
 

 

 

 

 

 税関モニター制度は、税関行政の透明性を高め、税関の説明責任を果たすため、国民からの意見

を広く聴取することにより事務運営の改善に役立て、税関行政サービスの一層の向上を図るととも

に、国民への積極的な情報提供により、税関行政に対する国民の理解の向上を図ることを目的とし

て、平成１３年度から全国の税関で実施しています。 

 

 

 

 税関行政に関心を持ち、公平かつ率直に意見を発表していただけるように、報道機関、教育関係、

貿易・物流関係業界、航空会社等の様々な業界の方に税関モニターを委嘱しています。 

 

 

 

 平成２７事務年度（※1）の函館税関モニターは、報道関係、教育関係、貿易関係業界等の有識者の

方々７名にモニターを委嘱しました。 

 （※1）平成２７事務年度は、平成２７年７月から平成２８年６月までです。 

 

 

 

実施年月日 

（実施場所） 
活動内容 概   要 

27.10.14 

（小樽支署） 

委嘱状交付 

 

小樽地方合同庁舎内にて 

 

委嘱状交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 函館税関モニターについて 

１．税関モニター制度の目的  

２．税関モニターの委嘱  

３．平成２７事務年度函館税関モニター  

４．実施内容（平成２７事務年度） 



27.10.14 

（小樽支署） 

 

見学会及び意見交換会 

 

小樽港にて（監視艇「神威」前） 

税関業務説明 

・函館税関の概要 

海港における監視取締り 

・海港における監視取締り 

・小樽税関支署の概況 

・小樽港における監視取締りの現状 

・監視艇による取締状況説明 

・港湾状況視察 

意見交換 

 

27.12.4 

(苫小牧支署) 

見学会及び意見交換 

 

函館税関苫小牧コンテナ検査センターにて 

輸出入通関業務について 

・輸出入通関業務の概要説明 

・苫小牧税関支署概況 

・NACCS通関状況見学 

・大型Ｘ線検査状況見学 

・苫小牧国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ見学 

意見交換 

 

28.3.11 

（千歳支署） 

 

見学会及び意見交換会 

 

新千歳空港国際線旅客ターミナルビル内にて 

旅具通関業務について 

・旅具通関業務の概要 

・千歳税関支署の概要 

・国際線施設見学 

・携帯品検査、麻薬探知犬稼働状況見学 

・麻薬探知犬デモンストレーション 

意見交換 

 

 

 

 



 

 

 平成２７事務年度における函館税関モニター制度で実施した業務説明、見学会の後に、税関モニターの

方々から税関業務等に関して数多くのご意見を頂きました。主なご意見等は別紙のとおりです。  

５．函館税関モニターのご意見（２７事務年度）  



別  紙 

 

    税関モニターからのご意見の概要（項目別） 

 

 

 

 

モニター活動を行う前の税関に対する印象や関心 

 

