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と感じています。また、本省及び各支所の職員の
方々からも指導いただき、学んだ様々なことをこ
れからも大切にしたいと思います。

（調査課　伊藤　陽香）
４月に農林水産省に入省してから９月までの
半年間は、消費・安全局動物衛生課国内防疫対策
室病原体管理班に配属され、10 月からは、動物
検疫所企画管理部調査課に配属されました。動物
衛生課では病原体の所持許可、届出受理及び飼養
衛生管理基準の遵守状況報告取りまとめ業務を
行いました。また、国内の疾病サーベイランスの
業務にも携わり、国内防疫における疾病発生・蔓
延防止対策を広く知ることができました。本省の
研修では、動物検疫に関する業務に携わることは
少なかったですが、家畜の疾病発生を防ぐことに
より畜産の振興を図るという点では、動物検疫と
同じ視点に立っていることが理解できました。
調査課では各支所の検疫業務報告のとりまと
め業務等を行っているほか、動物検疫に関わる法
令研修を受け、業務一つ一つがどのような法令に
基づいて行われているのかを理解することが重
要であると感じました。これから畜産物検疫課及
び動物検疫課で研修を受けていく中で、関係法令
を理解するとともに、水際ではどのようにして
疾病を持ち込ませないようにしているのか学び、
日々変化する検疫体制に柔軟に対応できる家畜
防疫官になれるように知識をつけたいと思いま
す。

（動物検疫課　横澤　輝美）
４月に入省してからの半年間、消費・安全局動
物衛生課にて本省の業務について学びました。私
は保健衛生班に所属し、主に家畜衛生講習会の運
営や各都道府県における疾病発生状況の取りま
とめ等の業務に携わりました。また本省にいる間
に、国内防疫に関する会議や講習会にも参加し、
日本の家畜衛生の現状及び課題について知るこ
とができたのは非常に貴重であったと感じてお
ります。
10 月からは動物検疫課に所属し、動物の各検
査方法や関連する法律等について学んでいます。
他にも畜産物検疫課での研修においては、畜産物

を輸出入するに当たっての流れや条件等につい
て学び、どのような手続の下に畜産物が輸出入さ
れているのかを理解することができました。水際
防疫の現場において、海外での疾病発生状況や法
改正など刻々と変化する情勢を踏まえ、法律に沿
いながらも臨機応変に対応する重要性及び難し
さを日々感じています。来年度から家畜防疫官と
して業務を遂行するに当たり、検疫業務に必要な
専門的知識・技術を身につけるとともに、様々な
事柄に関心を持ち、広く視野を持てるように努め
ていきたいです。

（畜産物検疫課　白藤　香菜子）
４月に農林水産省に入省してからの半年間、消
費・安全局動物衛生課の国際衛生対策室国際衛生
企画班に配属され、業務研修を受けました。主に
「海外の動物疾病発生の情報収集及びその情報の
課内外への周知」、「食肉処理施設の施設内容の変
更及び更新」、「課内への SPS 通報の周知」「公文
書のとりまとめ」等を行っていました。OIE、各
国当局のHP及び報道情報により疾病発生情報
を収集し地図や文書にまとめることで、海外で動
物の疾病がその国にどのように広がり、どのよう
に対策しているのか、また日本にどのような影響
があるのかを知りました。国際室への配属によ
り、世界各国と日本における動物検疫の重要性に
ついて考えることができました。
10 月から動物検疫所畜産物検疫課に配属にな
り、横浜港で輸出入される畜産物の輸出入検疫に
ついて研修しています。畜産物検疫課では肉類や
その加工品をはじめ、魚粉、稲わら、ペットフー
ドなど様々な種類の畜産物の現物検査や書類検
査についての知識を深めています。今後も動物検
疫に関わる様々な知識を得て、来年度からは家畜
防疫官として活躍できるよう日々精進したいと
思います。

