
厚生労働省で獣医系技官として共に働きませんか？ 
 

共に切り拓こう、共に創造しよう！ 

獣医公衆衛生行政の取り組み 
厚生労働省獣医系技術職員採用案内 

We’re Veterinarianｓ ! 



厚生労働省を目指す獣医師の方々へ 
「求む！公衆衛生獣医師」 

厚生労働省医薬食品局食品安全部 
監視安全課長 

滝本 浩司 
略 歴： 
昭和59年 厚生省入省（神戸検疫所配置） 
昭和61年 厚生省生活衛生局食品保健課 
    以降、乳肉衛生課など食品各課配属 
平成16年 厚生労働省健康局結核感染症課感染症情報管理室長 
平成19年 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター長 
平成23年 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長 

 21世紀に入り、食の安全が脅かされる事件が次々に発生しています。英国を中心に
発生していたBSEが我が国にも波及し、飲食店チェーン店での腸管出血性大腸菌による
食中毒では小児を含む死者が多数発生し、中国産冷凍餃子事件などによって輸入食品に
対する国民の大きな不安を生じさせています。さらに、平成23年の東日本大震災に伴
う東京電力福島第一原子力発電所事故による食品への放射性物質汚染問題は、今後も大
きな課題を我々に突きつけ続けるでしょう。 
 また、感染症の分野では、2009年に発生した新型インフルエンザH1N1は、豚由来
のインフルエンザで病原性は強くありませんでしたが、引き続き、高病原性鳥インフル
エンザH5N1が強い病原性を維持したまま、ヒトの世界で新型インフルエンザとして流
行する事態が恐れられており、政府あげての取り組みが急がれています。 
 これらの案件は単なる健康被害にとどまらず、社会的にも国際的にも、あるいは政治
的にも大きく取り上げられています。このような、食の安全や動物由来感染症などの問
題に、事務官や医系技官などと共に取り組んでいるのが、厚生労働省の獣医系技術職員
です。 
 獣医系技術職員は獣医学の専門知識と専門技術を基盤として、その上に政治、行政、
司法、法律などの社会科学の知識や技術を習得することが必要です。また、これらの問
題は国際的に共通の課題として取り上げられることが多く、国際機関などでの協議や、
二国間での折衝が頻繁に実施されており、国際的な交渉力も求められます。 
 厚生労働省では獣医学教育の六年制への移行を機に、獣医系技術職員採用試験（国家
公務員採用Ⅰ種試験相当）を、昭和59年から実施しています。以来７０名以上の獣医
師が採用され、厚生労働本省をはじめ、大使館やＷＨＯなどの国際機関、地方厚生局や
検疫所などの外部部局、地方自治体、あるいは、内閣府、農林水産省や環境省などとの
人事交流によりその活躍する場がますます拡がっています。 
 国を舞台にした大きな仕事にチャレンジしてみませんか？夢と活力のある獣医師を求
めています！ 

 



厚生労働省獣医系技術職員の役割 

食の安全 

食品中に残留する農薬等や、ＢＳＥ、食中毒、輸
入食品、遺伝子組み換え食品、健康食品等の様々
な食品において、食品を介した人への健康被害の
観点から、食品衛生法などの法律に基づいた種々
の施策を講じています。 

動物由来感染症 

感染症対策分野においては、狂犬病、ウエストナイ
ル熱、鳥インフルエンザなど動物を介して人へ感染
する動物由来感染症に対して、人への感染を未然に
防止するため、国民への正しい知識の普及や、危機
管理体制の整備、輸入動物の監視・指導等の感染症
法に基づく施策を講じています。 

その他、様々な分野において獣医師としての専門
知識を生かしながら、人の健康を守ることを目的
として、厚生労働行政の種々の施策に携わる重要
な役割を果たしています。 
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厚生労働省獣医系技官の配属先 

 
 

 

 
 
【厚生労働省関係】 
○厚生労働本省  医薬食品局食品安全部／健康局結核感染症課 
／大臣官房厚生科学課／大臣官房国際課 
○検疫所 
○地方厚生局 
○独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 
○独立行政法人 医薬品基盤研究所 
 
【研究機関等】 
○国立保健医療科学院 
○国立医薬品食品衛生研究所 
 
【他省庁】 
○内閣府食品安全委員会事務局 
○農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課 
○環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 
○消費者庁  政策調整課／食品表示課 
 
