
 

 

 

 

 

 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２８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２８事務年度は、平成２８年７月から平成２９年６月までです。 

 

 

 

実施年月日 

（実施場

所） 

活動内容 概   要 

28.11.25 

（苫小牧支

署） 

委嘱状交付 

 

苫小牧港湾合同庁舎内にて 

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２８事務年度函館税関モニター  

４．実施内容（平成２８事務年度） 



28.11.25 

（苫小牧支

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にて 

税関業務説明 

・函館税関の概要 

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 

 

29.1.26 

(千歳支署) 

見学会及び意見交換 

 

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 

 

29.4.25 

（小樽支署） 

 

見学会及び意見交換会 

 

小樽港にて（監視艇「かむい」） 

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 

 

 

 

 



 

 

 平成２８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（２８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 

 

国際線の空港勤務の為、旅客の受託手荷物を税関検査して頂く際の関わりが主だった。 

生活に直接関わる役所ではなく、海外旅行に行く機会もないため、役所の中でもかなり遠

い存在というのが率直な印象だった。税関というと、働く方はみな無表情で、ロボットのよ

うに粛々と業務を遂行しているというイメージを持っていた。 

経済学を専門としていることから、貿易に欠かすことができない通関や関税徴収に重要な

役割を果たす税関が具体的にどのような業務を行っているのか以前より興味はあった。しか

し、印象を持てるほどの知識がなかったので、白紙の状態でモニターに参加させて頂いた。 

非常に固い印象を持っていた。税関職員の仕事をしている現場を直接目にしていたのは、

国際空港での入国手続きで手荷物検査を行っている現場程度であり、実際にどのような業務

を日々行っているのかという事はあまり具体的に認識していなかった。 

輸出入にあたっての通関手続き、また自分自身の個人的な印象では海外に行って戻った時

に関係する、というぐらいの生半可な知識しかなかった。 

関税の徴収業務がメイン業務であり、通関に対して規制を行っている組織として固いイメ

ージを持っていた。具体的な業務の内容などについては、一般的には広く知られていないイ

メージがあった。 

自身が港湾関係の仕事についている関係もあり、コンテナ貨物の検査による貨物の滞在時

間の内訳のうち税関検査等に係る時間についての興味があった。 

 

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 

 

外国人観光客が年々増加している中、様々なルートや新たな手口による不法輸出入で日本

が安全で住みやすい国から危険な国へと変わってしまわないように、セキュリティーを今後

も高めて頂きたいと思った。 

1点目は不正薬物の密輸を阻止するための監視、検査、取締り。厳しい監視や取締まりをす

り抜けて国内に不正薬物が流通している現実を考えると、さらなる態勢の強化が必要。2 点

目は新千歳空港。入国に長い時間を費やさなければならないことは観光立国として大きなマ

イナス。一方、クルーズ船の観光客に対しても喫緊の課題であると感じた。 

税 関 に つ い て 



最も興味を持ったのは、通関に関わる業務の効率化であった。効率化は必至である一方で、

不正薬物等の水際での取り締まりには丁寧な検査も重要であり、NACCSの導入・深化、大きな

コンテナを X 線で撮影する施設等による円滑な手続き、ケース例の勉強会など、常に努力さ

れていることが非常に興味深かった。 

今後のテロの脅威などを考えると税関の機能の重要性は更に高くなると思うので、人員、

設備等を拡充できるよう、世間からの評価を高める（今後の重要性の認知度を上げる）取り

組みが必要であると思う。 

密輸や麻薬等の違法な取引の取り締まりに深く関わっていることを認識した（警察のみが

所管と思っていた）。麻薬探知犬のこともよく知ることができ、興味深かった。 

 特に不正薬物の密輸取締りなどの取組において、先進的な X 線装置の導入や各種監視業務

など、日頃の生活では見ることのできない業務を視察できたことが非常に興味深かった。水

際対策や事前に密輸等を防ぐ抑止力の強化につながるような取組みを継続的に研究・実行し

てく必要性を感じた。 

 

 

  

   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） 

 

