厚生労働省

検疫所イメージキャラクター
「クアラン」

検疫所 先輩職員の紹介【 No.1 】
所属

氏名

小樽検疫所
千歳空港検疫所支所
検疫衛生・食品監視課
検疫係
佐藤

大輔（平成30年採用）

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

① 現在の担当業務について
日本に常在しない感染症の侵入を
防ぐことが中心業務となっています。
空港に勤めているので、海外から
到着した航空機の旅客に対してサー
モグラフィーなどで健康状態を
チェックしたり、空港や港の衛生状
況を確認する港湾衛生調査などもあ
ります。また、庶務課を現在併任し
ているので、業務で使用する物品の
調達業務なども行っています。
② 検疫所を志望した理由

検疫所の業務説明を聞いた際に、
デスクワークだけでなく現場業務も
あると聞き、業務内容に興味を持っ
たことと、元々海外と接点を持てる
業務に携わりたいと考えていました
ので、海外からの感染症を水際で阻
止するという検疫所の使命に共感し
たことが理由です。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
業務の幅広さが魅力と言えます。
サーモグラフィーによる健康状態
チェックや、船舶の衛生状態を調べる
検査の現場業務、庶務や経理などのデ
スクワークといった業務があり、希望
により他機関との人事交流もありま
す。
船舶衛生検査で外国人の方と英語で
やりとりが出来たときはやりがいを感
じています。

④ 趣味や休日の過ごし方
家で時間を過ごす時は映画を借り
たりして見たり、将棋などのゲーム
をしています。外に出かけるときは
友人と飲みに行ったり、食べ物屋を
散策したりしています。また、長期
休暇の際は実家に帰って疲れを癒や
します。

学生へのメッセージ

今はもしかしたら進路で悩
んでいる時期かもしれません。
しかし、情報を集めて悩む
ほど、その体験は後になって

価値のあるものになると思い
ます。情報不足であれば、説
明会に参加しましょう。
全力を尽くして、後悔のな
い就職活動を送って下さい。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.2 】
所属

氏名

小樽検疫所
千歳空港検疫所支所
検疫衛生・食品監視課
検疫係
大河原

尚貴（平成30年採用）

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

① 現在の担当業務について
航空機から降りてくる乗客に対し
てサーモグラフィー等を用いて体温
を測定し、必要があれば健康相談等
を行っています。また、空港や港で
ネズミなどの媒介動物等を捕獲調査
するため、トラップの設置も行って
おり、感染症から国を守るための業
務に幅広く携わっています。

② 検疫所を志望した理由

検疫所の業務説明会で感染症が国
内に侵入するのを水際で防ぐという
業務内容を聞き、自分も国を守るた
め最前線で働きたいと思い、検疫所
を志望しました。また、検疫所は全
国的に転勤があり、様々な土地を巡
ることが出来ることにも魅力を感じ
ました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
公務員といえばデスクワークという
イメージが強いかもしれませんが、検
疫所では、船舶の検査等をするために
港に行くこともあり、様々な業務に携
われることが魅力と感じています。ま
た、航空機の機内で調査を行う際に、
空港内の普段立ち入ることが出来ない
ような場所に入ることが出来ることも
面白いと実感しています。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は近場の飲食店巡りをしてい
ます。その中で良い店を見つけた際
には、同期の人を誘って飲み会に
行っています。また、長期の休暇が
取れた際には旅行に行き、普段体験
できない食文化に触れています。

学生へのメッセージ

就職活動お疲れ様です。皆
様これまでに様々な企業や省
庁の説明会に参加されている
かと思います。その中で興味

を持った仕事には受け身の姿
勢ではなく積極的に質問して
業務の知識を深めていくと自
分の真にやりたい仕事が見つ
かると思います。就職活動応
援しております。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.3 】
所属

小樽検疫所
釧路出張所

氏名

髙橋

歩夢（平成31年採用）

① 現在の担当業務について
日本国内に存在しない感染症が国
内に侵入するのを防ぐために、北海
道の東部地域に来航する航空機や船
舶の検疫を行うことが主な業務です。
衛生検査で大型貨物船に乗船し、
船員と英語やロシア語でコミュニ
ケーションを行うなど普段経験出来
ない仕事もあり、充実した日々を過
ごしています。
② 検疫所を志望した理由

海外旅行の経験から空港で働きた
いと考えた際に事務官でも専門的な
業務に携われることや、検疫法など
を通して大学で専攻していた法律の
知識を活かせることに惹かれ、志望
しました。また、制服を身に付ける
仕事に憧れていたことや、恵まれた
労働環境が整備されていることも志
望理由となりました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
現場からデスクワークまで幅広い業
務に携われることが一番の魅力だと思
います。また、携わった仕事のニュー
スを見ると、自分が国民の健康を守っ
ているということを再認識し、大きな
やりがいを感じます。検疫所は全国に
配置されており、全国転勤を通して得
た経験や知識で仕事やプライベートを
充実出来ることも魅力の一つです。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は趣味の釣りや車で遠方に遊
びに行き温泉に入ったり名物料理を
食べたりします。元々大阪出身なの
で旅行気分で楽しんでいます。また、
スキーとスノーボードが好きなので、
今年は北海道で挑戦したいと考えて
います。
学生へのメッセージ

