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検疫所 先輩職員の紹介【 No.1 】
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

畠山

真理杏（平成29年採用）

① 現在の担当業務について

国際線航空機の検疫業務や、感
染症のPCR検査、海外渡航者の
健康相談・予防接種業務、空港周
辺の蚊族・ねずみ族調査、輸入食
品の届出審査・モニタリング検査
など幅広い業務を行っています。

② 検疫所を志望した理由

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。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

検疫所で働く食品衛生監視員は、
輸入食品の審査や検査業務だけで
なく、希望すれば、港湾衛生業務
や、地方
厚生局での業務など全く異なる分
野の仕事も経験できます。同じ食
品監視業務であっても港と空港で
は輸入される食品の種類も全然違
います。これだけ様々な業務に携
われるのは検疫所ならではだと思
います。

④ 趣味や休日の過ごし方
美味しいものを食べるのが好きな
ので、宮城や東北の美味しいもの巡
りをしたいのですが、新型コロナウ
イルスの影響で外出は自粛し、休日
は、家で料理をすることが多いです。

学生へのメッセージ

検疫所では、専門的な知識
が必要になりますが、これら
は実際に業務を遂行する中で
覚えていくことが多いと思い
ます。また、チームで働く職
場なので上司や先輩がサポー
トしてくれますし、研修制度
も充実しています。
検疫所の業務に興味がある
方、一緒に働けるのを楽しみ
にしています。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.2 】
所属

氏名

成田空港検疫所
食品監視課
監視係
秋山

知聖（令和2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
輸入食品等の監視業務を担当して
います。届出書類が食品衛生法に適
合しているかの審査や届出に関する
窓口・電話対応を行っています。
また、倉庫でモニタリング検査の
ための検体採取や貨物確認検査も行
います。
② 検疫所を志望した理由
大学では管理栄養士課程を専攻し
ていました。食品の安全を守ること
は多くの人の健康を守ることにつな
がることから、食品衛生に興味を持
つようになりました。日本は多くの
食品を輸入していますので、その安
全性を監視し水際で国内に入ること
を防ぐという責任ある仕事に魅力を
感じ志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
日々の業務を通して様々な食品に触
れることができ、食品に関する幅広い
知識を得られることが魅力だと思いま
す。
また、食品の安全を守るという責任
ある仕事でやりがいを感じます。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は自宅で映画鑑賞をして、の
んびり過ごしています。また、天気
が良い日にはドライブに行ったりも
します。
空港に勤務していますので、今後
は飛行機を利用して遠方への旅行に
も行ってみたいと思っています。

学生へのメッセージ

就職活動の時期は自分の進
路について思い悩むこともあ
ると思いますが、自分らしさ
をなくさないで自分が納得出
来るよう最後まであきらめず
に頑張ってください。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.3 】
所属

成田空港検疫所
検査課
検査第一係

氏名

小倉

優李（令和２年採用）

① 現在の担当業務について
私は検査第一係に所属しており、
食品衛生法に基づく微生物検査（リ
ステリア、サルモネラ等）と検疫法
に基づく検疫感染症検査（デング熱
等）を担当しています。
② 検疫所を志望した理由
大学の授業でこの仕事を紹介して
もらい、検疫所が輸入食品の検査や
感染症の水際対策を行っていること
を知りました。将来は食品に携わる
仕事をしたかったこともあり、調べ
ていくうちに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
検査課では食品と感染症を両立して
検査を行うので、最初は覚えることが
多くとても大変でした（今も勉強中で
すが、、）。ですが、自分の仕事の結
果が国民の安全を守る一助となってい
るのでやりがいはあります。新しい食
品に出会ったり、知識をさらに深めた
りと学べることは多いです。

④ 趣味や休日の過ごし方
サウナがマイブームなので、週に
一回は温泉に行ってサウナに入り、
体の調子をととのえております。
家ではNetflixでアニメやドラマを
見ています。この頃は進撃の巨人に
はまっています。コロナ禍が終われ
ば海外旅行に行きたいです。

学生へのメッセージ

将来を考えることは、とて
もエネルギーの必要なことで
大変な思いをしている人が多
いと思います。後から考える
とその時間はとても貴重だと
感じたので、可能な限り模索
してみてください。
また、今いる友達を大切に
してください。
皆さんと一緒に働ける日を
楽しみにしています！
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.4 】
所属

東京検疫所
千葉検疫所支所
検疫衛生・食品監視課

氏名

山下

ひとみ（令和2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
食品等を輸入する際には、輸入者
から食品等輸入届出書が提出されま
す。その内容が食品衛生法に適合し
ているのかを審査しています。また、
倉庫やコンテナヤード、サイロ等に
出向いて実際に現物を確認したり、
モニタリング検査のためのサンプリ
ングをしたりしています。
② 検疫所を志望した理由
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
人々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。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
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日本の現状からす
ると、とても重要な仕事であると感じ
ています。
また、業務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。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は料理をしたり、本を読んだ
り、散歩をしたりしてのんびりと過
ごしています。
新型コロナウイルスの感染が収ま
り、気軽に出かけられるようになれ
ば、旅行にも行きたいと思っていま
す。