苫小牧税関支署において大型Ｘ線検査を見学した際に、検査員が色彩により物質を判断し

ており、経験や知識に加え、常に他税関との間で情報共有しているということを伺い、一人

ひとりのスキルの高さや、日々の密な情報共有によって日本の安全は守られているのだと思

った。 

 職員の皆さんが業務と真摯に向き合う姿があった。それが私たちの安全・安心につながっ

ていることを、多くの人に知ってもらいたいと感じた。今後もさらなる機器の進化が見込ま

れ、少人数での対応が可能になるかも知れないが、人が有する経験に基づく勘やスキル等は

不可欠だと思うので、人材の育成をお願いしたい。 

様々な施設に比較的少人数が配置され、効率的に仕事に取り組んでいると思った。VDT 作

業をしている職員が、適度に休憩をとりつつ仕事をしているのか少し心配になった。たとえ

ば観葉植物を置くなど、職員がつかの間でもリラックスできるような雰囲気を工夫すると良

いのではと感じた。 

当たり前のことを確実に行う事が大切なのだと感じた。クルーズ船の増加により、これま

でとは異なる形での入国者が増えているという事を知った。空港という限定された施設での

チェックはかなりの精度ではないかと思うが、海から入国する人への対応はまだ増強してよ

いのではないかと思う。 

船による巡回やエックス線での目視等々、日々地道な努力をされていることに敬意を表す

とともに、積み重ねが取締りや水際でのストップにとって大事なことだと感じた。 

税 関 の 姿 



取締りの対象も多く、限られた人員や機械装置などの中で、効率的に業務を遂行されてい

るという印象を持った。 

限られた予算の中でいかに効率よく職務にあたれるか、いかに見落としがないような体制

が作れるかといった点に、研究がなされていることが覗えた。 

 

 

 

ホームページについて 

 

「免税範囲」や「別送品申告書の記入の仕方」について、ＨＰではその説明が少し複雑で

あるように感じた。ＴＯＰページにわかりやすいように、大きく記載してあると良いと思う。 

税関ホームでは必要にして十分な情報が盛り込まれていると思うが、地域による違いは見

出せなかった。イラストやデザインの工夫でもう少し親しみやすさを出せるかと思うが、関

心のある人に必要な情報を提供するという考え方であれば、これで良いのだと思う。 

整然としていて見やすいが、地味だと感じた。一番興味がある貿易統計の項目については、

データが見つけやすく、トピックスの PDF の記事が非常に興味深かった。もし、改善がある

としたら、市民の理解に向けて様々な取り組みをしていることに関しての告知や記事がトッ

プページからわかりやすい場所にあるといいなと思った。 

直接業務にあたっている担当者に聞くと、税関のホームページは最新情報の収集と、様式

の取得に使用しているとのこと。一部の様式等がワード、エクセルとなっていないので、全

てすぐに使用できるようにして頂けるとありがたいとのことだった。 

掲載されている情報やコンテンツについては十分な内容が掲載されているように思う。ホ

ームページを通じた一般人への広報を行うのであれば、写真などの画像を TOP ページに増や

してビジュアル的に面白くするなどの工夫があってもよいと思う。 

見やすく、整理された内容にはなっている。各媒体へのバナーだけでなく内容の紹介など

もあっていいのではないか。 

 

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） 

 

ツイッターに関しては、ＨＰとは違い、近況の告発情報などが発信されていて、告発件数

が高いことがよくわかった。それと同時に、密輸入をしようとした際の持込の方法まで配信

してしまうことで、より不法持込の仕方の巧妙化に繋がってしまわないか不安にも思った。 

広がりを求めるならば、制約があるかと思うが、税関なのに!?という意外性、おもしろさ

があれば良いかと思う。 

税 関 広 報 に つ い て  



ツイッターをフォローさせて頂き、各地の税関で様々な催しをしていることがわかった。

ただ、ソーシャルメディアは興味がある人しか見てくれないので、頑張っている割には一般

に広がってくれないという問題があるように思う。 

せっかくツイッター等を使用しているのであれば、もっと興味を引く単語でつぶやくよう

にできればよいのではないかと思った（「密輸品見つけた！」「運び屋発見！」等）。 

それぞれの税関で発信していて面白いと思った。 

業務内容が写真付きで分かりやすく、大衆向けに情報が作成されている印象を受けた。 

ＰＲといった面においては、YouTube による番組形式のほうが伝わりやすい点もあるよう

に感じた。 

 

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 

 