制服を着用しているため公務員の中でも固い印象がある。 

空港での国際線の手荷物検査の印象が強く、海港取締りについては、密輸事件がテレビで取

り上げられるのを見ることがあっても、税関の業務との認識は薄かった。 

毎月の貿易統計は職場で拝見していた。 

海外旅行等で入国する際「待たされる・イメージが固い」程度で、あまり関心はなかった。 

日常生活で税関の皆様と接する機会は、海外旅行の出入国の際くらいしか無く、その業務内

容に関しても、正直言って特段関心を持つものではなかった。 

弊社の業務内容では、カルネ以外に輸出入に拘わる事案は全くなく、日用品や麻薬などの密

輸入の摘発取材等でも取材先は検挙する警察関係が殆どであった。 

公私共に海外旅行の際にも、税関と出入国管理の区別をあまり意識した事もなく、同じ関連

機関が、出入国一連の流れに合わせた業務を行っているといった印象だった。 

職場においては、商品を輸入する際に手続きに携わっている部署から時々聞く「色々と手続

きが厳しかったり、時間がかかったりする場合がある。」という印象があったくらいで、直接

的に印象、関心を持っていなかったのが正直なところであった。 

個人としても、海外旅行に行った際に自分自身は特に申告が必要な場面も無かったので関わ

った経験が少ないが、摘発等のニュースや話題を見て「たくさん旅行者がいて一人ずつじっく

り調べている風でもないのに、どうして不正を発見出来るのだろう。」と素朴に思っていた。 

仕事柄、輸出業務を行っていることから税関がどのような業務を行っているかは大まかに理

解していたが、実際の業務内容に関しては通関業者に業務を委任するため、よくわからなかっ

た。 

税関の印象としては、一般市民が接触する場面が少ない専門性の高い官庁とのイメージが強

かった。 

経済がグローバルする中で通関、監視・取締業務がどのような流れで行われているのか、ま

た、外国との接点としての保税・監視業務がどのように行われているのかに関心があった。 

日常で税関について意識するということがあまりなく、空港での業務を始めてから民間と税

関には深い関わりがあるのだと知った。 

輸入物品の徴税を担当しているほか違法薬物・違法銃器の摘発を行っており、膨大な人員を

税 関 に つ い て 



割いて水際での反社会的要因を阻止している組織であると考えていた。 

また、人に対する監視・摘発をイメージしていた。 

 

モニター活動を通じて、特に関心を持った事柄、税関がもっと重点をおくべきであると感じた事柄 

 

