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～先輩職員の紹介～
（一般職）
令和３年７月

検疫所 先輩職員の紹介【 No.1 】
所属

氏名

小樽検疫所
総務課
庶務係
伊勢

暁彦（令和３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、小樽検疫所管内の職員の旅
費に関係する業務を中心としています。
その他にも、職員の勤怠の管理や、こ
れらの業務 に必要 な資料作成な ども
行っています。
直接、現場に出ることが少なく、目
立ちにくい業務ですが、検疫業務に従
事する職員が円滑に業務を行うための
サポートをする業務だと考えています。
歩のない将棋は負け将棋！
② 検疫所を志望した理由
学生時代に海洋や船舶の法律を専攻
し、海や船舶についての興味がありま
した。卒業後の進路は、それらに関連
した仕事をしたいと考えていました。
昨年2月に発生したダイヤモンド･プ
リンセス号の対応をしていた検疫所の
職員を見て、検疫という仕事に興味を
持ち検疫所を志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
仕事の幅が格段に広いというのが最
大の魅力です！デスクワークから検疫
の最前線の現場まで様々です。
さらに、人数自体も他の官庁と比べ
て少なく、少数精鋭といった側面もあ
ります。少人数であるものの、上司や
先輩からの手厚いサポートも充実して
いて、初めて行う作業も懇切丁寧に指
導していただけるので自分の成長を実
感できます。

④ 趣味や休日の過ごし方
休みの日は、家でゆっくり撮りだ
めした番組を観つつ自炊をする日と
遠出か郊外のアウトレットに長距離
の散歩を兼ねて買い物に行く日の２
つに分けて過ごしています。
また、空いた時間で趣味を楽しん
だり、学生時代の友人とオンライン
飲み会などもしています。
学生へのメッセージ

この１年で検疫という仕事
が注目されています。検疫は
入国者を最初に迎える場所で、
日本の門番と言っても過言で
はないと思います。説明会な
どを通して、皆様の選択肢の
１つになることを願っていま
す。
４月に皆さんとお会いでき
ること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

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

阿部

帆乃佳（令和３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
検疫所の仕事は、国民の健康に重
大な影響を及ぼす海外感染症の国内
侵入を防ぐことが目的です。
毎日行う業務は、航空機・船舶に
対する検疫です。
また、海外から入国した乗客の検
温をサーモグラフィーで行ったり、
港湾での衛生調査、ネズミなどの媒
介動物の調査のため、トラップの設
置や回収を行う業務もあります。
② 検疫所を志望した理由

幼い頃から人の健康を支える医療
関係の職に興味がありました。医
師・看護師のいる現場で国民の健康
を脅かす感染症を防ぐという検疫所
に感銘を受け、志望しました。
また、新型コロナウイルス感染症
が流行している今だからこそ、検疫
所で働く意義を感じました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
行う業務の一つ一つが国民の健康
と密接に関わっているという強い使
命感を感じながら働くことができる
ので、とてもやりがいがあります。
また、職場が空港内ですので、普
段は見ることが出来ない空港内部の
場所に入ることが出来る点も魅力で
す。

④ 趣味や休日の過ごし方
趣味はショッピングやカフェ巡
りなのですが、なかなかこのご時
世では外に出られませんので、家
で映画鑑賞や音楽鑑賞、読書など
をしています。また、最近は料理
にチャレンジして気分転換をして
います。
学生へのメッセージ

就職活動お疲れさまです。
国家公務員の業務は、官庁に
よって多岐に及び、どの官庁
にしたらいいのか迷ってい
らっしゃる方も多いと思いま
す。正直なところ、私自身も
説明会の際に検疫所の存在を
知った一人でした。
まずは一つの官庁には絞ら
ずに、広い視野を持つことが
大切だと思います。共に働け
ることを心からお待ちしてお
ります。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.３ 】
所属

仙台検疫所
検疫衛生課
検疫係

氏名

藤田

廉

（平成３１年採用）

① 現在の担当業務について
検疫所では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。
検疫業務として海外から到着した
船舶や航空機の乗員・乗客の健康状
態をチェックしています。
また、衛生業務として船舶の衛生
状態を確認する船舶衛生検査や、指
定区域にトラップを仕掛けて感染症
を媒介するネズミや蚊の捕獲を行う
港湾衛生調査を行っています。
② 検疫所を志望した理由

検疫所の業務説明を聞き、国内に
常在しない検疫感染症が侵入しない
ように、水際で食い止めて国民の健
康を守るという責任ある業務内容に
興味を持ちました。
また、元々港や空港で働くことに
憧れがあったため魅力を感じ、志望
しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
魅力の一つとして業務の幅広さがあ
ります。デスクワーク以外にも、乗
員・乗客への健康状態のチェックや船
舶の衛生状態を調べる検査など現場に
直接赴いて行う業務もあります。希望
により本省や厚生局等との人事交流も
あります。
また、業務を通じて法律や感染症に
ついての様々な知識も身につけること
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
休みの日は、ゆっくりと家で過ご
しています。また仙台に来るのは初
めてなので、周辺を散策したりして
います。
夏休みや年次休暇で長い休みが取
れた時は地元に帰省して、友人と
会って遊びに行ったりしています。

学生へのメッセージ

就職活動お疲れ様です。
国家公務員には様々な種類
の省庁があります。どの省庁
も魅力的なので迷ってしまう

かもしれません。まずは説明
会に参加してそれぞれの業務
内容を知り、ご自身が一番興
味を持った場所を選んでくだ
さい。その選択肢に検疫所が
入ることを願っております。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.４ 】
所属

