
【開催中イベント】

五代友厚特別展（大阪市）（8/2～11/26）　　場所：大阪企業家ミュージアム

税関展（山形県酒田市）（9/13～12/18） 　　場所：山形県酒田海洋センター

パネル展（札幌市）（9/22～10/12） 場所：札幌地下歩行空間

パネル展（福岡県大牟田市）（9/30～11/30） 場所：旧長崎税関三池税関支署

年 月日 曜日 年 月日 曜日

2022 10/1 土 2022 11/30 金
税関パネル展（大阪市）

（～11/30）
大阪 大阪歴史博物館

　大阪税関は、税関発足150周年を記念し、10月1日から大阪歴史博物館にてパネル展を開催し

ます。

　博物館1階ロビーにて、江戸時代の運上所から始まる税関の歴史や、大阪税関の前身である川

口運上所の初代長官を務めた五代友厚についての展示を行っています。

　税関展示スペースはどなたでも無料でご覧いただけますので、ぜひご来場ください！

【展示期間：10月1日（土）～11月30日（水）】

2022 10/2 日 税関展（茨城県小美玉市） 横浜 茨城空港

　横浜税関鹿島税関支署茨城空港出張所は、茨城空港にて開催される「茨城空港空の日イベント

2022」に参加して、税関展を開催します。

　「税関展」では、税関が摘発した偽ブランド品や不正薬物の摘発事例のパネルを展示します。

また、麻薬探知犬のデモンストレーションを2回実施する予定です。

麻薬探知犬がモデルとなっている税関のキャラクター「カスタム君」も登場する予定なので、是

非会いにきてください。

当日アンケートにお答えしてくれた方には記念品もありますので、ぜひお越しください。

※記念品には数に限りがあります。

2022 10/2 日 税関展（石川県小松市） 大阪 小松空港

　金沢税関支署小松空港出張所は、10月2日に行われる小松市民大学2022「聞いて見て学ぶ ～

空のしごと～」に参加します！

　小学校4年生から6年生を対象に、小松空港の税関検査場で、税関の仕事体験やパネル展示、

税関クイズなどを行います。お近くの方は是非ご参加ください。

2022 10/3 月 2022 11/30 水 税関特別展（長崎市）（～11/30） 長崎
国指定史跡

「出島和蘭商館跡」

　長崎税関は、税関150周年を記念して、国指定史跡「出島和蘭商館跡」旧出島神学校(1階)に

おいて、税関特別展を開催します。長崎港や長崎税関の歴史、税関の役割や仕事についてパネル

などで紹介します。

　また、10月3日は、国指定史跡「出島和蘭商館跡」旧長崎内外クラブ(2階)において、オープ

ニングセレモニー、基調講演を開催します。

終了日
事業名 税関 開催場所 内容

開始日

2022 10/2 日

税関発足１５０周年事業　イベントスケジュール　（2022.10.21現在）

リンク先

http://www.mus-his.city.osaka.jp/
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/20221002_yokohama.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/20221003-1130_nagasaki.pdf
https://www.kigyoka.jp/index.html
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/sapporochika.pdf


