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世 界 最 先 端の税 関を目指して

関 税局長からのメッセージ

経済活動のグローバル化が急速に進む中、３つの使命を税関は果たしています。

税関の使命

税関は、令和４年（2022年）
に設立150周年を迎えます。明治開
国以来長きにわたり、貿易秩序の維持及び日本の経済の発展に大
きな役割を果たしてきました。
税関では、安全・安心な社会を実現するため、不正薬物や拳銃等
の社会悪物品の密輸取締りを行っています。近年、不正薬物の水際
での押収量は年々増加傾向にあり深刻な状況が続いています。今後
も大規模な国際イベントを控えており、
水際でのテロ対策等にも万全を
期し、
国民の安全・安心を確保することが求められています。
税関はまた、徴税機関として適正かつ公平に関税等を徴収するこ
とや、
貿易の円滑化を推進することも重要な使命としています。
昨年
（令
和２年）
には日英包括的経済連携協定およびＲＣＥＰ
（地域的な包
括的経済連携）協定も締結され、更なる貿易の促進が見込まれるこ
とから、通関業務を行う税関に求められる役割はますます重要と
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安全・安心な
社会を実現する。
適正かつ公平に
関税等を徴収する。
貿易の円滑化を
進める。

銃器・不正薬物・知的財産侵害物品等の密輸を阻止すると
ともに、我が国におけるテロ行為を未然に防止することに
より「世界一安全な国、日本」を構築。

約9.2兆円すなわち国税収入の約14.9％に相当する額を徴
収する歳入官庁として、適正かつ公平に関税等を徴収。

国際物流におけるセキュリティを確保しつつ、民間企業と
の協力やIT化の推進などを通じ、通関手続を一層迅速化。

なっています。
世界の経済や社会活動のグローバル化が進み、
平成元年
（1989年）
から令和元年
（2019年）
までの30年間で、
貿易額は2.3倍、
輸出入許
可件数は5.6倍、
訪日外国人旅客数は11倍となるなど、
税関を取り巻
く社会環境は大きく変わりました。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や電子商取引の拡大
に伴い、
航空貨物の輸入件数が大幅に増えるなど、
物流が我々の生活
に直結し、
税関も大きく関与しています。
関税局・税関は、
財務省で物流に精通する唯一の組織として、
今後
も変化していく環境に対応しながら責務を果たし、
国民の期待に応え
ていく必要があります。
密輸手段や物流の変化に適応するためには、普段からアンテナを
高く保ち世の中の移り変わりをタイムリーに捉えることはもちろんの

税関職員は、５つの行動指針に則って、３つの使命遂行に取り組んでいます。

税関職員の行動指針

◉ 誠実に行動し、社会からの信頼と期待に応えます。
◉ 誇りと使命感を持って、業務に取り組みます。
◉ 円滑なコミュニケーションを図り、チームで前進します。
◉ 改善意識を高め、日本と世界の変化に機敏に対応します。
◉ 自ら学び考え、プロフェッショナルとして成長します。

こと、前例に囚われない柔軟な発想が大切です。現在、税関ではＡＩ
（人工知能）等の先端技術を活用し、
「世界最先端の税関」
の実現を
目指していますが、
このように税関業務の高度化・効率化を進めてい
くためには、
若く新しい考え方が必要になってきます。

関税局長

田島 淳志

また、税関職員は、関税政策や税関行政の企画立案及び税関の
現場での執行のほか、他省庁等や在外公館・国際機関での勤務な
ど、幅広いフィールドで活躍しています。多様な業務において、公へ
の貢献に向けて柔軟な発想でチャレンジし、
新しい時代をともに築い
ていく皆さんをお待ちしています。
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財務 省 税 関の組 織 図

財務省税関の組織図

税 関

船舶・航空機・輸出入貨物の取締り、旅客・乗組員の携帯品等の取締り・検査及び徴税、保税地域等の許可
又は承認及び取締り

（地方支分部局）

輸出入貨物に係る審査・許可及び承認、輸入貨物に係る関税等の税率の適用・確定及び徴税、輸出入貨物の
分析、国際郵便物の検査及び徴税

財務局

大 臣官 房

財務省

主計局
主税局
関税局
理財局
国際局

事務管理室
管理課
税関考査管理室
関税課

︵施設等機関︶

税関研修所

︵外局︶

会計センター

国税庁

第二参事官室

◉原産地規則に関する制度の企画・立案

税関調査室

◉税関行政に関する制度の基礎となる事項の調査、研究

監視課

◉輸出入貨物、船舶等及び 旅客の取締りに関すること
◉旅客の携帯品等に係る関税等の賦課徴収に関すること
◉開港及び税関空港に関すること
◉保税制度の運営に関すること

業務課

◉貨物の輸出入許可、承認に関すること
◉関税、とん税、特別とん税等の賦課徴収に関すること
◉郵便物の輸出入手続きに関すること
◉関税率表の品目分類、輸出入貨物の分析に関すること
◉通関業の監督、通関士に関すること

調査課
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財務省

関税中央分析所

神戸税関

税関研修所

函館税関
門司税関

◉特殊関税に関する調査

原産地規則室

知的財産調査室
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◉ 関 税 等に 関する制 度 の 調 査 、企 画 、立 案
◉ 関 税 等に 関する政 策 の 基 礎となる事 項 の 調 査 、研 究
◉ 関 税・外 国 為 替 等 審 議 会 関 税 分 科 会 の 庶 務に 関すること
◉ 貿 易 統 計 の 作 成 、公 表

◉関税等に関する二国間協定又は協議の企画、立案
◉地 域 協 力に 関する国 際 機 構に 係る関 税 等 並びに
税関行政に関すること
◉関税協力理事会に関すること
◉関税局の所掌事務に係る国際協力に関すること

国税局

105

◉税関事務の運営、職員の服務に関する考査

◉経済上の連携に関する事項の企画、立案、調査、研究

特殊関税調査室

税関支署［68］

◉税関職員の人事、教養、訓練

経済連携室

関税中央分析所

輸出入された貨物に関する調査、犯則事件の調査及び処分、情報の管理及び分析、外国貿易統計の作成

◉輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社に関すること
◉税関の所掌事務に係る電算機処理に関する調査、企画、調整

第一参事官室

（国際協力担当）

財務総合政策研究所

◉関税、とん税及び 特別とん税に関する政策一般
◉関税局・税関の機構・定員、予算
◉関税局内の総合調整

◉経済協力及び開発に関する国際機構に係る関税等
に関すること
◉世界貿易機関に関すること
◉外国の関税等に関する制度の調査、研究
◉外国の貿易事情の調査、研究

（国際交渉担当）

※令和3年度定員

税関事務の総合調整、税関についての広報及び広聴

税 関

総務課

9税関9,971人

◉知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に関する
調査、認定、処分に関すること

東京税関
沖縄地区税関

横浜税関

長崎税関

大阪税関

名古屋税関

◉輸入貨物の価格、運賃、保険料等の調査に関すること
◉輸出貨物の調査、検査に関すること
◉ 関税法規の犯則事件の調査、処分、情報に関する事務に関すること
◉情報についての外国税関当局等との連絡、調整に関すること
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財務 省 税 関の業 務

