
 

 

 

 

 

 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２２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２２事務年度は、平成２２年７月から平成２３年６月までです。 

 

 

 

実施年月日 

（実施場所） 
活動内容 概   要 

22.11.17 

（札幌税関

支署千歳出

張所） 

委嘱状交付 

税関業務説明 

 

新千歳空港国際線旅客ターミナルビル内 

札幌税関支署千歳出張所会議室にて  

委嘱状交付 

税関業務説明 

・函館税関概況説明 

・広報ビデオ視聴 

 

 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２２事務年度函館税関モニター  

４．実施内容（平成２２事務年度） 



22.11.17 

（札幌税関

支署千歳出

張所） 

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出国ロビー 

旅具通関業務について 

・千歳出張所概況 

犯則摘発状況説明 

国際線旅客ターミナルビル概要説明 

・国際線施設見学 

（空港における旅具通関の概要説明） 

 （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 

23.1.26 

（小樽税関支

署） 

見学会及び意見交換 

 

小樽港にて（監視艇「神威」を前に） 

海港における監視取締り 

・海港における監視取締概要説   

 明 

・小樽税関支署概況説明 

・小樽港における監視取締状況 

・小樽税関支署摘発事例紹介 

・監視艇からの取締り状況見学 

意見交換 

（監視取締機器説明含む） 

23.5.23 

（苫小牧税

関支署） 

 

見学会及び意見交換会 

 

函館税関苫小牧コンテナ検査センター 

当関における震災の影響と現状に

ついて 

 

輸出入通関業務について 

・苫小牧税関支署概況・通関状況説  

 明 

・輸出入通関の概略と知的財産保護

の取り組み説明 

・NACCS 通関状況見学 

・大型Ｘ線検査状況見学 

・東港ｺﾝﾃﾅﾔｰﾄﾞ見学 

意見交換 

 

 

 

 



 

 

 平成２２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（２２事務年度）  



別  紙 

 

税関モニターからのご意見の概要 

 

（注）モニターの方々からいただいたご意見を項目別に整理しております。 

 

 

 

モニター活動を行う前の税関に対する印象や関心 

 

弊社が保税蔵置場であることから、関税に対する業務についてはある程度理解していたが、それ以外の

業務に関してはあまり知らなかった。 

但し、漠然と『取締官』のイメージがあり、地元苫小牧港での業務を通じ海の保安官という印象を持って

いた。 

・ 「日本の玄関」で活躍されているという認識を持っていた。 

・ 違法商品の取り締まりなどの仕事をしているので，警察との仕事の棲み分けはどうなっているのだろう

かという疑問を持っていた。 

・ 貿易に関心があり，データを提供して頂くために，毎年，函館と札幌の税関にてお世話になっている。 

業務上、通関業務等について種々相談させていただくなど日常的にお世話になっており、そういう意味では

身近な存在の官庁の一つと考えていた。 

空港などで、麻薬などの密輸取締りをする機関だろうぐらいの認識だった。また、行政機関で財務省である

ということも知らなかった。 

銀行の国際部に在籍しているので貿易取引等で言葉では馴染みがあった。 

海外に駐在したこともあり、国際線で空港に到着し、税関を通過するときに、何も疚しいことがないにも関わ

らず、少しどきどきした記憶がある。 

海外との出入口を守るガードマンの印象。 

３４年前、新聞社に入り最初に担当したのが苫小牧港の海事官庁だった。社会人になって間もなく、税関業

務について新聞記事に書いていた。輸出入が急角度の右肩上がりだった高度成長時代からオイルショック

を経て多様化の時代になっており、本道のさまざまな産業活動や物流構造の変化と税関業務の密接な関

係を肌で感じていた。 

・ 税関というと、空港でしか接点が無く、海外旅行に関連する物品の持ち込みの検査のイメージが強かっ

た。 

・ いわゆる「お役所」の典型的機関という印象があり、大変「硬い」イメージだった。 

 

 

 

 

 

税 関 に つ い て 



 

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

 