2022 10/4 火 2023 3/31 金
税関展（宇都宮市）

（～3/31）
横浜 宇都宮市立南図書館

　横浜税関宇都宮出張所は、10/4（火）から翌年の3/31（金）まで宇都宮市立南図書館におい

て、「とちぎの税関展」と題し、税関の役割や150年の歴史、密輸の摘発事例等をパネル展示に

てご紹介します。

また、ブランド品の「ホンモノニセモノ」展示も行う予定です。

是非お越しください。

2022 10/8 土 税関展（長野県松本市） 名古屋
商業施設「MIDORI」

（JR松本駅隣接）

　名古屋税関諏訪出張所は税関１５０周年を記念して同日に開催される「松本ステーションフェ

スティバル～鉄道開業150年～イベント」において税関展を開催します。

　財務省税関は、明治5 年 11 月 28 日に「税関」へと呼称が統一されてから、令和 4 年で

150 周年を迎えます。松本地域の皆様に税関の業務内容について広く紹介し、その役割・意義に

ついてご理解いただくことを目的として、税関業務（密輸取締、輸出入貨物の通関等）の紹介、

「知的財産侵害物品」の展示等を行います。ぜひお越しください。

・税関（諏訪出張所含む）の紹介、歴史、密輸取締り、知財取締り等のパネル展示

・ワシントン条約該当物品、知財侵害物品の展示、本物ニセモノクイズ

・カスタム君の展示、顔出しパネルの設置

・折紙、ぬりえコーナー　等

2022 10/8 土 本関庁舎公開・税関展（横浜市） 横浜
横浜税関本関

象の鼻テラス

　横浜税関は、10/8（土）の庁舎公開に合わせ象の鼻テラスとのコラボイベントを開催しま

す。

象の鼻テラスでは、

　・扱う素材やモチーフに合わせて税関の役割などを知ることができる「ワークショップ」

　・税関にまつわるストーリーや横浜港の歴史をピックアップして、象の鼻パークから横浜税関

本関庁舎まで見どころを紹介する「歴史ガイドツアー」

　・税関の検査機器や旅具検査の体験、子供用制服を着て記念撮影ができる「お仕事体験コー

ナー」

などを実施する予定です。

　さらに、象の鼻パークと本関庁舎では、「税関音楽隊による演奏会」と「麻薬探知犬デモンス

トレーション」を実施する予定です。

　盛りだくさんの内容となっておりますので、ぜひご来場ください。

2022 10/8 土

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/20221008_nagoyamatsumoto.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1004yokoyamautsunomiya.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1008yokohamazounohanaterasu.pdf


2022 10/8 土 税関展（川崎市） 横浜 川崎マリエン周辺

　横浜税関川崎税関支署は、4年ぶりに川崎マリエンにて開催される「川崎みなと祭り」に参加

して、税関展を開催します。

　「税関展」ではこれまでに税関が摘発した偽ブランド品や動物の毛皮などの実物展示や密輸に

用いられた手口の事例も公開します。

　また、検査機器体験では、税関で使用している金属探知機、ファイバースコープ、防刃防弾

チョッキ等検査機器の一部を体験していただけます。

　当日アンケートにお答えしてくれた方には記念品もありますので、ぜひお越しください。

　 ※記念品には数に限りがあります。

2022 10/8 土 税関150周年記念イベント（対馬市） 門司 タケスエバリュー大浦店

　タケスエバリュー大浦店において、税関150周年記念イベントを開催します。

　当日は、麻薬探知犬のデモンストレーションや税関150周年記念グッズの配布、お子様限定の

制服着用体験を行います。

　皆さまのご来場をお待ちしております。

2022 10/9 日
記念イベント（東京都立川市）

（～10/9）
東京 グリーンスプリングス

　東京税関立川出張所は、１０月８日（土）・９日（日）２ＦリビングルームＷにおいて、記念

イベント東京税関「税関って何だ？」展を行いますので、皆さまぜひお越しください。

・麻薬探知犬デモを見よう！

・カスタム君（税関イメージキャラクター）と一緒に写真を撮ろう！

・税関職員の制服を着て、写真を撮ろう！

・缶バッヂを作ってみよう！

・展示品の紹介

　　ワシントン条約規制品

　　コピー商品　等

2022 10/9 日 パネル展（岡山市） 神戸 岡山空港

　神戸税関岡山空港税関支署は、「岡山桃太郎空港空の日フェスタ」に参加して、税関150周年

記念イベント「パネル展」を開催します。会場では、税関の仕事や歴史をパネルや写真で紹介す

るほか、カスタムちゃんも登場します。また、麻薬探知犬のデモンストレーションも予定してい

ます。

　麻薬探知犬デモンストレーション実施時間

　　10月9日（日）11：00～、13：00～

2022 10/9 日 税関150周年記念イベント（対馬市） 門司 対馬市交流センター

　対馬市交流センター（２階）において、税関150周年記念イベントを開催します。

　当日は、麻薬探知犬のデモンストレーションや税関150周年記念グッズの配布、子ども用制服

の着用体験を行います。イメージキャラクターのカスタム君もやってきます。

　皆さまのご来場をお待ちしております。

2022 10/8 土

2022 10/9 日

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1009kobe_okayamamomotarokuko.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1008yokohamakawasakimarien.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1008moji_tsushimatakesuevalue.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1008tokyo_tachikawagreen.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1009moji_tsushimakoryucenter.pdf