財務省税関の業務

安 心 安 全な社 会を実 現するために

Customs ensures the safety and security of Japanese society

安全安心な社会を実現するために
Customs ensures the safety and security of Japanese society

空港旅具

東京税関成田税関支署統括監視官
（旅具通関部門担当）
付

大須賀 みどり
平成29年一般職
（大卒程度）行政

海港取締

空港から安全・安心な社会を守る

日本の水際を守る

私は東京税関成田税関支署旅具通関部門に

ときや、個人として摘発をした際にはやりがいを

私は横浜税関監視部取締部門に所属し、不

所属し、成田空港から出入国する旅客の手荷物

大きく実感できます。
また、班員の理解もあり、語

正薬物やテロ関連物資等の密輸を水際で阻止

心 な 社 会を実 現す

に対する検査を行っています。海外旅行の経験

学研修等に参加しやすく、
自分のやりたいことに

するため、世界各国から横浜港に入港する外国

る」という税関の使

がある方は、
日本に入国する際に税関に携帯品

挑戦できる職場です。

守ることで
「安全・安

貿易船等に対する取締りに従事しています。覚

命を達成するための

申告書を提出したことが記憶にある方もいるの

旅具通関に興味をもっていただき、安心安全

醒剤や大麻などの不正薬物の脅威から日本を

仕事は、
とてもやりが

ではないでしょうか。普段、国際貿易に関わりの

な社会のために働くことを目指していただけた

守るためには、税関による水際での摘発が不可

ない方であっても、
自分の手荷物について申告

ら、嬉しく思います。

欠です。
これまで税関では、一度に約１トンの覚

いが感じられます。

を行う場として最も税関を身近に感じることが

醒剤を押収した事例もあることから、不正薬物

できる部門が旅具通関部門です。
当部門で働く

を水際で阻止することがどれほど重要なことか

職員は税関の顔として、使命感をもって検査業

が分かると思います。加えて、国内でオリンピッ

務に従事しています。

クや国際会議等が実施される際には、
テロの脅

税関検査では、法律で定められた輸入しては

威から日本を守るための使命も担っており、税

ならないものなどの取締りや関税等の徴収を行

関職員が活躍するフィールドは日々広がってい

います。輸入してはならないものとは、覚醒剤、大

ます。

麻、麻薬及び向精神薬といった不正薬物から偽

取締部門では横浜港での取締りを行うだけ

ブランド品、銃器・爆発物といったテロ関連物資

ではなく、全国の税関の仲間と情報交換を密に

等、多岐にわたります。旅具通関でこのような物

しながら、チームプレーで摘発を目指していま

横浜税関監視部統括監視官
（取締部門担当）
付監視官

品の取締りや徴税を行う際には、旅客の協力を

す。時には海上保安庁などの関係機関と合同船

小坪 佑輔

得て、質問をしながら検査を行います。検査官と
して対応するには幅広い知識が必要となり、責

内検査等を実施することもあります。瞬時に的
確な判断を下さなければならないときがあるな

平成23年Ⅱ種 行政

任も大きい業務です。

ど、困難なことも多々ありますが、
日本の水際を

税関における令和２年の不正薬物全体の押

外国人と接する仕事も多いことから、税関は
語学に関する研修が充実しており、
語学スキルを
磨くこともできます。情報収集のため、外国人の
船長に質問検査をすることもあるため、
語学力を
鍛えていこうとする人材が求められています。
また、新型コロナウイルスの世界的な流行の
影響で、税関の取締り業務においても改革が進
められています。そのため、めまぐるしい変化に
柔軟に対応することや、新しい発想がこれまで
以上に求められています。
なお、取締部門では新
型コロナウイルス対策は徹底して行っており、安
心して働くことができる環境となっています。
日々変化する世の中に応じて、税関の海港取
締も進化していく。そんな刺激的な職場で一緒
に仕事ができる日を楽しみにしています！

収量は５年連続で１トンを超え、
２トンに迫る過
去３番目を記録しました。国際貿易の振興に

審

よって私たちの生活が豊かになる反面、不正薬
物等の密輸が後を絶たないのも事実です。
旅具通関は、
こうした密輸の場面に関わるこ
とも多く、緊張感のある職場です。
しかし、
チーム
として班員と協力しながら取締りの成果を得た

電子申告ゲート

不正薬物の摘発件数と押収量の推移
（摘発件数：件）

（押収量：kg）

2,000

覚醒剤

大

麻

その他

件

数

4,000

1,500

3,000

1,000

税関では７空港（成田、羽田、関西、中部、福岡、新千歳、那覇）で電子申告
ゲートを運用しています。
空港の税関検査場に設置された電子申告端末にてパスポート及びアプリで
作成したQRをかざすことにより、
これまで紙で提出していた携帯品申告書の電
子的提出が可能となります。
また、電子申告端末での手続き時に顔認証用の画像を撮影し、
ゲート通過時
に同画像での本人確認を行っていますので、手続きが完了したらそのままスムー
ズにゲートを通過することができます。
更に、人と人との接触を軽減することから、新型コロナウイルス対策としても
非常に有用です。
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2,000

500

0
H23

覚 醒 剤※

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

402

482

859

549

422

1,501

1,159

1,159

2,587

800

麻※

57

132

13

74

34

9

131

156

82

116

そ の 他※

50

11

135

6

66

140

90

178

670

989

大
合

計※

509

626

1,007

630

522

1,650

1,380

1,493

3,339

1,906

件

数

326

308

382

390

1,896

892

784

871

1,047

733

※押収量（ｋｇ）

（注）
その他とは、
あへん、麻薬（ヘロイン、
コカイン、MDMA等）、向精神薬及び指
定薬物をいう。令和2年の数値は速報値。令和元年は、平成31年1月から令
和元年12月を示す。

