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 原料として使用可能な輸入固体廃棄物に係る積送前の検査を実施できる登録検査機関リスト第 3弾の公表に関する公   

告（税関総署公告 2019年第 105号） 
 
税関総署は、「原料として使用可能な輸入固体廃棄物に関する検験検疫監督管理弁法」及び「原料として使用可能な輸入固体廃棄物
に関する積送前の検験監督管理実施細則」に基づき、原料として使用可能な輸入固体廃棄物に関する積送前の検査を実施できる登録
検査機関リスト第 3弾（添付資料 を参照）を公表した。 
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 中国-ベラルーシ間の税関の「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 101号  

 
中国税関とベラルーシ税関は、2019年 4月に「中華人民共和国税関総署とベラルーシ共和国国家税関委員会との間で中華人民共和国
企業信用管理制度及びベラルーシ共和国の AEO制度の相互承認に関する取決め（以下、中国・ベラルーシ間 AEO相互承認取決め）
を正式に締結し、2019年 7月 24日から本格的に実施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。    
 
 北朝鮮のアフリカ豚コレラの中国への流入防止に関する公告（税関総署 農業農村部公告 2019年第 100号） 
 
北朝鮮当局は 2019年 5月 30日、国際獣疫事務局（OIE）に対して、近日、北朝鮮国内で家畜伝染病「アフリカ豚コレラ」が 1例発生
したことを報告した。これまで、中国は北朝鮮との間で、豚及びイノシシ並びにこれらに由来する製品の市場流入に関する議定書を締結してい
ない。中国の畜産業の健全な発展を維持し、「アフリカ豚コレラ」の流入を未然に防ぐために、「中華人民共和国税関法」、「中華人民共和
国出入国動植物検疫法」及びその他の関連法規に基づき、以下の措置を制定した。 

1) 直接的又は間接的を問わず、北朝鮮からの豚及びイノシシ並びにこれらに由来する製品の輸入を禁止する。 
2) 北朝鮮からの豚及びイノシシ並びにこれらに由来する製品の郵送又は持ち込みを禁止する。違反したことが一旦発見された場合、すべ
て、返送又は廃棄されるものとする。 

3) 中国に入国する船舶、航空機、道路運送車両及び鉄道列車などの輸送運搬具で北朝鮮からの豚及びイノシシ並びにこれらに由来す
る製品を発見した場合は、すべて、封印処理し、かつ、中国での滞留又は運行期間中、税関の許可を得ずしてこれらを開封（使用）
してはならない。また、その廃棄物、飼料等は、税関の監督下で無害化処理され、不法投棄してはならない。 
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4) 出入国検査検疫機関などの機関が発見した北朝鮮からの豚及びイノシシ並びにこれらに由来する製品は、すべて、税関の監督下で廃
棄される。 

5) 上記の規定に違反した場合、税関は「中華人民共和国税関法」、「中華人民共和国出入国動植物検疫法」及びその実施条例の
関連規定に従い処理する。 

6) 各税関及び各級動物疫病予防管理機関並びに動物衛生監督機関は、それぞれ「中華人民共和国税関法」、「中華人民共和国出
入国動植物検疫法」及び「中華人民共和国動物防疫法」等の関連規定に基づき、密接に協働しながら、検疫、防疫及び監督作業
を推進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。    
 
 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るアンチダンピング税率の変更に関する公告（商務部公告

2019年第 24号） 
 
商務部は、今回の再審調査対象期間内に米国・EU産の輸入耐熱耐圧シームレス合金鋼管にダンピング行為が存在すると裁定した。国
務院関税税則委員会は、「中華人民共和国アンチダンピング条例」の関連規定に基づき、2019年 6月 14日から、米国・EU産の輸入
耐熱耐圧シームレス合金鋼管に対して、以下の税率を適用してアンチダンピング税を徴収することを決定した。 
米国企業では、 鉄鋼加工のワイマンゴードン社の製品には 101.0%の関税率、その他の企業には 147.8%の関税率を適用する。   
EU企業では、仏バローレックのドイツ製造拠点とフランス製造拠点の 2社の製品には 57.9%の関税率、イタリア系企業の IBF及びその他
の企業には 60.8 %の関税率を適用する。  
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 日本・シンガポール・韓国・台湾産の輸入アセトンに対するアンチダンピング措置の期末再審調査の実施に関する公告
（商務部公告 2019年第 25号） 