【地方自治体】 
○福岡県／徳島県／さいたま市／岡山市 
 
【海外】 
○ＷＨＯ（スイス） 
○国際連合日本政府代表部（外務省） 
○在北京日本大使館（外務省） 
 

厚生労働省獣医系技術職員の配属先（平成２３年４月１日現在） 

厚生労働省獣医系技術職員は、厚生労働省内部部局では、食品安全行政及
び動物由来感染症行政等担当部局に、外部部局では、検疫所や地方厚生局
に配属される他、人事交流の一環として、他府省庁や地方自治体に出向す
る場合があります。また、海外では、在外公館の食品安全担当官にJICAや
WHO等の国際機関には、食品安全専門家として派遣される場合があります。 



国内及び海外で活躍する獣医系技官 
厚生労働省獣医系技官は、獣医学の基づく幅広い知識、専門性を
生かして、様々なフィールドや舞台で活躍しています。 
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職員からのMessage   

Message 

 最近、獣医学科5年生の学生2名と将来の進路について話す機会がありました。
お二人とも、これから自分達が目指す分野については、既に大きな方向性が出てい
るようでした。今後、どの様な職業を選択するにせよ、おもいっきり頑張って、
様々なかたちで社会に貢献して欲しいと願わずにはいられません。 
実はその内の一人は公衆衛生分野が選択肢に入っているとのことでした。そのお話
を聞いた時、よくぞという気持ちとともに、公衆衛生の仲間は絶対君を待ってるよ
とお伝えしました。 
 ざっくりとした言い方で恐縮ですが、厚労省の獣医系国家公務員の仕事の大きな
特徴は、食品の安全性を確保するため等の様々なルール（基準等）づくりに携わる
ことが出来ること、もう一つは、国際的に活躍する場が与えられること、この2つ
だと思います。例えば食品の安全基準が作られた場合、日本国内全ての関係者がこ
の基準を守ることが求められ、基準に合わない食品は流通から排除される等厳しい
対応が求められます。消費者がより安全な食品を消費できるようにするためのルー
ル作りですが、時として、社会に大きな影響を与えることがあります。また、我が
国の食生活が輸入食品に大きく依存していることはご存じだと思いますが、輸入さ
れる食品の安全性を守るためには、国際的な基準作りに参画したり、輸出国との協
議や現地調査も欠かせません。物の流れが国際化している今日、我が国だけで様々
な問題を解決することはできません。常に世界を意識し、世界を相手に食品の安全
確保や感染症にしっかりと向き合っていく必要があります。 
私は国家公務員としての仕事の面白さも大変さも、このあたりにあると思っていま
す。 
 私は、現在、感染症や輸入食品の水際対策の要で、最前線でもある検疫所に勤務
しています。一昨年の新型インフルエンザの発生でその存在があらためてクローズ
アップされましたが、検疫所をはじめ、地方自治体、本省、国際機関など厚労省の
獣医系技術職員には幅広い分野の業務と職場が待っています。 
ご自分が将来進むべき道を決める要因はいろいろあると思いますが、ぜひ一度、こ
のパンフレットに目を通していただき、様々な分野で活躍している厚生労働省採用
の獣医師の声をぜひ聞いていただければと思います。まずは、そこから、スタート
です。 
 
桑崎俊昭 
略歴 昭和51年 厚生省環境衛生局食品衛生課 
平成17年 厚生労働省食品安全部監視安全課長 
平成19年 小樽検疫所長 
 

１ 小樽検疫所 



職員からのMessage （霞ヶ関編）    

Message 

動物愛護管理法の見直し 
  
 私は、現在、環境省で動物愛護を担当しています。皆さんは獣医師を目指す学生で
すので「犬や猫などのペットを責任持って最後まで大切に飼わなければいけない」と
いうのは当たり前の感覚として持っているかもしれません。しかし、日本では、自治
体の収容施設に引き取られた犬や猫のうち、年間約８万頭の犬と約１９万頭の猫が殺
処分されています。子犬、子猫を単に「かわいいから」という理由で飼い始め、「鳴
き声がうるさいから」「思っていたよりお金がかかるから」など、人間の身勝手な考
えから、捨てられ、収容施設に引き取られる犬や猫がたくさんいます。これらの不幸
な犬や猫が少しでも減るよう、環境省は、自治体、獣医師会、動物愛護団体などにも
協力をいただきながら、動物を大切に飼ってもらえるよう普及啓発の活動を行ってい
ます。そして、これらの普及啓発と並行して、いよいよ５年振りの動物愛護管理法の
見直し作業が始まりました。深夜遅くまでペットを販売することの是非、インター
ネットでペットを販売することの是非、あまりにも若い日齢の子犬や子猫を販売する
ことの是非、動物虐待の未然防止の徹底、犬や猫を多頭飼育する際の届出制の要否な
ど、多くの課題をおよそ１年かけて議論し、動物と人がお互いにより幸せに暮らして
いける動物愛護管理法となるよう見直しを行っていきたいと思っています。法令の見
直しや改正作業は大変な労力を要する仕事ですが、同時に大変やりがいのある仕事だ
と思います。厚生労働省の職員として皆さんと一緒に仕事ができる日を楽しみにして
おります。 
 