「人」を相手にする仕事
皆さん、税関に張込みや捜索、取調べをする

見逃すことなく、数か月に亘り全国各地を飛び

部門があることをご存じですか。私が所属する

回り、粘り強く調査することで大きな成果を挙げ

調査部情報第２部門を含む
「審理」
では、多方面

ています。
その一例として、令和元年熊本県天草

から密輸等の情報を集め、張込みや尾行、捜索

市の漁港で覚醒剤約600キロの密輸を摘発し

や差押えを行い、水際での密輸阻止や事件の全

た事件等が挙げられます。

容解明、処分決定等を行っています。
イメージし

密輸犯の年齢や国籍は様々で、背後に大きな

やすいように言えば、
テレビドラマで見る刑事の

組織が潜んでいたり、密輸犯も命がけだったり

ように
「捜査」
を行う部門で、実際に警察や海上

と、相手次第で状況は常に変化し、一つの判断

保安庁、麻薬取締部と一緒に仕事をすることも

ミスが事件を台無しにしてしまう、時にはそんな

多くあります。

緊張感のある場面にも直面しますが、
その分審

税関ではそれを
「調査」
と呼びます。例えば、入

1,000

0

理

門司税関調査部統括審理官
（情報第２部門担当）
付

谷川 瑞稀
平成28年一般職
（高卒者）事務

理の仕事に対する熱量とやりがいを全身で感じ、

国旅客や国際郵便物、
貿易船船内等から職員が

日々勉強する

違法薬物等を発見した場合、
その多くが審理に

ことのできる

引き継がれ、後の調査を担当するのです。嫌疑者

職場だと思い

の取調べ、薬物等の配送先調査、違法薬物を偽

ます。

物にすり替えて行う、
いわゆる泳がせ捜査、裁判

既にご存じ

官から令状を取得しての捜索差押、携帯電話解

だった方も、
今

析、関係者の割り出しと、調査手法は様々で、裁

初めて知った

判までの証拠集めと事件の全容解明や処分決

方 も 、そん な

定、新たな密輸阻止に全力を注ぎます。
また、審理では些細な情報や少しの違和感を

審理で働いて
みませんか。
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財務省税関の業務

適 正かつ公 平に関 税 等を徴 収するために

A p p ro p ri at e an d F a ir Collection of Duties and Tax es

適正かつ公平に関税等を徴収するために
Appropriate and Fair Collection of Duties and Taxes

通

関

神戸税関ポートアイランド出張所統括審査官
（通関第４部門担当）
付審査官

石川 智基
平成17年Ⅱ種 行政

多様な業務を通じて沢山の経験ができる職場

事後調査

向上心と使命感を持ち、貿易の最前線で働く

「輸入」
・
「輸出」
という貿易を通じて、日本は

全てを把握

輸入事後調査とは、輸入された貨物につい

知識を習得し

様々な物品を外国とやり取りしているというの

しておくこと

て、
その輸入申告が法令に基づき適正に行われ

ながら、臨 機

は皆さんもご存知のことでしょう。輸出入される

は容易では

ていたかを、実際に輸入者の事業所へ訪問し、

応変に調査を

品目は多岐に渡っており、皆さんが普段何気な

ありません。

帳簿書類等を確認して行う税関による税務調

進めていかな

く使っているものにも外国製品があるはずです。

未知との遭

査です。IT化により貿易の円滑化が進んでいく中

ければなりま

そのような外国製品は、税関による輸入許可を

遇に頭を悩

で、事後調査は
「適正かつ公平な関税等の徴収」

受けた後、国内に引き取られたものです。

ま せること

に係る重要な役割を持っています。

せん。専門性
の高い業務といえますが、調査の際には経験豊

私が所属する通関部門は、輸出入しようとす

もしばしば

具体的には、輸入者の事業所等を訪問し、会

富な上司や同僚にフォローしてもらい、
チームプ

る貨物に関する申告を受理し、その内容に応じ

あります。
し

社概況や輸入取引に関するヒアリングを行い、

レーで業務を進めます。税関には各種研修制度

て書類審査や検査を行い、問題がなければ許可

か し 、税 関

保管されている通関関係書類等を精査します。

が充実していますので、企業会計、パソコンスキ

をする部門です。輸入貨物の書類審査では、
シス

には各分野

その後も輸入者とのやり取りを繰り返しながら、

ル、語学などについても業務に従事しながら学

テムを通じて電子的に提出される関係書類につ

を専 門とす

申告内容に誤りがあれば是正してもらい、今後

ぶことができます。専門知識を身に付け、
自分自

いて、申告価格や税率は妥当かといった税的な

る部門があ

の適正な輸入申告について指導を行います。

身で申告内容の誤りを発見し、輸入者に内容を

面から、
また、積出地から日本に至るまでの貨物

り、
また、
上司

の経由地などに不審な点はないかといった関的

や先輩から適切なフォローを受けられるので、

な面からも審査をしています。検査では、貨物を

困難な事案でも強力なサポートを受けながら業

商社から個人事業主など多岐に渡ります。会社

輸入事後調査業務は、様々な分野に関連する

実際に見ることで申告貨物と一致するかを確認

務に取り組むことができます。
また、税関は１つ

沖縄地区税関統括調査官付調査官

の規模、業種、商品は様々で、調査の度に新しい

業務なので、
ここで得た経験は税関業務で必ず

し、貨物によってはコピー商品等の知的財産侵

の組織でありながら多様な業務があり、研修制

役立てることが出来ます。
このパンフレットを読

度も充実していますので自身を高めながら色々

豊里 友弥

発見があります。
また、相手方の担当者も貿易の

害物品ではないか、不正薬物等が隠匿されてい

プロから経験のあまりない方など様々ですので、

まれている皆さんが税関業務に興味を抱き、
い

ないかなど申告内容に応じた対応をしています。

な経験ができる職場です。興味のある方は是非

平成23年Ⅱ種 行政

調査職員として関係法令の習熟に加え、貿易実

つか共に働ける日が来ることを楽しみにしてい

また、関係法令のほか条約や協定についても把

税関の門を叩いてみてください！

務、会計知識、商品知識、語学など多種多様な

ます。

私は、横浜税関と沖縄地区税関で事後調査
業務の経験がありますが、調査対象者は、大手

理解してもらったうえで調査を終えたときの達
成感は格別です。

握しておくことが重要です。例えば、
日本は複数
の国や地域との間にEPAやTPPといった経済連
携協定を締結していますが、優遇された税率を

分

適用して貨物を輸入したい場合、
「協定ごとに定
められた基準や手続きを満たしているか」
という
ことも確認する必要があるのです。

類

このように通関部門では１件１件の申告に対

貿易を支える商品知識のエキスパート
皆さんは税関の
「関税分類」
と聞くと何を想像

して多角的な視点から適正な申告かどうかを見

しますか？

極め、公平公正な貿易取引の推進に寄与してい
ます。当然、幅広い知識が求められますが、その

貨物到着から貨物引き取りまでの流れ

中心部まで十分加熱して味付けしたマグロ缶詰

ります。その関税を算出するための割合を関税

と、加熱や調味をしていないマグロ刺身ではＨＳ

率といい、物品ごとに９桁の数字（ＨＳコード）
が

コードが異なります。
そのためどのような過程を

割り振られ、関税率表という表に定められてい

経て製造されたマグロなのかを把握しなければ

ます。関税分類とは、物品がどのＨＳコードに所

なりません。
このように毎日様々な物品に触れ、

世の中には多種多様な物品があり、全ての物

保税地域

搬入

品を正しく分類することは非常に難しく、輸入者

輸入貨物

だけでなく税関職員も輸入品がどのＨＳコード

搬出

貨 物の 引 取り

査

査

輸入許可

検

審

輸入申告

他法令手続︶
※

関 税 等の 納 付

︵

船 卸・取 卸
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物品の把握に努めるため、商品知識が身につく
ところもこの業務の魅力だと思っています。
皆さんも、
税関で関税

に分類されるか判断に迷うことがあります。私の

分類の業務

所属する関税鑑査官部門では、
その判断につい

をして み ま

ての内外からの問い合わせに対し、輸入品の適

せ ん か？皆

正なＨＳコードを検討し回答をしています。

さんと 共 に

関税分類には、世界共通のルールが設けられ

仕 事 ができ

名古屋税関業務部首席関税鑑査官付審査官

ており、輸入品を正しく分類するためには、
その

る日 を 楽 し

石田 典子

ルールを理解することも必要です。私は、判断の

み にして い

難しい物品が、
このルールを適用してぴたっと分

ます。

平成19年Ⅱ種 行政
※他法令手続：貨物によっては、食品衛生法、植物防疫法、家畜伝染病予防法などの関税関係法令以外の手続きが必要になるものがあります。

品を把握することも重要です。例えばマグロは、

輸入される物品には、関税という税金がかか

属するかを仕分けることです。

輸入

コードが異なり、関税率が変わるので、正確に物

類できた瞬間にやりがいを感じます。
また、物品
の素材、加工度合、機能、用途等によってもＨＳ

JAPAN CUSTOMS
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財務 省 税 関の業 務

財務省税関の業務

貿易円滑 化を推 進するために

C u s t o m s h as a u n i q u e ro le i n t he inter national tr ad e to pr ov id e
i n c re as e d s ecur ity w hile ensur ing f acilitation

貿易円滑化を推進するために

Customs has a unique role in the international trade to provide increased security while ensuring facilitation

シス テム

Ａ Ｅ Ｏ

「豊かな未来」
の実現に向けて

税関と企業のパートナーシップのもとに

私が所属している函館税関総務部システム企

サポートがあるため、様々な分野に挑戦しなが

米国で発生した9.11同時多発テロ以降、
国際

施設や倉庫を訪問し、法令遵守体制やセキュリ

画調整官部門では、税関における様々なシステ

ら、
自分にあった職場を見つけ、専門性を高めて

物流においてはセキュリティの確保と円滑化の両

ティ状況の確認を行うこともあり、
事業者側の声を

ムの管理・運用を行っています。税関のシステム

いけることも税関の魅力のひとつです。

には、代表的なものにNACCS（輸出入・港湾関

税関でやりがいのある仕事を見つけてみませ

連情報処理システム）
と呼ばれるシステムがあり

んか。皆さんと一緒に働けることを楽しみにして

ます。

います。

立が不可欠となっています。
この流れを受け導入さ

直に聞くということも、
とても良い経験となっていま

れた
「AEO制度」
というものを、
皆さんはご存知で

す。
また、
倉庫業や通関業などといった企業の事業

しょうか。

態ごとに関係する法令が異なり、
幅広い知識が必

AEO
（Authorized Economic Operator）

要となるため勉強の日々ですが、諸先輩方のサ

NACCSは、税関をはじめとする行政機関に

制度とは、
貨物のセキュリティ管理とコンプライア

ポートもあるため安心して業務に取り組むことが

対する貿易関連手続き等をオンラインで処理す

ンス
（法令遵守）
の体制が整備された事業者として

できます。

るシステムであり、船舶・航空機の入出港に関す

あらかじめ税関長の認定を受けた者（AEO事業

令和２年からは企業への訪問に代え、
web会議シ

る申請などの港湾関連業務や、貨物の輸出入申

者）
が、
税関手続の簡素化・迅速化等のメリットを

ステムによる監査等も実施しており、
新型コロナウイ

告などの通関業務の大半が、
このNACCSを利

得る制度です。
税関はAEO事業者への審査・検査

ルス感染症の影響下にお

用して処理されているため、
貿易には不可欠なシ

等に要する時間や労力を省略できる一方、
それら

いても柔軟かつ効率的に

ステムとなっています。

をAEO事業者以外へ重点的に実施することが可

業務を実施しています。

能となります。

私は、
このNACCSやその他様々なシステムの

私の所属する認定事業者管理官部門では、

安定稼働、障害発生時の対応、職員が日々利用

AEO事業者の認定や認定後の定期的な監査等を

しているパソコンの管理やセキュリティ対策、

その他にも税関には
様々な業務があり、皆さ
んの能力が活かせる分野

大阪税関業務部認定事業者管理官付調査官

行っています。
AEO制度は税関と民間事業者との

がきっと見つかるはずで
す。税関職員の一員とし

行に必要不可欠なシステムの管理業務や新た

磯田 育恵

間でのパートナーシップの上に成り立つ制度であ
り、
事業者ごとに担当者が割り振られ、
各担当者が

て、皆さんと共に仕事が

なシステムの導入に携わることができ、
やりがい

平成18年Ⅱ種 化学

税関側の窓口代表として対応するため責任は伴い

できる日を楽しみにして

ますが、
その分やりがいを感じています。
事業者の

います。

函館税関総務部システム企画調整官付調査官

WEB会議やテレワーク等のシステムの管理・運

平泉 愛

用といった業務を担当しており、職員の業務遂

平成16年Ⅱ種 電気・電子・情報

を感じています。
また、税関においては、AI等先端技術を積極
的に活用し、
「 貿易の健全な発展」、
「 安全な社
会」、
そして
「豊かな未来」
の実現に役立てていく

技 術 協力

ことが重要と考えており、今後の税関業務の効
率化・高度化のためにシステムは重要かつ不可
欠な分野となっているため、益々やりがいのある
職場になっています。

皆さんは、関税技術協力という言葉を聞いた

私はこれまで通関、海港取締、旅具通関、情

ことがありますか。

報、総務と多種多様な業務を経験してきました。
どの業務も充実した研修や経験豊富な職員の

NACCSとは？

関税技術協力で目指す貿易円滑化

NACCS
（Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System）
は、
入出港する船舶・航空機及び輸出入される貨物について、
税関その他の関係行政機関に対する手続及び関連する民間業務をオンラインで処理するシステムです。

