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「関税定率法等の一部を 
改正する法律案」について 

参考：財務省ホームページ 

 

 

１．法律案の概要 

（1）暫定税率等の適用期限の延長等 

○ 暫定税率（411品目）及び米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度等について、適用期限を平成31年

度末まで１年延長。 

○ 乳幼児用調製液状乳（液体ミルク）の製造に使用されるホエイについて、関税割当制度の対象に追加。 

○ 沖縄に係る関税制度上の特例措置（選択課税制度※）について、適用期限を平成32年度末まで２年延長。 

※ 沖縄振興特別措置法に基づき、国際物流拠点産業集積地域の保税工場において製造される製品について、原料

課税（原則）か製品課税かを選択できる制度。 

 

 

（2）個別品目の関税率等の見直し 

○ 国内産業の国際競争力維持の観点から、ヘキサメチレンジアミンの関税率（基本税率）を無税化。 

○ 国際的な分類決定を受けた海藻製品の分類変更に伴い、国内産業保護の観点から、税細分を新設するこ

とで現行関税率を維持。 

○ 中国等からの輸入品に対する特恵関税適用除外措置※を踏まえ、以下の見直しを実施。 

・ 国内産業の国際競争力維持の観点から、ビニレンカーボネート（VC）等４品目の関税率（基本税率）

を無税化。 

・ 将来の国産化の可能性を踏まえつつ、バイオマスプラスチックのさらなる普及促進の観点から、バ

イオポリエチレンの関税率（暫定税率）を無税化。 

※ 平成30年度から中国産868品目、ブラジル産２品目が適用除外となっており、平成31年度から中国、タイ、メキ

シコ、マレーシア、ブラジルの計５か国からの輸入品全てが適用除外となる。 

 

２．施行日 

 

平成31年４月１日 
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平成３０年の全国の税関における 
金地金密輸入事犯の摘発状況 

参考：財務省ホームページ 

 

金地金の密輸入1,088件摘発/押収量は２トン超え 

財務省は、平成30年において全国の税関で摘発された金地金密輸入事犯の実績をまとめましたのでお知ら

せします。 

平成30年に全国の税関が摘発した金地金※密輸入事犯の件数は1,088件（前年比約20％減）、押収量は2,119kg

（前年比約65％減）でした。摘発件数、押収量ともに減少傾向にあり、手口も小口化傾向にあります。 

※ 金地金には、金塊に加えて一部加工された金製品も含む 

 

■過去10年間の摘発状況 

 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

摘発件数（件） 27 15 17 18 12 119 465 811 1,347 1,088

押 収 量（kg） 214 92 63 79 133 449 2,032 2,802 6,277 2,119※

※ 平成30年の押収量は速報値 

 

・ 摘発した事犯を密輸形態別件数でみると、前年は航空機旅客等による密輸入が全体の９割以上であったの

に対して、平成30年は、航空機旅客等が約６割にとどまる一方、航空貨物が3.5割を占め、密輸形態が多

様化しています。 

・ 密輸仕出地別にみると、香港、韓国、中国の順に摘発件数が多く、上位３か国・地域で全体の約８割を占

めました。特に、中国からの密輸入が増えている状況（前年比７倍）です。 

・ 摘発事例は全国にまたがっており、大規模空港のみならず地方の海港・空港（清水港、宮崎空港等）でも

摘発。金密輸入に対しては、全国の税関で取締りを強化し、厳正に対処しています。 

 

■密輸形態別の摘発状況（H30） ■密輸仕出地別の摘発件数（H30） 

密輸形態 摘発件数（件） 押収量（kg） 

航空機旅客等 653 1,876 

航空貨物 390 219 

国際郵便 36 9 

船員等 8 14 

海上貨物 1 0 

合計 1,088 2,119 

（注）航空機旅客等には航空機乗組員を含み、船員等には船舶

旅客を含む。 

海上貨物の押収量はkg未満であることからゼロ表示と

なる。 

密輸形態別の押収量は各々端数処理を行っているため、

全てを合算しても合計の押収量の数値とは一致しない。
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［東京支部］ ＧＥＯＤＩＳ Ｊａｐａｎ株式会社 

 

■代表者＝代表取締役 坂本 幹夫 

■事業内容＝国際航空・海上貨物運送事業、通関業、

インダストリアル・プロジェクト等 

■住所＝〒141-0032 

東京都品川区大崎5-1-11 住友生命五反田ビル5階

■TEL＝03-6431-8045 

■FAX＝03-5719-3537 

■HP＝https://geodis.com/us 

（日本版HPへ現在制作中） 

フランスの鉄道会社SNCFグループの物流事業で世
界五大陸に展開するGeodisグループの日本法人で
す。世界120カ国、3万人に及ぶ物流のプロフェッショ
ナルを擁するグローバル・ロジスティック・プロバイダー
です。 

航空、海上、陸送を駆使して貨物を世界中に輸送
すると共にお客様のニーズに沿った輸送手段を提供
しております。 

今年からは通関業を取得し、日本でのシェア拡大を
念頭に大きな一歩を踏み出そうとしております。 

   

［沖縄支部］ ロイヤルインフライトケイタリング株式会社 沖縄工場 

 

■代表者＝代表取締役社長 梅津 光浩 

■事業内容＝航空機内食の調製・販売及び搭載等 

■住所＝〒901-0142 

沖縄県那覇市字鏡水崎原地先 

フリーゾーン2号棟1階 

■TEL＝098-891-9890 ■FAX＝098-857-2151 

■HP＝http://www.royal-ic.co.jp/ 

ロイヤルホールディングス傘下で機内食事業を扱う
ロイヤルインフライトケイタリング（以下、ＲＩＣ）は機内食
の調製・搭降載を担う機内食専門会社であり、2015年
7月1日に那覇空港至近の国際物流拠点産業集積地
域那覇地区に機内食工場を開設致しました。 

ＲＩＣが運営する機内食工場は福岡、関西国際空港
に次いで那覇空港が３空港目となります。 

 

［神戸支部］ 神戸トレードマネージメント株式会社 

 