今川正紀  環境省自然環境局動物愛護管理室 室長補佐 平成１０年入省 
 

国際会議のレセプションにて（筆者は向かって右） 

２ 環境省 



職員からのMessage  （霞ヶ関編） 

Message 

振り返って、今、結核感染症課 
 
 採用面接では、厚生労働省に入ったら各地の検疫所を転々と、と思い「いろんな所
に行きたいです。」との希望を言った。これ故か、また、その後の希望の反映か、確
かに振り返れば、主に霞が関にいるけれども、職場は「転々と」しています。厚生労
働省採用の獣医師職の主要な職場は食品安全の分野ですが、地方自治体や農林水産省
への出向もでき、また、厚生労働行政の中でも、医薬品や感染症対策の分野にも触れ
ることができました。食品安全の分野では、食品の基準等を作る部署、基準等の施行
担当の部署、リスクコミュニケーションを調整する部署など、様々な部署に所属しま
した。 
 今は、結核感染症課という、感染症対策を行う部署にいますが、担当しているのは、
動物由来感染症対策、動物の輸入届出制度の運用、生物テロ対策の１つとして導入さ
れた病原体管理制度の運用です。具体例としては、鳥インフルエンザ（人への感染防
止）への対応に関する関係省庁や自治体とのやりとり、チクングニア熱等の感染症法
への位置づけ、狂犬病予防関係業務、病原体の運搬問題、高度実験施設に関する対応
など、結構幅広いです。どのような仕事でもそうなのかもしれませんが、取り組んで
いけば、それぞれに味わい？があり、その仕事の奥深さなどを感じます。 
最後に、職員採用の業務説明会等で「英語は出来ないとだめか」とよく聞かれます。
私の答えは、自身がそうなので、「できなくてもＯＫだが、苦労はする」です。 
へこたれることがあっても、諦めない心が大事です。多くの人に助けていただきなが
ら、なんとかしのげているかなと。 
 
森田剛史  健康局結核感染症課 課長補佐 平成４年入省 
 

「動物由来感染症の予防及び管理における公衆衛生部門と家畜衛生部門
の連携に関する地域ワークショップ」での１コマ（筆者は矢印） 

３ 厚生労働省 



職員からのMessage （検疫所編） 

Message 

水際での輸入食品監視 
 
 東京ドームの約２５杯分とは何のことでしょう？実は１年間に我が国に輸入される
食品の重量です。東京ドームの容積は１２４万立法メートルで、比重を１とすると１
２４万トン、その２５倍、すなわち約３千万トンの食品が輸入され、輸入食品は我が
国の食生活に欠くことのできないものとなっています。輸入食品の安全性は、社会問
題となった中国産ギョウザ事件などで、皆さんの記憶に新しいものと思います。その
確保は、「食品の安全性確保は、国の内外における食品供給工程の各段階において適
切な措置を講じることにより行われなければならない。」との基本理念の基に、食品
供給工程を輸出国、輸入時、国内流通時の３段階に分け衛生対策を講じることにより
行われています。このうち、水際での衛生対策は厚生労働省の検疫所が担い、輸入食
品が食品衛生法に適合することを輸入者から提出される書類や検査により確認し、法
違反が確認された場合には販売されないよう廃棄等の指導を行っています。検疫とい
う言葉でみなさんはまず動物検疫が浮かんでくものと思いますが、厚生労働省の検疫
所では、いろいろな専門分野の学問をバックグラウンドに持った食品衛生監視員がこ
うした輸入食品の監視指導業務にあたっています。そんな中で、家畜衛生学、魚病学、
毒性学等広範囲な分野をカバーした獣医学課程を終えた獣医師は、輸入食品の安全の
分野で強みを発揮できます。国民の輸入食品の安全性の関心が高い中、国民の皆様方
の期待を背負っていると実感できる業務はないでしょう。検疫所食品監視課は若手職
員が半数以上を占め活気に満ちています。こんな職場で私たちとともに業務にあたり
ませんか？ 
 
