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 黒竜江綏濱港、樺川港の閉鎖に関する公告（税関総署公告 2019年第 60号） 

 
国務院は、2019年 1月 16日に黒竜江綏濱港、樺川港の閉鎖を承認した。このため、上述の 2つの港は 2019年 4月 3日から閉鎖され
る。 

 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 通関申告書データ伝送のステータス情報検索機能追加関連事項に関する公告（税関総署公告 2019年第 62号） 
 
減税・費用徴収の削減措置の実施徹底、政策メリットの拡大の一環として、輸出入業者は 2019年 4月 10日から、「インターネット＋税
関」の一体化オンライン業務処理プラットフォーム（http://online.customs.gov.cn)「検索ボックス」又は中国国際貿易単一窓口
（https://www.singlewindow.cn）の「検索統計」サブシステムの関連機能を利用して、税関総署から国家税務総局に伝送される税関輸
出通関申告書データ及び輸入増値税専用納付書のステータスに関する情報を検索できるようになった。これにより、輸出入業者の輸出還付
手続と輸入増値税控除手続の負担軽減、利便性向上を図る。 
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 「中華人民共和国入国物品分類表」及び「中華人民共和国入国物品の課税価格表」の調整に関する公告（税関総署
公告 2019年第 63号） 

 
税関総署は、「輸入物品の関税調整に関する国務院関税税則委員会の通知」（税委会〔2019〕17号）に基づいて、品目分類ルール及
び課税価格の原則については変更せずに、2018年第 140号公告の「中華人民共和国入国物品分類表」及び「中華人民共和国入国物
品の課税価格表」を調整することを決定した（詳細は添付文書 1、2 を参照）。当該公告は 2019年 4月 9日から施行される。 

 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 「通関関係書類の電子化又はスキャン文書のフォーマット基準」の公布に関する公告（税関総署公告 2019年第 66
号） 
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税関総署は、企業の全国通関一体化申告についてさらに規範化し、利便性を向上させるため、通関申告書の添付書類の電子化方法を
改善し、「通関関係書類の電子化又はスキャン文書のフォーマット基準」（詳細は添付文書 を参照）を制定し、公布した。同公告は
2019年 5月 1日から施行される。これに伴い、税関総署公告 2014年第 69号の「通関作業ペーパーレス化における通関関係書類電子
化のための文書のスキャン又は変換のフォーマット基準」は廃止される。 

 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 税関監督管理作業エリア（場所）の設置基準の公布に関する公告（税関総署公告 2019年第 68号） 

 
税関総署は、「中華人民共和国税関監督管理区域管理暫定弁法」（税関総署令第 232号）の関連規定に基づき、「税関監督管理
作業エリア（場所）の設置基準」を制定し、公布した。 

 
同公告は公布日から施行される。これに伴い、「税関監督管理作業エリアの設置基準」（税関総署公告 2017年第 52号）は廃止され
る。 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 中国-日本間の税関の「認定事業者（AEO）」相互承認の実施に関する公告（税関総署公告 2019年第 71号） 

 
「中華人民共和国税関と日本国税関との間での中国税関企業信用管理制度及び日本税関の AEO（認定事業者）の相互承認に関
する取決め」（以下「日中間取決め」）は、2019年 6月 1日から正式に施行される。同日中間取決めに従い、日中両国は、相手国の税
関 AEO事業者（Authorized Economic Operator、「AEO事業者」）を相互承認し、相手国の AEO事業者から輸入する貨物に対し
て通関上の利便性を提供する。貨物のリスク評価を実施する際、検査・審査・監督管理の簡素化できるように AEO事業者資格を充分に
反映させる。検査を必要とする貨物に対して最大限に迅速な対応をする。また、AEO事業者の通関上のトラブルを処理するため、税関の
連絡専任者を設置する。さらに、主要なインフラ施設として中断された国際貿易が回復した後、相手国の AEO事業者の輸入貨物の通関
を最大限に優先して迅速に対応する。中国の AEO事業者に貨物を輸出する場合、まず自身の AEO事業者コードを日本の輸入業者に
通知する。日本の輸入業者は、日本税関の規定に基づきその事業者コードを申告書に記入して、日本税関が中国の AEO事業者である
ことを確認した後、通関上の利便的措置を与える。一方で、中国企業が日本の AEO事業者から貨物を輸入する場合、輸入申告書の
「国外荷送人」の「国外荷送人コード」欄と、水運・空運積荷明細書の「荷送人の AEO事業者コード」欄に分けて日本の荷送人の AEO
事業者コードを記入しなければならない。 

 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 シンガポール、マレーシア及び日本原産の輸入メチオニンに対するアンチダンピング調査実施に関する公告（商務部公告

2019年第 16号） 
 
商務部は、「中華人民共和国アンチダンピング条例」第 16条に従い、2019年 4月 10日からシンガポール、マレーシア及び日本原産の輸
入メチオニンに対してアンチダンピング調査を実施する。 

 
当該アンチダンピング調査の対象期間は 2018年 1月 1日から 2018年 12月 31日までとし、産業への損害に関する調査の対象期間は
2016年 1月 1日から 2018年 12月 31日までとする。  