■代表者＝代表取締役 米田哲也 

■事業内容＝通関取次、トラック・コンテナ配送取次、国

際貨物輸送取次 

■住所＝〒651-0087 

兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目1-6 

ジェイルミナ神戸三宮505号室 

■TEL＝078-855-5364 ■FAX＝078-855-5365 

■HP＝http://k-t-m.net/ 

当社は海上コンテナ取扱量国内2位の神戸港に拠
点を構え、顧客に国内・国際輸送及び貿易コンサルテ
ィングサービスを提供しております。 

主に、日本の化粧品・食品・自動車・機械類の輸出
手続き、関税暫定措置法による減税を適用した衣類
の海外加工貿易を得意としております。 

経済連携協定や特恵税率の適用手続きについても
お任せください。 
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〒101－0062  東京都千代田区神田駿河台3－4－2 日専連朝日生命ビル6F
TEL ▲ 03－6826－1430　FAX ▲ 03－6826－1432　URL ▲ http://www.kanzei.or.jp/

公益財団法人 日本関税協会
JAPAN TARIFF ASSOCIATION

中国の貿易と通関、関連制度の活用法を、Q&Aを交えて分かりやすく解説 ！
世界第二位の経済大国となった中国。今や生産拠点のみならず、巨大市
場としてもその存在感を増しています。
その一方で、中国との通関手続・貿易取引は、日本とは異なる制度によっ
て生じるトラブルや、「何が問題なのかよくわからない」という悩みも絶え
ません。
本書は、対外貿易権から、中国税関の構造、加工貿易制度、保税制度の活
用法にいたるまで、中国取引の全般を、経験豊富な著者がわかりやすく解
説しています。
付録に中国税関法の抄訳も掲載し、対中取引のよりどころとしてもご利用
いただけます。

Q&A形式で解決！
日常業務で直面する
よくある疑問をQ&A
で掲載。実務現場での
「わからない」が
解消されます。

2019年3月発行

A5判約344頁／定価2,916円（本体2,700円）／送料実費
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本 部 

■主な活動 ················································································  

【2018年11月】 

教育セミナー「品目分類 第２回」 

［11.26／於：連合会館（東京）］ 

自動車とその部分品・附属品及びその他の輸送機器等の分類

について検討。第87類、特に87.03の乗用車及び87.04の貨物自

動車並びにそれらの部分品・附属品の取扱いを中心に、鉄道、航

空機、船舶等の輸送機器の分類の概要について解説を行った。 

セミナー「TPP11、日本・EU EPAの意義と、これからの貿易・ビジ

ネスへの取組み～環太平洋および欧州との貿易・ビジネスはどう

変わるか、どう生かすか～」（東京商工会議所・関西学院大学・日

本関税協会・日本観光振興協会 共催） 

［11.27／於：ステーションコンファレンス東京「サピアホール」］ 

基調講演『TPP11(CPTPP)、

日本・EU EPAの意義と、我が

国の貿易』（財務省大臣官房

審議官 高見 博氏）及びプレ

ゼンテーション「TPP11および

日本・EU EPAの活用と原産地

規則」（アールFTA研究所 代

表取締役 麻野良二氏）、「デ

ンソーの海外事業展開と、日本・EU 協定活用の可能性」（㈱デン

ソー 白石圭高氏）、「日本酒の輸出戦略と、地理的表示の活用を

通じたブランド展開」（出羽桜酒造㈱ 代表取締役社長 仲野益

美氏）の後、『TPP11と日本・EU EPAで日本の貿易はどう変わる

か、どう生かすか』と題してパネルディスカッションを行った。 

≪CIPIC≫ 
関税局との非公式意見交換会 

[11.16／於：関税局会議室] 

【12月】 

貿易実務研究部会（第671回） 

［12.4／於：学士会館（東京）］ 

◎「最近のコンテナ輸送業界の現状と課題」 

AEO研修 

［12.11／於：連合会館（東京）］ 

AEO事業者に必要とされる通関手続及びAEO制度についての

研修を実施し、37名が参加。グループ討議を多く取り入れた研修

を実施。 

教育セミナー「品目分類 第３回」 

［12.10／於：連合会館（東京）］ 

第３回は紡織用繊維及びその製品の分類について検討。紡織

用繊維及びその製品（第50類～第63類）の分類の原則や、第50

類～第63類に分類される物品と、そこから除外される雑品等（第94

類～第96類）の取扱い等について解説を行った。 

「2019年度 通関士養成講座ガイダンス」 

[12.14／於：連合会館（東京）] 

通関士の仕事と役割、通関

士試験の概要説明、勉強法の

紹介、合格者による体験談発

表等を実施。通関士試験の合

格者が、勉強法や試験本番ま

での心構えなどについてスピ

ーチを行った。 

教育セミナー「基礎から振り返る貿易実務」 

[12.17-18／於：連合会館（東京）] 

幅広い貿易取引全体の流れを押さえながら、貿易取引と貿易

業務の重要なポイントを理解し、貿易実務の基礎を確認する講

座。貿易取引に使用される基本的かつ重要な書類の働きとその

内容について解説を行った。 

AEO検討会 

［12.１8／於：関税協会会議室（東京）］ 

『輸出統計品目表2019年版』発行 

[12.20]★会員配付 

輸出統計品目分類名を日英両文で、一覧

形式で掲載した品目表です。また、各品目

に適用される関税関係以外の法令を参考欄

でフォローし、さらに、附表として、貿易形態

別符号表、船（機）籍符号表、税関符号表等

の資料を掲載しています。 

定価：本体9,800円＋税 

『商品ネームテーブルデータ2019年版』の発売［12.25］ 

HS商品ネームテーブルとは、HSコードに対応した品目集です。

2019年の改正に対応した最新版のテーブルの販売を開始。 

『ゼーラム2017』のアップデート［12.28］ 

「実行関税率表」及び「輸出統計品目表」データの最新版を当

協会ホームページに公開。 

『Webタリフ』のアップデート［12.30］ 

「Webタリフ（実行関税率表）」の2018年１2月30日版を当協会ホ

ームページに公開しました。 

≪CIPIC≫ 
WCO・CAP会合出席 

[12.5-9／ブリュッセルWCO本部] 

WCO留学生と権利者との意見交換会 

[12.19／於：青山学院大学] 

