
【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（宇都宮市）（10/4～3/31）　　　　　　　　　　場所：宇都宮市立南図書館

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 税関コーナー（鹿児島県薩摩川内市）（10/27～11/30）　場所：薩摩市立図書館

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 金森倉庫パネル展（函館市）（10/28～11/11）　　　　　場所：函館市金森赤レンガ倉庫

税関パネル展（大阪市）（10/1～11/30）　　場所：大阪歴史博物館 税関パネル展（宮崎県日向市）（10/28～11/28）　　　　場所：JR日向市駅

税関特別展（長崎市）（10/3～11/30）　　　場所：国指定史跡「出島和蘭商館跡」 税関展パネル展（北九州市）（10/29～11/30）　　　　　場所：旧門司税関

年 月日 曜日 年 月日 曜日

2022 11/8 火
税関パネル展

（三重県津市）（～11/8）
名古屋 津市役所

　名古屋税関四日市税関支署津出張所は税関１５０周年を記念して津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。津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（密輸取締、輸出入貨物の通関等）の紹介をしま

す。ぜひお越しください。

2022 11/10 木
税関パネル展

（鹿児島県霧島市）（～11/10）
長崎 鹿児島空港ターミナル

　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、鹿児島空港国内線１階ロ

ビーにて、税関150周年記念パネル等の展示を実施します。

　当日は、税関イメージキャラクター「カスタムくん」の登場も予定しておりますので、ぜひお越

しください。

2022 11/15 火
税関パネル展

（和歌山県新宮市）（～11/15）
大阪

新宮市文化複合施設

「丹鶴ホール」

　大阪税関和歌山税関支署新宮出張所は、税関発足150周年を記念し、11月1日から11月15日まで

の間、新宮市文化複合施設「丹鶴ホール」2階通路にてパネル展示を行います。

　税関の歴史や税関業務を紹介するパネルを展示するほか、税関150周年記念グッズも配布する予

定です。お近くにお住まいの方はぜひお越しください。

2022 11/29 火
税関パネル展

（長崎県佐世保市）（～11/29）
長崎 佐世保新みなとターミナル

　長崎税関佐世保税関支署は、税関150周年を記念し、「佐世保新みなとターミナル」において、

税関パネル展を実施します。佐世保税関支署の歴史等について、パネルで紹介します。

2022 11/30 水 税関展（山形市）（～11/30） 東京 山形県立図書館 　山形県立図書館において、税関の歴史や業務を紹介するパネル展を実施します。

2022 11/1 火

内容 リンク先

１５０周年事業　イベント系事業のスケジュール　（2022.11.18現在）

開催場所税関
開始日 終了日

事業名

https://www.kigyoka.jp/index.html
http://www.mus-his.city.osaka.jp/
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/20221003-1130_nagasaki.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1004yokoyamautsunomiya.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1028moji_hinataeki.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/10291130moji_kyuumojipanel.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11011124kagoshima_panel.pdf