（微生物検査課　髙山　耕）
４月から半年間は農林水産省消費・安全局動物
衛生課防疫業務班で、10 月からは本所精密検査
部微生物検査課でそれぞれの業務を経験してき
ました。動物衛生課では、国内の疾病発生状況の
取りまとめや、鳥インフルエンザ等の疑い事例の
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発生を通じて、生産者や都道府県をはじめとする
関係各所の動きを知り、国内防疫体制について理
解を深めることができました。微生物検査課で
は、精密検査業務の流れを理解した上で実際の検
体を用いて検査を行っています。大学で微生物を
扱う実験の経験はありますが、操作手順の一つに
も責任を持つということが決定的に違うと感じ
ました。12 月からは、動物検疫課、畜産物検疫
課等での研修があります。それぞれの部や課の業
務を結びつけ、水際防疫全体の流れをしっかりと
把握し、国内防疫と水際防疫を一体として家畜防
疫を捉えられるよう、知識と技術の習得に努めた
いと思います。そしてこの１年の経験を基礎に、
４月からは一人の家畜防疫官として、国民の皆様
からの期待と信頼に応えられるよう職務に励ん
でいきたいと思います。

（川崎出張所　矢野川　祥子）
４月からの半年間、消費・安全局動物衛生課国
際衛生対策室の国際獣疫班に所属し、主に国際
獣疫事務局（OIE）主催の国際会議等に参加され
る方の出張手続、OIE へわが国の疾病発生状況
報告等を行いました。家畜衛生行政のスケールの
大きさに驚きながらも、OIE に携わることがで
き刺激を受けた貴重な経験となりました。また、
他班の業務内容に係わることで、動物衛生課と動
物検疫所とのつながりを知ることができました。
10 月からは動物検疫所川崎出張所で業務研修を
受けており、主に海外から輸入された食肉や加熱
処理肉の検査を行っています。また外国郵便物検
査業務では検査のほか、検査内容に関する一般の
方からの電話の問い合わせ対応も行っています。
動物検疫課での３週間の研修では、担当となった
繁殖豚のほか、繁殖馬や初生ひなの検査にも携わ
ることができました。動畜産物検疫の最前線での
仕事にやりがいを感じると同時に、業務の根拠と
なる法律の勉強の必要性を感じる毎日です。研修
で教えていただいたことを自分のものにし、臨機
応変な対応ができる家畜防疫官になるべく努力
したいと思います。

（成田支所旅具検疫第１課　佐藤　華）
４月からこれまで、配属となった成田支所をは

じめ、羽田空港支所東京出張所での船舶貨物検査
や門司支所における生体動物に係る検査等、様々
な現場での研修を受けることができました。こう
した中で、一口に動物検疫といっても多面的な視
点から物事を見て判断をしなければならないこ
と、そのためには幅広い知識を持っていることが
重要であることを強く認識しました。
また、集合研修等で受講した講義や意見交換
は、普段の業務内容を再確認するきっかけにもな
り、自身の考え方を見直すことができました。
研修期間を終えた今、大切なことは知識として
得たことを実際に経験の中で引き出せるように
訓練することであると思います。業務の中で迷い
が生じたりすると、これまで学んだことの整理が
まだ不足していると感じます。自身の中の知識を
整理するためにも判断の難しい事案に対処する
とき、つい目の前にある物や人だけを見てしまう
のではなく、その度に根幹である動物検疫の法律
や目的に立ち返って、「考える」ということを大
切にしたいと思います。どのような場面に立って
も自身の中で根拠に根ざした判断を下せる家畜
防疫官になるために、常に考えながら業務に向か
う姿勢を心がけたいです。

