
 

 

 

 

 

 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２５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２５事務年度は、平成２５年７月から平成２６年６月まで。 

 

 

 

実施年月日 

（実施場所） 
活動内容 概   要 

25.12.3 

（千歳支署） 

 

税関業務説明 

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 

 

税関業務説明 

・函館税関概況説明 

・千歳支署概要説明 

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 

 

 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２５事務年度函館税関モニター  

４．実施内容（平成２５事務年度） 



26.2.14 

(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 

 

26.3.24 

（小樽支署） 

 

 

見学会及び意見交換 

 

小樽港にて（監視艇「神威」船側） 

 

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２５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。主なご意見等は次のとおりです。  

５．函館税関モニターのご意見（２５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 

 

仕事柄、日常的にも接点がありますので、税関業務自体は勿論、業務の重要性や大変なご苦

労があることは、一般の方よりも理解していました。 

また、一方で、現在の職に就く以前（学生時代等）では、税関との関わりは海外旅行の際の

入国時での短時間のやり取りがあった程度で、日常生活では税関の存在を意識したことは、そ

れ程ありませんでした。 

正直なところ、税関という組織についてはほとんど関心がありませんでした。 

イメージとしては、海外から帰国する際の免税品などの通関手続きを行う機関といった程度

しかありませんでした。 

特に、貿易の円滑化に寄与しているといった印象は全くなく、モニターとして説明をいただ

く中で、自身の不明に気づかされました。 

国境を守り、関税を徴収するという、国民生活の基礎的部分を担当する機関と考えていた。 

そのため、国民の日常的生活（消費行動、医療福祉など）からかけ離れた機関との認識も強

かった。 

仕事柄、海外旅行における通関業務のイメージがあり「お役所」という印象がありました。 

職業柄、税関職員の方と接する事が多いのですが、いつも丁寧で優しく対応して頂き、また、

色々な質問にも丁寧に答えて頂いていと云う印象です。但し、ごく稀に担当職員の方によって

は、それまでとは回答内容が相違することが見受けられました。 

個人的には、以前に比べ、最近の税関職員の方は、全般的に航空会社に歩み寄った対応に感

じられ、とても良い印象でした。 

過去に取材した経験があり、日頃から多少の関心がありました。印象については、取材を通

しては、報道機関に対する理解も深い印象を持っており、現場を抱えているからか、官僚的で

はなく親近感を持ちやすいと感じていました。 

一般市民としては、過去に海外通販で商品を送り返し、再輸入した際、手続きの複雑さと通

関職員の不親切さに辟易したことがあります。 

海外旅行時の通関手続き・輸出入貨物での税関業務など漠然とした印象。 

 

 

 

 

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 

 