年 月日 曜日 年 月日 曜日
内容 リンク先開催場所税関

開始日 終了日
事業名

2022 11/30 水 税関パネル展（長崎市）（～11/30） 長崎 旧長崎税関下り松派出所

　長崎税関は、税関150周年を記念して、「旧長崎税関下り松派出所」(現 長崎市べっ甲工芸館)に

て、税関パネル展を開催します。旧長崎税関下り松派出所の歴史や税関ゆかりの地(現存する旧税

関庁舎)、100年前の長崎港などをパネルで紹介します。

2022 11/30 水
税関パネル展

（長崎県南島原市）（～11/30）
長崎 旧口之津税関支署

　長崎税関は、税関150周年を記念して、「旧口之津税関支署」(現 口之津歴史民俗資料館)にて、

税関パネル展を開催します。長崎税関や旧口之津税関支署等の紹介、税関ゆかりの地(現存する旧

税関庁舎)、税関の役割や仕事などをパネルで紹介します。

2022 11/30 水
税関パネル展

（愛知県常滑市）（～11/30）
名古屋 愛知県常滑市役所

　名古屋税関中部空港税関支署は愛知県常滑市役所において、税関の歴史や業務を紹介するパネル

展を実施します。

2022 11/30 水
税関パネル展

（長崎県佐世保市）（～11/30）
長崎 浦頭引揚記念資料館

　長崎税関佐世保税関支署は、税関150周年を記念し、「浦頭引揚記念資料館」において、税関パ

ネル展を実施します。佐世保税関支署の歴史等について、パネルで紹介します。

2022 11/30 水
税関コーナー

（鹿児島県霧島市）(～11/30)
長崎 国分市立図書館

　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、国分市立図書館に税関

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 11/30 水
税関パネル展

（宮城県名取市）（～11/30）
横浜 名取市図書館

　横浜税関仙台空港税関支署は、11/1（火）から11/30（水）まで名取市図書館において、税関展

を開催します。

　税関の１５０年の歩みや税関の役割、密輸の摘発事例などをパネル展示にてご紹介します。

また、税関にまつわる図書の展示や紹介もしますので、是非お越しください。

2023 3/31 金 税関パネル展（大阪市）（～3/31） 大阪
大阪公立大学

杉本キャンパス

　大阪税関は、税関発足150周年を記念して、11月1日から、大阪公立大学杉本キャンパスにて、

パネル展示を行います。

　税関の歴史や役割、業務内容を紹介するとともに、密輸摘発事例も展示します。

2022 11/2 水 2022 11/30 水 税関パネル展（～11/30）（横浜市） 横浜 横浜みなと博物館

　横浜税関は、11/2（水）から11/30（水）まで横浜みなと博物館において、「税関150周年記念

横浜税関特別パネル展」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。

　是非ご来場ください。

火2022 11/1

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1101yokohama_sendainatori.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11021130yok_minatohakubutsukan.pdf


年 月日 曜日 年 月日 曜日
内容 リンク先開催場所税関

開始日 終了日
事業名

記念イベント（新潟市） 東京 新潟市歴史博物館みなとぴあ

　旧新潟税関庁舎が所在する 新潟市歴史博物館 みなとぴあにて、

・キッズダンス

・麻薬探知犬デモンストレーション

・アカペラ公演

・監視艇「りゅうと」公開

・検査機器公開

・缶バッジ制作

・写真撮影コーナー（子ども用制服、カスタム君、顔出しパネル）

・新潟出身力士による応援メッセージ

ほかを実施します。

長崎税関さるく 長崎 長崎税関資料展示室

　長崎税関は、税関150周年を記念し、11月の土曜日、祝日にガイド付ウォークラリー「長崎税関

さるく」を開催します。税関職員のガイドとともに長崎の税関関連施設13か所を巡ります。特別な

貿易史を有する”長崎らしさ”を体験してみませんか。（参加費：無料、事前予約制）

　また、11月3日は、麻薬探知犬によるデモンストレーションや税関イメージキャラクター「カス

タム君」によるウォークラリー参加者のお見送りとお迎え、子供用税関制服の着用体験などのイベ

ントを予定しています。ぜひ、お越しください。

2022 11/3 木 記念イベント（大阪府泉佐野市） 大阪
関空展望ホール

スカイビュー

　大阪税関関西空港税関支署は、11月3日（木・祝）、税関発足150周年を記念し、関西空港で開

催される「空の日」フェスティバル2022に参加します！

　税関の業務を紹介するパネル展示や、違法薬物が隠匿された物品の展示、麻薬探知犬によるデモ

ンストレーションを実施します。

　さらに、子ども制服の着用コーナーや、税関イメージキャラクターのカスタム君とのふれあい

コーナーも予定しています。

　盛りだくさんの内容となっておりますので、ぜひお越しください！

2022 11/5 土 2022 11/5 土 税関展（愛知県弥富市） 名古屋 海南こどもの国

　名古屋税関西部出張所は税関１５０周年を記念して海南こどもの国で開催されるやとみ秋まつり

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。来場者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。税関イメージキャラクターのカスタム君も登場しますのでぜひお越し

ください。

木

木2022 11/3

2022 11/3

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1103tokyo_niigata.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11031126nagasaki_saruku.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1103osaka_kankusoranohi.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1105nagoya_yatomiakimatsuri.pdf


年 月日 曜日 年 月日 曜日
内容 リンク先開催場所税関

開始日 終了日
事業名

2022 11/5 土 税関パネル展（愛知県飛島村） 名古屋
飛島村

すこやかセンター

　名古屋税関西部出張所は税関１５０周年を記念して飛島村すこやかセンターで開催される飛島村

健康福祉祭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。来場者の皆様に税関の役割・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について広く紹介します。ぜひお越しください。

