義を担当

しており、ZOOMによるオンライン研修は好評を

いただいております。研修部では、各地区通関業会

事務局のご支援をいただきながら、受講生に有意義

な研修をご提供するため準備を進めてきました。

　写真は、連合会会議室において入念に準備を行う

中洲研修部長（左）とオンライン講義を行っている

佐藤講師（右）です。

　６月14日、認知度向上活動のため産業能率大学

に行ってきました。

　産業能率大学は産業界のニーズを反映し、実学を

重視した授業をモットーとする大学です。

　この度、３年生の前期という早い時期ではありま

すが、ゼミに参加している学生さんに通関業界と通

関士の仕事を伝える機会をいただきました。

★�全力でアピールしたポイントは、「魅力・やりがい・

強み・将来性」

学生に通関業・通関士の仕事をアピール
「身近でかつ生活や経済に不可欠」

日々是好日

連合会「通関士専門研修」の風景

「通関業界・通関士の認知度向上活動」報告
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★�学生の皆さんがまだ就活ゼロ状態であることを想

定し、就職活動を開始する時に最初にやることは

何かを考えてみたところ、それは業界研究である

ことがわかりました。

★�さらに、日本が輸入に頼っているワクチンやマス

クを例に挙げながら、通関が身近でかつ生活や経

済にとって不可欠な機能であることを強調。

★�その上で、業界市場規模マップを提示し、物流を

クローズアップしていきました。

★�最後にもう一度　アピール

★�学生の皆さんは、「何の仕事をするのか」よりも「ど

んな条件で働くのか」を先に考えている様子でし

た。その条件に納得し、イメージした上で、仕事

の中身に関心が移っていく印象でした。

　　質問内容も

　�　「通関士資格は会社で優遇されますか？」「初任

給はいくらくらいですか？」「お勧めの会社名を

教えてほしい」「経済連携協定の拡大は通関士の

仕事にどのような影響があるか」などなど、非常

にストレートな内容が多くありました。

　�　特に会社の処遇については、具体的な回答を持

ち合わせていないので、「是非自分で直接、疑問

点を確かめながら就活していっていただきたい」

とお伝えしました。

★�今後も学生の皆さんが就職活動をする目線で、業

界をアピールしていく必要を感じました。

お詫びと訂正
　No.166において、「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」と記載しましたが、
正しくは「函館通関業会では、通関士部会に女性の部会長を選任した」の誤りでした。訂正しお詫び申し上げます。
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	４月22日	 日本通関業連合会令和３年度第１回理
事会

	５月24日～27日	 通関業務従業者研修（オンライン）
	 28日	 日本通関業連合会社員総会（オンライ

ン併用）

	 ４月６日	 本関地区通関協議会（Zoomによるオ
ンライン）

	 ７日	 横浜通関業会会計監査
	 ８日	 横浜通関業会総務委員会
	 15日	 横浜通関業会理事会
	 20日	 宇都宮地区通関協議会
	 〃　	 通関業会研修委員会
	 22日	 宮城地区通関協議会（ユーチューブに