海港における密輸入の取締りについては、空港のような限られた区域と異なり、海に囲まれ

た島国で全てに目配りすることは大変と感じた。 

また、税関職員について業務の困難さに比べ、職員数が少ないと感じた。 

限られた募集定員の中で優秀な人材を集めるためには、就職広報を積極的に行い、税関職員

の国民認知度を高めることにより、定員の増加につなげることも可能となると思う。 

一方、研究機関の開発費等は、国家公務員で共有できるところには集中投資すべきであり、

民間の検査機器の活用等、アウトソーシングが可能な部分については、検討が必要と考える。 

ＮＡＣＣＳ通関と大型Ｘ線検査。苫小牧は物流港として、道内の約半分の貨物を取り扱って

いるが、総合的物流情報プラットフォームのシステムの現状を見学して驚かされた。 

 関係業界では既に常識となっているのかもしれないが、世間に周知されているのだろうか？

もっと、国民レベルでＰＲすることも大切かと思う。 

一般の株式会社に勤務している小私にとっては、上記のとおり、企業レベルの輸出入を垣間

見る機会はこれまでなく、ご案内頂いた全てが新鮮であった。 

特に、苫小牧港では港湾のスケールの大きさや、全てのコンテナ等の荷役が理路整然とシス

テマチックに通関される様子に驚いた。更に、大型コンテナ専用のＸ線検査装置などのハイテ

ク機器が駆使されている事など、啓発の意味も込めて広くアピールしても良いのではと感じ

た。 

また、小樽港ではロシア貨物船が節税の為に、中古タイヤにホィールを装着する作業を視察

させて頂き、業界それぞれに特有のルールや掟、知恵があるのだと感心した。 

この他にも、それぞれの業界の特有事例を知りたくなった。 

取締対象の選定という点について関心を持った。前記のとおり、多くの貨物、多くの旅行者

を全て調べることは物理的も時間的にも難しい中で、どのように不正を見抜けているのか不思

議であったからである。 

設備、機器なども今回見せて頂いたが、最終的には「人」の力によるところも大きいと感じ

た。 

海上（小樽・苫小牧）、航空（千歳）と回らせてもらって、その通関や取締りの現場業務の

大変さに感銘を受けた。 

 我が国と外国との接点としての保税地域とそこでの通関・保税業務の重要性を実感した。 

 今後、外国との交易が拡大する中にあって税関の果たす役割はより重要性を増すと思う。こ

の点で、業務の基本的な枠組みである通関制度や保税制度の内容の国民理解を高める必要があ

り、その広報の強化に重点を置くべきと感じた。特に保税、監視取締りの必要性は強くアピー



ルすべきと思った。 

 また、新千歳空港での急激な業務拡大への対応は重点的に取り組むべきものと思った。 

 モニター活動を通じて普段接する空港以外での税関業務を拝見し、小樽港での監視艇体験乗

船、苫小牧での広大なコンテナヤード見学や大型Ｘ線検査装置の見学など、普段の生活では出

来ない体験をさせて頂いたことで税関の様々な業務を知ることができた。 

 施設見学や体験を通して税関を身近に感じ、関心を持つことができたので、一般の方に向け

てその様な機会がもっと増えれば税関に興味を持つ人も増えるのではないかと思う。 

職務及び組織の特性上、社会環境の変化への対応が遅れがちになることはやむを得ないとは

思うが、官民連携を一層深めた捜査・摘発手法の開発や業務執行体制の改編など、先手を打っ

て試行錯誤するような、ある種の裁量経費のような行政資源の確保も必要ではないかと感じて

いる。 

 

 

  

 

   モニター活動を通じて目にした税関の姿（業務、施設、職員等） 

 