就職活動お疲れさまです。
検疫所の知名度は低いかも
しれませんが、報道される前
に感染症の国内への侵入を検
疫官が未然に食い止めている
からだと思います。縁の下の
力持ちとして国民の健康を守
るとてもやりがいのある仕事
です。少しでも興味があれば
進路の一つとして検討してい
ただければ幸いです。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.4 】
所属

仙台検疫所
検疫衛生課
衛生係

氏名

曽根

勇紀（平成30年採用）

① 現在の担当業務について
感染症を媒介するねずみや蚊等を
捕獲・検査する港湾衛生調査や、船
内の衛生管理状況を確認する船舶衛
生検査をとおして、海外から発生・
流行している感染症が日本国内に侵
入、まん延することを防止し、国際
的な流行に発展しないように日々業
務に従事しています。

② 検疫所を志望した理由

病院の事務職員としての勤務経験
がありましたが、もっと直接的に健
康に関わる仕事がしたいと考え検疫
所を志望しました。
前職での事務職員としての経験や、
検疫感染症患者さんへの対応におい
ても、病院勤務での知識を活かして
いけると思ったことも志望理由です。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所の事務職は庶務や経理といっ
た事務仕事だけではなく、空港や港で
の現場業務があります。事務職の知識
や経験も得ながら、国民の健康を守っ
ているという使命感が得られることは
大きな魅力であり、また仕事のやりが
いになっています。

④ 趣味や休日の過ごし方
趣味はマラソンです。体を動かす
ことは健康のためにもストレス解消
のためにもなっています。転勤があ
りますが、地域の大会に参加できる
ことを楽しみにしています。
休暇をとりやすいため、家でゆっ
くり過ごすこともあれば、まとまっ
た休暇に旅行へ行くこともあります。
学生へのメッセージ

海外からの旅行者や物流が
活発になってきているなか、
水際対策としての検疫所業務
は大きな役割を果たしていま

す。
不安を感じているかたも、
対応方法をしっかりと学び、
共に使命感を感じながら働け
る日を楽しみにしています。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.5 】
所属

仙台検疫所仙台空港
検疫所支所
検疫衛生・食品監視課

氏名

原田

翔斗（平成31年採用）

① 現在の担当業務について
現在の担当業務は、国内に常在し
ない検疫感染症を国内に侵入させな
いようにするため、サーモグラフィ
等を用いて検疫業務を行っています。
また、ねずみ族や蚊族の生息状況
等を調査する港湾衛生業務、黄熱等
の予防接種の受付業務など様々な業
務を担当しています。
② 検疫所を志望した理由
私は、公務員の専門学校に通って
いました。当時は「公務員になりた
い」という漠然とした目標しかなく、
最終合格した時、自分は何になりた
いか、どのような仕事をしたいか、
とても悩んでいました。そのような
時、検疫所と出会いました。検疫所
はデスクワークだけでなく、フィー
ルドワークがあるという点と、多岐
にわたる業務があるという点にやり
がいを感じられると思い志望しまし
た。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所の仕事は国内に常在しない感
染症の国内侵入を防ぐことです。その
ため、強い使命感と責任感を持って業
務に取り組んでいます。水際での感染
症対策を担っているという自覚を持ち
日々成長して行ける仕事だと思います。
また、医者の免許や食品監視員など
有資格者の方が多く在籍しているため、
多くの専門的な知識を日々の業務を行
いながら得ることができることも魅力
の一つです。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は趣味であるフットサルと筋
トレを主に行っています。また、天
気が良い日はドライブや海に行った
りもします。
これからはさらに趣味を増やし、
充実した休日を過ごせるようにした
いと思っています。

学生へのメッセージ

就職活動は中々進路が決ま
らないなど、辛いことが沢山
あると思いますが、官庁訪問
ではより多くの官公庁を回っ

てみてください。
その中で検疫所に少しでも
興味を持っていただけたら幸
いです。皆さんと働けること
を楽しみにしています。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.6 】
所属

成田空港検疫所
検疫課
検疫係

氏名

山田

悠一郎（平成30年採用）

① 現在の担当業務について
成田空港に到着する航空機を対象
に検疫業務を行っています。具体的
には、体調が優れない方の健康相談
や、サーモグラフィー等を用いた乗
客の体調確認が主な業務です。検疫
前通報で詳しい症状が分からない場
合などは航空機の中まで赴き、検疫
を行うこともあります。

② 検疫所を志望した理由

子どもの頃に感染症の流行が題材
の小説や映画に触れる機会があり、
検疫業務の重要性を考えたことがあ
りました。
官庁訪問をする中で国民生活を根
底から支える仕事をしたいと思い、
検疫所を志望しました。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は、大学時代の友人とお酒を
飲んだり、映画館に行くなどしてい
ます。
予定が特にない日は、自宅で本を
読んだり、映画を見たりして過ごし
ています。

学生へのメッセージ

公務員試験を受験後、面接
対策や官庁研究の時間が多く
とれることにもなると思いま

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所は、全ての業務が国民生活の
安全に直結したものであることも確か
です。
また、厚生労働省、地方厚生局、試
験研究機関などで勤務する機会がある
ことも魅力の一つです。

す。また、できるだけ多く官

庁訪問をすることをおすすめ
します。つらいこともあるか
もしれませんが、学生生活を
楽しむことも忘れずに。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.7 】
所属