に参加し、受入研修での講師経験を経て、短期

一環として関税局・税関が行っている、開発途上

専門家としてベトナムとフィリピンに派遣されま

国の制度改善や近代化に向けた支援のことで

した。歴史・文化・経済状況が異なる相手国の実

す。途上国における税関手続きの向上は、通関

情を知り、彼らが抱える課題と国際的なルール

コストや通関時間の短縮等を実現するものであ

とのギャップを見つけながら、何をどんな手法で

り、途上国にとどまらず、
日本や国際社会の貿易

伝えるべきか派遣メンバーで模索する毎日でし

円滑化にも貢献しています。

た。
プレッシャーもありましたが、相手国と一緒

関税技術協力の主な実施形態は、
「 受入研
修」
では、途上国税関職員を日本に受け入れ、研
修を通じて日本の制度や知見を伝達し、
「 専門
家派遣」では、日本の職員が海外へ派遣され、
ワークショップ等を通じて制度改善や能力向上
に向けた助言を行います。
神戸税関業務部首席原産地調査官付調査官
財務省、法務省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、国土交通省
税関、出入国管理、人検疫、港長、港湾管理、
動
（植）
物検疫、食品衛生、貿易管理、医薬等の手続
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私は神戸税関で関税技術協力の支援チーム

関税技術協力とは、政府開発援助（ODA）
の

修」
と
「専門家派遣」
に分かれています。
「受入研

海貨業者

ら業務に臨むことが可能です。

相手国のニーズに寄り添うことは決して簡単

元村 裕美

ではありませんが、税関では、関税技術協力に携

平成22年Ⅱ種 行政

すので、語学や専門性に不安がある人も、経験

わる職員を育成するための研修が充実していま
豊富な上司のサポートの下、
スキルアップしなが

になって課題に向
き合った時間は、
今 の 私 の 財 産と
なっています。
税 関には幅 広
い仕事があり、関
税技術協力もその
一つです。様々な
挑戦ができる税関
で、あなたのスキ
ルと可能性を伸ば
してみませんか。

JAPAN CUSTOMS
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様々なフィールドで活 躍する
税関 職員

様々なフィールドで活躍する税関職員

C u s t oms of f i ci al s act i v el y part i ci pat i n g in v a r io u s f ie ld o f w o r k p la c e s

C u s t om s of f ici al s acti ve l y p ar ti ci p ati ng i n var i o us f ield of workpla c es

関 税 局

ばっこ

ニセモノの跋扈は許さない
税関ではニセモノを水際で取り締まっていま

関税局業務課知的財産調査室知的財産係
（東京税関採用）

朝比奈 莉央
平成27年一般職
（大卒程度）行政

関税中央分析所

関税中央分析所第３分析室分析官
（東京税関採用）

佐々木 良祐
平成22年Ⅱ種 化学
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海

外

在外公館だから経験出来る仕事の面白さ
私は在上海日本国総領事館で勤務していま

の知的財産保護は、
世界的にもトップレベルにあ

民対話を３回実施しました。
日系企業にとっては

す。
ニセモノの中には、
ブランドのコピー商品の他、

り、
途上国に対する技術協力という形で日本の法

す。上海総領事館は、上海市、江蘇省、浙江省、

税関行政に関して上海税関の担当者と直接意

健康被害のおそれのある偽造医薬品、規格を満

制度やノウハウ等を共有しています。外国に対し

安徽省、江西省の１市４省を管轄し、当館在留

見交換ができる貴重な場であった一方で，上海

たしていない偽造自動車部品等もあります。
これ

て知財の大切さを伝えることで、
間接的に日本に

邦人の方々向けには、安全情報の提供を含む在

税関側としても外資系企業の声を直接聞くこと

らの取締りによって、積年の努力によって築き上

流入するニセモノの数を減らすことにも繋がりま

留邦人保護、在外選挙実施、旅券・各種証明書・

ができ、今後の制度設計等において有益な場で

げられたブランドイメージを守り、
また、
市民の健

す。
実際に、
私も視察に随行し、
諸外国との繋がり

戸籍の手続き等、各種行政サービスを実施して

あったのではないかと考えています。実施するに

康・安全を守ることが私達の仕事です。

を身近に感じました。

いるほか、
ビジネス面では、
日系企業向けに投資

あたり調整面において苦労しましたが，結果的

令和２年には、
１年間に３万件、
58万点を超え

当室では、
この他にも多くの取組みを行ってい

環境改善やトラブル解決等の支援、経済関連情

には参加者の方々から好評を得ることができ、

る知的財産侵害物品を差し止めましたが、
これを

ます。例えば、
ニセモノ撲滅に向けた広報活動に

報の収集や発信を行っています。私は経済班に

少しでも満足して頂ける形で実施できて本当に

換算すると、
１日に82件、
1,600点に上ります。
こ

も力を入れており、

所属し、
ビジネス面に関する部分を主に担当し
ています。

良かったです。

のように、
非常に多くのニセモノが流入しようとし

直近では、
カスタム

ているため，
当室では、
全国の税関のとりまとめ役

君に、
ニセモノに手

業務の一例ですが、税関からの出向者なの

として、
効果的な取締りを実現するための方法を

を出さないよう動

で、例えば当地の税関との間で通関関係のトラ

日々検討しています。

画で啓発してもら

ブルが発生した際に相談を受ける窓口となりま

効果的な取締りを行うための工夫としては、
例

い ま し た！ぜ ひ

す。問題を抱えている日系企業から詳しい状況

えば、
官民の協働が挙げられます。
税関での差止

Youtubeをご覧い

のヒアリングを行い、問題の解決に向けて税関

めにあたっては、
権利者の協力をはじめ、
昨今にお

ただき、
税関の魅力

いてはプラットフォーマーとの連携も重要である

の一端に触れてみ

と考えており、
関係者との意見交換や情報共有を

て下さい。
皆様と一

大切にしています。

緒に働けることを楽

また、国際的な取組みも行っています。
日本

しみにしています！

化学の知識や経験を活かすことができる職場
海外からの輸入品は、関税等の確認のため、
税関の通関部門で審査や検査を受けますが、課
される関税率は、含有する成分やその割合、
ある
いは物理的性質によって異なります。
また、輸入
品を検査した結果、法で規制されている薬物と
思しきものが見つかることもあります。税関の分
析部門は、
これらのうち、見た目で判断できない
ものについて、含有する成分や割合等を科学的
に分析することで、通関部門の審査や検査の手
助けとなるように支援しています。そして、関税
中央分析所は、税関の分析部門で分析困難な
ものについて、
より高度な分析機器を用いて分
析を行っています。
私は2016年から関税中央分析所第３分析
室に所属しており、界面活性剤やろう等の有機
化学品の分析と、大麻や覚醒剤等の薬物の分析
を行っています。有機化学品は含有する成分や
割合等によって税率が異なることから、税率決
定の判断材料とするために様々な方法で分析を
行っています。
また、薬物の分析はいわゆる危険
ドラッグ等、新種の薬物を分析することが多く、
様々な方法で分析した結果から化学構造の解析

を行うほか、関係省
庁にその情報を提
供することも行って
おります。
さらに、年
に１度、税関分析部
門が一同に会する
研究発表会のため
に、分 析 手 法の見
直し等 、分 析 業 務
の技術的水準向上
を目的とした研 究
も行っています。
税関の業務はい
ろいろなものがあり
ますが、分析業務は
その中でも化学の
知識や経験を活かすことができる業務です。私
は大学で有機化学を専攻しており、
その時に学
んで得られた知識や経験が化学構造の解析な
ど今の仕事にも活きています。化学系専攻の皆
さん、
その知識や経験を、私たちと一緒に公務の
お仕事で活かしてみませんか！

外務省在上海日本国総領事館副領事
（東京税関採用）

松村 鉄也
平成21年Ⅱ種 行政

金 融 庁

に働きかけを行います。企業の方と一緒になって
解決策を考える際には、
日本において通関関係
の業務に従事していた経験が役に立ちます。
その他の税関関連の業務として、令和２年か
ら令和３年にかけて上海税関と日系企業との官

在 外 公 館に
おいても日本の
税 関で得た経
験 を活 かす 機
会 は 十 分 にあ
ります。税関職
員として 将 来
海外で働くとい
う選 択 肢 もあ
るのではないで
しょうか。

