
国際観光旅客税に関する説明会の開催について（案内） 

 

 日頃から税関行政にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。 

  この度、観光先進国実現に向けた観光基盤の充実・強化を図るための恒久的な

財源を確保するため、「国際観光旅客税」が創設されることとなりました。 

本税は、日本から出国する旅客から出国１回につき 1,000 円を徴収し、これを

国に納付することとされています。本税に係る徴収実施のための準備を円滑に

進めて頂くため、標記の説明会を下記のとおり全国各地で開催することとしま

したのでご案内します。 

 

 

記 

 

１. 開催日時・会場   

別紙のとおり 

２. 申込み方法   

名古屋開催及び中部空港開催につきましては、本年 11 月 16日までに、

別添出席登録票により、参加を希望する会場の連絡先宛に電子メール

または FAX にてご連絡ください。 

    それ以外の会場につきましては、それぞれの連絡先へお問い合わせく

ださい。 

３. 事前質問    

国際観光旅客税に関する事務手続について、現時点でご質問がござい

ましたら、別添質問票に記載の上、同票に記載の連絡先へ送付願いま

す。 

４. その他 

国際観光旅客税一般に関するお問い合わせ 

    ・電話相談センター 

最寄りの税務署にお電話いただき、ガイダンスに沿って「１」を押

すと、電話相談センターにつながります。（https://www.nta.go.jp/） 

        ・最寄りの税関 

税関における具体的な納付手続に関するお問い合わせは最寄りの

税関にお問い合わせください。 

（http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/ryokyakuzei_contact.htm） 

                        

 

https://www.nta.go.jp/
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/ryokyakuzei_contact.htm


         別紙 

 

１.開催日時・会場（本関地区） 

 

 (1) 札幌開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 12日（月） 10：30～12：00 

  イ 会場 札幌市中央区大通西 10丁目 

札幌第 2合同庁舎８階共用会議室（定員 30名） 

  ウ 連絡先 電 話：0138-40-4704（担当：成田） 

    FAX：0138-40-4269 

    E-mail：hkd-kanshi-kanri@customs.go.jp  

   エ 〆切 平成 30年 11月 2日（金） 

 

 (2) 厳原開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 14日（水） 15:00～16:30 

  イ 会場 長崎県対馬市厳原町東里 341-42 

厳原地方合同庁舎 3階共用会議室（定員 40名） 

  ウ 連絡先 電 話：0920-52-1112（担当：浦中） 

    E-mail： moji-izuhara@customs.go.jp 

   エ 〆切 平成 30年 11月 2日（金） 

 

 (3) 門司開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 15日（木） 15:00～16:30 

  イ 会場 福岡県北九州市門司区西海岸 1-3-10   

        門司港湾合同庁舎 本関３階ＡＢ会議室（定員 40名） 

  ウ 連絡先 電 話：050-3530-8345（担当：浅岡、藤原） 

    E-mail：moji-kanshikanri@customs.go.jp 

   エ 〆切 平成 30年 11月 2日（金） 

 

 (4) 長崎開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 16日（金） 13:00～14:30 

  イ 会場 長崎県長崎市出島町 1-36      

        長崎税関本関共用会議室（定員 50名） 

  ウ 連絡先 電 話：095-828-8641（担当：山元、朝永） 

    E-mail：nagasaki-kan_kanri@customs.go.jp 

   エ 〆切 平成 30年 11月 5日（月） 

mailto:nagasaki-kan_kanri@customs.go.jp


 (5) 横浜開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 19日（月） 15:00～16:30 

  イ 会場 神奈川県横浜市中区海岸通 1-1 

        横浜税関本関７階大会議室（定員 100名） 

  ウ 連絡先 電 話：045-212-6060（担当：安藤） 

        ＦＡＸ：045-201-6064 

    E-mail：yok-kanshikanri@customs.go.jp 

   エ 〆切 平成 30年 11月９日（金） 

※公共交通機関でのご来場をお願いいたします 

 

 (6) 大阪開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 20日（火） 10:30～12:00 

  イ 会場 大阪府大阪市港区築港 4-10-3     

        大阪港湾合同庁舎内 8階共用会議室（定員 40 名） 

  ウ 連絡先 電 話：06-6576-3109（担当：取締総括部門 池野） 

    E-mail：osaka-kanshi-torishimari@customs.go.jp 

   エ 〆切 平成 30年 11月９日（金） 

 

 (7) 神戸開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 21日（水） 10:30～12:00 

  イ 会場 兵庫県神戸市中央区新港町 12-1    

        神戸税関本関７階大会議室（定員 60名） 

  ウ 連絡先 電 話：078-333-3044（担当：柴田、小林） 

    E-mail：kobe-kakanri@customs.go.jp 

   エ 〆切 平成 30年 11月９日（金） 

※公共交通機関でのご来場をお願いいたします。 

 

 

