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第２４３６回 

平成２６年１月２４日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◇ロータリーソング『手に手つないで』 
◇四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 
 

◆お客様紹介                               

・本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ 

  横浜税関千葉税関支署 支署長 高橋 喜久男様 

・横浜税関千葉支署  藤田 隆史様 

・千葉西ＲＣ  内貴 洲平様 

・元Ｒ財団親善奨学生  清水 清子様 

◆会長挨拶及び報告          斎藤 昌雄 会長  

先週、北原会員増強委員長から、５０周年に向けて会員

増強をお願いしますというお話がありました。たぶん会員の

皆様の胸に響いたのではないかと思いますが、ここにきて

新入会員のお話が何件か出てきていて大変有難いと思っ

ております。私の方でも５０周年記念式典の挨拶を考えなく

てはならないということで、今、考えているところです。目標

の５０名を達成したと言うべきなのか、ちょっと足りなかったと

言うべきなのか、大変迷っているところですが、５０名達成と

いうことで考えた方が良いという励ましの言葉を皆さんから

頂きましたので、５０名達成したという内容で挨拶を考えて

みたいと思っております。 

会員の皆様、新たな情報がありましたら是非とも北原委

員長の方へご連絡を頂ければと思います。 

◆委員会報告                              

職業奉仕委員会より （寺澤 一良委員長） 

 ２７日（月）に地区職業奉仕委員会主催の藤川享胤氏の

講演会とフォーラムがございますので、登録されている方は

お忘れにならないようご出席のほどお願い致します。 

◆幹事報告                                

３１日の例会は、懇親夜例会です。 

点鐘⇒１８：００  会場⇒ センシティタワー「東天紅」 

 

◆ニコニコボックス報告                         

≪斎藤 昌雄会長・植松 省自幹事≫ 

高橋様、本日の卓話、宜しくお願い申し上げます。内貴

様、清水様、ようこそお越し下さいました。ごゆっくりとお

過ごし下さい。 

≪江沢 一男会員≫ 

横浜税関千葉税関支署長・高橋様、藤田様、本日は

大変お忙しい中をお出でいただきまして有難うございま

す。今日の卓話、宜しくお願い致します。 

 

◆出席報告(会員数４６名)                   

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

 

 

演  題⇒ 『最近の税関行政について』 

卓話者⇒ 横浜税関千葉税関支署 

                支署長 高橋 喜久男様 

 

千葉南ロータリークラブの皆様には、様々な奉仕活動

等を通じて社会に貢献され、その長年の社会的活動に

敬意を評します。本日は私ども税関という職場を紹介さ

せていただける機会をいただき御礼申し上げます。 

本日は、「最近の税関行政について」と題し、税関業

務の概要と最近取組んでいる状況等を紹介しますが、こ

れを機に、皆様にはこれまで以上に税関を身近に感じ

ていただければ幸いです。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 3,000 円 累計 405,000 円

金の箱 680 円 累計 17,883 円

出席者数３４ 欠席者数１２ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ４ 修正出席率 ８４．７８％

千葉ＲＣ 月 2/10・2/17 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 ― ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 ― ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 2/19 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 2/19・2/26 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 2/13・2/17 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



【最近の税関行政についての説明】 

≪横浜税関の組織、管轄区域及びその歴史≫ 

 全国に横浜税関など９つの税関が所在し、約 8,800 名

の税関職員が働く。 

 横浜税関は、神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・福
島県、宮城県の 6 県を管轄 

 千葉税関支署の管轄は千葉県全域（成田地区等一部

を除く）を管轄。 

   
税関の始まりは、安政６年に横浜・函館・長崎の 3 港を

国際貿易港として開港し、同時に、各開港場に税関の
前身である“運上所”が設置され税関業務を開始した。 

明治 5 年に運上所という名称が“税関” と統一され
た。 

横浜税関は、神奈川運上所が設置されてから今年で
154 年目、税関に名称を統一してから 141 年目となり、我
が国で最も古い歴史を持つ官庁の一つ。 

千葉税関支署は、千葉港が開港する 1年前の昭和 28

年に発足した。 

 

税関の取組み 
 税関の３つの使命 
 １つ目、「安全・安心な社会の実現」 
   税関は、わが国と諸外国の水際にあって、密輸入さ

れる拳銃や覚せい剤等の不正薬物の摘発、水際阻
止を最重点課題の一つと位置づけて、厳格な取締り
を行っている。また、知的財産侵害物品、偽造クレジ
ットカード、盗難自動車、テロ・大量破壊兵器、環境保
護関連貨物等、さまざまな取締りの要請にも対応して
いる。 