学生へのメッセージ

学生時代に、様々なことを
経験しておくと良いと思いま
す。将来について悩むことも
多いと思いますが、自分の
やってみたいことや興味のあ
ることに、何でも挑戦してみ
てください。きっとその経験
が将来の自分の糧になります。
皆さんが希望する進路に行
けるよう、応援しています。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.5 】
所属

東京検疫所
検査課
検査第二係

氏名

可香

敦子（令和2年採用）

付願います。

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
ける理化学検査を行っています。
HPLC(高速液体クロマトグラフ)、
TLC(薄層クロマトグラフ)やアルカ
リ滴定法などの検査法を用いて、食
品中の食品添加物を定量試験または
定性試験を行って日本の食品衛生法
などの規格に適合しているか検査を
しています。
② 検疫所を志望した理由
大学では栄養について学んでいま
した。在学中に、現役で食品衛生監
視員をされている方からお話を聞く
機会があり、それがきっかけでこの
仕事に興味を持ちました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
自分の行った検査の結果が、その食
品の輸入の可否に影響することがあり
ます。そういった点で責任の重い仕事
ではありますが、その分やりがいも大
きいです。
また、検疫所では検疫に関する業務
も行います。昨年度は検疫業務応援で
羽田空港の検疫所に行く機会もありま
した。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は友人と食事に行ったり、映
画を観たりしています。あまり外出
をしなくていいように、最近はお互
いの家でゲームをしたりすることも
多いです。

学生へのメッセージ

学生生活は周りが思っている以上
に忙しくて大変で、そんな中で将来
のことまで考えるのはとても難しい
と思います。あれもこれもと一人で
抱え込まずに、つらい時や困った時
は身近な人に相談するのも大切で、
自分以外の人の意見を取り入れるこ
とで案外すんなりいくことも多いで
す。
この情勢の中で不安を感じること
も多々あると思います。苦しく感じ
たときは少し休んで、あまり無理を
しないように頑張ってください。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.6 】
所属

横浜検疫所
食品監視課
監視係

氏名

上野

恵理（令和2年採用）

① 現在の担当業務について
輸入される食品や器具等の安全性
を確保するため、輸入時に届出され
る届出書の審査を行い、食品衛生法
への適合を確認しています。
また、輸入食品等の衛生状況を把
握するため、保管倉庫等で現物を確
認したり、試験分析のための採取を
行っています。
② 検疫所を志望した理由
大学の講義で、食品衛生監視員と
いう職業の存在を知ったことがきっ
かけです。なお、職業選択にあたっ
ては、食品衛生に携わる仕事を希望
したことに加え、国内流通する食品
で高い割合を占める輸入食品につい
て、直接的に関与できることから検
疫所を志望しました。

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
この仕事を通じて、衛生管理に必要
な技術を習得したり、食品固有のリス
クの知識を深化できる点が魅力です。
日本の食生活は輸入食品に大きく依
存しているため、日々の業務が国民の
命を守っていることに自負と責任、そ
してやりがいを感じています。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日はゲームをしたり、家事をし
たりして、ゆっくり過ごします。
最近の趣味は編み物なので、黙々
と編むことで疲れを癒やしています。
学生へのメッセージ

就職活動は、自分の将来をよく
考えるいい機会です。様々なこと
を積極的に学んで、考えていく過
程はとても大切です。不安な気持
ちになりがちかと思いますが、一
人で抱え込まずに、周りに頼りま
しょう！自分ではなかった視点で
物事を見ることができますよ。
今は大変な時期かと思いますが、
納得のいく選択ができるよう、頑
張ってください。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.7 】
所属

横浜検疫所
輸入食品・検疫検査センター

検査官
氏名

市川

洋佑（令和３年採用）

① 現在の担当業務について
畜水産動物には、病気の治療や予
防などの目的で医薬品が用いられる
こ と が あ り ま す 。 私 た ち は 、 LCMS/MSやHPLCという機械を用いて、
食肉・魚介類中の残留薬物が基準値
を超えていないか検査しています。

④ 趣味や休日の過ごし方
私の職場は土日が休みなので、土
曜日は外出して、日曜日は家で映画
やドラマを見ています。外出する際
はもちろん感染拡大防止に十分努め
ています。

② 検疫所を志望した理由
私は６年制の薬学部出身です。
元々は医療現場で働こうと考えてい
ましたが、病院や薬局で患者さんと
接するうちに、病気の人だけでなく、
健康な人の役にも立ちたいと考えま
した。就活の時に食品衛生監視員の
ことを知り、この仕事に魅力を感じ
ました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
スーパーで買い物をするときに、食
材を見ると、つい私たちが行った検査
を経て店頭に並んでいるのかと考えて
しまいます。食品は誰もが口にするも
のであり、皆さんの健康を守っている
と思うと、やりがいと責任を感じます。