日頃空港にいる為、関心を持ったのは、やはり港での密輸取締りについてです。 

コンテナをまるごと検査する大型エックス線検査装置には大変驚きました。 

苫小牧港と小樽港の見学の機会を得て、海からの取締りも強化しないといけない事を改めて

実感する事が出来ました。空港のようにセキュリティが強化されている場所ではない港では、

様々な危険な取引なども行われていると知り、日々税関職員の方が身の危険を感じながら業務

に当たっている事も知りました。 

機械化が進む世の中ですが、税関職員の勘や経験も含めて市民の安全な暮らしの維持に貢献

しているのだと改めて感じました。 

国際ル－ルの中で貿易を通し、わが国の産業振興とも深くかかわる機関であることを、初め

て知って関心を持った。その意味で、市場形成のみならず、国民や市民への広報（市民生活に

も強く係わっていること）を強く押し出すべきと思う。 

本活動において、エックス線による海上コンテナ検査の技術には関心を持ちました。 

このような装置の存在は伺ったことはありましたが、実際に見るのは初めてでしたので、自

分としては印象的です。数分でコンテナ内部のスキャンを完了し、疑わしい部分が一目瞭然と

なるといったような、現場への先進的な技術の導入が進んでいるのだなと感じました。 

また、モニター活動全体を通じて日本の安全の縁の下の力持ち的な存在であることをあらた

めて感じましたが、そのことが広く知られていないと思われるので、税関の役割等の広報活動

はもっと重点を置くべきであると思いました。 

 特に関心を持った事項としては、海外からの社会悪物品の流入阻止についてです。 

税関が、様々な形で摘発しているにも拘らず、社会悪物品の流入が一向に減らない現状を痛

感しました。 

また、現在、貿易関係の業務を行っていることから、通関手続きのスピードアップを図るた

めの取り組みについて、非常に興味深く拝見いたしました。 

麻薬探知犬については、昔は旅客に直接、接するようなことはありませんでしたが、今回の

モニターで意外に旅客のそばまで行くことに驚きました。見学会の際にも質問しましたが、ラ

ブラドール・レトリバーの場合、大型犬ということもあり、人によっては生理的に接近される

と恐怖を覚える人もいるのではないか、という点が気になりました。 

また、税関全般についてＰＲが不足しているのではないか、と感じました。監視業務などの

性格上、ＰＲが逆に業務の支障になることもあるのかもしれませんが、税関の監視スタッフが、

いかに苦闘しているか、さまざまな形でＰＲしていくべきではないでしょうか。 

 今回、空（空港）１回と、海（港湾）２回のモニター見学をさせて頂きましたが、港湾の部

分は初めてのことばかりで、とても新鮮でした。 

また、重点をおくべきことは、広報活動が一番ではないかと思いました。 

最小限の人員で、昼夜を問わない取締りにより、国民の安全・安心を実現されていることを、

学校教育及び広報ビラなどを空港・フェリーターミナルなどでの配布。空港・港祭りなどでの、

のぼりなどを活用して、密輸・コピー商品持ち込み防止の広報活動。 



 

 

  

 

   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） 

 

公務員としてのコンプライアンスを強く求められる機関であり、現場を見て、制服、礼儀正

しさ、専門職に従事していることのプライドを強く感じた。一般市民からもっと存在を知って

もらい、尊敬されることが重要と思う。 

また、外交・通商における様々な状況変化に対して、臨機応変に対応するフットワ－クのよ

さも重要と思われ、それが国の威厳・信用に直結していると考えた。税関での徴収額が国税の

１割も担っていることは知らなかった。 

 空港の税関職員の方は、日頃より優しくて丁寧なのは存じ上げておりましたが、苫小牧や小

樽、函館税関の皆さんもとても優しくて丁寧な説明で解り易かったです。 

また、ユーモアも交えての案内にはとても惹きこまれてモニター見学会に予想以上に関心を

持って参加する事が出来ました。接客の部分においても積極的に取り組んでおられると聞きま

したが、とても対応が素晴らしいと思いました。 

通常、税関はあまり表舞台に立つことがないと思われますが、そうした中で数多くの職員の

方々が税関業務に携わっていることに驚かされました。 

また、監視業務のために、様々な設備や安全に係る装備品などが配備されており、改めて業

務の危険性を実感しました。 

モニター活動では、会議室等に通されることが多かったせいか、どこの施設も静かだなとい

う印象を持ちました。現場を持っている部署だと、比較的騒がしいのではないかという印象を

持っていたのですが、その点が私としては意外でした。 

日頃、業務に携わられている税関職員の方々は、職務の性質上、厳しく毅然と対応されてい

るので、なかなか近寄り難い印象を持っていたのですが、意見交換を通じて、気さくな方が多

いのだなと思いました。だいぶ印象が変わりました。 

 空港の旅具通関では、昔と比べ対応がソフトになったのかなという印象でした。旅客に対し

「接客」の対応ができていると思いました。 

モニター活動を通じて、ご案内を頂いた方を初め、接して頂いた方々はとても親切でフレン

ドリーな方々ばかりでした。イメージしていた「お堅い」ものとはまったく異なりました。 

苫小牧港や千歳空港でのエックス線検査装置での密輸取締りには、職員の方々の日頃からの

研修や努力の積み重ねにより、水際で摘発されていることに感心させられました。 

また、空港旅具業務での気配りや礼儀を重んじつつも、取締りの厳しい目にも、感心させら

れました。 

 

 

 

税 関 の 姿 



 

 

 

 

ホームページについて 

 

業務で利用させて頂く者にとっては、情報が多過ぎず、必要な情報がどこにあるのか分かり

易いホームページであるので、利用しやすくなっていると思います。一方で、業務で利用しな

い人（例えば、主婦など）にとっては、親しみづらいかなと思います。 

更新頻度が若干少ないような気がします。SNSほどではないにしても、更新のタイミングを

早めた方がいいように感じました。 

役所のホームページだな、という印象です。中々、自由に作るのは難しいかと思いますが、

もう少し見栄えがしないと訪れる人は少ないかと思います。 

職業柄、税関申請書類の作成時などに、時々拝見させて頂いております。 

HP の構成がわかりやすい為、弊社社員にも見るように広めています。 

イメージキャラクター（カスタム君）をもっと強調しながら、カステム君が税関の案内をす

るような構成であれば、もっと親しみ易いと思いました。 

 