2022 10/10 月 2022 10/10 月 税関展（名古屋市） 名古屋 久屋大通公園

　名古屋税関は、久屋大通公園で開催される「名古屋ニコニコランド2022」に参加して、税関

展を実施します。税関業務を紹介するパネルのほか、輸入が禁止されているコピー商品の展示な

どを行います。税関の制服（子供用）を着て税関イメージキャラクターのカスタム君と記念撮影

もできます。

2022 10/21 金
税関パネル展（大分県佐伯市）

（～10/21）
門司 佐伯市役所

　大分税関支署佐伯出張所では、佐伯市役所内の1階ロビーにて、税関１５０周年を記念したパ

ネル展を実施します。税関の歴史や役割、密輸入取締の状況などをパネル展示し、また、輸入が

禁止されているコピー商品や密輸に使われたモノも展示いたしますので、是非ご覧ください。

2022 10/25 金
税関パネル展（愛知県豊橋市）

（～10/25）
名古屋 豊橋市役所

　名古屋税関豊橋税関支署は税関１５０周年を記念して豊橋市役所において税関パネル展を開催

します。

　財務省税関は、明治5 年 11 月 28 日に「税関」へと呼称が統一されてから、令和 4 年で

150 周年を迎えます。 豊橋地域の皆様に税関の業務内容について広く紹介し、その役割・意義

についてご理解いただくことを目的として、税関業務（密輸取締、輸出入貨物の通関等）の紹介

します。ぜひお越しください。

2022 10/13 木 2022 10/27 木
税関展（名古屋市）

（～10/27）
名古屋 名古屋海洋博物館

　税関150周年記念として税関の歴史や税関業務を紹介するパネルのほか輸入が禁止されている

コピー商品、ワシントン条約該当物品を展示します。カスタム君にも会えます。

2022 10/25 火
税関パネル展（小樽市）

（～10/25）
函館 市立小樽図書館

　函館税関は税関150周年を記念して、10月14日(金)から10月25日(火)の期間、市立小樽図書館

にて「税関150周年パネル展」を開催いたします。

「税関150周年パネル展」では、税関の歴史及び役割等を紹介いたします。ぜひお越しくださ

い。

2022 10/28 金
税関パネル展（和歌山市）

（～10/28）
大阪 和歌山県立図書館

　和歌山税関支署は、税関発足150周年を記念して、10月14日（金）から和歌山県立図書館にて

税関パネル展を開催します！

　税関150周年の歴史を振り返る展示パネルを設置していますので、和歌山県立図書館にご来場

される方はぜひお立ち寄りください。

【展示期間：10月14日（金）～10月28日（金）】

火

2022 10/14 金

2022 10/11

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1010nagoyanikonikoland.pdf


2022 10/15 土 税関展（京都府舞鶴市） 大阪 舞鶴西港第3埠頭

　舞鶴税関支署は、舞鶴西港第3埠頭で開催される「ブルーフェスタ2022～海のプロフェッショ

ナルたち～」に参加します！

　税関ブースでは、税関業務を紹介するパネルやコピー商品の展示のほか、お子さま向けの「子

ども制服」の試着、麻薬探知犬のデモンストレーションなどを行います。

　税関150周年記念グッズもあります。カスタム君も来場しますので、ぜひお越しください！

　※詳細は第八管区海上保安本部の「ブルーフェスタ2022特設サイト」をご確認ください

2022 10/15 土 税関展（愛媛県松山市） 神戸 松山空港

　神戸税関松山税関支署は、「松山空港　空の日フェスタ」に参加して、税関150周年記念イベ

ント「税関展」を開催します。会場では、税関の仕事や歴史をパネルで紹介するほか、ワシント

ン条約該当物品や実際に密輸に使われた手口などを展示するほか、カスタムちゃんも登場しま

す。また、体験コーナーでは、金属探知機を使った検査など、税関職員がどういった検査をして

いるのかを体験できます。

　さらに、麻薬探知犬のデモンストレーションも予定しています。

　麻薬探知犬デモンストレーション実施時間

　　10月15日（土）10：45～、13：30～

　当日アンケートにご協力いただいた方には記念グッズもありますので、ぜひお越しください。

※記念グッズは数に限りがございます。

2022 10/15 土
空の日エアポートフェスタ

（愛知県常滑市）
名古屋 中部国際空港

名古屋税関中部空港支署は、セントレアで開催される空の日エアポートフェスタに参加します。

４階イベントプラザステージでは、麻薬探知犬のデモンストレーションを行います。イベント

ブースでは海外から日本に入国する際に必要な手続きについてのCIQ（税関・入管・検疫）合同

クイズもあります。３階出発ロビーの税関広報展示室では税関150周年を紹介するコーナーもあ

りますので、ぜひお立ち寄りください。

2022 10/15 土 税関パネル展（熊本県上益城郡） 長崎 熊本空港

　長崎税関八代税関支署熊本空港出張所は、税関150周年を記念し、「空の日フェスティバル」

に併せて「税関パネル展」を開催します！

　「税関パネル展」では、税関業務等をパネルで紹介します。

　また、当日は、麻薬探知犬のデモンストレーションの開催を予定しています。

2022 10/15 土

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1015kobe_matsuyamakuko.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1015maizurubluefesta.pdf