塚本郁夫  東京検疫所 食品監視課長 昭和５９年入省 
 

４ 東京検疫所 



職員からのMessage （検疫所編） 

Message 

検疫所って？（仕事をしながら子育てもできます） 
 
 検疫所って、普段はあまり目立たないのですが、皆さんは知っていますか？簡単に
言えば、海外から侵入しようとする公衆衛生上問題となることを水際で（黙々と！）
防止している機関です。具体的に仕事を分類してみると、①人から人への感染症を防
止する「検疫部門」、②動物から人への感染症を防止する「衛生部門」、③輸入食品
の安全を守る「輸入食品監視部門」、④病原微生物や添加物などを検査する「検査部
門」があります。 
 私のいまの仕事は③で、輸入された食品（だけでなく食器や、なんと乳幼児用のお
もちゃまでも!!）が食品衛生法の基準に合っているのかのチェックです。日本の食糧
自給率はカロリーベースで40％。ということは、残りの60％は輸入食品であり、そ
の安全性を確保することは、とてもやりがいのある仕事です。 
成田空港は日本の輸入航空貨物量の約80％にもなり量的にも大変なのですが、さら
に日本初輸入といった場合も意外とあって、質的にもチェックには気を遣い、緊張感
を持って仕事をしています。 
 また、輸入の現場となる空港は、365日ひっきりなしの対応が求められることか
ら、検疫所の勤務形態は、週休2日は確保されるものの、曜日や祝日、年末年始を問
わず、夜間対応もある形でシフトが組まれています。ただし、私のような子育て中の
職員については、可能な範囲で、保育園や学校が休みになる土・日・祝日に合わせて
休みをとれるようにシフトが組まれるよう配慮されていますので、子どもの授業参観
や学校行事にも参加したり、まさに仕事と子育てとの両立ができ、とても助かってい
ます。  
 
大塚和子  成田空港検疫所食品監視課 食品衛生専門職 平成12年度入省 

５ 成田空港検疫所 



職員からのMessage （自治体編） 

Message 

地方自治体における食品衛生行政に携わって 
 
 私は、現在、地方公務員に身分を移し、１２０万人を超えるさいたま市民のため、
食の安全確保に関する業務を行っています。主な業務は、食の安全確保に関する施策
の企画･立案、庁内関係各課及び国や他の自治他等との連絡調整、市民に対するリス
クコミュニケーションです。食中毒防止キャンペーン活動では、ＪＲ駅前での啓発品
の配布など、身体を張った？仕事もしていますが、受け取って貰えないことも多々あ
ります。反面、食の安全フォーラムや市民向け講習会では、活発に質問が飛び交った
りもし、正しく理解して貰った時などは、企画した事業の直接的な効果も分かって嬉
しく感じます。また、危機管理も重要な業務の一つです。市内でもカンピロバクター
やノロウイルスによる食中毒が後を絶ちませんが、通報があった場合に、実際に患者
や施設の調査を行う保健所と連携を取りつつ、関係自治体等とも調整しながら対応し
ています。行政処分の記者発表も当課の仕事で、時には休みの日に出勤することもあ
りますが、市民の健康のためと考えると苦になりません。私はこれまで、厚生労働省
の食品安全部局以外に、感染症部局や医薬関係、内閣府の食品安全委員会などの職場
を経験してきましたが、それらの経験･知識なども十分活かして現在の業務を行って
います。皆さんも是非、いろいろな職場で経験を積むことができる厚生労働省で働い
てみませんか？多くのことに興味があるヒト、意欲的なヒトを待っています。では、
厚生労働省で一緒に仕事が出来ることを楽しみにしています！ 
 
