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Hiroshi Suzuki, Chairman of JCBA

日本通関業連合会は、国際貿易を通じた国民生活の安全確保及び利便の増進、輸出入貿易の健全なる
発展に寄与することを目的に設立された一般社団法人であります。
当連合会は、法人の事業目的に沿って、専門研修の実施、通関制度の調査研究、官庁への意見・要望、
国際会議への参加、密輸撲滅キャンペーンの実施など幅広い活動を展開しています。
通関業は国際物流サービスのソフトの要として貿易立国を支える重要な役割を担っており、現在、通
関士７千４百人を含め約１万６千人の従業者が通関業に直接従事しております。税関への輸出入申告は
年間約３千７百万件にも及ぶ膨大な件数となるため、通関業者は、税関長から通関業の許可を得て、輸
出入者の代理人として通関情報処理システム（NACCS）を利用し適正かつ迅速な通関業務に努めてい
ます。
また、税関への納税申告を適正に行うには、税関への提出書類の審査を行う通関士の専門知識が重要
となります。当連合会では、関税率表の所属区分に必要な関税分類、課税価格計算に必要な関税評価等
について、専門研修を実施して通関士の一層の専門知識の向上にも努めています。
最近では、貿易円滑化と貨物セキュリティー確保の両立を図る AEO 制度が国際的な課題とされる等、
通関業を取り巻く昨今の情勢は多岐にわたっていますが、当連合会では、貿易の円滑化、適正な納税申告、
貨物セキュリティーの確保、更には、通関業の発展に向けて幅広く努力していく所存です。また、通関
業がさらに社会的に認知され、また、通関士や従業者がその仕事に誇りを持ち、将来に希望や夢をもつ
ことのできる業会を目指しております。
Japan Customs Brokers Association (JCBA) was established in 1994 for the purpose of further improving the safety of Japanese
people and supporting the sound development of international trade.
Since then, JCBA has worked energetically on a wide variety of activities such as researching customs procedures, delivering
capacity development programs to its members, offering opinions to the governmental agencies, giving advice to individual
importers, participating in the conference of International Federation of Customs Brokers Associations (IFCBA) and being
involved in anti-smuggling campaign.
Customs brokers, as a main player of supply chain, take a vital role in sustaining the trading nation of Japan. At present, there
are approximately 15,000 employees including 7,000 registered customs clearance specialists throughout the nation who are both
engaged in customs procedures.
Around the clock, Customs brokers licensed by Director General of customs make an utmost effort to ensure that customs
declarations are processed in a prompt and proper way although a total of declarations made by Nippon Automated Cargo and
port Consolidated System (NACCS) exceed 30 million annually.
Acknowledging that improvement of the intellectual capacity is crucial to make rightful declarations, JCBA has been conducting
training courses such as customs classification and valuation intended for the registered specialists.
Nowadays Customs brokers are faced with multiple challenges as they see significant changes in international supply chain.
Under these circumstances, JCBA strives to further develop the business of customs brokerage.
JCBA also continue efforts to build business circles whose member can have a dream and lofty ambition for the future as well as
to gain more recognition of customs brokerage.
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日本通関業連合会の概要

Outline of Japan Customs Brokers Association (JCBA)

■設立経緯
我が国の通関業は、1967 年の通関業法制定により、従来の税関貨物取扱人制度から現在の通
関制度に移行し、通関手続の円滑化・迅速化を通じ、通関体制の進展に寄与してきました。
さらに、近年の国際貿易の発展に伴い、通関業界が一体となった確固たる組織として通関業
務の拡大・充実を図る観点から、従来の任意団体、日本通関業連合会を発展的に解消し、
1994 年４月、社団法人日本通関業連合会が設立され、2013 年４月には、公益法人制度改
革に基づき一般社団法人に移行しました。

Establishment
JCBA was established to represent the interest of customs brokers in 1994. As a result of
public-service corporation reform, JCBA was switched over to the general incorporated
organization in 2013.

■目

的

近年、急速に進展する国際貿易およびこれに伴う多様な社会的ニーズに迅速に対応する調査
研究を行い、貿易関係者に対する助言、情報の提供等により通関手続の円滑化、適正化に寄
与し、国民生活の安全確保及び利便性の増進、ひいては、国際貿易の健全なる発展に貢献す
ることを目的としています。

Objectives
JCAB aims to contribute to the development of international trade.

■組

織

当連合会の組織は、以下のとおりです。

総 会
（55者）
（団体会員9、
（
団体会
個人会員46）

理事会（25名以内）
監

事

（2名以内）

会

長

（1名）

副会長

専務理事

常務理事

（５名以内）

（1名）

（1名）

理

事

（7〜17名）

相談役
顧 問

事務局

《団体会員》
東京通関業会

横浜通関業会

神戸通関業会

大阪通関業会

門司通関業会

長崎通関業会

函館通関業会

沖縄通関業会

名古屋通関業会

Organization
The board of directors consists of a chairperson, 5 vice chair-persons, a managing director,
a vice managing director, 17 directors and 2 auditors.
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事業内容
●

Business Affairs

通関業務に関する調査研究
以下の各種調査研究を行っています。
・通関業の健全な発展を図るための調査研究
・通関業務に関する調査研究
・IT 化に関する調査研究
・諸外国の通関制度等の調査研究
・NACCS の効率的運用を図るための調査研究

Inquiry and Research
JCBA does survey and research on customs brokerage, customs clearance procedures,
electronic data exchange and so on.

