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1. 第19回 第7次NACCS合同作業部会でのご意見
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項番 議題 項目 意見・要望等 検討内容（回答）

1 1 第18回合同作業部会の結果報告

（要望）
前回WGの議題「航空貨物における仮陸揚関連業務の改善」に
ついて、航空会社としての責任範囲を踏まえたうえで、詳細なユー
スケースを想定した運用方法や影響についての説明の場を設けて
いただきたい。

ご要望について承知しました。

2 2 特例申告業務の改善 意見無し 提案の通り進めさせていただきます。

3

3 修正申告の審査業務 効率化

（質問）
新規修正申告業務を実施する場合、関連資料は現状と同様
「申告添付登録（MSX）」業務で提出可能か。

現状と同様MSX業務による関連資料の提出は可能です。

4

（質問）
新規業務にて税率を計算していただけるのはありがたいが、当初
申告を含めて税率計算していただけるのか。また、呼出しを行わず
手入力となった場合には、その時点の税率が適用される認識でよ
いか。

ご認識の通りです。

5
（質問）
現行の修正申告業務と新規修正申告業務は両方使用できると
のことだが、修正申告に関する帳票は同じフォーマットになるのか。

項目が異なるため全く同じとはなりませんが、極力同じフォーマットにし
たいと考えております。

6

（質問）
複数の当初申告を1件の修正申告にまとめる場合は現行の修正
申告業務を使用し、当初申告1件ごとの場合新規修正申告業
務を使用する認識でよろしいか。

ご認識の通りです。
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項番 議題 項目 意見・要望等 検討内容（回答）

7

3 修正申告の審査業務 効率化

（質問）
新規修正申告業務でチェックを行うと税関へ通知されるとのことだ
が、仮に初回でチェックを入れて通知を実施したのち、修正申告の
訂正を行う場合は再度通知のためのチェックを入れて新規修正
申告業務を実施することになる、その場合税関に別途通知する
必要はあるか。

2度目のASA業務でチェックを入れる時点でも税関には通知されます。
運用については今後の検討となるかと思います。

8
（質問）
新規業務を繰返し実施すると1件毎に料金が発生する認識か。

ご認識の通りです。

9

（質問）
資料4ページについて、記載は無いが現在の運用では「修正申告
事項登録（AMA）」業務を実施する前にも、税関へ修正申告
がある旨の事前連絡を行っている。通知機能を設ける場合におい
てもこの事前連絡が必要か曖昧である。どのような運用を想定さ
れているか。

運用は今後検討とさせていただきたい。事前連絡の要否は関税局、
税関で協議いたします。

10
（意見）（WG後）
ASA業務を新設して頂けるとの事で大変効率化に繋がると感じ
ています。

ご意見ありがとうございます。
引き続き検討いたします。

11

（意見）（WG後）
修正申告の審査業務効率化は非常に便利と思われ、現状は税
額を計算した計算書などを添付する場合もありますが、NACCS
が自動で計算していただけることで、非常に効率化にいい影響を
もたらすことが期待できます。

ご意見ありがとうございます。
引き続き検討いたします。
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項番 議題 項目 意見・要望等 検討内容（回答）

12

3 修正申告の審査業務 効率化

（要望）（WG後）
AMA業務に税関審査終了予定日（納付予定日）を追加して
修正申告入力控えに納付予定日延滞税額を表示していただき
たい。現行はAMB申告控え出力日の延滞税が表示されている。
（納付予定日の延滞税ではない）

税関の事前確認が終了する予定日を税関側から示すことはできませ
んが、ご要望内容につきましては今後の参考とさせていただきます。

13

（要望）（WG後）
新設の「新修正申告事項登録（ ASA ）」業務で登録された
申告控え情報を、ASBと同様にAMBでも呼び出しを可能として
ほしい。税額等の自動計算機能を利用した手計算及び入力業
務の省略化の恩恵をAMC時でも享受したい。

実施の可否を含め、検討いたします。

14
（質問）（WG後）
事後調査の情報の呼び出し業務は案件として今後出てきます
か？

事後調査の情報の呼び出し業務は7次NACCS更改時の実施を見
送りますが、ご要望内容を踏まえて更改以降の実施も検討する可能
性がございます。

15

（意見）（WG後）
①DB保存期間の延長にてAMAの保存期間が延長されています
が、ASAも同様の保存期間という理解で宜しいでしょうか？
②その中で税関への通知欄にチェックを入れて事項登録すること
で、税関向けに帳票出力して頂けるとの事ですが、 税関に送付
した申告に関しては、消えないようにして頂きたい。
税関に送付したと云う事は、税関にて申告内容を確認して頂いて
いる最中であると考えます。もし消す場合は、税関にて消して頂く
か？通関業者から税関へ連絡したのち、通関業者が削除するよ
うな業務を新設して頂きたい。

①ASA業務にて事項登録した情報に関するDB保存期間について
は、7次NACCSにてAMA業務に係るDB保存期間を延長することを
踏まえて、現在検討中です。

②ご要望内容を踏まえて、保存期間等について検討いたします。
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項番 議題 項目 意見・要望等 検討内容（回答）

