
各地の話題

国内初の内陸地税関を
生んだ街　京都市
大阪税関京都税関支署統括監視官
浴  康一

１ はじめに
京都税関支署は、伝統産業と先端技術産業が共存す

る千年の都「京都」を中心とした京丹波町及び南丹市
以南の京都府（以北は舞鶴税関支署が管轄）及び全国
有数の工業県である滋賀県を管轄する支署であり、管
内には支署出張所として、滋賀出張所があります。
当支署で通関される主要品目は、輸出では管内に先

端技術を駆使する分野で高いシェアを持つ大手企業が
所在することから分析計測機器、半導体等電子部品な
どが、輸入では絹織物を初めとする和装品にかかる伝
統産業が多く訪問着、振袖等の仕上げ加工された製
品、刺繍加工された絹帯等の和装関連商品が主流と
なっています。
管内の外国貨物を取り扱う保税蔵置場の多くは当支

署から10～20キロメートルの距離に位置する京都市
南部に集中しています。この地域は、大動脈である名
神高速道路、国道1号線及び京滋バイパス、京都縦貫
道路、第2京阪道路、京奈和自動車道などが、接続す
る形で交通網が整備され、同地域は大型倉庫が集約さ
れるなど物流拠点となっています。

２ 国内初の内陸地税関誕生
明治以降、内陸地における京都の貿易振興策は大き

く3つに分けられ、（1）絹織物を中心に陶器、貴金属
工芸等伝統産業品の輸出、（2）海外博覧会、見本市
等に対する積極的な出品、（3）観光都市である京都
の特徴を生かした観光・国際会議等のために入洛する
外国人を対象とするホテルや土産品屋等が展開され、
海に沿わない内陸地である京都においても税関需要が
発生していました。

そうした中、明治34年、当時、全国には海沿いに
しか税関の管轄区域がありませんでしたが、管轄区域
外である山城国の京都市内から内陸地としては全国に
先駆けて私設保税倉庫の出願があったことから、急遽
同年8月26日勅令第171号によって大阪税関の管轄
に山城国を加えることとなり、大正6年6月に各税関
の管轄区域を府県単位と改めて国内全体を管轄区分す
るまでの約16年間にわたって、山城国は唯一例外の
内陸地税関管轄地となりました。
以降、有力市民による絹製品、伝統工芸品等の輸出

商品の生産都市としての努力を重ね輸出産業の振興を
図った結果、当時輸送は国鉄により大阪港、神戸港へ
運ばれていたことから、大正11年2月1日貨物専用
駅である梅小路駅に、内陸地税関官署全国第1号とし
て梅小路駅出張所が設置されました。
当時の取扱品目は、輸出は古新聞、白木綿、仏具、

京都市

【図（1）】管轄区域
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京都市

漬物など、輸入は綿布、ししゅう布、懐中時計、時
計・宝石などです。

【写真（1）】梅小路駅出張所

３ 度重なる移転を経て税関出張所から
税関支署へ
梅小路出張所は、その後昭和27年7月に大阪税関

京都出張所と改称し、さらに業務量の増加に伴う増員
も見られ昭和30年8月には、今日の京都税関支署に
昇格しましたが、その間国鉄の輸送力増強策の一環と
して梅小路駅の拡張の必要性が生じたため税関庁舎を
国鉄敷地内から他拠へ移転させることとなりました。
その移転先が決まるまで、昭和29年11月15日か

ら、岡崎公会堂（京都市公会堂）前の進駐軍が使用し
ていた教会堂（左京区岡崎最勝寺町）を臨時仮庁舎と
して一時使用することとなり、単独庁舎として新築移
転するまでの間は京都税関のいわゆる「キリスト教礼
拝堂時代」と言われ、約2年6か月続きました。
もともと京都は1,000年を超える古都であり、市内

に広い土地は少ない上、港頭地区のように土地の新造
成もないことで庁舎敷地の選定は最初から非常に難航
し、特に貿易業者、倉庫業者及び通関業者にとって利
便性があり、かつ税関業務と職員の通勤に支障がない
場所という条件では極めて難しいものでした。
また、暫定的に入居した礼拝堂は平安神宮外苑の公