学生へのメッセージ

私は、初めに志望する業種の
幅を広くとり、そこから絞って
いく形で就活を進めてきました。
６年生の時点でまだ迷いがあり
ましたので、当時の自分で目指
せる職種をできる限り挙げ、自
問自答を繰り返し、最善の選択
ができるように努めました。
就活の進め方は人それぞれか
と思います。皆さんが希望する
進路に進めるよう、応援してお
ります。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.8 】
所属

氏名

新潟検疫所
小松空港出張所
白井

麻里子（平成２９年採用）

① 現在の担当業務について
私は空港の食品監視課採用でした
ので、輸入食品の審査やサンプリン
グ業務を担当していました。今年度
より小松空港出張所に配属となり、
食品監視業務に加え、航空機および
船舶の検疫業務、港湾衛生業務(蚊・
ねずみの生息調査、捕獲した個体種
の同定)など幅広い業務を担当してい
ます。
② 検疫所を志望した理由
食について深く研究し、自分が開
発した商品で「人々の心身を健康に
したい」と考え、大学では食品の機
能性やヒトの味覚について研究して
いました。就活に際して、食品業
界・企業について情報収集する中で、
食品原料の多くを輸入に依存してい
る現状を目の当たりにしました。
色々悩んだ末、人々の健康に寄与で
きるのがこの仕事だという考えに至
り、食品衛生監視員として検疫所で
働く道を選びました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
海外からヒト・モノの往来が活発な
現状を踏まえると、時には我々が緊張
感を持って最前線で対応する場面が増
えつつあります。この仕事はあまり目
立つ仕事ではありませんが、家族や友
人も含めた多くの人々の健康と生活を
陰で支えることができるため、やりが
いと責任を感じています。
また、海外から輸入される珍しい食品
を見ることができる点は魅力的です。

④ 趣味や休日の過ごし方
史跡巡りが好きなので、各地の城、
城址、寺社などを散策しています。
最近、北陸に転勤したので、北陸地
方の史跡を巡りたいと考えています。
今は外出を自粛しているため、休日
はミュージカルや映画の曲をピアノ
で演奏したり、北陸地方の歴史に関
する本を図書館で借り、史跡巡りの
計画を立てています。
学生へのメッセージ

就職活動は自分を見つめ直
す貴重な機会です。仕事につ
いてイメージできない部分も
多いと思うので、ぜひこの機
会を活用し、様々な業界の社
会人の先輩やご両親に仕事内
容や仕事観を尋ねてみてくだ
さい。その中で、ご自身が大
切にしたい軸は何かをしっか
り考え抜くことで、自分が輝
ける場所と出会えるはずです。
そして、それが検疫所であれ
ば、大変嬉しいです。応援し
ています！
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.9 】
所属

新潟検疫所
食品監視課
監視指導係

氏名

立石

木胡（令和2年採用）

① 現在の担当業務について
主な業務は輸入食品の監視業務と
して、輸入食品の届出審査とモニタ
リング検査の検体採取を行っていま
す。また、時には検査業務として新
型コロナウイルスなどの感染症検査
や、蚊やねずみといった衛生動物の
検査を行うこともあります。
② 検疫所を志望した理由
大学では農学部で食品化学を専攻
していました。進路を考えたときに、
自分が学んできた学問を生かし、社
会に貢献できる仕事に就きたいと思
い、志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所での仕事は、海外と日本の間
をつなぐためにとても必要な役割を
担っています。食品監視業務では、普
段見ないような珍しい輸入食品と出会
えることが魅力的です。また、食品監
視以外にも様々な業務があるので、た
くさんの経験ができます。海外を相手
にするという、大きなスケールで仕事
ができることにやりがいを感じていま
す。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は切り絵をしたり、楽器を演
奏したりして過ごしています。最近
のマイブームはお菓子作りです。基
本的に指先を使う細かい作業が好き
なので、今後いろんな物作りに挑戦
しようと思っています。
学生へのメッセージ

今の時間を大切にし、様々
なことに挑戦してみてはいか
がでしょうか？新しい自分に
出会えるはずです。
今後、就職活動をしていく
中で、悩んだり苦しい思いを
したりすることがあると思い
ます。そういうときには、就
職する上で自分の絶対に譲れ
ない部分を決め、それを中心
に考えてみてください。
みなさんが希望の進路に進
めることを応援しています！
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.10 】
所属

