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学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

輸入食品のモニタリング検査にお
ける微生物検査と検疫感染症のマラ
リア、デング熱、ジカ熱、チクング
ニア熱等の検査を担当しています。

学生時代に学んだ食品衛生や微生
物等に携わることのできる仕事に就
きたかったため、食品衛生監視員を
志しました。また、検疫所の施設見
学に行った際に職員の方がこの仕事
について、｢世間の認知度も低く地味
で裏方的だけれど、日本の食の安全
を守る重要な仕事｣と話されていたの
がとても印象的で受験するきっかけ
になりました。

食品衛生監視員の業務は輸入食品に
関するものだけでなく、入国者の検疫
感染症検査、感染症法に係る輸入動物
届出の審査、空港区域の衛生調査(蚊、
ネズミ等)など多岐にわたっています。
そのため、あまり知識や経験がない業
務に当たることも多くあります。様々
な場所で新しいことを知ったり、知識
をさらに深めたり、日々学べることも
魅力的だと思っています。

空港の近くに住んでいるため、連
休は海外旅行に行くことが増えまし
た。成田空港はLCCも多く就航して
いるので、週末でもLCCを利用して
国内旅行に出かけたりします。

② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

成田空港検疫所

検査課

検査第一係

橫井 千穂（平成28年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.1 】

学生時代は進路について悩む
ことが多いと思います。
私自身もそうでしたが、やは

り後で心残りにならない道を選
ぶのが1番だと思います。どう
せなら、やらずに後悔するより
やって後悔する方が良いという
気持ちで、何でも挑戦してみる
のが良いと思います。軌道修正
はいつでもできると思いますの
で、最初はチャレンジあるの
み！就活頑張ってくださいね。



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

輸入食品等の監視業務を担当して
います。

主に食品等輸入届出書の審査や届
出に関する電話や窓口の対応を行っ
ています。また、倉庫で実際に現物
を見て確認したり、検査用検体のサ
ンプリング等も行っています。

学生時代に食品や栄養に関するこ
とを学んでおり、食の安全に興味を
持ちました。多くの食品を輸入して
いる日本において、水際でそれらに
よる危害を防ぐことの重要性を感じ、
検疫所での仕事に興味を持ち、志望
しました。

業務を通して普段目にしないような
様々な食品に触れられることが魅力の
一つだと思います。また、業務で関
わったものが実際に店舗で販売されて
いるのを見かけたときは、日頃の業務
が生活につながっていることを実感で
き、やりがいと責任を感じます。

映画が好きなので映画館や家でよ
く映画鑑賞をしています。また、空
港に勤務しているので、休みには飛
行機を利用し遠方や海外への旅行を
楽しんでいます。② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

成田空港検疫所

食品監視課

監視係

山舘 眞穂（平成29年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

じっくり考えることももちろ
ん大切ですが、本気でやろうと
思えば何でもできます！「就職
するため」の就職活動をするの
ではなく、難しく考えすぎず就
職後の自分をイメージしてみる
といいと思います。
また、今しかできない経験を

することは必ず将来の自分の糧
になります。今後の成長につな
がるたくさんの経験を積んでく
ださい。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.2 】



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

輸入食品等の監視業務を担当して
います。
主に届出書類の審査や、届出内容

についての電話・窓口対応を行って
います。また、港の倉庫などにいっ
て現場検査や検体の採取も行い、食
品衛生法に適合している食品等が輸
入されていることを確認します。

民間の食品製造業で品質管理とし
て業務をしていましたが、業務のな
かで使用する原材料の多くは輸入品
であることを実感しました。学生時
代から多くの人の食の安全に関わる
仕事がしたいと考えており、輸入食
品を扱う検疫所の業務が、自分のし
たかった仕事に近いと考え志望しま
した。

業務を通じて食品衛生に関わる知識
を幅広く深めることが出来る点だと思
います。
また、自分が書類審査や検査で関

わった商品を店頭で見かけると、日々
の業務が食の安全を守ることに繋がっ
ていると実感でき、やりがいと責任を
感じます。

旅行が趣味で、バイクに乗って
色々な観光地に行って食べ歩きをし
たり、その時期しか見れないような
景色を見に行きます。また、近くの
温泉施設に行って終日ゆっくりして
います。

② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

東京検疫所

食品監視課

監視係

吉田 壮（平成28年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

今しか出来ないことがたく
さんあり、将来への選択肢も
たくさんあるために迷ったり
悩んだりすることは多いはず
です。しかしまずは挑戦して
みることが大切だと思います。
経験は何よりも強い自分の

武器になります。向き不向き
はやってみないと分かりませ
んが、悩み抜いて自分で決め
た道なら、大抵のことは乗り
越えることができると思いま
す。
皆様が希望する進路に進め

るよう応援しています。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.3 】



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

食品監視課では、輸入食品等の監
視指導業務を行っています。
食品衛生法に基づいて提出される

届出書類の審査や、窓口・電話対応、
それから、輸入食品が保管されてい
る倉庫やコンテナヤードに出向いて、
大腸菌や添加物、残留農薬などを検
査するための検体を採取しています。

空港や港で働くことに憧れがあり、
大学で学んだ農学系の内容を生かす
こともできる仕事を探す中で、食品
衛生監視員について知りました。
検疫所業務における、輸入食品の

安全確保や海外からの感染症の防御
という責任感ある業務内容に魅力を
感じ、志望しました。

世界中からやってくる食品等を見る
ことができるため、普段から外国食品
に興味のある人にとっては、刺激が多
く学びの多い環境です。
自分が審査したことのある食品を

お店で見かけることがあるので、自分
の仕事が直接人々の生活に影響してい
る事が分かり、やりがいを感じます。

週末は友人とご飯に行ったり、都
内の公園を散歩したりしてリフレッ
シュしています。
現在は土日祝日が休みなので、3連

休があれば、地方へ旅行に行くのが
趣味です。今後は、海外にも足を伸
ばしたいです。

② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

東京検疫所

食品監視課

監視係

畠山 真理杏（平成29年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

学生のうちは、自由に使え
る時間が多いので、様々なこ
とにチャレンジし、視野を広
げることが大切だと思います。
アルバイトや趣味など好き

なことをやっていく中で得ら
れる経験も、仕事をする上で
きっと役に立つはずです。
検疫所の業務に興味がある

方、お待ちしています。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.4 】



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

輸入食品の監視業務を行っていま
す。主に海外から輸入される食品や
食品添加物、器具・容器包装等が日
本の食品衛生法に適合しているか届
出を審査したり、現場検査における
貨物のサンプリングを行っています。

学生時代は栄養学を学んでいまし
た。以前は栄養士として介護施設で
働いておりましたが、日々の業務の
なかで輸入食品を扱う機会の多さに
気づきました。農産物だけでなく、
様々な食品を大量に輸入している我
が国にとって、輸入食品の安全性を
確保することは国民の食の安全・安
心を守ることに直結すると強く感じ、
検疫所の食品衛生監視員を志望しま
した。

カロリーベースで約６割の食品を海
外から輸入している我が国の食品の安
全性確保に貢献できることにやりがい
を感じます。
入省して間もないですが、実務経験

に関係なく、国民の健康を守る一職員
として届出の審査や検査業務に責任、
やりがいを感じ、充実した日々を過ご
しています。

休日は趣味である神社仏閣巡りや
友人と美味しいものを食べに出かけ
ることが多いです。日々の業務では
国民の食の安全を守るとても緊張感
のある仕事に従事しているため、休
みの日にしっかりリフレッシュする
ことで疲れを癒しています。

② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

横浜検疫所

食品監視課

監視係

伊藤 桃世（平成31年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

人生の節目である就職活動
は自分が何に向いてるのか、
どのような選択をすることが
正しいのか模索する時期だと
思います。
今後の将来を見据える自分

と向き合う良い機会になると
思うので、自分の興味のある
ことから徐々に視野を広げて
納得のいく道に進めるよう頑
張ってください。
応援しています。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.5 】



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

輸入食品の理化学検査（残留農
薬）を行っています。

LC-MS/MSやGC-MS/MSといっ
た高度な機器を用いて、輸入食品中
に含まれる残留農薬が基準値を超え
ていないか検査しています。

学生時代に食品衛生学や微生物学
について学びました。水際で食の安
全を確保することや、海外からの感
染症の流入の防護に努めることで、
人々の健康を守ることに貢献したい
と思い、志望しました。

検疫所では、輸入食品の監視業務や
検査業務、また検疫業務など幅広く行
われています。そのため専門的な知識
を身につけることができます。
スーパーなどで輸入食品が販売され