職員数については、函館税関管内はもとより全国総数においても少ないと感じた。 

職員の皆さんは、職務に精励し、厳しい環境においても対応しておられることが、感じ取れ

た。 

現状として、マンパワーが限られている中で、現在の国際情勢から、今後も増加するであろ

う、国内への武器や薬物等の流入を阻止するためには、常日頃から、警察や厚生労働省（麻薬）、

海上保安庁との連携を密にし、日本全体としての対応強化を図っていくことが重要と考える。 

税関職員の業務の重要性を広く国民に広報し、職員採用応募者の増加につなげていただきた

い。 

 業務、施設とも、税関モニターをさせて頂いたお陰で、少しは理解が出来た。 

 施設も安全・安心・清潔・整理整頓されており、職員も厳しい外観とは異なり、優しい方々

が眼に映った。 

 業務的には視点をもう少し低くし、理解しやすい視線が必要だと思った。 

海外旅行の際に接する諸外国の税関職員とは違い、やはり良い意味で日本的で規律正しい姿

勢や態度に好感を持つことができた。 

 入国を担当される税関職員の方々は、経験や訓練により研ぎ澄まされた直感に頼るところも

大きいと伺った。 

 新千歳空港は、当初の計画を遙かに上回る出入国者が利用して飽和状態との事なので、更な

るハイテク機器の導入やマンパワーの育成が急務ではと感じた。 

説明頂く中で人手不足というお話しがよく出ていたが、業務内容を知ると尚更、職員にかか

税 関 の 姿 



っている肉体的・精神的な負担が相当大きいのではないかと感じた。国の機関であり難しい面

も多々あると思うが、体力・集中力・判断力など色々と必要な業務だと思うので、ぜひ、職員

の方々が健康を害さずに良い仕事をしていけるよう、また、経験がものを言う部分も多々ある

と思うので、仕事を長く続けていけるように、環境が改善されていって欲しいと思った。 

税関職員の方々の真摯な取り組みに感銘を受けた。 

一方、今後、業務が拡大する中でマンパワーの確保・充実が必要だと感じた。 

税関業務を一般市民レベルに理解してもらおうという姿勢はよく理解できたが、ただ、適正

通関のための検査や監視・取締りに関しては、開かれた税関というよりは、その不正を許さな

い厳しい姿勢を強く打ち出しても良いのではないかと思う。そのことが税関への信頼の高さに

つながるように思う。 

モニター活動中、様々な施設の見学や資料を見ながらの説明を通じ、密輸を水際で阻止する

ための対策や、迅速通関のために様々な工夫を凝らしていることがわかった。また一口に税関

と言っても業務が膨大で、専門的な知識も幅広い知識も経験も必要な仕事であると改めて感じ

た。 

根本的な話になってしまうが、迅速通関の改善点としては（空港旅客における税関検査に限

られるが）、やはり職員の増加が必要ではないかと思うことが多々ある。 

ＡＥＯ制度やＮＡＣＣＳシステムは、国レベルでの行政と民間セクターとの連携でなり立っ

ているものであるが、関連する産業界での普及を一層進めることが、わが国経済社会の発展に

有効であると感じた。また、一般市民レベルにはあまり認知されていないようにも感じられる

ので、こうした課題を解決するために、もう少し踏み込んだ教育システムあるいは人材育成シ

ステムがあると良いのではないかと感じる。 

業務においてＩＣＴのシステムを大規模に導入しているにもかかわらず、まだシステム化の

余地が残っているようにも感じる。例えば、コンテナ検査センターのシステムはＩＣＴ導入が

進んでいる典型例であるが、物品分類のレファレンスブックが紙である点には疑問を感じた。

改訂も頻繁であろうし、改訂内容を全国に迅速に共有する必要もあるので、電子化してしまう

ことのメリットは大きいと感じた。 

 

 

 

 

ホームページについて 

 

一般的に必要がなければ、税関のホームページを拝見する機会はないが、少なくとも、支署

等が置かれている自治体のホームページからはリンクしていることは必要と考える。（一部自

治体はリンク有） 

ホームページ自体は見やすく作られていると思う。時期的なものもあるが、採用案内をもっ

とＰＲしてはどうか。 

税 関 広 報 に つ い て  



とてもわかりやすく、整理されていると感じた。 

ＨＰはその企業や事業内容を広く一般の皆様に認知して頂く重要な情報ツールと捉えてい

る。税関のＨＰを拝見し、普通の暮らしの中ではあまり閲覧機会はないと思えるが、かなり細

分化されていて輸出入等に係る業種の方々には、使い勝手は良いではと思う。 

ただし、一般庶民にも広く認知を求めるのであれば、偽ブランドの見分け方解説や違法薬物

の危険性などの紹介等、見られやすい手法の工夫が必要と思う。 

特に気付いた点や改善点はない。情報が整理されていて見やすいと感じた。 

ホームページは非常によくまとまっていると思う。 

ホームページにアクセスする人間は貿易統計の検索等、専門的な情報がほしい人が多いと思

うので、このくらい情報を網羅してくれるとありがたい。 

わかりやすい広報はＳＮＳなどが担うと思うが、ホームページとの役割の切り分けとＰＲが

必要かと思う。 

レイアウトがわかりやすく、カスタム君がところどころにいたり、文字の大きさも選べるの

で年齢問わず見やすいホームページだと思う。 

ただ、小・中学生にもわかりやすいページが一つでもあると、より興味を持つ人が増えるの

ではないだろうか。 

外注化（費用）と内部管理体制（情報更新・記事執筆態勢の確保）との兼ね合いでご苦労さ

れている事が、外見的にも伝わってくる。可能であれば、日々進化する Webシステムに、もっ

とタイムリーに対応できると良いと思う。具体的には例えば、トップページくらいはスマート

フォンに完全対応させるとか。また、リンクボタンをいくつかバナー方式にしているが、これ

らのデザインまでできるような人材教育を行う必要もあるのではなだろうか。（ウェブサイト

のページ管理や内部的なデザインであれば、技術的にはそんなに難しくないと思われる。） 

 

ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱについて（税関ツイッター「カスタム君」、YouTube「税関チャンネル」、税関 facebook） 

 