（成田支所旅具検疫第２課　小野　萌）
入省してから半年間いくつもの研修に参加し、
動物検疫所の様々な業務を学んできました。犬猫
や生体動物の輸出入検査業務、貨物や携帯品検査
業務等、多岐にわたる検疫業務を経験し、家畜防
疫官として果たさなくてはならない職責の幅広
さを実感することができました。研修を無事終え
て、今は自身の配属先にて、犬猫や畜産物の輸出
入についての問い合わせへの対応を任される機
会も多くなり、説明することの難しさを日々感じ
ております。どのようにしたら相手に伝わるの
か、相手の立場になって考え、的確に発信する力
を身につけていきたいと思います。また、10月よ
り本格的に業務に携わることとなったことで、業
務に対する緊張感も一層増し、日々業務を覚える
ことで精一杯ですが、問い合わせされた方から感
謝の言葉をいただいた時には本当に嬉しく、その
ような時には自分も多少は成長できたのではな
いかと感じることができました。今はまだ先輩方
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に支えられやっと業務をこなすことができてい
る状況ですが、一日も早く独り立ちできるよう、
一日一日を大切に、積極的に学ぶ姿勢で業務にあ
たっていきたいと思います。社会人として、また
来年４月からは家畜防疫官として日々成長する
ための努力を継続していきたいと思っています。

（成田支所貨物検査課　郡山　実優）
早いもので動物検疫所に配属されて９か月が
経ちます。４月から貨物検査課に配属され、サン
プル製品や高付加価値製品等、成田特有の多種多
様の航空貨物に関わる業務を学び現在も充実し
た日々を過ごしています。羽田空港支所東京出張
所にて船舶貨物検査、空港のターミナルにて犬猫
の輸出入やカウンター業務、天浪と新門司検疫場
にて係留施設での生体検査を学びました。今後ど
の部署に配属されてもスムーズに業務をこなせ
るよう、法律に基づく基本的な箇所から、実際の
業務に携わる上で必要な知識まで幅広く学びま
した。これらの業務は全て法律に基づき実施され
ていることに気づかされました。他の部署での研
修を終え貨物検査課の業務を行ったとき、自分の
中の何かが変わったと感じました。様々な業務を
経験することで動物検疫という分野に対する視
野が広がったからではないかと思います。今後の
業務に臨むに当たって、日々の業務を漫然と行
うのでなく、その業務が伝染性疾病の侵入防止
といった動物検疫所の目的にどのように関係し
ているのかといったことを意識したプラスαの
仕事ができるよう、研修で学んだことを忘れず、
また諸先輩方の教えを吸収しつつ、経験を育み、
日々精進していきます。

（羽田空港支所検疫課　鶴田　有紀）
半年間の研修期間のうち、４、５月は羽田空港
で空港業務を学び、６月からの３か月間は東京出
張所において港での業務を学びました。その間に
は、初任者合同研修や門司研修もあり、税関や植
物防疫所などの動物検疫所以外の業務内容や、空
港では経験することのできない係留施設での業
務を学ぶことができ、とても刺激を受けました。
多くの研修を終えて、覚えたはずの空港業務が
まっさらになり羽田空港に戻ってしまった私は

その後、激動の日々を過ごしましたが皆さんに丁
寧に指導いただきなんとか乗り越えることがで
きました。
どこで仕事をしていても感じたことは、きちん
と自分で考えて行動することの大切さでした。４
月からは家畜防疫官になるので、それまでの間に
自分の核をしっかりと作り上げ、広い視野で物事
を見極められるよう研修で学んだことを活かし
て頑張ろうと思っています。ただ仕事をこなすの
ではなく何に基づき仕事を行っているのかとい
う点を意識しながら、語り継がれる防疫官になれ
るように今後の仕事に取り組もうと思います。

