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Customs Alert 
2021 年 10 月 

関税納付不足額に係るワンストップサービス

による自主開示制度の適用期限延長 

※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 
 

概要 

タイ関税局は、ワンストップサービスによる関税追加納付制度の適用期限の延

長を公表しました。これにより、輸入者は 2026 年 9 月 30 日までの 5 年間に

わたって本制度の恩典を享受することが可能となりました。 

内容 

関税局・事後調査部は、信義誠実な行動を取る輸入者に対して、過年度の輸入

取引に係る関税納付不足額の自主的な開示を促すため、折に触れてワンストッ

プサービスによる関税追加納付制度（以下「OSSプログラム」）を導入してき

ました。OSSプログラムを適用することで、輸入者は関税局に対して是正を行

うとともに、関税及び関連税目に係る罰金等を免除した上で不足額を納付する

ことが可能となります。 

この OSS プログラムの適用期間は一旦満了（2021 年 9 月末を期限）したもの

の、輸入者からその恩典や利便性について好評価を得たこともあり、関税局は

本プログラムの適用期間を 2021 年 10 月 1 日から 2026 年 9 月 30 日まで延長

することを決定しました。 

OSSプログラムの利用にあたって輸入者が得られる主な恩典は、以下のとおり

です。 

• 一定要件の下、自主開示を行うことで、罰金を免除された上で過年度

の輸入取引に係る納付不足額の精算が可能 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-customs-alert-voluntary-disclosure-oss-oct2021-eng.pdf
http://www2.deloitte.com/us/en.html


• 税関調査で関税局から指摘を受ける前に関税法令違反項目を是正する

ことが可能 

• 対象物品を輸入した税関宛に輸入貨物ごとに各々申請することに代

え、一括申請（関税局・事後調査部）することで過年度の輸入取引に

係る自主開示と納付不足額の精算を行うことが可能 

以下に掲げる制限事項に 1 つでも該当する輸入者は、本プログラムの適用を認

められない可能性があることにご留意ください。 

1) 故意による関税回避行為がされた、又は、その根拠があること 

2) 禁止又は違反となる物品を輸入したこと 

3) 関税局による税関調査が進行中であること、又は、タイ経済警察・特

別捜査局等の政府機関から関税法令違反に係る指摘を受けていること 

今後の対応 

延長された適用期限内に OSS プログラムの恩典を享受するため、輸入者は以

下の対応を取ることが推奨されます。 

1) 輸入及び輸出関連項目に関する社内調査を実施し、追加納付を求めら

れる可能性がある潜在的な関税法令違反項目を発見する 

2) 適用期限内に関税局に対して自主開示を行い、（関税調査官との協議

の下で）未払となっている関税及び関連税目に係る納付不足額及び罰

金等を納付するために、OSS プログラムの適用を検討する 
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