函館税関からの発信が少なく感じる。広くＰＲできる場面として、イベント等の前後やイベ

ント最中等に短くて良いので発信回数を増やせれば良いと思う。 

カスタム君はとても可愛らしく、好感度抜群である！ 

カスタム君の更なる有効活用と、もっと露出度を高めると良いのでは。 

両者ともわかりやすい啓発・情報提供手段として有効と思う。 

ただ、その存在自体が十分浸透していないのではないかと感じ、両者にたどり着くような広

報の推進が必要なように思う。 

ツイッターは更新頻度が高くカスタム君のイラストや写真がたくさんありとても親しみや

すさを感じた。 

YouTubeはもう少し動画が増えるといいと思う。 



Facebookはイベントの告知などきちんと活用されているように思う。 

ソーシャルメディアによる情報発信を取り入れていること自体、たいへんな努力かと思う。

ただし、ウェブサイトとの相乗効果、あるいは使い分けといった点で、すなわち広報全体を一

つの体系として捉えてみた場合には、今ひとつ整理がなされていないと感じる。日々流れて行

くホットトピックスはソーシャル系で、固定的な情報はウェブサイトで、という仕分けが基本

になっていると思うが、もう少し、その相互乗り入れを工夫してみる余地はありそうだと感じ

た。 

 

その他の広報媒体（ＤＶＤ・パンフレット・ポスター・ＣＭ・展示室等）について 

 

新千歳空港の国際線展示室は、ある程度意義のあるものと感じた。 

既に設置済かも知れないが、海外旅行に出発するときに、Ａ４版１枚程度で、注意すべき事

項がまとまった「チラシ」が置いてあると、海外旅行初心者は手に取るかなと思った。 

一部施設の広報・啓蒙コーナーが、陳腐化しているような気がした。 

厳粛な部分なのであろうが、ネット社会になり情報が、ＪＵＳＴ ＮＯＷの時代、もっと明

るく・軽やかに、重さを感じさせない広報活動が必要。（若い人達が、理解・関心をもつ仕掛

け＆工夫） 

カスタム君に象徴されるように、とかく硬くなりがちな官公庁のイメージ展開としては、か

なり柔軟に対応されているように感じる。 

商品の密輸や偽ブランド、危険薬物など啓蒙活動は多岐に渡ると思うが、『運び屋』の啓発

に若手女性職員や『不正薬物』の啓発に麻薬犬を起用し、旨い端的なキャッチコピーと共にポ

スターデザインのセンスも官公庁らしくなく感じている。 

 輸出入の規制内容や、運び屋など犯罪に巻き込まれる事例を説明して注意を促すパンフは分

かりやすくまとめられていると思った。ただ、私自身もそうだが普段はあまりそういったもの

をきちんと読んでいないため、知識不足から間違ってしまう、ということがあると思う。若い

方から年配層まで広く伝えるには、現在取り組まれているように、パンフに加えてＨＰ、ＳＮ

Ｓなど様々な方法で広く発信することが不正防止、抑制につながっていくと思う。 

広報媒体としてはそろっていると思うが、どこにどのような資料があるのかがよくわからな

いように感じる。 

 各媒体でのリンクアドレスの掲載等せっかくの広報手段を有効に活用できるような対応が

あっても良いのかなと感じた。 

ポスターは写真、文言ともにインパクトがあり密輸防止につながると感じた。 

もっと多くの人に関心を持ってもらうためには、ポケットティッシュやメモ帳、ボールペン

を一般の方に配ったり、テレビＣＭを流すといいと思う。 

国民の目線をよく意識され、キャッチーな構成になっていると感じる。 

 



モニター活動を通じて知った広報活動及びその内容について 

 

