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 総合保税区の芸術品に対する審査及び監督管理手続きの簡素化に関する公告（税関総署、文化観光部公告 2019年
号） 

 
税関総署及び文化観光部は、国務院の「放管服（権限委譲・管理・サービス）」改革精神を徹底し、総合保税区の更なる発展を促進す
るため、「総合保税区の高水準な開放・高品質な発展の促進に関する国務院の若干意見」（国発〔2019〕3号）の要求に基づき、総合保
税区における芸術品の輸出入審査及び監督管理手続きの簡素化を決定した。 
 
同公告は公布日より施行される。 
 
詳細は下記のリンクをご参照ください。 

 
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/2421409/index.html    
 
 中国強制製品認証の認証免除対象となる輸入自動車部品に対する「先声明後認証」便利化措置の試行に関する公告
（税関総署公告 2019年第 87号） 

 
ビジネス環境の最適化を図り、クロスボーダー取引の便利化を促進するため、税関総署は、中国強制製品認証（CCC認証）の認証免除
対象となる輸入自動車部品に対して「先声明後認証（事前に声明、事後に認証）」便利化措置を試行する。CCC認証の認証免除の条
件に合致する輸入自動車部品（HS コード範囲は添付資料 1 を参照）に対して、通関業者は荷受人が自ら作成した「強制製品認証の
認証免除に係る自己声明」（以下「自己声明」、参考用フォーマットは添付資料 2を参照）をもって、「強制製品認証の認証免除対象と
なる輸入自動車部品申告ガイドライン」（添付資料 3）の要求に従い申告手続きを完了した後、通関できる。同公告は 2019年 5月 16
日より施行される。 

 
詳細は下記のリンクをご参照ください。 

 
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2430630/index.html    
 
 TIR条約の全面的な実施に関する公告 （税関総署公告 2019年第 90号） 

 

2019年 5月 
 

カスタムポリシーアップデート 
(税関の重要政策と最新動向) 

2019年 5月、税関の重要政策と最新動向 
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「国際道路運輸条約」（以下「TIR条約」）の徹底実施を促進するため、税関総署はこれまでの試行作業を踏まえて、TIR条約の全面
的な実施を決定した。ほかの事項は、税関総署公告 2018年第 30号、2018年第 42号、2019年第 41号に基づき実施される。同
公告は 2019年 6月 25日より施行される。 

 
詳細は下記のリンクをご参照ください。 

 
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/2430305/index.html    
 
 通関申告書における外貨受取・支払の証明綴りおよび税関消込綴りの取消に関する公告（税関総署、国家外貨管理
局公告 2019年 93号） 

 
税関総署、国家外貨管理局は、通関作業のペーパーレス化改革を促進し、貨物貿易の外貨サービス及び管理を最適化し、紙ベースによ
る証明書類の使用を削減して、ビジネス環境の最適化を図るため、通関申告書における外貨受取・支払の証明綴りおよび加工貿易消込
業務用の税関消込綴りの全面取消を決定した。企業が貨物貿易の外貨受取・支払及び加工貿易の消込業務を行う際、規定に沿って紙
ベースでの通関申告書を提出する必要の場合、中国電子口岸を通じて普通の A4紙で通関申告書を自らプリントアウトし、社印を押印し
て使用できる。 

 
同公告は 2019年 6月 1日より施行される。 

 
詳細は下記のリンクをご参照ください。 

 
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/2460079/index.html    
 
 国務院関税税則委員会の対米追加関税の対象商品から一部の商品を除外する試行作業に関する公告（税委会公
告 [2019] 2号） 

 
国務院関税税則委員会は「中華人民共和国税関法」、「中華人民共和国対外貿易法」、及び「中華人民共和国輸出入関税条例」など
の法律法規に基づき、対米追加関税の対象商品から一部の商品を除外する試行作業を決定した。中国の利益関係者の申請に基づき、
条件に合致する一部の商品を対米追加関税の対象から除外し、一時的な追加関税を徴収しない。また、税金還付条件に合致する商品
に対しては、徴収済の関税税金を還付措置などを講じる。 

 
詳細は下記のリンクをご参照ください。 

 
http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201905/t20190513_3256786.html    
 
