
①動物検疫所について理解を深める
②企画管理部各課における業務補助
例：広報関係業務
（ホームページ、SNS投稿等）
動植物検疫探知犬の管理業務
問合せへの回答案作成
統計資料作成補助
各種資料整理
防疫資材の管理業務補助
OIE疾病発生情報収集

③各種会議、打合せへの出席 など

※実習内容については、日程等により変更しますのでご注意ください。

調査課

動物検疫業務システム等
の運用、開発調整、統計情
報の収集、作成及び各種
研修の立案、調整など

危機管理課

畜産物検査等に関する処
理施設情報の管理、家畜
伝染病発生時の緊急支援、
防疫資材の保管及び検疫
事案に関する危機管理対
応など

動物検疫所の検疫対応に

関する総合的な企画（疾病
摘発時の対応方針決定や
予算及び人員要求作業な
ど）、立案、及び調整など

企画調整課

企画管理部の業務内容 主な実習内容（予定）

企画管理部は、動物や畜産物の検査
業務ではなく、事務的な仕事が中心と
なりますが、動物検疫所全体の仕組
みや動きを知ることができる部署です。
貴重な体験ができると思われますので
是非、来てみてください！

企画管理部からのメッセージ

企画管理部における実習内容

探知犬に会
えるかも？



家畜伝染病予防法に基づく牛、馬、
豚、初生ひな等の輸出入検査
狂犬病予防法に基づく犬・猫等の
輸出入検査
水産資源保護法に基づく輸入水産
動物の検査

動物検疫について理解を深める
動物検疫業務の概要説明
輸入家畜(豚等)の検査業務の補助

・臨床観察
・血液、検査材料の採取
・採取した材料を用いた各種検査

※ 状況により体験できない場合もあります。

動物検疫課の業務内容動物検疫課の業務内容

動物検疫課の実習内容

主な実習内容（予定）主な実習内容（予定）

～ 動物検疫課からのメッセージ ～
生きた家畜の検査業務を体験したい方、

ぜひお越し下さい！



危険度分析課

動畜産物の輸出入に伴う、
疾病侵入リスクの解析など

精密検査部の業務内容 主な実習内容（予定）

検査が好きな方や
リスク分析に興味がある方

大歓迎です!!

精密検査部からのメッセージ

精密検査部における実習内容

病理・理化学検査課

・細菌検査
・病理検査
・遺伝子検査
・理化学検査

輸出入動物及び畜産物を対象とした

微生物検査課

・ウイルス分離
・中和試験
・抗体検査

①精密検査を通じて、動物検疫への
理解を深める

②各種検査の意義と原理を理解する

＜例＞
ウイルス分離
中和試験
ELISA
間接蛍光抗体法
PCR
病理標本の作製
輸入リスク分析に関する説明
パソコンを用いたデータ解析



①動物検疫所について理解を深める

②畜産物検疫課の業務を体験
例：１）船舶貨物で到着する畜産物の輸出入検査

ア）書類検査補助
イ）現物検査補助
ウ）検査後の処理の補助

２）病原体の輸入照会への対応補助
３）国際郵便物の検査補助[川崎出張所業務]

③水際防疫の重要性の理解 など

※実習内容については、日程等により変更しますのでご注意ください。

畜産物の輸出検査

国際的な信用のため、外国に輸出
する畜産物が、家畜の伝染性疾病
をひろげるおそれのないことを証明
するための輸出検査を実施

国際郵便物の検査
[川崎出張所]

国際郵便の郵便物に包含されてい
る畜産物について、開梱し現物検
査を行い輸入の可否を確認

海外から輸入される骨・肉・皮・毛
などの畜産物を介して、家畜の伝
染性疾病が日本に侵入することを
防ぐため、書類検査や現物検査を
実施

畜産物の輸入検査

畜産物検疫課の主な業務内容
主な実習内容（予定）

検疫部畜産物検疫課は、横浜港の畜産物の輸出入
検査を行っています。目には見えない家畜の伝染病
の病原体等の日本への侵入をどのように防いでいる
か、興味ある方は是非おいでください！

畜産物検疫課からのメッセージ

携帯品の検査
（旅客フェリー入港時のみ）

横浜港に不定期に入港する旅客フェ
リーによる入国者が、手荷物として
持ち込む畜産物の検査

※コロナのため就航休止中の可能
性があります

動物検疫所検疫部畜産物検疫課における実習内容
(一部川崎出張所において実施予定)