航空会社として、観光客が荷物を目の届かないところに置いていることが多く、セキュリ

ティー上とても危険であると感じている。海外はもちろん、国内でも犯罪に巻き込まれない

ように注意を促すポスターなどがあるといいと思った。 

ポスター、パンフレットについては印象に残るデザインのものが多く、改善を要すると感

じた点はない。ビデオはホームページからダウンロードして視聴したが、再生時の画面サイ

ズが小さく、拡大をすると画面が粗くなり、画質の良い状態で見られなかった。新千歳空港

で拝見した展示コーナーに関しては、展示の方法にもうひと工夫あれば、より関心を持って

もらえるような空間になるのではと感じた。 

「私たちが止める。」「オイっ、におうぞ」や「あんた運び屋したら人生終わりやで！」

はこれから悪いことをしようとする人を思い留まらせる効果があると思うし、適切な場所に

貼っておくのは効果的だと思う。あとは、軽い気持ちで不正薬物の入った荷物を頼まれて知

らずに運んでしまうような人を作らないための啓蒙（「私は運び屋になってしまった」ビデ

オを空港で流す等）も必要ではないか。 

 悪いことをしようと思っている人間に対しては何をしてもダメだと思うが、悪いことだと

知らない人への啓蒙を図ることに広告媒体を使用する意義があるのだと思う。ポスターやパ

ンフレットの掲載するスペースを変えてみたり、TVの番組に取り上げられるような事を行う

のも良いのではないかと思う。 

説明時や視察の際にもらったパンフレット等は、少し硬い印象があった。広報の対象にも

よるが、親しみやすいデザインや内容のものを制作してもよいと思う。 

ポスターやパンフレット等については勉強会や講習会等、具体的内容な説明のあるものに

ついての配布は別として、拡散性が低くあまり見られなくなってきているように感じる。 

 

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 

空港で勤務をしており、税関とは関わりが多いにも関わらず、なかなか税関の業務内容な

どを知る機会がない。閑散期で構わないので定期的に意見交換会や講習などを開催して頂き

たいと思った。 

 そもそも、税関が見学、講師派遣などに対応していることを理解している団体がどの程度

あるのか疑問である。百聞は一見にしかず。どの業界でも同じだが、やはり現場を見ないと

分からないことは多いと思う。より積極的に実施すべきと考える。 

薬物乱用防止キャンペーンは警察の仕事だと思っていたが、税関も行っているのに驚いた。

日本は、若い人が身の回りにあるものは輸入品がほとんどなのに貿易の恩恵に預かっている

という自覚が薄いため、税関への身近な気持ちも今ひとつなのかなと思っている。そのあた

りの啓蒙も必要ではないかとも思う。また、企業向けに FTA 特恵関税活用セミナーは重要だ

と思う。 

自分がモニターに参加して改めて思ったが、実際に税関の職場を見学してもらったり、学

校を訪問して税関の仕事を紹介することで初めて知ってもらえたり、理解されるのではない

かと思う。回数を増やしていくことが良いのではないかと思う。 

モニターは限られた人数でしっかり対応いただき有り難かった。もっとうちのような関係

している事業者の職員は知っておいた方が良いかなと思った。関連の事業者の研修に見学等

も含め組み込んでもらうといいかも知れない。 

税関が取り組んでいる事を知らない人のほうが多いのではないか。学生の社会見学や大学

生の研究生など、広く周知 PRをすることで、税関の取組を PRすることに繋がると思う。 

一般人からするとやはりなじみのない世界であることに変わりないので、積極的に受け入

れを行ったほうが良いと思う。特に、私たちが見せて頂いたような機器や麻薬犬といったも

のを現実にすると、とても印象に残ると思う。 

 

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 

ポスター等広報全般的に、日本語・英語の他に中国語もあれば尚良いと思う。特にここ数

年は全国的にも、新千歳空港においても中国籍の旅客が多いため、幅広く知ってもらえる。 

海外旅行に便利なコンテンツを収めたスマホ（タブレット端末含む）向けの「税関アプリ」

の開発などいかがか。サブコンテンツとして、個人輸入に関する情報や通関に関する情報な

どを収録し、訪日外国人向けに英語・中国語・韓国語などで作ると、犯罪の予防効果がある

のではないか。あとはカスタム君を主人公としたスマホゲームアプリの開発はいかがか。遊

びながら税関に関することを学ぶことができ、若年層の啓蒙に役立てられるのではと考える。 

「密輸」「麻薬 密輸 密告」でグーグル検索をすると上位に税関の「情報提供のお願い」

が出るので、良いと思う。ダイヤルの存在を知らせるのは非常に重要であるが、通常は番号



を覚えていないので、おかしいと思って検索したときに検索エンジンの上位にヒットするこ

とが重要だと思う。 

密輸ダイヤルの存在を知らなかった。あまり知られていないのではないかと思う。 

 

 

 

 

     税関モニターになる前、後での「金の密輸入」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 

 

