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Jurisdiction and Organization of 
Nagasaki Customs
Jurisdiction and Organization of 
Nagasaki Customs Mission of Customs

4

four

佐賀空港

佐賀空港事務所
Saga Airport

使命

税関は、以下の3つの使命を有しています。
Customs has following three missions.

■適正かつ公平な関税等の賦課・徴収 Appropriate and Fair Collection of Duties and Taxes

　令和2年度税関で徴収した関税・消費税等は約9.1兆円。税関は国税収入の約14.1％を担う重要な徴収機関となって
おり、品目分類・関税評価等に関する適切な事前教示、通関後の事後調査等により、適正かつ公平な関税等の徴収に努
めています。

　Customs is collecting duties and domestic consumption tax on cargoes declared 
for importation and on baggages brought into Japan by overseas travelers. These 
duties and consumption tax total about 9.1 trillion yen FY 2020, or about 14.1％ of 
national tax revenue. Customs is collecting duties and taxes appropriately and 
fairly as a revenue government agency.

■安全・安心な社会の実現 Realizing a Safe and Secure Society

　税関は、国民の安全・安心を守り、我が国の経済・社会秩序を維持するため、麻薬・覚醒剤等の不正薬物、銃器、爆
発物等のテロ関連物資等、健全な経済の発展を損なう知的財産侵害物品、偽造クレジットカード等の国内への流入を水
際で阻止することを最重要課題の一つとして位置づけ、積極的な取締りを実施しています。

　To safeguard the security and safety of national's life and to maintain economic 
and social order, Customs considers blocking the inflow of harmful goods such as 
illicit drugs, firearms, terrorism related substances such as explosives and pirated 
intellectual property goods and falsified credit cards that obstruct the sound 
development of the economy into Japan at the border to be one of its most 
important tasks and is actively implementing control measures.

■貿易円滑化の推進 Further Facilitating Trade Procedures

　税関は、民間企業とのパートナーシップの構築によりコンプライアンスの優れた事業者を認定し、税関手続の簡素化
等のベネフィットを与える「AEO（Authorized Economic Operator）制度」の構築や国際物流の流れに即した手
続の改善、IT化を一層推進することにより、更なる利便性の向上に取り組んでいます。

　Through establishment of "Authorized Economic Operator（AEO）Program" 
whereby businesses with excellent compliance records will be authorized with the 
aid of partnership building with private sectors and will be entitled to benefit from 
simplified Customs procedures, Improvement of procedures to meet the needs of 
international distribution, and enhanced development of IT, Customs is devoted to 
further improvement of convenience.

　　Customs is a regional agency under the Ministry of Finance.  
There are nine regional Customs, Hakodate, Tokyo, Yokohama, 
Nagoya, Osaka, Kobe, Moji, Nagasaki, and Okinawa from north 
to south.

 Fukuoka (Kurume city, Omuta city), Saga 
(Saga city), Kumamoto, and Kagoshima.
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【安全・安心な社会の実現】

覚醒剤等の摘発に貢献しています。

65

船内検査

タイから密輸入された拳銃外国籍貨物船の乗組員が密輸入したコカイン約5㎏

（注）数量の表記について、「0」とは500gまたは500錠未満の場合を示し、「‒」とは全く無い場合を示す。

港の取締り

空港での検査風景 麻薬探知犬

クルーズ船の客室から発見された覚醒剤約6g

熊本県天草市で摘発された覚醒剤約587kg

　貿易が不正な手段によって行われると正常な経済活動を阻害するばかり
ではなく、国際的な信用も失いかねません。また、麻薬・覚醒剤等の不正
薬物、銃器、爆発物等のテロ関連物資などの密輸入は、国民の安全と健康
に重大な影響を及ぼします。
　税関は、貿易の秩序を維持し、社会の安全を守るため、海港や空港で密
輸の取締りに当たっています。

 Illicit trade such as commercial fraud also hinders proper progress of 
economy.
 Smuggling of illicit drugs, firearms, terrorism related substances such as 
explosives is harmful to the security and health of the nation. The Customs 
makes every effort to prevent such illegal trade at airports and seaports.