中部空港検疫所支所
食品監視課

氏名

田中

雄基（平成30年採用）

① 現在の担当業務について
日本に輸入される食品等の監視業
務を行っています。
輸入される食品や器具等が日本の
食品衛生法に適合している事の審査
や、モニタリング検査を行うために、
実際に輸入される食品が保管されて
いる倉庫に出向いて届出どおりかど
うかを確認し、必要な検体の採取等
の業務を行っています。
② 検疫所を志望した理由
学生時代に食品衛生について学び、
その知識を活かすことができる仕事
に就きたかったからです。
いろいろな職業を調べていく中で
食品衛生監視員について知り、国民
の健康維持に携わる責任のある仕事
に魅力を感じ、志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
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出来るのは
魅力の一つだと思います。また、審査
を担当した食品が国内の店で販売され
ているのを見つけた時は国民の皆様の
安全を守っていることを実感し、やり
がいと責任を感じます。

④ 趣味や休日の過ごし方
趣味はドライブをすることで、休
日は友人と綺麗な景色を探して車を
走らせています。
全国転勤ということもあり、休日
に様々な場所へ行きやすく、満喫で
きそうです。

学生へのメッセージ

学生時代は自由な時間を利
用して、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。
たくさんの選択肢の中から
進路を決めるのは本当に大変
なことだと思います。その中
で食品衛生監視員に興味を持
ち、一緒に働けることがあれ
ば嬉しく思います。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.11 】
所属

名古屋検疫所
清水検疫所支所
食品統括監視官付

氏名

鈴木

躍士（平成31年採用）

① 現在の担当業務について
輸入食品等(食品、器具・容器包装
等）の監視指導業務を行っています。
監視業務として、食品衛生法に適合
しているのか審査を行います。また、
衛生検査として現物を確認したり、
モニタリング検査として、流通して
いる貨物の抜き打ち検査のためのサ
ンプリングを行います。輸入者や代
理店に対して、必要な情報提供や指
導を行います。
② 検疫所を志望した理由
私は薬剤師資格を持っていますが、
薬を必要としない人の健康維持面で、
身近な食の安全性について興味があ
りました。仕事を探す中で、国民の
健康を守るという高い位置づけの輸
入食品監視業務に魅力を感じ、検疫
所を志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
現在、便利な食品が増えていますが、
その多くは輸入食品であることが多い
です。身近に食べているあの食品も輸
入食品だったりします。それらの安全
性を確保し、国民の健康維持に陰なが
ら携われることをやりがいに感じてい
ます。普通に生活していては出会うこ
とのない世界の食べ物に出会うのは、
面白みの一つだと思います。

④ 趣味や休日の過ごし方
週末はテニスやドライブをしてい
ます。配属先が様々なので、全国各
地の街を散策して景色や食べ物を堪
能していくことが目標です。その土
地の良いところを探すのが、趣味に
なりつつあります。
学生へのメッセージ

人生の大きな岐路にいる中
で色々な悩みや葛藤があると
思いますが、今しか経験でき
ないものだと思います。大変
なことばかりですが、諦めず
にやれるところまで頑張って
ください。やりきっていれば
どんな選択であっても間違い
はないと私は考えます。
皆様のご健闘をお祈りして
います。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.12 】
所属

大阪検疫所
検疫衛生課
検疫係

氏名

安東

彰将（令和2年採用）

① 現在の担当業務について
現在の担当業務は、検疫業務と衛
生業務です。大阪検疫所は、港を管
理している検疫所になりますので、
海外から来る船を対象にしています。
船の荷役が行われる港湾付近におい
て、積荷に紛れて海外の感染症を保
持した蚊やねずみが入って来ていな
いかを確認する業務になります。

② 検疫所を志望した理由
大学で、食品衛生監視員の資格を
取得したことが興味を持つきっかけ
でした。調べるうちに、検疫所でし
か経験できない専門的な内容に魅力
を感じ、また、全国の地域を巡るこ
とができる点に惹かれて志望しまし
た。

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
業務内容が国民の安心・安全な日常
生活を守ることに直結しますので、１
つ１つの業務への正確な対応が求めら
れることにやりがいと責任を感じてい
ます。

④ 趣味や休日の過ごし方
野球が趣味なので、休日には草野
球に参加したり、プロ野球観戦に行
き、リフレッシュしています。また、
ラーメンが好きなので、訪れた各地
でラーメン巡りをして自分に合った
味のラーメンを探し求めています。

学生へのメッセージ

検疫所の業務は、自身に本
当にできるかと不安を抱えな
がら希望している方も多いと
思います。しかし、上司や先
輩方がどんなときもフォロー
してくれますので、安心して
就職活動に励んでください。
皆さんと一緒に働けるのをお
待ちしております。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.13 】
所属