①  講演会（学校訪問）・説明会・見学受入等について 

細かいことは承知していないが、なかなか機会が少ないと感じる。 

教育委員会や市担当部署と連携して、小中学生の時から、税関の業務に接する機会を設ける

ことにより、税関業務の理解者を増やすことや将来の職業選択の一助となることも期待できる

と思う。 

 学校訪問だけではなく、社会教育の一環として、授業に導入は出来ないのか？ 

 小学校・中学校・高校等向けの、分かり易い言葉や図解を織り込んだ読本の作成。 

 ＯＢ等のボランティア説明会など。 

業務の性質上、なかなか現地見学など、生の活動風景を一般の方に見学させるなどの対応は

難しいのではと考えられる。 

 説明会や講習会では、一般人にも身近な偽ブランド品の簡単な見分け方や輸入禁止物の具体

的な紹介など、高齢者や若者達がより理解を深められる工夫をして頂きたいと考える。 

小樽の見学会に参加させて頂いて特に感じたのは、地元の人が小樽の輸出入の現況や税関の

活動、実績など知らないのは惜しいということである。税関の業務を見学し説明を聞くことを

通して、不正防止や取締り実績という側面だけでなく、小樽と外国が輸出入を通してどのよう

につながっているか等も勉強できるので、見学会などがより多く行なわれると良いと感じた。

市が主体で税関が協力する形で行なう形だと税関の方の負担が軽減されると思いうが、そのよ

うなことは可能なのか？ 

 また、見学をすることで税関の役割の重要さ、仕事としてのやりがいを子供や若い方に感じ

て頂くと、職業として希望する人も増えるのでは、と思った。 

経済がグローバルする中にあって、通関や保税・密輸等取締りに対する国民理解は極めて重

要であり、学校教育や社会教育と連携した理解促進への取り組みが必要なものと感じる。 

 学校教育における副読本の作成や市民見学・講演の充実が必要である。 

ホームページを拝見して初めて年にたくさん講演会や説明会、イベントの開催を行っている

ことを知った。なかなか自ら講演会などに足を運ぶ人は多くないと思うので、学校訪問で学生

に興味を持ってもらえるようにすることはとても良いことだと思う。 

このような取り組みについて、税関が直接的にルート開拓を行うというのは効率性や継続性

の面から見て困難があるかと思う。広報事業のルート開拓を部分的に外注化するなど、外部資

源の活用も検討する価値があるかと思う。 

 

② その他の広報活動（各種制度や密輸ダイヤルの周知等）について 

密輸ダイヤルは空港待合室のモニター放送で拝見したことがあるが、税関のホームページな

どを見ないと、あまり触れる機会がないと思う。 

ホームページの抜粋を、パンフレットやミニ本（小冊子）にして配布する。 



税関業務は関税の賦課・徴収業務と保税・監視・取締業務とが一体化しているが、一般市民

からすると賦課・徴収官署としてのイメージが強いように思う。 

今後、貿易業務が拡大する中では我が国のフロント部分としての保税地域・保税制度の仕組

みの理解促進が必要と思う。また、そこにおける不正を許さないという強い姿勢での監視・取

締業務推進の重要性も国民理解を得ていく必要がある。 

密輸ダイヤルは語呂合わせがわかりやすいので覚えやすいが、やはり一般の方に周知されて

いない部分もあると思うので、ポケットティッシュの配布など広報活動で電話番号を知っても

らえれば、密輸ダイヤルを通して情報提供をする人が増えると思う。 

現在、電話発信の多くが携帯電話に置き換わっている。一般市民からの通報をいっそう確実

にするのであれば、スマートフォンへの対応を強化する必要があると思う。前述したウェブサ

イトのスマホ対応のほかにも、音声コントロールとの連携も検討する価値があるかもしれな

い。 

 

 

 

 

     税関モニターになる前、後での「運び屋」についての認識・印象の違いや、効果的と思われる広報

の方法などについて 

 