成田空港検疫所
検疫課
検疫係

氏名

楮畑

三奈美（平成30年採用）

① 現在の担当業務について
旅行者の健康状態をサーモグラ
フィー等で確認し、発熱されている
方や、体調に不安を感じている方に
対し、健康相談を行っています。ま
た、出国される方に対して、感染症
情報や体調不良にならないための注
意点を伝えるなど、情報提供を行っ
ています。

② 検疫所を志望した理由

グローバル化に伴い、様々なリス
クが高まる中で、国内に常在しない
感染症から国民を守るという重要な
職務に携われるという所に魅力を感
じ志望しました。先輩職員の話を聞
く中で、検疫の中でも、港や空港な
ど様々な仕事があると分かり、色々
な業務を経験していきたいと思いま
した。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所の業務は、デスクワーク・現
場の両方を経験できるところが魅力だ
と思います。現在は、国内に常在しな
い感染症の流入を防ぐ、というやりが
いを持って働いています。感染症に関
する知識が、まだ不足しているために
不安を感じることもありますが、医師
や看護師の皆さんに指導していただき
ながら、業務に取り組んでいます。

④ 趣味や休日の過ごし方
休みの日は、ゆっくりと家で過ご
しています。現在は、シフトでの業
務をしており、決まった曜日に休み
はありませんが、街に人が比較的少
ない平日にも休みがあるので、気分
転換がしやすいと思います。

学生へのメッセージ

国家公務員という仕事は、
国民のために働くという非常
にやりがいのある仕事だと思
います。

その中でも、検疫所では、
水際で国民の健康を守るとい
う業務に携われるため、官庁
訪問の際、一つの選択肢とし
て考えてみてください。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.8 】
所属

東京検疫所
東京空港検疫所支所
検疫衛生課検疫係

氏名

笹嶋

淳平（平成30年採用）

① 現在の担当業務について
羽田空港にて国際線の航空機から降り
てくる乗客や乗員に対し、赤外線サーモ
グラフィーで発熱の有無を確認したり直
接質問することによって感染症の可能性
の有無を調べる検疫業務に携わっていま
す。必要とあれば航空機の中に乗り込ん
で業務を行うこともあります。また、航
空機から送られてくる情報を元に、検疫
を行う上で必要な指示を航空会社に対し
てすることも業務の一つです。

② 検疫所を志望した理由
国家公務員の試験を受けたとき、
検疫所という組織についての知識は
あまりありませんでした。国民の健
康を守る上で感染症を食い止める検
疫所の仕事は重要だと感じ、また、
様々な業務の特殊性にも魅力を感じ
たため検疫所を志望するに至りまし
た。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所では様々な人との関わりがあ
ります。検疫所組織内では看護師、医
師などと足並みをそろえる必要があり、
組織外の航空会社、医療機関や自治体、
そして何よりも航空機の乗客と関わる
機会があります。このような環境の中
で、感染症の知識を身につけながら仕
事をすることで日々刺激を受けていま
す。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は映画や音楽の世界に浸るこ
とで気分転換をしています。友人と
居酒屋でくだらない話をすることも
趣味の一つです。
ウィークデイが休日になることも
多いため、映画館や居酒屋が混雑し
ていないことはメリットかもしれま
せん。
学生へのメッセージ

国家公務員の試験を通過し
た後、非常にたくさんの進路
があることに驚くと思います。
検疫所は地味だと感じられ

ますが、その業務は社会に
とって必要不可欠なものだと
感じます。もし、検疫に興味
を持ったらまずはお話を聞い
てみてください。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.9 】
所属

氏名

新潟検疫所
総務課
経理係
小山

喜紀（平成31年採用）

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

① 現在の担当業務について
職員の旅費や給与、光熱水料など
の支払いや、業務で使用する物品等
の購入手続きなどを行なっています。
そのほか、検疫所の会計業務に関す
るいろいろな統計データの調査、報
告書の作成を担当しています。

② 検疫所を志望した理由
海外から日本を訪れる外国人観光
客や、海外旅行からの帰国者が増え
ている近年の社会情勢の中で、感染
症の侵入を水際で防ぐ検疫所の業務
は、より社会に貢献できるお仕事だ
と思い検疫所を志望しました。

④ 趣味や休日の過ごし方
仕事をするときは仕事をし、休む
ときはしっかり休むことを意識して
過ごしています。休日は友達や同期
とお酒を飲みに行ったり、近くの
スーパー銭湯に行ったりしています。

学生へのメッセージ

就職活動をしてるみなさま
お疲れ様です。自分の思うと
おりの結果にいかないことも

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所では様々な業務を経験できる
ことが魅力です。検疫業務のほか、事
務官の場合は庶務や経理などの業務も
経験できます。
また職場には様々な経歴を持つ方が
いるので、興味深い話を聞くことがで
きます。

あると思いますが、様々な官

庁を見て回ることで視野が広
がると思います。進路を選ぶ
際の選択肢の一つとして検疫
所を選んで頂けたらとてもう
れしいです。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.10 】
所属