ているのを見かけると食の安全を守っ
ていると実感し、やりがいを感じます。

学生時代の友人と会ったり、映画
を観たりして過ごしています。
また、日々の業務のおかげで様々

な食品に興味を持つようになり、自
分が検査で関わった輸入食品をスー
パーで買って料理することを楽しん
でいます。

② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

横浜検疫所

輸入食品・検疫検査センター

検査官

鈴木 耕平（平成31年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

学生時代に様々なことを経
験しておくといいと思います。
仕事をするようになってから
それまでの経験が思わぬ形で
役に立つこともあります。
また、学生時代の友人を大

切にし、就職してからもずっ
と付き合っていけるといいと
思います。
皆さんと一緒に仕事ができ

ることを楽しみにしています。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.6 】



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

航空機及び船舶の検疫業務。蚊や
ねずみの生息調査を行い、捕獲した
個体の種の同定を行う港湾衛生業務。
輸入食品の審査やサンプリングを行
う食品監視業務。
幅広い業務を担当しています。

もともと食品や健康といった分野
に関心があり、大学では特に食品衛
生学に興味を引かれました。食品衛
生監視員の資格が取得できたことも
あり、それを生かして働くことので
きる仕事に就きたいと考えたためで
す。

食品のほか、感染症、検査、動物等
について、幅広い知識を身に付ける機
会があります。また、輸入食品の形態
の確認、検疫時における大型客船への
乗船、航空機内での蚊の調査等々、日
常においてなかなか目にすることのな
い部分に立ち会えることも魅力です。
所管する法律に違反した事例を発見

した際等には、国民生活を守っている
のだという実感が得られ、やりがいを
感じます。

② 検疫所を志望した理由

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

新潟検疫所

小松空港出張所

野澤 祥史（平成22年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

検疫所は異動の多い仕事で
す。その中で自分の希望しな
い業務や地域に配属されるこ
ともあるかもしれません。私
自身、見知らぬ土地に勤務し、
全く知識のない分野の業務を
担当することもありました。
苦労もしましたが、いずれの
場所においても、それぞれの
業務の面白さとそれぞれの地
域の良さを見つけることがで
き、良い経験ができたと思っ
ています。
皆さんも、関心のなかった

ことでも取り組んでみると新
たな発見があるかもしれませ
ん。視野を広く持ち、様々な
経験をしてみてください。そ
こで少しでも検疫所に興味を
持たれた方は、受験されてみ
てはいかがでしょうか。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.7 】



学生へのメッセージ

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、航空機および船
舶の検疫を行っております。
また、感染症の媒介種となる蚊

族およびねずみ族の侵入、定着状
況を監視するための衛生調査も
行っております。調査で蚊族およ
びねずみ族が採集、捕獲されれば、
その種の同定を行います。
感染症の疑いのある人から検体

が採取された場合、その検査を行
います。

趣味は料理です。お酒も好きなの
で、休日はお酒を飲みながら料理を
作ったりしています。

大学で学んだことを生かしなが
ら、人々の役に立てる仕事に就き
たいという思いがあり、水際で国
内の安全を守る検疫所の仕事に魅
力を感じ、志望しました。

② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

海外からの感染症侵入を防ぐた
め、また輸入食品の安全性担保の
ため、検疫所としては多様な業務
を行っており、その多くに携わる
ことができます。国民の健康と安
全を最前線で守っているという重
大な責任を日々実感する仕事です。

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

新潟検疫所

検疫衛生課

検疫係

佐藤 健太（平成31年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

現在、就職活動を行われて
いる方は、本当にお疲れ様で
す。社会及び自身の様々に向
き合わなければならず、心身
ともに疲弊していることと推
察いたします。たいしたこと
は申し上げられませんが、ご
自身でご自身の心と体をいた
わってあげることを忘れない
でください。皆様が健康で、
無事理想のお仕事に出会える
ことを心より願っております。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.8 】



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

輸入食品の監視業務を担当してい
ます。食品や器具などを輸入する際
に届出される食品等輸入届出書の内
容が食品衛生法に適合しているか審
査する他、輸入貨物に関する電話対
応などしています。
また輸入貨物が届出された内容と

一致しているか確認する現場検査や
農薬等のモニタリング検査のための
検体採取も実施しています。

大学で専攻していた食品衛生学の
知識を生かせる仕事として食品衛生
監視員の存在を知りました。
食品の安全を水際で守るという役

割と全国を周る勤務形態に魅力を感
じ、志望しました。

業務を通して世界中からやってくる
食品を見ることができ、馴染みのない
珍しい食品に触れることができるのは
魅力の一つだと思います。
また検疫所では輸入監視業務だけで