大阪検疫所
食品監視課
監視係

氏名

土本

隆二（令和3年採用）

① 現在の担当業務について
食品等を輸入する際に、輸入者か
ら提出される届出が食品衛生法に適
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届出と実際
の貨物に間違いがないかを調べたり
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
輸入者や通関業者から相談を受けた
り指導も行います。
② 検疫所を志望した理由
大学では食品衛生学や微生物学に
ついて学びました。大学で学んだこ
とを生かせる仕事に就きたいと思い、
様々な職種について調べていく中で
食品衛生監視員の存在を知りました。
需要が高まっている輸入食品の安
全を守る仕事に魅力を感じ志望しま
した。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
業務を通して様々な輸入食品に触れ
ることができ、中には馴染みのない食
品もあり毎日新しい発見がある仕事だ
と思います。
日常生活ではスーパーなどで輸入食
品を見かけると検疫所の仕事の重要性
を実感でき、責任を感じつつもやりが
いも感じることができます。

④ 趣味や休日の過ごし方
休みの日は映画やドラマ、バラエ
ティを見て過ごしています。
就職で初めて関西に住むことに
なったので新型コロナウイルスが落
ち着けばいろいろな観光地に訪れた
いと思っています。

学生へのメッセージ

就職活動は大変だと思い
ますが、どの道に進んだと
してもその経験は自分に
とってかけがえのないもの
になると思います。何事に
も前向きにチャレンジして
みてください。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.14 】
所属

関西空港検疫所
食品監視課
監視係

氏名

山田

絢野（平成31年採用）

① 現在の担当業務について
輸入食品の届出審査やモニタリン
グ検査でのサンプリング業務などを
行っています。輸入者や通関代理店
からの問い合わせの電話に対応する
ことも多く、コミュニケーション能
力が求められる仕事だと思います。
また、検疫所の仕事は法律や通知を
根拠として進める必要があり、日々
の勉強や情報収集が欠かせません。
② 検疫所を志望した理由
大学では農芸化学を専攻していま
した。卒業後は専攻分野とは無関係
の民間企業に就職しましたが、やは
り自身の興味に近い分野の職に就き
たいと思い、転職を考えました。検
疫所の仕事は自身の興味に近かった
ことと、様々な業務を通して食の安
全に貢献できる点に魅力を感じ志望
しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
行政検査のサンプリング等では、海
外からの様々な食品を見ることができ
ます。特に、空港に到着する貨物は、
普段あまり見かけないような高価で珍
しい食品が多くて楽しいです。

④ 趣味や休日の過ごし方
家で色々な料理に挑戦することに
ハマっています。最近はハンドミキ
サーを購入したので、ビーツで赤紫
色のポタージュを作ってみました。
さらに、圧力鍋で豚の角煮作りに挑
戦してみましたが、圧力鍋が豚臭く
なってしまいました。料理は奥が深
いです。
学生へのメッセージ

視野を広く持つことと、しっか
り情報収集することが大切だと
思います。
私は民間企業の仕事を数年経験
した後に検疫所へ入所しました。
就職先については学生時代に
散々検討したつもりでしたが、
当時は公務員の仕事について調
べることさえしていませんでし
た。機会があれば、実際に働い
ている人に話を聞いたり、職場
を見に行ったりして積極的に情
報を集めることをおすすめしま
す。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.15 】
所属

関西空港検疫所
検査課
検査第一係

氏名

石川

航也（令和3年採用）

① 現在の担当業務について
私は検疫法に基づき、日本に常在しな
い感染症(新型コロナウイルス感染症、
デング熱等)の侵入、まん延を防ぐため、
帰国者から採取した検体や、航空機を介
して国内に侵入した恐れのある媒介動物
(蚊等)の感染症検査をしています。
また、食品衛生法に基づき、輸入食品
の安全性を確保するため、これらが病原
微生物(サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、
黄色ブドウ球菌等)に汚染されていない
か検査を行っています。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は料理をしたり、自転車で近所の
観光スポットを回ったり、おいしいお店
を探したりしています。初めての大阪生
活を楽しむため、もう少し遠方まで、遊
びに行けたらなと思っています。

② 検疫所を志望した理由
学生へのメッセージ

大学で 食品衛生学研究室に属してお
り、将来は食品に関わる仕事に就きた
いと考えていたところ、お世話になっ
ていた先生に勧められたことがきっか
けです。多くの食品を輸入に依存して
いる日本の食の安全、安心を水際で守
るという役割に惹かれて志望しました。

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検査業務は専門的な知識や、技術が必
要となるため、日々勉強の毎日ですが、
自分が行える検査項目が増える度にやり
がいを感じています。また、検査した食
品をスーパーなどで見かけた際に、普段
の業務が人々の安全を守っていると実感
できる点にも魅力を感じています。

学生時代は自分が興味を持った
ことに対して、挑戦できる期間だ
と思います。趣味や勉学何でも挑
戦したことは無駄にはならず、将
来やりたいことのきっかけになる
かもしれません。
就職活動は人生の転換期であり、
悩むことも多いと思いますが、一
人で考えすぎず、様々な人に相談
しながら、自分のやりたいことを
あせらずゆっくり見つけて下さい。
皆さんが希望する進路に進める
ことを願っています。頑張って下
さい。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.16 】
所属