2022 11/5 土 税関ブース出展（静岡県御前崎市） 名古屋 御前崎港東埠頭

　名古屋税関清水税関支署御前崎出張所は税関１５０周年を記念して灯台ワールドサミットに参加

して税関ブースを出展します。

　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。来場者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）の紹介をします。ぜひお

越しください。

2022 11/5 土 税関展（那覇市） 沖縄
サンエー那覇

メインプレイス

　沖縄地区税関は、税関発足150周年と沖縄地区税関50周年を記念して、「税関展」を開催しま

す！会場では、税関150周年の歴史と沖縄地区税関50周年の歩みや税関の仕事（不正薬物取締り・

貿易統計）をパネルで紹介するほか、検査機器体験、偽ブランド品展示を行います。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

　　11月5日（土）13：00～、15：00～

　デモンストレーションの後、麻薬探知犬の撮影会も行います。ぜひお越しください。

2022 11/5 土 税関展（山口県下関市）（～11/5） 門司 下関シーモール

　山口県下関市のシーモール（２階イベント広場）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のほか、金属探知を使った検査体験や子ども用制服

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 11/6 日
子供作品展

（徳島県小松島市）（～11/6）
神戸 小松島みなと合同庁舎

　神戸税関小松島税関支署は、11月5日（土）、11月6日（日）の両日、午前10時から午後4時まで

の間、徳島県小松島市所在の小松島みなと合同庁舎1階において、税関150周年特別事業、子供作品

展を開催いたします。

　この作品展は、徳島県小松島市内の小学校（和田島小学校、南小松島小学校、櫛渕小学校、芝田

小学校）4校の小学校６年生が夏休みに作成した書道・絵画を展示します。その他、税関の業務パ

ネルの展示や税関の広報動画を放映します。

　小学生らしいイキイキとした作品をご鑑賞下さい。

　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ございます（先着順）。

　コロナ感染予防対策（マスク着用）のうえ、皆様のお越しをお待ちしております。

2022 11/5 土

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1105asukamurakenkouhukushi.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1105okinawa_zeitentenchirashi.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1105moji_seamall.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11051106kobe_komatsujima.pdf


年 月日 曜日 年 月日 曜日
内容 リンク先開催場所税関

開始日 終了日
事業名

2022 11/6 日 記念コーナー（滋賀県野洲市） 大阪
アル・プラザ野洲

セントラルコート

　大阪税関京都税関支署滋賀出張所は、11月6日（日）、税関発足150周年を記念し、アル・プラ

ザ野洲で行われる滋賀県薬物乱用防止啓発キャンペーンに参加します。

　キャンペーンでは、リーフレットや150周年記念グッズの配布のほか、顔出しパネルや子ども制

服の試着コーナー、麻薬探知犬によるデモンストレーションを予定しています。

　税関マスコットキャラクターのカスタム君も来場しますので、ぜひお越しください！

2022 11/7 月 記念イベント（千葉県千葉市）
東京

横浜
千葉そごう

　横浜税関千葉税関支署、東京税関成田税関支署は、11月6日（日）・7日（月）千葉そごうにおい

て税関150周年記念イベント「千葉そごう税関展」を開催します。会場では、税関の仕事、歴史や

摘発事例をパネルで紹介するほか、こども用税関制服を着た写真撮影会、知的財産侵害物品の展

示、缶バッチ作りや空港の模擬検査体験を行います。

　さらに、11/7（月）は麻薬探知犬のデモンストレーションと税関イメージキャラクター「カスタ

ム君」が11：00～、13：30～の2回登場します。皆さまのご来場をお待ちしております。

2022 11/7 月 2022 11/7 月 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、「MIDORI松本店」2階特設会場にて税関展を