税関職員として、幅広い知識の習得へ
私は現在、金融庁の組織の一部である、証券

か、会社法や会計知識などに精通している、企業

取引等監視委員会に出向し、証券取引特別調査

犯罪調査のプロ集団であり、
これらの知識を活

官として、市場の公正性・透明性の確保、投資者

用し、金融関係犯罪の不正を暴いています。

保護等を目的にインサイダー取引や相場操縦等

税関は、幅広い業務を行っているからこそ、幅

の不公正取引に対する調査を行っています。具

広い知識が必要になります。私は、税関職員とし

体的には、全国を対象に、不公正取引を行った

て、証券取引等監視委員会に出向し、今まで深く

個人や法人に対して、家宅捜索や取調べ等を行

関わることのなかった、個人や法人の金融犯罪

う犯則調査という業務を行っています。

調査を行い、税関でも十二分に活かせる知識を

税関職員が、なぜ証券取引等監視委員会に

得ることができました。

出向し、証券に関する業務を行っているのか、
と

私もそうでしたが、
自分に合った仕事を見つ

疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
そ

けることは簡単なことではありません。
だからこ

れは、税関の事後調査業務に関係があります。

そ、様々な業務を行い、色々な知識を身につけ、

税関の使命の一つである
「適正かつ公平な関税

働きながら自分に合った業務を見つけることが

等の徴収」の一翼を担っている、税関の事後調

できるのが税関の魅力です。
このパンフレット

査部門では、輸出入業を行っている個人や会社

は、税関について凝縮されていますので、興味を

などに立ち入り、輸出入において適正な申告や

持っていただ

金融庁証券取引等監視委員会事務局特別調査課
証券取引特別調査官
（名古屋税関採用）

税額納付を行っているかを調査しています。
この

けたら幸いで

榊原 淳一

調査において、会社や会計の知識は欠かせませ

す。いつか一

ん。証券取引等監視委員会は、国税局、検察庁、

緒に働けるこ

財務局及び会計士事務所等からの出向者で組

とを楽しみに

成され、主たる法律である金融商品取引法のほ

しています。

平成23年Ⅱ種 行政

JAPAN CUSTOMS
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幹部からのメッセージ

幹部からのメッセージ
M e ssa g e s fr o m le a d e r s

M e s s a g e s f r om l e ade r s

沖縄地区税関長

横浜税関監視部次長

酒井 隆尋

小笠原 敦子

昭和55年初級 行政Ｂ

昭和61年Ⅱ種 行政

Profile

Profile

S55年4月

大阪税関総務部人事課採用

H17年7月

関税局業務課課長補佐

H20年7月

東京税関成田航空貨物出張所総務課長

H22年7月

東京税関総務部税関考査官

H23年7月

関税局業務課課長補佐

H24年7月

関税局関税課（税関調査室）課長補佐

H25年7月

神戸税関ポートアイランド出張所次長

H26年7月

長崎税関八代税関支署長

H27年7月

関税局管理課税関考査管理室長

H29年7月

長崎税関調査部長

H30年7月

長崎税関総務部長

R1年7月

大阪税関業務部長

R2年7月

沖縄地区税関長

貿易の第一線でチャレンジしよう！

横浜税関監視部統括監視官
（海上コンテナ安全対策（CSI）
部門担当）

H23年7月

横浜税関業務部関税鑑査官

H25年7月

東京税関業務部関税鑑査官

H28年7月

横浜税関総務部税関広報広聴室長

H29年7月

横浜税関業務部首席関税鑑査官

H30年7月

横浜税関総務部首席税関監察官

R1年7月

東京税関業務部総括関税鑑査官

R2年7月

横浜税関監視部次長

よりよい未 来 社 会のために

このように
「関」に当たる業務のほか、
「 税」に

皆さんの中には海外旅行の経験があり、税関
のイメージは空港での入国の際の携帯品検査と

最近、羽田空港等を舞台にして、税関が実際

正かつ公平に徴収するため、税額の計算の基礎

考える方が多いと思いますが、
もし、新聞やＴＶ

調査部があり相互に連携し税関の3つの使命であ

行って国民の安心・安全に大きく貢献しています。

る
「安全・安心な社会の実現」
「
、適正かつ公平な関

税関の組織には監視部以外に、
総務部、
業務部、

に摘発した密輸事件をドラマ化したものがテレ

となる課税価格や税率を検証する業務や、輸入

等でコンテナ貨物に隠匿されたキロ単位の不正

ビで放映されていますので、
そのイメージを持っ

者を訪問して輸入した貨物の関税等が正しく納

薬物の摘発を思い浮かべていただけたとしたら、

税等の徴収」
「
、貿易円滑化の推進」
に取り組んでい

ている方が多いと思います。勿論、
それも重要な

付されていたかについて調査を行う税務調査的

広報担当経験者の私としてはうれしい限りです。

ます。
また、
税関は他省庁が管理する法令の確認も

業務ですが、税関にはもっともっと多くの役割が

な業務などを行っています。
このほか、世界各国

我が国における不正薬物全体の押収量は令和２

行っていることから、
他省庁とも連携して取締りに

の税関との間で情報交換や技術協力を行うな

年においておよそ1.9トンとなり、
5年連続で1トンを超

あたっているため、
とても多岐にわたる分野の業務

ど、国際的な業務もあります。

え、
過去3番目となる押収量を記録しており、
残念な

を担い、
それ故に様々な研修も整備されています。

あります。
税関は、
その名称のとおり、輸出入される貨物
に課される関税や消費税などの徴収等を行う

私は、大阪税関に採用され、
その後、財務省関

がら我が国への不正薬物の流入は極めて深刻な状

関心のある研修への参加もできて、
知識を深めなが

「税」に関する仕事と、不正薬物やテロ関連物

税局に出向し、輸出入手続に関して経済産業省

況となっています。
このような流れを水際で阻止する

ら専門性を高めていくことが可能となっています。

資、
コピー商品などが国内に流入しないように

や農林水産省などの関係省庁との協議・調整等

のが、
国家公務員の中でも私たち税関の役割となっ

私は税関に採用され、客船対応の旅具や審理

取り締まる
「関」
に関する仕事を中心に様々な業

を担当したほか、東京・神戸・長崎税関でも勤務

ています。
中でも私の所属する横浜税関での押収量

部門そして広報など幅広く経験し、異動するごと

務を行っています。

しました。
このパンフレットでは、
各税関の先輩た

は1，
265ｋｇと過去最高を記録し、
横浜税関史上初

に新たな業務への挑戦をしてきたと思っています

ちが自分の担当業務を紹介していますが、
これら

めて1トンを超えている状況です。
そしてそのほとんど

が、そのたびに、諸先輩の指導や時には後輩の

た取り組みを進めており、私が勤務する沖縄地

以外にも多種多様な業務があります。今、
やりた

が海上貨物による薬物の大口密輸入となっています。

方々に支えられてきたのも確かです。私たち税関

区税関が管轄している沖縄県では、年間500隻

いことが見つからなくても、色んな業務を経験し

税関は、
管轄区によって９つに分かれており、
横

というチームワークを重んじる職場だからサポー

以上の国際クルーズ船が入港しています。
また、

ていく中で、
皆さんの知的好奇心をくすぐり、
やり

浜税関はその１つになります。
横浜税関監視部は、

トも確かなのだと感じております。
さらに今では

那覇空港から入国する外国人旅客は、令和元年

がいを感じる業務に必ず出会えると思います。

主として海を守る組織であるということが特徴と

ワークライフバランスを掲げ、多様な職員一人一

近年、政府全体で観光先進国の実現に向け

JAPAN CUSTOMS

横浜税関総務部人事課採用