●

官庁、諸団体への提言
政府機関、貿易関係団体等に対して、通関業の重要な役割、改善意見等を提言し、輸出入通
関の円滑な適正化に貢献しています。

Proposals to Government and the Trade-related Bodies
JCBA makes proposals regarding the role of the customs brokers, improvement of customs
clearance procedures, and other important issues to government and the trade-related bodies.

●

国際会議への参加
通関業連合会国際連盟（IFCBA）等の国際会議へ積極的に参加し、世界各国の通関関係業
者 と 円 滑 な 通 関 体 制 の 構 築 に 向 け て 国 際 協 力 を 強 化 し て い ま す。特 に、当 連 合 会 は、
IFCBA の中枢メンバーとして重要な役割を果たしています。

Participation in International Conferences
JCBA participates in conference of International Federation of Customs Brokers
Associations (IFCBA) and other conferences.

●

研修・講習の実施
通関業者の資質向上を図り、迅速・適正な通関に資するため、以下の研修等を実施しています。
▶通関士試験通信添削研修
▶通関士専門研修

Capacity Building
JCBA conducts training programs and seminars for customs brokers, registered customs
specialists, and others.
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●

通関情報提供システム
（CCIS）
通関情報処理システム（NACCS）から提供を受けた輸出入貨物に関する許可・承認データ
を当連合会の通関情報提供システム（CCIS）で処理し、その情報を希望する輸出入者に提
供しています。
情報利用の効果は、通関実績の把握による社内管理、関税、消費税等の包括延納事務、担保
管理事務、仕入控除事務等に活用されています。
（通関情報提供システム（CCIS）は、㈳日本通関業連合会の登録商標です。
）

Customs Clearance Information System (CCIS)
JCBA provides import and export data for traders with charge.

●

通関業務図書の出版
通関業者、貿易関係業務に従事するビジネスマン、貿易分野を専攻する学生、国家資格とし
ての通関士を目指す人達等への必携の図書を出版しています。

Publication
JCBA deal in the publications of trade-related laws and textbooks.

●

税関申告様式の安定供給
通関手続に支障をきたさないよう税関申告様式を長期的に一定の価格で安定的に供給してい
ます。

Provision of customs declaration forms
JCBA provides customs declaration forms for the benefit of individual traders.

●

通関業務に関する広報、宣伝
通関業や通関士等の社会的な認知度向上に向けて、積極的に情報提供を行っているほか、国
民の安全・安心の確保のため「密輸撲滅キャンペーン」を実施しています。

Public relations
JCBA does public relations activities on customs brokerage and are involved in
anti-smuggling campaign.
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正しい申告の啓蒙
●

Main measures for ensuring legitimate declarations

国際物流の安全確保と迅速化
国際物流の安全確保と迅速化を図るための施策推進に協力します。

Cooperation in Ensuring Security and Facilitation of
Global Supply Chain
JCBA cooperates with the government in ensuring the security and facilitation of global
supply chain, including expansion of AEO customs brokers.

●

社会悪物品密輸防止
麻薬、けん銃等国民生活の安全を脅かす社会悪物品の密輸を防止するため、1992 年６月、当
連合会と大蔵省（現 財務省）関税局との間で「密輸防止に関する覚書（MOU）」を取り交わし、
税関への情報提供等に努めています。

Prevention of Smuggling of Antisocial Goods
JCBA exchanged a Memorandum of Understanding (MOU) with Customs and Tariff
Bureau, the Ministry of Finance in June 1992 to prevent the smuggling of So-called
anti-social goods- illegal drugs, firearms and so on.

●

国民の健康、食の安全、環境保全
動植物検疫、食品衛生、輸出入貿易管理等の法令に基づき、輸出入貨物に係る許可、承認
等の確認事務の徹底を図ることにより、国民の安全・安心を守ります。

Measures for Health, Safe Foods and Environment
JCBA asks its members for customs brokerage to verify much carefully the cargoes whose
importation is regulated by food sanitation law and foreign trade law to ensure health of
the nation as well as to protect environment from destruction.

●

知的財産権侵害物品密輸防止
ニセブランド物品等知的財産権侵害物品は、健全な国際貿易を阻害し、国民生活に被害を及
ぼすことから、適正な輸入手続の啓蒙に努めています。

Enlightenment as to the bad effects of counterfeits and
copyright pirates
JCBA educates the nation and brings enlightenment to traders as to the bad effects of
counterfeits and copyright pirates.
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世界のかけ橋

● 国際物流最前線

Connecting the World...The Forefront of International Supply Chain

輸出許可件数・輸入許可件数・通関業者数・通関士数の推移
Statistics regarding Customs Release of Exports and Imports, Customs Brokers, and Registered Customs Specialists
（1992年数値＝100 Numbers in 1992=100）
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一般社団法人

日本通関業連合会

(JCBA: Japan Customs Brokers Association)
〒105−0001 東京都港区虎ノ門2−3−20 虎ノ門YHKビル8階
Toranomonn Bldg. 8F, 2−3−20, Toranomon, Minato-ku,Tokyo, Japan
TEL 03−3508−2535 FAX 03−3508−7796
E-mail : jcba@tsukangyo.or.jp
http://www.tsukangyo.or.jp/
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