氏名

新潟検疫所
新潟空港出張所

福島

直弥（平成31年採用）

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

① 現在の担当業務について
日本国内に常在しない感染症の侵入
を防ぐためにサーモグラフィー等を用
いた航空機検疫を主な業務として行っ
ています。
また航空機の他にも船舶の検疫で
あったり、蚊族やネズミ族の生息状況
を調査する港湾衛生調査など幅広い業
務に携わっています。
② 検疫所を志望した理由
国民の方々が日々を安心・安全に暮
らしていけるようにしたいと思い公務
員を志望しましたが、特にこれといっ
て希望の官庁はありませんでした。そ
の中で検疫所の存在を知り、業務内容
を知っていくうちに国内に常在しない
感染症の侵入を防ぐと言う検疫所の業
務に魅力を感じ、自分もこのような業
務に携わりたいと思い志望しました。

④ 趣味や休日の過ごし方
筋トレが趣味のため、休みの日は筋
トレをしてリフレッシュしています。
また空港勤務の場合は休日に出勤する
こともありますが、別の日にお休みを
いただけるため、平日の空いている映
画館でゆったりと映画を見たりしてい
ます。

学生へのメッセージ

就職活動お疲れ様です。進捗はどう
でしょうか。大変だと思いますが、と
にかくたくさんの官庁の説明を受けて

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所は検疫業務や衛生調査など、
デスクワークのみではなく、事務所の
外で行う作業もあります。他とは異な
るバラエティに富んだ業務に携われる
ことに魅力を感じていますし、日本国
民の安全のために感染症の侵入を水際
で守る業務には非常にやりがいを感じ
ています。

みてください。皆さんが思っている以

上にたくさんの官庁が存在し、業務も
様々です。その中には必ず皆さんが求
めている官庁があるはずです。そして
その一つが検疫所であれば光栄です。
皆さんの就職活動の成功を心から
祈っています。頑張ってください！

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.11 】
所属

名古屋検疫所
中部空港検疫所支所
検疫衛生課

氏名

髙橋

竜也（平成29年採用）

① 現在の担当業務について
日常的な業務としては、サーモグ
ラフィ等による入国・帰国者の健康
チェック、感染症の媒介動物である
蚊・ねずみの空港島内での調査や、
書類管理などの事務を行っています。
また、現在はさまざまな訓練の実
施や、新ターミナルビルが供用開始
されるのに備えて、事務処理の電子
化の改良なども行っています。
② 検疫所を志望した理由
「国民の健康を守ること」という
検疫所の明確な使命に共感したから
です。
私が今担当しているさまざまな業
務も、最終的にこの使命のためです。
業務で迷ったときはこの使命に立ち
返ることを心がけています。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
事務官のほか医師、看護師、食品衛
生監視員など、多彩な経歴を持つ方が
活躍されている職場です。そういった
職員と働いていくうちに、多様な視点
が磨かれ、検疫所でしかできない成長
ができると考えています。

④ 趣味や休日の過ごし方
官舎がナゴヤドームに近く、野球
観戦に行くこともあります。また、
観戦しなくても、試合開催日のお祭
りのような雰囲気は休日を楽しくし
てくれるものです。
空港勤務は休みが平日に当たるこ
とも多く、さまざまな施設に空いて
いるときに行くこともできます。
学生へのメッセージ

仕事ですから、時には失敗
したりして落ち込むこともあ
ると思います。そのようなと
き、勤務する官庁の使命が、
自分はこのためならがんばれ
る、というようなものであれ
ば、立ち直りもう一度頑張れ
るのではないでしょうか。
あなたにとってそれが検疫
所であることを祈っています。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.12 】
所属

名古屋検疫所
総務課
庶務係

氏名

髙島

健斗（平成30年採用）

① 現在の担当業務について
現在は、総務課の庶務係として、
主に職員の方の給与や旅費の支給に
関する事務を行っております。
検疫の業務に直接関わるわけでは
ありませんが、職員の方が安心して
働くことができるようサポートする
部署です。
過去の資料や法律を参照しながら
仕事を行い、できる事務処理が増え
ていくことに楽しさを感じます。
② 検疫所を志望した理由

検疫所を初めて知ったのは就職活
動の際でしたが、多くの国民の命を
奪う重篤な感染症の国内への侵入を
防ぎ、国民の生命や健康を守るとい
う、使命感のある仕事に魅力を感じ
志望しました。
また、私はこれまで港や空港に全
く馴染みがなかったため、職場とし
ての新鮮さも感じました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
国民の生命や健康を守るという所が
検疫所の一番のやりがいであると思い
ます。また、一般職で採用された事務
官であっても、デスクワークだけでな
く、現場に立ち検疫の最前線で仕事を
することができるのも大きな魅力です。
検疫所は医師や看護師の方も勤務され
ているため、様々な職種の方と仕事が
できることも魅力の一つです。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は、映画館や買い物に出かけ
たり、趣味のカラオケやウクレレの
演奏をしたりして楽しんでいます。
また、（苦手な）英語の上達のた
め、英会話教室へ行く日もあります。
好きなことを思い切り楽しんでリ
フレッシュし、次の仕事への活力と
なるよう過ごすようにしています。
学生へのメッセージ
国家公務員だけでも、多種多様
で魅力的な仕事が数多くあります。
ぜひ、視野を広く持ち、色々な
仕事を知っていただきたいと思い