【2019年1月】 

『Webタリフ・Web輸出統計品目表』のアップデート［1.7］ 

「Web輸出統計品目表」の2019年１月１日版を当協会ホームペ

ージに公開しました。 

教育セミナー「貿易取引の英文レター」 

［1.11／於：連合会館（東京）］ 

貿易取引の仕組みを解説した後、貿易実務で使われている英

語の基本用語やイディオム、言い回しなどを解説。基本的な表現

を活用し、オファーや見積書、船積書類を演習形式で作成。貿易

実務には欠かせない英文での書類作成について、日常業務に活

かせる講座として講義を実施。 

TPP11(CPTPP)及び日EU･EPAに係る原産地規則説明会 

［1.15／於：連合会館（東京）］ 

東京税関原産地センター担

当官を講師に招き、TPP11及

び日EU･EPAに係る原産地規

則について、制度の概要及び

書類作成等についての説明

会を開催。午前と午後にそれ

ぞれ説明会を行い、121名が

参加した。参加者からは、制度の利用方法等について熱心に質

問がなされた。 
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教育セミナー「貿易実務 基礎編」(大阪) 

［1.16／於：新梅田研修センター（大阪）］ 

貿易取引における主要な書

類の目的と機能、インコターム

ズで定める費用及び保険負担

の範囲等、貿易実務について

広く解説を行った。 

貿易実務研究部会（第672回） 

［1.18／於：学士会館（東京）］ 

◎「最近の監視行政について」 

AEO事業者連絡協議会分科会(九州地区) 

［1.21／於：福岡県中小企業振興センター］ 

製造・輸出入事業者、通関･

物流事業者合同で開催し、23

社・34名が参加した。東京税関

AEOセンターからの説明及び

AEO事業者（関光汽船(株)）に

よる実務事例の発表を行い、ま

た、これまでの分科会等で出された要望・意見を検討会において

議論し、その結果についての報告を行った。 

教育セミナー「品目分類 第４回」 

［1.21／於：連合会館（東京）］ 

関税率表の解釈に関する通則１～６について検討。同通則の

個別物品の分類への適用事例の解説を行った。 

教育セミナー「貿易実務（基礎編）」 

［1.24／於：連合会館（東京）］ 

貿易取引における主要な書類の目的と機能、インコタームズで

定める費用及び保険負担の範囲等、貿易実務について広く解説

を行った。 

「2019年度 通関士養成講座ガイダンス」 

[1.27／於：連合会館（東京）] 

TPP11(CPTPP)及び日EU･EPAに係る原産地規則説明会 

［1.31／於：連合会館（東京）］ 

東京税関原産地センター担当官を講師に招き、TPP11及び日

EU･EPAに係る原産地規則について、制度の概要及び書類作成

等についての説明会を開催し、67名が参加した。参加者からは、

制度の利用方法等について熱心に質問がなされた。 

【2月】 

AEO研修 

［2.2／於：新大阪NLCビル（大阪）］ 

AEO事業者に必要とされる通関手続及びAEO制度についての

研修を実施し、６名が参加。今回からプログラムの一部を変更し、

グループ討議を多く取り入れた研修を実施。 

「2019年度 通関士養成講座ガイダンス」 

[2.3／於：TKP横浜ビジネスセンター（横浜）] 

AEO研修 

［2.4／於：CIVI研修センター新大阪東］ 

AEO事業者に必要とされる通関手続及びAEO制度についての

研修を実施し、29名が参加。グループ討議を多く取り入れた研修

を実施した。 

AEO事業者連絡協議会分科会(阪神地区) 

［2.5／於：CIVI研修センター新大阪東］ 

製造・輸出入事業者（19社･

29名）、通関･物流事業者（49

社･81名）が参加し、東京税関

AEOセンターからの説明及び

AEO事業者（トヨタ紡織(株)、

鴻池運輸(株)）による実務事例

の発表を行った。また、これま

での分科会等で出された要望・意見を検討会において議論し、そ

の結果についての報告を行った。 

教育セミナー「ステップアップ貿易取引」 

［2.7／於：連合会館（東京）］ 

商社を30年、フォワーダーを11年勤務した講師が、貿易取引の

現状を踏まえ、リスクの回避、見落としがちな貿易実務の問題点

を、体験談を織り交ぜながらテーマを絞って解説を行った。 

教育セミナー「輸出通関手続」 

［2.12／於：連合会館（東京）］ 

通常の輸出申告と特定輸出

申告の手続の違いや、減免戻

し税等についての留意点、経

済連携協定の活用法及び事後

調査について詳細に解説。 

教育セミナー「輸入通関手続」 

［2.13／於：連合会館（東京）］ 

輸入通関手続の流れや特殊

関税、減免戻し税、特恵関税制

度並びに関税評価・課税価格

の決定方法について詳細に解

説。 

教育セミナー「中国の通関と貿易」 

［2.14／於：連合会館（東京）］ 

初めて対中国貿易に従事する事業者に向けて、中国貿易・通

関に係る特殊で難解な制度・枠組みや手続を解説。また、中国進

出後を想定した中国国内での物流事情、保税制度の活用法につ

いても解説を行った。 

貿易実務研究部会（第673回） 

［2.14／於：学士会館（東京）］ 

◎「2019年度関税改正について」 

「2019年度 通関士養成講座ガイダンス」 

[2.16／於：連合会館（東京）] 

≪CIPIC≫ 

発明推進協会主催の外国税関職員と権利者との意見交換会 

[2.21／於：発明推進協会会議室] 

■今後の予定 ··········································································  

【2月】 

教育セミナー「品目分類 第５回」 

◎講師：長瀬透氏 

◎開催日：2019年２月18日（月） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：8,000円＋税／一般：12,000円＋税 

AEO事業者連絡協議会分科会（東海地区） 

◎開催日：2019年２月18日（月） 

◎会場：名古屋港湾会館 
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教育セミナー「実地研修 川崎外郵・羽田空港」 

◎開催日：2019年２月20日（水） 

◎受講料：賛助会員：12,000円＋税／一般：18,000円＋税 

教育セミナー「貿易実務（金融編）」 

◎講師：曽我しのぶ氏 

◎開催日：2019年２月26日（火） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：14,000円＋税／一般：21,000円＋税 

≪CIPIC≫ 
特許庁主催の外国税関職員及び知財庁職員向け知的財産研修

におけるＣＩＰＩＣ会員と研修生との意見交換会 

◎日時：2019年２月21日（木） 

◎会場：発明推進協会会議室 

インドネシア税関向け識別研修及び意見交換 

◎日時：2019年２月25日（月）～26日（火） 

◎場所：ジャカルタ 

CIPIC会員による税関見学会 

◎開催日：2019年２月６日（火） ◎会場：横浜税関本関（横浜） 

【3月】 

AEO事業者連絡協議会分科会(京浜地区) 