関する業務として、例えば、関税や消費税等を適

このパンフレットを見ている皆さん、税関とい
う職場を知っていましたか？

13

S61年4月
H20年7月

は180万人を超えています。税関では、地域経済

税関は、
明治５年
（1872年）
に発足しましたの

なっており、
このような不正薬物などの年々巧妙化

人を大切にしながら高い効率を上げることも私た

発展のため、入国旅客に対して迅速、
かつ、
「おも

で、令和４年（2022年）には150周年を迎えま

する密輸の手口に対し、
監視艇による海上巡回や

ちの目指す姿として組織理念に掲げています。

てなし」
の心を持って接する一方で、不正薬物等

す。
貿易立国の我が国において、
貿易の第一線に

パトロール車による港湾施設の巡回をして、
不審物

このような業務や環境に一人でも多くの方が

の流入を阻止するため厳格な対応が必要です。

ある税関の役割は極めて重要になっています。

の発見や不審者の動きなどに注視し、
常時港湾地

興味を持ち、希望ある未来社会のために、
ともに

特に最近は、東京オリンピック・パラリンピックに

このような税関で皆さんの可能性にチャレンジ

区を監視しています。
さらに、
不審貨物を発見した

税関を支えていただけたらありがたいと思いま

伴うテロ対策が重要になっていますので、迅速

してみませんか！希望と好奇心に満ちた皆さんを

際には、
先端技術を駆使した様々な検査機器を使

す。無限大の可能性をぜひこれからの社会のた

と適正の両立に全力で取り組んでいます。

お待ちしています。

用して水際での流入阻止のために厳格な取締りを

めに生かしていただきたいです。

JAPAN CUSTOMS
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若手職員からのメッセージ

若手職員からのメッセージ
M e ssa g e s fr o m y o u ng o f f ic ia ls

M e s s a g e s f r om y o ung o f f i ci al s

専門性を活かせる仕事
Q1

新時代への扉〜Ready Go〜

税関を志望した動機

Q1

業務説明会に参加した際に、税

就職活動の際、理工学部出身

名古屋税関西部出張所統括審査官
（通関第３部門担当）
付

井澤 知弘
平成31年一般職
（大卒程度）土木

Q2

採用されてからやりがいを感じたこと

の私には、税関の仕事は自分に

関のことを深く知ることができま

は関連のない仕事だと思ってい

した。
その中で、税関は他の官庁

ましたが、説明会を通じて自身の

に比べ様々な業務があることや、

専門性を活かせる職場であるこ

各種研修が充実しており働きな

と、業務の幅が広く、様々な新し

がら自己の能力を高められるこ

い分野にも挑戦できる職場であ

とに興味を持ちました。
また、不

ることを知りました。
そして、
日本

正薬物等の密輸を水際の最前

の安全・安心を守る最前線であ
る税関の一員として、責任ある仕
事ができることに魅力を感じ、志
望しました。
Q3

税関を志望される方へメッセージを！

沖縄地区税関那覇空港税関支署統括監視官
（旅具部門）
付

上原 泰輝
平成31年一般職
（高卒者）事務

Q2

採用されてからやりがいを感じたこと

線で防いでいるという仕事を素
直に
「カッコイイ！」
と思い税関を
志望しました。

Q3

税関を志望される方へメッセージを！

私が所属する通関部門は、主に海上貨物の輸出入申告に関する審

税関の職場は、困ったときにはいつでも相談できる風通しの良い職場

私が所属する旅具部門は、航空機旅客による覚醒剤や大麻などの不正

税関の一番の魅力は業務が多岐にわたっていることです！各業務に係

査、検査を担当しています。物流を妨げない迅速な通関と関税の適正な

で、頼りになる上司や先輩、
同期がたくさんいます。
また、専門性を活かせ

薬物、偽ブランド品などの知的財産侵害物品等の密輸に係る取締りを

る研修の種類も多く、興味のある分野を専門的に学び、
自分に合った仕

徴収を行うとことを常に意識して業務にあたっています。
日々の業務や

る仕事が多く、大学時代に学んだ専門知識が現在の仕事にも役立って

主な業務としています。数多くの旅客の中から、密輸しようとする人を見

事を見つけることができます。
さらに、職場にはとても活気があり、職員同

様々な研修から業務遂行に必要な知識、経験の習得に励んでいます。
そ

います。税関は、様々な分野の専門知識が日本の水際を守ることに繋が

つけるのはとても大変ですが、他の部門と協力しながら目標を達成した

士のコミュニケーションも充実しており、良い雰囲気で仕事に取り組め

して、
日々の業務を通じて日本の水際を守っていることを実感するととも

る、
やりがいのある職場だと思います。
そんな職場で皆さんと一緒に働け

ときには、
その時にしか味わえない充実感があります。

ます。困った時には、助けてくれる上司や先輩、同期がたくさんいます。
こ

に、
やりがいも感じています。

る日を楽しみにしています。

のような魅力満載の税関で一緒に働き、新たな扉を開きませんか？

チームで作る
「安全・安心な社会」

不正薬物摘発の最前線で働く

Q1

税関を志望した動機

Q1

長崎税関鹿児島税関支署統括監視官
（取締第１部門担当）
付

立山 咲
平成31年一般職
（大卒程度）行政

Q2

採用されてからやりがいを感じたこと

税関を志望した動機

税関は、麻薬・覚醒剤等の不正薬物

物流事業者のインターンシップに

を取締り、国内への流入を未然に阻止

参加した際、
日本の平和を守るため

する機関であり、
「安全・安心な社会の

に水際で働きながら、関税等の適正

実現」の一翼を担えることに魅力を感

徴収・貿易の発展に尽力する税関の

じたためです。

存在を知りました。
そして、税関の水

また、業務説明会等を通じて、税関

際対策の重要性を強く感じるととも

職員のチームワークの良さ、職員同士

に、国際化が進む社会で広い視野と

が結束を高め仕事に尽力している姿を

責任感を持って働くことに魅力を感

目の当たりにして、私も税関職員の一

横浜税関川崎外郵出張所統括審査官
（通関第５部門担当）
付

じました。
また、
業務内容が多岐にわ

員となり
「日本を守る」
という強い使命

板谷 怜奈

たっていることを知り、多くのことに

感や誇りを持って仕事をしたいと思っ
たからです。
Q3

税関を志望される方へメッセージを！

平成31年一般職
（高卒者）事務

Q2

採用されてからやりがいを感じたこと

挑戦し、
成長し続けることのできる環
境で働きたいと思い志望しました。
Q3

税関を志望される方へメッセージを！

私が所属している監視取締部門では、
主に船舶に対する取締りに従事

税関職員として同じ志を持った上司や同僚は自分自身にとってかけが

私が所属する川崎外郵出張所は、
日々到着する膨大な国際郵便物に

税関業務は多岐にわたる業務が存在しますが、
どの職場においても
「日本の

しており、船内検査や陸上検問、張込等の取締業務を行っています。
その

えのない信頼できる存在になると思います。職員同士で助け合い、様々

対し、不正薬物等社会悪物品の密輸阻止のための検査や課税業務を

安全を守る」
という大きな使命は変わりません。
その使命を果たす事は、
決して

他にも多種多様な業務があり飽きることなく、
一日一日が充実しています。
また、
業務の中で疑問があった場合には、
経験豊富な上司から丁寧な指導が受
けられ、
また、
気心の知れた同僚と確認し合いながら新たな経験や知識を得るこ
とができ、
自分自身の成長につながっているため、
とてもやりがいを感じています。
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な業務を通じて日々成長し、
「税関職員になってよかった」
と、
きっと感じ