密輸入に関する水際での取り締まりに対して、敬意を表する。 

空港（新千歳）や港湾（小樽、苫小牧）という異なった施設の中で、多様化する密輸入に対する様々な取組

を知ることが出来、改めて感謝の念を抱いた。特に小樽港においては、密輸入の物品だけでなく『外国人』

という民族間の問題も少なくないようで、対応の難しさや大変さを感じた。 

・ 幼少期から，密輸などの取り締まりに関心を持っていたこともあり，その現場を見ることができたことは，

とても有益であった。 

・ 税関の業務をすべて知っているわけではないので，仕事面に関するコメントをすることは難しいが，「い

かに摘発率を上げるか」だけではなく，「いかに摘発の仕事を減らすか」という観点に立った取り組みにも，

一層期待したい。「違法商品が存在する」ことを前提にした取り組みだけではなく，「違法商品そのものを減

らす」ことに繋がる取り組みへの期待である。 

残念なことに第 1回目に参加できなく、空港における水際での活動は目の当たりにすることができなかった

が、小樽港での監視業務や苫小牧における通関の実態やⅩ線監視装置の実際を視察でき、非常に有意

義な経験をさせていただいた。        

とりわけ、港の最前線での監視活動や身を挺した阻止行動について興味深く拝見させていただいた。 

小樽での見学会において 監視艇を乗船させていただけたことが、すごく印象深く、よい経験ができた。 

水際対策として、外国船舶からの密輸取締りに対し、本当に現場力が生かされていることを痛感した。 

今回のモニターでは、空港や港湾で税関の方々がどのように働いているのか、舞台裏を見られるのを楽

しみにしていた。 

千歳空港では、麻薬犬のデモンストレーションや、ターンテーブルに出てくる前の預け入れ貨物の様子な

ど興味深かった。 

苫小牧港では、スムーズな貿易取引のためにコンテナを開梱せずにＸ線検査ができる施設やＮＡＣＣＳ

システムなど勉強になった。 

税関が海外との窓口として、様々な取組みを行っていることを、より多くの人々が見学できれば、良いと

思う。 

新千歳空港、小樽港、苫小牧港それぞれの状況に応じた設備、人員を目指しているのだと思った。ただ、

現場ではピーク時にも円滑な対応ができるよう、さらに必要な施設配置や人員配置の必要性を実感してい

るのではないかと思う。社会悪事犯につながる密輸の水際対策など施設、人員の配置と機動的で柔軟な

対応が必要と思った。 

・ 最後の苫小牧港には伺えず残念だったが、空港のみならず、輸出入業務に関しては税関が重要な役割

を果たしていることに、改めて気付かされた。 

・ 近年、インターネットを通じて個人輸入や医薬品購入が簡単にできるようになったが、そうしたビジネスを

通じた輸入品のチェックはどのようになっているのか関心を持った（特にサプリメントや医薬品は、許認可

の基準が国によって異なるが、日本では違法とされる医薬品などの個人輸入などはどのように取り締まら

れているのかと感じた）。 

 



 

  

 

   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） 

 

特に『取締まり』『監視』という響きを聞くと、何か硬くて暗いイメージがあるが、迎えて下さった職員の皆さん

はとても明るく、ピリッとした職場の雰囲気の中にも暖かさを感じた。青を基調とした制服には、非常に好感

が持てた。 

・ とてもご丁寧な対応をして頂き，感謝している。また，現場で働く職員の方の，一生懸命に働く姿を見るこ

とができたと思う。 

・ ただし，職員数の少なさが目立ったように思う。 

 

普段日常的に相談させていただいている業務とは別の業務、別の姿を拝見し、その中において、まさに一

生懸命という言葉が相応しいそれぞれの職員の皆様方のご努力に心から敬意を表したいと思う。 

モニターに対し恐縮してしまうほど、厚遇な対応をしていただいたと感じる。 

また、あたり前ですが現場職員さんのプロフェッショナルさが伝わってきた。 

税関は非常に硬いイメージがあったが、職員の方々は、皆さんまじめに業務に取り組んでいて、業務に

誇りを持っていることを感じた。 

特に苫小牧で説明のあった東日本大震災で被災した東北地方の港湾の様子など、モニターの受入れど

ころではなかったのではないかと感じた。 

限られた施設、設備、装備と人員で、産業や流通の振興と防犯につながる貴重な職務を果たしていること

が、再認識できた。苫小牧港のコンテナ検査施設はぜひ、東港地区に移していただきたい。 

・ 何より、職員のみなさまの「丁寧さ」に感心した。「非常に硬いお役所」のイメージが強かったので、モニタ

ー開催に関する諸連絡やモニター実施時のご対応など、全てにおいて非常に丁寧だと感じ、感謝した。 

・ 昨年久しぶりに海外旅行をし、帰国時の税関職員のみなさんの対応もホスピタリティ溢れるものだった。

日本への「入口」でお仕事されているみなさんのホスピタリティは、観光の視点から見ても非常に重要だと

思う。 

 