仙台検疫所
検疫衛生課
検疫係

氏名

伊藤

あかね（令和3年採用）

① 現在の担当業務について
検疫所の仕事は日本に常在しない
感染症の国内侵入を防ぎ、国民の安
全を守ることです。
具体的には、海外から入国する人
たちの健康状態を確認する検疫業務
や、感染症を媒介するねずみ族や蚊
族を捕獲し検査する港湾衛生調査業
務、海外から来航する船舶の衛生状
態の確認し証明書を発行する船舶衛
生検査業務を行っています。
② 検疫所を志望した理由
私が検疫所の仕事を知ったのは官
庁訪問の時でした。
当時、新型コロナウイルスに関す
る空港検疫について、ニュース等で
目にすることも多く、水際で国民の
安全を守る仕事に自分も携わりたい
と感じ、検疫所を志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
普段の業務でも、デスクワークだけ
でなく港や船に乗り込んで調査する業
務があり、現場に赴くフィールドワー
クが多いのが魅力の一つです。さらに、
空港や帰国者の待機施設での応援業務
もあり、そこで他の検疫所の職員との
交流もあります。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日には、家で映画鑑賞等の趣味
を楽しむ日もあれば、大学時代の友
人と一緒に買い物などに出かける日
もあります。休日の制度はしっかり
しているので、好きなことを楽しめ
てリフレッシュすることができます。

学生へのメッセージ

筆記試験から官庁訪問や面
接対策に切り替えるのは大変
だと思いますが、官庁訪問で
は多くの官庁を訪れることを
おすすめします。知らなかっ

た官庁を知る機会になり、進
路の視野が広がるはずです。
その選択肢の一つに検疫所が
あれば嬉しいです。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.５ 】
所属

氏名

成田空港検疫所
総務課
庶務係
菊地

彩夏（令和３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、総務課の庶務係として、
主に福利厚生に関する事務を行っ
ています。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。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
ようサポートしています。

④ 趣味や休日の過ごし方
家でゆっくりする日もありますが、
外出が好きなので、買い物に行った
り、家族や友人と会って過ごすこと
が多いです。

② 検疫所を志望した理由

元々、国民を助ける仕事につきたい
と考え、国家公務員を目指していま
した。検疫所の業務内容は、国民の
生活の安全を守るために大切な役割
を果たしています。現在のコロナ渦
で、その役割の重大さに改めて気づ
き、自分も業務に携われたらと考え
志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
業務の幅広さが魅力と言えます。現在
私はデスクワークを担当していますが、
現場に行って検疫作業を行うこともあ
ります。このように様々な場所で多種
多様な業務を行うことで、私たちの
日々の業務によって国が動いていると
実感する機会が多く、やりがいを感じ
ています。

学生へのメッセージ

国家公務員は、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。
検疫所は、その中でも健康
面で国民に貢献できる職場
ですので、官庁訪問の際、
一つの選択肢として考えて
みてください。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.６ 】
所属

氏名

成田空港検疫所
総務課
経理係
高橋

隼人（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
経理係として各種契約書の作成や、
現場からの請求に応じて業者の手配
等を行っています。また行政文書の
保存処理等も行っています。
物品搬入や工事等の立ち会い業務
もあるので空港内をかなり動き回る
日もあります。現場への応援に行く
こともあり、1日中机の前で仕事をし
ている日はあまりないかもしれませ
ん。
② 検疫所を志望した理由

オリンピックが開催されることに
加え、国際化・多様化していく社会
で出入国の窓口となる空港や港の果
たす役割は、今までよりも重大なも
のになっていると思います。そうし
た中で、健康という観点から国を守
るという検疫所の仕事に興味を持ち、
志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
事務官というとデスクワークばかり
というイメージがあるかと思いますが、
検疫所では現場で働いたり、事務所で
働いたりと業務内容が多様なのが魅力
だと思います。
また、医師や看護師等の技官の方と
一緒に働くことで様々な話を聞き、
色々なことを教わることができ、刺激
を得られる事も魅力の一つだと思いま
す。

④ 趣味や休日の過ごし方
普段できない家事を片付けたりし
て、基本的には部屋でゆっくりして
いることが多いです。
登山が好きなので山に登りに行っ
たり、最近はダイビングのライセン
スを取得したので潜りに行ったりも
しています。

学生へのメッセージ

就職活動中は不安な事ば
かりだと思います。採用さ
れれば何処でも良いと考え
てしまうかもしれませんが、
官公庁には本当に多くの種
類がありますので是非、自
分に合うと思える場所を探
してください。そうした中
で検疫所を選んでもらえれ
ば幸いです。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.7 】
所属

東京検疫所
鹿島出張所

氏名

豊田

一馬（令和２年採用）

① 現在の担当業務について
国内へ入る人や船舶の中には、感染症疑
いの方がいます。また、感染症を媒介する
動物が生息していることもあります。その
為、そうした人を隔離し、また、媒介動物
の侵入を防ぐ事が必要となります。とはい
え、水際で感染症の流入を防ぐことは簡単
ではありません。また、検疫所の力にも限
界があります。そこで、空港や港近辺にお
ける媒介動物の生息状況を調べたり、協議
会を開いて、国内の機関の協力を得たりし
ます。こうした業務を広く行っています。

② 検疫所を志望した理由
保健衛生は社会にとって重要でありな
がら、自ずと保全されるものではありま
せん。こうした保健衛生の性質について、
以前から興味を持っていました。そして、
検疫所はその中でも、国内外を見通せる
仕事であり、国内に入る方がはじめに目
にする職員でもあります。そうした特徴
に興味を持ったのが大きな理由です。

