
 

 

 

 

 

 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２３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２３事務年度は、平成２３年７月から平成２４年６月までです。 

 

 

 

実施年月日 

（実施場所） 
活動内容 概   要 

23.12.7 

（千歳税関

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 

千歳税関支署会議室にて  

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 

 

 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２３事務年度函館税関モニター  

４．实施内容（平成２３事務年度） 



23.12.7 

（千歳税関

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出国ロビー 

旅具通関業務について 

・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 

24.1.31 

（苫小牧税関

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 

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 

・輸出入通関業務について 

・ＡＥＯ制度の概要 

・知的財産保護の取組みについて 

・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 

 

24.4.10 

（小樽税関

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について 

・小樽税関支署概況説明 

・小樽港における監視取締状況 

・監視艇「神威」からの取締り状況

見学 

意見交換 

 

 

 

 

 

 平成２３事務年度における函館税関モニター制度で实施した業務説明、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（２３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 

 

仕事柄、新千歳空港での税関審査の仕組みなどについて関心があった。外国人が入国時、時間が係る

印象。 

また、チャーター便など中国の旅行会社から要望があっても、CIQ の人員不足により、チャーター便が運

航されない、ということも良く聞いていた（モニター参加前の印象）。 

成田空港での勤務が長かった為、税関は身近な存在でした。出発のお実様では、カルネでの物品の持

ち出し、到着では通関や、荷物の紛失等常にエアライン業務と密着した存在でありました。特に自分自身

は旅実業務部で大型手荷物の担当をしておりました為、楽器や海外への支援物資等搬入時には「指定地

外通関」等のお願いもさせていただきました。 

 ある意味、身近な存在である税関でしたが、「空」の部分しか見ていなかった事が、今回のモニター通じて

理解出来ました事は有意義でした。  

職業柄、税関とは関わりがあり、以前はコピー商品を税関からお借りして市民向けのイベントを開催した

り、関税率や貿易統計の検索などで、日頃からお世話になっており、割と身近な存在であった。 

日頃、小樽港の港湾管理者という立場で、海上輸出入貸物に係る「通関業務」や「指定保税地域管理業

務」等でのお付き合いがありますが、輸出入貨物の通関や関税徴収、密輸の取り締まりを行うなど外航船

の入出港に関し、ＣＩＱの一躍を担う官署というイメージで税関の業務全体について、よく分かっておらず、

今回のモニターが税関の業務を理解するうえで良い機会になればと思っていました。 

経済紙の記者を長く務めていた関係で、どうしても「貿易統計」を集計・発表する役所であるとの印象を

強くもっていました。このため、毎月の貿易統計の発表のみならず、もっと頻繁に、北海道貿易の現状を映

し出すトピックスやエピソードなどを適宜発表してほしいと感じていました。 

海外駐在2回、海外出張は毎年出かけています。帰国後入管手続きを済ませ、税関でパスポートを見せ

「イラクからです」と言った時、「大変なところでご苦労様」と声をかけてくれたことを覚えています（1980 年の

イラン・イラク戦争で避難帰国した時）。思いやりと国際感覚を持った職員が働いている職場、身近に感じま

した。 

 

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 

 