　不正薬物、銃器、爆発物等のテロ関連物資、知的財産侵害物品、ワシントン条約該当物品等は、関税法等により輸出入が禁止
又は規制の対象になっています。

 There is a wide range of import and export prohibitions and restrictions under the Customs law or legislation administered by 
the government. Illicit drugs, firearms, explosives and goods infringing Intellectual Property Right are prohibited. Washington 
convention related goods are restricted.

　麻薬・覚醒剤等の不正薬物、拳銃等の銃器は、輸入が禁止されています。

 Illicit drugs and firearms are prohibited from being brought into Japan.

洋上積替えにより密輸入されようとした覚醒剤約564.6kg

Realizing a Safe and Secure Society

Drug Detector Dogs

X線車による貨物検査

不正薬物、銃器

【輸出入が禁止・規制されている品物】
Prohibited or Restricted Goods

Illicit drugs and firearms

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

151

169

425

72

95

1,159kg

1,159Kg

2,587Kg

811Kg

912Kg

131Kg

156Kg

82Kg

126Kg

153Kg

2千錠

32千錠

61千錠

90千錠

127千錠

10Kg

153Kg

638Kg

820Kg

14Kg

70Kg

1Kg

17Kg

0Kg

-Kg

24

58

52

27

34

17

38

6

2

6

275

221

165

300

302

4千錠

26千錠

0千錠

1千錠

1千錠

8Kg

17Kg

14Kg

169Kg

17Kg

7

8

-

3

1

19丁

10丁

-丁

3丁

1丁

6

8

5

2

-

171

218

242

204

199

48

59

67

74

81



【安全・安心な社会の実現】

覚醒剤等の摘発に貢献しています。

65

船内検査

タイから密輸入された拳銃外国籍貨物船の乗組員が密輸入したコカイン約5㎏

（注）数量の表記について、「0」とは500gまたは500錠未満の場合を示し、「‒」とは全く無い場合を示す。

港の取締り

空港での検査風景 麻薬探知犬

クルーズ船の客室から発見された覚醒剤約6g

熊本県天草市で摘発された覚醒剤約587kg

　貿易が不正な手段によって行われると正常な経済活動を阻害するばかり
ではなく、国際的な信用も失いかねません。また、麻薬・覚醒剤等の不正
薬物、銃器、爆発物等のテロ関連物資などの密輸入は、国民の安全と健康
に重大な影響を及ぼします。
　税関は、貿易の秩序を維持し、社会の安全を守るため、海港や空港で密
輸の取締りに当たっています。

 Illicit trade such as commercial fraud also hinders proper progress of 
economy.
 Smuggling of illicit drugs, firearms, terrorism related substances such as 
explosives is harmful to the security and health of the nation. The Customs 
makes every effort to prevent such illegal trade at airports and seaports.

　不正薬物、銃器、爆発物等のテロ関連物資、知的財産侵害物品、ワシントン条約該当物品等は、関税法等により輸出入が禁止
又は規制の対象になっています。

 There is a wide range of import and export prohibitions and restrictions under the Customs law or legislation administered by 
the government. Illicit drugs, firearms, explosives and goods infringing Intellectual Property Right are prohibited. Washington 
convention related goods are restricted.

　麻薬・覚醒剤等の不正薬物、拳銃等の銃器は、輸入が禁止されています。

 Illicit drugs and firearms are prohibited from being brought into Japan.

洋上積替えにより密輸入されようとした覚醒剤約564.6kg

Realizing a Safe and Secure Society

Drug Detector Dogs

X線車による貨物検査

不正薬物、銃器

【輸出入が禁止・規制されている品物】
Prohibited or Restricted Goods

Illicit drugs and firearms

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

151

169

425

72

95

1,159kg

1,159Kg

2,587Kg

811Kg

912Kg

131Kg

156Kg

82Kg

126Kg

153Kg

2千錠

32千錠

61千錠

90千錠

127千錠

10Kg

153Kg

638Kg

820Kg

14Kg

70Kg

1Kg

17Kg

0Kg

-Kg

24

58

52

27

34

17

38

6

2

6

275

221

165

300

302

4千錠

26千錠

0千錠

1千錠

1千錠

8Kg

17Kg

14Kg

169Kg

17Kg

7

8

-

3

1

19丁

10丁

-丁

3丁

1丁

6

8

5

2

-

171

218

242

204

199

48

59

67

74

81



・爆発物、火薬類、化学兵器原材料、炭疽菌などの病原体など
・貨幣、紙幣、有価証券、クレジットカードなどの偽造品など
・わいせつ雑誌、わいせつDVDなど
・児童ポルノ