 
商務部は「中華人民共和国アンチダンピング条例」第 48条の規定に基づき、2019年 6月 8日より、日本・シンガポール・韓国・台湾産の
輸入アセトンに対するアンチダンピング措置に対して末期再審調査を実施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。    
 
 EU産の輸入トルイジン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 28号） 

 
商務部は「中華人民共和国アンチダンピング条例」第 50条の規定に基づき、サンセット・レビューの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 6月 28日から 5 
年間に亘り、EU産の輸入トルイジンに対してアンチダンピング関税を継続的に賦課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。    
 
 米国・韓国・EU産の輸入エチレン・プロピレン・ジエンゴムに対するアンチダンピング調査の実施に関する公告（商務部
公告 2019年第 29号） 

 
商務部は「中華人民共和国アンチダンピング条例」第 16条の規定に基づき、2019年 6月 19日より、米国・韓国・EU産の輸入エチレン・
プロピレン・ジエンゴムに対してアンチダンピング立案調査を実施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。     
 
 米国産の輸入トウモロコシの蒸留かすに対するアンチダンピング関税措置及び補助金相殺関税措置のサンセット・レビュ
ーの最終裁定に関する公告（商務部公告 2019年第 30号） 
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商務部は、サンセット・レビューの調査結果を踏まえて、米国産の輸入トウモロコシの蒸留かす（DDGS）に対するアンチダンピング関税措置
及び補助金相殺関税措置を継続して徴収しなければならないと裁定した。「中華人民共和国アンチダンピング条例」及び「中華人民共和
国反補助金条例」の規定に基づき、輸入業者は米国産 DDGSを輸入する場合、これまで通りに商務部 2016年第 79号公告及び第
80号公告の規定に従い、中華人民共和国税関にアンチダンピング関税及び補助金相殺関税を引き続き、納付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。 
 
 
    
 
 天津税関、東疆保税港区における保税貨物の質入融資業務関連事項に関する公告（中華人民共和国天津公告

2019年第 5号） 
 
天津税関は、中国（天津）自由貿易試験区（以下「FTZ」）の発展を推進するため、「中華人民共和国税関法」及び「税関総署が中
国（天津）自由貿易試験区の建設・発展を支持し、促進するための若干の措置」（署加発〔2015〕114号）に基づき、FTZ内の税関
特殊監督管理区域で保管されている保税貨物に係る質入融資業務の展開に関連する事項に関する公告を公布した。 
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 南京税関、「税関の監督管理下に置かれる貨物の輸送を請負う運送会社の登記・担保の明確化に関する公告」の廃
止決定（中華人民共和国南京税関公告 2019年第 3号） 

 
南京税関は、中華人民共和国南京税関公告 2019年 3号（南京税関、「税関の監督管理下に置かれる貨物の輸送を請負う運送会
社の登記・担保の明確化に関する公告」（中華人民共和国南京税関公告 2003年第 2号）の廃止決定）を公布した。 
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 大連税関、高級認証企業向けの保証金免除政策の試験的実施に関する公告(中華人民共和国大連税関公告 2019
年第 4号） 

 
大連税関は、ビジネス環境の改善を図り、貿易の安全性及び円滑化を促進し、「信義誠実、法令遵守」の原則を徹底させるために、「中華
人民共和国税関事務担保条例」（国務院令第 581号）、「中華人民共和国税関企業信用管理弁法」（署令第 237号）の関連規
定に基づき、高級認証企業向けの保証金免除政策を試験的に実施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。    
 
 広州税関、通関申告エラーのレビュー・容認作業の展開に関する公告（広州税関公告〔2019〕2号） 

 
この公告によれば、「「事前申告」における輸出入日の変更及び積送・積載時等の状況による貨物輸送手段の変更については、通関申告
エラーとして記録されない。」、「通関申告エラーの記録対象外となる事項に対して、通関業者は通関申告エラーが発生した日から起算して
15営業日内に「税関企業連携プラットフォーム」において、電子データ形式で、管轄税関へのレビューを申請でき、紙ベースの資料提出が不
要となる。」、「税関は申請内容をレビューし、条件に適合する記録の修正を行う。」、「審査期間は従来の 15営業日から 3営業日までに
大幅に短縮され、レビュー修正済みの記録は、税関による企業信用状況認定の際に判断対象とならない。」 
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    

 
  

地方税関政策の最新動向 
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