ます。思わぬ所で素敵な仕事との
出会いがあるかもしれません。
その中で、もしご縁があり、検
疫所で一緒に働くことができたら
幸いです。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.13 】
所属

大阪検疫所
検疫衛生課
検疫係

氏名

角田

直規（平成３１年採用）

① 現在の担当業務について
港湾衛生業務としてネズミ族・蚊
族の調査や船舶が清潔に保たれてい
るかの検査を行っています。検疫業
務としては，下船される方に対して
サーモグラフィーを用いた検疫を
行っています。また巡回診療業務で
は黄熱病の予防接種事務のお手伝い
をさせていただいています。

② 検疫所を志望した理由

訪日外国人の増加に伴い、海外と
関わりのある仕事がしたいと思い志
望しました。その中でも検疫所は健
康に関わる職業であり、人の役に立
てる仕事だと感じました。また、全
国転勤により北は北海道、南は沖縄
まで行くことができ、様々な経験を
できることも検疫所の魅力に感じ志
望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
デスクに向かっての仕事だけではな
く、ネズミ族や蚊族の調査などで野外
作業が多いのが検疫所の特徴だと思い
ます。大阪検疫所では舞鶴や敦賀など
にも出張で行くこともあります。様々
な場所で業務を行えるというのは検疫
所ならではの魅力だと思います。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は趣味のスポーツ観戦に行っ
たり、テレビをみたりしています。
私の所属している大阪検疫所はオ
リックスの本拠地である京セラドー
ムに近いので休みの日にはよく観戦
に行きます。

学生へのメッセージ

就職活動お疲れ様です。検
疫所の仕事というのは皆さん
にとってあまりなじみのない
ものかもしれません。しかし

人々の健康のために無くては
ならない仕事だと働いていて
感じました。皆さんの将来の
選択肢として検疫所があるな
ら嬉しいです。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.14 】
所属

大阪検疫所
総務課
経理係

氏名

林

翔太郎（平成31年採用）

① 現在の担当業務について
経理係では、各課から要望があっ
た物品の購入や支払い、物品及び備
品の管理を行っています。
また、会計に関する集計データ等
を厚生労働本省へ報告することも経
理係の業務の一つです。

② 検疫所を志望した理由

業務説明会や官庁訪問の際に、検
疫所とその業務について初めて知る
ことができ、感染症の脅威から日本
を守るという使命感のある業務に魅
力を感じ、検疫所を志望しました。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は、友人と会って出かける日
もあれば、自宅で音楽鑑賞・映画鑑
賞・読書などしている日もあります。
仕事のことは考えず、気ままに過ご
しています。

学生へのメッセージ

就職活動では、あらゆるこ
とに興味を持って、いろいろ
な仕事を知ることが重要だと
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
現在担当している経理業務に関して
は、デスクワーク中心で作業量が多い
業務ではありますが、期限や優先順位
を考えて自分で担当業務の計画を立て
られる点が魅力の一つです。検疫所の
事務官は、デスクワークだけでなく船
舶の検査や海港での検疫といった、
様々な業務を経験することができると
いう点も魅力であると思います。

思います。是非、積極的に業

務説明会や官庁訪問に参加し
て、自分がやってみたいと思
える仕事を見つけてください。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.15 】
所属

関西空港検疫所
検疫課
検疫係

氏名

浦

麻美（平成29年採用）

① 現在の担当業務について
海外からの感染症の侵入を防止す
るために、サーモグラフィー等を用
いて、入国者の健康状態を確認する
検疫業務が主な業務です。入国審査
前の検疫検査場で行うブース検疫が
ほとんどですが、機内に体調不良者
がいるとの連絡を受けた場合には、
航空機が到着してすぐ機内に乗り込
み、乗員乗客の健康状態を確認する
機内検疫を実施することもあります。
② 検疫所を志望した理由

日本には存在しない感染症が流行
している国々から、毎日非常に多く
の方が帰国・来日しています。そん
な国際化が進んだ日本において、空
港や港といった水際から国民の健康
を守るという使命感ある業務内容に
大きな魅力を感じ、検疫所を志望し
ました。

④ 趣味や休日の過ごし方
仕事は仕事、休みは休みでメリハ
リのついた生活を送るように心がけ
ています。映画を見に行ったり、買
い物に出かける日もあれば、一日中
家でのんびり過ごす日もあります。

学生へのメッセージ

就職活動中は辛いことや不安
なことが多いですが、「この仕
事がやりたい」という思いは大
きな励みになると思います。ぜ

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
健康相談室や機内で体調不良者と接
しているとき、水際対策の最前線で働
いているというやりがいを感じていま
す。また、私は現在の業務に携わるま
で感染症に関する専門的な知識はほと
んどありませんでしたが、周りの上司
や先輩方が親切に教えて下さいます。
検疫所は日々業務を通じて、日々多く
の事を学ぶことができる職場です。

ひ多くの官庁や企業の説明会等
に足を運び、職場の雰囲気を肌
で感じ、直接話を聞いてみて下
さい。きっと自分のやってみた
い仕事が見つかるはずです。そ
の中で、検疫所という職場を選
んで頂けたらとても嬉しいです。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.16 】
所属