 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 日本原産の輸入電解コンデンサー紙に対するアンチダンピング措置の課税期間満了に伴うサンセット・レビューの最終裁
定に関する公告（商務部公告 2019年第 17号） 

 
商務部は、「中華人民共和国アンチダンピング条例」第 50 条に従い、調査結果を踏まえて国務院関税税則委員会にアンチダンピング措置
の継続的実施を提言した。国務院関税税則委員会は商務部の提言に基づき、2019年 4月 18日からの 5 年間、日本原産の輸入電解
コンデンサー紙に対してアンチダンピング関税を継続的に賦課する。 
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このため、2019年 4月 18日から、輸入業者は日本原産の電解コンデンサー紙を輸入する場合、中華人民共和国税関にアンチダンピング
関税を納付しなければならない。アンチダンピング関税は、税関が査定した課税価格をベースとする従価税の課税方式で計算する。計算式
は、「アンチダンピング関税額＝税関が査定した課税価格×アンチダンピング関税率」である。輸入増値税は、税関が査定した課税価格に関
税とアンチダンピング関税を加算した額をベースとする従価税の課税方式で計算する。 

 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。 
 

   輸入物品の関税調整に関する国務院関税税則委員会の通知（税委会〔2019〕17号） 
 
国務院関税税則委員会は、国務院の承認を経て、輸入物品の関税に対して調整を行うことを決定した。関連事項を下記のとおり通知し
た。 
(一) 輸入物品に適用される関税税目 1、2の税率をそれぞれ 13%、20%に引き下げる。 
(二) 税目 1の「医薬品」の注釈を「国の規定により 3%の軽減税率で輸入増値税を徴収する輸入医薬品は、貨物税率を適用する」と修

正する。 
(三) 上述の調整は 2019年 4月 9日から施行される。 

 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 
 
    
 
 輸入自動車部品に対する検査プロセスの改善に関する上海税関の公告（中華人民共和国上海税関公告 2019年 
第 2号） 

 
上海税関は、クロスボーダー貿易の円滑化をより促進するために、税関総署の関連要求事項に基づき、法定検査及び入国審査の対
象となる輸入自動車部品に対する検査プロセスを改善した。具体的には、CCC認証の対象となる輸入自動車部品について、法定検
査及び入国審査業務において信頼できる認証機関（添付文書 1）が発行した CCC認証証明書又は関係機関が交付した CCC
認証免除証明書を提供できる場合、通常、サンプリング検査を実施せず、適合性判定に合格すれば、その販売、使用を認める。重大
な品質安全リスクの提示対象となる輸入自動車部品については、サンプリング検査の実施が必要な場合、管轄税関が‘関連規定に従
って処理する。 

 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。 
 
 「天津税関公告 2015年第 17号」等の 33通文書の廃止に関する公告 （天津税関 2019年 第 3号） 
 
天津税関は、機関改革を推進し、「行政簡素化と権限委譲」、「監督管理の強化」、「サービスの最適化」を徹底し、海外貿易を成長発展
させるため、「天津税関公告 2015年第 17号」等 33件の文書を即日廃止することを決定した。 

 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。 
 

 南京税関管轄区域における輸出危険品貨物の包装・容器の性能検査及び製造企業識別コード管理関連事項に関す
る公告（中華人民共和国南京税関公告 2019年第 1号） 

     
南京税関は、国務院の「行政簡素化と権限委譲」、「監督管理の強化」、「サービスの最適化」改革の趣旨徹底、及び輸出危険品貨
物の輸送における安全性確保のため、「輸出危険品貨物の梱包材製造企業識別コードの調整に関する税関総署の公告」（税関総
署公告 2019年第 15号）の要求事項に基づき、輸出危険品貨物の包装・容器の性能検査及び製造企業識別コード管理関連事
項をより明確化した。当該公告は 2019年 5月 1日から施行される。これに伴い、南京税関公告 2018年第 13号添付文書 17は
廃止される。 
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詳細はこちらのリンクをご参照ください。 
 
 加工貿易における危険化学品端材・廃材のオンライン取引業務管理関連事項に関する公告（中華人民共和国南京
税関公告 2019年第 2号） 

 
南京税関は、加工貿易における危険化学品端材・廃材の国内販売等処分業務を適時に実施し、企業の貨物国内販売手続きにかかる
時間を短縮し、危険化学品端材・廃材の倉庫保管、滞留において起こり得る安全生産監督管理リスクを防止するため、加工貿易における
危険化学品端材・廃材のオンライン取引業務管理関連事項を規範化した。当該公告は公布の日から施行される。 

 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。 
 

 広州税関、「インターネット + 簡便な通関手続き（オンライン税関）」Web サイトのドメイン変更に関する通告（広州
税関通告〔2019〕1号 ） 

     
広州税関は、業務上の必要性に基づき、2019年 4月 22日から「インターネット + 簡便な通関手続き（オンライン税関）」Webサイ
トのドメインを https://gz.online.customs.gov.cnに変更し、旧ドメイン http://etg2.gzcustoms.gov.cn の使用を停止する。 

 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。 
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