 (8) 東京開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 22日（木） 15:00～16:30 

  イ 会場 東京都江東区青海 2-7-11 

        東京港湾合同庁舎７階税関会議室（定員 40名） 

    ウ 連絡先 電 話：03-3599-6278（担当：髙橋） 

FAX：03-3599-6445 

    E-mail：tyo-kanshi-kanri@customs.go.jp 

   エ 〆切 平成 30年 11月 12日（月） 

mailto:kobe-kakanri@customs.go.jp
mailto:tyo-kanshi-kanri@customs.go.jp


 (9) 名古屋開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 26日（月） 10:30～12:00 

  イ 会場 愛知県名古屋市港区入船 2-3-12   

        名古屋港湾合同庁舎 ２階大会議室（定員 100 名） 

  ウ 連絡先 電 話：052-654-4020（担当：鎌田） 

                FAX：052-661-2314 

    E-mail：nagoya-kanshi-kanri@customs.go.jp 

   エ 〆切 平成 30年 11月 16日（金） 

 

 (10) 沖縄開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 28日（水） 13:00～14:30 

  イ 会場 沖縄県那覇市字鏡水 280（那覇空港国際線ターミナルビル内） 

那覇空港税関支署会議室（定員 48名） 

  ウ 連絡先 電 話：098-862-8232（担当：玉城） 

    E-mail：oki-9a-k-kanri@customs.go.jp 

   エ 〆切 平成 30年 11月 16日（金） 

 

２.開催日時・会場（空港地区） 

 

 (1) 新千歳空開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 12日（月） 15:00～16:30 

  イ 会場 北海道千歳市美々(新千歳空港国際線旅客ターミナルビル) 

        千歳税関支署５階共用会議室会議室（定員 30 名） 

    ウ 連絡先 電 話：0138-40-4704（担当：成田） 

    FAX：0138-40-4269 

    E-mail：hkd-kanshi-kanri@customs.go.jp 

   エ 〆切 平成 30年 11月 2日（金） 

 

 (2) 成田空港開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 13日（火） 10:30～12:00 

  イ 会場 千葉県成田市三里塚字御料牧場 1-1 

（成田空港第 1旅客ターミナルビル 第１ターミナルビル中央棟Ｍ３階） 

         成田税関支署１ビル共用会議室（定員 100名） 

  ウ 連絡先 電 話：0476-34-2133（担当：取締調整部門 岩崎・岩本） 

ＦＡＸ：0476-34-2100 

   E-mail：tyo-narita-toricho@customs.go.jp 



    エ 〆切 平成 30年 11月 9日（金） 

                

 (3) 福岡空港開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 15日（木） 10:30～12:00 

  イ 会場 福岡県福岡市博多区大字青木 739（国際線旅客ターミナルビル）   

     福岡空港税関支署 共用大会議室（定員 72名） 

  ウ 連絡先 電 話：092-477-0100（担当：池田） 

    E-mail：moji-fukuoka-ap@customs.go.jp  

エ 〆切 平成 30年 11月２日（金） 

 

 (4) 関西空港開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 20日（火） 15:00～16:30 

  イ 会場 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中 1番地  

        CIQ合同庁舎内  5階税関大会議室スペース 1（定員 30名） 

  ウ 連絡先 電 話：072-455-1534（担当：取締総括部門 曽我部） 

    E-mail：osaka-kix-kanshikanri@customs.go.jp 

エ 〆切 平成 30年 11月９日（金） 

 (5) 中部空港開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 26日（月） 15:00～16:30 

  イ 会場 愛知県常滑市セントレア 1丁目 1番地   

        CIQ棟 1階共用会議室 （定員 90名） 

  ウ 連絡先 電 話：0569-38-7605（担当：鳥山） 

                FAX：0569-38-7608 

    E-mail：nagoya-kuko-somu@customs.go.jp 

  エ 〆切 平成 30年 11月 16日（金） 

 

 (6) 羽田空港開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 27日（火） 15:00～16:30 

  イ 会場 東京都大田区羽田空港 2-6-4（CIQ棟）      

        ＣＩＱ棟１階共用会議室（定員 102名） 

  ウ 連絡先 電 話：050-5533-6921（担当：小栁） 

ＦＡＸ：03-3747-0230 

    E-mail：tyo-haneda@customs.go.jp 

 エ 〆切 平成 30年 11月 21日（水） 

 

 



 (7) 那覇空港開催 

  ア 日時 平成 30年 11月 28日（水） 10:30～12:00 

  イ 会場 沖縄県那覇市字鏡水 280（那覇空港国際線ターミナルビル内）    

        那覇空港税関支署会議室（定員 48名） 

  ウ 連絡先 電 話：098-862-8232（担当：玉城） 

    E-mail：oki-9a-k-kanri@customs.go.jp 

エ 〆切 平成 30年 11月 16日（金） 

 