園地帯内にあり、当初から京都会館建設予定地として
この礼拝堂も取り壊しが予定されており、その利用は
市当局の反対もあり、早急に移転する必要に迫られて
いました。

【写真（2）】手前が岡崎公会堂（現京都市立美術館別館）と奥が京
都会館（現ロームシアター京都）

当初は京都市内北部など数カ所が移転候補地となり
ましたが、保税倉庫や通関業者は京都市の南部に所在
していたことから反対意見があり、それを受け京都商
議所貿易部会及び京都貿易協会が合同協議会を開い
て、京都市交通局が市バスの折り返し駐車場として利
用していた土地を希望する旨の決定を行い、その後京
都市と財務局との間で国有地と市有地の交換交渉が行
われ、昭和32年5月に移転（右京区西院上ル今田町）
することとなりました。
なお、西院時代においても昭和44年4月に完成し
た鉄筋3階建て庁舎への改築時にも約1年にわたり京
都工芸繊維大学校内で業務を行いました。

【写真（3）】西院時代改築後の庁舎

その後、平成7年3月末に新築された京都第2地方
合同庁舎（左京区丸太町）に移転し、令和2年で梅小
路駅出張所から始まる京都税関の官署開設99年目を
迎えますが、この間、太平洋戦争による業務の中断を
挟み、業務量の変化や合同庁舎の新営などもあって、
他の官署にはない計5回の移転を繰り返し、現在に至
るまで貿易の目覚ましい進展に貢献しつつ大きく育っ
てきたのが京都税関支署です。
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各地の話題

【写真（4）】現在の庁舎

４ 海外における日本酒ブーム到来
京都の名所、旧跡については、語りつくされてお

り、皆さま方に今さらながらご紹介することがはばか
られますが、近年、経済連携協定の締結により輸出振
興策が強化され、海外における日本酒ブームが高まっ
ています。
貿易統計によれば日本酒の全国の輸出額は2010年

から2019年まで10年連続で過去最高を更新し、特
に昨年は、日EU経済連携協定の発効を受け、ワイン
の輸入が増えた一方、日本酒の輸出も増え、関税撤廃
の効果が出てきています。
その輸出の一翼を担っているのが伏見に所在する酒

蔵メーカーであり、今回はその伏見の酒の由来などに
ついて少しご紹介します。

５ 京都伏見は水どころ、酒どころ。
一升の酒を造るのに、八升の水が必要といわれる酒

造りにおいて、豊富な地下水に恵まれた伏見はかつて
「伏水（ふしみず・ふくすい）」と呼ばれていたほど
に、質の高い伏流水が豊富な地で、桃山丘陵をくぐっ
た水が水脈となって、山麓近くで湧水となってあらわ
れるため、日本を代表する酒どころとなりました。
伏見の地下水はカリウム、カルシウムなどバランス

よく含んだ中硬水であり、酒造りにとって理想的な水
質なのです。
そのすぐれた地下水の伝説を持つのが御香宮神社

で、その名前の由来も、社伝によれば数千年前、境内

に香り高い清泉が湧き出し、朝廷がその湧水のおいし
さに感嘆したという逸話をもとに、その名を賜ること
になったと言い伝え、「日本名水百選」に選ばれてい
る「御香水」などの多くの名水伝説がここ伏見には残
されています。

【写真（5）】御香宮神社 【写真（6）】同神社境内の御香水
石碑

６ 伏見の酒蔵の昔と今
ここ伏見に多くの酒蔵が集まるようになったのは、

豊臣秀吉が伏見城を築城し、大きな城下町として礎を
築いたことに始まります。
それ以降、宿場町、また水運の要衝として賑わいを

増し、江戸時代初期（1600年代半ばの頃）には、伏
見には80を超える酒蔵があったとの記録があり、こ
うして伏見の地は日本の酒どころとして、天下にその
名が広まっていったことと想像されます。
現在、伏見酒造組合に加盟している酒蔵・蔵元は

23カ所あり、これらの各酒蔵・蔵元の努力によりこ
の伏見の地でおいしい日本酒が生まれています。

【写真（7）】伏見の酒蔵風景
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京都市

７ 酒造資料館について
伏見において酒造りを知ることができる酒造資料館

として次の2カ所をお薦めします。
【月桂冠大倉記念館】
入館料が必要ですが、伏見の酒造りや日本酒の歴

史・文化を感じる史料館で、「京都市有形民族文化財」
に指定された酒造用具類が酒造りの工程ごとに展示さ
れ、かつての酒蔵の雰囲気が再現されており、入館
後、直ぐにお土産用に180mlのミニチュアサイズの
日本酒がもらえ、更に見学終了後には3種類の利き酒
が頂けます。
また前日までに予約すれば記念館に隣接する酒蔵で