※実習内容については、日程等により変更しますのでご注意ください。

畜産物の輸出検査

国際的な信用のため、外国に輸出
する畜産物が、家畜の伝染性疾病
を広げるおそれのないことを証明
するための輸出検査を実施

国際郵便物の検査

国際郵便の郵便物に包含されてい
る畜産物について、開梱し現物検
査を行い輸入の可否を確認。検疫
探知犬も活動中。

海外から輸入される骨・肉・皮・毛
などの畜産物を介して、家畜の伝
染性疾病が日本に侵入することを
防ぐため、書類検査や現物検査を
実施

畜産物の輸入検査

川崎出張所の主な業務内容

川崎出張所は、川崎港の畜産物の輸出入検査及び
川崎東郵便局の外国郵便物検査（検疫探知犬も活
動中）を行っています。目には見えない家畜の伝染
病の病原体等の日本への侵入をどのように防いでい
るか、興味ある方は是非おいでください！

川崎出張所からのメッセージ

携帯品の検査
（旅客フェリー入港時のみ）

［畜産物検疫課］

横浜港に不定期に入港する旅客
フェリーによる入国者が、手荷物と
して持ち込む畜産物の検査

動物検疫所川崎出張所における実習内容
(一部畜産物検疫課において実施予定)

①動物検疫所について理解を深める

②川崎出張所の業務を体験
例：１）船舶貨物で到着する畜産物の輸出入検査

ア）書類検査補助
イ）現物検査補助
ウ）検査後の処理の補助

２）病原体の輸入照会への対応補助
［畜産物検疫課］

３）国際郵便物の検査補助

③水際防疫の重要性の理解 など

主な実習内容（予定）



主要3業務（動物の検査、携帯品検査、畜産物検
査）が実習できます。実際の馬の輸出入検査は見ら
れない場合もありますが、施設見学や検査の実習は
出来ますので、是非お越し下さい！

検疫課からのメッセージ

北海道・東北支所検疫課における実習内容

検疫課の業務概要 主な実習内容（予定）

①新千歳空港での業務補助
検疫探知犬による旅行客の携帯品検査、
犬等の輸出入検査、航空貨物の輸出入検
査を体験

（国際線の到着がない場合は、シミュレーショ
ン訓練等になる場合もあります）

②胆振分室（厚真町）での業務補助
馬の輸出入検査、初生ひなの輸入検査を
体験

③小樽港事務所での業務補助 など
小樽港、石狩湾港で以下の業務を体験
・輸出入畜産物の書類検査及び現物検査
・輸出入検疫証明書の発行

＊状況により体験できない業務もあります
検疫課では、新千歳空港での業務の他、胆振分室、小樽港事務所
で業務をおこなっています。
新千歳空港､旭川空港等では、旅行客携帯品検査や牛肉等の航
空貨物輸出検査を、小樽港・石狩新港等では船舶貨物検査やクルー
ズ船対応を行っています。
また、胆振分室では輸入動物の係留検査、動物の輸出検査、防疫
資材の保管管理等を行っています。

