
 

 

 

 

 

 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２４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２４事務年度は、平成２４年７月から平成２５年６月までです。 

 

 

 

実施年月日 

（実施場所） 
活動内容 概   要 

24.11.30 

（千歳支署） 

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にて 

委嘱状交付 

税関業務説明 

・函館税関概況説明 

・千歳支署概要説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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２４事務年度函館税関モニター  

４．実施内容（平成２４事務年度） 



24.11.30 

（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 

・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 

25.1.31 

(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 

 

25.3.12 

（小樽支署） 

 

見学会及び意見交換会 

 

小樽港にて（監視艇「神威」船内） 

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 

・監視艇による取締状況説明 

・港湾状況視察 

意見交換 

 

 

 

 

 

 平成２４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（２４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 

 

海外旅行の添乗員として旅具通関で税関に接する機会は多くありましたが、自分自身にやま

しいことはないにしても、ご一緒されたお客様に申告漏れやその他で通関に時間が掛ることが

ないようにと祈る気持ちもあって、全員が通関を終えるまでは、常に緊張していました。制服

の持つ威圧感は否定できないものですが、それも、水際で安全・安心を守るためには必要なこ

とと思っています。 

旅具通関以外の貿易に関わる税関業務については、知識も関心もほとんどなかったのが実情

でした。 

税関業務の詳細を承知していなかったので、文献などから得られる一般的な認識に留まって

いた。 

仕事柄、「通関」という言葉は非常に身近でしたが、実際に通関実務の現場を見ることが無

かったので、税関が通関手続きに必要なデータを事務処理しているという漠然としたイメージ

しかなかった。 

また、海外渡航の機会が多いので、やはり税関といえば空港というイメージでした。 

港を管理運営する仕事に従事していますので、日頃より税関とは接点がありますが、仕事上

双方に関係する比較的狭い範囲でのお付き合いとなっていますので、税関全体の仕事を広く知

っている訳ではありません。従いましてこれまで「税関」との接点は、やはり私的な空港での

「旅具通関」との関わりが最も記憶に残っています。 

空港での印象としては、気を使って対応していただいていることはいつも感じていました

が、「監視」という目的でありますことから、親近感を持ったことはありません。  

密輸阻止のための水際摘発が、いかに重要か。テレビの特番でみる麻薬検知犬の活躍などの

印象が強かった。薬物に至っては特に、国内に持ち込まれると流通経路は闇の世界に縦横無尽

に構築されている。 

最近では、覚醒剤など従来型にとどまらず、脱法ハーブの類まで多様を極めている。 

日常から違法薬物等に関する新しい知識を得るための研究は大変だろうと感じていた。 

単に貿易に関わる関税等を徴収する官庁と思っていた。 

空港で目にするだけでしたので、国の機関だと思っていました。 

初めての海外旅行での入国の際、同行者の中で私だけが携帯品検査を受けることとなったこ

とがあり、正直あまりいい印象がありませんでした。 

 

税 関 に つ い て 



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 

 