２回参加したが、苫小牧より小樽の方が興味が深かった。小樽港にこれほど多くの外国船が入港してい

るとは知らなかった。 

税 関 に つ い て 



空港に比べ、港を管轄する税関（小樽港）では「輸出入禁止貨物の水際」防止に関しての守備範囲が大

変広い為、取締手法でもご苦労されている状況が理解できました。善意をお持ちのお実さま向けには通関

に関する情報を HPや相談窓口等で充实することが大切であると思います。 

 また、一部の悪意を持った人には 100％取り締まりは困難でもあり、人員面でも制約ある中では、「予防

的措置」として、「悪事は見抜かれる」という証拠であるような摘発事例情報等の周知・宠伝も必要です。 

 その為には、特効薬的なアイデアは持ち合わせておりませんが、現在、实施されておられる種々の施策

を推進して行く事が大切であると思料いたします。 

空港だけでなく、海上での不正薬物等の取り締まり・監視など、モニター活動を通じて、新たな税関の一

面を垣間見ることが出来た。 

 また、どんなに機械化が進んでも、最後は職員の経験の積み重ねが大切との説明に我々の安心・安全

な暮らしの維持に、税関が貢献しているのだと思った。 

港の安全確保のため、税関をはじめ、海保、警察、入管、検疫所、港湾管理者などの各機関が、様々な

業務を行っていますが、相互に業務を十分理解しているとは言い難く、これらの関係機関が連携を密にし

て対応する必要があると思います。 

 税関の業務の中で、安全確保の面では、密輸対策の監視業務や輸出入貨物の通関業務が重要だと思

います。 

人口減と高齢化が急速に進む北海道経済を活性化するには、中国はじめアジアとの交流を一段と活発

にする以外に処方箋はないと思います。豊富な「食」をアジアへ輸出し、アジアからの観光実を大量に迎え

てこそ、北海道が豊かで活力ある社会になると確信しています。 

このためには、今まで以上に通関業務（貨物、携帯品など）を円滑・迅速に進める必要があると思いま

す。 

様々な場所を見学させていただき、道民の安心・安全を守るためには、不正薬物や知的財産侵害物品

などを厳格に水際で食い止めることが重要なことは当然のことだと感じました。 

しかし、より技術を向上し、施設を整備し、知恵を絞れば、セキュリティの確保は可能かと思います。 

税関業務は「貿易の円滑化」と「セキュリティ確保」のせめぎ合いの中にあると思いますが、今後は、「貿

易の円滑化」を重視する方向へ行政の軸足を移していくべきだと感じました。 

 関税収入が国税の 10％を占め、国庫歳入に占める役割の大きさを实感しました。 

 立派になった空港設備で国民の生命と財産を守るため、真剣に業務に従事している税関職員の仕事ぶ

りを見学することができました。 

 麻薬犬によるデモは非常に興味深かった。以前タイとマレーシアの空港で麻薬犬を使った捜査を思い出

し、犬の持つ能力の大きさを改めて認識した。 

 コンテナヤードでの空コンテナの多さに驚きました。長沼の長芋が中国へ、かぼちゃがベトナムへ輸出さ

れている由、北海道の農産物の輸出が増加することにより、空コンテナが尐なくなることを期待していま

す。 

 大型の X 線装置による検査により、国民の安全が守られていることを实感しました。また、植物検査は、

これから北海道の農産品がアジアなどに輸出あるいは輸入（残留農薬、ミバエ問題など）される機会が多く

なるのではないかと思います。検査体制の一層の充实が望まれます。 

 



 

  

 

   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） 

 