・Explosives(dynamite,gunpowder,etc), Precursor materials for chemical 
weapons, Germs which are likely to be used for bio-terrorism.
・Counterfeit, altered, or imitation coins, paper money, bank notes, or 

securities, and forged credit cards.
・Books, drawings, carvings, and any other articles which may harm public 

safety or morals(obscene or immoral materials,e.g.,pornography);
・Child pornography.

　近年、金地金の密輸入事件が多発し多額の消費税の脱税が発覚しており、さらには国内においても金を巡る強盗事件なども発生
し、社会的に大きな問題となっています。税関は、門型金属探知機を導入するなどして密輸阻止に全力を挙げて取り組んでいます。

　Gold smuggling has been expanded since the 2014 hike in consumption tax to 8% to avoid paying it.
Furthermore, robbery and other crimes related to gold trade have occurred and becoming an enormous social issue recently. We 
have endeavored to take strict regulatory measures against it, introducing new technologies such as “Metal Detector Gates”.

中国人旅客が密輸入しようとした偽造ギフトカード3,009枚

【不正輸出】

【金地金の水際取締り】

Hozei SystemHozei System

商標権侵害物品
（コピー商品）

ワシントン条約該当物品

摘発された象牙

廃棄物不正輸出の取締検査

コンテナに隠匿された盗難自動車

小型船舶を利用して密輸入しようとした
金塊約206kg

その他輸出入が禁止・規制されている品物の例

知的財産侵害物品

Prohibited or Restricted Goods

Seizures of Illegal Exports

　社会悪物品やコピー商品などの密輸入だけでなく、盗難自動車や危険
な有害廃棄物等の不正輸出が近年社会問題となっています。税関では、
関係省庁（経済産業省・環境省等）と緊密な連携をとりながら、不正
輸出の防止に取り組んでいます。

　　Not only smuggling of illegal goods such as drugs, guns, counterfeits, but 
illegal exportation of theft cars and hazardous waste has become big problems 
these days.
　　Customs officials are aiming to stop them, cooperating with other organiza-
tions （ex. Ministry of Economy, Trade and Industry, Ministry of the Environment, 
and so on).

87

CITES  ( )

Goods Infringing Intellectual Property Rights

Endangered Species and Products Thereof
Protected by CITES

Border Control on The Gold Bullions Contraband

金地金の密輸摘発実績（全国）

摘発件数（件）

2020年2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

51

150

18

79

12

133

119

449

465

2,032

811

2,802

1,347

6,277

1,086

2,054

（注1） 2014年4月、消費税が5％から8％に引き上げられる。
（注2） 2019年10月、消費税が8％から10％に引き上げられる。

押収量（kg）

61

319
（注2）（注1）

2019年 2021年

5

27
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海貨業者

財務省，法務省，厚生労働省、
農林水産省、経済産業省，国土交通省

税関、入国管理，人検疫、港長，港湾管理、動（植）物検疫、
食品衛生，貿易管理，医薬等の手続

損害保険会社

保険情報

損害保険会社

※NVOCC（Non Vessel Operating Common Carrier）

保険情報

【適正かつ公平な関税等の賦課・徴収】
Appropriate and Fair Collection of Duties and Taxes

輸入貨物検査

NACCS審査

旅具通関

　現在、税関において申告される輸出入貨物のほとんどが、NACCSと呼ば
れる、官民共同利用の電算システムを利用して通関処理されています。
　このシステムは、貨物の税関手続及び関連民間業務と税関のみならず関係
業界に広く利用され、輸出入貨物の迅速な輸送に大きく寄与しています。

　Most import and export declarations are processed by ADP system 
called NACCS which was jointly developed by Customs and 
concerned private sectors. NACCS is widely used not only by 
Customs but also by concerned private firms. NACCS is contributing 
toward rapid clearance and the smooth flow of import/export cargo.