新千歳空港のスーツケース等のエックス線検査装置や苫小牧の大型エックス線検査装置は、

不正な密輸を取り締まる装置として、その機能と性能には感心しました。検査装置のモニター

を覗き込むと、内容物が見えてしまうことから、「いくら隠そうとしてもお見通しだよ」とい

う説明に力が入ります。 

輸出入通関より空港の税関業務が、世間一般的には身近な存在です。その身近な存在の重要

な役割が、「税金を取られる」という面だけで理解されている傾向が強いため、今後は、安全・

安心の水際での取締りという面の広報強化が必要と思いました。 

例えば、麻薬探知犬は、海外の空港や駅でも見かけますが、盲導犬ほどその重要性が広く認

知されていません。先日、動物もののテレビ番組で訓練ぶりが放送されましたので、一般にも

関心が持たれたと思いますことから、その活躍ぶりを通じて、税関の役割の正しい理解を広め

てはいかがでしょうか。 

貨物検査などを行う施設整備について、苫小牧港の場合種々の理由により東港に国際コンテ

ナターミナルが整備され、コンテナ検査センターは従前のまま西港におかれている。 

 一方海外の主要港湾においては荷役から検査まで一貫した処理がなされるような施設整備

(レイアウト)が展開されており、苫小牧港の場合僅かな距離とはいえ物流業務の効率化上、課

題を有しているといえる。 

苫小牧での普段見る機会がない貨物検査装置などの施設見学が一番印象的だった。 

 また、小樽については、入港船が多いという認識はあったものの、社会悪物品の摘発などを

含めた詳しい概況説明を受け、非常に興味深かく、特に札幌在住の私にとっては、こんなに近

いところで不正薬物などの事件が起きていることに驚きました。 

 モニター見学会を終えて改めて感じたのは、日本に住んでいると、普段、国境を感じていな

いということ。仕事の関係で、ヨーロッパなどに在住していた時、複数の国と国境を接してい

るため、日常的に出入国管理や税関、特に密輸に対しての意識がありましたが、帰国後は、そ

うしたことをほとんど意識していないことを改めて感じた。勿論、地理的条件もあると思うが、

意識しなくても良い位にきちんと管理され、安全であることに感謝したいと思う。国境を身近

に感じる体験が無ければ分かりづらいかもしれないが、一般的にこうした認識が理解され広ま

れば、ビジネスなどでも、より日本の信用を上げる効果が期待できると思います。 

 改めて考えさせられたのは「不正商品」の取締りについてでした。「不正商品」と言っても

かなり意味が広く、国内でも知的財産の不正などの報道に接することがありますが、税関とし

て日々取り締まられている、偽ブランド品等の商標権を侵害する「不正商品」については、あ

まりにも生産及び販売組織が多いと想像できることから、そのご苦労は計り知れないものと感

じました。 

 「不正商品」の国内への持ち込みを阻止する戦いは、並々ならぬ気力と根気が必要であるに

違いありません。本来であれば、もっと世界的視野での取締りや国家間レベルでの連携があっ

てしかるべきと考えますが、日々水際での取締りを遂行している税関には、心から敬意を表し

たいと思います。 



市民の安全と利益を守るという観点から、日夜、密輸対策など防犯に努めておられることが、

よく分かりました。 

 小樽港の水際取締状況を見学させて頂いた。昼夜を問わない監視、情報収集の仕事は、司法

警察官と同じく大変な労苦があることを知ることができた。 

 モニター活動を通じて、司法警察官と財務省職員である税関では、司法権行使のうえで、で

きることと、できないことが違ってくるという説明が最初にあってもよかった。強制執行権、

逮捕権の有無が、おのずと活動範囲を決めている。だから、海保、警察との連携が必要であり、

税関は事件化される違法行為の端緒をつかむことが多いとアピールした方が良い。 

千歳での見学会での「偽ブランド品の見分け方とその研修内容」についての説明は、興味深

く聴かせていただきました。 

苫小牧での見学会では、輸出入の増減と、わたしたちの生活実感と関連があるというのは、

共感できる話でした。「保税地域」「仕出」「通関」など、税関特有の用語は一般の人にはな

じみのない言葉なので、丁寧に説明していただけて良かった。 

 また、苫小牧での見学会で説明があった「ＮＡＣＣＳシステム」は、行政は縦割りというイ

メージを覆すもので素晴らしいものだと思いました。 

 第三者が罪の意識もなく、運び屋になっている状況に驚きました。振り込め詐欺に使われて

いる通帳を罪の意識もなく譲渡されている状況に近いものを感じました。  

 

 

  

 

   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） 

 