2022 10/15 土 税関パネル展（鹿児島県霧島市） 長崎 鹿児島空港

　長崎税関鹿児島税関支署鹿児島空港出張所は、税関150周年を記念し、「空の日フェスティバ

ル in 鹿児島空港」に併せて「税関パネル展」を開催します！

　「税関パネル展」では、鹿児島税関支署の歴史や税関業務等をパネルで紹介します。

　また、当日は、麻薬探知犬のデモンストレーションの開催ほか、税関の子供用制服の試着体験

を予定しています。

　さらに、ご当地キャラクターを始めとする、「ゆるきゃらオリンピック」にカスタムくんも参

加し、オリンピック優勝を狙います！

　その他イベントも盛りだくさんですので、ぜひお越しください。

2022 10/15 土 税関展（長野県諏訪市） 名古屋 JR上諏訪駅

　名古屋税関諏訪出張所は税関１５０周年を記念して同日に開催される「鉄道開業 150th 上諏

訪駅開業 117 年（イイナ上諏訪）記念イベント」において税関展を開催します。

　財務省税関は、明治5 年 11 月 28 日に「税関」へと呼称が統一されてから、令和 4 年で150

周年を迎えます。 諏訪地域の皆様に税関の業務内容について広く紹介し、その役割・意義につ

いてご理解いただくことを目的として、税関業務（密輸取締、輸出入貨物の通関等）の紹介、

「知的財産侵害物品」の展示等を行います。ぜひお越しください。

・税関（諏訪出張所含む）の紹介、歴史、密輸取締り、知財取締り等のパネル展示

・ワシントン条約該当物品、知財侵害物品の展示、本物ニセモノクイズ

・カスタム君の展示、顔出しパネルの設置

・折紙、ぬりえコーナー　等

2022 10/16 日
税関展（愛媛県今治市）

（～10/16）
神戸 みなと交流センター

　神戸税関松山税関支署今治出張所は、今治港開港100周年及び税関150周年を記念して、両日に開催される

「みなとフェスティバル」に併せて「税関展」を開催します！

　「税関展」では、麻薬やけん銃の密輸入を防いだり、秩序ある貿易を守るために検査などを行う税関の仕事

を動画やパネルで紹介します。

　また、輸入が禁止されているコピー商品、ワシントン条約該当物品や実際に密輸に使われた手口などを展示

するほか、カスタム君も来場します。

　さらに、麻薬探知犬のデモンストレーションも予定しています。

　麻薬探知犬デモンストレーション実施時間

　　10月15日（土）12：00～、15：00～

　なお、15日（土）14：00～南海放送ラジオによる生中継でのラジオ放送を、15日（土）12：30～税関・海

保・警察・関協による密輸防止キャンペーンを併せて実施します。

　チラシ裏面のぬりえをぬって持ってきてくれた方、子供用制服着用体験テントにて当日アンケートにお答え

してくれた方には記念グッズの配付もありますので、ぜひお越しください。

　 ※記念グッズには数に限りがございます。

2022 10/16 日
税関展（香川県高松市）

（～10/16）
神戸 高松空港

　神戸税関坂出税関支署及び高松空港税関支署は、「高松空港まつり FUNTAK2022」に参加し

て、税関150周年記念イベント「税関展」を開催します。会場では、税関の仕事や歴史をパネル

や写真で紹介するほか、輸入が禁止されているコピー商品を展示するほか、カスタム君も登場し

ます。また、麻薬探知犬のデモンストレーションも予定しています。

　麻薬探知犬デモンストレーション実施時間

　　10月16日（日）11：45～、14：45～

　当日アンケートにご協力いただいた方には記念グッズもありますので、ぜひお越しください。

※記念グッズは数に限りがございます。

土2022 10/15