　海外旅行者の携帯品や別送品についても通関手続が必要です。これは「旅具通
関」と呼ばれ、一般の通関手続よりも簡易な取扱いになっています。

輸出入・港湾関連情報処理システム

搬出
Warehouse Out

輸入者
Importer

搬入
Warehouse In

貨物取卸
Unloading

輸入許可
Import Permit

保税地域
Hozei Area

搬出
Warehouse Out

貨物積込
Loading

輸出者の工場、倉庫等
Factory or Warehouse of 

Exporter

搬入
Warehouse In

保税地域
Hozei Area

輸入書類作成
Arrangement of 

Document

輸入申告
Import 

Declaration

審査・検査
Examination & 

Inspection

納税
Payment of Duty

他法令許可・承認
取得

Confirmation required by 
other Relative Laws and

 Orders 

輸出許可
Export Permit

輸出書類作成
Arrangement of 

Document

審査
Examination

輸出申告
Export 

Declaration

検査
Inspection

他法令許可・承認
取得
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　近年、国際物流の飛躍的な増加等を背景に貿易の
セキュリティの確保と円滑化を両立させることが国
際物流における課題となっています。税関は、民間
企業とのパートナーシップの構築により、国際標準
に則った「AEO（Authorized Economic Operator）
制度」を導入し、活用しています。
　AEO制度とは、コンプライアンスの優れた事業者
を税関が認定し、通関手続の簡素化等のベネフィットを与える制度です。
　2005年、WCO（世界税関機構）において、その国際的な枠組みが採択され、我が国のみならず、多くの国でAEO制度が導入
されています。
　　 Among the global trend for a high level of distribution, as witnessed in the spreading of supply chain management, a major task in international 
distribution is to simultaneously ensure security and facilitation of trade. Customs are striving to build an AEO (Authorized Economic Operator) 
Program consistent with international standards and aiming to ensure the security of international trade; facilitating the latter by building a partnership 
with private enterprises.
　　 AEO Program is a special program that Customs approves operators with proven records of compliance and would give benefits, such as 
simplified Customs procedures.
　　 As a new international framework (Framework of Standards) was adopted by the World Customs Organization (WCO) in 2005, Japan and many 
other countries have implemented AEO Program or are establishing it, in accordance with this Framework of Standards.

　貨物の輸出入、海外旅行、国際郵便、個人輸入などの税関手続についての相
談や苦情の受付窓口として「税関相談官」を設けています。

制　　　度

特例輸入者制度
Authorized Importers'

 Program

特定輸出者制度
Authorized Exporters' 

Program

特定保税承認制度
Authorized Warehouse 

Operators' Program

認定通関業者制度
Authorized Customs 

Brokers' Program

特定保税運送制度
Authorized Logistics 
Operators' Program

認定製造者制度
Authorized Manufacturers'

 Program

対象事業者

輸入者

輸出者

倉庫業者

通関業者

運送業者等

製造者

制度の概要

貨物の到着前の申告・許可、納税申告前の貨物の引取りな
どができる制度

貨物がどこにあっても輸出申告を行い、輸出の許可を受け
ることができる制度

届出による新たな保税蔵置場の設置、許可手数料の免除な
どが受けられる制度

代理して行う輸出入通関において通関手続の簡素化等を受
けられる制度

簡易な手続により外国貨物の運送等ができる制度

自ら製造した貨物を保税地域に搬入することなく輸出申告
を行い、輸出の許可を受けることができる制度

　調査統計課　095–828–8659
　長崎税関ホームページ　http://www.customs.go.jp/nagasaki/

 The trade statistics are compiled from the import and export declarations and other documents filed with Customs. They are 
announced to the public every month.
 In view of their accuracy and reliability, the statistical data is  considered extremely important among economic statistics in 
Japan. They are put to wide use as references in trade agreement and negotiations government and business programs of private 
enterprises.
 The trade statistics are prepared in Research and Statistics Section of Customs and are also available from Customs Website.