開催します。今回の税関展では税関150 周年の歩み、内陸地にある税関（諏訪出張所）の紹介、税

関の業務内容の紹介などのポスター掲示に加え、本年10 月から実施されている法令改正に伴う模

倣品等の輸入規制強化の紹介のため、多くの模倣品等を展示し、知的財産を専門に担当する税関職

員による説明等、一般の方へ模倣品等の規制に係る啓蒙活動も実施する予定としております。

2022 11/14 月
税関パネル展

（長崎県佐世保市）（～11/14）
長崎

佐世保市博物館

島瀬美術センター

　長崎税関佐世保税関支署は、税関150周年を記念し、「佐世保市博物館島瀬美術センター」1階フ

リースペースにおいて、税関パネル展を実施します。佐世保税関支署の歴史等について、パネルで

紹介します。

2022 11/16 水 税関パネル展（三重県四日市市） 名古屋
日永カヨー

（1階中央広場）

　名古屋税関四日市税関支署は税関１５０周年を記念して日永カヨー（1階中央広場）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。来場者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）の紹介をしま

す。ぜひお越しください。

2022 11/10 木 2022 11/15 火
TAXフェア　コラボイベント

（～11/15）（函館市）
函館 函館市テーオーデパート

　函館税関は税関150周年を記念して、11月10日(木)から11月15日(火)の期間、函館市テーオーデ

パートにて「TAXフェア(税務署主催)」の一部エリアにて税関の役割をパネルでご紹介いたしま

す。ぜひお越しください。

2022 11/6 日

2022 11/9 水

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11061107tokyoyokohama_chibasogou.pdf


年 月日 曜日 年 月日 曜日
内容 リンク先開催場所税関

開始日 終了日
事業名

2022 11/12 土 税関展（東京都立川市） 東京 国営昭和記念公園

　国営昭和記念公園で開催される立川市 薬物乱用ダメ・ゼッタイフェアにて、

・パネル展示

・麻薬探知犬デモンストレーション

を行います。

2022 11/12 土
税関音楽隊ミニコンサート

（東京都立川市）
東京 立川地方合同庁舎前 　税関150周年を記念し、税関音楽隊が立川地方合同庁舎前にてミニコンサートを行います。

2022 11/13 日 税関展（千葉県成田市）（~11/13） 東京 イオンモール成田

　東京税関成田税関支署、成田航空貨物出張所、麻薬探知犬訓練センター室は、11月12日（土）・

13日（日）イオンモール成田において税関150周年記念イベント「イオンモール成田税関展」を開

催します。会場では、税関の仕事、歴史や摘発事例をパネルで紹介するほか、こども用税関制服を

着た写真撮影会、缶バッチ作り、空港の模擬検査体験や触れる偽ブランド品展示を行います。

　さらに、麻薬探知犬のデモンストレーションと税関イメージキャラクター「カスタム君」が登場

します。

　麻薬探知犬デモンストレーション実施日時：各日2回　11：00～、14：00～

　税関イメージキャラクター「カスタム君」登場：各日2回　11：30～、14：30～

お近くの方はぜひご来場ください。

2022 11/13 日 税関展（岡山県倉敷市）（～11/13） 神戸 あちてらすぽっと及び芝生広場

　神戸税関水島税関支署では、税関150周年を記念して、11月12日（土）、13日（日）、あちてら

すぽっとで「税関展（9:00-17:00）」を、あちてらす倉敷オープンスペース広場で「麻薬探知のデ

モンストレーション（11:00、14:00）」イベントを開催致します！

　当イベントでは税関のあゆみなどの歴史パネル展示、水島港の輸出入品の紹介、税関のお仕事動

画の放映のほか、不正薬物隠匿レプリカや知的財産侵害物品の展示を行います！

　また、金属探知機等の体験コーナーや税関職員制服体験（子供サイズ）、麻薬探知犬によるデモ

ンストレーションも行います（雨天の場合、麻薬探知犬のデモンストレーションは中止となる場合

がございますのでご注意ください）。また、イベントではスタンプラリーを実施し、参加者には税

関150周年記念限定グッズや水島税関支署オリジナルグッズをプレゼント！（数量限定）

　その他イベント詳細はチラシをご覧ください！（税関オリジナルキャラクターカスタム君も登

場！）

　皆様のご来場心よりお待ちしております！！

2022 11/12 土

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1112tokyo_tachikawachirashi.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1112tokyo_ongakutaiconcert.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11121123tokyo_ionmall.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11121113kobe_mizushimaachiterasu.pdf