て配信）
	 28日	 通関士部会アンケート委員会
	５月11日	 本関地区通関協議会（Zoomによるオ

ンライン）
	 20日	 宮城地区通関協議会（ユーチューブに

て配信）
	 26日	 横浜通関業会研修委員会
	 27日	 通関士部会情報委員会

５月期横浜地区密輸撲滅キャンペーン中止
５月期宮城地区密輸撲滅キャンペーン中止
５月期横浜通関業会総会中止（書面決議）
５月期横浜通関業会会員懇談会中止

	 ４月８日	 通関士部会	総務委員会（WEB会議）　
	 20日	 通関時報４月号発行
	 〃　	 神戸税関シンポジウム（You	Tube：

ライブ配信）
	 22日	 通関士部会	定例役員会（WEB会議）
	 〃　	 理事会、関税局業務課との意見交換会

（連合会）
	 〃　	 永年勤続通関士表彰（受賞者３名：所

属会社で伝達式）
	５月17日～24日	 令和３年	通関従業者研修（WEB研修）　
	 20日	 通関時報５月号発行

	 ４月６日	 EPA原産地に係る勉強会（第１回）
	 ７日	 EPA原産地に係る勉強会（第２回）
	 ８日	 EPA原産地に係る勉強会（第３回）
	 13日	 令和３年度通関士実務研修（第１回）
	 14日	 令和３年度通関士実務研修（第２回）
	 20日	 令和３年度通関士実務研修（第３回）
	 21日	 通関士部会　第64回業務委員会
	 〃　	 通関士部会　第56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）
	 22日	 （連）理事会（テレビ会議）
	 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（テレビ会議）
	 〃　	 大阪地区通関協議会	総会
	 28日	 大阪通関業会会計監査
	５月12日	 令和３年度第１回大阪通関業会理事会

（書面決議）
	 14日	 通関士部会会計監査
	 19日	 通関士部会　第65回業務委員会
	 〃　	 通関士部会　第57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）
	 25日	 第76回大阪通関業会	定時総会（書面

決議）

東 京

横 浜

神 戸

大 阪

各通関業会業務報告
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	 26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）（テレ
ビ会議）

	 28日	 （連）第27回通常社員総会（テレビ会
議）

	 ４月７日	 一水会・理事会（理事・監事）
	 13日	 本関通関事務研究会
	 14日	 税関統計実務研修
	 〃　	 四日市支部原産地規則研修
	 15日	 通関士部会幹事会
	 20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
	 21日	 中部空港通関事務研究会【中止】
	 〃　	 清水支部浜松通関懇話会
	 22日	 西部通関事務研究会【中止】
	 〃　	 理事会（連合会オンライン開催）
	 〃　	 清水支部通関事務研究会
	 〃　	 清水支部田子の浦通関事務担当者連	

絡会
	 23日	 清水支部御前崎通関担当者連絡会
	 26日	 清水支部通関業法・AEO関係研修
	 27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【中止】
	 28日	 役員専門研修【延期】
	５月12日	 四日市支部NACCS業務処理研修【中

止】
	 13日	 関税局業務課との意見交換会【中止】
	 〃　	 一木会・研修委員会・通関士部会幹事

会【中止】
	17日～19日	 清水支部通関事務基礎科研修
	18日～20日	 通関事務基礎科研修【延期】
	 18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【中止】
	 19日	 清水支部浜松通関懇話会
	 20日	 清水支部通関事務研究会
	 25日	 清水支部沼津通関懇話会【中止】
	 〃　	 清水支部興津通関担当者連絡会議

	 25日	 四日市支部通関士部会幹事会、通関事
務研究会【中止】

	 26日	 AEO制度研修【中止】
	 〃　	 中部空港通関事務研究会【中止】
	 27日	 通関業法・AEO関係研修（空港）【中止】
	 〃　	 西部通関事務研究会【中止】
	 〃　	 清水支部田子の浦通関事務担当者連絡