 国務院関税税則委員会の一部の米国産輸入商品に対する追加関税率の引き上げに関する公告（税委会公告 

[2019] 3号） 
 
国務院関税税則委員会は「中華人民共和国対外貿易法」、「中華人民共和国輸出入関税条例」などの法律法規及び国際法の基本原
則に基づき、2019年 6月 1日 0時より、一部の米国産輸入商品に対する追加関税率の引き上げを決定した。関連事項は下記のとおり
である。 

 
一、 「米国産の約 600億米ドル相当の輸入商品に対する追加関税の実施に関する国務院関税税則委員会の公告」（税委会公告
〔2018〕8号）に掲載されている一部の商品に対し、追加関税率を引き上げ、「一部の米国産輸入商品（第二弾）に対する追加関税
の実施に関する国務院関税税則委員会の公告」（税委会公告〔2018〕6号）に規定された税率に基づき実施する。即ち、添付資料 1
に掲載された 2493品目に対して 25％の追加関税を徴収し、添付資料 2に掲載された 1078品目に対して 20％の追加関税を徴収
し、添付資料 3に掲載された 974品目に対して 10％の追加関税を徴収する。また、添付資料 4 に掲載された 595品目に対しては、引
き続き 5％の追加関税を適用する。 
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二、ほかの事項は税委会公告〔2018〕6号に基づき実施される。 

 
詳細は下記のリンクをご参照ください。 

 
http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201905/t20190513_3256788.html    
 
 米国・EU産の輸入耐熱耐圧シームレス合金鋼管に対するアンチダンピング措置の期間再審調査の立案に関する公告
（商務部公告 2019年第 20号 ） 

 
商務部は「中華人民共和国アンチダンピング条例」第四十八条の規定に基づき、2019年 5月 10日より、米国・EU産の輸入耐熱耐圧
シームレス合金鋼管に適用されているアンチダンピング措置に対して再審調査の実施を決定した。 

 
国務院関税税則委員会は、商務部の提案に基づき、上述したアンチダンピング措置の再審調査期間において、米国・EU生産の輸入耐熱
耐圧シームレス合金鋼管に対して、商務部 2014年第 34号公告に公布されたアンチダンピング税の徴収の対象範囲及び税率に基づきア
ンチダンピング税を徴収する。 

 
詳細は下記のリンクをご参照ください。 

 
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201905/20190502861242.shtml 
 

   米国・EU・韓国・日本・タイ産の輸入フェノールに対するアンチダンピング調査の初期裁定に関する公告（商務部公告
2019年第 22号） 

 
調査機関は「アンチダンピング条例」第二十八条及び第二十九条の規定に基づき、保証金制度を採用して一時的にアンチダンピング措置を
実施することを決定した。2019年 5月 27日より、輸入業者は調査対象商品を輸入する際、当該初期裁定で規定された各企業の保証
金比率に基づき中華人民共和国の税関に保証金を納付しなければならない。 

 
保証金は税関が審査承認した課税価格に基づき算出される。計算式は下記のとおりである。 
保証金の金額＝（税関が審査承認した課税価格×保証金徴収比率）×（1＋輸入増値税率）。 

 
詳細は下記のリンクをご参照ください。 

 
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201905/20190502866698.shtml    
 
 
 
    
 
 通関申告エラー記録の確認作業の展開に関する公告（天津税関公告 2019年第 4号） 
 
税関は、税関総署第 221号令「中華人民共和国税関通関申告単位登録登記管理規程」及び関連規定に基づき、通関業者が税
関業務の遂行において発生した通関申告エラーを記録している。通関業者は、税関の「企業輸出入信用管理システム」の「税関企業
連携プラットフォーム」（公式ウェブサイト：http://jcf.chinaport.gov.cn/jcf）において自社の通関申告エラーを検索できる。 

 
詳細は下記のリンクをご参照ください。 

 
http://tianjin.customs.gov.cn/tianjin_customs/427875/427906/427907/2426523/index.html 
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 北京税関公告 2019年第 11号 
 