  
２つ目、「適正・公平な関税等の徴収」 

   税関は、輸入品に課税される関税や消費税を徴収
しており、毎年度、国税収入の 1 割を超える税金を徴
収しており、歳入官庁としての役割も果たしている。 

 
 ３つ目、「貿易の円滑化」 

通関関係書類の電子化、ペーパーレス化の促進ほ
か、適正な貨物管理と法令遵守の体制が整っている
認定事業者には通常の通関手続きより、一層、簡便
な審査や検査を行うといったベネフィットを与える施策
も進めている。 

 

主な不正薬物の摘発実績 
 最近の全国税関における不正薬物の摘発状況 

平成 24 年の不正薬物全体の密輸入摘発件数は３０８
件で、押収量は６２６kg と押収量では前年の１．２３倍。 
 特に覚せい剤は、摘発件数は１４１件、押収量は４８２
kg と押収量は過去 10 年間では最高記録となった。平成
２５年分の覚せい剤の摘発量は既に２４年の押収量を上
回っている状況にある。 

覚せい剤の仕出し地は、一昔前であれば、中国や北
朝鮮であったが、欧州、アフリカ諸国 中国に加え、最近
はメキシコを中心とした中南米からの摘発が増加し、全
世界どこから来るかわからないという状況です。 

 

知的財産侵害物品の輸入差し止め実績 
 税関における知的財産侵害物品の取締状況 

知的財産は、企業の努力による成果や、長年培った
伝統・信頼に基づくブランド力でもあるが、知的財産侵
害物品は、正規品にただ乗りして悪用しており、公正な
経済競争の阻害、正しい産業の発展を損なうといった悪
影響のほか、偽の医薬品、化粧品等による健康被害、

偽の自動車部品・バッテリー等による事故の発生等、消
費者の健康・安全を脅かし、こられの侵害物品の販売収
益がテロ組織、暴力団に流入している との指摘もある。 
 平成２４年の知的財産侵害物品の輸入差し止め件数
は過去最高となり、また６年連続で 2 万件を超えた。 

 特に輸入差止件数では、中国来が全体の９４％を占め

一極化が進んでいる。 

 
増加要因の一つとして、インターネットによるショッピン

グが普及し、海外の商品が簡単に購入できるが、知らず
に偽ブランド品等を購入してしまう。といったケースが増
えているので注意していただきたい。 

  

 
盗難自動車の隠匿事例 
 日本製の中古車は性能等が良いこともあって、海外で
は人気があり、輸出台数が増えている。中に盗難自動車
を紛れ込ませているものがあり、税関で取締りを行って 
いる。 

 

バーゼル法違反事例 
 ゴミ等の有害廃棄物が不正に輸出されることのないよう
環境省や経済産業省等の関係省庁とも連携し、税関で
取締りを行っている。 
  
貿易統計 

貿易統計は、わが国における輸出入品の貨物の数量

や金額をまとめたもの。  

 平成２５年上半期（１月～６月）の千葉港の輸出額は
5,088 億円、輸入は 2 兆 2,453 億円となり、いずれも前年
比で伸びている。 

千葉港の輸入品目では、石油精製コンビナート、火力
発電所等の工場が多く立地されていることもあり、原粗
油、天然ガス、石油製品等の輸入が多いのが特徴。 

また、「全国主要港別貿易額順位」では、千葉港が輸

出で第 15 位、輸入で第 5 位と全国でも有数の貿易額を

誇る港です。 

 

おわりに 
覚せい剤等の不正薬物や拳銃等の取締りを効果的

に行っていくためには、関係業界ほか一般国民皆様か
らの不審な情報提供が欠かせません。どのような些細な
情報でも結構ですので、０１２０－４６１－９６１若しくは最
寄りの税関まで情報をいただきたい。 

最後に、千葉南ロータリークラブ並びに会員各社の

益々のご発展と皆様のご健勝をお祈りします 

             （文 高橋 喜久男様） 

 

 

第２４３７回例会 

≪懇親夜例会≫ 

日 時⇒ 平成２６年１月３１日(金) 点鐘１８：００ 

会 場⇒ センシティタワー「東天紅」 

第２４３８回例会 

日  時⇒ 平成２６年１月３１日(金) 点鐘１８：００ 

卓話演題⇒ 『自己紹介』 

卓話者⇒ 廻 辰一郎会員 