◎開催日：2019年３月１日（金） 

◎会場：連合会館 

教育セミナー「貿易取引のリスク対策」 

◎講師：曽我しのぶ氏 

◎開催日：2019年３月１日（金） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：15,000円＋税／一般：22,500円＋税 

教育セミナー「検証：中国貿易と通関（輸出編）」 

◎講師：岩見辰彦氏 

◎開催日：2019年３月５日（火） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：14,000円＋税／一般：21,000円＋税 

教育セミナー「検証：中国貿易と通関（輸入編）」 

◎講師：岩見辰彦氏 

◎開催日：2019年３月６日（水） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：14,000円＋税／一般：21,000円＋税 

「2019年度 通関士養成講座ガイダンス」 

◎開催日：2019年３月６日（水） ◎会場：連合会館（東京） 

◎参加費：無料 

貿易実務研究部会（第674回） 

◎開催日：2019年３月６日（水） ◎会場：学士会館（東京） 

◎「TPP11及び日EU・EPAの活用と原産地規則について」 

◎講師：麻野良二氏（株式会社アールFTA研究所代表取締役） 

教育セミナー「ベトナム進出とビジネスリスク」 

◎講師：斉藤雄久氏、今村茂氏 

◎開催日：2019年３月８日（金） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：14,000円＋税／一般：21,000円＋税 

AEO研修 

◎開催日：2019年３月14日（木） 

◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：13,000円／一般：18,000円 

AEO研修（成田見学会） 

◎開催日：2019年３月15日（金） 

◎会場：成田空港・国際空港上屋㈱ 

◎受講料：賛助会員：6,480円／一般：9,720円 

教育セミナー「品目分類 第６回」 

◎講師：長瀬透氏 

◎開催日：2019年３月18日（月） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：8,000円＋税／一般：12,000円＋税 

平成30年度第２回全国事務局長会議 

◎開催日：2019年３月19日（火） ◎会場：連合会館（東京） 

第44回理事会及び役員等懇談会 

◎開催日：2019年３月20日（水） ◎会場：学士会館（東京） 

メガEPAセミナー 

◎講師：今川博氏、松本敬氏 

◎開催日：2019年３月25日（月） ◎会場：連合会館（東京） 

◎受講料：賛助会員：13,000円／一般：18,000円 

≪CIPIC≫ 
CIPIC運営委員会 

◎開催日：2019年３月８日（金） 

◎会場：日本関税協会会議室 

【4月】 

2019年度 通関士養成通信教育講座開講 

◎日時：2019年４月１日（月） 

2019年度 通関士養成講習会開講 

◎日時：2019年４月４日（木） ◎会場：連合会館（東京） 

貿易実務研究部会（第675回） 

◎開催日：2019年４月９日（火） ◎会場：学士会館（東京） 

◎「貿易取引におけるブロックチェーン技術を基盤としたデジタル

プラットフォームの活用について」 

◎講師：長田信哉氏（㈱NTTデータ） 

AEO検討会 

［4.１2／於：関税協会会議室（東京）］ 

2019年度 通関士養成通信教育講座 スクーリング 

◎開催日：2019年４月20日（土）～４月21日（日） 

◎会場：連合会館（東京） 

2019年度 通関士養成講座 東京税関見学会 

◎開催日：2019年４月22日（月） ◎会場：東京税関 

≪CIPIC≫ 
CIPIC講演会 

◎開催日：2019年４月１日（月） ◎会場：連合会館（東京） 
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COLUMN 
ブレークタイム 
b r e a k t i m e 

 

第26回 “ゴルフシーズンも近い” 

 

 

 

芳賀 勝志 
 

 

『桜伐る馬鹿 梅伐らぬ馬鹿』という諺に忠実に従い、毎年せっせとかつ大胆に

剪定を続けてきている結果か、我が家の梅の木が今年も元気に赤い花を咲かせてく

れている。垣根との間の狭いスペースですぐ傍の蠟梅（ろうばい）と張り合うよう

に咲き競っている姿がいとおしい。このところ、10度以上の気温が日替わりで乱高

下する天候が続いている。これを“ジグザグ天気”と呼ぶらしいが、人間にとっても

体調を維持することがなかなか難しいこれほどの異常気象の中で、負けずに頑張っ

ている姿に何か頼もしさを感ずる。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

この梅の木、成田空港勤務だった30年ほど前になるが、底の浅い鉢に何種類かの

植物を盛り合わせる盆栽作成の機会があり、当初そこで使用した代物。当たり前だ

が当時は手のひらの大きさを下回る小さな梅の若木だった。その鉢植えが数年経過

し、現住所の家に移り住んだ際前述のスペースに植え替えておいたものなのだ。作

物や植物は鉢植えの状態では成長はとても遅いが、地面に植えると様々な栄養分が

行き渡るのかどんどん木も大きくなり今や軒先にも届くほどになってしまった。こ

れからも成長を続けるのは必至、『梅伐らぬ馬鹿』と言われないように剪定を続け

る必要があろう。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

間もなく３月、スポーツシーズンが始まる。昭和60年代の前半、面白いゴルフの

漢詩（台湾人の作）があると外務省から名古屋税関長に出向されて来ていた方から

教えていただいたことがある。ゴルフは高彌夫、クラブは桿と表現されていて、自

前の筆ペンを懐から取り出しさらさらと書いてもらえた内容は以下の通り（実際の

文字は勿論縦書き）だった。間違いが含まれていれば、何卒ご容赦を。 

                     朋友集楽高彌夫 

                     無情白球不従意 

       多打幾桿身体好       時越白杭消崖下 

       少打幾桿心情好       不顧黄杭驚池魚 

                     君勿嘆桂冠在遠 

                     暫時止打聴鶯鳴 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

上に記した漢詩「クラブを多く振れば身体に良いし 少なければ心情に良い」と

理解できるし、右側の意味も共鳴できるからほぼ汲みとれる。ゴルフシーズンもグ

ッと近づいてきた。私のゴルフは経歴が長いものの、技量の方は年々低下の一途で

成績はいつも惨憺たる状態だ。私もその一員だが、“大蔵金桜会”と称するゴルフ

コンペの会がある。関税局、税関OBの有志によるメンバー構成で、なんと昭和39年

（1964年）の発足で現在も続き昨年には驚異的な500回目のコンペ開催を記録した。

この会に関心や興味を少しでもお持ちの方がもしおられれば、現会長の津久井茂充

さんや私どもメンバーに是非ご一報を入れていただければと思う。 
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函館支部 