金の密輸入に関してあまりニュースや新聞などで報道を目にする機会は少なかったので、

税関が水際で見つけることで抑えられていたのだということがわかった。また、効果的だと

思う広報の方法としては、密輸入をした際には、どのような制裁を受けるのかをより詳しく

記載することで、犯罪を起こさせないように抑制することが大切だと感じた。 

平成 27 事務年度における金の密輸事件は件数、脱税額ともに過去最高を記録し、その手口

も巧妙になってきていると聞き、認識を新たにした。詳しく広く周知すればするほど、金を

密輸すれば消費税分が儲かるということも併せて広がるため、新たな犯罪を誘発する恐れも

あり、これはなかなか難しい問題をはらんでいると感じた。 

金の密輸入については最近のニュースで知っていたので、認識や印象の違いはなかった。

消費税増税も考えると、今後ますます増えていくであろう消費税分の脱税によって儲けると

いうこの犯罪に対しては、金の密輸入は日本の税金の泥棒だというような厳しいキャンペー

ンを張って連絡先とともに周知した方がいいように思う。 

そもそも金の密輸入がなぜ利益になるのかという事を知らなかった。一般の人もこれは悪

い事だという事を知らないのではないかと思う。「犯罪」という事がはっきりわかるＣＭな

ども効果があるのでは（犯罪の手口を広く教えることになるかも知れないが）。 

まさかと思われるような手段で持ち込みをすることに驚いた。また、金の密輸入の犯罪性

について、一般の人にはあまり周知されていないかも知れないと思った。 

Ｘ線の映像が全国の検査場で共有され、職員教育等にも生かされているとの事であるが、そう

いった内容や事例を具体的に広報し、密輸入させないための体制をＰＲといった側面ではなく「抑

止力」をテーマにした周知を検討なされてはいかがか。 

 

 

 

     税関モニターになる前、後での「指定薬物」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 

 

金の密輸入に対する周知活動について 

指定薬物に対する周知活動について 



国際線の到着構内で掲示されているポスターで、麻薬犬の「オイっ、におうぞ。」など、

一言でインパクトのあるものはとても記憶に残ると思う。指定薬物を密輸入させないように、

様々な検査があり、日本はとても厳しい国だと意識付けることも大切だと思う。 

指定薬物は毎年追加されていて、1400以上に上っている。指定薬物に指定されても、また

新たな合法ドラッグが登場し、また指定されるということが繰り返されており、現状ではは

っきりとこれが違法だと認識させるのが難しいのではないか。何と言うか、敵の姿がぼやけ

ていて良く見えないという感じがする。 

研磨剤の形に加工された約２７キロの覚醒剤のレプリカを拝見したときは驚いた。社会悪

物品発見のための日々の修練と苦労を重ねておられる税関職員の方々に頭の下がる思い。水

際で供給を絶つとともに、需要側をなくす啓蒙を行うことは重要だと思う。徐々に大人にな

ってゆく中学生～大学生までを対象にするのがいいように思う。 

指定薬物が悪いものであるという事は以前から知っていた。しかし、このように一般化し

多くの薬物が国内に入ってきているとは思っていなかった。薬物の危険性（麻薬と同じ）、

健康被害について周知することが重要ではないかと思う。 

一般人にとっては指定薬物の知識はほとんどなく、知らぬ間に犯罪に巻き込まれているこ

とが無いよう、国内での流通を防ぐことが重要である。今回のモニターを通じ、いかに水際

対策が重要であるかを認識した。 

 

 

 

 

     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 

 