丁寧な対応でしたが、統計業務と水際捜査という質的に真逆の業務に従事しており、大変だ

と感心した。 

 千歳、苫小牧、小樽と 3箇所で税関の方々と接する機会がありました。施設はどこも大変立

派で羨ましい限りでした。 

 はじめに税関の「3 つの使命」について説明をしていただきましたが、3 つに集約されては

いるものの、説明をお聞きしその仕事領域の広さに改めて驚きました。 

 また、映画やドラマの様な取締りをされている事例もお聞きし、大変驚きました。一方、見

学会等でお会いできた職員の皆様は、実に温厚で優しい印象を受けました。 

 このように職員の方々が、見事に 2つの顔を使い分けていらっしゃることに感心をいたしま

した。税関では組織的にまた長期的に、優れた研修計画のもと、職員教育が続けられているに

違いないとも感じました。 

それぞれの職務を十分に理解し、極めて真摯な態度で業務に臨んでいたと思います。 

 また、麻薬探知犬育成についての TV 番組を拝見いたしましたところ、素晴らしい内容に感

銘いたしました。教育指導の原点を見る思いで御座います。 

明るく、親切で、礼儀正しい方々であると感じました。 

税 関 の 姿 



 職員の皆さんの態度は、いつも笑顔で優しくお話をして頂き、大変、礼儀正しく柔らかな物

腰に驚かされました。 

 新千歳空港は、見慣れた光景でしたが、不審者の取調室や精密なエックス線検査設備、そし

てコピー商品の見分けと不正薬物の持ち込み事例など、あらためて税関業務の重要性を認識し

ました。 

 苫小牧港では、大型エックス線検査装置には驚かされました。NACCS という先進的なシステ

ムを導入して、通関業務の時間短縮を図ることにより、円滑な貿易を促進しようという税関の

活動を知ることができました。 

また、苫小牧国際コンテナターミナルは、北海道の貿易の動きをひと目で確認できる貴重な

場所でした。それこそ、世界につながる港のイメージが強く感じられる場所で、青少年にとっ

ては、世界的な視野で北海道を考えるための教育的な価値があると思われます。 

小樽港の取締業務は、監視・張り込み・尾行など組織的な密輸に遭遇する危険な職場であり、

海上保安庁や道警と連携して対処する事案もあると伺いましたが、職員の方の安全が心配で

す。 

単純ですが、すべてきちんと管理され、さすが『税関！』という印象を受けた。 

千歳での見学会では、麻薬探知犬のデモンストレーションやＸ線検査の状況など普段見るこ

とができないところを見せていただき大変有意義でした。また、職員の皆さんが親しみやすい

雰囲気で気軽にお話しさせていただくことができました。 

千歳での見学会で「平成 24 年度の新千歳空港の出入国者が過去最高になりそう」というお

話しでしたので、業務量に応じた人員が確保されているのかが気になりました。業務量に応じ

た人員が確保され、検査が手薄にならないようにしていただくことを望みます。 

説明の合間や質疑応答の際に聞かせていただいた税関職員の生の声（話）が興味深かったで

す。 

ホームページや資料にあることはだれでも調べればわかることかもしれませんが、職員の方

の実感こもったお話は face to face のモニター会議の良さだと思いました。 

 

 

 

 

ホームページについて 

 

一般の人と事業者では税関のＨＰを見る目的が違うと思いますので、目的別にみられるよう

な工夫をするといいのではないでしょうか。 

全体的に見やすいと思う。しかし、各税関の貿易統計のフォーマットが統一されていないた

め、業務上、時々活用しているが、対比する際に時々戸惑うことがあった。 

大変豊富なメニューが用意されていて、感心しています。 

特に貿易統計資料等は豊富なデータが公表されており、素晴らしいと思います。 

各種貿易統計書類が利用しやすいように、内容が良く整理されていると思います。 

税 関 広 報 に つ い て  



印象は堅いが、このままの方が良い。知的財産権侵害、商標違反事件（コピー商品）につい

ては、気づかずに被疑者になる場合もある事案で、海外旅行の際の啓発を強める呼び掛けをし

てはどうか。 

 

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） 

 

YouTubeの動画は、迫力があります。どんなパンフレットよりも、不正薬物の密輸や「運び

屋」の違法性、犯罪性について、強い印象を与えますが、普段の生活では、このホームページ

に行きつきません。どの様に誘引するのかが今後の課題です。 

税関チャンネルは、親しみやすく啓蒙活動に役立つものと思います。 

普段、ほぼソーシャルメディアを使っていないので、モニターを通して初めて知った。 

正直なところ、税関で取扱うテーマ自体が、ソーシャルメディアを通じてライブで知る必要

があるものが少ないと思われるので、今後もあまり使うことがないかと思います。 

新たな時代への取り組みに敬意を表します。 

YouTubeの税関チャンネルは、広報としては費用もかからず良いと思います。 

 Facebook などソーシャルメディアに関心が持ってもらえれば、安価な広報も可能かと思い

ます。 

 

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

 