年 月日 曜日 年 月日 曜日
内容 リンク先開催場所税関

開始日 終了日
事業名

2022 11/13 日 2022 11/13 日 本関庁舎公開（横浜市） 横浜 横浜税関本関

　横浜税関は、11/13（日）に本関庁舎公開を実施します。

　展望テラスや旧税関長室を公開するほか、「税関音楽隊による演奏会」、「麻薬探知犬デモンス

トレーション」を実施する予定です。

　新企画として、バッジ釣りイベントもご用意しておりますので、ぜひご来場ください。

2022 11/24 木 税関パネル展（鹿児島市）（～11/24） 長崎 鹿児島県庁

　長崎税関鹿児島税関支署は、税関150周年を記念し、鹿児島県庁18階展望ロビーに税関150周年

記念パネルを展示します。

　デジタルサイネージによる税関関連動画の放映や、税関に関するパンフレットや税関手続のリー

フレットも配布予定ですので、ぜひお越しください。

2022 11/30 水 税関パネル展（熊本県八代市）（～11/30） 長崎 八代市役所

　長崎税関八代税関支署は、税関150周年を記念して、11月14日(月)から11月30日(水)の期間、八

代市役所1階にて「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。11月14日は税関イメージキャラクターのカスタム君も登場

します。ぜひお越しください。

2022 11/30 水 税関パネル展（熊本市）（～11/30） 長崎 熊本合同庁舎

　長崎税関八代税関支署熊本出張所は、税関150周年を記念して、11月14日(月)から11月30日(水)

の期間、熊本合同庁舎1階にて「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 11/30 水 税関パネル展（熊本県宇城市）（～11/30） 長崎
龍驤館

（三角西港・世界遺産）

　長崎税関八代税関支署三角出張所は、税関150周年を記念して、11月14日(月)から11月30日(水)

の期間、龍驤館(三角西港)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 11/22 火
税関パネル展

（沖縄県宮古島市）（～11/22）
沖縄

未来創造センター

市民ギャラリー

　沖縄地区税関石垣税関支署平良出張所は、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 11/27 日
税関ポスター展

（大阪府岸和田市）（～11/27）
大阪 岸和田市立図書館

　大阪税関堺税関支署岸和田出張所は、税関発足150周年を記念し、11月15日から11月27日まで、

岸和田市立図書館にてポスター展示を行います。

　ポスター展示では、税関の歴史や業務内容をご紹介しますので、ぜひお越しください。

2022 11/15 火

2022 11/14 月

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1113yok_tyoshakokai.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11011124kagoshima_panel.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11141130nagasaki_kumamotoyatsusirosankakunishi.pdf


年 月日 曜日 年 月日 曜日
内容 リンク先開催場所税関

開始日 終了日
事業名

2022 11/15 火 2022 11/30 水
税関パネル展

（沖縄県石垣市）（～11/30）
沖縄 石垣市役所

　沖縄地区税関石垣税関支署は、税関発足150周年を記念して、「税関パネル展」を開催します！

税関150周年の歴史と税関業務をパネルで紹介します。

2022 11/17 木 税関150周年記念シンポジウム（那覇市） 沖縄 パレット市民劇場

　沖縄地区税関は、税関発足150周年を記念して、シンポジウムを開催します！「沖縄をめぐる～

過去・現在・未来～」と題して、3人のパネリストにそれぞれご講演いただき、沖縄の経済・歴史

の観点から沖縄の未来を語っていただきます。会場では税関150周年の歴史と沖縄地区税関50周年

の歩みや税関の仕事（不正薬物取締り・貿易統計）をパネルで紹介する予定です。

　ぜひお越しください。

2022 11/30 水 税関コーナー（鹿児島市）(～11/30) 長崎 鹿児島市立図書館

　長崎税関鹿児島税関支署は、税関150周年を記念し、鹿児島市立図書館に税関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 11/20 日 税関展（北海道北斗市）（～11/20） 函館 イオン上磯店