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） 

 

Facebookは見ましたが、ホームページと違い活発な更新という印象を受けました。 

各地の税関の情報もひとまとめになっており、評価できると思います。 

SNS はホームページ以上に更新頻度が求められる媒体だと思います。 

現在、ツイッターについては、ほぼ毎日複数のエントリがありますが、Facebook について

も同様に 1日 1回以上の更新を行った方がよいのではないかと思います。 

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。 

正直なところ、本モニター活動に参加させて頂くまで、これらの情報については存じ上げま

せんでした。拝見させて頂くと、頻繁に情報更新されており、税関行政を幅広く知って頂こう

とする意欲を感じました。 

非常に良い活動と思います。正直モニターになるまで、ツイッターや Facebook は見たこと

がなかったので、SNS利用者に知ってもらう為、もっとアピールしても良いと思いました。新

たな時代への取り組みに敬意を表します。 

 

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 

 

ポスターやパンフレットは、非常にインパクトが強い印象がありますので、このままの方向

でよいのではないかと思います。 

展示室については、より人目につきやすい場所に設置するといいのではないかと思います。 

税 関 広 報 に つ い て  



空港内の税関展示室は、陰にあって人目につきにくい場所だと思います。 

偽ブランド商品などの知的財産を侵害する物品の輸入については、特に若い人は知らずに持

ち込んでいるケースもあるかもしれません。他の官公庁との関係もあるのかもしれませんが、

展示方法について検討されてはいかがでしょうか。 

ただ、到着ロビーに掲示される麻薬探知犬の案内は、親しみも持てるので、とても良い活動

と思いました。 

 万人の目を引く、効果的なポスターだと思います。ですが、そのポスターが人目に付きにく

い場所に掲示されているような印象を持ちます。 

ポスター制作の効果を更に高めるためにも、人の多いところ（例えばスーパー等）にも掲示

しても良いのではないかと思いました。 

コピー商品などの持込禁止について、空港待合室などにポスターを掲示してはどうか。 

イメージキャラクター（カスタム君）をもっと強調しながら、また、麻薬の取締りには麻薬

探知犬をもっと露出した方が良いかと思いました。 

 

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 

税関の講演会や説明会、見学の受入については全く承知しておりませんでした。 

当方においても、道内中小企業を対象としたセミナー等を行っておりますので、機会があれ

ば税関の方をお招きして、セミナーを開催できればと思っています。 

 ホームページには、毎週広報的なイベントが開催された旨記載があり、積極的に広報に取り

組まれていることに感心しました。 

小学生等の子供も対象に、税関を知ってもらう活動をしてみてはどうでしょうか。 

「社会悪」の根絶のためには、早い時期からの普及啓発活動が効果的なのではないかと思いま

した。 

今回のモニター活動に参加するまで税関職員が講演活動をしている事を知りませんでした。 

現在は、小さな頃から海外旅行に行く子も多いと思いますので、税関行政について簡単なと

ころ（空港の麻薬探知犬など）の講演は効果的と思います。 

特に税関がある地元の小学校では、効果的と思います。 

告知対象者をある程度指定した中での時間的、経費的なことが許せば、出先での設定（税関

の仕事を広報する）や、ある程度の人数（10～20 名程度）の見学受入も良いかと思います。 

麻薬探知犬の訓練に係るテレビ番組を視聴したが、学校での講演などの際にも放映するなど

して活用されると良いのではないか。 

 

