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国務院、「税関特殊監督管理区域統合・最適化加速方案」を印刷配布

国務院は、2015年 8月 28日付けで「国務院弁公庁による税関特殊監督管理区域統合・最適化加速方案に関する通達」を公布し、税

関特殊監督管理区域統合と最適化の方向性を定め、各種業務の推進タイムラインを記した。これは、既存する輸出加工区、保税物流

園区、モダン・ロジスティクス、ビジネス業界の発展に力を入れながら、クロスボーダー・リース業務、クロスボーダー・Eコマース、さらに

は、区内の産業が研究開発、物流、販売、補修、再製造などの産業チェーンへと高度な発展を遂げるよう促進している。中国において

当該産業に進出している企業は注意しなければならない。 

税関特殊監督管理区域および保税監督管理場所における区域通関一体化改革 

税関総署は、2015年 9月 25日付けで第 47号公告を公布し、2015年 9月 25日から区域通関一体化、すなわち同一区域における

通関一元化を、特殊管理区域および保税監督管理場所内の企業に対し、別の港から輸出入する貨物に適用すると発表した。企業は、

物流上の必要性に応じて、そのまま現地の税関で通関する、別の税関に移転する、同一区域・通関一元化など、いずれかの通関方法

を自ら選択できる。当該改革は、企業はより自由に物流の手配を行うことができ、物流コストの削減につながる。 

中国、WTO（世界貿易機関）の「貿易円滑化協定」受諾 

中国は、2015年 9月 4日付けで世界貿易機関（WTO）の「貿易円滑化協定」受諾に係わる国内承認手続きを完了し、当該協定の第

16番目の受諾国となった。WTOの規定によると、当該協定はWTO加盟国の 3分の 2以上の受諾をもって発効する。中国にとって

は、当該協定の発効により、貿易に係るコストの低減と貿易の円滑化が期待される。 

税関総署、2015年商品分類決定と商品分類裁定を公布 

税関総署は、第 41号公告をもって 2015年商品分類行政裁定（Ⅱ）を公布した。当該裁定は、観光用車両、CTスキャナ、テトラブロモ

ビスフェノール Aに及んでいる。さらにまた、税関総署第 49号公告では、2015年商品分類行政決定（Ⅲ）を発表し、イチゴ味の全脂調

合乳、チョコレートミルク、ズック製の掲示板など 11品目の商品に及んでいる。当該分類行政裁定及び分類決定には、法的拘束力が

含まれていることから、企業に遵守が求められる。 

税関、統合された社会信用コード制度を実施 

税関総署第 46号公告によると、2015年 10月 1日から統合された社会信用コードを取得した法人及びその他の組織は、税関に登

記・登録の申請を行う場合、登記・登録管理部門の発給した社会信用コードが記載されている新たな証書をもって申請しなければなら

ない。なお、同部門において 2015年 10月 1日以前に登記登録をすでに完了した法人及びその他の組織は、従来の営業許可証、組

織コード証、税務登記証を引き続き使用して、税関に登記・登録を申請することが可能である。 

国家品質監督検査検疫総局、輸入品計器向けの監督管理弁法実施細則を制定 

国家品質監督検査検疫総局の規定によると、全ての事業者及び個人は、計器類を輸入する或いは外国企業又はその代理販売業者

が中国で計器類を販売する場合、国務院計量行政部門に計器の型式審査の手続きと申請を行い、許可を得なければならない。万が
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一、認可されない場合には輸入ならびに販売の一切を行うことができない。企業は、計器の輸入又は販売に先立ち、関連規定に従い、

審査手続きを申請する必要がある。 

各地域の税関政策の最新動向 

深圳税関、自由貿易試験区前海蛇口エリアで「企業の自主的開示」制度を試行 

深圳税関は、中国（広東）自由貿易試験区深圳前海蛇口エリアにおいて、「企業の自主的開示」制度を試行することを決定した。同制度

によると、区内で活動する企業は、当該制度の試行に自主的に参加することが可能となる。参加企業は、過年度 3年間に行った輸出

入活動、または輸出入貨物と直接に関わった活動が、税関の監督管理規定に則っているか、自ら検査するか或いは第三者仲介機関

に委託することができる。該当企業は、検査に関連する情報や証憑を整理して、深圳税関の経済特区駐在事務所に書面による開示報

告書を提出しなければならない。企業が開示した情報が、税関の監督管理規定に犯則する場合、税関は法律に基づき行政処罰を行う

が、自主的開示の制度により、行政処罰を軽減または免除することができる。 

福州税関、福建自由貿易試験区で事前教示制度に関する「自主的申請、全区域通用」プロセスを実施 

福建税関は 2015年 10月 10日付けで第 28号公告を公布した。当該公告は、福建自由貿易試験区福州エリア及び平潭総合実験区

において、事前分類制度の「自主的申請、全区域通用」プロセスの実施を決定した。企業が上記の 2区域内で商品を輸出入する場合、

自主的に「事前分類回答書」を提出し、かつ申告する場合、税関は「事前分類回答書」で確認した商品分類に従い、手続き上の審査を

完了した後に通関を許可する。 

杭州税関、「中国（杭州）クロスボーダーEコマース総合試験区に対する税関監督管理の計画」を公布 

杭州税関は 2015年 10月 20日付けで第 2号公告を公布した。当該公告の「中国（杭州）クロスボーダーEコマース総合試験区に対

する税関監督管理の計画」は、クロスボーダーEコマース総合試験区の輸出入業務に対し、それぞれ申告、検査、徴税、通関の監督管

理方法を規定したものである。杭州クロスボーダーEコマース総合試験区に所在する企業は、当該規定に従って通関手続きを行わな

ければならない。 
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