氏名

関西空港検疫所
総務課
庶務係
福本

儀鷹（平成29年採用）

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

① 現在の担当業務について
関西空港検疫所で働く職員の給与、
賞与、旅費の計算や共済組合関係の
手続き等を行っています。
その他、採用や人事異動に関する
手続きについても行っており、多く
の職員と関わる業務内容になってい
ます。
② 検疫所を志望した理由
訪日外国人の増加から見られるよ
うに国際的な人的流動はより活発化、
多様化していくことが予想される中
で、同時に高まってしまう感染症流
入のリスクから国民を守る仕事をし
たいと思い、検疫所を志望しました。
採用から２年半ほど経ちましたが、
検疫所の果たす役割の重要性につい
て日々、肌で感じています。

④ 趣味や休日の過ごし方
現在は地元を離れて働いているの
で、その土地の観光や食事を楽しむ
ことが多いです。
総務課は土、日、祝日が休みと
なっていますので遠出をしてみたり、
帰省して地元の友人と会うこともあ
ります。

学生へのメッセージ

採用活動の中で初めて検疫
所を知った方もいるかもしれ
ませんが、全国各地で多くの

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
業務の幅が広く、様々な経験ができ
るので、常に刺激を受けながら働くこ
とができます。私自身、今年から初め
て総務課で働き始め、新鮮な気持ちで
日々働いています。
事務官だけでなく、専門的な知識を
持った医師、看護師、技官の方とも共
に働くことができ、様々な学びを得る
ことができるのも魅力の一つです。

職員が、国民の健康を守るた

めに精力的に働いています。
様々な選択肢があると思い
ますが、その一つとして検疫
所で働くことについて、是非
ご一考ください。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.17 】
所属

神戸検疫所
検疫衛生課
検疫係

氏名

萩原

健太（平成29年採用）

① 現在の担当業務について
海外から感染症が国内に侵入しな
いよう、入港してきた客船に乗り込
み入国者に対し、サーモグラフィー
などを使用して健康状態の確認をし
ています。
また、他にも感染症を媒介するお
それのあるネズミや蚊の生息状況に
ついての調査や、事務所において書
類審査形式の検疫である「無線検
疫」の業務もしています。

④ 趣味や休日の過ごし方
観光地を巡るのが好きなので、休
日は関西各地の名所に足を運んでい
るほか、勤務日とのメリハリをつけ
るため、自宅でのんびりすることも
あります。

② 検疫所を志望した理由
検疫所という機関を知ったのは実
は官庁訪問の時でしたが、エボラ出
血熱やデング熱などがちょうど話題
になっていたこともあって、海外由
来の感染症から国民の健康を守るこ
とに強い興味を持ち、志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
２０２０年東京五輪や２０２５年大
阪万博など、訪日外国人の数は今後も
ますます増加することが予想されてい
ますが、それに伴って海外由来の感染
症が日本に侵入するリスクも高まって
きています。そのため、検疫所の役割
がより重要になっています。

学生へのメッセージ

現在3年目ですが、これまで
に業務で使用する物品の発注や
給与計算の業務を担当するなど、
検疫所ではデスクワークから現
場まで幅広く経験を積むことが
出来ます。

感染症対策という仕事に少し
でも興味がある方はぜひ業務説
明会や官庁訪問に参加してみて
ください。

その中で国民の健康を最前線で守る
ということにやりがいを感じられるの
ではないでしょうか。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.18 】
所属

氏名

神戸検疫所
総務課
経理係
鳩岡

元輝（平成31年採用）

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

① 現在の担当業務について
輸入食品の検査に必要な薬品や消耗
品の発注・支払業務、給与の支払業務、
会計検査院に報告する書類の作成など
を行っています。ADAMSといった会
計システムを使用したり、小切手を作
成し、銀行に持ち込んだりすることも
あります。
② 検疫所を志望した理由
元々「安心・安全な社会をつくり
たい」との思いから、公安職系の国
家公務員を志望していましたが、感
染症の脅威から日本を守るというと
ころに共感を得て検疫所を志望しま
した。また、実際に船舶や航空機の
検疫といった現場に出向くことや、
人事や経理といった裏方の仕事まで、
業務の幅広さが魅力に感じたのも理
由の1つです。

④ 趣味や休日の過ごし方
休みの日は、家でゆっくり過ごし
たり、神戸に住むのは初めてなので、
街中を散策しています。まとまった
休みが取れたときは遠出したり、大
学時代の友人に会いに行くようにし
ています。
学生へのメッセージ

一言に国家公務員といっても、
様々な仕事があり、その中から
自分に合った仕事を探すのは大
変かもしれません。
興味がある省庁はもとより、

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

あまり興味を持っていない省庁

1年目であっても、金額の大きい発
注や支払いといった責任の重い業務を
任されているのが魅力だと思います。
また、それらの業務は会計法や人事
院規則などの法令に基づいており、一
つ一つ確認しながら業務を進めていく
ことは大変ですが、以前よりもスムー
ズにこなせたときは成長を実感し、や
りがいを感じます。

の説明会も行ってみると、新し
い世界が広がるかもしれません。
その中で是非とも検疫所を選
んでいただければ幸いです。皆
さんと一緒に働ける日をお待ち
しております。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.19 】
所属