外務省、厚労省、農水省の情報は、観光庁を通じて旅行業の関係団体に通知され、そこから

各会員へ配信されています。重点取締月間などがあれば、そのルートで配信することをご検討

下さい。 

ご提供頂きましたＤＶＤなど、講義の時に活用させて頂いております。 

学生からも解り易いと好評です。 

 「かんたん税関ガイド」が、飛行機の座席ポケットに入っていたら便利だと思います。 

 携帯品・別送品申告書の記入方法を含め、個人で海外旅行する場合、事前にこうした情報を

入手する機会が殆どないので、日本発着の飛行機内で見ることが出来る様に機内に備えてはい

かがか。 

 また、海外で購入した物品などは、免税枠を超えると莫大な関税を支払わなければならない

と勘違いして隠匿する人がいる可能性もあるので、適正な申告及び納税のために課税額の目安

を目の付きやすい場所に掲示されてはいかがか。 

 コピー商品の展示は、興味を引くと思われるので、解説付きで目立つ様に展示するほか、空

港内のテレビで注意喚起用の短時間番組を放映してはいかがか。 

 空港の手荷物や国際郵便の検査については、『中身はすべてお見通し』ということを、もっ

とアピールしてもよいのではと感じた。例えば、検査装置による透過画像を使用したポスター

などを作成するのも効果があると思う。 

広報用 DVDは、解説が解り易かった。 



広報用 DVD を視聴しましたが、フルバージョンでは 20 分を越えるもので、おそらく税関側

から伝えたいことはほとんど網羅されたのではないかと思います。ただ、よほど税関に興味を

持った方でなければ全てを見るのはきつかもしれません。 テーマを絞って利用されるのが良

いと思いました。 

税関にイメージキャラクターが必要なのかという気もしますが、親しみやすくは感じると思

います。 

 

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 

これまでは、旅行の視点から税関業務を見てきましたが、グローバルな視点から税関業務を

見直してみると、北海道の農水産物や自動車部品の貿易実情や北極圏が自由に航行可能になっ

たときの北海道の可能性など、興味ある題材が、大変身近にあると感じます。小中学生向けの

社会学習に活用できればと思います。 

 また、産業観光の形式で、一部の旅行会社が日帰り旅行を募集していますので、それらの素

材に活用できれば面白いでしょう。コピー商品の見分け方など、興味を引くと思います。旅行

業者の中には、海外旅行説明会を実施していますが、そういう機会に、麻薬探知犬の実演を盛

り込みながら「運び屋」のことやコピー商品のことなど、広報されると良いと思います。 

 薬物乱用防止教室などで学校訪問を行うことは非常に有効だと思う。 

取り組みとしては良いことと思います。 

学校訪問等は他の機関や団体も実施していますので、その中でいかに「税関」の優先順位を

高めるかということが大切なことと思います。 

 また、町内会活動などでは、毎年研修会や研修旅行を行っているところがありますので、地

道な広報となりますが、町内会を対象とした説明会や見学受入はいかがでしょうか。 

世の中のしくみを知るためにも、教育の一環としての学校訪問は必要なこと。 

広報活動という税関側の視点ではなく、教育（社会学習、道徳学習）という学校側の視点、

ニーズで機会が増えることが望ましい。 

ぜひ幅広く受け入れて欲しいと思います。 

 千歳空港の空の日に見学会を行うなどしてはいかがか。 

 

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 

税関のホームページに、直接、アクセスするケースはまれだと思われます。旅行会社のＨＰ

等とリンクすると、効果的かと思います。 

 北海道で開催される旅行業の関係団体主催の研修会では、税関業務のリーフレット等を積極

的に配布することが可能です。また、１０月に開催予定の「海外旅行フェア２０１３」での広

報活動も効果が期待できます。 

小中学生の社会科授業のなかで、税関職員が出前授業を実施し、貿易状況など説明すると、

学習にもなり、税関のＰＲにもなり、両得になる。 



電話の他に SNSや LINEなどの利用も検討されては如何でしょうか。 

やはりＴＶの影響力が大きいと思います。たとえば密輸などをテーマにした番組やドラマが

放映されると、一挙に認知度が上がると思います。 

説明にもありましたが、一般人にとって、税関に通報すべき案件か、警察の案件か、海上保

安署の案件かなどは、正直なかなか区別が付きません。既に取り組まれていることとは思いま

すが、横のつながりを確立するのが一番重要と考えます。  

「密輸ダイヤル」には、実際どのような相談が来ているのかをマスコミに取り上げてもらっ

てはいかがでしょうか。ＰＲするには電話番号だけ知らせてもなかなか周知されないのでどの

ように活かされているのかまで知らせた方がいいと思います。 

 

