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中国税関総署は、2017年 6月 28 日付で、 「全国通関一体化制度改革の実施に関する税関総署公告」（税関総署公告 2017年 25

号、以下「25号公告」）を公布した。同公告は 2017年 7 月 1日から施行される。 

税関総署は、2016年 6月 1日から、全国通関一体化制度を上海市においてすでに試験的に実施している。また、同年 10月 29日付の

「租税徴収および管理手続改革の試験的実施に関する税関総署公告」（税関総署公告 2016年第 62号）により、全国多数の港におい

て、すでに通関一体化改革の主な項目が一部の輸入貨物に対して適用されている。 

通関一体化改革により、全国における法執行の標準化と、通関効率の大幅な改善が期待できる。本稿では、25号公告による通関一体化の

主な内容とその影響について考察する。 

通関一体化の内容 

通関一体化制度は、以下に述べる「2 つのセンター」と「3 つのシステム」という２つの大きな構成要素からなる。 

１．2 つのセンター 

• 全国関税リスク予防および管理センター（PRCCs）が上海、黄埔、青島の 3拠点に設置された。同センターは、全国の通関拠点で実

施される関税リスク回避・管理のための諸活動に対し、高次の監視および管理を行う。同センターは、空運、陸運、水運（香港・マカオ

間を往来する小型船舶を除く）貨物の安全な輸入を監視する。 

それに加え、同センターは、輸出入許可証、原産地証明書、3C認証、 輸出入検験検疫証明書などのペーパーレス処理の手順設定、

および関税の徴収および管理基準の設定に責任を持つ。 

• 租税徴収および管理センター（TCACs）が北京・天津、上海、広州に設置された。同センターは、全国の港で輸入される商品に関わ

る申告の正確さを検証する。具体的に、同センターは、下表の分担に従って妥当な商品分類コード（HS コード）の使用、評価額、原

産地申告を検証する。 
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租税徴収管理センター 管轄輸入貨物 管轄商品と HS コード 

北京・天津 
農林製品、加工食品、薬品、軽工業製

品、雑貨、織物、航空機など 

税則 58章分（第 1-24章、30章、41-

67章、88章、93-97章）、HS コード

3461個分 

上海 
機械電気設備（電機・計測機器、輸

送機器など） 

税則 8章分（第 84-87章、89-92

章）、HS コード 2286個分 

広州 
化学品（化学原料、高分子製品、エネ

ルギー製品、鉱物・金属など） 

税則 30章分（第 25-29章、31-40章、

68-83章）、HS コード 2800個分 

 