　税関では、輸出入される貨物の動きを貿易統計として毎月公表しています。
　貿易統計は、我が国の経済指標の中で重要な統計の一つで、その正確性、迅速性から、国の経済政策や企業の経済活動の資料と
して幅広く活用されています。
　なお、貿易統計に関する資料は、調査部調査統計課に用意しているほか、税関ホームページからもご覧になれます。

　「税関チャットボット」とは、税関手続に関するよくある質問について、カスタム君がAI（人工知能）を活用し、
自動で回答するサービスです。ご利用にあたっては、パソコンのほか、スマートフォンやタブレットでもご利用いた
だけます。

      Customs counselor deals with consultations and complaints on the interpreta-
tion and application of laws and regulations concerning Customs duties,on 
Customs procedures for declarations and applications,and on other matters 
under the jurisdiction of Customs authority.

税関チャットボット

ご利用はコチラから
https://www.chat.customs.go.jp/?site_id=1



【貿易円滑化の推進】 【ご利用ください】Further Facilitating Trade Procedures Customs Information Service　

■ AEO制度

AEO Program in Japan
■ 我が国におけるAEO制度

税関チャットボット

Trade Statistics

AEO    Program
Customs Counselor

9 2020

90
（兆円）

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2021

　近年、国際物流の飛躍的な増加等を背景に貿易の
セキュリティの確保と円滑化を両立させることが国
際物流における課題となっています。税関は、民間
企業とのパートナーシップの構築により、国際標準
に則った「AEO（Authorized Economic Operator）
制度」を導入し、活用しています。
　AEO制度とは、コンプライアンスの優れた事業者
を税関が認定し、通関手続の簡素化等のベネフィットを与える制度です。
　2005年、WCO（世界税関機構）において、その国際的な枠組みが採択され、我が国のみならず、多くの国でAEO制度が導入
されています。
　　 Among the global trend for a high level of distribution, as witnessed in the spreading of supply chain management, a major task in international 
distribution is to simultaneously ensure security and facilitation of trade. Customs are striving to build an AEO (Authorized Economic Operator) 
Program consistent with international standards and aiming to ensure the security of international trade; facilitating the latter by building a partnership 
with private enterprises.
　　 AEO Program is a special program that Customs approves operators with proven records of compliance and would give benefits, such as 
simplified Customs procedures.
　　 As a new international framework (Framework of Standards) was adopted by the World Customs Organization (WCO) in 2005, Japan and many 
other countries have implemented AEO Program or are establishing it, in accordance with this Framework of Standards.

　貨物の輸出入、海外旅行、国際郵便、個人輸入などの税関手続についての相
談や苦情の受付窓口として「税関相談官」を設けています。

制　　　度

特例輸入者制度
Authorized Importers'

 Program

特定輸出者制度
Authorized Exporters' 

Program

特定保税承認制度
Authorized Warehouse 

Operators' Program

認定通関業者制度
Authorized Customs 

Brokers' Program

特定保税運送制度
Authorized Logistics 
Operators' Program

認定製造者制度
Authorized Manufacturers'

 Program

対象事業者

輸入者

輸出者

倉庫業者

通関業者

運送業者等

製造者

制度の概要

貨物の到着前の申告・許可、納税申告前の貨物の引取りな
どができる制度

貨物がどこにあっても輸出申告を行い、輸出の許可を受け
ることができる制度

届出による新たな保税蔵置場の設置、許可手数料の免除な
どが受けられる制度

代理して行う輸出入通関において通関手続の簡素化等を受
けられる制度

簡易な手続により外国貨物の運送等ができる制度

自ら製造した貨物を保税地域に搬入することなく輸出申告
を行い、輸出の許可を受けることができる制度

　調査統計課　095–828–8659
　長崎税関ホームページ　http://www.customs.go.jp/nagasaki/

 The trade statistics are compiled from the import and export declarations and other documents filed with Customs. They are 
announced to the public every month.
 In view of their accuracy and reliability, the statistical data is  considered extremely important among economic statistics in 
Japan. They are put to wide use as references in trade agreement and negotiations government and business programs of private 
enterprises.
 The trade statistics are prepared in Research and Statistics Section of Customs and are also available from Customs Website.

