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「日も風も星も」
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「関税とビジネス」
日本貿易振興機構 福井貿易情報センター 所長

関  根　成  子   様
会員
卓話 園　幸　雄   会員

㈱ヨシケイ福井　代表取締役
「ロータリーについて」 米山奨学生

方　意初　様
（ファン イーチェウ）

福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)
武生ＲＣ(武生商工会館) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-)
火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)

会　長　挨　拶
酒井　芳則　会長
　昨夜国体デモンスト
レーションスポーツ「ス
ポーツ吹矢大会」障が
い児の部の支援に協働
いただきました、鯖江・

鯖江王山ライオンズクラブさんと、田賀校長
先生・宮川先生・島田先生をお迎えし、天狗楼
さんにて懇親会を開催いたしました。ご出席

幹　事　報　告

いただいた皆様に御礼申し上げます。ありが
とうございました。
　10月19日に尼崎東ロータリークラブから、
6名がご来訪されますので、気持ちよくお迎え
したいと思います。お時間のある方は、どうか
ご一緒によろしくお願いします。
　地区より「ロータリー青少年保護の手引き」
が届きました。これは、ロータリーにかかわら
ず、パワハラ・セクハラ等の不祥事を予防する
という事で、ご一読いただけたらと存じます。
インターネットで検索頂ければ、全文がPDF
にて、どなたでも閲覧いただけます。今後、青
少年育成活動を行うにあたり、安全かつ安心
な環境で青少年がロータリープログラムや活
動に参加できるようにするための参考にして
頂ければと思いますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

 牧野　友美　幹事
　尼崎東ロータリークラ
ブに災害見舞金として、
20万円振り込みさせて
いただきました。来訪人
数は6名で、メンバーは

前回予定者と同じです。
　10月5日に定例理事会を開き、研修会等に
ついて検討したいと思います。
　クールビズは本日が最後となりますので、次
回例会からはネクタイ着用でお願いします。
　家庭会合で出た話ですが、出席率の発表を
して頂きたいということですので、出席委員長
よろしくお願いします。

瀧ヶ花　秀晃
　青少年奉仕委員長
　昨夜、天狗楼さんに
おきまして、国体デモン
ストレーションスポーツ
「スポーツ吹矢大会」障

がい児の部の支援に協働しました、鯖江ライ
オンズクラブさん、鯖江王山ライオンズクラブ
さんとの３クラブ、そして携わっていただいた
鳥羽小学校の田賀校長先生・惜陰小学校の
宮川先生・島田先生に来ていただき、合同懇

親会をいたしました。
　次年度以降どうなるか分かりませんが、交
流を続けて行って可能性を導き出せたらと思
っています。ありがとうございました。

テーマ

家　庭　会　合　報　告
岩尾　顕治
　家庭会合第4班チーフ
　会長の方から「クラブ
運営についてのアドバイ
ス」が欲しいという事で、
例会時の席の事とか、い

くつかの意見が出されました。その後、楽しく懇
親会をさせて戴きました。出席は会長・幹事含め
て8名でした。
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にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2018年10月のレートは、1ドル＝112円です
（10月レート適用は、10月１日（月）以降に弊局口座へ着金対象）

編集：会報・ホームページ委員会

テーマ卓話

　卓話者紹介　吉田　俊博
                   　プログラム委員長
　テレビとか新聞で世界の注目を浴びている日
米の貿易交渉です。その事を知る最適の卓話者を
お招きいたしました。ジェトロ福井の所長でありま

す関根成子様です。
　内容は、関税のイロハ、ビジネスとどう関わってくるかについてお話しい
ただきます。アメリカでやっている貿易交渉の内訳みたいなところが、ひょ
っとして聞けるのでは？と期待しております。

　日本貿易振興機構 福井貿易情報センター 
　　所長　関 根　成子   様
　自己紹介がてらに私と関税との付き合いをお話
しします。10年程前に経済連携協定の普及活動担
当で何度か福井に来て、海外・国内に於いての手
続きの仕方等、関税に関するお話しをさせていた