■主な活動 ·············································································  

【2018年11月】 
幹部セミナー（講演会） 

［11.8／於：函館国際ホテル］ 

函館支部は、125名の会員の出席を得て「幹部セミナー」を開催

しました。 

講師に函館税関長・鶴巻嘉一氏をお迎えし、「最近の税関・関税

行政を巡る状況」についてご講演いただきました。 

今後我が国で開催される国際行事とその対応、北海道胆振東部

地震の被害状況、管内空港・海港における訪日外国人旅行者の増

加状況、不正薬物・金地金の密輸摘発状況、申告官署自由化の管

内実施状況、ＥＰＡ・ＴＰＰ11等貿易に関する国際的な動きの最新情

報など、情勢が変化を続ける中での税関の対応等についての講演

に、参加者も熱心に聞き入り好評を博しました。 

引き続き行われた名刺交換会及び懇談会には、函館税関幹部

の方々にもご出席いただいて、会員相互及び税関との交流・親睦

が深められ、和やかな雰囲気の中、盛会裏に終了しました。 

セミナー風景 

 

鶴巻函館税関長 

北海道地区保税実務担当者研修会に事業協力 

［11.15／於：北海道中小企業会館（札幌市）］ 

函館支部は、札幌市において開催された「平成30年度北海道地

区保税実務担当者研修会」に事業協力しました。 

研修会では、函館税関及び輸出入・港湾関連情報処理センター

㈱の講師により、「最近の税関行政」、「保税実務」、「保税地域の非

違事例」、「NACCSでの保税業務等」について講義があり、会場を

埋めた114名の受講者は終始真剣な様子で聴講され、講義後には

質問も出されるなど大変有意義な研修会となりました。 

研修会風景 

  

【2019年1月】 
平成30年分函館税関貿易概況資料の送付 

■今後の予定 ········································································  

【2019年2月】 
苫小牧地区講演会 

◎日時: 2019年2月21日(木) 

◎場所: グランドホテルニュー王子 

東京支部 

■主な活動 ··············································································  

【2018年11月】 
教育セミナー「実地研修（成田空港）」（本部共催） 

[11.15／於：成田空港] 

教育セミナー「実地研修（東京港）」（本部共催） 

[11.22／於：東京港] 

【12月】 
税関幹部と支部役員との意見交換会 

[12.10／於：東京港湾合同庁舎会議室] 

東京港湾合同庁舎会議室において12月10日（月）、東京税関幹

部と当支部役員との意見交換会を開催しました。岸本税関長、渡辺

支部長の挨拶に続き、税関からは、前川監視部長から「テロ対策強

化に対する協力依頼について」、北村業務部長から「通関行政にお

ける最近の動向」、小林調査部長から「1.輸入事後調査の結果、2.

東京税関における不正薬物等の摘発状況、3.巧妙・組織化する金

地金の密輸」について説明をいただき、続いて支部からは、安藤常

任幹事（日本通運株式会社海運事業支店）から「東京・横浜・千葉 

通関業務標準化について」説明いたしました。それぞれの説明に

関して、質疑が交わされ、大変有意義な意見交換会となりました。 

税関幹部と支部役員との意見交換会 

  

【2019年1月】 
三団体新年賀詞交換会 

[1.8／於：グランドニッコー東京 台場] 

日本関税協会東京支部（渡辺支部長）、東京通関業会（曽根会

長）及び東京税関保税会（渡邉会長）による賀詞交換会を１月８日

（火）、グランドニッコー東京 台場で開催しました。開催にあたり三

団体を代表して渡辺支部長が挨拶し、続いて、来賓の岸本東京税

関長から祝辞をいただきました。その後、各団体の役員の方は、和

やかに歓談するとともに新年を迎え気持ちを新たにしていました。 

三団体新年賀詞交換会 

  

■今後の予定 ·········································································  

【2019年３月】 
群馬地区講演会 

◎日時：2019年3月5日（火） 

◎講師：東京税関長 岸本 浩氏 

山形地区講演会 

◎日時：2019年3月6日（水） 

◎講師：東京税関監視部長 前川 隆一氏 

新潟地区講演会 

◎日時：2019年3月7日（木） 

◎講師：東京税関業務部長 北村 直彦氏 

【４月】 
東京税関見学・業務説明会 

◎日時：2019年4月24日（水）～26日（金） 
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◎場所：東京税関本関 

【５月】 
経済連携協定の原産地規則セミナー 

◎日時：2019年5月22日（水） 

◎場所：青海フロンティアビル会議室 

横浜支部 

■主な活動 ·············································································  

【2018年11月】 
栃木地区会員懇談会 

[11．9／於：宇都宮グランドホテル] 

横浜税関総務部長 中村 三一氏を講師にお迎えして開催され

た講演会では、演題「最近の貿易動向と税関行政について」の講

演を傾聴されました。 

経済の基礎資料である貿易統計及び最近の税関行政全般につ

いて説明を頂き、会員からは大変好評を博しました。 

菊地幹事の挨拶 

 

講演される中村総務部長 

茨城地区会員懇談会 

[11．21／於：鹿島セントラルホテル] 

横浜税関総務部長 中村 三一氏を講師にお迎えして開催され

た講演会では、演題「最近の貿易動向と税関行政について」の講

演を傾聴されました。 

最近の税関行政全般について、地元の状況を織り込んで説明を

頂くなど、非常に興味深い内容で、会員からは大変好評を博しまし

た。 

足立原幹事の挨拶  

 

講演される中村総務部長 

福島地区会員懇談会 

[11．14／於：いわきワシントンホテル] 

横浜税関調査部長 山岸 一夫氏を講師にお迎えして開催され

た講演会では、演題「最近の貿易動向と税関行政について」の講

演を傾聴されました。 

最近の税関を取り巻く環境を説明頂くとともに、ＥＰＡの効果の一

例をワインで説明頂くなど、会員からは大変好評を博しました。 

大曲幹事の挨拶 

 

講演される山岸調査部長 

【12月】 
宮城地区会員懇談会 

[12．6／於：ホテルグランドパレス塩釜] 