北京税関は、税関総署、市場監督管理総局 2019年第 14号公告の規定に基づき、「通関申告単位登録登記証明書」（輸出入貨
物荷受・荷送人）の発行を停止する。北京税関管轄区域における輸出入貨物の荷受・荷送人が書面による備案（届出）登録情報を
取得する必要のある場合、国際貿易「単一窓口（シングルウィンドウ）」（公式ウェブサイト：http://www.singlewindow.cn）を通じ
てオンラインで備案登録受領書をプリントアウトし、北京税関管轄区域内の自ら選択した所轄税関の税関印の押印を得た後、使用できる。 

 
詳細は下記のリンクをご参照ください。 
 
http://beijing.customs.gov.cn/beijing_customs/434756/434769/434770/2425532/index.htm 
 

 海口税関の「総合保税区の高水準な開放・高品質な発展の促進に関する国務院の若干意見」の徹底実施に関する措
置 

     
海口税関は「総合保税区の高水準な開放・高品質な発展の促進に関する国務院の若干意見」（国発〔2019〕3号）を徹底的に
実施し、海南省の税関特殊監督管理区域の発展を促進するため、下記の措置を策定した。一、クロスボーダーEC の革新的な発展を
サポートする。二、自動車並行輸入の保税倉庫保管展示業務の展開をサポートする。三、ダイヤモンド・ジュエリー事業の展開をサポー
トする。四、先物受渡事業の展開をサポートする。五、文化芸術品の監督管理モデルを最適化する。六、自由貿易試験区の税関革
新制度を再現・普及する。七、現場の申告手続きを簡素化する。八、融資賃貸業務の監督管理を最適化する。九、バイオ製品の検
査モデルを最適化する。十、洋浦保税港区の統合トランスフォーメーションをサポートする。 

 
詳細は下記のリンクをご参照ください。 

 
http://haikou.customs.gov.cn/haikou_customs/605737/605740/605741/2417883/index.html 
 
 広州税関の特殊物品の衛生検疫検査プロセスの最適化に関する通告（広州税関通告〔2019〕2号） 
 
行政の簡素化・権限委譲を実行し、通関効率を向上させるため、特殊物品の衛生検疫検査プロセスの最適化に関する事項を下記のとお
り通告する。 

 
一、D級特殊物品の衛生検疫検査の承認権限を下部組織に委譲する。実施期日：2019年 5月 13日 

 
二、特殊物品の輸出入に対する検疫検査期間を短縮する。実施期日：2019年 5月 13日 

 
詳細は下記のリンクをご参照ください。 

 
http://guangzhou.customs.gov.cn/guangzhou_customs/381558/381570/2426532/index.html 
 

 重慶税関の CCC認証目録外製品に対する確認作業の調整に関する公告 
     
重慶税関は貿易の便利化を更に促進し、ビジネス環境を最適化するため、中国強制製品認証（CCC認証）目録外製品に対する
確認作業を調整する。CCC認証製品と同一の HS コードを使用する一般製品に対して、企業は、「CCC認証目録外製品状況声
明」をもって通関申告するか、または重慶税関により発行された有効期限内の「CCC認証目録外製品確認書」をもって通関申告でき
る。重慶税関は今後、企業目録外確認申請の受理を中止する。なお、企業は上記声明内容の真実性及び有効性に対して主な責
任を負う。重慶税関は、輸入する際に認証を必要とする製品を一般製品として申告するなどの虚偽申告、事実隠蔽申告行為に対し
て、関連する法律法規に基づき荷受人を罰則する。同公告は 2019年 5月 27日より施行される。 

 
詳細は下記のリンクをご参照ください。 
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http://chongqing.customs.gov.cn/chongqing_customs/515860/515861/2454923/index.html 
 
 西安税関の危険輸出貨物包装生産企業コードの調整に関する公告（西安税関公告 2019年第 16号） 
 
西安税関は、「危険輸出貨物包装生産企業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）の要求に基
づき、税関管轄区域における危険輸出貨物包装生産企業コードを調整する。 

 
同公告が公布される前にコードを取得済みの企業は、2019年 6月 30日までそのコードを用いて「出入国貨物包装性能検査結果報告
書」を申請できる。ただし、6月 30日までにコードの更新を完了する必要がある。2019年 7月 1日より、税関は元コードによる包装性能
検査申請の受理を中止する。 

 
詳細は下記のリンクをご参照ください。 

 
http://xian.customs.gov.cn/xian_customs/527446/527447/2438081/index.htm 
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