
令和2年 9月

函 館 税 関

函館 税 関 で は 、本 年 10月 12日 (月 )か ら 10月 31日 (土 )ま で を 「不 正

薬物、銃器 、金及びテ ロ関連物資取締強化期間Jと して、取締 りを強化いた しま

す。

昨年税 関が摘発 した不正薬物の押収量 は 3ト ンを超 え、特 に覚醒斉Jは 史上初 め

て 4年連続 の 1ト ン超 え となる深刻 な状況が続いてお ります。函館税 関では不正

薬物の水際での摘発 を最重要課題 として、関係取締機 関 と連携 の うえ、取締 りを

実施 してお ります。

また、金 の密輸入 に関 して も、昨年 10月 の消費税率引き上げ後は、摘発件数

に増加傾 向が見 られ ることか ら、取締 りを強化 してい るところで ございます。

更には、今後開催 され る、東京オ リンピック・パ ラ リンピック競技大会 に備 え、

水際での取締 りを強化 してテ ロ関連物資 な どの密輸阻止 に努 めてまい ります。

皆様方 には、日ごろよ り税 関行政 に深い ご理解 、ご協力 を頂戴 しお礼 申 し上げ

ます とともに、特 に この間、貨物 の保管・点検等の管理体制の強化 と、不審貨物、

不審人物等 を発見 された場合 の税 関通報 について、特段の ご協力 をいただけます

よ う重ねてお願 い 申 し上げます。

『 密輸ダイヤル (24時間受付)
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0120-461-961』

「取締強化期間」の設定・実施について
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税関 lよ不正薬物や拳銃、爆発物などのテロ関連物資等の密輸防止に取 り組んでいます。
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響 不正築物、華銃等を水際で阻止するために

日本で摘発される

不正薬物や拳銃の

ほとんどは

海外からの密輸品です。

税関では、不正薬物や銃器、

爆発物等のテロ関連物資の

密輸入睡上に取り組般 しヽま九

更なる水際での取締強化には、

皆様の協力が必要です。
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モータ…ボート(バラストタンク)の中に

拳銃、ライフル、ショットガン、

実弾が隠されていた事例です。

0モ ーターボー トに隠されていた拳鏡等

輸入者の変わつた行動や、

書類でおかしなところがあれば要注意 1

海上コンテナの申の猫砂袋内に、

覚醒剤が隠されていた事例です。

● 猫砂袋内に隠されていた覚醒剤 (約350kg)

外国貨物を巧妙に工作 して

密輸しようとする事件が後を絶ちません。

虎をかたどったプロンズ像内部に、

覚醒剤が隠されていた事例です。

0て 轟発ぽ

内部に隠されていた覚醒剤
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