　函館税関は税関150周年を記念して、11月18日(金)から11月20日(日)の3日間、イオン上磯店に

て「税関展」を開催いたします。

「税関展」では、税関の歴史及び役割等をパネルで掲示するほか、缶バッチ作り体験やカスタム君

との記念撮影を行います。ぜひお越しください。

2022 11/20 日 記念イベント（東京都大田区） 東京 羽田空港

　羽田空港第3ターミナルにて、

・麻薬探知犬デモンストレーション

・子ども用制服

・税関ナゾトキ

ほかを行います。

2022 11/19 土 2022 11/19 土 税関150周年記念講演会（大阪市） 大阪 大阪市中央公会堂

　大阪税関は、11月19日（土）大阪市中央公会堂にて、税関150周年記念講演会「明治初期の大阪

の発展と五代友厚」を開催します。

　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とその時代背景について、大阪市

史編纂所の尾﨑安啓所長にご講演いただきます。

　会場では、税関150周年の歴史や大阪税関の歴史に関するパネル展示も行います。

　聴講をご希望の方は、氏名と電話番号を明記の上、メールまたははがきにてお申込みください。

　　※お申込み方法の詳細は、別紙チラシをご参照ください。（定員100名・11/14（月）締切）

　たくさんのご応募お待ちしております。

2022 11/18 金

2022 11/17 木

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1117okinawa_shinpojiumu.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11181120hakodate_ionkamiiso.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11181120tokyo_hanedakukozeikanten.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1119osaka_kouenkai.pdf


年 月日 曜日 年 月日 曜日
内容 リンク先開催場所税関

開始日 終了日
事業名

2022 11/20 日
税関150周年記念イベント

（名古屋市）（～11/20）
名古屋 金山総合駅連絡通路橋

　名古屋税関は税関１５０周年を記念して金山総合駅連絡通路橋内イベント広場にて税関展を開催

します。

　税関の歴史パネル、税関が密輸を差し止めた「ニセモノ（知的財産侵害物品）」や「不正薬物」

の隠匿手口の展示等を行います。子供用制服撮影会コーナーや税関業務体験などのコーナー、その

他、税関職員の採用案内や通関士試験の紹介もあります。税関イメージキャラクターのカスタム君

も登場します！　入場無料です。お気軽にお立ち寄りください。

2022 11/27 日 スタンプラリー（横浜市）（～11/27） 横浜 横浜税関資料展示室

　横浜税関では、11/19（土）から11/27（日）（11/21（月）を除く。）の8日間「横浜税関　重

ねおしスタンプラリー」を開催します。

　横浜みなと博物館でスタンプ台紙をGetして、横浜みなと博物館、海上保安資料館横浜館、象の

鼻テラスに設置されたスタンプを重ねて押してね。何の絵が完成するかは、横浜税関資料展示室の

スタンプを押すまでのお楽しみ。

　全部集めて是非150周年オリジナルグッズを手に入れてください。

　皆様のご参加をお待ちしております。

2022 12/18 日
税関パネル展

（沖縄県与那国町）（～12/18）
沖縄 DiDi与那国

　沖縄地区税関石垣税関支署与那国監視署は、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 11/20 日 税関展（山梨県甲府市） 東京 小瀬スポーツ公園

　山梨県民の日記念行事に際し、

・パネル展示

・触れる偽ブランド品

・カスタム君との撮影会

を行います。

2022 11/20 日 税関パネル展（静岡県富士市） 名古屋 田子の浦港
　名古屋税関清水税関支署田子の浦出張所は「田子の浦ポートフェア2022」に参加し税関パネル展

を開催します。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 11/20 日 税関展（神奈川県三浦市） 横浜 三崎港「うらり」

　横浜税関横須賀支署三崎監視署は、三崎港「うらり」にて開催される三崎港町まつりに参加し

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はく製などの実物展示を公開します。

　カスタム君も登場しますので、是非ご来場ください。

2022 11/19 土

2022 11/20 日

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1119nagoya_kanayamaeki.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11191127yok_stamprary.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1120nagoya_tagonouraportfesta.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1120yok_misakimatsuri.pdf


年 月日 曜日 年 月日 曜日
内容 リンク先開催場所税関

開始日 終了日
事業名

2022 12/5 月
税関コーナー

（鹿児島県枕崎市）(～12/5）
長崎 枕崎市立図書館

　鹿児島税関支署枕崎出張所は、税関150周年を記念し、枕崎市立図書館に税関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 12/5 月
税関コーナー

（鹿児島県志布志市）（～12/5）
長崎 志布志市立図書館

　長崎税関鹿児島税関支署志布志出張所は、税関150周年を記念し、志布志市立図書館に税関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 12/9 金
税関１５０周年記念特別広報室