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 

トピックスとして特定の品物（長芋、灯油等）を取り上げて動向を分析する記事は、毎回興

味深く拝見させて頂いています。執筆に時間を要すると思いますが、税関を含め貿易全体を身

近に感じることができると思います。今後とも積極的に読ませて頂きたいと思います。 



税関行政は一般市民にとっては少し馴染みの無い部分と思われます。 

航空会社で働いていても、国際線を担当していない係員にとっては正直馴染みが無く、広報

活動をしていても、目に入ってくる物とそうでない物があるのだと思いました。現在も時々見

かけますが「密輸防止」や「運び屋」のポスターは、空港などの目を引く場所へ掲示したりす

ると一般市民が巻き込まれる事件は減るのではと感じました。 

やはり、一般市民の税関に対する知識はほとんどないと思います。海外旅行経験者や、個人

通関の経験がある人は、ある程度の知識があると思いますが、そもそも税関が何のために存在

し、どういう役割を担っているのかということに関して、分かっている人はいないと思います。 

今回のモニターを通じ、どういう仕事をしているのかということは分かったと思います。 

しかし、特に通関業務の場合、「関税を納付させる」という性格上、一般市民としては「税

金を取られる」という感覚ではないかと思います。また、海外旅行では「お土産に持ち帰った

ものを没収される」などあまりいい印象を持っていないのではないでしょうか。また、空港で

の税関と入管の違いをどこまで正確に理解しているか疑問です。 

昨今では、TPPなどで関税の話が頻繁にニュースとなり、ある程度の理解はあるかと思いま

すが、それと税関との関係については知られていないのが実情ではないでしょうか。 

また、監視業務については、警察、麻薬取締官事務所との関係、違いなども知られていない

と思います。冗談ではなく、テレビドラマや小説などになれば、さらに理解が進み税関に対す

る親しみも湧くのではないでしょうか。財務省所管官庁としては難しいかもしれませんが、出

版社やマスコミへの働き掛けなども有効ではないかと思います。一方で、監視業務はあまり実

態を知られない方が仕事をしやすいという側面は、あるかもしれません。 

密輸ダイヤルの他に、SNSや LINEなどの利用も検討されては如何でしょうか。 

例えば行政の広報誌に告知（周知）してはいかがでしょうか。 

広報全般に言えることですが、一般国民にとって税関はあまり知られていない組織だと思わ

れます。そのため、広報活動については、いかに一般の国民に関心を持ってもらうかが最も重

要かつ難しいことではないかと思います。 

テレビなどのマスコミ媒体の活用（バラエティ番組を含めて）により、税関の業務を広く国

民に知らせるなど、様々な形での周知が必要かと思います。 

以前「密入国は許しません」と云った看板を目にしたことがあるが、港や空港などの屋外に、

看板を設置して、密輸ダイヤル等を周知してはいかがか。 

 

 

 

     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、効果的と思われる広報の方法等 

 

実際、「運び屋」に対しての印象が殆どありませんでした。今回のモニター活動を通じて「運

び屋」の実態が少し分かりましたが、まだまだ色々な手段があるものだと認識致しました。 

但し、一般市民が知らずに犯罪に巻き込まれているケースもある為、これからの若い世代の

人達にも知ってもらいたい事象であると感じました。 

不 正 薬 物 の「運 び屋 」について 



 運び屋のニュースは以前から時折耳にしていました。 

最近の摘発事例を拝見すると、社会悪物品の密輸方法もより巧妙になってきており、一般人

がぱっと見ただけではわからないようになっています。安易に知らない人から荷物を預かるこ

とで、自分自身が覚えのない罪に問われることをより強く、日本国内及び日本発の飛行機の中

などで広報していくことが必要かと思います。 

モニターの前と後では然程変わりませんが、監視スタッフが任意同行ながら根気強く調べる

ということを聴き、やはりスキルも熟練もいる大変な仕事だという印象を強く持ちました。 

広報の方法については、監視業務については、むしろ知られない方がいい側面もあると思い

ます。 

運び屋が様々な形で潜んでいるのだと再認識させられました。 

また、持ち込みの技術がある意味「日進月歩」しているので、一般の方々には想像もしない

ケースがあることが分かりました。 

税関検査の手の内を明かしてしまうことにもなるかもしれませんが、新手のケースが発覚し

た場合、速やかかつ可能な限り積極的に公表することで、より多くの人の目による監視も期待

できるようになるのではないかと思います。 

「運び屋」についての認識は、報道関係での一部でしか理解できておりませんでしたが、一

般の方を対象とするのでは、空港（海外旅行者）での麻薬探知犬の出動頻度を高めることや、

実際に押収した「運び屋」のスーツケースの展示等、「目」に訴えることで効果があるかと思

いました。 

 

 

 

     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 

 