モロミ発酵の様子などをガラス越しに見学できます。

【写真（8）】月桂冠大蔵記念館

【黄桜カッパカントリー】
敷地内には、昔懐かしいCMソングがかかり、同

CMで使用されたカッパの原画を展示するコーナー及
び全国各地のカッパの貴重な資料を集めた「河童史料
館」があり、更にビール工房を備えた酒蔵を改装した
地ビールレストランも併設されており、日本酒が苦手
な方も楽しめます。
また、ここから徒歩20分かシャトルバスを利用す

ると無料で日本酒醸造蔵と地ビール蔵を同時に見学で
きる「黄桜伏水蔵」に行けます。

【写真（9）】黄桜カッパカントリー 【写真（10）】黄桜伏水蔵

８ 街中の酒蔵巡り
伏見の各酒蔵を巡り、試飲するのは手間という読者
の声に答えて、伏見の酒蔵の銘酒を少しずつお試しい
ただける筆者お薦めの利き酒セットが堪能できるお店
をご紹介します。
1軒目は地元伏見の納屋町商店街にある「伏水酒蔵
小路」で18蔵の銘酒が利き酒できるセットがあり、2
軒目は京都市内の繁華街烏丸にある「京都酒蔵館」で
15蔵の銘酒が利き酒できるセットがあり、ともに街
中に居ながらにして伏見の酒蔵巡りが楽しめます。

【写真（11）】伏水酒蔵小路 【写真（12）】京都酒蔵館

９ 京都では日本酒で乾杯
京都市では、全国に先がけて2013年1月15日に

「京都市清酒の普及の促進に関する条例」（通称「乾杯
条例」）が制定されました。京都は全国でも有数の酒
どころとして知られていることから、日本酒による乾
杯の習慣を広め、日本酒の普及とともに、日本文化へ
の理解の促進を目指していきたいという願いが込めら
れた条例です。
もともと日本では、大切なお米で造られたお酒が尊

いものとして神様に供えられ、お酒を用いた儀礼や酒
杯のやりとりによる文化が、継承されてきました。
最後に「皆さまの健康と、益々のご発展を祈って」

伏見の清酒で、乾杯！

（参考文献）
京都税関支署60年小史（日本関税協会大阪支部）
伏見酒造組合ホームページ及び京都伏見酒ガイド（伏見酒造組合）
大阪税関百二十五年史及び大阪税関風土記（大阪税関）
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各地の話題

１ はじめに
佐世保市は、人口約24.5万人を擁する長崎県下第

2の中核都市です。明治の初期までは人口約4千人の
一寒村でしたが、明治22年（1889年）に旧海軍の鎮
守府が設置されたのを機に軍港として急速に発展し、
明治35年（1902年）に「村」から一挙に「市」にな
りました。
現在は造船業を中心とする製造業とともに、県北地

域の商業・サービス業の中心となっています。「九十
九島」に代表される西海国立公園などの自然に恵ま
れ、米海軍基地を有する国際色豊かな港町でもありま
す。また、全国的にも有名なハウステンボスもあり、
毎年多くの観光客を魅了する観光都市としても知られ
ています。

２ 佐世保港と佐世保税関支署
○佐世保港
リアス式の入り江とたくさんの島々を持つ天然の良
港「佐世保港」は、明治22年（1889年）から昭和20
年（1945年）までの間、軍港として成長を続けまし
た。戦後は、旧日本軍が残した港湾・造船施設を基盤
として再出発し、昭和23年（1948年）には貿易港と
して開港指定されました。その後、昭和27年（1952
年）に米海軍佐世保基地、さらに翌年、保安庁警備隊
佐世保地方総監部（現海上自衛隊佐世保地方総監部）
が設置されました。
現在は、佐世保港内を遊覧する「SASEBO海軍ク

ルーズ」もあり、“「海風の国」佐世保”を楽しめま
す。

○佐世保税関支署
佐世保税関支署の歴史は、明治40年（1907年）7

月に「長崎税関佐世保監視署」として設置されたこと
に始まります。昭和15年（1940年）に出張所に昇格
したものの、第二次世界大戦中の昭和18年（1943年）
には税関官制廃止により門司海運局長崎支局佐世保出
張所に併合されました。戦後、昭和21年（1946年）
に「門司税関佐世保税関支署」として再開し、昭和
28年（1953年）、長崎税関独立とともに「長崎税関
佐世保税関支署」となり、現在に至っています。