会【中止】
	 〃　	 清水支部御前崎通関担当者連絡会
	 28日	 第27回通常社員総会（連合会オンラ

イン開催）

	 ４月８日	 会員周知「新型コロナウイルス感染症
対策に係る周知事項」について

	 13日	 「門司税関幹部と通関業会役員との連
絡会」（北九州地区）

	 	 門司倶楽部　11：00～13：00　
	 	 　	税関側出席者：門司税関長、各部長

等　８名
	 	 　	通関業会出席者：会長、副会長、理

事等　13名
	 15日	 「門司税関幹部と通関業会役員との連

絡会」（福岡地区）
	 	 オリエンタルホテル福岡　11：00～

13：00
	 	 　	税関側出席者：門司税関長、各部長

等　８名
	 	 　	通関業会出席者：副会長、理事等　

13名
	 23日	 「門司通関士部会の今後の活動に関す

る意見集約」開始
	 27日	 会員周知「新型コロナウイルス感染症

対策に係る周知事項」について
	 28日	 門司通関士部会関門支部本関地区会議
	 	 （門司港湾合同庁舎　共用会議室）11：

00～12：00
	 	 　会員28名、専務理事出席
	 	 　税関　統括審査官等　２名出席
	 	 　動物検疫所　課長等　４名出席　　　

名古屋

門 司
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	 	 　・通関非違の状況説明
	 	 　・	税関手続に係る印鑑の廃止等につ

いて
	 	 　・水産資源保護法について
	 28日	 会員周知　「ビジネスと人権に関する

行動計画」について
	 30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）

	５月10日	 会員要望調査　「2022年度NACCSプ
ログラム変更要望調査について

	 11日	 会員周知　「通関士専門事務研修の案
内」について

	 13日	 役員連絡　「役員会開催の是非につい
ての意見集約」

	 31日	 会員周知　「新型コロナに係る周知事
項」について

	 ４月２日	 関税法基本通達等の一部改正の案内
	 ５日	 通関非違事例の案内
	 ６日	 AEO制度利用拡大へ新運用方針の案内
	 ７日	 志布志地区通関事務連絡協議会
	 16日	 長崎通関業会定時総会の開催中止の案内
	 19日	 政策・方針決定過程への女性参画拡大

の周知
	 20日	 会計監査の実施
	 21日	 関税立替問題深刻化の案内
	 30日	 NACCS九州事務所通信（通関第２回）

配信
	 〃　	 新型コロナ等特別措置法施行令（留意

事項）の案内
	 ５月６日	 ７空港で電子申告ゲート運用の案内
	 ７日	 ＮACCSプログラム変更要望受付の案内
	 10日	 連合会通関士専門研修（前期）の受講

の案内
	 13日	 AEO相互承認活用マニュアル策定の

案内
	 19日	 長崎通関業会理事会へ書面決議の依頼
	 28日	 ＮACCSプログラム変更要望の提出

	４月13日	 会員周知：新型コロナウイルス感染症
対策関係

	 22日	 函館通関業会通関士部会定時総会(函
館市)

	 27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

	 ５月６日	 要望調査：2022年度NACCSプログ
ラム変更要望について

	 10日	 会員周知：2021年度〈前期〉通関士
専門研修の案内について

	 12日	 会員周知：神戸税関シンポジウム関係
	 21日	 会員周知：コンテナ迷入動物に係る注

意喚起について　
	 25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

	 31日	 新型コロナウイルス感染症等に係る周
知事項について

	 ４月６日	 会員周知（輸出される畜産物に対する
輸出検疫証明書交付前のNACCSによ
る合格通知の手続きの件：動物検疫所
沖縄支所）

	 14日	 2021年総会開催に向けて2020年度
収支決算書の会計監査実施

	 28日	 2021年定時総会（第49回）開催に向
け当会三役会議を開催し議案書を検討

	５月13日	 税関との通関連絡会（2021年度第１
回）を開催（於：那覇港湾合同庁舎）

	 	 ※	コロナ禍の安心・安全のため、会議
人数を10名以内に制限し、当日は
２回に分けて会議を開催

	 20日	 理事会（2021年度第１回）を開催：
総会開催（書面表決）を承認

	 25日	 輸入食品監視指導業務に関する説明会
の書面開催の通知（那覇検疫所食品監
視課）

長 崎

函 館

沖 縄
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2  第27回通常社員総会の開催
3  令和３年度第２回理事会の開催
4  各通関業会定時総会の開催
6  令和３年春の叙勲を寿ぐ
7  オンライン通関業務従業者研修（東京通関業会）
9  通関業会だより（神戸通関業会）

11  いいこときかく
15  各通関業会業務報告