氏名

広島検疫所
検疫衛生課
検疫係
久良

有希（平成30年採用）

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

① 現在の担当業務について
検疫業務として、海外から来航し
てくる船舶の乗組員や乗客の健康状
態を確認します。
他にも船舶の衛生状態を検査する
船舶衛生検査や、指定区域にトラッ
プを仕掛けてネズミや蚊の捕獲を行
う港湾衛生調査、黄熱の予防接種の
受付も行っています。

② 検疫所を志望した理由

合同説明会に参加して、日本国内
に常在しない検疫感染症が日本に侵
入しないよう、水際で国民の健康状
態を守るという使命感のある検疫所
の業務に魅力を感じました。
また、近年の外国人観光客の増加
やオリンピックの開催などで検疫所
の役割がより大きくなってきており、
やりがいを感じ志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所の業務は、行政職でもフィｰ
ルドワークに携わったり、医師や看護
師、食品衛生監視員の方々と一緒に働
くことが出来ます。そのため様々な知
識を得ながら働くことが出来ることが
魅力だと思います。
他にも普段立ち入れない船舶の中に
も入れることも魅力の一つです。

④ 趣味や休日の過ごし方
休みの日は家で本を読んだり映画
を見たりしてのんびり過ごしていま
す。天気がいい日には、市内を散策
したり遠出をしてリフレッシュして
います。

学生へのメッセージ

就職活動中は進路に迷うこ
とも多いと思います。検疫所
では外国船舶に乗船したり、
船長や乗組員と英語で話した

りといった刺激的な経験が出
来ます。興味がある方も、志
望官庁が決まっていない方も
是非検疫所の説明会に参加し
てみてください。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.20 】
所属

広島検疫所
総務課
経理係

氏名

谷岡

美季（平成31年採用）

① 現在の担当業務について
国（検疫所）の会計に関わる業務
を担当する経理係の中で、物品購入
の支払いや職員給与の支給等の支出
業務、会計に関するデータの作成や
報告を担当しています。
② 検疫所を志望した理由
高校生の頃から免疫学に関心があ
り、大学で専門的な学問を学んでい
く中で、卒業後は人の健康に関わる
仕事に就きたいと考えるようになり
ました。
また、好奇心があり、旅行が好き
なこともあって、世界で流行してい
る感染症について常に情報収集・国
民への情報提供を行い、入国する人
には検疫を行って感染症が国内で蔓
延することを防ぐ検疫所の役割に興
味をもち、志望しました。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は料理や外出をすることで気
分転換するようにしています。初め
て広島に住んだので、街中を散策す
るだけでも楽しいです。
元々自転車で出かけることが好き
だったので、しまなみ海道を完走す
ることを目標に、サイクリングにも
力を入れていきたいです。
学生へのメッセージ

就職活動中は、自分の将来
について悩んで、不安になる
こともあると思います。
時には友達や家族、信頼で

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
現在担当している業務は、日々業者
や出張所から届く請求書を基に支払い
を行うため、作業スピードと共に正確
性が要求されます。自分の能力不足を
痛感することも多いですが、以前より
少しでも円滑に業務をこなせるように
なると嬉しさを感じます。

きる人に話を聞いてもらって、
時間が許す限り自分の人生に
ついて考えてみてください。
皆様のご健闘をお祈りして
おります。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.21 】
所属

長崎検疫所支所
検疫衛生・食品監視課
検疫係

氏名

水摩

亜希子（平成30年採用）

① 現在の担当業務について
大まかには、船や飛行機で外国か
ら入国する方の健康状態の確認を行
う検疫業務と、外国を航行する船の
衛生状態を確認し証明書を発行する
船舶衛生検査業務、港や空港など外
国と接する場所で、感染症を媒介す
る蚊やねずみの生息状況や病原体保
有の有無をチェックする港湾衛生業
務、毎日の業務を行う上で必要とな
る事務的な業務を行っています。
② 検疫所を志望した理由
検疫所の説明会に参加し、水際で国民
の健康を守るという業務の重要性、デス
クワークだけでない多様な業務ができる
仕事の幅広さ、日本全国で活躍できる環
境など、想像よりもずっとアクティブで
使命感のある仕事内容にやりがいを持っ
て働くことができる職場だと思いました。
加えて、そのとき説明していただいた方
の人柄の良さも印象的で、是非一緒に働
きたいと思い検疫所を志望しました。

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所では職場内で様々な業務を行
えるだけでなく全国規模での転勤があ
り、新しい土地で生活することができ
ます。さらには本省や地方厚生局など
で勤務することもできるので、いろい
ろな環境で働きたいという方には非常
に魅力的な職場です。また、業務の幅
が広いぶん新しい知識に触れることが
でき、日々成長が実感できます。

④ 趣味や休日の過ごし方
休みと年次休暇を組み合わせて毎月３
連休、４連休を作り県外へ旅行していま
す。夏季休暇として長い連休もいただけ
るので、お金が貯まれば海外旅行にも行
きたいと思っています。また、早上がり
の日は午後からも時間があるのでカフェ
でのんびりしたりと休日以外も楽しんで
過ごしています。
学生へのメッセージ

検疫所にはここで書き切れ
ないくらい魅力があります。
ぜひ説明会に来て、いろいろ
と探ってみてください。選択

肢がたくさんあり悩むことだ
らけで大変な時期とは思いま
すが頑張って下さい。
もし一緒に働く日が来ればど
うぞよろしくお願いします。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.22 】
所属