だいていました。その1年前には各国の関税率表を集めてきて世界の関税
率表を作る担当もしておりました。
　関税とは？
◦輸出入の際に課する税：基本税率、暫定税率、協定税率（WTO加盟国ま
　たは協定などで決められた国に対する税率：MFN＝Most Favarable 　
　Nations　最恵国待遇）、特恵関税（一般特恵関税（GSP）、EPAによる特恵
　関税）（以上日本の場合）でございます。
◦主に輸入品にかけ、輸出品は国によって輸出を制限したい品目にかけて
　おります。
◦自国の産業で守りたいものについては高関税をかけて自国産品に競争
　力を持たせております。
◦特殊関税制度には、下記のようなものがあります。
　◇不当廉売関税（アンチダンピング税）
　◇相殺関税（カウンターベーリング）
　◇報復関税
　◇緊急関税（セーフガード）
＊特恵関税をビジネスで
　　　　　知っているのと知らないのとでは大違い！
＊知らないで海外の会社と契約を結びました⇒鯖江からメガネを輸出しま
す⇒協定を知らずに金額を決めた後相手国から特定原産地証明を要求さ
れた時、そこから手続きに関するコストが掛かってきます⇒契約後からでは
コストを契約金に上乗せできません。
＊知っていたら最初から契約金に上乗せしておきます。手続きしなくても良
いとしても、この金額で行くことが出来ます。
　関税分類（HSコード）とは？
◦HSコード：Harmonized  Commodity Description and Coding System

「関税とビジネス」
日本貿易振興機構 福井貿易情報センター 所長

関  根　成  子   様

　による番号です。関税分類番号ともよばれています。WCO加盟国が使用
　しているもので、上6桁は加盟国同一です。ただし、輸入国税関の判断に
　よって異なる場合もあります。7桁目以降は国ごとに自由に決められる事
　になっています。
◦関税はこの品目分類によって1品目ごとに税率が決まっています。
　（86番より：鉄道用等、金属分類から使用目的で分類されています）
◦5年に1度改訂され、現在は2017年版を使用しています。

　（テレビ：ブラウン管⇒液晶⇒小型化等、年々変
わっていくため）
◦経済連携協定によって、使用しているHSコード
　が違ってきています。
　例：日マレーシア経済連携協定2002年版。
◦特定原産地証明書を取得する場合は特に輸入

　国税関の判断を優先させる事になっています。
　経済連携協定とは？
◦加盟国に対し、貿易・投資・人の移動・経済協力などに関し、非加盟国より
　も有利な条件を与え、加盟国の経済活動の活発化を目指すものです。
◦貿易：加盟国の原産品に限り、一定の手続き（特定原産地証明書の提示）
　の下、特恵関税の適用を認めます。
　◇特恵関税：経済連携協定により加盟国の原産品に限り供与される関税
　　で、品目によって異なるスケジュールで引き下げられる。協定発効と同
　　時に撤廃されるもの、一定期間のうちに均等な割合で引き下げられる
　　もの、引き下げ方、引き下げの条件はいろいろ。対象外の品目もある。
　◇加盟国の原産品：協定に定められた原産地規則にのっとり、現産品で
　　あると証明されるもの。
◦投資：パフォーマンス要求をしないなど、投資の自由化を図る事です。
◦人の移動：ビザの申請を求めず、移動を自由化する事です。
＊特定原産地証明とは
　（ハマグリの幼生をペルーで買ってきて、日本の砂浜で育てたものを日本
　産とする×⇒日本生まれでないと証明書が発行されない！）
　日米 T A G 協定
　安倍晋三首相がトランプ米大統領と農産物などの関税引き下げに向け
「物品貿易協定（ＴＡＧ）」の交渉開始で合意しました。日本は米国が検討
する自動車輸入制限を当面回避できましたが、米側が市場開放を求め圧力
を強めるのは必至です。
 ＴＡＧとは「Ｔｒａｄｅ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ
　ｏｎ　Ｇｏｏｄｓ」の略で、貿易の拡大などを
目指し、輸入品にかかる関税を互いに引き下げ、ま
たは撤廃する協定です。農産品や工業製品など幅
広い品目が対象となっております。

瀧谷　えみ子
ニコニコ委員長

出　席　率　報　告 　
酒井　芳則　会員

牧野　友美　会員

斎藤 多久馬   会員

大島　恒彦   会員

窪田　健一　会員

梅田　吉臣　会員

吉田　俊博　会員

岡本　圭子   会員

ジェトロ福井所長関根成子様の卓話を楽しみに、昨夜懇親会ありがとうございました

　　〃

　　〃

卓話に期待して

　　〃

　　〃

　　〃

早退します。すみません

佐野　直美　出席委員長
　出席率の発表をさせていただき
ます。
7月＝71.1％
8月＝64.4％
9月＝62.8％

　段々と出席率が悪くなっております。ここにおられる人
は参加率の高い方ばかりですので、街の中でお仲間の
ロータリアンを見かけた際には、「次回の例会場でお会
いしましょう」と、お声掛けしていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。