横浜税関業務部長 谷 茂行氏を講師にお迎えして開催された

講演会では、演題「最近の貿易動向と税関行政について」の講演を

傾聴されました。 

輸出入申告官署の自由化や経済連携協定等の貿易の円滑化を

中心に税関行政全般について説明を頂き、会員からは大変好評を

博しました。 

徳永幹事の挨拶 

 

講演される谷業務部長 

【2018年11月～2019年1月】 
通関協議会の開催 

◎本関地区ほか１１官署において、計29回開催。 

海務協議会の開催 

◎本関地区ほか２官署において、計５回開催。 

■今後の予定 ·········································································  

【2019年２月】 
千葉地区会員懇談会 

◎日時：2019年２月６日（水） 

◎場所：ポートプラザ ちば 

横浜税関検数・検定協議会の開催 

◎日時：2019年２月１２日（火） 

◎場所：横浜税関本関 

【４月】 
時局講演会の開催 

◎日時：2019年４月15日（月） 

◎場所：ローズホテル横浜 

名古屋支部 

■主な活動 ··············································································  

【2018年11月】 
衣浦地区懇談会・講演会 

［11.15／於：衣浦グランドホテル］ 

武藤税関長及び税関幹部をお招きし浅野副支部長などと懇談し

たのち、講演会では税関長から｢最近の税関行政等について｣の講

演を傾聴いたしました。大変判り易く説明いただき、会員からは大

変好評を博しました。 

浅野副支部長の挨拶 

  

名古屋税関業績者表彰式 

［11.28／於：名古屋税関］ 

当協会役員として永年にわたり関税行政に功労されたことが称え

られ、名古屋支部役員に税関長から感謝状が手渡されました。 

東陽倉庫(株)白石好孝氏 

 

はごろもフーズ(株)後藤康雄氏 

【2019年１月】 
TPP11及び日EU・EPAに係る原産地規則説明会 

［1.28／於：名古屋港湾会館第一会議室］ 
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東京税関原産地センターから講師をお招きしTPP11及び日EU・ 

EPA原産地規則の概要、及び新たに本格導入された自己申告制

度の記載方法等の実務を中心にご説明いただきました。説明会に

参加の皆様がTPP11及び日EU・EPAの原産地規則の活用に関す

るご理解を深めて貿易業務に活用していただければと思います。 

太田原産地調査官 

 

セミナー風景 

豊橋地区懇談会・講演会 

［1.23／於：豊橋アソシアホテル］ 

武藤税関長及び税関幹部をお招きし、神野幹事・山田幹事など

と懇談したのち、講演会では税関長から｢最近の税関行政等につい

て｣の講演をいただきました。44名と多数の会員の皆様に出席して

いただき和やかな交歓のうち親睦を深めて盛会に終了いたしまし

た。 

神野幹事 山田幹事 

 

税関幹部の皆様 

■今後の予定 ········································································  

【2019年２月】 
四日市地区懇談会・講演会 

◎2019年2月5日（火） 

◎場所：四日市都ホテル 

【３月】 
清水地区懇談会・講演会 

◎日時：2019年3月7日（木） 

◎場所：マナーハウス・エリザベート 

【４月】 
税関実務研修会 

◎日時：2019年4月24日（水）、25日（木） 

◎場所：マナーハウス・エリザベート 

大阪支部 

■主な活動 ·············································································  

【2018年11月】 
「原産地規則セミナー」（神戸支部共催） 

[11.4／於：神戸、11.5／於：大阪] 

  

  

「税関長講演会」 

[11.14／於：ホテル大阪ベイタワー] 

◎演題：「グローバル経済と関税政策」 

◎講師：大阪税関長 高木隆氏 

 

 

 

「関空保税会専門部会」 

[11.15] 

「桜島保税会定例会」 

[11.16] 

「滋賀保税会総会」 

[11.19] 

「保税事務研修」 

[11.13（南大阪）、11.15（和歌山）、11.19（京都）、11.21（関空）、

11.22（大手前）、11.26（福井）、11.28（舞鶴･宮津）] 

「関税分類研修」 

[11.12（富山）、11.19（和歌山）、11.26（石川）] 

「保税実務担当者説明会」 

[11.29] 

【12月】 
関空保税会定例会 

[12.13] 

南大阪保税会総会 

[12.18] 

【2019年１月】 
「保税部会報第30号」発行 

教育セミナー「貿易実務 基礎編」（本部主催） 

[1.16／於：新梅田研修センター] 

保税事務研修会 

[1.26／丸善インテックアリーナ（本関･関空･桜友会）] 

研修会 

 

 

関空保税会臨時幹事会 

[1.11] 

関空保税会定例会 

[1.16] 

■今後の予定 ·········································································  

【2019年２月】 
保税南港会総会 

AEO研修 

◎日時：2019年2月4日（月） 

◎場所：CIVI研修センター新大阪東 

AEO事業者連絡協議会分科会 

◎日時：2019年2月5日（火） 

◎場所：CIVI研修センター新大阪東 

TPP11及び日EU・EPAに係る原産地規則説明会 

◎日時：2019年2月6日（水） 

◎場所：エル･おおさか 

関税分類研修会 

◎日時：2019年2月19日（火） 

◎場所：エル･おおさか 
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神戸支部 

■主な活動 ·············································································  

【2018年11月】 
「税関業務説明会」原産地規則、関税評価、保税等 

［11.1、19（新居浜、今治）、14（水島）、20（姫路、福山）］ 

時局講演会 

［11.20／於：メリケンパークオリエンタルホテル（神戸)］ 

◎演題:「2018中国税関の新たな取り組みと動きについて」 

◎講師:世民外国法弁護士事務所 高 師坤 氏 

     上海市世民律師事務所 廖 勇 氏 

高 師坤 氏 

 

廖 勇 氏 

 

  

研修見学会 

［11.28（福山）、29（宇野）］ 

通関連絡会 

［11.20（新居浜）］ 

「こうべ保税部会報（第23号）」発行 

［11.28（神戸）］ 

【12月】 
保税内部監査人研修会 

［12.6（神戸）、11（香川）、12（岡山）、13（広島）］ 

宮内保税地域監督官 

 

吉田認定事業者管理官 

家島上席監視官 

 

神戸会場 

広島会場 

 

高松会場 

 