モニター活動に関わって頂いた職員の方々は、とても丁寧だった。 

施設に付いて、小樽は清潔感があった。 

職業柄、身嗜みや姿勢に目が行ってしまいますが、さすがに職員の皆さんはしっかりしておられると感心

しております。弊社でも厳しくしつけておりますが、仕事に対する「誇り」がなければすぐに乱れが生じてしま

うものと考えます。 

 また、人事異動につきましては、港、空港という職種分けが無く、どちらも担当すると聞き、範囲の広さと、

その場での特徴を覚えることも大変だと思いました。 

 業務知識習得や、「何かおかしいというような勘」を養うには不断の勉強も欠かせないのではないかと思

います。  

限られた人員で、とにかく、真摯な態度で職務を全うされているという印象を受けた。 

職員の数が減っても、業務が減ることはないので大変だと思う。 

税関業務が、多岐にわたることが分かり、特に知的財産保護やAEO制度については、このような業務や

制度を行っていることを初めて知りました。 

施設面については、見学した新千歳空港では、手荷物検査のＸ線装置や麻薬取締犬の訓練の素晴らし

さ、苫小牧港では、大型Ｘ線検査装置のシステムなど施設が充实していると感じました。 

職員の部分では、多岐にわたる業務の習得に日頃ご苦労されていることが良く分かりました。 

１の（２）（旅具を含め今まで以上の通関の円滑・迅速化等、貿易の円滑化への重点化）に関連するので

すが、千歳税関支署の旅具検査場で、外国人旅行者が到着した際に、長い列ができているのに尐しびっく

りしました。 

今後、アジアから北海道を訪れる観光実は急増すると想定されます。対面検査の原則にとらわれず、円

滑に検査場を通過できる仕組みや設備が必要なのではないかと感じました。 

 

 

 

 

 

 

ホームページについて 

 

デザイン的にはすっきりしていて、他の官庁の HPよりも見やすい。 

HPの構成は見やすい作りだと思います。 

各地の税関へのボタンの位置や、ツイッターへの入り口も大変分かりやすいです。 

但し、「新着情報」が長い為、見たい頄目はダウンしないと見えないので検討が必要と思います。 

税 関 の 姿 

税 関 広 報 に つ い て  



カスタムアンサーや貿易統計は、時々、参考にさせてもらっているが、改めて見ると多岐にわたる情報

が掲載されており、非常に良い情報源であると思う。 

支署・出張所の組織（部・課名）と担当事務が、ＵＰされると助かります。 

わかりやすいサイトだと常々思っていました。特に「貿易統計」については、いつも迅速にアップしていた

だけるので大変に重宝しています。 

 

税関ツイッター「カスタム君」について 

 

２回目に参加した後、すぐにフォローした。想像以上にツイート数が多く、興味深い。 

カスタム君のつぶやきがマメになされていると感じます。マメにつぶやくことが次に見てもらうためには重

要なポイントです。 

モニターになるまで、税関ツイッターやFacebookは見たことがなかったが、 SNSは利用者が多いので、

良い取り組みだと思う。 

どれほどのアクセスがあるのか分かりませんが、広報活動や外部からの意見徴収の手段として、色々

なモードがあるのは良いことだと思います。 

函館税関発の「つぶやき」がもっとあっても良いかと思います。 

 

YouTube「税関チャンネル」について 

 

「偽物の輸入は本物の犯罪」というのを見てみた。思っていたよりも掲載点数が多い。 

一般の方がターゲットだとは思いますが、HP を見る方が興味を持って見てもらえそうな内容だと思いま

す。 

動画は一般市民にも分かりやすく、インパクトがあるので 広報の手段として良いと思う。 

広報手段として良いと思います。 

「たこやき」で貿易統計について説明するなど、分かりやすく親しみやすい広報に努めていると大変感心

しました。惜しむらくは、函館税関作成の映像がもう尐しあると、もっと良いと思います。 

 

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

 

パンフレットはデザイン的に古く感じる。 

カスタム君や神威等の監視艇を起用することは興味をそそると思います。 

知的財産系の展示物は、もう尐しお実さまの目に入りそうな場所に展示して持ち込めないという事を視覚

に訴えてはどうかと思います。 

いろいろな広報媒体を有し、充实していると思います。 

 

 

 

 



      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 

学校訪問については、詳しく聞かなかったが、もしあれば、小学校の時から行うと良いと思う。 

学校訪問で子供達に普及啓蒙活動を行っているということだが、税関モニターのように、实際の現場を見

せてあげられる機会を作ると良いのではないかと思う。 

不正薬物もそうだが、コピー商品などの持ち込みが禁止されている（法に触れる）ことすら知らない大人も

多いので、子供のうちから教育していくことも必要ではないか。 

ＨＰの「広報・報道」で見ましたが、セミナーやパネル展などを開催しているようで、広報活動もしっかりや

っていると思います。 

小学校の社会科見学コースに苫小牧の施設を加えてもらえてもらい、地域との結び付きを強化されては

いかがでしょうか。 

 