三木朗  さいたま市保健福祉局保健部食品安全推進課 課長 平成元年入省 

ＪＲ浦和駅で食中毒防止リーフレットを配布･説明する筆者 

６ さいたま市 



職員からのMessage （海外編） 

Message 

中国で「食の安全担当官」として 
 
 私のポストである「食の安全担当官」は、2008年に発生した中国産冷凍餃子によ
る中毒事件を契機に設置されました。業務は、関連情報の収集分析、中国政府との連
絡調整、個別問題事例への対応、食品企業等からの相談対応、現地邦人への情報発信
など多岐にわたります。 
中国大使館は、日本人職員だけで約110名、これに現地職員を加えると170名近くの
大所帯で、これは米国大使館に次ぐ規模です。また、私のように外務省以外の省庁か
ら派遣されてきている職員が多いのが特徴です。このことは、日本にとって対中国問
題の重要性が増すにつれ、より専門性が求められるようになってきたことを表してい
ます。 
 今や中国は、GDPで日本を抜いて世界第２位の経済大国になりましたが、その一方
で、富裕層と貧困層の格差問題など大きな問題を抱えています。食の安全でも、大小
の食中毒はもとより、農薬による中毒事例、メラミンが混入した粉ミルク、偽ワイン
や偽豆腐といった食品偽造など、毎日の報道に事欠かない状況です。それだけに、北
京での勤務は、気の休まる時はなく、言葉以上に考え方や習慣の違いから中国政府と
のコミュニケーションで戸惑うことも多く、気苦労も絶えませんが、その分大きなや
りがいも感じます。 
 これから、厚生労働省獣医職員が大使館に派遣される機会は更に増えると思います。
皆さんの入省を心待ちにしています。 
 
梅田浩史  在中華人民共和国日本国大使館 経済部 一等書記官 平成４年入省 

大使館正面玄関でパンダを手に同僚たちと 

７ 中国 



職員からのMessage （海外編） 

Message 

国際公務員として働く 
 
 現在、スイス・ジュネーブにあるWHO（世界保健機関）のDepartment of Food 
Safety & Zoonoses (FOS)（食品安全・人畜共通感染症部）に出向中です。厚生労
働省は国際協力の一環としてWHOに数名の職員を派遣しており、獣医系技官の出向
者は、私で5代目となります。 
 私が所属するFOSは、獣医師、医師、毒性学・疫学の専門家などの技官13名と事
務系職員4名のみからなる小さな部ですが、食品中の微生物（細菌、ウイルス、寄生
虫）や化学物質（食品添加物、農薬、動物用医薬品）・汚染物質（重金属、カビ毒
等）のリスク評価、食品由来の抗生物質耐性菌対策、人畜共通感染症対策等々、食の
安全に関わるありとあらゆる分野をカバーしており、FAO（国連食糧農業機関）や
OIE（国際獣疫事務局）といった他の国際機関と連携し、日本を含む各国のトップサ
イエンティストの協力を仰ぎながら、世界全体における食品の安全性向上に向けて、
加盟国に対する科学的助言の提供や技術支援を行っています。 
 FOSの基本的な業務内容は、厚生労働省・食品安全部のそれと大きく変わるもので
はないので、その点では日本での経験がそのまま役立っていますが、WHOのクライ
アント（＝193加盟国）の置かれている状況は多種多様で、その関心事項やWHOへ
のリクエスト内容もそれぞれ異なるため、それらを最大公約数的に満たす難しさを
常々実感しています。一方、日本と諸外国との相違点に触れ、外から日本の食品安全
に関する現状を客観的に見つめ直す良い機会ともなっています。 
 将来、漠然とでも、国際公衆衛生の分野で働いてみたい、と考えている方は、厚生
労働省の獣医系技官にはこのようなキャリアパスの可能性もありますので、ぜひ検討
してみてください。 
 
福島和子  Technical Officer, World Health Organization (WHO)  
 平成11年入省 

８ スイス 



厚生労働省獣医系技官採用試験案内 
厚生労働省では、毎年度、獣医系技術職員採用試験（国家公務員Ⅰ種相当）
を実施し、獣医師を採用しています。 

 選考方法等の一部を平成２４年度から変更します。 
 詳細については、後日、厚生労働省ＨＰに掲載予定です。 
 
 
   ※入省までの流れ（参考：平成２３年度採用スケジュール） 

採用試験受付期間（4月1８日～5月９日） 

第１次試験（5月２２日） 

第２次試験（6月１２日） 

第3次試験（7月２６日） 

最終合格者発表 

採用面接（１０月３日） 

獣医師国家試験 

採用 

専門試験・多肢選択式（60題、3時間） 
専門試験・記述式(4題、2時間) 

教養試験・多肢選択式（55題、3時間） 
総合試験・記述式(2題、2時間) 

人物試験（個別面接） 

近年の採用者数 

年度 H20 H21 H22 

採用人数 ４ ３ ３ 

（ ）女性 （２） （２） （２） 

女性も積極的に採用！ 
現役生、大学院生、社会人経験者

など、幅広く採用！ 



厚生労働省 医薬食品局 食品安全部 監視安全課 
     
   
 

〒100-8916 
東京都千代田区霞が関１－２－２中央合同庁舎第５号館 

TEL: 03-5253-1111  
担当：温井、井河(内線2476、２４９９) 

採用情報ホームページ 
http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/jyuuisaiyou.html 

問い合わせ先 
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