北海道・東北支所
（新千歳空港）

小樽港事務所

函館空港出張所
胆振分室



北海道・東北支所 仙台空港出張所における実習内容

秋田空港秋田空港

山形空港山形空港

秋田港秋田港

福島空港福島空港 仙台空港出張所
（仙台空港）

仙台塩釜港仙台塩釜港

小名浜港小名浜港

石巻港石巻港

花巻空港花巻空港

動物園動物の輸入検査場所

輸入初生ひなの検査場所

牛精液の輸出検査場所

仙台空港出張所の業務概要

仙台空港出張所は、東北地方唯一の動物検疫所で、青森県を
除いた東北５県を管轄しています。
出張所のある仙台空港の他に、上記の空港において、主に

海外から到着する旅行者の携帯品検査を、海港において、船舶
で輸出入される畜産物等の検査を行っています。
また、管内には、３箇所の輸入ひなの農林水産大臣指定検査

場所があり、ヨーロッパや北米から輸入される初生ひなの検査
も行っています。

主な実習内容（予定）

動物検疫の仕組みを知ることができますので、
実習内容に興味のある方は、是非お越し下さい！

仙台空港出張所からのメッセージ

秋田船川港秋田船川港

釜石港釜石港

①仙台空港業務の体験
仙台空港における以下の業務補助及びシミュレー
ション訓練に参加
・入国者の携帯品検査 ・靴底消毒（解説）
・検疫探知犬の探知活動

（国際線の到着がない場合は、訓練のみになります）

②畜産物輸出入検査業務の体験・補助
仙台・塩釜港における以下の業務を体験
・輸出入畜産物の書類検査、現物検査
・輸出入検疫証明書の発行

③動物の検査業務体験 など
・犬猫の輸出検査（申請がある場合）

＊状況により体験できない業務もあります



第１旅客、第２旅客、第３旅客ターミナル
（旅具検疫第１課、旅具検疫第２課、旅具検疫第３課）

・畜産物等（携帯品）の輸出入検査
・犬、猫等（携帯品）の輸出入検査
・動物の臨機検査
・検疫探知犬による探知活動
・入国者に対する質問・消毒業務

貨物合同庁舎
（貨物検査課）

・畜産物等（貨物）の輸出入検査
・犬、猫等（貨物）の輸出入検査
・初生ひなの到着時検査
・水産動物の輸入許可業務

天浪検疫場

動物検疫第２課動物検疫第１課

・輸出入動物の係留検査（牛、豚、馬、うさぎ等）
・臨機検査（成田収容分）

・輸出入動物の係留検査（犬、猫等）
・輸入サルの臨機検査

成田支所での実習内容

注）なお、期間中、必ずしも
動物の検査があるとは限り
ませんので予めご了承くだ
さい。



東京港
●船舶貨物の輸出入検査
●郵便物の輸入検査 他

羽田空港支所 検疫第１課・東京出張所における実習内容

羽田空港支所の業務

羽田空港

●肉製品等、携帯品や航空貨物の
輸出入検査

●犬、猫等の輸出入検査
●検疫探知犬による探知活動
●動物検疫に関する広報活動 他

●動物検疫について学ぶ
●輸出入検査を体験する
●広報活動を補助する
●職員と意見交換する

実習内容

首都圏の空の玄関である
羽田空港や日本一の貨
物取扱量の東京港で、検
疫業務を体験できます！

羽田空港支所からの
メッセージ



３カ所で実習

名古屋出張所の業務

海外病検査課の業務

検疫課の業務

中部空港支所中部空港支所

中部空港支所では、空港島内に所在する海外病
検査課と共催することにより、空港での旅客を
対象とした検査、外国郵便物の検査、海港での
大型コンテナで輸入される貨物の検査、検査室
での精密検査など幅広い業務の体験ができます。

中部空港支所からのメッセージ中部空港支所からのメッセージ

精密検査部精密検査部

・輸出入鳥類の鳥インフル
エンザ検査
・輸出犬の血清学的検査
・輸入水産動物の病原学的
検査 など

・航空貨物の輸出入検査
・外国郵便物の検査
・輸出入犬猫の検査
・検疫探知犬を使った旅客の
携帯品検査 など

・名古屋港における輸出入
畜産物検査
・防疫資材の管理業務 など

○ 動物検疫所について理解を深めます
○ 各課・出張所における業務を見学・
体験します

実習内容実習内容

次のような業務の見学・体験（業務の補助）ができます。
・空港における旅客の携帯品検査
・空港における航空貨物の検査
・外国郵便物の検査
・輸出入犬猫等の検査
・海港における船舶貨物の検査
・防疫資材の管理業務
・輸出動物の検査室での検査
・輸入鳥類の検査室での検査
・輸入魚類の検査室での検査

中部空港支所での実習内容



航空貨物で輸出入され
る畜産物及び動物の検
査を体験して頂きます。

国際線旅具検査場の動物
検疫カウンターで行われる、
海外から到着する旅客の
手荷物（肉製品等の検査
補助を行って頂きます。

海外から、又は海外へ出
入国する犬猫等の検査を
補助して頂きます。

①携帯品の検査補助

②犬猫等の検査体験

海外から、又は海外へ出
入国する犬猫等の検査を
体験して頂きます。

④貨物の検査体験

探知犬による探知業務の補助を
行いながら、関西空港で行われる
様々な検疫業務（左の①～④）を
体験して頂きます。

探知犬の飼育管理
やハンドリングも体
験できるかも

②から④の体験メニューについては実習期間中の動物や畜産物の
輸入状況等により別メニューに変更することがあります。

動物検疫所関西空港支所での実習内容

③郵便検査の体験
国際郵便により海外から持ち込ま
れる畜産物を対象とした検査補助
を行って頂きます



（注） 動物の輸出入検査については、輸入変更等により体験できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