　税関では、輸出入される貨物の動きを貿易統計として毎月公表しています。
　貿易統計は、我が国の経済指標の中で重要な統計の一つで、その正確性、迅速性から、国の経済政策や企業の経済活動の資料と
して幅広く活用されています。
　なお、貿易統計に関する資料は、調査部調査統計課に用意しているほか、税関ホームページからもご覧になれます。

　「税関チャットボット」とは、税関手続に関するよくある質問について、カスタム君がAI（人工知能）を活用し、
自動で回答するサービスです。ご利用にあたっては、パソコンのほか、スマートフォンやタブレットでもご利用いた
だけます。

      Customs counselor deals with consultations and complaints on the interpreta-
tion and application of laws and regulations concerning Customs duties,on 
Customs procedures for declarations and applications,and on other matters 
under the jurisdiction of Customs authority.

税関チャットボット

ご利用はコチラから
https://www.chat.customs.go.jp/?site_id=1



http://www.customs.go.jp/nagasaki/

■ カスタム君
　「カスタム君」は、麻薬探知犬を
モデルにした税関のイメージキャラ
クターです。

■ 密輸ダイヤル
安全・安心な社会を目指して
税関では皆様から麻薬・拳銃・爆発物等のテロ関連物資・知的財産侵害物品などの密輸に関する情報をお待ちしています。

■講師派遣・職場見学
　税関では、薬物乱用防止教室や業務説明会への講師派遣や職場見学などを
随時受け入れております。

■ 税関旗
　「税関旗」は、明治25年8月3日
に制定されました。
　青い部分は海と空
　白い部分は陸地
を表しており、その接点に税関があ
ることを意味しています。

■ 税関ロゴマーク
　世界と日本の間を行き来する飛行
機と船、そしてゲートが税関を表し
ており、左の扉に描かれた天秤は「公
平性」を、右の扉に描かれた鍵は「保
全」を表しています。
　国花の桜は、税関の3つの使命で
ある安全・安心な社会の実現、関税
等の適正・公平な課税、貿易の円滑
化を表しています。

　派遣・見学のお問い合わせ
　税関広報広聴官　TEL 095-828-8606
　　　　　　　　　FAX 095-828-8908
　　　　　　　　　E-mail  nagasaki-kouhou@customs.go.jp

密輸ダイヤル

■ 税関の情報発信

Nagasaki Customs Website

461

【税関イメージキャラクター等の紹介】
Introduction of some Characters on Customs

五島市東浜町2-1-1　福江地方合同庁舎

　長崎税関（本関）には税関資料展示室があり、税関の仕事、長崎港・歴史、
拳銃・麻薬などの密輸の手口、コピー商品やワシントン条約該当物品などを
パネル、実物によりご紹介しています。
　皆さんのお越しをお待ちしております。

　　Nagasaki Customs has the P.R. room. You can see the role of Customs, 
the history of Nagasaki port, the smuggling case of guns and drugs, counterfeit 
goods, sample goods which are restricted by CITES (Washington Convention), 
and so on by examples. 

許しません　　　　　　　通しません 黒い武器（24時間受付） 白い粉 
0120－461－961

シロイ　　　　　 クロイシロイ　　　　　 クロイ

7

パソコンからは…★税関密輸情報提供サイト★

税関ホームページ ：http://www.customs.go.jp/
税関Facebook ：http://www.facebook.com/Japan.Customs
税関Twitter ：http://twitter.com/custom_kun
税関YouTube ：http://www.youtube.com/user/mof

http://www.customs.go.jp/mizugiwa/mitsuyu/mitsuyu-dial.htm

556番2

〒860-0047 熊本市西区春日2丁目10-1 熊本地方合同庁舎B棟 TEL 096-322-3004

〒894-0036 奄美市名瀬長浜町1-1 名瀬合同庁舎

〒840-2212 佐賀市川副町大字犬井道9476番地187 TEL 0952-37-3185

夢彩都
ゆめタウン

ながさき
出島道路

長崎みなと
メディカルセンター

長
崎
新
地

タ
ー
ミ
ナ
ル税関ホームページ 税関 You Tube税関 Facebook 税関 Twitter

（佐賀空港事務所）
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○弘化～嘉永頃（西暦1844～1853年頃）の長崎港の様子（泥絵）
（長崎市歴史民俗資料館所蔵）

財務省

長崎税関
NAGASAKI CUSTOMS

〒850‐0862　長崎市出島町1番36号　095－828－8611（代表）
長崎税関ホームページ　http://www.customs.go.jp/nagasaki/
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