（～12/9）
名古屋

税関１５０周年記念

特別広報室

　名古屋税関清水税関支署は「税関１５０周年記念特別広報室」を清水港湾合同庁舎1Fに期間限定

（１１月２１日（月）から１２月９日（火））で開催します。歴史を振り返った写真を掲示しま

す。ぜひ遊びに来てください。

2022 11/23 水

ふれあいフェスタ

～税関150周年特別イベント～

（名古屋市）
名古屋

JETTY前広場

（名古屋港）

※雨天：ポートハウス

　名古屋税関は税関１５0周年特別イベントを名古屋港水族館前のＪＥＴＴＹ前広場（名古屋港）

において開催します。

　税関の子供用制服撮影会や業務体験などのコーナー、その他、麻薬探知犬のデモンストレーショ

ンも行います。もちろん、税関イメージキャラクターのカスタム君も登場します！そして、今回

は、愛知県警察音楽隊の演奏や、海上保安庁コーナーもあります！　入場は無料で、事前の予約は

不要です。是非、名古屋港にお出かけください！

2022 12/19 月
税関パネル展

（沖縄県那覇市）（～12/19）
沖縄 沖縄県立図書館

　沖縄地区税関は、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 11/24 木 2022 12/2 金
税関パネル展

（宮城県塩竃市）（～12/2）
横浜

マリンプラザ

（イオンタウン塩釜店

内）

　横浜税関塩釜税関支署は、11/24（木）から12/2（金）までマリンプラザにおいて、税関展を開

催します。

　税関の１５０年の歩みや税関の業務などをパネル展示にてご紹介します。

　是非お越しください。

2022 11/23 水

2022 11/21 月

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11211209nagoya_shimizutokubetukohoshitsu.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/20221123nagoya_jettymaehiroba.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11261130yok_onahamapanelten.pdf


年 月日 曜日 年 月日 曜日
内容 リンク先開催場所税関

開始日 終了日
事業名

2022 11/25 金 2022 11/26 土 税関展（千葉県成田市） 東京 成田国際空港

　東京税関成田税関支署、成田航空貨物出張所、麻薬探知犬訓練センター室は、11月25日（金）・

26日（土）成田国際空港第1ターミナルビル北棟4階出発ロビーにおいて税関150周年記念イベント

「成田空港税関展」を開催します。会場では、麻薬探知犬のデモンストレーション、税関イメージ

キャラクター「カスタム君」が登場します。

・麻薬探知犬デモンストレーション ：各日　11：00～、15：00～

・税関イメージキャラクター「カスタム君」登場：各日　11：30～、15：30～

　その他、こども用税関制服を着た写真撮影、好きな絵柄の缶バッチ作り、空港の模擬検査体験や

触れる偽ブランド品展示など盛りだくさんのイベントを用意しています。

　さらに、26日（土）は成田市立玉造中学校吹奏楽部による演奏会を実施します。

・成田市立玉造中学校演奏会　：11月26日（土）　14：00～

　皆さまのご来場をお待ちしております。

2022 11/26 土 オープンカスタムス（神戸市） 神戸 神戸税関本関

【年に一度！神戸税関庁舎特別公開！】

　普段は見ることができない神戸税関庁舎を特別公開します。アトリウムでは、神戸・大阪税関音

楽隊や兵庫県警察音楽隊のコンサート、高校生による書道パフォーマンスを開催します。中庭で

は、麻薬探知犬デモンストレーション、着ぐるみ大集合＆記念撮影(カメラは持参ください。参加

人数に限りがあります)を催します。また、元貴賓室などをめぐる「クイズ＆スタンプラリー」(高

校生以下対象、お一人様一回限り)、税関の車両展示＆記念撮影(子供用制服あり)、第２７回神戸税

関児童書道作品展なども行います。

○開催時間／１０：００～１６：００(最終入場１５:３０)

○参加費／無料、予約不要

多くのドラマや映画のロケ地としても使用されている、歴史ある神戸税関庁舎にぜひお越しくだ

さい！

2022 11/26 土 親子見学会（鹿児島市） 長崎 マリンポートかごしま

　長崎税関鹿児島税関支署は、税関150周年を記念し、11月26日に開催される「マリンポートフェ

スタ」に併せて、「親子見学会」を開催します！「親子見学会」では、税関所有の監視艇「なんせ

い」の船内見学ができる他、検査機器等の紹介や検査体験など、貴重な体験企画が満載です。

　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、税関イメージキャラクター「カ

スタムくん」の登場や、税関の子供用制服の試着体験を予定しています。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 11/30 水
税関パネル展（福島県いわき市）