運び屋というものが、こんなに多くあった事や、水際で取り締りがされ、防がれていたこ

とに驚いた。同時に薬物を含め税関検査の際に、麻薬犬に併せてＸＲＡＹ検査やＴＤＳ検査

をもう少し手軽に、素早く検査する必要があると思った。 

海外旅行というと自ずと心が浮かれるので、そういった心理を利用された若者が金欲しさ

にアルバイト感覚で引き受けるといった程度の印象だった。「運び屋」は自分の荷物ではな

い、頼まれたでは逃れられない重い罪であるということを、しっかりと理解させることが必

要だと感じた。ぜひここは税関アプリやカスタム君ゲームを開発し、若年層の啓蒙を図って

頂ければと思う。 

ニュース等で手に入れた知識とあまり違いはなかった。明らかに犯罪意図を持って行う者

には「そう簡単にいかない」という警告のポスター等を空港や船の待合室、飲食店のトイレ

等に貼るのがいいのではないかと思う。 

不正薬物の「運び屋」に対する注意喚起について 



意図せざる運び屋に関しては、パンフレットという形にして、旅行代理店や大学生協に配

っておき、成約時に渡して貰い、注意喚起をしてもらうのもいいのではないか。 

運び屋に関してはＴＶや、税関の講演会などで聞いて知っていた。基本的に悪いことをし

ようと思っている人間は、「あの手、この手」とどんどん悪い事を考えると思うが、若者等

一般の人が、あまり悪い認識がなく犯罪に加担する事を減らしていく取り組みが必要ではな

いかと思う。悪いことをしたら実名で情報公開されるようにするほうが良いと思う。 

あまり犯罪性を認識しないままに素人が「運び屋」にさせられてしまうことはあるかもし

れない、と今回感じた。振りこめ詐欺については手口をメディア等で知らせたり、寸劇をし

たりして周知されてきていると思うが、同じように、分かりやすい内容、ポイントを絞って、

情報発信していくことが必要かなと思った。 

手口が巧妙化していく中で、取り調べ手法の高度化や研究を重ねながら摘発能力を向上さ

せていくことが必要だと思う。モニター制度や一般人の見学受け入れなどにより、広く取締

りに対する理解を得ることが重要だと思う。 

 

 

 

     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 

 

モニター活動を通して、実際に足を運び、自分の目で見て、どのように流通されているか

見学できたことで、とてもよく理解することが出来た。また、地区により行われている仕事

内容がそれぞれ違うことや、陸・海・空全ての角度から厳格な判断の元、日本の安全が守ら

れていると感じた。 

見学会で伺った先はいずれも初めて目にすることばかりで、人知れず日々このような活動

が行われているのかと、気づかされることも多かった。十分な余裕を持って日程調整を行い

全員参加が可能な日を設定したにもかかわらず、複数の欠席が出た回もあり残念に感じた。 

非常に勉強になり、また貴重な体験をさせて頂くことができた。税関の職員に共通して求

道的なストイシズムを感じた。今後は、2020年のオリンピックに向けてテロ対策等にも重点

が置かれ、国民の関心にも上ると思うので、この点に関してどのような勉強や取り組みをさ

れているのかも説明に加えて頂けると、国民も安心できると思う。 

普段は見ることができない業務を実際に見ることで、どういう活動を行っているのか理解

が深まった。モニター活動はとても有効であると思う。広く、多くの人が参加できる体験型

の見学会や意見交換会（１回参加でも良いのではないか）が複数回あると、税関業務の重要

性を理解する人が増えるのではないかと思う。 

丁寧な説明と視察の対応をいただき、これまで見ることのできなかった税関の内部を知る

ことができ、非常に有意義なモニターであった。 

モ ニ タ ー 活 動 に つ い て 



各モニターの方がそれぞれ独自の視点で視察を行っており、事前にチェック項目などが共

有されていれば、意見交換の時にもモニター間で意見交換できたように思う。 

モニター活動は想像以上に内容の濃いものだった。意見交換の複数実施は難しいとは思い

うが、事務ベースにおいて企業や協議会単位の見学会の受け入れ等を行ってはいかがか。 

 

 

 

  

意見交換会の際に、税関手続きに関して質問をさせて頂いたことがあったが、翌日には担

当者の方からご連絡を頂いた。とても些細なことであったにも関わらず、対応して頂き、作

業の効率化に繋がった。 

偽モノと本物をどこで見分けるか、判別のコツなどが勉強できれば、渡航先でも、オーク

ションでも被害防止につながるのではないかと思った。税関の業務は決して目立たないが、

重要な役割を担っているということを再認識した。今回の経験を踏まえて報道部に情報提供

し、企画の実現を後押ししたいと思う。取材依頼があった際はぜひご協力をよろしくお願い

したい。 

海や空港など舞台がさまざまで、麻薬捜査などで非常に興味深いエピソードに富み、麻薬

探知犬、監視艇、税関の制服など絵になる魅力的な要素が沢山ある職場なのにも関わらず、

一般の方々へのアピールが地味なのが残念に思われた。 

様々なリスクが拡大する中、税関の機能を強化する為の人員の増員、施設の整備と拡充を

図っていく必要があることを強く感じた。又、観光が重要な産業である北海道において国際

空港の早急な整備は大きな課題であり、地域の発展と安全の確保の両面から施設の整備と強

化を図って頂きたい。 

大変勉強になり、今後の税関業務に関心を持つことができた。 

今回、モニターを通じて皆様の国益に対する姿勢を覗うことができた。今後も、より良い

ものになっていくことを感じることができた。 

                

  

その他、税関に対する要望、今後の期待など 


