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COVID-19対策としての税務裁判所の業務一時停止期間の延長 
 

税務裁判所は、従来決定していた業務の一時停止期間を延長するため、二つの通

達、即ち No.SE-020/PP/2020 (SE-020) と No.SE-021/PP/2020 (SE-021) を

2020年 9月 28日付で公布しました (従来の通達の詳細は、TaxFlash 

No.38/2020 をご参照ください)。 

 

SE-020では、税務裁判所の全ての審理 (オンライン審理を含む) 並びに税務裁判

所の業務を 2020年 9月 28日から同年 10月 2日まで一時停止することを規定し

ています。追加の通達でさらなる規定がされない限り税務裁判所の審理及び業務

は 2020年 10月 5日から再開されます。 

 

影響を受ける業務内容と利用可能な手段は、従来の通達の内容と同じです。 

 

また、税務裁判所は SE-021の公布を通じて、業務一時停止期間中 (2020年 9月

28日から同年 10月 4日) は税務裁判所の審理手続の準備及び実施にかかる期

限には加算されないと規定しています。 

 
 

特定輸入財（物品）にかかる関税の免除 
 

2020年 9月 22日、財務大臣は特定産業の企業に対する関税軽減措置を規定す

る規則 No.134/PMK.010/2020 (以下「PMK-134」) を公布しました。この措置は、

COVID-19パンデミックで影響を受けた特定産業の支援並びに国内産業用の原材

料の可用性確保を目的とした政府の継続的な一連の取り組みの一環です。 

 

PMK-134では、特定産業の企業が輸入する特定の物品及び原材料にかかる関税

は政府が負担することが規定されています (Ditanggung Pemerintah/DTP)。当該

措置の対象となる物品及び原材料の一覧は当該 PMKの付表 Bに記載されており、

これには食品産業、医薬品・医療機器産業、電気通信産業、交通運輸産業で使用

される特定物品及び原材料が含まれます。 
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当該措置の適格性は、対象物品及び原材料が下記のいずれかの条件を満たすこ

とを前提としています: 

a. 物品及び原材料が国内で生産されていないこと、又は 

b. 物品及び原材料が国内で生産されているが、必要とする要件を満たさないこと、

又は 

c. 物品及び原材料が国内で生産されているが、国内での供給が十分でないこと 

(関係省庁の推奨に基づく) 

 

当該措置は対象物品及び原材料が下記のいずれかに該当する場合は適用できま

せん: 

• 関税率 0%の取り扱いを受けていること (関税法又は国際協定に基づく)、又は 

• 既存の輸入関税措置の対象であること (即ち、アンチダンピング、セーフガード

(緊急輸入制限)、代償、及び報復)、又は 

• 保税蔵置場(エリア）にて保管することを予定していること 

 

ただし、当該措置は、対象物品及び原材料がインドネシア関税地域外の下記のい

ずれかの場所から出荷され、関税地域のその他の場所 (Tempat Lain Dalam 

Daerah Pabean) の適格企業に配送される場合に適用されます: 

a. 保税物流センター (Pusat Logistik Berikat)、 

b. 保税倉庫 (Gudang Berikat)、又は 

c. 保税区 (Kawasan Berikat) 

 

当該措置を適用するためには、適格企業は下記の条件を満たさなければなりませ

ん: 

• 企業が税関申告書にて輸入物品及び原材料の量/種類を正しく記入し、過去 1

年以内に関税の過少納付の状況が無いこと、及び/又は 

• 企業に納付期限を過ぎた未納関税、物品税及び/又は輸入税が無いこと 

 

当該措置の申請にあたっては、適格企業はナショナルシングルウインドウシステム

を通じて関税総局 (Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC) 宛に電子的に申請書

を提出しなければなりません。財務大臣の代理として関税総局長が申請を受領して

から承認又は却下の通知を行います。 

 

当該措置の実施細則は PMK-134にて規定されています。 
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