
　ＷＧ SWG 開催日 開催場所 議　　題（予　定）

第8回　合同WG
2021年12月16日

10:00～11:30
オンライン開催

・第７回合同作業部会の結果報告

・第１回　輸出入者業務SWの結果報告

・第１回　ACL業務SWの結果報告

・予備申告(U)の起動処理（HCH01業務）の改善

・保税運送貨物のＨＰＫ業務入力可能タイミングの改善

第1回　輸出入者業務SWG
2021年11月15日

13:00～15:00
日本貿易会会議室

・ebMS処理方式の廃止、netNACCS処理方式の接続仕様公開

・SIR業務とEIR業務の統合

第1回　ACL業務SWG
2021年11月29日

13:35～15:00
オンライン開催

・ACL業務のマーク欄、品名欄の改行

・ACL業務の入力可能文字の改善

・ACL業務の入力項目の追加

・ACL業務の入力項目の改善

・ACL業務の出力先の追加

・ACL業務の電文分割の改善

・ACL業務の帳票の改善

第9回　合同WG
2022年1月20日

10:00～11:30
オンライン開催

・第８回合同作業部会の結果報告

・非同期電文の対象見直し＜2＞

・更正通知書情報等の「社内整理用番号」追加

・「輸入コンテナ引取予定情報通知(ID通知)(RSS01)」業務の改善

・「輸入貨物荷渡情報登録(DOR)」業務の通知先の追加

・積戻貨物に関する輸入本船名等の「G01　輸入貨物搬出入データ」への出力

・「保税蔵置場在庫状況照会(輸出)(IWH)」業務の改善

・「貨物取扱登録(特殊貨物)(CHT)」業務取消し時の仕様改善

・NACCSパッケージソフトユーザーインターフェース改善

入出港業務意見交換会
2022年1月20日

15:00～16:30
オンライン開催

・基本仕様提示案件の改善提案

・現状における問題点と課題の整理

損保業務意見交換会
2022年1月28日

10:00～11:00
オンライン開催

・包括保険登録の料率変更の改善

・包括保険申請の改善（パスワード桁数の変更等）

・保険料指数自動計算有無のチェック欄の追加等

・現状における問題点と課題の整理

第2回　輸出入者業務SWG
2022年2月21日

13:30～15:00
オンライン開催

・SIR業務とEIR業務の統合及び業務フローのご説明

・その他意見交換

別紙_サブワーキングの開催状況
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第10回　合同WG
2022年3月10日

10:00～11:30
オンライン開催

・第9回合同作業部会の結果報告

・蔵入承認（IS）された貨物情報での移入承認（IM）申請の可能化

・納付書等出力先の改善

・輸出取止め再輸入申告等情報を管理資料へ追加

・許可・承認貨物（輸出情報）の改善

・「内国貨物運送申告（DCC）」業務等の改善

・「関税割当証明書裏落数量仮登録（TQC）」業務の裏落とし回数上限の引き上げ

・輸出入申告等一覧照会業務における全官署照会の可能化

・「貨物在庫状況照会（IWS）」業務の改善

・「貨物情報照会（ICG）」業務の改善

・「輸入便情報照会(HAWB)（IMF12）」業務の改善

・「保税蔵置場在庫状況照会(輸出)(IWH)」業務の改善

機用品業務意見交換会
2022年3月25日

10:00～11:00
オンライン開催 ・現状における問題点と課題の整理

第3回　輸出入者業務SWG
2022年3月28日

10:30～12:00
オンライン開催

・SIR業務とEIR業務の統合

・SIR業務のメール機能について

・ACL業務にかかる項目の変更（現時点の情報共有）

・申告系業務にかかる項目の変更（現時点の情報共有）

・その他意見交換 等

第2回　ACL業務SWG
2022年3月30日

11:00～12:00
オンライン開催

・第１回検討結果を踏まえた提案

・現状における問題点と課題の整理

第11回　合同WG
2022年4月14日

10:00～11:30
オンライン開催

・H01「輸出申告一覧データ」のインボイス番号の出力形式の変更

・「当初輸入申告呼出し（修正申告）（DLI02）」業務における当初申告情報の呼出し可能権限の拡大

・「当初輸入申告呼出し（修正申告）（DLI02）」業務等実施後の呼出し処理可能時間の拡大

・「申告添付訂正（MSY01）」等の通信文のみの修正可能化

・「見本持出許可申請（MHA）」業務後の改装・仕分け

・「システム外搬入登録（輸出許可済）(BIE)」業務の入力項目への「許可年月日」の追加等

・「積荷目録状況照会（IMI）」業務の改善

・第2回ACL業務SWG結果報告

第12回　合同WG
2022年5月12日

10:00 ～ 11:30
オンライン開催

・第11回合同作業部会の結果報告

・「AWB情報登録(輸入)呼出し（ACH11）」業務等の改善

・「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務等の「インボイス番号」項目の仕様変更

・共通管理番号の自動補完

・共通管理番号の番号紐づけ数拡大

・保税運送申告書申告番号の表示のスペース表示

・「輸入貨物荷渡情報登録（DOR）」業務の通知先の追加＜2＞
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第13回　合同WG
2022年6月9日