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所は、国内で生活する多くの人の
為に、感染症疑いの方の自由を制限せざ
るを得ないこともあります。
例えば、数日の間、施設にて待機いた
だくこともあり、そうした場合は国民の
皆様にも御理解頂けるよう、真摯に説明
を尽くさなければなりません。
検疫は人の生死にも影響する仕事であ
り、法律や制度の勉強は欠かせませんが、
それに見合うやりがいがあると思います。

④ 趣味や休日の過ごし方
買ったものの読んでいない本が、常時
数十冊あります。ですので、休日は一日
中本を読んでいます。また、平日書けな
かった分の日記をまとめて書いたりもし
ています。

学生へのメッセージ
私が就職活動をしていた際に感
じていたことは、「面接官がこわ
い」ということでした。まじめな
顔でこちらを見ながら、メモを
とっているので、なんだかこわく
感じるわけです。とはいえ職員の
立場からすれば、それだけ熱心に
受験者を知ろうとしているとも言
えます。ですので、案外気負う必
要はないのかもしれません。皆さ
まの就職活動、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

東京検疫所
総務課
庶務係

氏名

平中

京助（令和元年採用）

① 現在の担当業務について
総務課庶務係として、所内職員の
給与事務や福利厚生に関することが
中心業務となっています。
デスクワークだけでなく、区の年
金事務所に足を運んだり、羽田空港
にある検疫所支所等に官用車で往復
したりと、業務は多岐にわたってい
ます。
また、COVID-19の空港検疫の応
援に行くこともあり、入国者の誘導
や書類のチェックも行っています。
② 検疫所を志望した理由

COVID-19が流行する以前は、ア
フリカでのエボラ出血熱の流行が報
道されていました。その際、検疫所
が紹介されており、その役割につい
て自分なりに調べたところ、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
多様な職種の職員と一緒に働くこと
ができることでしょうか。
昨年度の前半までは羽田空港の検疫
所支所で、水際対策の現場に従事して
いましたが、あらためて庶務や共済の
事務を経験することで、多様な職種の
職員が一緒に働くために、実際にどの
ような仕組みが支えているのか、理解
が深まったと感じています。

④ 趣味や休日の過ごし方
休みの日は、家で料理をしたり外
で体を動かしたりしています。日頃
から体調管理と気分転換を心がけて
います。

学生へのメッセージ

あの時の自分たちが検疫所
にいたから、水際でCOVID19を食い止められたと、後
日振り返ることができるよう、

私ももう一頑張りしていると
ころです。
歴史に残る仕事に携わる経
験と充実感は、他では得がた
いかも知れません。
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検疫所 先輩職員の紹介【 No.９ 】
所属

横浜検疫所
総務課
庶務係

氏名

村田

虎太郎（令和３年採用）

① 現在の担当業務について
総務課庶務係は、検疫所職員が安
心して働けるようにサポートするこ
とが主な業務です。現在、私はその
中でも旅費や共済組合の手続に関す
る事務を行っています。
総務課は行う業務が多岐にわたる
ため、経験を重ねることで担当でき
る事務が日々増えていくところが魅
力であり、面白いところだと思いま
す。
② 検疫所を志望した理由

当初、検疫所に関しては新型コロ
ナウイルスなどで報道されている空
港や港での人に対する検疫業務を担
当している程度の知識しかありませ
んでしたが、業務説明を受け、港湾
衛生や輸入食品監視業務といった幅
広い面から国民の健康を守っている
ことを知り、強い興味を持ったこと
が検疫所を志望した理由です。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所は新型コロナウイルス対策
で大きな役割を担う機関であり、国
民の安心安全を最前線で守っている
ということに大きなやりがいを感じ
ています。また、今回の事態で得た
経験を次の事態のときに活かすこと
ができると考えており、それも日々
の仕事のモチベーションになってい
ます。

④ 趣味や休日の過ごし方
休みの日は、家で自分の時間を自
由に過ごしています。総務課は土日
が休みとなるため、予定が見通しや
すく、毎週規則正しい生活を送るこ
とができるのは魅力だと思います。

学生へのメッセージ

就職活動は短い期間で決断
を迫られるため、まだ志望先
を悩んでいる方も多いと思い
ます。検疫所は国民の安心安

全を守る重要な役割を担って
いるやりがいのある職場です。
ぜひ選択肢の1つとして考え
てみてください。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.10 】
所属

横浜検疫所
検疫衛生課
検疫係

氏名

平井

鴻大（令和3年採用）

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。
海港に勤めているので、横浜港に
入港する船に対して、パソコンを通
して無線審査による検疫を実施した
り、港の衛生状況を確認する港湾衛
生調査などを行っています。また、
実際に船に乗船して船内環境を検査
する、船舶衛生検査業務なども行っ
ています。

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。土日が休みなので、周
囲と予定を合わせやすく、気分転換
がしやすいと思います。

② 検疫所を志望した理由
現場業務、デスクワークの両方を
経験できること、また、2020年に
感染症が社会に与える影響を実感し
たことから、水際対策業務に興味を
持ち、検疫所を志望しました。

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。港
の衛生状況を調べる港湾衛生調査や、
船舶の衛生状態を調べる検査などの現
場業務、パソコンを利用した検疫など
のデスクワークがあり、現場から事務
まで広く業務を経験できます。

学生へのメッセージ

就職活動お疲れさまです。
今皆さんは試験や、様々な官
庁の情報収集を行っていると
ころだと思います。その中で、

それぞれの業務内容の理解を
深めていけば、自分のやりた
い仕事が見つかると思います。
皆さんの就職活動を応援し
ています。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.11 】
所属