 

 

 

 

ホームページについて 

 

トップページが非常に硬い印象を受けた。 カスタム君を全面（前面）に押し出し、アピールしてはどうでし

ょうか？ 

全体的に文字が多く、とっつきにくい面はあるが、内容的には非常に充実しており目を見張るものがある

と思った。 

税 関 の 姿 

税 関 広 報 に つ い て  



・「良い意味」であっさりしており（ゴチャゴチャしておらず），好感が持てる。ただし，子どもや青少年へのメッ

セージ発信を重視するのであれば，それなりのページも必要であると思う（ツイッターのページはあるようだ

が）。 

通関統計などの統計資料は良く拝見しており、当方の業務に役立てている。 

また、「鮭の輸出」などの特集記事も非常に興味深く拝見しており、今後も期待している。 

今まで税関さんのホームページを開く機会がなく、今回このモニターに参加することで見た。色々な情報、

活動があることが分かった。 

 税関のホームページは、じっくり見たことがなかったが、今回改めて拝見すると、多岐にわたる業務内容

（海外旅行、貿易事務、取締りなど）が掲載されていて、情報源としてもっと活用すべきであると感じた。 

 ホームページの構成は、言葉の羅列が多く、写真などを使って職員の活動状況を宣伝するような親しみ

やすさがあるとより素晴らしいと思う。 

ホームページは、必要な情報が網羅されていると思う。今回の震災に対する施策も掲載されていた。本関

あるいは支署の責任者、職員のブログなどがあれば、もっと身近に感じるかもしれない。 

・ 動画なども取り入れ、より身近に、より分かりやすく税関の役割を一般市民に伝えようという姿勢が強く

感じられると思う。 

 

その他の広報媒体について 

 

 其々の媒体に工夫をされていて、わかり易いものが多いと感じた。但し、今回モニターとなったが故に入

手出来たり、見たり出来たと思う。 

 もっと簡単に一般市民の目に入る方法があれば、広報活動の幅が広がると感じた。また、ホームページ

と同様カスタム君をもっともっと有効活用し、親しみやすい工夫をされると良いと感じた。 

・ さまざまなものを準備していることは良くわかったし，興味関心を引くものだとも思った。 

・ 課題は，これをいかに一般市民が目にする場に展示・掲示するかだと思う。普段生活をしていて，これら

を目にすることはない（少なくとも，「税関の掲示物だ」と気づいて何かを見たことはない）ことが，問題であ

ると思う。 

あまり接する機会がない。 

 税関の果たす役割について、幅広い階層の人々に理解周知してもらうためには、年齢層にあった宣伝や

媒体が必要になると思う。 

日常生活の中で、なかなかお目にかかれないと思う。人目に触れる機会を増やした方がいいかもしれな

い。 

 

 

 

 

 

 

 



 