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 

密輸ダイヤルについては、詳しく聞かなかったが、もしあれば、仕組みを知りたい。 

各種制度や密輸ダイヤルは、まだ周知度が高くはないようですが、地道な広報活動のなかで、周知を図

ってください。 

ＡＥＯ制度については、道内で承認されている企業が尐なく、利用が低調であることに、やや驚きました。

より多くの道内企業や法人が活用できる制度にブラッシュアップすると同時に、同制度の良さの広報に力を

入れ、ＡＥＯ制度が道内でも定着するように期待しています。 

苫小牧税関支署の大型エックス線検査には非常に感心しました。カニに混ぜて密輸しようとした牛肉など

がくっきりと別の色で表示される機械には、感服しました。 

このような機械や設備について、導入時などに報道機関に公表し、広くＰＲされてはいかがでしょうか。も

ちろんセキュリティとの兼ね合いもありましょうが、尐なくともテレビ局は「絵になる映像だ」と飛びついて報道

すると思います。 

国内に薬物を持ち込ませないため、シンガポール、マレーシアや中国などの東アジア諸国では所持して

いるだけで死刑になる非常に重い犯罪であることを周知徹底するために、空港内にとどまらず、予防のた

めのポスターを鉄道・地下鉄などの公共施設や教育機関に掲示する。 

 また、教育機関や一般会社の協力を得て、薬物持ち込みが重大な犯罪であることを啓蒙する講習会・セミ

ナーなどを開催してください。その際、報道などの協力を得て、一般的に TVニュースとして流す努力が必要

ではないかと思います。 

密輸などの不正を防止する点から、また、話題の TPP などを理解するため、税関が一般市民に対して

貿易を通しての「国際感覚養成講座」などを定期的に開催し、啓蒙活動をしてはどうかと思います。 TPP に

参加することが決まれば、不安と誤解を払拭するために、税関がリードして包括的な草の根説明会を開催

してはどうでしょうか。 

税関が多様な仕事（密輸取り締まり、関税徴収、不正輸出入の取り締まり、沿岸取り締まり、課税の簡素

化、貿易統計の作成・分析など）をしていることを紹介するプロモーション・ビデオを作成し、税関が催すイベ

ントや教育機関で紹介し、税関が国民生活を守る上で重要な役割を担っていることを PR して下さい。 



 

 

 

     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 

 