・国際的には、テロや国際密輸グル－プへの厳しい取り締まりが求められるが、これは「国際

的なル－ル」と「国際的協力を得たその実践」によって達成される。 

その一方で、良識ある業者への通関業務の簡素化を大胆に進めることが重要となる。 

・①「厳しい取締り」と「国際流通に関わる手続きの簡素化」をどの様にバランスさせること、 

②時々の国際外交や国際市場の変化もダイナミックに取り込んでバランスさせること、③霞

が関と現場である各税関との情報共有をしつつ、現場のスピ－ド感ある実践に繋げてゆく組

織構成、仕組み、人材育成、が重要と思われた。 

大変貴重な経験をさせて頂き、ありがとうございました。 

正直なところ、自分の税関に対しての自覚がまったく無知であったと思いました。 

今回は、普段出入りのできない「バックヤード」や監視艇にも乗船させて頂き、貴重な体験

をさせて頂きました。 

日頃関心があっても、中々業務中には聞けない内容等もありますので、このような機会を設

けていただき感謝しております。税関行政をとても身近に感じることができました。 

弊社でもまた機会があれば是非モニター活動に参加させて頂けますと幸いです。 

モ ニ タ ー 活 動 に つ い て 



取材と違い、ほかのモニターの方のご意見は参考になりました。 

中々難しいかもしれませんが、モニターの選考については、もう少し幅広い職種の方を集め

た方が良い様な気がします。ネットなどで一般から募集するという形式はいかがでしょうか。 

ただ「捜査機関」の性格もあるので、誰でもいいというわけにも行かないのかもしれません。 

意見交換については、税関側とモニター側だけではなく、モニター同士での意見交換の形式

があってもいいと思います。 

見学会では十分に見せていただいたと思います。麻薬探知犬の訓練風景なども見学の中にあ

るといいと思います。 

貴重な経験をさせていただきました。 

世の中の安全を担う重要な役割を担っておられるので、モニターの方々だけでなく、広く一

般の方々に PRして頂くことが重要だと思います。 

例えば、税関支署レベルでモニター活動をするのはいかがでしょうか。地元の方々を集めて、

地元の港の状況を知っていただくのは、存在感を高める上で効果的ではないかと思います。 

普段、あまり目にすることがない税関職員の仕事ぶりを拝見し、税関の役割を再認識しまし

た。特に徴税業務や貿易の円滑化という役割が大きいことを知り、非常に有意義でした。 

 

 

 

  

国・地方とも行政改革が進む中で、少ない職員で業務をこなさなければならないような状況

が発生しつつあるとの声を耳にします。 

製造業の比重が大きい地区では、円滑な通関体制の確保が企業の経済活動に大きく影響しま

す（製造業だけでなく物流業者にも）ので、税関とも日常からのコミュニケーションを取らせ

て頂きつつ、ご相談させて頂きたいと思います。 

空港職員を対象としたモニター活動（意見交換の場）があっても良いかと思いました。 

日頃疑問に思っている事やイレギュラーなハンドリングの取扱いなどについて、同業他社も

含めて、是非、空港職員対象の堅苦しくない意見交換の場を設けて頂ければ有難いと思います。 

昔から税関の方とは親しくお付き合いさせてもらっていましたので、隠れた応援団のつもり

でいます。 

そういう立場ですので、私としてはもっとＰＲに力を入れていただきたいと思っています。 

・北海道は対ロシア施策が重要であり、密輸などに関わる国際的ル－ルづくりとその実践をも

っと国民や道民に広報すべきである。このテ－マはわが国のマスコミが取り上げることも多

いが、誤報も多いので、正しい報道に導く指導・勧告も必要と考える。 

・北海道の貿易統計、特に、世界の日本食ブ－ムに乗った北海道の生鮮農水産品・農水産加工

品の輸出について、道民のみならず国民に発信してほしい。 

・国際物流では、ワンストップサ－ビス、ＣＩＱ手続きの簡素化（短時間化）が言われるが、

北海道の税関に関する限り、税関手続きの前の、港湾運送業者や税関手続き申請者の方に工

夫の余地が高いことを、広報すべきと考える。 

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



広く公聴される機会を持って頂き、教育現場での活用はどうかと思いました。 

例えば、港湾（苫小牧市、小樽市、函館市等）に所在する地域の小学校の社会見学の受入を

することによって、地元ならではの環境で学習することにより、大人になった時に、彼らが

「広報官」に成り得るかとも思いました。（人数的な受入問題であれば、港の中をバスで見

学し、バスの中で税関の仕事を説明する等） 

                

  