若者や高齢者が「運び屋」となってしまうことは、報道等で承知していたが、犯罪に巻き込

まれる危険性についてもっと広く啓発する必要性があると感じた。 

自分は大丈夫と思っていても、海外では（国内でも）犯罪に巻き込まれる危険性が増えてい

ることから、メディアの活用により、広く国民に周知し、 犯罪に巻き込まれないよう啓発活

動に力を入れるべきと考えられる。 

学校に出向き啓発することは、若年層から意識させることとなるので、ある程度有効な手段

だと思う。 

モニターとなる前と後では、認識に変化はあった。 

海外旅行が頻繁になった昨今、善意の旅行者が巻き込まれるケースは影響が多大と思われ

る。 

旅行業者にも依頼し、企画の段階から「運び屋」を織り込んだリーフレット等をは配布する

ことも一案。 

ＴＶ報道等ではよく観る事案だが、このモニター視察時に実際の摘発事例を数々伺い、その

手口の巧妙さに驚かされた。 

通常『運び屋』と称される輩はプロが多いだろうから、年々その手口も巧妙になり、税関と

はイタチごっこかと思うが、是非、地味な努力を積み重ねて頂き、その根絶に向けて尽力頂き

たいと思う。 

不 正 薬 物 の 「運び屋」 に つ いて 



また、知らないうちに旅行者が『運び屋』にされる事例も伺った。一般旅行者、特に日本人

は無防備な人が多いだろうから、こちらも積極的な啓発を望む。 

旅行者が知識不足やうかつな行動から重大な不正に巻き込まれてしまう、というケースをニ

ュースで時々拝見する。パンフ等にもこのようなことに気をつけましょうという具体例や刑罰

の重さについて分かりやすく書かれているが、読んで頂けていないと意味がないので、特に国

際線の機内でひまな時に目を通せるように、漫画のような誰でも読みやすい媒体で注意点を書

いたものを座席の各ポケットに入れておくことは出来ないか。 

貿易にかかわっていると「運び屋」の存在が否応なく認識される。 

貿易の適正実施からはその取締りを強化すべきであり、空港ゲート等での取締強化に向けた

ポスターの貼付や監視行動を拡大すべきと思う。 

また、麻薬探知犬による取締りがどの程度有効なのかがあまり理解されていないように思え

るので、その探知能力の高さをもっと広報すべきである。 

以前は、運び屋と言うとなんとなく外国人のイメージがあったが、日本人のいたって普通の

人でも運び屋になる可能性があると知り少し驚いた。 

また、体に巻きつけたり飲み込んで体内に入れたりなど手口が巧妙になっているため、新し

い対策を次々と考えなければならないことが大変だと感じた。 

効果的な広報の方法としては、簡単なものだと至る所にポスターを貼り付ける、難しいもの

だと法や条例により厳罰化をしていくことが挙げられると思う。 

運び屋は組織的犯罪が直接管理する、真っ黒な存在であるとの印象であったが、モニター体

験後は、一億総中流の社会が過去のものとなりつつ在る現在、また、グローバル化が進展した

現在、もっと身近に存在しているグレーな存在、という印象に変わった。 

 

 

 

     今年度のモニター活動（見学会、意見交換会等）に参加された感想、お気づきの点等 

 