 

 

     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 

 

はじめに述べさせていただきましたが、ご対応されるすべての方が、いつも笑顔でソフトな

接遇をされることに大変驚きました。 

空港のＣＩＱでは、いつも重々しい雰囲気を感じていましたし、税関という国の安全安心を

守る重要かつ危険な業務を考えれば、かえって戸惑いもありました。 

 モニターに参加した人は、それぞれ異なる業種に分散していますから、それぞれの分野から

みた意見や感想、質問がありましたので、参考にもなりましたし、大変良い機会を頂きました。 

 私は、業界に関係する税関業務についての情報を、あらゆるチャネルを通して伝えていきた

いと思います。 

 有意義な機会を与えて頂き感謝致しております。 

広く一般の方に税関の業務内容を知って頂くと共に、特に貿易や海外交流などの業務に携わ

る方々を対象に、より深い知識と情報を提供することも必要かと思います。 

また、意見交換会の折にも触れたように、教育関係者はこの点に関し意外と情報過疎の状態

です。例えば、海外の実情も含めた税関・通関制度に関する手引書（読本など）を編纂されて

は如何でしょう。 

大変貴重な経験をさせて頂き、ありがとうございました。 

いつも丁寧に説明をしていただき感謝しています。 

折角の機会でしたので、他のモニターになられた方々と、交流する時間も欲しかったと思い

ました。ほぼ全員が毎回、出張という形態でしか参加できませんので、なかなか時間が取れな

いことは理解していますが、例えば時間内にモニターだけで自己紹介しあうとか、グループ討

論をしてみる等の機会があっても良かったと思います。  

個人的には、千歳空港の見学に参加できなかったのは残念。 

空港での職務は、一般市民に密接なだけに、空の玄関でのモニター活動を重視した方がよい。 

千歳空港は、頻繁に利用していましたが、円滑な空港運営の陰に、あれほどに高度なシステ

ムがあったと知りませんでした。 

モ ニ タ ー 活 動 に つ い て 



一般国民によく知られていない税関業務の範囲について理解することができました。 

なぜ、北海道の税関が「函館税関」なのかという話を、一般の人は、ほとんど知らないので

はないでしょうか。その歴史のお話は、大変おもしろかったです。 

モニターの人数が少ないにも関わらず、見学会の日時がほぼ固定されていて、すべてに参加

することができなかったのが残念でした。 

質疑応答では、個人的な質問は別途個人的にしてもらい、全体で共有できるような質疑にし

てもらうか、項目を分けた方がいいように感じました。 

苫小牧港での港湾施設見学が良かったです。長く北海道に住んでいながら、あのような施設

を間近に見たのは初めてでした。 

 税関の業務（例示）を説明した資料は、写真で例示しているのが解り易かったです。 

 

 

 

  

密輸事件の摘発には、税関業務が深く根ざしていることをアピールしてほしい。 

警察、海保が立件を発表する際には、「税関が端緒をつかみ共同で捜査した」と記者に伝え

て原稿に触れてもらうと、それだけで税関は仕事をしたんだと、世の中へのＰＲになる。 

広報活動のイベントはイベント。 

摘発に関与したという実績をメディアに露出してほしい。 

これからも、市民のため国のためにご尽力願います。 

空港では、ＣＩＱが一つの流れとして理解していますから、このようなモニターの機会に、

出入国管理や検疫など、それぞれの分野について統一的なモニターをさせていただくと良かっ

たろうと思います。 

国際貿易の進展に伴って、港湾機能の強化と効率化は各国において主要な政策課題となって

おり、特に隣国の中国においては各地において巨大港湾の整備が急ピッチで進められていま

す。我が国においても次世代に向けた港湾の施設整備を行うことが喫緊の課題と言えます。 

 また、このような港湾の整備は、効率的な港湾経営の視点に立脚し進めることが何よりも重

要です。更にこの為には計画段階から建設部局のみならず税関・検疫を含め、各分野からの参

加を得て行うことが肝要です。 

 一方我が国の場合、各省庁間の連携は必ずしも充分とは言えないのが実状であり、今後の大

きな課題と言えるでしょう。 

                

  

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