 

 

「税関業務説明会」 関税評価、品目分類、関税分類 

［12.6、11（福山）、10（新居浜・今治）］ 

税関幹部との意見交換会 

［12.10(徳島)］ 

通関連絡会 

［12.18(新居浜)］ 

【2019年1月】 
「協議会報もみじ（第63号）」発行 

［1.7（広島）］ 

「姫路協議会報（第74号）」発行 

［1.31（姫路）］ 

通関連絡会 

［1.22（新居浜）］ 

■今後の予定 ·········································································  

【2019年2月】 
保税業務担当者研修会（神戸） 

◎日時:2月14日（木）、15日（金） 

◎場所:神戸ポートオアシス 

保税業務担当者研修会（岡山） 

◎日時:2月20日（水） 

◎場所:丸田産業㈱貸会議室 

保税業務担当者研修会（広島） 

◎日時:2月25日（月） 

◎場所:RCC文化センター 

保税業務担当者研修会（香川） 

◎日時:2月26日（火） 

◎場所:高松センタービル 

門司支部 

■主な活動 ··············································································  

【2018年11月】 
徳山地区懇談会・講演会 

［11.7／於：ホテルサンルート徳山（周南市）］ 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：門司税関長 福田 浩昌 氏 

◎演題：「メコン地域における越境物流への取り組み 

～東西経済回廊・南部経済回廊～」 

◎講師：山九㈱ロジスティクス・ソリューション事業本部営業部 

国際営業グループマネージャー 福田 規保 氏 

講演：福田 浩昌氏 

 

講演：福田 規保氏 

岩国地区懇談会・講演会 

［11.8／於：岩国国際観光ホテル（岩国市）］ 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：門司税関長 福田 浩昌 氏 

岩国地区懇談会恒例の地区会員企業の紹介では、「山九株式

会社 企業紹介」と題して、山九(株)岩国支店マネージャー渡辺 貴

也 氏から紹介がありました。 

当日は、岩国地区会員１2社全社から、23名が聴講しました。 
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講演会風景 

  

伊万里・唐津地区懇談会・講演会 

［11.14／於：伊万里グランドホテル（伊万里市）］ 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：門司税関調査部長 佐藤 千里 氏 

講演：佐藤 千里 氏 

  

保税業務管理者研修会（細島地区） 

［11.15／於：細島港湾合同庁舎］ 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 新屋 政男 氏 

保税実務担当者研修会（細島地区） 

［11.16／於：細島港湾合同庁舎］ 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 新屋 政男 氏 

萩地区懇談会・講演会 

［11.19／於：高大（萩市）］ 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：下関税関支署長 松原 弥栄 氏 

講演：松原 弥栄 氏 

  

保税業務管理者研修会（洞海地区） 

保税実務担当者研修会（洞海地区） 

［11.20／於：戸畑税関支署（北九州市）］ 

◎講師：門司税関 実務指導官 松永 和義 氏 

研修風景 

  

博多・福岡空港地区懇談会・講演会 

［11.22／於：ハイアットリージェンシー福岡（福岡市）］ 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：門司税関長 福田 浩昌 氏 

◎演題：「2018年版ジェトロ世界貿易投資報告について」 

◎講師：日本貿易振興機構 海外調査部 

国際経済課長 米山 洋 氏 

来賓挨拶として博多税関支署長 児玉 竜太郎 氏及び福岡空

港税関支署長 河合 俊彦 氏の両名から挨拶をいただき、議事に

入りました。 

なお、門司支部内最大規模の同地区懇談会・講演会には、約

100名の方が参加し聴講されていました。 

講演：米山 洋 氏 

 

講演会風景 

細島地区懇談会・講演会 

［11.29／：ホテルベルフォート日向（日向市）］ 

◎演題：「細島港の現状と沿革について」 

◎講師：宮崎県北部港湾事務所長 平部 隆典 氏 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：門司税関監視部長 川野 藤則 氏 

来賓挨拶：日向市長 十屋 幸平氏 

 

講演：川野 藤則氏 

【12月】 
保税実務担当者研修会（博多・福岡空港地区） 

［12.10／：於：福岡港湾合同庁舎］ 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 新屋 政男 氏 

研修風景（会場は受講者で満席） 

  

保税業務管理者研修会（博多・福岡空港地区） 

［12.18／：於：福岡港湾合同庁舎］ 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 新屋 政男 氏 

研修風景（会場は受講者で満席） 

  

【2019年1月】 
保税業務管理者研修会（徳山地区） 

保税実務担当者研修会（徳山地区） 

［1.15／於：徳山港湾合同庁舎（周南市）］ 

◎講師：門司税関 実務指導官 松永 和義 氏 

油津地区懇談会・講演会 

［1.18／：日南第一ホテル（日南市）］ 

◎演題：「日南市における油津港の取組みについて」 

◎講師：日南市役所クルーズ室 室長補佐 山下 智慎 氏 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：門司税関業務部長 福田 敏行 氏 

講演会風景 
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ＡEO事業者連絡協議会分科会（九州・沖縄地区） 

［1.21／於：福岡県中小企業振興センター（福岡市）］ 

AEO事業者である関光汽船(株)様から法令順守活動や通関非

違の防止対策等について詳しい内容をご説明いただきました。本

部からは、「AEO制度の一層の活用策、改善策について」を東京税

関・AEOセンターから「AEO体制の維持・向上について」と題した説

明がありました。 

参加者（23社、34名）の皆様の今後の取り組みに大いに参考にな

ったのではないかと思われます。 

分科会風景  

  

大分地区懇談会・講演会 

［1.23／：大分センチュリーホテル（大分市）］ 

◎演題：「最近における税関行政について」 

◎講師：門司税関長 福田 浩昌 氏 

講演：福田 浩昌 氏  

  

保税実務担当者研修会（門司・小倉地区） 

［1.30／於：旧大連航路上屋（北九州市）］ 

◎講師：（午前）門司税関監視部保税地域監督官 新屋 政男 氏 

（午後）門司税関 実務指導官  松永 和義 氏 

研修風景 

  

■今後の予定 ········································································  

【2019年2月】 
保税業務管理者研修会（大分地区） 

保税実務担当者研修会（大分地区） 

◎日時：2019年2月7日(木) 