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/10151016kobe_takamatsukukomatsuri.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/0930naganokamisuwa.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/10151016kobeehimeimabarri.pdf


2022 10/16 日 税関パネル展（静岡市） 名古屋 興津国際流通センター

　名古屋税関清水税関支署は興津フェアに参加し税関パネル展を開催します。

　税関は、明治５（1872）年の発足以来150周年を迎えます。税関の前身である運上所から「税

関」に改称されて貿易の健全な発展と安全な社会の実現に大きな役割を果たしてきました。

　また、明治30（1897）年に清水港が開港外貿易港と指定されたことに伴い、貿易に関わる業

務を司る国の機関として清水横浜税関支署（現清水税関支署）が設置されました。今年はその清

水税関支署が誕生して125年目の節目の年となります。イベントでは、税関の歴史を紹介するパ

ネルのほか、密輸隠匿手口などの展示を通して、清水港における税関の歴史や税関が果たしてき

た役割、意義について多くの方に知ってもらえればと思っています。カスタム君も出動しますの

で、ぜひ遊びに来てください。

2022 10/16 日 税関パネル展（北九州市） 門司 北九州空港

　「北九州空港まつり」は9月20日の空の日にちなんで、毎年北九州空港で開催されているイベ

ントです。門司税関北九州出張所は北九州空港2階国際線チェックインカウンター前の官公庁PR

ブースにて、パネル展示等をいたします。

2022 10/16 日 税関記念イベント（富山県魚津市） 大阪 ありそドーム

　伏木税関支署は、富山県ありそドームで行われる「第18回魚津産業フェア〇〇魚津（まるま

るうおづ）」に参加します！

　同イベントでは、税関150周年の歴史についてのパネルや偽ブランド品の展示のほか、麻薬探

知犬のデモンストレーションや、記念グッズ等を配布します。

　カスタム君も登場しますので、ぜひお越しください！

2022 10/16 日 税関パネル展（石川県輪島市） 大阪 のと里山空港

　金沢税関支署七尾出張所は、のと里山空港で行われる「空の日フェス」に参加し、税関パネル

展を実施します。

　税関業務を紹介するパネル展示のほか、税関○×クイズに正解した方には記念グッズをプレゼ

ントします！お近くの方はぜひお越しください！

2022 10/16 日 パネル展（広島県三原市） 神戸 広島空港

　神戸税関広島空港税関支署は、「ひろしま空の日2022ふれあい秋まつり」に参加して、税関

150周年記念イベント「パネル展」を開催します。会場では、税関の仕事や歴史をパネルや写真

で紹介するほか、麻薬探知犬のデモンストレーションも予定しています。

2022 10/20 木 2022 10/28 金 税関パネル展（沖縄県名護市）（～10/28） 沖縄 名護市役所

　沖縄地区税関沖縄税関支署は、税関発足150周年と沖縄地区税関50周年を記念して、「税関パ

ネル展」を開催します！税関150周年の歴史と沖縄地区税関50周年の歩みを紹介しながら、税関

業務を紹介します。

2022 10/16 日

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1016kobe_hiroshimakuko.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1016nagoya_kozufair.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1016moji_kitakyushukuko.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1016osaka_toyamaarisodome.pdf