氏名

新潟検疫所
新潟空港出張所

五十嵐

史佳（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
現在の主な業務は船舶の書類審査
による検疫(無線検疫)、また、新型コ
ロナウイルス感染症蔓延防止のため
の入国者待機施設に応援に行くこと
もあります。
船に乗り込み船内の衛生状態を検
査する船舶衛生検査や、媒介感染症
を防止するため蚊とねずみを検査す
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
健康に携わる仕事をしたいと考え
ていたため、国内で感染症を広げな
いための第一線として働く検疫所は
とてもやりがいがあるように感じま
した。
また、デスクワークだけではなく、
検疫業務や港湾衛生業務など現場で
働ける業務内容に魅力を感じました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
入国者待機施設で陽性者を発見した
ときに、水際で食い止めるとはこうい
うことなんだと実感します。
入国者に対する健康チェック、船舶
や港湾に対する衛生環境チェック、渡
航者への情報提供など、外国との境で
最前線に立って感染症の蔓延防止に努
めることは非常に重要な仕事です。
いつ、どんな感染症が発生するか分
からない中で、検疫所の果たす役割を
考え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
休みの日はのんびり家で過ごすこ
とが多いです。
今はコロナで遠出が難しいですが、
休暇を取りやすい職場なので、いつ
か連休を作って温泉巡りなど出来た
らいいなと思っています。
また、全国転勤があるので様々な
地域で観光地や美味しいもの巡りが
できると思います。
学生へのメッセージ

検疫所は、幅広い業務に携
わり、様々な経験を積める魅
力あふれる仕事だと思います。
ぜひ選択肢の一つとして説明

会に足を運んでみてください。
就職活動は不安なことも多
いかと思いますが、諦めない
ことが肝心です。皆さんの健
闘を祈っております。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.12 】
所属

氏名

新潟検疫所
総務課経理係
木田

詞也（令和２年採用）

① 現在の担当業務について
現在はデスクワークが中心で、請
求書に基づく支払業務や、物品の購
入業務、職員の給与事務を主に行っ
ています。また、会計のデータをと
りまとめて月ごとに報告する作業も
あります。
締め切り日が決められているので
日々計画的に業務を行っています。

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
て漠然と公務員になりたいと考えて
いました。いろいろな業務を探して
いたところ、検疫所がデスクワーク
だけでなく現場で業務を行うことも
あり、水際で感染症から国民の安全
を守っていることに大変魅力を感じ
ました。そして自分もその中の一員
となり、国民のために働きたいと考
え検疫所を志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
やはりデスクワークとフィールド
ワークがあることだと思います。ひと
つの業務を覚えたらそれがずっと続く
わけでなく、新しく業務を覚えること
になり幅広い業務を行っていくことに
やりがいを感じます。最初はいろいろ
とうまくいかないこともありますが、
先輩や上司のアドバイスでより業務を
円滑に遂行できたときは自身の成長を
実感できます。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は自宅で趣味のゲームや動画
鑑賞をしてゆっくりと過ごしていま
す。運動不足気味なので、多少体を
動かしたりもしています。仕事の時
はしっかり仕事をし、休みの日は
しっかり休んでメリハリを大事にし
ています。
学生へのメッセージ
最初は国家公務員といっても
様々な官庁があり、いろいろなと
ころに興味を持つかと思います。
検疫所は今般のコロナ禍で国民の
安全を守ることがより重要となっ
てきており、全国各地で職員が尽
力していますが、その分やりがい
も感じることができます。もし少
しでも検疫所に興味があれば是非
業務説明会や官庁訪問に参加して
みてください。就職活動は大変か
もしれませんが悔いのない選択が
できることを願っています。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.13 】
所属

氏名

名古屋検疫所
総務課
庶務係
岡田

和也（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
主に名古屋検疫所管内で働く職員
の旅費支給や給与処理を行っていま
す。また、人事異動があった際の事
務手続きも行っています。
総務課では職員と接する機会が多
く、定時退庁の呼びかけを行ったり
して、働きやすい環境作りを心がけ
ています。

② 検疫所を志望した理由

国民の健康に関わることができる
仕事に就きたいと思い志望しました。
水際で感染症の侵入を防ぐ仕事が
できるのは、検疫所ならではの仕事
だと思ったからです。厚生局や本省
に出向できることも、仕事の幅が広
がり、やりがいがあると思いました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
専門知識を持っている医師、看護師、
技官と仕事ができることが一番の魅力
だと思います。コミュニケーションを
していく中で様々な知識を得ることが
でき、仕事のやりがいにつながってい
ることを感じています。
そうした中で日々成長を感じながら
仕事ができるのも魅力だと思います。

④ 趣味や休日の過ごし方
体を動かすことが好きなので、休
日は趣味である野球やボーリングを
しています。平日に休暇を取得した
ときは、休日に比べて人が混んでい
ないので、ショッピングやカフェに
行ったりして気分転換をしています。

学生へのメッセージ

検疫所では、デスクワーク
から感染症を水際で防ぐ現場
の仕事まで幅広い仕事に従事
できます。
困ったことがあっても先輩
職員方が優しくアドバイスを
くださり働きやすい職場です。
他にもここには書き切れない
くらい魅力があります！！
是非一度説明会に足を運んで
みてください！！

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.14 】
所属

氏名

名古屋検疫所
中部空港検疫所支所
検疫衛生課
森川

裕貴（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
世界中で猛威を振るう新型コロナ
ウイルス感染症の水際対策を中心に、
航空機の検疫衛生業務に従事してい
ます。コロナ渦においては、海外か
ら日本に入国する乗客に対し、空港
で検疫を実施しており、それに付随
する事務作業なども行っています。
また、多くの感染症を媒介する蚊
族やねずみ族の生息状況を調査し、
空港区域の衛生保持に努めることも、
担当する大切な業務の一つです。
② 検疫所を志望した理由