検疫課の業務 主な実習内容（予定）

検疫課は、主に神戸港に輸出入される動物や畜産物の検査を行っています。
興味のある方は、私たちの職場を体験してみませんか。

検疫課からのメッセージ

動物検疫について理解を深めます。
・ 動物検疫業務の概要説明
輸出入検疫業務の補助を行います。
・ 畜産物の輸出入検査
（書類検査、現物検査、精密検査）
・ 動物の輸出入検査
（書類検査、臨床観察、血清検査等）

輸出入畜産物の検査
（肉類、臓器類、皮類等）
輸出入動物の検査
（馬、牛、初生ひな、犬等）
神戸港、神戸空港における旅具検査
（定期旅客船、クルーズ船、チャーター便等）
口蹄疫ワクチン等防疫資材の保管

動物検疫所神戸支所検疫課における実習内容



（注） 動物の輸出入検査については、一突検疫場（大阪）または苅藻検疫場（神戸）のいずれかで実施します、輸入変更等により体験でき
ない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

大阪出張所の業務 主な実習内容（予定）

大阪出張所は、主に神戸港に輸出入される動物や畜産物の検査を行っています。
興味のある方は、私たちの職場を体験してみませんか。

大阪出張所からのメッセージ

動物検疫について理解を深めます。
・ 動物検疫業務の概要説明
輸出入検疫業務の補助を行います。
・ 畜産物の輸出入検査
（書類検査、現物検査、精密検査）
・ 動物の輸出入検査
（書類検査、臨床観察、血清検査等）