神戸検疫所
輸入食品・検疫検査
センター

氏名

竹島

祥太（令和３年採用）

① 現在の担当業務について
検査センターの微生物検査区分では、
大きく3種類の業務を行っています。
１つ目は、全国の検疫所から送られ
てくる輸入食品に対する病原微生物、
残留抗菌性物質の検査。２つ目は送
られてきたヒト、媒介動物の検体に
ついて、感染症に関する病原体保有
検査。３つ目は輸入動物のモニタリ
ング検査と幅広い業務を行っていま
す。
② 検疫所を志望した理由
大学では農学部に所属しており、
そこで取れる資格の中に食品衛生監
視員があったのがきっかけです。も
ともと持っていた食品への興味と生
活に欠かせない食の安全を水際で
守っているところに魅力を感じまし
た。

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
細菌やウイルスなど多数の検査を行
うので、幅広い知識が求められます。
知識があれば、検査の動き一つ一つに
自信が持てるようになるので、勉強は
大変ですが、様々な知識を得たいとい
う人にはおすすめの職業だと思います。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日はドライブなどで気分転換を
しています。コロナ禍なので観光地
にはなかなか行けませんが、自然の
名所も関西には多いので、思い立っ
たときにふらっと観光に出かけるこ
とが多いです。
学生へのメッセージ

ネットに転がっていた言葉
ですが、「学生は時間と元気
はあるが、お金はない。社会
人はお金と元気はあるが、時
間がない。老人は時間とお金
はあるが、元気がない。みな
さんは元気と時間のある今の
うちに、よく学び、よく遊び、
いろいろなことに挑戦すると
よいと思います。
神戸でお待ちしています。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.17 】
所属

神戸検疫所
食品監視第二課
監視係

氏名

檜垣

沙弥佳（令和元年採用）

① 現在の担当業務について
食品等を輸入する際に提出される
届出が食品衛生法に適合しているか
審査をしたり、届出内容についての
電話や窓口対応を行っています。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っ
ています。サンプリングでは、貨物
を上げ下ろししたり、検体を運搬し
たりするので、知識だけでなく体力
も必要な仕事であると感じています。
② 検疫所を志望した理由
大学では、主に食品衛生学を学ん
でおり、もともと食の安全に興味が
ありました。また、現職に就く前は、
食品会社で働いており、輸入食品を
原料とした食品を製造している中で、
限られた食品だけではなく、もっと
幅広く食品に関わりたいと思い、こ
の仕事に興味を持ちました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
自分が審査やサンプリングで関わっ
た輸入食品を店舗などで見かけたとき
に、食の安全を守っている実感がわき、
やりがいを感じます。
人と関わることが好きな方でしたら、
輸入者や通関代理店など様々な方とや
り取りができることも魅力の一つだと
思います。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は友人と美味しいものを食べ
に行ったり、旅行に行くことが多い
ですが、最近は家で本を読んだり、
テレビをみたりしています。
関西で暮らすのは初めてなので、
これからいろいろなところに遊びに
行きたいと思っています。

学生へのメッセージ

就職活動を始めたときは具
体的にどんな仕事をやりたい
か決まっていなくても、説明
会に行ったり、調べたりして
いるうちに自分がやりたいこ
とが見つかってくると思いま
す。就職活動では悩むことも
多いですが、しっかり悩んで
決めたことなら頑張ることが
できると思います。
皆さんが希望する進路に進
めるよう応援しています。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.18 】
所属

広島検疫所
食品監視課
監視指導係

氏名

砂川

実乃莉（令和３年採用）

① 現在の担当業務について
輸入食品や器具等を輸入する際に
必要な届出について食品衛生法に適
合しているか審査するほか、窓口業
務や電話対応などを行っています。
また、輸入貨物が保管されている
倉庫まで行き、衛生状態の確認や試
験のための検体採取を行います。広
島検疫所では船や鉄道などの公共交
通機関を利用して県外へ検査に出向
くこともあります。
② 検疫所を志望した理由
大学で栄養学を学んでいたことも
あり、食品や健康に関係する仕事に
就きたいと考えていました。民間企
業や医療機関への就職活動も行って
いたのですが、より多くの人の安
心・安全のために働くことができる
検疫所に魅力を感じ、志望しました。

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所では輸入食品の監視や検査、
検疫業務により、国民の健康を守る役
割を担っています。
食品輸入に関する法令や現場での手
順など、勉強すべきことが多くありま
す。新しいことを覚えるたびに視野が
広がる感覚があり、そういう点も魅力
だと感じます。

④ 趣味や休日の過ごし方
人生初の一人暮らしなので、自炊
に挑戦しています。プチトマトと
ピーマンをプランターで育てており、
成長を確認するのが毎日の楽しみで
す。最近は収穫に備えてプチトマト
やピーマンを使う料理のレシピを探
して練習しています。