国内に常在しない感染症から国民
の健康を守るという検疫所の業務に
やりがいと魅力を感じ、志望しまし
た。加えて、検疫所の職場は港や空
港にもあることを知り、オフィスで
のデスクワークだけでは得られない
経験や刺激があるという点も、検疫
所を志望する動機になりました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
事務官として採用された職員でも、
新型コロナウイルス対策などの感染症
の水際対策に参画できる機会があるた
め、使命感をもって働くことができま
す。事務官として入職される皆さんは、
医学的知識を専門に学んでいる方は少
数かとは思いますが、研修を通して感
染症対策の基礎を丁寧に学べる機会も
検疫所にはあり、安心して業務に取り
組むことができます。

④ 趣味や休日の過ごし方
コロナ渦であるため、なかなか思
うように外出ができない日々ですが、
休日は気分転換に森や海など、自然
を感じられる場所までドライブに
行ったりします。
泊まり勤務明けの日は午前中で業
務時間が終わるため、自宅でゆっく
りする時間もたくさんとれています。
学生へのメッセージ

就職活動お疲れ様です。公務員の就活
は民間企業と比べて長期戦になりますが、
体調を崩されませんようどうぞご自愛く
ださい。
試験勉強だけでも大変な日々かと思い
ますが、ぜひ時間の許す限りで様々な官

庁の仕事を調べてみてください。意外な
所で素敵な職場が見つかるかもしれませ
ん。その中で、検疫所という職場を選ん
で頂けたら幸いです。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.15 】
所属

氏名

大阪検疫所
検疫衛生課
検疫係
中地

彩花（令和3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
海外から感染症の病原体が日本国
内に侵入することを未然に防ぐこと
が検疫所の業務内容です。
大阪検疫所では主に海外から来港
する船員の健康状態を確認する検疫
業務と海外を渡航をする船舶の衛生
状態を検査する衛生業務を行ってい
ます。
船舶衛生業務では、実際に検疫官
が船舶に乗り込んで、現場を確認し、
船員の方とコミュニケーションをと
る必要があります。
② 検疫所を志望した理由

海外から感染症が侵入することを
水際で阻止し、国民の健康を守ると
いう業務内容に興味を覚えたことが
検疫所を志望したきっかけです。
また、検疫所は全国転勤が可能な
職場で、日本各地で働くことができ
るという点にも魅力を感じました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
事務所の内外で多様な業務に携わる
ことができる点が魅力だと思います。
また検疫所では、検疫所組織内部に
止まらず、他の官庁や海港で働く人と
協力して業務に取り組んでいく必要が
あります。
業務を通じて様々な人と関わりを持
つことができる点は、仕事のやりがい
に繋がっていると思います。

④ 趣味や休日の過ごし方

休日には、家でのんびり過ごして
気分をリフレッシュしています。
休む時にはしっかり休み、また新
たな気持ちで仕事に臨めるように心
がけています。

学生へのメッセージ

就職活動、お疲れ様です。
ご自身の進路について悩まれ
ることも多いかと思います。
検疫所は国民の健康を感染

症から守るために第一線で活
躍できる職場です。
検疫所の業務内容に少しで
も興味を持っていただけたら
幸いです。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.16 】
所属

氏名

大阪検疫所
総務課
庶務係
梅田

健太郎（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
検疫所内で働く職員の給与・旅費
の計算や諸手当の認定・算出を主な
業務としています。
このほかにも採用や人事関係の業
務も一部行っており、多くの職員と
関わる機会のある業務内容となって
います。
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
同説明会でした。学生の頃、漠然と
国民生活の向上に資する仕事に就き
たいと考えていました。
説明会で業務内容や実際の検疫の
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
今担当している業務は期限や優先順
位など自分で計画を立てて業務をして
いくのはなかなか難しいですが、やり
遂げたときには非常な達成感を感じま
す。その他、現場での検疫業務や検査
業務で船員と英語でやりとりできるの
も魅力の一つだと思います。

④ 趣味や休日の過ごし方
休みの日は、仕事のことを忘れて
ゆっくりとしています。趣味の釣り
に出かけたり、以前であれば友人と
の会食や旅行に行ったりしていまし
た。
学生へのメッセージ

就職活動お疲れ様です。将
来に悩み、なんとなく不安に
なることがあると思います。
そういうときは積極的に説明
会等に出向き、広い視野を
持っておくといつかはよい結
果がやってくると信じていま
す。みなさんと検疫所で一緒
に働ける日を楽しみに待って
います。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.17 】
所属

関西空港検疫所
検疫課
検疫係

氏名

廣岡

佐穂（令和２年採用）

① 現在の担当業務について
検疫検査場で、入国者の検疫を行
うことが主な業務です。特に現在は、
新型コロナウイルス感染症が流行し
ているため、入国者から滞在地域を
聴き取り、変異株流行国・地域に滞
在歴があれば検疫所が確保した宿泊
施設での待機を要請します。また入
国者全員の検査をした上で、陽性の
方がいた場合は、療養施設への搬送
も行います。
② 検疫所を志望した理由

私は前職で福祉施設にいたことも
あり、厚生労働省の出先機関を中心
に志望していました。またデスク
ワークだけでなく、現場で動くこと
ができる仕事がしたいと考えていた
ため、どちらにも携わる機会のある
検疫所を志望しました。

④ 趣味や休日の過ごし方
仕事のことは考えずにのんびり過
ごします。海が近いので、海を眺め
ることもあります。連休が取得でき
れば実家に帰ったり、京都まで足を
のばすこともあります。新型コロナ
ウイルス感染症の影響もあり、しば
らくは遠出できていないのですが、
空港の近くに住んでいるので、飛行
機で旅行もしてみたいです。
学生へのメッセージ