他の参加者に比べると予備知識が乏しく、レベルの差を感じた。 

全般に輸入をメインに取り扱ったモニターに感じたが当方の業務としては、輸出の方が、関係が深い。 

例えば小樽港の場合、どういう風に税関のチェックを受け、商品が外国に渡っていくのか、实物の流れを

見られると、なお良かった。 

税関の業務については、多尐なりとも知っているつもりであったが、今回、税関モニターとして、税関業務

の裏側を見せていただく機会に恵まれ、改めて税関というものが我々の暮らしに密着している機関であるこ

とを再認識させていただいた。 

モニターを受け入れる側も大変だと思うが、より多くの様々な立場の人が参加できるようになれば、さらに

税関業務の理解促進に繋がるのではないかと思う。 

これまでは、税関業務のごく一部しか接する機会がなかったのですが、今回、モニターに参加させていた

だき、業務全般の説明いただき、業務範囲の広さをについて、学ぶことができました。特に知的財産保護の

部分では、商標権や著作権など、保護する権利が多く、差止めシェアでは中国がダントツに多いというの

は、妙に納得できました。 

また、AEO 制度の存在をはじめて知り、非常に興味深く、認定事業者は、まだ尐ないようですが、物流の

円滑化や国際競争力の向上に寄与する制度であると感じました。 

千歳空港と苫小牧港の見学会に参加させていただき、一般では見ることのできない施設を見せていただ

き、設備やシステムの充实に感心しました。 

小樽には参加できませんでしたが、千歳、苫小牧ともに、非常に貴重な体験をできたと思います。ありが

とうございました。 

全般的な提案ですが、モニターの選定にあたり、「肩書」に惑わされず、貿易实務経験者、有識者を選定

すべきでしょう。或いはずぶの素人と考えられる家庭の主婦、医師、会計士などの自営業者（時間をとるこ

とが難しいですが）を加えてはどうか。 

見学個所ですが、予算と関連しますが、新千歳、苫小牧、小樽に限定することなく、函館や根审などでも

实施してはどうでしょうか。 

モニター活動の広報では、新聞関係者に加えてTV社やラジオやタウン雑誌の記者にも広げてはどうでし

ょうか。特に TVは、税関の活動を映像で伝えることができ、一般の理解を深めます。 

職員の方の誠实な説明と整った資料のおかげで、税関の活動と北海道経済の实際を知ることができまし

た。仕事柄内容が堅苦しく、専門的であることは理解できますが、資料と説明にもう尐し親しみを感じる工夫

をしてはいかがでしょうか。 
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外国人が入国し税関検査を受ける際、どういうものが引っかかるのか、出国の時点で、どういうことを注