◎場所：於：大分港湾合同庁舎（大分市） 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 職員 

保税業務管理者研修会（岩国地区） 

保税実務担当者研修会（岩国地区） 

◎日時：2019年2月20日(水) 

◎場所：岩国港湾合同庁舎（岩国市） 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 職員 

【３月】 
保税実務担当者研修会（西山口ブロック） 

◎日時：2019年3月5日（火） 

◎場所：下関海陸運送㈱会議室 （下関市） 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 職員 

NACCS利用者向け保税業務研修会 

◎日時：2019年3月13日(水) 

◎場所：福岡県中小企業振興センター（福岡市） 

◎講師：NACCS九州事務所 職員 

保税業務管理者研修会（伊万里・唐津地区） 

保税実務担当者研修会（伊万里・唐津地区） 

◎日時：2019年3月15日(金) 

◎場所：伊万里港湾合同庁舎（伊万里市） 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 職員 

承認工場研修会（門司・長崎支部共催） 

◎日時：2019年3月 (日程調整中) 

◎場所：福岡港湾合同庁舎（福岡市） 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 職員 

【４月】 
経済連携協定の原産地規則説明会 

◎日時：2019年4月15日(月)、16日(火) 

◎場所：福岡県中小企業振興センター（福岡市） 

◎講師：東京税関業務部総括原産地調査官 

2018九州経済圏の貿易・全国港別貿易額表発行 

(4月下旬発行予定) 

長崎支部 

■主な活動 ··············································································  

【2018年11月】 
八代地区会員講演会・懇談会 

[11.7／於: ザ・ニューホテル熊本（熊本市）] 

長崎税関監視部長 望月光弘氏を講師にお迎えして八代地区会

員講演会を開催しました。 

講演では、税関の３つの使命や国際的なモノやヒトの流れの現状

のほか、最近の金塊密輸に対する緊急対策等について分かり易く

説明いただきました。 

講師：長崎税関監視部長 望月光弘氏 

 

熱心に聴講される皆さん 

第２回保税業務講習会 

[11.21／於: 志布志港湾合同庁舎（志布志市）] 

[11.26／於: 長崎税関共用会議室（長崎市）] 

長崎税関監視部保税地域監督官部門の職員による保税地域に

おける貨物管理についての講習会を志布志、長崎の２地区で開催

し、計45社67名の方に参加いただきました。 

志布志会場での活発な意見交換の様子 

  

「関税メールプレス｣発行:４回 

【12月】 
第２回保税業務講習会 

[12.5／於: 八代市厚生会館（八代市）] 

[12.7／於: 三池港物流福祉センター（大牟田市）] 

[12.10／於: 佐世保港湾合同庁舎（佐世保市）] 

長崎税関監視部保税地域監督官部門の職員による保税地域に

おける貨物管理についての講習会を八代、三池、佐世保の３地区

で開催し、計60社80名の方に参加いただきました。 
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Bra nch  ac t i v i t y  支 部 活 動 
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長崎税関講師の皆さん 

  

｢関税メールプレス｣発行：４回 

【2019年１月】 
AEO事業者連絡協議会分科会九州・沖縄地区 

[1.21／於：福岡県中小企業振興センター（福岡市）] 

◎講師：東京税関AEO担当官 

◎発表：関光汽船（株） 

22社34名の方に参加いただきました（門司・沖縄支部と共催） 。 

活発な意見交換が行われました。 

  

日EU・EPA活用促進セミナー 

[1.31／於: 長崎商工会館2階ホール（長崎市）] 

｢関税メールプレス｣発行：３回 

■今後の予定 ········································································  

【2019年２月】 
鹿児島地区会員講演会・懇談会 

◎日時:2019年2月4日（月） 

◎場所:ホテル・レクストン鹿児島（鹿児島市） 

TPP11活用促進セミナー 

◎日時:2019年2月21日（木） 

◎場所:長崎商工会館2階ホール（長崎市） 

貿易実務講座（税関手続編） 

◎日時:2019年2月26日（火） 

◎場所:八代ホワイトパレス（八代市） 

｢関税メールプレス｣発行 

【３月】 
NACCSを利用した保税業務研修（門司支部と共催） 

◎日時：2019年3月13日（水） 

◎場所：福岡県中小企業振興センター（福岡市） 

承認工場研修（門司支部と共催） 

◎日時：調整中 ◎場所：福岡港湾合同庁舎（福岡市） 

｢関税メールプレス｣発行 

【４月】 
EPA原産地規則説明会（門司支部と共催） 

◎日時：2019年4月15日（月）、16日（火） 

◎場所:福岡県中小企業振興センター（福岡市） 

税関業務説明会（八代・熊本地区） 

◎日時：調整中 ◎場所：八代市（調整中） 

｢関税メールプレス｣発行 

 

沖縄支部 

■主な活動 ··············································································  

【2018年11月】 
沖縄大交易会視察（田中専務理事） 

[11.30／於: 沖縄コンベンションセンター（宜野湾市）] 

【12月】 
保税業務研修会（保税部会主催） 

［12.4／九州沖縄トラック研修会館（那覇市）］ 

保税部会としての初めての保税業務研修（中級編）を九州沖縄ト

ラック研修会館実施したところ、38社73名もの会員が参加し、大変

好評でした。 
    

日EU・EPA及びTPP11に係る業務説明会（税関主催） 

［12.12］ 

総数48名の方が参加されました（内訳：通関関係13名、通関以外

17名、公的機関7名、税関職員11名） 

【2019年１月】 
MOU締結式 

［1.25］ 

沖縄地区税関と当支部保税部会は「密輸防止協力強化に関する

覚書」を締結しました。 

これは、昨年9月に沖縄地区税関保税事務連絡協議会が解散

し、当支部保税部会として新たに活動を始めたこと、税関において

は、本年以降、我が国で開催されるG20サミット、ラグビーワールド

カップ、東京オリンピック・パラリンピック等の国際的な催しを見据

え、不正薬物や銃砲のみならず、テロ関連物資等の密輸取締の強

化の必要性に加えて、近年社会問題化している金地金等の密輸入

の急増に対応する必要があり、締結に至ったものです。 

署名後握手する吾住沖縄地区税関長、 

安里支部長、新垣保税部会長（左から） 

  

■今後の予定 ·········································································  

【2019年２月～３月】 
・税関関係法令等講習会 

◎日時:2019年2月18日（月）、19日（火） 

法令改正等説明会（日程未定） 
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