2022 10/22 土 税関150周年記念展（群馬県前橋市） 東京 けやきウォーク前橋

　東京税関前橋出張所は、10月22日（土）2階けやきホールにおいて、税関150周年記念展を行

いますので、皆さまぜひお越しください。

・カスタム君（税関イメージキャラクター）と一緒に写真を撮ろう！

・税関職員の制服を着て、写真を撮ろう！

・缶バッヂを作ってみよう！

・展示品の紹介

　　ワシントン条約規制品

　　コピー商品　等

2022 10/22 土
税関展・税関パネル展ほか

（宮崎県宮崎市）
門司 宮崎空港

　宮崎空港の「空の日」イベントに出店します。ステージで税関のお仕事に関する説明と麻薬探

知犬のデモンストレーションを行うほか、子ども用制服のの試着体験も行います。

　皆さまのご来場をお待ちしております。

2022 10/22 土 パネル展（徳島県徳島市） 神戸 徳島文理大学

　神戸税関小松島税関支署は、「徳島文理大学 山城祭」に参加して、税関150周年記念イベント

「パネル展」を開催します。会場では、税関の仕事や歴史をパネルや動画で紹介するほか、体験

コーナーでは、金属探知機を使った検査など、税関職員がどういった検査をしているのかを体験

できます。

2022 10/23 日
税関パネル展（愛知県知多市）

（～10/23）
名古屋 知多市勤労文化会館

　名古屋税関南部出張所は、税関１５０周年を記念して知多市産業まつりにおいて税関パネル展

を開催します。

　財務省税関は、明治5 年 11 月 28 日に「税関」へと呼称が統一されてから、令和 4 年で150

周年を迎えます。 知多市民の皆様に税関の業務内容について広く紹介し、その役割・意義につ

いてご理解いただくことを目的として、税関業務の紹介します。金の重さ体験もできますのでぜ

ひお越しください。

2022 10/23 日
税関展（鳥取県西伯郡）

（～10/23）
神戸 イオンモール日吉津

　税関150周年を記念して、神戸税関境税関支署は「税関展2022 ～突破税関は山陰にもある

ぞ！～」を開催します。会場では、税関の仕事や歴史をパネルや写真で紹介するほか、過去の密

輸品のレプリカや知的財産侵害物品などの展示を行います。なかには、過去に山陰で起きた密輸

事例や関係物品の展示もあります。

　また、体験コーナーでは、荷物検査や金属探知機を使った検査など、税関職員がどういった検

査をしているのかを体験できます。

　さらに、イベント期間中には麻薬探知犬のデモンストレーションも予定しています。

　麻薬探知犬デモンストレーション実施時間

　　10月22日（土）13：00～、15：00～

　　10月23日（日）11：00～、13：00～

　当日アンケートにご協力いただいた方には記念グッズもありますので、ぜひお越しください。

※記念グッズは数に限りがございます。

2022 10/22 土

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1022tokyo_maebashi.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1022moji_miyazakikuko.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/10221023kobe_sakai.pdf


