
（別記様式１）

農林水産省動物検疫所就業体験実習受入先一覧

実習実施機関
(所名)

受入部署
（注１）

人数 実習内容 受入条件等

すべての実施場所において
・獣医系又は畜産系分野を専修している大
学生又は大学院生

8月２9日～9月2日 １週間 2

９月5日～9月9日 １週間 2

９月5日～9月9日 １週間 2

9月12日～9月16日 １週間 2

8月22日～8月26日 １週間 2

８月29日～9月２日 １週間 2

 検疫部動物検疫課
 （横浜本所）
 （注３）

輸出入動物の係留検査について、実務を経験す
る。

係留施設の病原体侵入及び持出し防止のため、以
下についてお願いします。

・実習の前後1週間は国内の家畜（偶蹄類、馬科
動物）に接触しない。
・実習の前1週間は、家畜の伝染性疾病の病原体
を取り扱わない。
・その他、防疫官の指示事項を遵守できる者。

 精密検査部
    微生物検査課
 　病理・理化学検査課
    危険度分析課
　（横浜本所）

【微生物検査課】
血清学的検査等 １-２日間
【病理・理化学検査課】
PCR検査等　１-２日間
【危険度分析課】
データ解析、リスク評価等　１日間

・動物及び畜産物を対象とした精密検査に興味が
ある方
・リスク評価に興味がある方
・パソコンを用いたデータ解析に興味ある方
（動物の輸入状況等により、予定している検査が
実施できない場合もあります。）

受入期間

 動物検疫所

 企画管理部
 　企画調整課
 　調査課
 　危機管理課
　（横浜本所）

・企画管理部各課における補助業務（問い合わせ
への回答案作成、防疫資材の管理、統計資料作
成、会議資料の作成、ホームページの編集等）
・各種会議、打合せへの出席等

動物検疫に興味、関心のある方。
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実習実施機関
(所名)

受入部署
（注１）

人数 実習内容 受入条件等受入期間

8月２9日～9月2日 １週間 2

９月5日～9月9日 １週間 2

8月２9日～9月2日 １週間 2

９月5日～9月9日 １週間 2

8月22日～8月26日 １週間 2

8月29日～9月2日 １週間 2

8月3日、4日 2日間 2

8月25日、26日 2日間 2

8月22日～8月26日 １週間 2

8月29日～9月2日 １週間 2

動物検疫所
成田支所

旅具検疫第2課及び動物検疫第1
課

（注３）

・輸出入動物の係留検査（実習期間中に検査があ
る場合）
・犬、猫等の輸出入検査
・携帯品検査（検疫探知犬による探知活動含
む。）
・航空貨物の輸出入検査

・動物検疫に興味、関心がある方。

【獣医系】
・実習開始前１週間、家畜との接触を避け、研究
室等で家畜の病原体を扱う作業をしないこと。
・検疫区域への入域時には専用着を着用し、退域
時にはシャワーを浴びること。
・動物の輸入予定に変更があった場合は、実習生
の了解を得た上で受入日程を変更する場合があ
る。

（各期間中１日は検疫部畜産物検疫
課で受入予定）

動物検疫所
北海道・東北支所

 北海道・東北支所検疫課
 （注３）

・畜産物の輸出入検査（新千歳空港、小樽港）
・動物の輸出入検査（胆振分室）
・犬等の輸出入検査（新千歳空港）

・動物検疫業務に興味、関心のある方
※状況により体験できない業務もあります。

 仙台空港出張所

・仙台空港における携帯品検   査及び検疫探知犬
探知業務（国際線運休時はシミュレーション訓
練）
・仙台塩釜港における船舶貨   物（畜産物）の輸
出入検査業務
・輸出犬等の検査業務

・動物検疫業務に興味、関心のある方（特に携帯
品検査、畜産物の輸出入検査）
※申請状況により体験できない場合があります。
また、旅客便の到着がない場合もあります。