   モニター活動を通じて知った税関展等の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 

特に学校（高校・中学校）訪問や説明会の機会を増やし、幅広く税関業務の重要性を知ってもらい、税関職

員を目指す若者が増えるような流れに持っていくと良いと思う。 

幅広く一般市民への企画も重要だとは思うが、税関に入りたい・税関職員になって業務を遂行したいと思っ

てもらえるような学生に対する企画が大切だと思う。 

・ 「広報活動」の目標，すなわち「広報活動を行うことによって，世の中がどうなることが望ましいと考えるの

か」という点が，はっきりと分からなかったと思う。 

・ たとえば，「違法薬物や銃器などの撲滅」という目標が設定されているのであれば，取り組み方としては，

現在のままでも一定の成果を挙げることができると思う。 

・ しかしそれだけではなく，「日本の玄関」で活躍されておられる方には，「国際化社会が進んでいること」を

青少年に強く意識させる活動にも力を入れて欲しいと考えている。とくに北海道の生徒・学生は，「将来，自

分の就きうる仕事が，世界と関わりをもつものである」という意識が，きわめて低いのが特徴である。国内市

場がシュリンクする一方である現状からしても，北海道企業，およびそれらが支える北海道経済の将来は，

海外との関わりなしではありえない。次世代の北海道経済を支える彼（女）らに，そうした意識を植え付ける

ことは，とても重要な役割であると思う。 

今後の日本を背負っていく子供たちへの啓蒙活動が必要と思われる。外国との貿易の重要性や日本を守

るための監視活動の重要性等についてもっともっと浸透させて良いと思う。 

今、小学校、中学校などで職場体験という項目がある。これは、税関などの行政機関の存在意義を伝える

いい時間になりえると感ずる。 

麻薬犬とかも興味を持ちえると感じる。 

税関がモニター制度で見学受入を行っていること自体、今回初めて知った。 

島国である日本が海外と貿易や人的往来を行うときには、必ず税関が関係するので、今後の更なる国際

化に向けて小学生～大学生の受入に力を入れるべきであると思う。 

函館や支署、出張所所在地では特に、講演会（学校訪問）、説明会、見学受け入れなどを校長会などを通

じてアピールすべきだと思う。教育の側にも社会の実際を学ばせたいという意向があるので、世界と日本の

窓口であり、輸出入にかかわる産業や流通に密接に関わる税関の話は、興味・関心を持たれ、教育効果も

高いものと思われる。 

・初等・中等教育機関での業務内容説明などは、社会科関連科目の中で展開されるべきだと思う。 

 

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 

自分自身、モニターとなって知り得た情報を極力社内に発信してきた。 

逆にいえば、モニターにならなければ情報も入手できなかっただろうし、社内に情報発信することもできな

かったと思う。 

モニター等の機会でなければ、税関の情報を入手することは非常に難しいと思うがより多くの方に知って

もらうため、テレビコマーシャルの強化なども考えてみてはどうだろうか。 



・情報を必要とする者以外，気に留めることが無いのは仕方がないのかもしれない。 

・庶民の私生活に関係した情報を積極的に提供すべきだと思う。 

既に行われているとは思うが、関係する企業や団体などへの周知の濃度を増すことも重要と思われる。 

広報も、便利なシステムや制度の広報という前向きなものと、密輸や海賊品の防止など後向きなものが

あって、バランスをとって実施するのは、難しい面があると思う。それぞれが、重要な役割なので、しっかりと

周知していただければと思う。 

これまで通りに報道機関を大いに利用していただければと思う。また、インターネット、ツイッター、フェース

ブックなど新たな手法も積極的に取り入れていただきたいと思う。 

・ 税関というと、一般市民は自分とあまり近いところにあるという認識を持っていないと思うが、実は自分の

生活を守る大切な業務をしているのだということが、より広く一般市民に広報されると良いと思う。 

 

 

 

     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 

 

本当に初めて知ることばかりで、大変勉強になった。 

最先端技術を駆使した取り締まりや監視業務等、様々な取組みを知ることが出来、非常に有意義であっ

た。 

 

大変興味深いものを数多く見せて（あるいは体験させて）もらい，とても有益な時間であった。感謝でいっぱ

いである。しかし，そうした感想を述べただけでは，函館税関，およびモニター活動にとって，まったくの貢献

にはならないので，思ったことを述べさせて頂くことにした。 

・ 率直に申し上げて，「税関はわれわれに何を期待しているのか」が分からなかった。 

・ われわれは「モニター」である。モニターとは，「製品やサービスの妥当性を確認する試験やその試験を

行う人」を指すわけで，たとえば「今後，一般の方々を対象とした見学会を開催するが，どうしたらより良い

見学会になるか」について，意見を求められる立場にあったのだろうか？ 

・ もしそうであれば，もう少し建設的な意見も出たのかもしれない。けれども，それを期待するのであれば，

モニターとして「より一般の方（主婦とか・・・）」を選ぶほうが，「感覚的に」という点で，より適当なのではなか

ろうか。 

・ 今回集まったメンバーは，大きく分けて「北海道を代表する一般企業の方」と「研究者」となるが，こうした

メンバーを集めるのであれば，むしろ「税関がかかわっている業務の『改善策』」や，「今後起こりうる問題の

『解決策』」を話し合うことに時間を割くべきだったのではなかろうか。業務改善策などについては，民間企

業からヒントを学ぶことも少なくないと思われるし，問題解決策を練る上でのポイントを提示することは，研

究者の得意とするところであると思う。 

・ 「税関の現在抱えている問題を示し，それを具体的に見せる」，そして後日「それに対する意見を持ち寄っ

て話し合いをする」というスタイルをとった方が，税関側にとっても有益だったろうし，参加者の貢献度・満足

度も高かっただろうと思う。 

 