輸出入畜産物の検査
（肉類、臓器類、皮類等）
輸出入動物の検査
（馬、牛、初生ひな、犬等）
大阪港における旅具検査
（定期旅客船、クルーズ船、チャーター便等）

動物検疫所神戸支所大阪出張所における実習内容



【動物検疫について理解を深める】
家畜、犬・猫、サル、魚などの水際防疫の意義

【動物（牛・馬）の輸入検疫業務の補助】
①臨船・臨機検査
・空海港に到着した動物の状態を確認

②健康証明書の確認
・輸出国政府発行の証明書が輸入条件を充
足しているか確認

③採血・採材
・各種検査に必要な材料を採取

④血液・血清検査
・各種検査を実施

⑤臨床観察
・ 毎日の牛・馬の健康状態を確認

※ 実習内容は、輸入日程等により変更する場合があります。

主な輸出入検疫業務 実習内容（予定）

門司支所における実習内容（１）

１ 肥育用素牛・素馬の検査

２ 輸出入小動物（犬、猫）の検査

３ 輸入初生ひなの検査

４ 輸出入畜産物の検査

５ 国際線旅客の携帯品検査

門司支所新門司検疫場では、牛や馬の輸入検疫を
しています。動物検疫の仕組みを知ることができます。
ぜひ、来てみてください！

門司支所からのメッセージ（１）

肥育用素牛・素馬の検査業務の補助



①書類検査
・提出された申請書類の内容を確認

②現物検査
・関門港において、輸出入貨物が申請書類の
記載内容と合致しているか確認

③輸出入検疫証明書の発行

※ 実習内容は、輸入日程等により変更する場合があります。

主な輸出入検疫業務 実習内容（予定）

門司支所では、畜産物を対象に、貨物や携帯品の検
査をしています。動物検疫の仕組みを知ることができ
ます。ぜひ、来てみてください！

門司支所からのメッセージ（２）

門司支所における実習内容（２）

１ 肥育用素牛・素馬の検査

２ 輸出入小動物（犬、猫）の検査

３ 輸入初生ひなの検査

４ 輸出入畜産物の検査

５ 国際線旅客の携帯品検査

輸出入畜産物の検査の補助

①現物検査
関門港において、国際線旅客の携帯品を検査

②靴底消毒
③質問業務

国際線旅客の携帯品検査



※ 実習内容は、状況により変更する場合があります。

主な輸出入検疫業務 実習内容（予定）

博多出張所では、畜産物を対象に貨物と携帯品（注）
の検査をしています。動物検疫の仕組みを知ること
ができます。ぜひ、来てみてください！

博多出張所からのメッセージ

博多出張所における実習内容

１ 輸出入畜産物の検査

２ 国際線旅客の携帯品検査

輸出入畜産物の検査の補助

【動物検疫について理解を深める】
家畜、犬・猫、サル、魚などの水際防疫の意義

【輸出入畜産物の検査業務の補助】
①書類検査

・提出された申請書類の内容を確認
②現物検査

・博多港において、輸出入貨物が申請書類の
記載内容と合致しているか確認

③輸出入検疫証明書の発行

国際線旅客の携帯品検査（注）

①現物検査
博多港において、国際線旅客の携帯品を検査

②靴底消毒

（注）2022年5月現在、国際旅客船は運休しています。

輸出：冷凍生鮮肉

輸入：加熱処理肉
（加熱状況確認検査）

輸入：冷凍生鮮肉



動物検疫業務に係る法律及び法令に基づく主な業務内容

• 動植物検疫探知犬による探知活動

• 家畜防疫官による旅客への口頭質問

• 手荷物の開披検査

• 書類検査

• 現物検査

• 輸出入検疫証明書の交付

インターンシップ生の皆様へ

福岡空港出張所では、これらの業務内容について見学・経験してもらうことができます。

実際の動物検疫業務を体験して理解を深めてみませんか。職員一同、心よりお待ちしております。

福岡空港出張所における実習内容

国際線旅客の携帯品検査

畜産物の輸出入検査

家畜伝染病予防法

• 書類検査

• 個体の照合 / 健康状態の確認
• 輸出入検疫証明書の交付

犬等の輸出入検査

• 申請書類の検査

• 健康状態の目視による検査

• 許可証の交付
水産動物の現物検査

狂犬病予防法

水産資源保護法

旅客から収去した肉製品等を使用した精密検査業務も実施しています。



２ 輸出入小動物（犬、猫）の検査

１ 肥育用素馬の検査

主な輸出入検疫業務

鹿児島空港出張所における実習内容（１）

３ 輸入初生ひなの検査

５ 輸出入畜産物の検査

６ 国際線旅客の携帯品検査

実 習 内 容（予定）

肥育用素馬の検査業務の補助

鹿児島空港出張所からのメッセージ

鹿児島空港出張所では、馬やサルの輸入、畜
産物を対象に輸入貨物や携帯品の検査など
様々な動物・畜産物の検査を行っており、動物
検疫の仕組みを広く知ることができます。ぜひ、
来てみてください！＊実習内容は、輸入日程等により変更する場合があります。

【動物検疫について理解を深める】
家畜、犬・猫、サル、魚などの水際防疫の意義

【動物（馬）の輸入検疫業務の補助】
①臨船・臨機検査
・空港に到着した動物の健康状態を確認

②検査証明書の確認
・輸出国政府機関発行の検査証明書で輸入
動物が輸入条件等を充足しているか確認

③採血・採材
・各種検査に必要な材料を採取

④血液・血清検査
・各種検査を実施

⑤臨床観察
・毎日の輸入動物の健康状態を確認

４ 輸入サルの検査



２ 輸出入小動物（犬、猫）の検査

１ 肥育用素馬の検査

主な輸出入検疫業務

鹿児島空港出張所における実習内容（２）

３ 輸入初生ひなの検査

６ 国際線旅客の携帯品検査

実 習 内 容（予定）

輸出入畜産物の検査の補助

国際線旅客の携帯品検査の説明

５ 輸出入畜産物の検査

①書類検査
・提出された申請書類の内容を検査

②現物検査
・志布志港、鹿児島港、川内港において、輸
出入貨物が検査証明書等や提出された必要
書類等の記載内容と合致しているか検査

③輸出入検疫証明書の発行

①現物検査
・鹿児島空港における検疫探知犬を活用した
国際線旅客の携帯品検査
②靴底消毒
③質問業務

４ 輸入サルの検査

＊現在、国際線運休中のため携帯品検査について説明します。



沖縄支所及び那覇空港出張所におけ
る業務補助等を体験していただきます。

例： 船舶及び航空貨物（畜産物）の輸出入検査
検疫探知犬の探知訓練
犬等の輸出検査
国際郵便物の輸入検査
広報活動

※実習内容は、都合により変更される場合がありますので、予めご了承ください。

那覇空港出張所

那覇空港における航空貨物
検査、検疫探知犬の探知訓
練、犬等の輸出検査など

那覇港における船舶貨物検
査、那覇中央郵便局での国
際郵便物の検査など

沖縄支所

各所の業務内容 主な実習内容（予定）

沖縄支所におけるインターンシップに参加し
ていただき、貨物検査、犬等の輸出検査等の
業務を間近で学ぶことで、動物検疫の役割や
重要性を理解していただければと思います！

沖縄支所からのメッセージ

沖縄支所及び那覇空港出張所の実習内容