 動物検疫所

 検疫部畜産物検疫課

①海港における畜産物の輸入検査（書類検査、現
物検査、精密検査及び消毒措置等）
②海港における畜産物の輸出検査（書類検査、現
物検査等）
③外航船舶（フェリー）の携帯品検査
④病原体の輸入照会への対応
⑤国際郵便物の輸入検査
（①の一部及び⑤については川崎出張所において
実施予定。③についてはコロナウイルス感染症の
影響により就航休止中の場合があります）

・動物検疫業務（特に畜産物の輸出入検査）に興
味、関心がある方。

（各期間中１日は川崎出張所で受入
予定）

 川崎出張所

①海港における畜産物の輸入検査（書類検査、現
物検査、精密検査及び消毒措置等）
②海港における畜産物の輸出検査（書類検査、現
物検査等）
③外航船舶（フェリー）の携帯品検査
④病原体の輸入照会への対応
⑤国際郵便物の輸入検査
（①から④については畜産物検疫課において実施
予定）

・動物検疫業務（特に畜産物の輸出入検査）に興
味、関心がある方。
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実習実施機関
(所名)

受入部署
（注１）

人数 実習内容 受入条件等受入期間

8月２9日～9月2日 １週間 2

９月5日～9月9日 １週間 2

8月1日～8月５日 １週間 2

8月22日～8月26日 １週間 2

8月２9日～9月2日 １週間 2

９月5日～9月9日 １週間 2

９月５日～9月9日 １週間 2

９月１２日～9月１６日 １週間 2

９月１２日～9月１
６日

１週間 2

９月２６日～9月３
０日

１週間 2

大阪出張所及び苅藻検疫場（注
３）

・大阪港における輸出入畜産物の検査補助
・輸入動物の検査業務補助（実習期間中に検査が
ある場合）
（注）９月１２日～９月１６日における輸入動物
の検査業務補助は、苅藻検疫場（神戸市長田区）
で実施予定

 動物検疫所
 関西空港支所

 関西空港支所検疫第１課

・旅客の携帯品（犬猫を含む。）検査
・貨物検査、郵便検査
・動植物検疫探知犬の飼育管理の一部及び探知活
動の補助業務を体験

・動物検疫に興味、関心のある方。

 動物検疫所
 神戸支所

 神戸支所検疫課
・神戸港における輸出入畜産物の検査補助
・輸入動物の検査業務補助（実習期間中に検査が
ある場合）

・動物検疫に興味・関心のある方。
・実習開始前７日間、海外渡航歴がなく、畜産関
係施設等への立入り及び研究室等で家畜の病原体
の取扱いを行っていないこと
・実習期間中、他の畜産関係施設へ立ち入らない
こと
・その他、家畜防疫官の指示事項を遵守できる者
であること
（注）動物の輸入検査において、検疫区域への入
域時には専用着を着用し、退域時はシャワーを浴
びていただきます。

 動物検疫所
 中部空港支所
 及び精密検査部
 海外病検査課

 中部空港支所検疫課、
 名古屋出張所及び
 精密検査部海外病検査課

・中部空港における畜産物及び犬等の輸出入検査
業務、外国郵便物の輸入検査業務並びに動物検疫
の広報業務
・名古屋港における畜産物の輸出入検査業務
・海外病検査課における検査業務

・動物検疫に興味、関心のある方
※中部国際空港（常滑市）及び名古屋出張所（名
古屋市港区）の両方に通える方

 動物検疫所
 羽田空港支所

 羽田空港支所検疫課
 及び東京出張所

・畜産物の輸出入検査（羽田空港・東京港）
・犬、猫等の輸出入検査（羽田空港）
・検疫探知犬による探知活動（羽田空港）

・動物検疫に興味、関心のある方。
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実習実施機関
(所名)