氏名

福岡検疫所
総務課
経理係
藤山

諒平（平成31年採用）

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

① 現在の担当業務について
現在はデスクワーク中心で、物品
の管理・購入業務が主となっていま
す。それらを通じて、九州各地にあ
る検疫所の業務を支援していく役割
を担っています。
また、広報活動にも力を入れてお
り、検疫所の活動に興味を持っても
らえるように取り組んでいます。

② 検疫所を志望した理由

入管法改正や観光立国への取り組
みにより、来日する外国人が急増し
ています。それに伴い増加している
感染症流入のリスクを水際で防ぐこ
とを通じて、日本国民の健康を守る
とともに、外国人が安心して日本に
滞在できるようにしたいと思い志望
しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所の業務は国民の安全や健康に
直結する業務であり、大きな責任感と
使命感をもって取り組むことができま
す。今の経理の業務では実際に現場に
入るということはまだありませんが、
現場の業務を支えているという責任感
を持って経理の業務に取り組んでいま
す。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は主にスポーツ観戦や釣りに
行ったり、自宅で料理や読書をして
過ごしています。
長期休暇の時は地元に帰省して友
人と遊んだり、国内外で旅行に行っ
たりしています。

学生へのメッセージ

就活お疲れ様です。国家公務員
の官庁には様々なものがあり、ど
こを目指すか迷うと思いますが、
是非色々調べてみてください。意
外と、今まで知らなかった官庁の

中に面白そうな官庁が見つかるか
もしれません。もし、その中で検
疫所に興味を持ったなら、是非志
望してみてください。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.23 】
所属

氏名

那覇検疫所
総務課
庶務係
新垣

優（平成30年採用）

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

① 現在の担当業務について
職員の給与や旅費を支給するため
の書類作成、システム入力作業や諸
手当の届出の受理、認定に関する業
務を行っています。また、採用や異
動に係る事務手続等も行います。
総務課の仕事は所内の職員と接す
る仕事で、職員が仕事をしやすい環
境をサポートすることが役割です。

② 検疫所を志望した理由
検疫所を知ったきっかけは、官庁
合同説明会のときでした。学生の頃、
人々の生活に関わり、支援する仕事
に携わりたいと考えていました。説
明会で業務内容や実際の検疫現場を
知ることができ、国民の健康や安全
を守る検疫所で働いてみたいと思い、
志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所には事務官だけでなく、医師
や看護師、食品衛生監視員といった技
官もいます。また、検疫所は全国転勤
なので皆、出身地や前任地がバラバラ
です。そのため、一緒に仕事をしてい
く中で多くの知識を得ることができ、
視野が広がります。仕事においてもデ
スクワークだけでなく、フィールド
ワークもあるところが魅力です。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は家でのんびり過ごすことが
好きです。テレビを見たり、本を読
んだり、音楽を聴いたりします。最
近の楽しみは、旅行をすることです。
定期的に国内や海外に遊びに行きま
す。現地の文化や自然に触れたりし
て、リフレッシュしています。

学生へのメッセージ

就職に限らず大きな岐路に直
面するとき、様々な選択肢を持
つことは重要で、その中から自
分で選択した道はきっと後悔し

ないと思います。知らないから
選ばないというのはもったいな
いです。できるだけ多くの官庁
説明会に足を運んでみてくださ
い。皆様が納得のいく進路を見
つけられることを願っています。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.24 】
所属

氏名

那覇検疫所
那覇空港検疫所支所
検疫衛生・食品監視課
検疫係
東

佑樹（平成31年採用）

① 現在の担当業務について
主な業務は、海外から来航してきた
航空機に対する検疫や空港周辺の衛生
調査を実施しています。航空機に対す
る検疫業務では、日本に常在しない感
染症の侵入を防ぐために、乗客や乗務
員の健康状態をサーモグラフィーによ
る体温スクリーニングなどで確認しま
す。衛生調査では、感染症の病原体を
媒介するねずみや蚊の調査を行います。
② 検疫所を志望した理由
就職活動を行うにあたり、国民生活
の向上のために働きたいと漠然と考え
ていました。
業務説明会にて様々な官庁を巡る中
で、検疫所の説明を受けて、国民の生
命と健康を水際で守る使命感の強い業
務内容に魅力を感じ志望しました。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は、自宅で映画鑑賞や音楽鑑
賞をしてゆっくり過ごすことが多い
です。
また、まとまった休みが取れたと
きは温泉旅行に行き日々の疲れを癒
やします。

学生へのメッセージ

検疫所の業務はデスクワーク
から検疫業務及び港湾衛生業務
のように現場で行う業務等、幅
広く携わることができます。ま

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所の魅力は、業務が多岐に渡っ
ていることです。行政職で採用されて
も、デスクワークだけではなく、検疫
業務や港湾衛生業務で、現場に赴く
フィールドワークも魅力の１つです。
また、水際の最前線で国民の健康を守
ることを実感し、やりがいを感じるこ
とができます。

た、どの業務も専門性が高く、
活躍できる場が多くあるので、
自分自身の成長に繋がっている
と実感できる職場です。是非、
一度検疫所の業務説明会に足を
運んでみてはいかがでしょうか。

Quarantine Station