（中部空港支所検疫課　菊池　晏那）
中部空港に配属されてから様々な研修を経験
し、半年間で多くのことを学ぶことができまし
た。空港での犬猫等の輸出入検疫業務では、問い
合わせ者に合わせ複雑な制度をわかりやすく伝
えることの難しさを痛感しました。７月からの２
か月間は名古屋出張所での畜産物の輸出入検疫
業務の研修を行いました。生肉から串かつ等の加
工品、ペットフード、原皮まで様々な畜産物の検
査を経験できました。書類審査や現物検査を通し
て、法律だけではなく、製法や加熱による変性
等、畜産物についての知識も必要であると感じ、
今後さらに知識を深める必要があると思いまし
た。８月には新門司検疫場において牛の係留検査
を経験しました。千頭近くの牛を係留中に素早く
正確に検査する技術を学ぶことができ、非常に有
意義な研修でした。また、他にもきんぎょの輸入
検疫やコンテナ迷入猫の対応も経験しました。こ
の半年で、動物検疫所の業務は多岐にわたってい
ることを実感しました。これからも畜産振興に貢
献できるよう、向上心を忘れず、日々の検疫業務
に務めます。

（中部空港支所検疫課　長谷川　詩歩）
４月から中部空港支所に在籍し、半年間の研修
を終えました。名古屋出張所での研修と新門司検
疫所での研修も行いました。中部空港支所では主
に携帯品検査と、犬や猫の輸出入業務、郵便物検
査業務を行いました。携帯品検査でもペットの輸
出入業務でも、一般の方に丁寧に分かりやすく伝
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えることに非常に苦戦しました。難しいと感じた
例は、海外で購入してきたお土産が輸入できない
ことに納得できない方や、どうしてもペットの輸
入手続がうまくできない方など様々でしたが、分
かりやすく簡潔に要点を伝えるには自分が確実
に理解していないと伝えられないという点で共
通していました。中部空港支所では、１件１件振
り返りよく復習する時間をとることができたた
め、まだまだ不十分ではありますが、理解を深め
ることができたと思います。
半年間という短い間ではありましたが、動物検
疫所の業務の重要性をしっかりと理解すること
ができました。今後は研修で学び感じたことを忘
れずに、常に問題意識と向上心を持ち続ける家畜
防疫官になるために日々努めていきたいと思い
ます。

（関西空港支所検疫第１課　岡本　美華）
この４月から関西空港支所に所属し、主に犬猫
の輸出入手続や旅客が所持している指定検疫物
の検査を行っています。６月には大阪出張所で海
港での畜産物の検疫業務研修を行い、８月には新
門司検疫場で肥育用素牛の係留検査研修を行い
ました。
海港と空港とで大きな違いを感じたのは対応
する相手方の動物検疫制度への理解度です。海港
での検査は通関業者など貿易の専門家を相手に
接遇を行うことがほとんどなので動物検疫の制
度を理解されていることが多いですが、空港での
検査は国籍を問わず一般の方を相手にすること
が多いので動物検疫制度を知らない方や、動物検
疫に協力的ではない方もいらっしゃいます。その
ため一般の方に対しては特に丁寧な説明を行い、
パンフレットなどを用いて動物検疫制度を伝え、
理解していただくよう常に心がけて半年間業務
を行ってきました。
半年間の研修を通して、動物検疫所が行う業務
の重要性や家畜防疫官の持つ権限の大きさを痛
感してきました。これからは研修で学んだ知識や
技術を活かし、来年度から家畜防疫官として一人
前に業務が行えるようさらに努力していきたい
と思います。

（神戸支所検疫課　阿部　麻美）
この４月から神戸支所検疫課に所属し、『広い
視野を持った防疫官』を目指し主に畜産物の輸出
入検疫業務に携わっています。神戸支所が管轄す
る神戸港において輸出入される肉類、皮類などを
はじめとする多種多様な畜産物の検査を行って
おります。10 月からは官用車の運転が可能にな
り、一人で現物検査を行っております。
神戸支所の業務以外にも、様々な業務を経験す
る機会もたくさんありました。７月には関西空港
支所において旅具検査業務や、犬等の輸出入検疫
業務、航空貨物検査業務などの研修を行いまし
た。また、８月には新門司検疫場において動物検
査業務の研修を行いました。これらの研修の他に
も、動物検疫所、農林水産省、人事院近畿事務局
の新規採用者研修などにも参加しました。
採用からの８か月間で様々な業務に携わり、動
物検疫所の仕事の幅広さに驚きを感じつつ、同時
にその責任の重大さも実感しました。国内外の畜
産の振興、公衆衛生の向上に貢献できるように、
これから更に努力を重ねて業務に励みたいと思
います。