16 4
納期限延長に係るリアルタイム口座対応
＜2＞

（質問）（WG後）
実際に口座からの引き落としの際複数の通関業者で申告があっ
た場合で口座が不足していた場合はどのような順番で引き落とし
されるのでしょうか？全部エラーで引き落とされないのでしょうか？

現在処理されている特例申告即納の口座振替処理と同様に、基
本的には『一括納付書番号(申告者毎に別番号)』単位に引き落と
しが行われます。
上記単位ごとの引落とし時に口座残高が足りていれば口座引落とし
は正常となり、足りていなければエラーとなります。
納期限日の当日に全ての申告の合計額以上の口座残高がないと
全ての引落としがエラーとなることはありません。

例：口座残高が10,000円で以下順の引落とし処理がされた場合
①引落とし額：5000円
→口座引落とし正常 （残高が5000円になる）

②引落とし額：3000円
→口座引落とし正常 （残高が2000円になる）

③引落とし額：4000円
→口座引落としエラー （残高が2000円なので残高不足）

④引落とし額：2000円
→口座引落とし正常 （残高が0円になる）

⑤引落とし額：1000円
→口座引落としエラー （残高が0円なので残高不足）

17 5 包括評価申告の個別業務化 意見無し 提案の通り進めさせていただきます。

18 6
石油石炭税法第15条に基づく特例納付のシ
ステム化

意見無し 提案の通り進めさせていただきます。

19 7 裏書業務における一括登録業務の新規追加 意見無し 提案の通り進めさせていただきます。

20 8 外為法関連業務のWeb化 意見無し 提案の通り進めさせていただきます。
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項番 議題 項目 意見・要望等 検討内容（回答）

21 9 第2回輸入食品業務SWG結果報告 意見無し 提案の通り進めさせていただきます。

22 10 DB保存期間の延長
（意見）（WG後）
植防も対象の認識ですが、植防の場合60日くらい必要な場合も
あります。

保存期間を60日にできるかについては、対応可否を含め検討いたし
ます。

23 11 納付書等出力先の改善＜4＞ 意見無し 提案の通り進めさせていただきます。

24 12
WebNACCS（海上入出港業務）追加改
善案件

意見無し 提案の通り進めさせていただきます。

25

13 利用申込手続の改善＜２＞

（質問）
「NACCS登録希望日」はNSSでの申し込みすべてに対象になる
という認識か。また、NACCSへの反映のタイミングということか。
また、「最短の日程で登録を希望」を選択した場合はどうなるのか。

現在も保持している機能で、システム設定について登録の希望日と
して設けています。NACCSへの反映日として設けており、最短4営業
日での反映を行っています。また、最短の場合も同様の4営業日で
反映いたします。

26

（要望）
NSSでの申し込みの反映について最短4営業日とのことだが、反
映期間の短縮は検討されていないか。U業務で提案された部分
は短縮できるのではないか。

短縮可能か可否を含め検討させていただきます。



1. 第19回 第7次NACCS合同作業部会でのご意見

6

項番 議題 項目 意見・要望等 検討内容（回答）

27 23 14 第7次NACCSにおける認証方法

（意見）（WG後）
システム管理者権限でなければインストールできない
不便ではあるが、情シス部門にて検知出来なくなるため、イン
ストール制限は必要との認識。（インストールしている端末を
管理する必要性からも、勝手にインストールされてしまうことは
避けたい）
また、インストールが可能となっても、弊社側としてはデジタル証
明書の取得はNSS通して管理者側で必要となることから、ソフ
トインストールのみ管理者レスとする必要性が感じられません。

ツールのインストールについては管理者権限は不要としますが、各
社のルールに従って、インストールをお願いいたします。

28

15 第7次NACCS詳細仕様検討状況

（質問）
資料4ページに記載のSP貨物の増加に伴う対応については、
現状業務処理の遅延が発生しており、7次NACCSでも想定
される将来の貨物のボリュームを踏まえてハードウェア等の増強
は再検討されているのか。

件数の増加は認識しており、記載の通りハードウェアも増強する
方針で検討している。

29
（質問）
7次NACCS稼働後もトラフィックの増大が懸念されているが、
どの程度耐えられるシステムを準備される想定か伺いたい。

具体的な数字は示せないが、現状の試算ではトラフィックの増加
が7次NACCSのシステムエンドの8年後まで見込まれた水準に7
次NACCS開始時点で達する試算となっているため、それを踏ま
えた対応をさせていただく。

30

（要望）
eコマースの増加や海上業務の対応で今後も増加が予想され
る、それを踏まえた増強をお願いしたい。また、更改後も状況に
応じた増強を迅速に対応できるよう、準備をしていただきたい。

承知した。件数等注視したうえで対応させていただきたい。

31
（意見）（WG後）
今後とも前広に改修予定案件の共有を引き続きよろしくお願
いいたします。

承知いたしました。
早期に情報がご提示できるよう努めます。

32 - その他
（意見）（WG後）
１５の資料を２時間というのはご説明する側も受ける側も負
担が大きい様に感じます。

申し訳ございません。
今後、議題数が多くなり過ぎないよう調整いたします。



2. WGへの検討課題提案状況
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別紙_WGへの検討課題提案状況を参照



3. サブワーキングの開催状況
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別紙_サブワーキングの開催状況を参照