学生へのメッセージ

学生生活や就職活動も以前
とは様変わりしてしまい、戸
惑うことも多いのではと思い
ます。辛いこともあるかもし
れませんが、納得のいく選択
ができることを願っています。
選択肢を狭めてしまわない
ためにも、まずご自身の心と
体に気を遣うこと、次にいろ
いろなことに興味をもって調
べることが大切だと思います。
その中で検疫所に興味を抱
いてくれたら幸いです。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.19 】
所属

福岡検疫所
食品監視課
監視係

氏名

田村

匡（令和2年採用）

① 現在の担当業務について
輸入食品等（食品、食品添加物、
器具、容器包装及び乳幼児対象のお
もちゃ）の監視業務を行っています。
輸入者から提出される輸入したい
貨物の書類の内容が食品衛生法に適
合しているか審査したり、実際に貨
物が保管されている倉庫に出向いて
検査の検体とするため貨物のサンプ
リングをしたりしています。
② 検疫所を志望した理由
輸入大国である我が国ではほとん
どの人が外国産の食べ物を日常的に
食しているといえます。検疫所では
日本の基準を満たさない外国の食べ
物を流通させないように監視してい
ることを知り、飲食に起因する国民
の健康を第一線で保護している検疫
所に魅力を感じ、志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
自分が審査した物が実際に店頭に並
んでいるのを見た時、法律に基づいて
安全性を確認したからこそ、消費者の
元に届けられたのだと実感できるとこ
ろが魅力です。
また、モニタリング検査を通じて、
食品衛生法に適合しない食品等の輸
入・流通を未然に防ぐことが出来たと
き、やりがいを感じます。

④ 趣味や休日の過ごし方
大学生の時までしていたテニスを
今でも続けています。適度な運動は
心身のリフレッシュに繋がるため、
週に1回程度地域のクラブに通ったり、
友人とサイクリングや、ビリヤード
を楽しんだりしています。

学生へのメッセージ

部活動やサークル活動、ア
ルバイトや卒業研究に追われ
ている毎日かとは思うのです
が、どんなことでも一生懸命
取り組んで、人間性を磨いて
ください！また、大学中にパ
ソコン（特に統計に基づいて
行う業務のため、Excelでの
関数）は扱えるようにしてお
けばよかったなぁと感じてい
ます。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.20 】
所属

福岡検疫所
検査課
検査第一係

氏名

片田

沙羅（令和2年採用）

① 現在の担当業務について
検査第一係では、主に輸入食品の
食品衛生法に基づく一般生菌数や大
腸菌群等の成分規格、黄色ブドウ球
菌や腸炎ビブリオ等の病原微生物の
検査を行っています。
また昨年は、媒介動物の検疫感染
症検査を行ったり、新型コロナウイ
ルス感染症の検査に携わったりする
こともありました。
② 検疫所を志望した理由
食を通して誰かの役に立つことが
したいという思いあり、大学では管
理栄養士養成課程を履修していまし
た。管理栄養士として働くことも考
えましたが、私は海外の人や物に関
わる仕事がしたいという思いが強
かったため、空港や港で活躍する食
品衛生監視員を志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所の業務は幅広く、様々なこと
を経験できるのが魅力のひとつだと思
います。また、福岡検疫所には困った
時に助けてくれる同期と、的確なアド
バイスをくださる先輩や上司がいて、
働きやすい職場です。日々の業務の中
で、食品衛生や感染症等に関する知識
が少しずつ増えていくことにやりがい
を感じます。

④ 趣味や休日の過ごし方
今はなかなか行くことが出来ませ
んが、旅行が大好きです。いつか海
外に行ける日が来ることを信じて、
英会話の練習をしています。
休日は家で録画したドラマを見た
り、近所の八百屋さんに行ったりす
るのが楽しみです。

学生へのメッセージ

就職活動は挑戦してみるこ
と、行動することが大切だと
思います。私は「これだけは
絶対にゆずれない」という軸
を決めて、就職活動を行って
いました。たくさん悩み、迷
い、つらいこともあるかもし
れません。息抜きの時間もと
りつつ、自分が納得できる道
が見つけられるように頑張っ
てください。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.21 】
所属

那覇検疫所
食品監視課

氏名

堀木

賢司（平成28年採用）

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。
主な業務内容は、食品衛生法に基
づき、販売、配布等を目的に食品等
を輸入する輸入者から提出される届
出の書類審査を行っています。また、
残留農薬、病原微生物等のモニタリ
ング検査のための検体採取や、衛生
管理が特に重要な食品、初めて輸入
される食品について食品衛生法上問
題がないか、届出書類との同一性の
確認を行う検査を行っています。
② 検疫所を志望した理由