（門司支所検疫第１課　田甫　菜千香）
４月より門司支所検疫第１課に配属になり、現
場での研修の一環として、船舶貨物の検査、地方
空港での携帯品検査、広報活動など様々な経験す
ることができました。
検疫業務の知識が浅いために、自分自身が混乱
してしまったり、失敗することもありました。し
かしその都度、その業務の目的や関係法令などを
丁寧に説明いただき、各業務がどのような根拠に
基づいているものなのか、理解を深めていくこと
ができました。
本所研修では、検疫業務についての講義や、食
肉処理場などの外部施設見学を通して、動物検疫
の目的や意義を考える機会となりました。また、
新門司検疫場や福岡空港出張所、博多出張所に
おいて、動物や畜産物の輸出入検疫を経験する中
で、様々な検疫業務に対して的確な対応ができる
家畜防疫官になり、我が国の畜産振興に貢献した
いと強く感じるようになりました。そのために
は、少しでも多くの経験を積み重ね、自分が確実
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に行える業務を増やしていきたいと思います。

※編集委員より
新規採用者から関係者への感謝の言葉につい
ては、紙面の都合上一部割愛させていただきまし
た。研修に御協力いただいた皆様、ありがとうご
ざいました。

・人事異動

（平成 27 年 12 月２日～平成 28 年１月１日）

（平成 27 年 12 月２日付け）
　後藤　沙紀　	育児休業（中部空港支所名古屋出

張所）
　木賀ゆりえ　	中部空港支所名古屋出張所（臨時

的任用）

（平成 27 年 12 月４日付け）
　八王子元美　	任期更新（羽田空港支所東京出張

所（臨時的任用））

（平成 27 年 12 月６日付け）
　八王子元美　	退職（羽田空港支所東京出張所

（臨時的任用））

（平成 27 年 12 月７日付け）
　岩永　綾香　	育児休業（羽田空港支所東京出張

所）
　八王子元美　	羽田空港支所東京出張所（臨時的

任用）

（平成 27 年 12 月 14 日付け）
　緒方　倫子　	関西空港支所検疫第１課（臨時的

任用）

（平成 27 年 12 月 15 日付け）
　今安　　豊　	休職（中部空港支所庶務課）

（平成 27 年 12 月 20 日付け）
　早川　萌葉　	退職（成田支所貨物検査課（臨時

的任用））

（平成 27 年 12 月 21 日付け）
　鵜飼　沙織　	育児休業（成田支所貨物検査課）
　早川　萌葉　	成田支所貨物検査課（臨時的任

用）

（平成 27 年 12 月 31 日付け）
　須永　史子　	退職（成田支所旅具検疫第２課）
　柳　明日香　	退職（本所北海道出張所）
　黒本　光一　	退職（本所企画管理部危機管理課

（臨時的任用））
　平山　千砂　	退職（成田支所動物検疫第２課

（臨時的任用））
　山崎　　浩　	退職（門司支所博多出張所（臨時

的任用））

（平成 28 年１月１日付け）
　田中　咲子　	成田支所旅具検疫第２課（本所川

崎出張所）
　黒本　光一　	本所川崎出張所（臨時的任用）
　山崎　　浩　	門司支所博多出張所（任期付職

員）
　平山　千砂　	成田支所動物検疫第２課（任期付

職員）
　岡野　明弥　	羽田空港支所東京出張所（臨時的

任用）
　河村　哲伸　	本所北海道出張所胆振分室（本所

北海道出張所）
　大熊　綾美　	本所北海道出張所（本所北海道出

張所胆振分室）

－以上－