モ ニ タ ー 活 動 につ い て 



実施された 3 回すべては参加できなく、非常に残念な思いをしているが、参加した 2 回、いずれも興味深い

経験をさせていただいた。 

物流を円滑化させるための最前線での業務や不正品の取り締まりに関する業務など、それぞれが日常

私どもも含めた一般市民の目の触れない中で日夜ご奮闘いただいている姿を拝見でき有意義にモニターを

務めさせていただいた。 

また、意見交換会においては、異業種の方たちからの様々なご意見をお聞きすることができ、色々と勉

強させていただいた。 

税関さんの見方が変わった。 

よく行政機関では、警察の業務が取り上げられて、テレビで警察 24 時のような番組が放映されて反響を得

てます。が、税関さんの仕事も同レベルの価値があり、一般市民にも認識してほしいと感じた。 

税関モニター制度は、素晴らしい企画だと思う。 

千歳空港（空の玄関）、小樽港（ロシアなど小型船舶）、苫小牧港（大型の貿易港）と見学場所も各々特徴

があり、見学する価値があったと思う。 

受け入れる側は大変でしょうが、より多くの方が、モニターとして参加できる機会を増やすべきだと思う。 

 

他の分野の方々のご意見、質問を聞くことができ、さまざまな考え方を知ることができた。また、ものの見方

の多様性を感じることができ、税関や空港、港湾について異なる角度からの視点を知ることができて、大い

に参考になった。こうした機会をいただいたことに感謝する。 

 

 

 

  

今回、モニターに選出して頂き貴重な経験をさせて頂いた。 

モニター経験者として、税関業務に対し社内外を問わず情報発信し、広報活動の一助になればと思って

いる。 

厳しく、忙しい業務の合間を縫ってモニターの受け入れをすることは非常に大変だとは思うが、幅広く税

関について知り理解してもらうためには、このモニター制度等地道な活動が必要になってくると思う。是非、

地道な活動を継続し『税関』のファンを増やしていって下さい。 

 

限られた人員の中での種々の業務の遂行、とりわけ国民生活に密接に関連する通関業務や監視業務に

対し、身を挺しての日々のご奮闘、心から敬意を表するものです。 

 

今後は、このモニター制度を継続してほしいと思う。また、今回の繋がりで色々と情報交換ができたと感ず

る。 

税関さんには、今後の日本における通関業務、密輸取締りなど重責と感じるが、大いに一般市民を巻き込

み、情報をとり、認知していただき 更なるご活躍ができる組織づくりをお願いする。微力ながら、応援させ

ていただく。この度は、色々お世話になりました。 

 

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



北海道は、道内で経済が完結する環境にはないため、海外を含めた道外との交易は極めて重要です。

税関にとっても、管内の港湾の通関量は大切であり、通関量を増やすためには、より良いサービスの提供

が必要であると考える。 

阪神淡路大震災で神戸港が被災した時に、中国の青島港に貨物取扱が移行してしまったように、東日本

大震災で被災した東北地方の諸港の取扱が他地域の港湾に流出しない取り組みが大切であると思う。バ

ルクの釧路受け入れは、良い知らせだと思う。 

道産品の輸出について、特に鮮魚の上海輸出において、千歳空港税関が通関時間など柔軟に対応され

たとのお話があり、大変頼もしく感じた。スムーズな通関により、北海道から直接海外と貿易する量が増加

していくことを希望する。 

中国に駐在していた際、最も融通がきかないのが、税関と検疫でした。中国との間で、税関同士の交流

があるなら、協力関係を構築していただき、スムーズに通関ができることが税関にとっても如何にメリットが

あるかを中国側に理解してもらうことを切に希望します。 

今回のモニターでは、空港や港湾の舞台裏を見学する貴重な経験をすることができ、感謝いたします。大

震災の影響もしばらく続くと思うが、皆さま方のご活躍をお祈り致している。本当にありがとうございました。 

モニターの皆さんの興味・関心に即答できる多様な考え方を反映した業務を推進されていることに敬意を表

する。意見交換の席で繰り返し申し上げたが、管内で大きな比重を占めている苫小牧港、新千歳空港に対

する重点的な対応で、北日本の輸出入振興、産業振興、観光や人的な往来の促進にますますつなげてい

ただけるよう、お願いする。 

函館税関様が管轄する範囲があまりに広いこと、膨大な業務を比較的少人数で対応されていることに驚い

た。 

さすが日本のブレーン集団だと感じた。また、みなさまのホスピタリティに感動した。 

モニターのお仕事をさせていただき、大変良い勉強になりました。これからもどこかで接点を持たせてい

ただくことを願っている。 

        