２．3 つのシステム 

25号公告による 3 つのシステムとは、「一つの申告の段階的審査」、「租税徴収および管理制度改革」、および「共同監督」のことである。具体

的には以下のとおりである。 

• まず、「一つの申告の段階的審査」により、輸入通関と、租税徴収および管理の手続きが分離される。すなわち、全国関税リスク予防お

よび管理センターは、輸入貨物の名称、数量、重量、あるいはそれが規制・禁止品目かどうかなど、安全輸入のための指標をまず分析・

検証する。ひとたび輸入の安全が確認され、輸入関税が支払われる、もしくは相応の担保が提供される場合、貨物が通関される。次に、

租税徴収および管理センターが、輸入貨物の分類、評価額、原産地などの租税関連事項を分析・検証する。 

• また、「租税徴収および管理制度改革」により、輸入業者の真正な申告と妥当な輸入税支払の責任が強化される。同改革後の税務

関連審査は、従来のように通関時にのみ行われるのではなく、輸入管理プロセスのすべての段階にわたって包括的に行われることになる。

通関申告の審査は、従来のように通関時に貨物ごとではなく、無作為に抽出された貨物に対して行われる。 

• 「共同監督」を通じて、中国税関の各組織の間でより明確な分業が行われる。港湾税関は、主に輸送、輸入貨物、および税関特別管

理区域を管理する。一方、所轄税関（すなわち、輸出入事業者登録地の税関）は、主に関税調査、信用管理など、通関後の監督

とコンプライアンス管理を行う。同時に、関税調査、密輸捜査、通関管理（すなわち、全国関税リスク予防および管理センターと、租税

徴収および管理センター）の各チームはそれぞれの役割に特化し、かつ港湾税関および所轄税関と連携する。 

3 つのシステムの下、輸出入申告の管理は次の３つのステップにより行われる。 

ステップ１：貨物通関前の検査 

全国関税リスク予防および管理センターが、貨物が禁止・規制品目に当るかどうか、特許あるいは商標を侵害していないか、あるいはその品名・

規格・数量の虚偽申告がないかなどの観点から輸入リスクを確認し、現場の検査官にも個別輸入品の検査を指示する。また、租税徴収および

管理センターは、通関前に租税関連のリスク分析を行い、重大な租税徴収リスクがある場合、現場の税関職員に現品確認および検査を指示す

る。 

ステップ 2：貨物通関後のリスク審査 

租税徴収および管理センターは、貨物通関後、通関申告書記載の税務事項の一括審査、高リスク輸入の選定、およびそれらの確認作業を行

う。同センターは、貨物通関後、輸入者に連絡する、あるいは所轄税関に関税調査を実施するよう指示する。 

ステップ 3：所轄税関による一般調査および特別調査 

所轄税関は、一般調査または特別調査を通じて、輸入後の管理に責任を負う。 

筆者所見 

全国通関一体化が実施された後、大部分の輸入貨物は、輸入申告が自動審査を通過した後（すなわち、電子申告された税関申告書にすべ

ての関連情報が含まれていることをコンピューターシステムが確認した後）、通関されることになる。新たな手続きの下で、税関申告書の手作業に

よる審査件数は、すべての輸入件数の 10%以下に減少する見込みである。租税徴収および管理センターは、輸入者が自主申告した税関申

告書のおよそ 20％分に含まれる税務関連事項を、貨物通関後に一括審査する。通関一体化実施前後の手続の比較は下表のとおりである。 
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 通関一体化実施前 通関一体化実施後 

申告手続 
ほとんどの輸入貨物について通関前に関税

申告書類との整合性が審査される 

大部分の貨物は関税申告後に通関され

る一方、高リスクの輸入貨物は通関前に

抽出され、追加審査を受ける 

税収管理 

輸入貨物の評価額と HS コードが通関前に

審査され、かつ、通関後、税関の諸部門が

関税調査を行う 

税関は貨物通関後の包括的な関税審査

と調査を強化する 

 

全国通関一体化により事業者は次の利便を享受できるであろう。 

輸入地と異なる税関での申告 

事業者は適当な港と通関方法を選ぶことができる。例えば、事業者は、港 A で荷揚げされた貨物を港 B の税関に申告できる。全国通関一体

化以前は、輸入と税関申告は同じ荷揚港において行う、あるいは荷揚港税関の承認を得た上で所轄税関に申告しなければならなかった。 

税関による一貫した法執行 

従来、各地域の税関による関税政策と法規の解釈は異なっていた。その結果、同一貨物に対し、港によって異なる課税が行われていた。 

全国通関一体化により、3拠点の租税徴収および管理センターが、全国の輸出入貨物に対し、統一的かつ高次の検査とリスク審査を行う。そ

の結果、地方税関による法執行の不整合は最小化されるであろう。また、事業者は統合的な標準業務手続を確立でき、また通関業務を集中

管理することにより、時間とコストを削減できる。その結果、事業者は、税関リスクの管理と内部手続の改善により集中することが出来る。 

通関効率の改善 

税関の統計によると、2017 年 7 月 1 日以降、平均通関時間は従来の 3分の２に短縮された。また、通関時間の一層の短縮も予想され

る。一方、全国通関一体化の実施後、税関は輸入後の管理業務により注力するであろう。その結果、事業者は、より多くの税関検査や調査を

経験する可能性が高い。 

最後に、全国通関一体化を契機とした事業者の関税管理の改善策として、一般的に次が考えられる。 

• 税関規定の遵守状況について自主点検を行い、かつそれが妥当であれば自主申告制度を利用する。自社の過去の申告実績を分析

し、税関規定上の違反行為を発見することにより、関税コンプライアンスリスクを明確にできる。また、社内手続きの見直し・改善など、当

該リスク低減のための施策を講じることができる。 

• 社内の関連業務プロセス（評価額算定、関税区分決定、保税業務、免税・減税設備の管理、その他関連する輸出入業務など）を

見直し、関税最適化の機会を見出す。 

税関申告または事後検査・調査対応のため、自動化プログラムを導入する。それにより、手作業から生じる錯誤を減少させることが期待できる。 

（BTMU 中国月報 2017年 10月号に掲載） 
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