就職活動、転職活動お疲れ
様です。試験勉強中や官庁訪

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
勤務地、勤務形態が多様なことが魅
力の一つだと思います。勤務地は空港
及び海港が中心ですが、希望次第で地
方厚生局、本省、独立行政法人で勤務
する機会もあります。2、3年おきに
転勤があるため、様々な地域に住める
ことも楽しみの一つです。また、検疫
の案内のために、旅客機の中でアナウ
ンスすることもあり、色々な旅客機に
入れるのも面白いです。

問期間は先が見えず、不安に
なると思いますが、後悔しな
いためにも全力を尽くしてく
ださい。視野を広げて進路を
考えると、気持ちが楽になり
ます。検疫所に少しでも興味
を持たれた方は、是非説明会
へお越しください。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.18 】
所属

関西空港検疫所
衛生課

輸入動物管理室

指導調査係
氏名

野村

駿（令和２年採用）

① 現在の担当業務について
空港内やその周辺で感染症を媒介
するネズミや蚊の生息状況などを調
査する港湾衛生業務を行っています。
また、海外から輸入されるハムス
ターやインコなどの輸入動物を原因
とする感染症が日本に侵入しないよ
う輸入者から提出される届出書や衛
生証明書について審査をしています。
② 検疫所を志望した理由
前職では民間企業に勤めていまし
た。そのうち国民に貢献できる仕事
がしたいと考え、公務員を志望する
ようになりました。
検疫所を知ったのは説明会の時で、
危険な感染症を水際で抑え、国民の
健康を守っていると知り、自分も健
康を守る業務を通じて国民に貢献し
たいと考え検疫所を志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所の魅力は、医師や看護師、検
査などを行う技官といった専門性を
持った職員と仕事をすることができ、
日々自分と異なる視点から新しい刺激
を受け仕事をすることができます。
また、事務官でもフィールドワーク
があり、事務作業だけではなく航空機
に直接乗り込んで仕事を行うこともあ
ります。

④ 趣味や休日の過ごし方

休日は散歩などをして体を動かし
リフレッシュしています。シフトの
関係で平日に休みがあるので、人も
少なく気分転換することができます。
疲れている時は、家で本を読んだ
り、テレビを見たりのんびり過ごし
日々の疲れを癒やしています。
学生へのメッセージ

国家公務員は官庁ごとに特
色があるので、まずは説明会
に参加し業務内容や雰囲気を
知ることが大切だと思います。
就職活動は自分自身のこと
を深く考えるチャンスなので、
自分がやりたい事、後悔しな
い事を探して下さい。みなさ
んが納得のいく進路に出会え
ることを願っています。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.19 】
所属

氏名

神戸検疫所
検疫衛生課
検疫係
杉山

佳郎（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
海外の感染症が国内に侵入するの
を防ぐため、海外から到着した人の
健康状態等を確認する検疫業務を
行っています。
また、港におけるねずみ族や蚊族
の生息状況の調査や、船舶の衛生状
態を検査し、証明書を交付する等の
衛生業務も行っています。

② 検疫所を志望した理由

検疫所は、CIQの中でも海外から
到着した人や食品等に最初に関わる
機関であり、国境の最前線にいると
いえます。そのような機関で感染症
の侵入防止のために働くということ
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
検疫所は、幅広い業務を経験できる
のが魅力の一つです。庶務や経理など
のデスクワークだけでなく、港や空港
の普段は立ち入ることのできない区域
や、到着したばかりの船舶や航空機の
中に入って業務を行うこともあります。
また、医師や看護師の方と仕事をす
ることも多く、様々な職種の方から業
務を通じて刺激を受けることができる
のも魅力だと思います。

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は家でテレビ番組を見たり、
映画を見たりしてゆっくり過ごすこ
とが多いです。部署によっては平日
が休みになることも多く、混雑を避
けて外出できるのもメリットの一つ
だと思います。

学生へのメッセージ

就職活動お疲れ様です。何
かと忙しい時期だと思います
が、ぜひ、様々な官庁の説明
会に参加してみてください。

その中に今まで知らなかった、
皆様の興味を惹く官庁がある
かもしれません。その一つと
して検疫所に関心を持ってい
ただけたら幸いです。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.20 】
所属

神戸検疫所
検疫衛生課
検疫係

氏名

林

伸樹（平成30年採用）

① 現在の担当業務について
検疫業務と衛生業務を行っていま
す。検疫業務では外国から日本の港
に入港する船舶について、日本に常
在していない感染症を持ち込まれて
いないか確認するために検疫を行っ
ています。衛生業務では船舶の衛生
検査を行っています。海外へ航海す
る船舶は船内の衛生状態を証明する
ための証明書が必要ですので、船内
の衛生状態が清潔に保たれているか
検査をします。
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、
初めて検疫所の仕事について知りま
した。当時は検疫についての知識は
ありませんでしたが、働きながら多
くのことを学べること、そして、職
場の雰囲気が自分にとって働きやす
そうだと感じたから検疫所で働こう
と決めました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所の業務ではコミュ二ケーショ
ンの大切さを実感できます。船員との
会話では英語で話さなければならない
ときがあります。たとえ、たどたどし
くても一生懸命伝えようとすると相手
はしっかり聞き取ろうとしてくれまし
た。それを踏まえ日本人を相手でもこ
れまでより丁寧に伝えることで業務が
よりスムーズに進むようになりました。
達成感があるのでやりがいを感じます。

④ 趣味や休日の過ごし方
最近、休みの日は家で外国映画を
英語で聞きながら見ています。台詞
をしっかり聞き取ろうとするので吹
き替え版よりも集中して見ることが
できます。映画で覚えたフレーズが
仕事の際、船員との会話で役立った
こともありました。