大学では栄養学を学んでいました。
その中で食品衛生学について特に興
味を持ち、食の衛生について学んだ
ことをいかす仕事に就きたいと考え
ていました。いろいろと調べていく
中で、検疫所の存在を知り、志望し
ました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
日本はカロリーベースで約6割を輸
入食品に依存しているため、輸入時の
監視で食品衛生法違反となるような食
品の輸入を防止することは、日本の食
の安全を守る上で重要な役割を担って
いると考えています。
検疫所の業務は検疫業務、検査業務
もあり、どの業務も国民の健康を守る
という重要な役割を担っています。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は筋トレやジョギング、釣り
をしたりしています。
また、その地域の観光や、名物を
食べ歩いたりしています。全国転勤
なので異動の度、その地域ならでは
の食べ物に出会うことができるので
とても楽しみです。

学生へのメッセージ

まずはいろいろなことに興
味をもち、調べたり、経験す
ることが大事だと思います。
それが自分の将来を決める際
に選択肢を増やすことにつな
がります。
その選択肢の中に食の安全
に関わる仕事がしたいと感じ
たら、ぜひ食品衛生監視員の
採用試験を受験してみてくだ
さい。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.22 】
所属

那覇空港検疫所支所
検疫衛生・食品監視課

氏名

丸山

有香（平成２７年採用）

① 現在の担当業務について
次の４つの業務を担当しています
１.航空機の検疫業務
２.ねずみ・蚊の生息調査及び種の
同定を行う衛生業務
３.輸入食品等の届出審査及びサン
プリングを行う食品監視業務
４.感染症の疑いのある人や調査等
で採集された蚊の検査を行う感
染症検査業務
また、担当業務に関する電話・窓
口対応も行っています。

② 検疫所を志望した理由
大学で学んだ食品衛生に関する知
識を少しでも生かすことのできる仕
事につきたいと考えていたためです。
また、食品衛生及び感染症対策業務
を通して健康を守る仕事に魅力を感
じたため、志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所における食品衛生監視員の業
務は幅広く、食品に限らず様々な知識
を学ぶことができます。また、医師・
看護師・事務官と一緒に勤務すること
もあり、異なる知見のお話を聞くこと
ができるのも魅力だと思います。
水際で人の健康を守っていると様々
な業務を通して実感することが多く、
日々のやりがいにつながっています。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は好きな曲を聴きながら掃除・
洗濯済ませて、映画等を見ながらゆっ
くり過ごすことが多いです。
外出できていたときは、ショッピン
グモールでお買い物をしたり、観光地
や海に行って写真を撮ったりして過ご
していました。

学生へのメッセージ

たくさんの選択肢の中から進
路を決めるのは本当に大変なこ
とだと思います。私自身とても
苦労した記憶があります。しか
し、じっくり悩んで、たくさん
行動して、人より時間がかかっ
たとしても、自分自身が納得で
きる進路を決めてほしいと思い
ます。その中に水際で安全を守
る検疫所の業務が入っているな
らば、是非受験してみてくださ
い。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.23 】
所属

厚生労働省医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全企画課
検疫所業務管理室輸入監視係

氏名

吉田

壮（平成28年採用）

① 現在の担当業務について
厚生労働本省の施策を検疫所へ伝
え、業務が円滑に進むよう調整を
図っています。また、検疫所からの
業務に関する問い合わせにも対応し
ています。
関係各所と協力して業務を進める
ことから、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。
② 検疫所を志望した理由
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 、業務の中
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。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
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、スーパー等で輸入食品
を見かけるたび、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 。

④ 趣味や休日の過ごし方
子どもが産まれたばかりなので、
一緒に散歩したりしてゆっくりと過
ごしています。ちょっといいカメラ
の購入を検討しているところです。

学生へのメッセージ

将来への選択肢がたくさん
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。向き不向きは多少あ
るかもしれませんが、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。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.24 】
所属

厚生労働省医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全企画課
検疫所業務管理室検疫業務係

氏名

佐藤

健太（平成３１年採用）

① 現在の担当業務について
令和3年現在、コロナ対応が業務の
ほとんどを占めております。追加さ
れた検疫措置やフライト情報などを
各検疫所への連絡、入国者数や検査
数及び陽性者数の集計など。国会で
は質問が当たることが多く、その答
弁作成の補助など。検疫措置に関す
る一般の方からのご意見、航空会社
及び検疫所からの問い合わせ対応な
ど検疫所とはまた違った業務を担当
しております。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日はお酒を飲んだり昼寝をした
りして過ごしています。

② 検疫所を志望した理由

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。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

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。

学生へのメッセージ

現在就職活動中の方は本当
にお疲れ様です。大変つらい
時期だと思いますが、無理せ
ず休憩を取りながら進めて
いってください。皆様が理想
の職に就けることを心よりお
祈りしております。
本当に無理はだめですよ！

Quarantine Station