なく、検疫衛生や検査業務など幅広い
業務を行っています。どの業務も国民
の健康・安全を守るために行われてお
り、責任も大きいですがその分やりが
いも大きいと感じています。

シフト勤務のため土日休みとは限
りませんが、休日は料理をしたり、
本を読んだり、ゆったりと過ごして
います。
全国転勤で今まで訪れたことのな

い場所へ行き、各地の観光名所を自
転車で巡るのを楽しみにしています。

② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

中部空港検疫所支所

食品監視課

佐野 実（平成31年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

多数の選択肢から一つ
の進路を決めるのは大変
なことだと思いますが、
幅広い視野で様々なこと
に興味を持って挑戦して
みてください。
積み重ねた経験が自分

の武器となり、将来の選
択肢を増やすことにつな
がります。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.9 】



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

食品監視課では、日本に輸入され
る食品の届出書類を審査したり、輸
入業者の窓口・電話対応を行います。
また、輸入食品が保管されている場
所まで行き、検査するための検体を
採取しています。

大学では農芸化学を学んでいたこ
とと、食品に関わる仕事に携わりた
いと考えていた中で、食品衛生学の
講義で食品衛生監視員について知り、
調べていくうちに業務内容に惹かれ
たので志望しました。

食品に関連する知識や経験を業務を
通じて得られることは魅力的だと思っ
ています。また、輸入食品の監視業務、
食品の検査や検疫衛生業務を含め、
日々の業務が人の生活の安全に直結し
ており、貢献できるということにやり
がいを感じています。

休日はロードバイクに乗って名古
屋市内を散策したり、隣の県まで出
かけることが多いです。
美味しい物を食べることが好きな

ので名古屋飯をこれから堪能してい
きたいと思っています。

② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

名古屋検疫所

食品監視課

監視係

平田 瑛嗣（平成３１年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.10 】

学生の限られた時間の中でも勉学
やアルバイト、趣味なども含めて
様々なことに挑戦してみてください。
その中で得られた知識や経験は今後
の人生選択においての糧になると思
います。
就職活動の時期は悩んだり不安に

なることが多いと思いますが、そう
いったことから逃げずに向き合って
いけば自分が納得できる結果になる
ので頑張ってください。



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

輸入食品の監視業務をしています。
具体的には食品等を輸入する際に必
要な書類を審査したり、実際に貨物
を見に行って検査に必要なサンプル
を取りに行きます。
まだまだわからないことがありま

すが、丁寧に指導してもらいながら
日々学んでます。

大学のシラバスで食品衛生監視員
という仕事を知り、興味を持って調
べたことがきっかけです。そこで検
疫所には海外から輸入される食品を
監視する役割があることを知りまし
た。
国民の食の安全を守るとともに、

どんな食品が日本に入ってくるのか
現場で見てみたいという思いから志
望しました。

食の安全を守るというわかりやすい
役目があるため、やりがいを感じるこ
とができます。海外からヒトや物の出
入りが増えている今、検疫所はより重
要な機関になっていくと思います。

休日は自転車で近所の観光地やお
いしいお店を探しに出かけたりして
のんびり過ごしています。大阪での
生活は初めてなのでこれからいろい
ろな場所に足を運んで行きたいと思
います。
趣味は海外旅行と温泉に行くこと

です。

② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

大阪検疫所

食品監視課

監視係

柴田 優太朗（平成31年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

将来の仕事を考える中で
様々な選択肢があり、悩む方
も多いと思います。私は就職
活動をしてみて、実際に足を
運んでみることが大事だと感
じました。施設や雰囲気で
あったり、一度行ってみるだ
けで印象が大きく変わること
があったからです。
興味のある仕事のイベント

には是非、足を運んでみてく
ださい。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.11 】



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

海外から持ち込まれた食品等が日
本の基準に適合しているかどうかを
届出を元に確認する審査業務と、実
際に輸入される食品が保管されてい
る倉庫に出向き、届出通りかどうか
を確認し、日本の基準に適合してい
るかを確認するための検査に必要な
検体を採取するモニタリング業務が
あります。

食の安全を守る仕事をしたいと思
い、様々な業種を調べた中で、国に
おける食の安全を担っている食品衛
生監視員という仕事があることを知
りました。幸運にも、自身の出身学
部で食品衛生監視員の受験資格があ
るとわかり、志望しました。