学生へのメッセージ

働くにあたって、まずは仕事
で楽しみを見つけてください。
国家公務員は国民のために働き
ますが、それを必要以上に気負

う必要はありません。日々の業
務の積み重ねの結果が国民のた
めになります。何事も続けるこ
とは大変ですが、そこから楽し
みを見いだすことが大切です。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.21 】
所属

広島検疫所
総務課
庶務係

氏名

河田

晋弥（令和２年採用）

① 現在の担当業務について
職員の給与支給やそれに関わる手
当計算、また出張に関わる旅費の支
給などを行っています。他にも各種
調査報告や採用・人事異動業務も行
います。
庶務係は、管内（中国・四国地
方）の支所・出張所の職員と連絡を
取り合い、様々なサポートを行う業
務が多いです。

② 検疫所を志望した理由

公務員を目指したきっかけは国民
を守る仕事がしたいという思いから
でした。その中で、日本に常在しな
い感染症の侵入を防ぎ、生命と健康
を水際で守ることができる検疫所に
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、映画を見て過ごし、天気
がよければ車でドライブに出かけた
りもします。
また、部屋の模様替えをして気分
転換をすることも多いです。

学生へのメッセージ

検疫所は全国転勤や外国の
方と接する機会が多い等、魅

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
庶務係はデスクワークが多いですが、
現在は新型コロナウイルスの水際対策
等で現場に出ることも多くなりました。
事務作業だけでなく現場でも働くこと
ができます。
また、転勤もあるため、空港・港な
ど場所に応じた様々な業務を行うこと
ができるのが、魅力の一つだと思って
います。

力がたくさんあります。気軽
に検疫所にも訪問して、ぜひ

候補の一つとして考えてみて
ください。皆さん、就職活動
で大変な時期だとは思います
が、頑張ってください。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.22 】
所属

広島検疫所
検疫衛生課
検疫係

氏名

田邉

尚輝（令和2年採用）

① 現在の担当業務について
広島に入港してくる貨物船等の無
線検疫や船舶の衛生検査、新型コロ
ナウイルス感染症の検体輸送、港の
衛生状況を確認する港湾衛生調査を
行っています。
② 検疫所を志望した理由
検疫を通じ日本国民の健康を守る
ことで日本に貢献出来ると感じ志望
しました。
また、デスクワークだけでなく現
場での業務が多くあり、活動的であ
ると感じた点や、全国規模での転勤
が可能で、日本各地に行けることに
も魅力を感じました。

④ 趣味や休日の過ごし方
現在はシフト勤務であるため、休
日の曜日に応じて、目的に適した外
出をしたり、自宅でゆっくり過ごし
たりしています。
また、夏休み等も１週間以上取得
できるため、趣味である旅行にも行
けています。
学生へのメッセージ

③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
入省時から新型コロナウイルス感染
症が拡大しており、水際対策の最前線
に立てています。月に1～2週間程度
検疫応援として、成田や羽田の空港で
入国者の渡航歴や健康状態の確認、入
国後のフォローアップ等についての説
明を行ったり、待機施設で入国者の入
退所や生活支援に関する業務を行って
います。
国内外の状況によりその都度変わっ
ていく防疫措置に対し理解を深め、現
場で対応していくことの面白さと、
様々な業種の職員とともに水際対策の
最前線で働くことにとてもやりがいを
感じています。

国家公務員という仕事は、国
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。
業務説明会や官庁訪問で多く
の職種を知り、自分にあった仕
事を見つけてください。
検疫所は厚労省の機関である
ため、検疫所以外の厚労省に関
連する部局や施設等機関にも配
属される可能性もあり、幅広い
仕事に携われる可能性がありま
す。
ぜひ官庁訪問にお越しください。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.23 】
所属

福岡検疫所長崎検疫所支所
検疫衛生・食品監視課

検疫係
氏名

吉岡

ありさ（令和２年採用）

① 現在の担当業務について
国内に常在しない感染症の侵入を
防ぐことを目的に日々業務を行って
います。事務的な業務だけでなく、
外国から来航する船舶の検疫や船舶
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、感染症を媒介
する蚊やねずみの生息状況を調査す
る港湾衛生業務など、現場に出て業
務に当たることも多いです。
② 検疫所を志望した理由
訪日外国人の増加に伴い、海外由
来の感染症流入のリスクも増加する
中で、水際で感染症の侵入を防ぎ国
民の健康を守るという使命感のある
業務内容に魅力を感じ志望しました。
また、学生の頃よく海外旅行に行っ
ていた際に目にした水際対策の最前
線で働くということに憧れがあった
ことも志望した理由の一つです。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
入省して1年ですが、検疫所の水
際対策の重要性を痛感しています。
国民の健康や安全に直結した業務を
担っていることにやりがいを感じて
います。また、船舶衛生検査業務で
は、普通だったら立ち入ることのな
い外航船等に乗り込んで船内を確認
して回ったり外国人の船員とコミュ
ニケーションを取ったりと、事務官
であっても専門性の高い業務に当た
ることができるのは大きな魅力だと
思います。

④ 趣味や休日の過ごし方
休みの日は、アニメを見たり漫画
を読んだりしてゆっくり過ごすこと
が多いです。
趣味を見つけようとギターを買っ
て始めてみたのですが、なかなか上
達せず、インテリア化してきていま
す。

学生へのメッセージ

一言に国家公務員といっても多
種多様の官庁が存在し、その中か
ら自分に合った仕事を探すのは難
しいと思います。興味の有無に関
わらず、業務説明会や官庁訪問は
できるだけ多くの官庁を回って選
択肢を増やすことをおすすめしま
す。
その中で少しでも検疫所に興味
を持っていただければ嬉しいです。
皆さんと一緒に働ける日が来るこ
とを楽しみにしています。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.24 】
所属