受入部署
（注１）

人数 実習内容 受入条件等受入期間

8月１５日～8月１９日 １週間 2

９月２６日～9月３０日 １週間 2

8月１日～8月５日 １週間 2

９月９日～9月13日 １週間 2

8月22日～8月26日 １週間 2

９月5日～9月9日 １週間 2

8月22日～8月26日 １週間 2

8月29日～9月2日 １週間 2

注1：実習受入部署の所在地については、動物検疫所HPの所在地一覧により確認してください。
注2：実習受入部署により、公共交通機関で移動して実習を行う場合、または職員の運転する車に同乗して実習を行う場合があります。
注3：輸入動物の係留施設において実習する場合、実習の前後１週間は同種の動物に接触しないようにお願いします。（接触を禁じる動物の種類、詳細については実習前にお知
　　  らせします。）また、実習前１週間以内に海外から帰国している場合、受入れを見合わせることがあります。その他、実習期間前１か月の海外渡航状況を踏まえ、受入れ
        を見合わさせていただくことがあります。なお、動物との接触及び海外渡航については、受講決定後に誓約していただきます。

・動物検疫に興味、関心のある方。
・検疫区域への入場時には更衣し、退場時には
シャワーを浴びることが必要。
・空海港へは、職員の運転する車で移動。
・動物の輸入計画変更があった場合は実習生の了
解を得た上、受入日程を変更する場合がある。

 動物検疫所
 沖縄支所

 沖縄支所検疫課及び
 那覇空港出張所

・沖縄支所における動物検疫業務（畜産物の輸出
入検査、国際郵便物検査、犬猫の輸出検査、検疫
探知犬の訓練、広報活動などの補助）

動物検疫所に興味、関心をお持ちの方。
現在、沖縄県内には国際線航空機、船舶ともに旅
客便の就航がなく、実習内容には制限があります
が、今後の状況により変更する可能性がありま
す。

（１課での実習は１～２日を予定。
２課での実習は輸入動物の検査状況
に応じて２～３日程度を予定。）

 動物検疫所
 門司支所

 博多出張所及び
 福岡空港出張所

【博多出張所】
・畜産物輸出入検査業務

【福岡空港出張所】
・国際線旅客携帯品検査業務
・動物（犬猫）輸出入検査業務
・水産動物輸入検査
・畜産物の精密検査業務

・動物検疫に興味、関心のある方。、将来、動物
検疫所で働いてみたいと考えている方

（博多出張所での実習は２～３日、
その他は福岡空港出張所を予定）

 鹿児島空港出張所
  （注３）

・鹿児島港等における畜産物等の輸出入検査業務
（書類審査、現物検査等）
・国際線（航空機）の旅客携帯品の検査業務に関
し、検疫探知犬の活動若しくはトレーニングの見
学
・輸入馬の臨機検査、臨床観察、採血の見学
・検査室における血液塗抹標本作成、血清検査等
・書類審査、輸入検疫証明書の作成等
・動物検疫に係る広報活動

 動物検疫所
 門司支所

 門司支所検疫第１課
 及び検疫第２課
  （注３）

【検疫第１課】
・関門港における畜産物等の輸出入検査業務（書
類検査、現物検査等）
・国際線（フェリー等）の旅客携帯品の検査業務
・動物検疫に係る広報活動

【検疫第２課】
・輸入牛の搬入立会、臨床観察、採血及び検査材
料採取の見学・補助
・検査室における血液塗抹標本作製、血清分離、
遺伝子検査等の見学・補助
・死亡牛等の剖検及び病性鑑定に係る検査の見
学・補助

【検疫第１課】
・動物検疫に興味、関心のある方。
・検疫第１課（門司港湾合同庁舎）から検疫第２
課（新門司検疫場又は太刀浦検疫場）へは、各自
公共機関による移動、若しくは官用車で移動

【検疫第２課】
・実習開始前１週間は家畜との接触を避けること
・実習開始前１週間は研究室等で家畜の病原体の
分離や病原体を扱う作業に携わらないこと
・検疫区域への入域時には専用着を着用し、退場
時にはシャワーを浴びること
・動物の輸入予定に変更があった場合は、実習生
の了解を得た上で受入日程を変更する場合がある
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