海外旅行に行く際は食中毒に気をつ
けるように、とよく言われますが、日
本の食料もカロリーベースで約60％
が海外から輸入されています。海外か
ら輸入された品が日本で食中毒を起こ
さず流通していることの一端を担って
いることは、とても魅力的なことだと
思います。

インターネットで映画などを見な
がら食事をしたり、本を読んだりし
ています。最近はスマホで本が読め
たり、定額で動画が見放題のサービ
スがあるので助かっています。② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

大阪検疫所

食品監視課

監視係

南園 真哉（平成３１年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

自身の将来について、明確
な目的やビジョンを持って就
職活動ができる人は少ないと
思います。実際に就職活動を
始めてみると、世の中には想
像より多くの職種があること
がわかると思います。
どのような基準で仕事を選

ぶかは人それぞれですが、ま
ず行動することが今後に繋が
るよい経験となると思います。
希望する進路に行けるよう、

みなさん頑張ってください。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.12 】



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

検査第一係では、大きく分けて２つの業務

を担当しています。

一つ目は食品衛生法に基づいた輸入食品の

微生物検査（サルモネラ、リステリア、大腸

菌群等）です。輸入食品による国民の健康被

害を防止するために、病原微生物等に汚染さ

れていないか検査しています。

二つ目は検疫法に基づいた感染症検査（デ

ング熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染

症、マラリア、MERS、鳥インフルエンザA

等）です。日本に常在しない感染症が侵入す

るのを防ぐために、感染疑いのある帰国者の

血液や咽頭拭い液等を用いて検査しています。

元々、食品の安全に関心があり、大学時代

に教授から食品衛生監視員を勧められたのが

きっかけです。そこから検疫所の存在を知り、

調べていくうちに輸入食品だけでなく、感染

症の水際対策も行っていることを知りました。

公務員として、行政の立場から国民の健康を

支えるこの仕事に魅力を感じ、志望しました。

検疫所では、輸入食品の監視業務や検査業務、

そして検疫業務など幅広く行われています。そ

の全てが国民の健康を守るための重要な役割で

すので責任は重大ですが、とても魅力的である

と感じます。

入省してまだ一年ちょっとですのでやりがい

はまだ分からず日々勉強ですが、責任を持って

仕事に努めています。

ショッピングが趣味なので休日は大阪市内

のデパートやショッピングモールに出かける

ことが多いです。

また、関西空港に配属されたのを良い機会

に、LCCを利用して帰省や旅行を楽しんでい

ます。

② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

関西空港検疫所

検査課

検査第一係

丸山 繭（平成29年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

数多くの選択肢の中から一つの進路
を決めるのは大変なことだと思います
が、幅広い視野で色々なことに興味を
持って積極的に行動してみてください。
検疫所は幅広い業務で様々な職種の

方々が活躍されています。また、女性
職員も多いので、女性の方にとっても
働きやすい職場であると感じます。食
品の安全や感染症に興味・関心がある
方はぜひ検疫所を選択肢の一つに入れ
ていただけたら嬉しいです。
みなさんの希望する進路が実現する

よう祈っています。後悔しないように
頑張ってけろ（＾＾）！！（山形風）

検疫所 先輩職員の紹介【 No.13 】



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

輸入食品等監視業務を行っていま
す。具体的には、届出の審査や行政
検査・モニタリング検査のサンプリ
ング業務を行っています。
関西空港検疫所は、港の検疫所と

は異なり倉庫が全て徒歩圏内のため、
「10分後に検査を！」と言われるこ
ともあります。機動力が求められる
職場かなと思います。

学生時代に食品衛生学研究室に所
属をしていたこともあり、就職を考
える際に、食品衛生監視員として、
輸入食品の安心・安全を守る仕事に
魅力を感じました。

日本に輸入される食品について、幅
広く見識を深めることができます。国
民の安心・安全を守る、ということは
非常に責任を感じる部分もありますが、
その分やりがいにもつながっているの
かなと感じます。全国転勤という点も、
いろいろな土地で暮らしてみたい人に
は向いているかと思います。

就職して初めて関西に住むことに
なったので、休みの日は近隣の府県
に観光しに行ったりしてます。また、
関西空港は格安航空の発着拠点とも
なっているので、ふらっと旅行した
りもします。

② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

関西空港検疫所

食品監視課

監視係

豊田 亜美（平成29年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

就職先を考える際に、自分
がなにをしたいのか、なにが
向いているのか、悩んでしま
うこともあるかと思います。
しかし、実際やってみないと
わからないことも多いので、
とりあえず興味のあるものは
なんにでも首を突っ込んでみ
た方がいいのかなと思います。
少しでも興味のある方は、

ぜひ受験してみてはいかがで
しょうか。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.14 】



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

食品等を輸入する際には、輸入者
から届出書が提出されますが、その
内容が食品衛生法に適合しているの
か審査を行います。また、倉庫など
に出向いてモニタリング検査のため
のサンプリングを行います。窓口・
電話対応では、輸入者や通関代理店
の方とやり取りをすることが多く、
コミュニケーション能力も必要な仕
事であると感じています。

大学では、管理栄養士養成課程を
履修していました。病気になってか
らの栄養管理も大切ですが、食品に
よって引き起こされる危害の発生を
未然に防止することは、より多くの
人の健康を守ることに直結すると感
じ、この仕事に興味を持ちました。

輸入食品に大きく頼っている日本の
現状を考えると、とても重要な仕事で
あると改めて感じています。モニタリ
ング検査のサンプリングでは、様々な
形態の食品を見ることができ、食品等
に興味がある方にとってはとても楽し
く感じられると思います。

休日は、買い物に出かけたり、料
理や掃除をして、のんびりと過ごし
ています。
関西で暮らしたことはないので、

神戸だけでなく近隣の地域も観光で
きたらいいなと考えています。② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

神戸検疫所

食品監視課

監視係

松島 菜々子（平成31年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

就活では何が起こるかわか
らないので、少しでも興味の
あるものは説明会や試験に
行ってみるといいのではない
でしょうか。
業務内容が難しいと感じる

こともありますが、周りの先
輩方は、とても丁寧に仕事を
教えてくださいます。この仕
事に興味のある方は、是非受
験してみてください。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.15 】



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

検査センターにおいて残留農薬の
検査を担当しています。
全国の検疫所から送られてくる輸

入食品に対して、GC/MS/MSや
LC/MS/MSなどの高度な分析機器
を使用し、野菜・穀類・畜水産・加
工食品等の食品中に基準値を超える
残留農薬が含まれていないかどうか
を検査しています。

私は学生時代に食の安全を脅かす
事例が起こったことをきっかけに、
食品衛生監視員を目指しました。
周りの人の食の安全・安心に対す

る関心の強さや自分自身にその知識
がないことを実感し、それまでは栄
養という部分を重視していましたが、
食の中でも食品の安全を守る大切さ
を知り志望しました。

検査業務は専門的な技術や知識を必
要とするため、日々勉強です。その中
でも、少しずつできることが増えてい
くことにやりがいを感じています。
また、送られてくる検体の中には珍

しい野菜や果物があり、それらを実際
に粉砕したり検査をするということは
滅多にない経験だと思います。

休日は所属している吹奏楽団の練
習に参加したり、好きなアーティス
トのライブに行ったりして過ごして
います。
また、せっかく神戸に住んでいる

ので、神戸ならではの観光地に行く
ことなども楽しみの一つです。今後、
転勤先でもその土地ならではの楽し
みを見つけられたらいいなと思って
います。

② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

神戸検疫所

輸入食品・検疫検査

センター

野口 実華子（平成29年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

就職活動を始める時点で、
自分の将来がはっきりと見え
ている人は少ないと思います。
まずはたくさんのことに興味
を持って、何事にも前向きに
取り組んでみてください。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.16 】



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

①海外から輸入される食品等の届出
審査、モニタリング検査検体の採
取や貨物の確認検査

②海外から来航する船舶・航空機の
検疫

③海外から船舶・航空機が来航する
検疫港・検疫空港の港湾衛生調査

④船舶の衛生管理状況に関する検査、
国際航行に必要な船舶衛生管理に
関する証明書等の発給

大学入学時の単位選択において、
食品衛生監視員と検疫所の業務を知
り、思い切って志願しました。

検疫所では食品衛生監視員以外に
医療職や事務官等の職員が働いており、
その方々から色々な知見を学べます。
例えば、港湾衛生の分野について私

は０からのスタートでしたが、内部研
修や先輩方の指導もあって上達できま
した。
自分の知識や経験を業務に活用する

ことで、人々に身近な健康安全（病気
の予防や食品衛生等）に貢献できるこ
と、仕事の結果から職員が仕事のやり
がいと職責を実感しやすいことが検疫
所での仕事の魅力だと思います。