行っています。外郵業務は、若手職員でも不正薬物等の密輸を阻止でき

簡単ではありませんが、
大きなやりがいを感じられます。
業務については、
数多く

ることができると思います。

る機会が特にある業務だと思います。毎日、数多くの郵便物が外国から

の経験を重ねてきた上司や、
頼れる同期などと協力して進めるため、
安心して行

到着している中で、
自ら着眼点を定め、巧妙な隠匿手口を見抜いて社会

うことができます。
また、
研修制度が充実しており、
仕事をしながらもスキルを向

悪物品等を摘発することは何度経験してもやりがいを感じます。

上させることができます。
皆さんと一丸となって働ける日を楽しみにしています。

皆さんもぜひ、私たちと一緒に働いてみませんか？

JAPAN CUSTOMS
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税関職員の１日

税関職員の1日

A D a y a t c u st o m s o f f ic ia ls

A D a y a t cu s t om s o f f i ci al s

旅

具

（当直勤務）

大阪税関関西空港税関支署統括監視官
（旅具通関部門担当）
付

通

（当直勤務）

関

門司税関福岡空港税関支署統括審査官
（通関部門担当）
付

麻薬探知犬

（日勤勤務）

長崎税関監視部密輸対策企画室

検

査

（日勤勤務）
東京税関監視部統括監視官

（麻薬探知犬管理センターハンドラー）

（検査第７部門担当）
付

中西 智也

篠﨑 泰次

甲斐 柊平

米澤 佳穂

平成30年一般職
（高卒者）事務

平成28年一般職
（大卒程度）電気・電子・情報

平成30年一般職
（高卒者）技術

平成31年一般職
（高卒者）技術

タイムライン
（1日分）
10：00

出勤後、各部門でミーティングを行い周知

タイムライン
（1日分）
8：30

前日の当直班から引継ぎを受け、伝達事項

ミーティング後は、前日の当直部門から引

な貨物の輸出入申告が行われるか、少しワ

き継ぎを受け業務を開始します。

クワクしながら申告を待ちます。

入国検査場にて旅客に対する携帯品検査
を行います。過去の摘発情報等を参考と

告が適正に行われているかなどの確認を行

摘発には日々の訓練が欠かせません。

粒子をワイプ材で拭き取り、採取した微粒

日の検査方針や注意事項などが伝達さ

担当犬と良い検査ができるよう毎日試行

れます。

錯 誤し、インストラクターや先 輩ハンド

１日の動きを確認し、検査に向けて気持ち

ラーのアドバイスを受けながら訓練に励み

を切り替えます。

貨物が保管されている蔵置場に車両で移

13：00

申告の方法などを説明します。説明するの

TDS検査装置では荷物に付着している微

始業ミーティングでは、統括官からその

9：30

ます。

く、個人の方でも行う方がいます。申告に

機器が導入されています。その一例に、

子に不正薬物等の痕跡の有無を確認する

維持向上訓練を行います。不正薬物等の

9：00

輸出入貨物の取引は、貿易会社だけでな
不慣れな個人の方には、具体的な輸出入

報を一つ一つ確認し、密輸のおそれのある

麻薬探知犬管理センターで担当犬の能力

審査を行います。

口の対応策として、様々かつ効率的な検査

検査対象貨物のリストを作成します。
リストの作成後、検査対象貨物の申告情
貨物をさらに選定していきます。

います。
税関の使命の一つでもある
「適正か

13：00

出勤後、
自分の配置を確認し、配置場所の

8：30

ます。

つ公平な関税等の徴収」
を行うために慎重に

取組んでいます。

タイムライン
（1日分）

グなど）、排便を済ませ、
出動の準備を行い

行い、
申告者から提出された書類をもとに申

検査が行えるよう心掛けて、
日々の業務に

空港では、携帯品検査の際、巧妙な密輸手

犬舎の掃除や犬の健康管理（グルーミン

輸出入申告が行われると申告内容の審査を

9：00

し、不正薬物等の摘発を念頭に効率的な

15：00

7：45

等を確認します。引継ぎ後は、今日はどん

事項や当日の取締方針の確認を行います。

10：30

タイムライン
（1日分）

は難しいですが、
うまく伝えられた時には

港に隣接する検査場で、海外から船で運

ホッとします。

ばれる貨物の検査を行います。

動し、
貨物検査を開始します。

10：15

航空貨物検査は、金や社会悪物品の密輸
の阻止など刺激が多く、
とてもやりがいを
感じられる業務です。
日本の水際で密輸を

この他にも船内の居室等の検査や、空港で

14：30

ことができます。

取り締まるという責任感を持って日々業務

の入国旅客の手荷物検査など様々な場所

審査を行う中で、不正薬物やテロ関連物

にあたっています。

で麻薬探知犬は活躍しています。

資等の密輸阻止を意識し、申告内容に疑
義が生じた場合には検査を行います。最
新の検査機器を活用し、申告貨物に異状

1：00

がないか、
申告内容と相違ないかなど様々

暁勤務者（深夜早朝対応担当者）
に業務を

な視点から確認します。

引き継いだ後、早朝からの業務のため仮眠
室で休みます。

部門ミーティングを行い、
当直業務は終了
です。

行います。次の当直班に引継ぎを行い、24
時間の当直業務を終了します。

当直：審査、貨物確認
明け：昼寝、妻と晩酌
休み：自宅でのんびり
当直：審査、貨物確認
明け：昼寝、友人と食事
休み：妻とランチ
当直：審査、巡回

の検査状況や伝達事項が共有され、一日

16：45

の業務が終了です。終業後は友人や同期と

その日の検査・訓練状況、犬の体調等を日

17：00

ご飯を食べに行ったりします。

誌に記録して業務は終了です。

（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）

日勤：貨物検査
日勤：空港での入国旅客の手荷物検査
日勤：訓練
日勤：貨物検査
日勤：クルーズ船の入国旅客の手荷物検査
休日：筋力トレーニング、
ゴルフ
休日：自宅で休養

勤務サイクル
︵1週間分︶

（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）

終業ミーティングでは、統括官からその日

凝らしサポートします。

勤務サイクル
︵1週間分︶

JAPAN CUSTOMS

け声などその日の状態に合わせて工夫を

前日の業務日誌を作成し、
引継ぎの準備を

8：30

勤務サイクル
︵1週間分︶

勤務サイクル
︵1週間分︶
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（月）
当直：入国旅客に対する携帯品検査
（火）明け：業務終了後、休養
（水）
当直：入国旅客に対する携帯品検査
（木）明け：業務終了後、休養
（金）休み：映画鑑賞
（土）
当直：入国旅客に対する携帯品検査
（日）明け：業務終了後、休養

ます。
そのため、褒める掛け声や、励ます掛

しの仮眠を取ります。

翌日の当直部門へ業務を引き継いだ後、
10：00

ことも多く、知識の幅も広がります。

度、体調や気分によって日々状態が変化し

日の疲れを流し、翌朝の業務に備え、
しば

ます。

に限らず、様々な法律の知識が必要となる

麻薬探知犬も生き物であるため気温や湿

ます。締め作業後は、
シャワーを浴びて一

入国旅客に対する携帯品検査業務を行い

い、厳重な検査をしています。
また、関税法

便、
グルーミングを行います。

仮眠休憩前までに当直の締め作業を行い

起床後は、暁勤務者から引き継ぎを受け、
6：00

査装置やＴＤＳ、
など様々な検査機器を使

麻薬探知犬管理センターに戻り給餌、排
16：00

00：30

午後も同じく貨物検査を行います。
Ⅹ線検

14：00

（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）

日勤：航空貨物検査
日勤：航空貨物検査
日勤：航空貨物検査
日勤：航空貨物検査
休日：友人とカフェ巡り
休日：自宅で韓国ドラマ鑑賞
日勤：航空貨物検査

JAPAN CUSTOMS
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人材 育 成

人材育成

Hu m a n r e so u r c e d e v e lo p m e nt

Hu m a n r e s ou r ce de ve l o p m e nt

様々な研修を通して、スペシャリストを育成。

語学研修

税関では、職員のキャリアパスに応じて、税関行政全般に関する知識や技能等の修得、業務遂行能力の
向上等を図る研修制度が充実しています。

① 新規採用職員研修

◆総合研修

税関に採用されると、税関で仕事をする上で必要な知識、技能等の基本
的な事項を修得するとともに、公務員、税関職員としての自覚を身に付
けることを目的とした新規採用職員研修（以下「採用研修」
という。）
を受
講することになります。採用研修は、全国の税関で採用された職員全員
が千葉県柏市にある財務省税関研修所に入所し、一般職（大卒程度）
で
あれば約2ヶ月半、一般職（高卒者）
であれば約5ヶ月半、共に学び、生活
することとなります。

研修制度
採

用

採用 研 修

係

員
語学研修

中等 科 研 修
新任 係 長 級
研
修

研修内容
一般職（大卒程度）4〜6月中旬（約2ヶ月半）予定
一般職（高卒者）4〜9月中旬（約5ヶ月半）予定

■専門科目

課長
補佐級
新任 課 長 級
研
修

専門事務研修

新任 課 長 補 佐 級
研
修

• 税関実務
監視取締、旅具通関、通関手続、
事後調査、犯則調査 等
• 税関関連業務
他法令手続、国際テロ対策、
麻薬取締、銃砲取締 等
• 貿易実務
• 簿記
• NACCS 業務 等

■一般科目

※ 大卒程度

• 職場実習 等

④

員に対し、
職務質問や情報収集を行うため中国語で会話する機会が多々あ

為を行っていないかを監視する業務を行っており、
様々な国籍の方と関わる

り、
研修で学習した中国語や質問フレーズを利用することで円滑に業務を行

事が多い職場です。

えています。

私が受講した
「初級中国語委託研修」
は、
民間の語学学校に１ヶ月間通

税関では、
中国語の他にも、
英語や韓国

い、
中国語の基礎となる発音や文法、
会話表現等を学び中国語の基礎学力

語などといった多様な語学研修を受講する

を築くものでした。
続けて受講した
「中級中国語委託研修」
では、
千葉県柏市

ことが可能です。
また、
学習状況に応じて複

にある税関研修所に２ヶ月間滞在し、
語学学校の講師の指導の下、
初級研

数回研修を受けることもできるので、
学習の

修よりもさらに踏み込んだ内容の学習を行いました。

継続もしやすく、
ゼロからでも語学学習に取
もし
「税関業務に興味はあるが、
語学に自

丁寧に教えていただくことができ、
講義が少人数制であったこともあり、
質問

信がない」
と不安に感じていても全く心配す

もしやすく楽しく学習することができました。

る必要はありませんので、
ぜひ税関職員とし

コロナ禍であっても、
貨物を運ぶために中国・台湾から入港する航空機は

大学委託研修

係長相当職に任用後１年以上経過した職員のうち、勤務成績が良好な職員は、税関行政全般に関する高度な
知識及びその応用能力を修得するとともに、幅広い視野、適格な判断力等を身に付け、業務遂行能力の向上を
目的とした高等科研修を、財務省税関研修所で受講します。
（選抜制）

東京税関調査部情報分析室調査官
（大阪税関採用）

辻 孝辰
平成24年Ⅱ種 電気・電子・情報

◆専門研修

○語

学／英語、中国語、韓国語、ロシア語の外国語能力を修得するため、専門の外国語教
育機関による研修を行います。
また、職員の語学レベルに応じて初級から上級まで用意されています。

〇その他／大学院へ派遣する研修、総務省、国税庁、検察庁、警察庁等が主催する研修等

◆管理者研修
それぞれの役職（係長級、課長補佐級、課長級）
ごとに、管理者としての能力の向上のため管理者
研修が行われます。
また、女性職員を対象としたキャリアデザイン研修も行われています。
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て、
日本の安全を守っていきましょう！

①税関研修所外観
②採用研修では敬礼等の基本動作の習
得も行います。
③研修中は旅具通関等のロールプレイ
ングも行います。
④講義風景

③ 高等科研修

〇専門事務／取締技法、品目分類、原産地規則、関税評価、知的財産、事後調査、犯則調査、
関税技術協力等の各分野において必要な専門知識及び技能の修得や専門家の
育成を行います。

り組みやすい制度が用意されています。

安でしたが、
基礎的な内容から税関業務に関連する専門的なフレーズまで

採用後の在職年数が、一般職（大卒程度）
であれば４年、一般職（高卒者）
であれば８年経過した職員は、税関
行政全般に関する知識及び技能を修得することを目的とした中等科研修を、財務省税関研修所で受講します。