ようこそ「海風の国」
佐世保へ
長崎税関 佐世保税関支署 統括監視官
冨田  寿文

佐世保市

佐世保税関支署管轄区域
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佐世保市

３ 国際クルーズ船の拠点 
「佐世保港 三浦地区」・ 
 「佐世保港 浦頭地区」

○三浦地区
佐世保港に国際クルーズ船が入港しはじめたのは平

成26年（2014年）からです。その後、増加するク
ルーズ船に対処するため平成27年（2015年）に国際
旅客ターミナルが整備されました。平成30年（2018
年）には岸壁が延伸され16万トン級のクルーズ船の
停泊が可能となり、令和元年（2019年）には79回の
寄港（佐世保市公表）がありました。

○浦頭地区
佐世保港が平成29年（2017年）に「国際旅客船拠

点形成港湾」に指定されたことを受け、増加するク
ルーズ船の寄港需要に対応するため、現在、浦頭地区
に港湾施設の整備が進行中です。令和2年度（2020
年度）には新たな国際旅客ターミナルが完成する予定
となっています。
なお、この浦頭地区は、戦後約140万人もの海外か

らの引揚者を迎えた地でもあり、現在、浦頭引揚記念
資料館がその足跡を後世に伝えています。

浦頭引揚記念資料館

４ 佐世保の見どころ
○西海国立公園（九十九島）
日本本土最西端の海の国立公園。九十九島は佐世保
港の外側から北へ25kmにわたり島々が点在する海域
のことで、島の密度は日本一と言われています。平成
30年（2018年）4月に九十九島湾が「世界で最も美
しい湾クラブ」に加盟認定されました。
九十九（くじゅうく）とは、数がたくさんという意
味で使われる例え言葉で、実際の島の数は208となっ
ています。
周辺には「九十九島水族館“海きらら”」や「九十
九島動植物園“森きらら”」もあり、家族連れなどで
賑わっています。

５ ご当地グルメ
○佐世保バーガー

戦後、佐世保に駐留していた米海軍関係者からレシ
ピを聞き、作り始めたもので、パティも通常のハン
バーグだけではなくステーキやチキンカツなどバリ
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各地の話題

エーションも多彩です。街のあちこちに置いてある
「佐世保ハンバーガーマップ」を片手に、店により大
きさや具材が様々である佐世保バーガーをご賞味して
みてはいかがでしょう？

○海上自衛隊カレー

海上自衛隊の各艦艇で食べられている特製カレーを
市内飲食店においてレシピを再現して作っており、そ
れぞれの特徴あるカレーの味を楽しむことができま
す。また、元々船上での食事のため食器も特色あるも
のとなっています。
他にも「レモンステーキ」や「海軍さんの入港ぜん

ざい」など、多種多様な美味しいグルメがあります。

６ おわりに
佐世保は、明治期の鎮守府設置（昨年、鎮守府設置

130周年を迎えた）以来、恵まれた自然環境を活かし、
港を中心に発展してきた街であり、令和4年（2022
年）には市制120周年を迎えます。明治・大正・昭
和・平成・令和と120年近い年月は佐世保の街にその
時々の歴史を刻んできました。戦前の旧海軍、戦後の
駐留米軍との交流は佐世保の文化にも影響を与え、国
際色豊かな街の香りとなって根付いています。さらに
前述したとおり、令和2年度（2020年度）には三浦
地区に加え、浦頭地区に国際クルーズ船専用の港湾施
設が新たに整備され、今までの倍近い国際クルーズ船
が佐世保港に寄港する見込みとなっています。

このように、佐世保は九十九島をはじめとした海と
山の自然に恵まれるとともに、国際性も豊かな観光都
市です。

全国の皆さん、是非、海風そよぐ港町、佐世保にこ
らっさんね!!　待っとるけん!!
（佐世保に来てください。待っています。）

九十九島にまつわるおはなし
《民話「一里島」より》

美しい月が出た夜に、佐世保の沖に浮かぶ100の
島が佐世保湾に集まり酒宴を開くことになった。
夜が明けるまでに元の場所に帰らなければならな
いが、酔ってしまった弁天島は呼んでも押しても
全く起きない。仕方なく置き去りにして他の島た
ちは元の場所へ帰って行った。気が付いた弁天島
も慌てて後を追ったが、時すでに遅し。陽が昇
り、浜から1里ほどのところで動けなくなり、取
り残されたその島は「一里島」と呼ばれるように
なり、沖合の100の島々は1つ減って「九十九島」
になったそうだ。
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