①サイクリング、ドライブ
②温泉・神社仏閣・史跡等の観光
③アウトドア全般
④スポーツ観戦（野球等）
等が趣味です。
休日は趣味に打ち込んだり、遊び

に来た旧友と会ったり、満喫してい
ます。

② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

広島検疫所

境出張所

柴垣 隆洋（平成21年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

学生時代は、新しい趣味・
見方・分野を探して挑戦する
ことを大事にしてください。
仕事も、一つずつでも自分

ができることや得意なことを
増やすことが重要です。
最後に、検疫所では施設の

一般公開を行うことがありま
すので、検疫所で働きたい方
も、業務に興味がある方も、
施設見学をして、検疫所の業
務を知って貰えると幸いです。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.17 】



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

食品監視課が採取した輸入食品に
対して、主に理化学的検査(食品添加
物の検査)を行っています。輸入食品
に、基準値を超える添加物が含まれ
ていないかなどを検査します。また
福岡検疫所は第一係、第二係ともに
併任がかかっているため、微生物学
的検査についても行っています。

私は薬学部の出身で、大学では薬
の副作用についてもたくさん学びま
した。その中で、病気になってから
でなく病気を未然に防ぐことが重要
だと感じました。そのためには健康
に直結する食の質が大切であると考
え、食の安全を守ることがより多く
の人の健康を守ることになると思い
志望しました。

検疫所内だけでも課によって業務内
容が全然違うので、様々な仕事を経験
できます。検査業務では、自分が出し
た検査結果によって輸入者側が大きな
損害を受けることもあるため、責任感
を持って仕事に取り組んでいます。

学生の頃に吹奏楽部に所属してい
たので、また音楽をやってみようと
思い市民楽団に参加して合奏を楽し
んでいます。また地元から友人が遊
びに来たときには、九州の観光名所
を巡ったりしています。

② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

福岡検疫所

検査課

検査第二係

渋谷 菜摘（平成29年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

私が食品衛生監視員という
職種を知ったのは、大学で行
われた国家公務員の説明会が
初めてでした。こんなふうに、
あまりよく知らない職種の説
明会でこそ自分がやりたいと
思える仕事に出会えるかもし
れません。いろいろ悩んで大
変な時期かと思いますが、ぜ
ひ自分自身が納得のいく進路
を見つけてください。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.18 】



学生へのメッセージ

① 現在の担当業務について

私は保健学科の出身で臨床検査技師
の資格を持っています。大学時代に
病院での実習を通して、病に苦しむ
患者さんの命だけでなく、国民すべ
ての方の健康や食の安全を守りたい
と強く思い、この食品衛生監視員の
道を選びました。

フルマラソンやトレイルランニング
が趣味なので、休日は大会に出場し
たり、登山道を走ったりしています。
また、食べることが大好きでイン
ターネットで店を調べたり、街に出
かけ美味しい店を探すことも好きで
す。特にケーキなど甘いものが好き
なので最近はスイーツ店巡りに夢中
になっています。

② 検疫所を志望した理由

④ 趣味や休日の過ごし方

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

福岡検疫所

食品監視課

監視係

時任 直彦（平成30年採用）

所属

氏名

Quarantine Station

就職活動は大変だと思います
が、学生生活の中で様々な経
験を積んで自分の希望する道
に進めるように頑張ってくだ
さい。
また、いろいろな人の出会い
や活動を通じてたくさん友達
を作って、有意義な学生生活
を過ごしてください。
そして、食品衛生監視員に興
味がある方はぜひ受験してみ
てください。

検疫所 先輩職員の紹介【 No.19 】

輸入食品等の監視業務に携わってお
り、主に食品等輸入届出の審査、届
出に関する電話や窓口の対応を行っ
ています。また、倉庫に出向き、実
際に貨物を見て届出と齟齬がないか
確認したり、検査用検体のサンプリ
ング等を行っています。

検疫所は人の健康や食品の安全に
貢献することができ、その業務は
私達の日々の生活に直結していま
す。
業務の中で大変なこともあります
が、自分の手で日本の食品の安全
を守るというスケールの大きい仕
事に携わることができます。そこ
が食品衛生監視員の仕事の魅力で
す。