（～11/30）
横浜 いわき・らら・ミュウ

　横浜税関小名浜税関支署は、11/26（土）から11/30（水）までいわき・らら・ミュウにおい

て、税関展を開催します。

　税関の１５０年の歩みや税関の業務などをパネル展示にてご紹介します。

　是非お越しください。

2022 11/26 土

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11251126tokyo_naritakuko.pdf
http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1126kobe_opencustomstyoushakokai.pdf
MOFK0304
スタンプ

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/11261130yok_onahamapanelten.pdf


年 月日 曜日 年 月日 曜日
内容 リンク先開催場所税関

開始日 終了日
事業名

2022 11/27 日 税関展（名古屋市） 名古屋
つどいの広場

（ガーデンふ頭）

　名古屋税関は名古屋港ガーデンふ頭つどいの広場で開催される「名古屋港開港祭フレンドリー

ポート2022」に税関展を出展します。

　税関150周年の歴史紹介コーナーのほか、カスタム君顔出しパネルで写真撮影もできます。税関

イメージキャラクターのカスタム君も、皆さんに会えるのを楽しみにしています！

2022 11/27 日 税関展（愛知県常滑市） 名古屋 イオンモール常滑

　名古屋税関中部空港税関支署は、税関150周年記念イベントを11月27日（日）イオンモール常

滑、サウスコートにて開催します！

　麻薬探知犬のデモンストレーションのほか、税関クイズコーナーや金探知＆金の重さ体験コー

ナーなどの体験コーナーも開設しますので、ぜひご来場ください！

2022 11/27 日
税関150周年記念イベント

（石川県白山市）
大阪 イオンモール白山

　大阪税関は、11月27日（日）イオンモール白山1階マルシェコートにて、税関150周年記念イベ

ントを開催します！

　展示コーナーでは、税関150周年の歴史や税関の業務を紹介するパネル展示のほか、知的財産侵

害物品（コピー商品）を展示します。

　ほかにも、税関記念グッズが入ったガチャガチャマシンや顔出しパネル、カスタム君とのふれあ

いコーナーも予定しています！

　盛りだくさんの内容となっておりますので、ぜひお越しください！

2022 11/28 月 税関展（横浜市） 横浜 横浜そごう前広場

　横浜税関は、11/28（月）に横浜そごう前広場において「税関展」」を開催します。

　麻薬探知犬によるデモンストレーションや税関の検査機器や旅具検査の体験ができる「お仕事体

験コーナー」などを実施する予定です。

　是非ご来場ください。

2022 11/30 水
税関パネル展

（北海道釧路市） （～11/30）
函館 釧路市役所

　函館税関は税関150周年を記念して、11月28日(月)から11月30日(水)の期間、釧路市役所にて

「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 12/4 日 東京税関ウィーク（～12/4） 東京 東京税関全官署 　東京税関各署所にてパネル展示予定

2022 11/28 月

2022 11/27 日

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1127nagoya_nagoyakokaikosai.pdf


年 月日 曜日 年 月日 曜日
内容 リンク先開催場所税関

開始日 終了日
事業名

2022 12/9 金
税関パネル展

（沖縄県うるま市）（～12/9）
沖縄 うるま市役所

　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 12/22 木
税関パネル展（堺市）

（～12/22）
大阪

大阪公立大学

中百舌鳥キャンパス

　大阪税関は、税関発足150周年を記念して、11月28日から、大阪公立大学中百舌鳥キャンパスに

て、パネル展示を行います。

　税関の歴史や役割、業務内容を紹介するとともに、密輸摘発事例も展示します。

2022 12/4 日 2022 12/4 日 記念イベント（東京都江東区） 東京 ららぽーと豊洲

　ららぽーと豊洲 1階センターエントランスにて、

・パネル展示

・子ども制服撮影会

・缶バッジ制作

・触れる偽ブランド品

・税関ナゾトキ

ほかを行います。

2022 11/28 月

http://www.customs.go.jp/zeikan/project/1204tokyo_lalaporttoyosu.pdf