氏名

福岡検疫所
宮崎空港出張所

橋口

智（平成３１年採用）

① 現在の担当業務について
検疫官として、海外から様々な感
染症が日本に侵入しないように空港
や港での検疫業務を行っています。
例えば、船や飛行機の乗員に対して
新型コロナウイルスの検査を実施し
たり港や空港において感染症の蔓延
の原因となる蚊やネズミの生息状況、
病原体の保有についての調査を実施
しています。また、厚生労働事務官
として行政手続きや文章の作成など
の業務についても行っています。
② 検疫所を志望した理由

大学で微生物について学んでおり、
目に見えないウイルスや細菌と戦っ
ている検疫所の業務に興味をもった
ためです。また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、幅広い仕事ができ
ると思ったため志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
幅広い業務を経験できることが魅力で
はないかと思います。
空港や港といった勤務地、配属部署が
違うことで勤務形態や業務の内容が異
なってくるため、日々学ぶことが多く
成長が感じられる職場です。
また幅広い年齢層の職員が採用されて
いるため、職場内で様々な経験をして
いる職員がおり、多角的な角度からの
刺激を受けることができています。

※ご本人が写っている
業務風景の写真を添
付願います。

④ 趣味や休日の過ごし方
休みの日は、陸上や野球に浸って
いることが多いです。
中継を見ることも好きですが応援し
ているチーム、選手が掲載された記
事を読み込むなど、自分が好きなも
のに没頭することで仕事とプライ
ベートの切り替えをするようにして
います。
学生へのメッセージ

新型コロナウイルスが流行し、
かつてないほど検疫という仕事
に国民の注目が集まっている現
在、国民の健康を守ることがで
きるやりがいのある仕事だと思
います。就職活動中は辛いこと
ばかりで不安を抱える日々だと
思いますが、最後まであきらめ
ないことが大切です。
皆様のご健闘を祈っています。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.25 】
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
安次嶺

一輝（令和２年採用）

① 現在の担当業務について
現在の主な担当業務について、ま
ず検疫業務として、海外から来航し
てくる乗客や乗務員の健康状態等を
確認しています。また、空港の衛生
環境を良好に保つためにトラップを
仕掛け、捕獲した鼠や蚊を調べる港
湾衛生調査を行っています。
成田空港にも出張という形で業務
支援をしており、他業種の方々とも
一緒に働いたり刺激のある日々を過
ごしています。
② 検疫所を志望した理由
初めは空港で働く公務員になりた
いと思う程度でしたが、検疫所の業
務説明会に参加し興味を持ちました。
調べていくうちに、全国で活躍でき、
最前線で国民の安全・健康を支える
現場で挑戦したいという気持ちが芽
生え、検疫所を志望しました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい

④ 趣味や休日の過ごし方
休日は趣味の釣りをするため、海
に行ってリフレッシュしています。
私は空港支所で勤務している為、勤
務はシフト制です。平日が休みにな
ることも多く、行きたい場所やお店
が空いていることがあるので、個人
的にこの働き方が合っていると感じ
ています。
学生へのメッセージ
試験勉強お疲れ様です。これか
ら二次試験等を控えているかと思
います。悔いの残らないよう、少
しでも興味がある官庁があれば、

検疫所の魅力は、業務の幅が広く事
務官でも野外調査に携わったり、一般
の方が立ち入れない場所で職務を行っ
たり、新鮮な気持ちで業務に取り組め
る点だと思います。
また、今日の情勢下において、私た
ち検疫所がメディアに取り上げられる
機会が増えている為、そういったこと
も原動力になっています。

迷わず足を運んでほしいです！
また、検疫所はあまり馴染みの
ない所と思いますが、国民の健康
と安全に貢献できる職場ですので、
是非進路の一つとして検討してい
ただければと思います。

Quarantine Station

検疫所 先輩職員の紹介【 No.26 】
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
喜友名

恵梨（令和３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
国内に常在しない感染症が国内に侵
入することを防止するために働いてい
ます。空港で勤務をしていて、帰国す
る乗客に対してサーモグラフィー等を
用いて健康状態を確認しています。ま
た感染症を媒介する恐れのある蚊やネ
ズミの調査を行い、空港周辺の衛生環
境を良好に保っています。
また、新型コロナウイルス感染症の
対策として、千葉県の成田空港に出張
し、待機施設での業務も行っています。
② 検疫所を志望した理由

検疫所について詳しく知ったのは
業務説明会の時でしたが、国民の健
康を守るために最前線で働けるとい
うことに魅力を感じ、志望しました。
また、デスクワークだけでなく現
場での仕事があることや、医師や看
護師と一緒に働くような業務の幅広
さに興味を持ちました。
③ 検疫所の魅力・仕事のやりがい
検疫所では、事務だけでなく現場で
の仕事があることが魅力だと思います。
事務職では経験できないような、飛行
機や船舶での検査や、蚊やねずみを調
査する業務などが挙げられます。
また、今年は東京オリンピック･パ
ラリンピックを控えており、検疫所の
役割がさらに高まっています。その中
で働けるという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
休みの日は、友人と買い物やカ
フェに行ったり、家で映画を鑑賞し
たり本を読んで過ごしています。
空港勤務はシフト制で、平日に休
みがあるので比較的空いている施設
に行くことができます。

学生へのメッセージ

就職活動お疲れ様です。試
験や面接が続いて大変だと思
いますが、最後まであきらめ
ず頑張ってください。興味の

ない官庁でも積極的に説明会
などに参加してみてください。
その中で検疫所を選んで頂
ければとても嬉しいです。

Quarantine Station