モニター制度は、今後も必要と感じる。 

札幌圏の小樽、千歳、苫小牧を見学できたことは、大変ありがたい経験だったが、その他の

地域の方にもモニターを体験していただく機会があると良いと思う。 

また、対面形式の意見交換のほかに、モニター同士で課題を与えられた中で議論できる場面

があっても良かったと思う。 

主催者（税関）側の事情が優先されている点を感じた。 

総じて各地の事前情報があれば、限られた時間の見学会で「活かされた意見交換」が、もっ

と活発になり「プラス思考な発言」が出ると思う。 

まず、税関職員の皆様が積極的にモニター等の啓蒙活動に力を注がれている事を強く感じ

た。３回のモニター見学会も、関連職員・専門職員の皆様に対応いただき、モニターメンバー

モ ニ タ ー 活 動 に つ い て 



の意見等に真摯に『聞く耳』を待っていただいている印象を受けた。 

毎年メンバーを代えて実施との事であるが、是非永く続けていただきたいと考える。 

ひとつ要望として、現地での業務見学も非常に有意義だったと考えるが、税関の皆様が実際

に実施されている広報活動（学校訪問・説明会・講演会など）の現場の姿が拝見できれば良か

ったかな、といった感想を持った。 

３回とも、丁寧な資料でご説明を頂き、また普段見ることの出来ない設備などをご案内頂き、

感謝申し上げるとともに大変勉強になった。 

何度も人手不足のお話しが出ていてお忙しい職場であることを感じたため、モニター活動や

広報活動は行なわなければならないことと言え、通常業務の負担になっていないのかと気にな

った。 

３回の見学会に参加して税関業務の内容がよく理解できた。 

今後、税関業務はより重要性を増していくと思うので、国民に対し子供のころからその仕組

みを理解していくことが重要と思う。その点で学校教育と連携した広報活動を取り組んでいた

だきたいと感じた。 

日々目にしている空港での姿の他に、小樽と苫小牧での見学や説明を通して税関という機関

やそこで働く人たちについてよく知ることができ勉強になった。 

意見交換の時間以外に見学会で移動している最中などにも質問をすると丁寧に答えてくれ

たので、素朴に疑問に感じたことでも気軽に聞くことができた。 

本当に勉強になり役に立ったので「モニター」と言う括りではなく、「見学・説明会」など

の形でもっと多くの人たちに税関を知ってもらえたら、より身近に感じてもらえるようになる

のではないか。 

国民・市民社会との対話ルートの一つとして実施されていると思うが、モニター制度の人数

規模、実施体制が非常に手厚く、国家機関としては珍しいと感じた。 

内部管理、教育上の必要性があるのかもしれないが、支署長クラスが総出でご対応いただく

のは、コスト面ではもったいないと感じた。 

 

 

 

  

国民の安心安全のため日夜精励されていることに敬意を表したい。 

貴重な経験をさせていただき、感謝申し上げるとともに、今後、何らかの形で税関の応援団

としてＰＲさせていただければと思っている。 

北海道は、海外からの旅行者が増えており、また、今後もこの流れを継続する必要があるの

で、職員の皆様には、「安心・安全な社会の実現」のため引き続きご尽力をお願いしたい。 

内部目線ではなく、外部目線でのモニター活動が望まれる。 

どうしても専門用語が多すぎるので、堅さは否めない。 

そ の 他 、税 関 に 対 す る 要 望 、今 後 の 期 待 な ど 



業務的には崩す必要はないが、国民目線を意識する必要はあると思う。 

今回のモニター制度を通じて、これまであまり興味のなかった『税関のお仕事』を短い時間

ではあったが拝見する機会をいただき感謝申し上げたい。 

今後も悪事というのは益々巧妙化・ハイテク化して行くことだろうし、取締る側にもそれら

に対応する為の様々な多様化が求められると思う。 

言うまでもなく日本は海に囲まれた島国であるし、国同士の距離感はどんどん近くなってき

ている。税関業務においても、これまでに無かった、想像もしない様な事案が登場する事と思

う。税関は国の機関なので予算や人員にも限りがある中での業務になると思うが、今後も国民

の豊かな生活維持の為に活躍下さるよう、節にお願いしたい。 

今回はこのような機会を頂き感謝申し上げたい。 

業務上、引き続きお世話になることもあると思うが、よろしくお願いしたい。 

モニターにあたって職員の皆さまには大変親切にご対応いただいき、心から感謝申し上げた

い。 

税関モニター見学会にご縁があって参加をさせていただいたが、一つ一つが興味深く税関を

知るためのとてもいい機会になった。 

先述のとおりもっと多くの人にこのような機会を与えていただければ、税関が市民の生活と

より密接に繋がり、密輸の情報提供が増えたり、輸入禁止品やコピー商品に関するトラブルが

減るのではないかと感じた。 

ＮＡＣＣＳシステムを始めとした税関のＩＣＴ化は、官民連携の好事例であると感じた。今

後、ご協力をお願いさせていただく可能性もあるので、その際にはよろしくお願いしたい。 

                

  