高度な専門知識・技能を有する職員を育成するために、
さまざまな研修を実施しています。

依然として多く、
私の所属する取締部門でも、
中国人の乗組員や航空会社職

する航空機及び、
それに搭乗し入出国する旅客等に対し、
法令違反となる行

私は、
入関以前に中国語を学習した経験がなく、
講義についていけるか不

■実技科目

② 中等科研修
課長
幹部級

③

• 行政関係法令
• 公務員法
• 英会話 等
• 武道
柔道、剣道、
合気道（一般職女性のみ※）

平成26年一般職
（大卒程度）行政

私が所属している関西空港税関支署取締部門は、
主に関西空港に入出港
②

研修カリキュラム

藏野 恭平

①

研修期間

係長級
高等 科 研 修

大阪税関関西空港税関支署統括監視官
（取締部門担当）
付

現在、
私は税関業務を支援するためのデータ分析業務に携わっています。

し、
そのような経験を通して、
データサイエンスの知識だけでなく、
難解な論

具体的には、
分析ツール
（Python、
SPSS等）
を利用したデータ分析、
データ

文でも粘り強く読もうとする力や、
苦難を共に乗り切った同期の方々との繋

利活用に関する情報発信、
AI導入プロジェクトへの参加等がメインタスクで

がりという大きな財産を得ることができました。

す。
税関では輸出入申告をはじめとする膨大なデータを保有しており、
これら
を有効活用するためにはデータサイエンスの知識が必要不可欠です。

また、
データサイエンスは実践経
験を通して初めて身に付くものと感

そこで私は、
税関の大学委託研修制度により、
日本初の大学院データサイ

じています。
これからは大学院での

エンス研究科である滋賀大学大学院データサイエンス研究科の第１期生と

学びを活かしてデータ分析による

して、
データサイエンスについて２年間学びました。
私は学生時代に情報工

課題解決の経験を積み、
「データサ

学を専攻していたため、
プログラミングは少し経験があったものの、
データサ

イエンスで税関を変えてやる！」
とい

イエンスに必要な微分積分、
線形代数、
確率といった数学の知識は乏しく、

う気概で、
日々自己研鑽に励みたい

入学当初は講義で次々出てくる難解な数式のオンパレードに付いていけず、

と考えています。
これを読んで興味

夜を徹して課題に取り組むことも多々ありました。
また、
研究に必要な情報の

を持っていただいた方、
ぜひ一緒に

ほとんどは当然のように英語で書かれており、
日本語でも理解できないよう

データ分析で未来の税関を作り上

な内容の文章を英語で理解しようとして何度も心が折れかけました。
しか

げていきましょう！
JAPAN CUSTOMS
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ワークライフバランス

Q &A

ワークライフバランス
Work-life bal an ce

Wor k - li f e b a la n ce

1日の流れ

採用等に関するQ & A

On e da y s c h e du l e

Q1
A

夫婦でお互いの業務量を
考慮し保育園送迎を分担
6：45

私は先に出勤し、夫が朝の送り
を担当。子供たちにハイタッチ
で行ってきます！

勤務開始

Q2
A

メールチェックを済ませ、今日
8：30
函館税関千歳税関支署統括監視官
（総括部門担当）
付監視官

のスケジュールを確認。
夕方は育児時間を取得するた
め、優先順位をつけて業務。

村上 あすみ
平成22年Ⅱ種 行政

2020年５月に職場復帰し、
まもなく２年目を迎えます。総括部門の仕事
は大まかに、国際線における運行予定の管理・調整、税関の立入制限エ

(プラスお昼休憩を15分短縮)
して退社。
お疲れ様です。
お先に失礼します。

リアにかかる申請の受付・許可、業者への税関業務説明会の開催、保税

Q3
A

業務等々、総括という名の通り多岐にわたる業務を担っています。
勤務時間については、両立支援制度を利用し、朝の１時間、
夕方の１

保育園へお迎えに行き、
大急ぎで帰宅

時間の計２時間の育児時間を取得しています。
また、時期によって業務
量が異なりますので、状況に応じて、朝もしくは夕方の育児時間を解除し
て勤務するなど、上司の許可を得て、柔軟に対応しています。

17：30

ただいま！お腹すいた！
いただきます！

育休が明けて間もない時期は、仕事も子育ても不安でしたが、税関は

げて駆け付けられるといった配慮のおかげで、私も子供も順調に職場復
帰、保育園デビューができました。

19：30

Q4
A
Q5
A

勤務時間が不規則な部署はありますか？
海港での密輸取締りを行う部署や空港での旅具検査を行
う部署等の一部では当直勤務を行っています。
当直勤務を
行う職員についても日勤勤務の職員と同様に、勤務時間は
1週間当たり38時間45分、休日は4週8休となるように
ローテーションが組まれています。

税関での採用実績を教えて下さい。
過去３年間での採用実績は以下のとおりです。
大卒程度
行政 その他

高卒者程度
計

事務

技術

計

平成31年度

257

33※ 290（108） 82

10

92（32）

令和2年度

217

33※ 250（97） 101

9

110（45）

令和3年度

244

25※ 269（95） 103

10

113（47）

（

）内は女性の数

※平成31年度 電気・電子・情報6、土木6、物理2、化学15、農学4
令和２年度 電気・電子・情報5、機械3、土木2、物理4、化学16、

麻薬探知犬を扱う仕事に携わるには
特別な資格等が必要ですか？

農学3
令和３年度 電気・電子・情報4、機械1、土木1、化学15、農学4

麻薬探知犬を扱う職員のことをハンドラーと呼びますが、
ハ
ンドラーになるための特別な資格等はありません。採用後
に選考され、麻薬探知犬の取り扱いに関する訓練を経て、
ハンドラーとして活躍することとなります。

両立支援制度が充実していますし、加えて職場も子育てへの理解が深
く、保育園からの急なお迎え連絡があった場合でも、
すぐに業務を切上

税関は外国との貿易に携っていますので、多少の語学力は
必要です。税関で特に力を入れている語学は、英語、中国
語、韓国語、
ロシア語であり、語学力はあるにこしたことはあ
りません。
しかし、税関では採用研修をはじめ、
レベルに応じ
た様々な研修がありますので、努力次第で充分に業務を遂
行しうる語学力を身に付けることができます。

試験区分によって採用後の業務内容が固定される省庁もあ
りますが、
税関では基本的に採用時の試験区分に関わらず、
税関業務全般に携わっていただいています。
したがって、技
術系区分から採用された方も、行政区分から採用された方
と同様に密輸取締りや輸出入通関のほか、税務調査、庶務
事務、会計事務等の業務を行う部署に配属されることがあ
ります。
なお、税関には
（化学）分析を行う部署や農産品・機
械等の輸出入通関を担当する部署等があり、学生時代に習
得された専門知識を存分に発揮できる機会も多くあります。

夕方１時間の育児時間を取得
15：45

語学力はどの程度必要ですか？

税関では技術系の試験区分からも
採用しているようですが、技術系区分から
採用されると、
どのような仕事に携わるのですか？

勤務終了

私は千歳税関支署総括部門で勤務しており、産休・育休を経て、

Q&A

お風呂と歯磨きを済ませ、
絵本を読んでおやすみなさい。

税 関 職員の主な海 外ポスト一 覧

税関は仕事も子育ても両立できる、恵まれた環境で働くことができる
職場であると実感しています。

仕事と子 育 て の 両 立 支 援
…男性対象

…女性対象

…男女対象

1

2

1
2

1

Europe

3

育児参加休暇（産前６週間、産後８週間のうち５日）
産前
（休暇）
期間
（６週間）

産後
（休暇）
期間
（８週間）

配偶者出産休暇
（２週間のうち２日）

WCO関係

Asia
2

1 4
2 11 3

1 WCO（ブリュッセル）

1 在ベルギー日本国大使館

10 在フィリピン日本国大使館

3 在スペイン日本国大使館

12 ASEAN 日本政府代表部

4 在ウラジオストク日本国総領事館
5 在大韓民国日本国大使館

6 在中華人民共和国日本国大使館
7 在上海日本国総領事館
8 在香港日本国総領事館
9 交流協会台北事務所
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3

5

3

5

1 JICA（ミャンマー計画財務省）

9
4

2 JICA（タイ税関）

6 10

11 在タイ日本国大使館

13 在オーストラリア日本国大使館

14 在アメリカ合衆国日本国大使館
15 在メキシコ日本国大使館
16 在ブラジル日本国大使館
17 在ボリビア日本国大使館

North
America
2 10

JICA専門家

7
8

4 JICA（ラオス財務省）

5 JICA（マレーシア財務省）

Oceania

6 JICA（フィリピン財務省）

13

7 8
9 11 14

15

3 JICA（カンボジア経済財政省）

6 12

3 WCO/RILO（ソウル）

2 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部

6

5

2 WCO/ROCB（タイ）

大使館/総領事館

1
4

South
America
17

長期出張者

16

1 長期出張（バンクーバー）
2 長期出張（ロサンゼルス）

その他

1 ヨーク大学

5 JETRO（ホーチミン事務所） 9 ジョンズ・ホプキンス大学

3 政策研究大学院大学

7 コロンビア大学

2 ケンブリッジ大学

6 JETRO（ジャカルタ事務所） 10 カリフォルニア大学

4 アジア開発銀行（フィリピン） 8 ハーバード大学

11 国際通貨基金
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