2022 10/23 日 税関展（兵庫県姫路市） 神戸 姫路市飾万津臨港公園

　神戸税関姫路税関支署は、「姫路港ふれあいフェスティバル」に参加して、税関150周年記念

イベント「税関展」を開催します。会場では、税関の仕事（不正薬物取締り）をパネルで紹介す

るほか、過去の密輸品のレプリカを展示します。また、麻薬探知犬のデモンストレーションも予

定しています。

　麻薬探知犬デモンストレーション実施時間

　　10月23日（日）13：00～、15：05～

　さらに、マリンフェスタ（官公庁船の一般公開等）において、監視艇「こうべ」の一般公開も

行いますので、ぜひお越しください。

2022 10/23 日 税関展（北九州市） 門司
JR若松駅横

久岐の浜広場

　JR若松駅横 久岐の浜広場で開催される、「若松みなと祭り」の「わかまつおしごとパーク」

に出店します。

「わかまつおしごとパーク」は、子供たちにいろいろな職業を体験してもらうことで将来の夢を

育みながら、働いてもらったお給料でお買い物をすることで、社会の仕組みを学んでもらうイベ

ントです。

税関では、取締・検査機器を使った荷物検査体験を企画しています。

みなさん、密輸を防ぎに来てください！

2022 10/23 日 税関展（熊本県八代市） 長崎 八代港

　長崎税関八代税関支署は、１０月２３日に開催される「みなと八代フェスティバル2022」メ

イン会場（くまモンポート八代）において、税関１５０周年を記念した「税関展」を開催しま

す！

　「税関展」では、税関の歴史等を紹介したパネル展示、子供用税関制服の試着、カスタム君

も登場します。

　さらに、内港会場（税関桟橋）では、監視艇「ありあけ」の一般公開も行います。

　お近くの方は是非ご来場ください。

2022 10/27 木 2022 11/30 水
税関コーナー(鹿児島県薩摩川内市）

(～11/30）
長崎 薩摩市立図書館

　税関150周年を記念して、図書館に税関150周年関連ポスターの掲示や税関関連書籍等を展示

します！

　税関に関するパンフレットや税関手続きのリーフレットも配布予定ですので、ぜひお越しくだ

さい。

2022 11/11 金
金森倉庫パネル展（函館市）

（～11/11）
函館 函館市金森赤レンガ倉庫

　函館税関は税関150周年を記念して、10月28日(金)から11月11日(金)の期間、函館金森倉庫洋

物館ギャラリーにて「税関150周年パネル展」を開催いたします。

「税関150周年パネル展」では、税関の歴史及び役割等を紹介いたします。ぜひお越しくださ

い。

2022 11/28 月
税関パネル展（宮崎県日向市）

（～11/28）
門司 JR日向市駅

　門司税関細島税関支署では、JR日向市駅構内のステーションギャラリーにて、税関１５０周年

を記念したパネル展を実施します。

　税関の歴史や役割、密輸入取締の状況などをパネル展示いたしますので、是非ご覧ください。

2022 10/23 日

2022 10/28 金

リン
ク

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1023nagasaki_kumamotoyatsushiro.pdf
MOFK0304
スタンプ

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1028moji_hinataeki.pdf


2022 10/30 日
税関特別展（北九州市）

（～10/30）
門司 門司港レトロ地区

　門司港レトロ地区において、以下のとおり各種イベントを開催予定です。

①監視艇一般公開、②麻薬探知犬デモンストレーション、③部埼灯台・税関発足・鉄道開業150

周年記念展示、④税関展（金属探知機体験、子ども制服試着、コピー商品展示、パネル展示）

　是非、ご覧ください。

2022 10/30 日
税関パネル展（愛知県知多郡）

（～10/30）
名古屋 武豊町地域交流センター

　名古屋税関豊橋税関支署衣浦出張所は税関１５０周年を記念して武豊町地域交流センターにお

いて税関パネル展を開催します。

　財務省税関は、明治5 年 11 月 28 日に「税関」へと呼称が統一されてから、令和 4 年で150

周年を迎えます。武豊町の皆様に税関の業務内容について広く紹介し、その役割・意義について

ご理解いただくことを目的として、税関業務（密輸取締、輸出入貨物の通関等）の紹介します。

ぜひお越しください。

2022 11/30 水
税関パネル展（北九州市）

（～11/30）
門司 旧門司税関

　旧門司税関では、税関１５０周年を記念したパネル展を実施します。

　門司税関の成り立ちや社会悪物品や金の隠匿手口、コピー商品の知的財産侵害物品、ワシント

ン条約関連物品などの通常展示のほかに、税関のこれまでの150年の歩みとその役割などをパネ

ル展示いたしますので、是非ご覧ください。

2022 10/30 日 2022 10/30 日 記念講演（函館市） 函館 函館市中央図書館

　函館税関は税関150周年を記念して、10/30(日)に函館市中央図書館において「税関150周年

記念講演」を開催いたします。

　函館税関と北海道貿易の変遷や税関がどのような役割を担っているかをご紹介いたします。ぜ

ひお越しください。

2022 10/29 土

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/10291030moji_kitakyushuretoro.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/10291130moji_kyuumojipanel.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1030hakodadechuotoshokan.pdf