意しておくべきなのか、具体例（引っかかりやすいもの）について、教えて頂きたい。 

今回のモニターの件ではありませんが、日頃、小樽税関支署の皆様と仕事をさせていただいており、名

刺を交換する機会があるのですが、名刺で「管理課」は分かり易いのですが、『監視部門』は、「統括監視

官」「統括監視官（第一部門担当）」「上席監視官」「監視官」などの職名で記されており、後で連絡しようとし

ても何の担当か分からず誰に連絡すればいいのか迷うことがあります。複数の業務を担当しているのかも

知れませんが、「通関」「監視」「保税」といった具体の担当業務が分かるように表記を工夫していただけれ

ば、相手にも分かり易くなると思います。 

今回のモニターで、見学会に参加できた千歳空港と苫小牧港では、通常見ることのできない施設を見る

ことができ、大変勉強になりました。ありがとうございました。 

毎月、函館で实施されている管内貿易統計の発表ですが、年度分や暦年分がまとまった際には、札幌経

済記者クラブ（北海道経済センタービル内）でも同時に記者会見やレクをされてはいかがでしょうか。新聞社

やテレビ局の問題ではあるのですが、やはり各社とも経済専門記者は札幌市内にしか駐在していないのが

实態です。 

函館と同時に、札幌市内で記者発表をしていただければ、各社ともより内容のある報道（ニュースとして

大きな扱い）ができるのではないかと思います。 

AEO 制度实施で手続きの簡素化、迅速化ができリードタイムの短縮に貢献できますが、函館税関内の

AEO 業者登録が尐ないようです。北海道の輸出入業者が尐ないこと、東京の本社ないし商社が取得してい

ることなど、尐ない理由は理解できますが、同制度のメリットを幅広く広報し、業者を増やす努力をして下さ

い。ただ、AEO 業者に認定される条件を満たせる業者が道内には、尐ないのではないかと想像していま

す。以下改善点の提案です。 

     ・AEO 制度推進で、貨物引き取りと納税申告が可能になりますが、担保金が必要になります。同制

度を普及するために担保金の軽減あるいは免除が可能ではないでしょうか。     

     ・AEO 制度での輸出では、船積み前に輸出許可などの変更申請提出を、船積後でも一定の期間・

条件を満たせば手続きのなどの簡素化が可能ではないでしょうか。     

     ・AEO制度を、サプライチェーンを意識した運用にし、簡素化、迅速化、事務手続きの軽減が可能で

はないのではないかと思います。AEO業者が AEO通関・倉庫・運送業者に依頼すれば AEO制度

の一貫性でセキュリティが確保できます。この AEO サプライチェーンで税関手続きの簡素化を図

る余地があるのではないでしょうか。  

     ・AEO 業者の再輸、再輸入の通関手続きの簡素化、例えばリターナブルパレットに対して可能では

ないでしょうか。空の貨物のハブは韓国のジンセン、海のハブは同じくフザン、いつの間にか韓国

の後塵を拝しています。税関も苫小牧港をハブに育てるご努力をお願いします。    

     ・貿易円滑化のため AEO 制度と予備審査制度は有効ですが、輸入の場合、税関による現物確認

検査より書類審査に重点が移行することに不安を感じます。参加事前交渉中の TPP では円滑化

のために 48 時間後に通関することを求めており、動植物検疫、食品検疫への影響が懸念されま

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



す。AEO業者を増やせと言うことと矛盾しますが。 

FTAや EPAでは 10年間で 90％以上の品目の関税がゼロになりますが、その工程を輸出入業者に説明

するセミナーあるいはワークショップを開催してはどうでしょうか。また、これまで関税率が輸入財のチェック

をする役割をしていましたが、関税率がゼロとなれば、書類審査に重点が移り、幅広知識を持った職員によ

るチェックが必要になるので、幅広い知識と柔軟な考えができる人材育成に努める必要があります。 

中小企業対策に取り組まれること、例えば AEO 業者を増やすため中小企業の預託金を軽減するとかな

どですが。 

知的財産権は、1980 年初め、米国の経済力強化策の一環として「ヤングレポート」の中で知的財産権の

使用料の徴収の強化が謳われ、米国経済の立て直しに役立ちました。日本は現在最終財の輸出から中間

財の輸出が半分以上占める貿易構造になっています。ガラパゴス化が進む中、「技術で勝って販売に負け

る」現状を打破するためにも、知的財産の保護の強化が求められます。税関職員の方の一層のご努力を期

待しています。また、仕事の効率を上げるために、職員の不断の研究と最新鋭の設備設置への優先的予

算配分が必要です。 

近隣諸国では、街中でコピー商品が公然と販売されています。コピー商品の中には本物と見分けること

が難しいものもあり、巧妙化しています。消費者及び輸入業者の利益を守るためにも、一層の研鑚をお願

いします。 

サービス貿易は实務、通信、金融など 12 分野に分かれ 155 業種に及んでいます。税関でのサービス貿

易（知的財産保護）に果たす役割を期待しています。また、非関税障壁分野においても同様です。 

沿岸取り締まりには想わぬ事故にあうこともありますから、十分に注意してください。  

また、海上保安庁、警察などとの緊密な協力により、縦割り行政の弊害を取り除き、効果を上げる努力を

お願いします。 

北海道への外国人観光実を誘致するため、対面式の個別チェックから諸外国で实施されている nothing 

to declare（green line）を採用し、通関手続きをスムーズに行うことにより、検査といった強権的イメージを薄

め、外国人観光実のリピートを促進してはどうか。 

入国手続（法務省）きと通関手続き（財務省）の縦割り行政の弊害を最小限にとどめるため、意思疎通、

情報交換に努めてください。 

札幌で過ごすのは 12 年目、道内を色々と旅行しましたが、観光目線でなく、モニターの仕事で税関職員

の働く現場を見学することができ、北海道経済の現实を勉強することができました。この機会で学んだこと

を、講義などを通し学生に伝えていきます。 

国際感覚が求められる「かっこいい」仕事、警察との仕事との違いを講演会などで一般の方に説明する

努力をして下さい。近隣諸国との領土問題が未解決な現状、海上での取り締まりは危険を伴いますので、

十分に気をつけて仕事に取り組んで下さい。  

今回は色々とお世話になり有難うございました。税関の仕事を直接、見学することができ、税関に対する

認識が深まりました。また、色々と提案しましたが、見当違いの感想・提案もあるかもしれませんが、組織が

活性化すると考えられることから取り組んでいただければ幸いです。 

                  