10:00 ～ 11:30
オンライン開催

・第12回合同作業部会の結果報告

・包括保険関連業務の改善

・航空・海上識別の選択の自動化＜２＞

・貨物状況通知サービスの提供

第1回　入出港業務SWG
2022年6月21日

13:30 ～ 15:00
オンライン開催

・WebNACCS（海上入出港業務）の改善について

・WebNACCS（海上入出港業務）モックアップのご説明

・厚生労働省　検疫案件（海上入出港業務）

・その他意見交換 等

第4回　輸出入者業務SWG
2022年6月29日

10:00 ～ 12:00
日本貿易会会議室

・第3回輸出入者業務SWGに関するご意見について

・納付書情報等出力先の改善

・SIR業務のメール機能について

・第7次NACCSにおけるWebNACCSの改善（包括保険業務のWeb化）

・その他意見交換 等

第14回　合同WG
2022年7月14日

10:00 ～ 11:30
オンライン開催

・第13回合同作業部会の結果報告

・税関関係業務の検討について

・納付書等出力先の改善＜2＞

・貨物状況通知サービスの提供＜2＞

・第7次NACCSにおけるWebNACCSの改善（UI改善、携帯端末対応、対象業務拡大）

・第1回海上入出港業務SWG結果報告

・厚労省検疫案件（海上入出港業務）

第1回  輸入食品業務SWG
2022年７月27日

13:00 ～ 15:00
オンライン開催

・IFA業務等での蔵置場所チェック処理の追加

・輸入食品業務に係る紙申請業務の汎用申請化

入出港業務意見交換会
2022年8月2日

10:30 ～ 12:00
オンライン開催 ・WebNACCS（海上入出港業務）の改善について　等

第15回　合同WG
2022年8月18日

10:00 ～ 11:30
オンライン開催

・改装・仕分け後の「見本持出確認登録（MHO）」業務の改善＜2＞

・「船積確認登録（CCL）」業務におけるパッケージソフトでの業種チェック

・GW配下用パッケージソフトの廃止＜2＞

・消費税に係る軽減税率の注意喚起メッセージの追加

・H01「輸出申告一覧データ」(CBE5100)への出力項目の追加＜2＞

・NACCS のパッケージソフトの ユーザー インターフェース改善＜2＞

・航空・海上識別の選択の自動化＜3＞

・IFA業務等での蔵置場所チェック処理の追加（第1回輸入食品業務SWG結果報告）

・輸入食品業務に係る紙申請業務の汎用申請化（第1回輸入食品業務SWG結果報告）

第5回　輸出入者業務SWG
2022年8月26日

15:30 ～ 17:00

・ebMS処理方式の廃止、netNACCS処理方式の接続仕様公開＜２＞

・第7次NACCS更改に関するこれまでの議論と今後について

・その他意見交換 等
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第16回　合同WG
2022年9月15日

10:00 ～ 11:30

・共通管理番号の番号紐づけ数拡大＜2＞

・バンニング情報における輸出管理番号登録可能件数の拡大

・貨物状況通知サービスの提供＜3＞

・NACCS のパッケージソフトの ユーザー インターフェース改善＜3＞

・ebMS処理方式の廃止、netNACCS処理方式の接続仕様公開＜2＞

・不開港から不開港への船舶出入港に係る許可申請のシステム可能化

・納期限延長に係るリアルタイム口座対応

・機用品蔵入等承認申請の改善

・航空貨物における仮陸揚関連業務の改善

第3回　ACL業務SWG
2022年10月5日

10:00 ～ 12:00
・「ACL情報登録(コンテナ船用)（ACL01）」業務等の電文分割の改善　他

第17回　合同WG
2022年10月13日

10:00 ～ 12:00

・添付業務の変更（添付容量の拡大）

・納付書等出力先の改善＜3＞

・通関系関連省庁添付登録業務（MSF）の改善

・第3回ACL業務SWG結果報告

・バンニング情報における輸出管理番号登録可能件数の拡大＜2＞

・内航船による外貿コンテナフィーダー手続き

・NACCSパッケージソフトのユーザーインターフェース改善＜4＞

・利用申込手続きの改善

第2回　入出港業務SWG
2022年10月18日

10:00 ～ 11:30
・海上入出港業務（WebNACCS）におけるユーザーインターフェースの見直し　他

第18回　合同WG
2022年11月10日

10:00 ～ 12:00

・知的財産関係手続に係る各種通知の電子化

・減免戻し税等明細書提出のシステム化

・航空貨物におけるラウンド運送機能の追加

・航空貨物における仮陸揚関連業務の改善＜２＞

・不開港から不開港への船舶出入港に係る許可申請のシステム可能化＜２＞

・動物検疫業務、植物防疫業務の管理資料の追加

・動物検疫案件

・植物検疫案件

・内航船による外貿コンテナフィーダー手続き＜2＞

・第2回海上入出港業務SWG結果報告（WebNACCS）

・第2回海上入出港業務SWG結果報告（国土交通省地方運輸局案件）
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第2回  輸入食品業務SWG
2022年11月21日

13:00 ～ 14:30

・輸入食品業務に係る紙申請業務の汎用申請化＜２＞

・計画輸入届出の電子化

・見本採取票の電子化

第1回　海上小口貨物業務

SWG
延期 ・海上小口貨物における簡易通関の導入に係る業務の新設

第19回　合同WG
2022年12月8日

10:00 ～ 12:00

・特例申告業務の改善

・修正申告の審査業務の効率化

・納期限延長に係るリアルタイム口座対応＜2＞

・包括評価申告の個別業務化

・石油石炭税法第15条に基づく特例納付のシステム化

・裏書業務における一括登録業務の新規追加

・外為法関連業務のWeb化

・第2回輸入食品業務SWG結果報告

・DB保存期間の延長

・納付書等出力先の改善＜4＞

・WebNACCS（海上入出港業務）追加改善案件

・利用申込手続の改善＜2＞

・第7次NACCSにおける認証方法

・第7次NACCS詳細仕様検討状況


