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私たち農林水産省は
生命を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を
未来の子供たちに継承すること使命として
国民生活に必要不可欠な食料を供給し
地域の経済・社会を支える仕事をしています。

安全な食料を安定的に供給するため
家畜衛生、安定的な獣医療の提供
動物用医薬品や飼料の安全性の確保
薬剤耐性対策、畜産の経営安定に必要な制度づくり
など様々な政策を実行するにあたり
獣医師としての専門知識が不可欠です。

そのため農林水産省では、
人事院が実施する「国家公務員採用試験」とは別に
「農林水産省獣医系技術職員採用試験（総合職院卒
者相当）」を設け独自に獣医師を採用しています。

初年度の配属先は、霞が関本省
動物検疫所、動物医薬品検査所ですが
活躍の場は、他省庁、都道府県、在外日本国大使館、
国際機関まで広がっています。

また、「農林水産省獣医系技術職員採用試験」
合格者のうち、希望者の中から
独立行政法人家畜改良センター
国立研究開発法人農研機構動物衛生研究部門への
推薦も行っています。

私たち農林水産省は、強い問題意識を持ち
広い視野と柔軟な発想の下、前向きに
チャレンジしていくことができる人を求めています。

獣医学生のみなさん
すでに獣医師として活躍されているみなさん
みなさんの挑戦をお待ちしています。

農林水産省は
獣医師を募集しています

食を支える、暮らしを守る
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わたしたち農林水産省は、

生命を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を

未来の子どもたちに継承していくことを使命として、

常に国民の期待を正面から受け止め

時代の変化を見通して政策を提案し、

その実現に向けて全力で行動します。

VISION STATEMENT 
ビジョン・ステートメント

いのち



１ 職場紹介

本省の仕事は、課題を整理し、解決策を考え実行に移すこと。
法令整備、国会対応、予算獲得、政策の企画立案、国際対応など、仕事は多岐にわたります。

松井 裕佑

平成21年入省、北里大学出身

消費・安全局動物衛生課

生産
振興

生産現場を支える
畜産農家の労働環境改善、環境対

策、経営安定対策など、現場主義を
心がけ、畜産業が持続的に発展し続
けるよう取り組んでいます。

本省

入省理由：ここでしかできない仕
事がありそうだったから

渡邊 美和

平成22年入省、
名古屋大学、岐阜大学出身

畜産局企画課

略歴

入省理由：農畜産業に関する
色々な仕事をしたかったから

2010年
2011年
2014年
2017年
2019年
2021年

農林水産省採用
動物検疫所神戸支所
消費・安全局動物衛生課 国際衛生対策室
消費・安全局動物衛生課 国内防疫対策室
国際部国際経済課・国際機構G、国際地域課
畜産局 企画課

現在の仕事を教えてください。
持続可能な畜産物生産を行うため、温室効果ガスの排出削減

に取り組む酪農経営者・肉用牛経営者を支援する事業を担当し
ています。

印象的に残っている出来事を教えて下さい。
色々な部局で仕事できたことで、畜産物の生産・貿易という

一つのテーマであっても、立場によって見え方や考慮すべき点
が異なることを体験しました。困難な調整によって日本として
1つの方向にまとまっていく過程はとても良い経験になりまし
た。

今後の目標や夢を教えてください。
言語や文化の壁を越えて、国内外の色々な立場の方と日本の

畜産業について議論ができるようになりたいです。

現在の仕事を教えてください。
家畜を飼う上で所有者が守るべき衛生管理の基準や、都道

府県が農場に衛生指導を行う計画を作るための指針の策定や
運用、研究機関や製薬会社等が試験研究などの目的で家畜伝
染病の病原体を所持する際の許可、家畜衛生分野のDX化に
向けて取り組んでいます。

印象的に残っている出来事を教えて下さい。
ジビエ振興に携わった際に室の創設メンバーの一人として

一つの組織が出来上がっていき、チームで荒波を乗り越えて
いった過程は印象に残っています。

今後の目標や夢を教えてください。
疾病の発生抑制に取り組み、畜産業が持続的に成り立つこ

とや食料の安定供給につなげることに貢献したいです。

空港ターミナルで犬猫の
輸出入検疫等を担当略歴

消費
安全

食の安全を守る
家畜衛生、諸外国との検疫協議、動物

用医薬品や飼料の安全性の確保など、消
費者の視点にたち、科学的な根拠に基づ
いた措置を講じています。

1
WTOやEPAの衛生植物検疫

措置の委員会を担当

畜産物の輸出入条件に関する
二国間協議を担当

日本で26年振り
に発生した豚熱
の対応を担当

2009年
2010年
2011年
2013年
2016年
2017年
2019年
2021年
2022年

農林水産省採用
動物検疫所成田支所
消費・安全局動物衛生課
大分県畜産振興課に出向
消費・安全局動物衛生課
農村振興局農村環境課
生産局畜産企画課
畜産局総務課
消費・安全局動物衛生課（現職）

ジビエ振興を担当

畜産施策の基本方針や
温室効果ガス等の環境負荷軽
減対策の取りまとめ等を担当



動物検疫所は、空港や港などの水際の最前線で、輸入される動物や畜産物を介した家畜の伝染性
疾病の侵入を防止することで、畜産業の振興、公衆衛生の向上をめざしています。

動物検疫所

仙波 裕信

平成19年入省
日本大学出身

検疫部 動物検疫課

略歴略歴

入省理由：獣医師の資格を生
かした幅広い業務ができそう
だと思ったため

現在の仕事を教えてください。
横浜本所にある動物検疫課は、全国に８カ所ある係留施設

のうちの1つで、主に馬・豚、初生ひなの輸入検疫を行って
います。稀にキリンやカバ等の珍しい動物園動物が輸入され、
検査することもあります。また、馬、動物園動物、犬・猫等
のペットを国外に輸出するための検査も行っています。
印象的に残っている出来事を教えて下さい。
2010年に神奈川県の家畜保健衛生所に出向し、県内の農家

をまわったり、生産者の声を直接聞くことができました。こ
の経験から、国内への家畜伝染病侵入を防ぐことの重要性を
実感し、水際防疫という動物検疫所の業務の大切さと責任を
より強く感じることができました。
今後の目標や夢を教えてください。
自らの業務に責任と誇りを持ち、楽しみながら仕事をして

いきたい。

2007年
2008年
2010年
2012年
2014年
2016年
2022年

農林水産省採用
動物検疫所成田支所検疫第3課
神奈川県出向（県央家畜保健衛生所）
動物検疫所検疫部動物検疫課
動物検疫所成田支所旅具検疫第1課
動物検疫所精密検査部病理・理化学検査課
動物検疫所検疫部動物検疫課

鎌田 柚
精密検査部 危険度分析課

平成28年入省
日本大学出身

入省理由：海外旅行で諸外国の家
畜衛生状況を見て、水際防疫に興
味を持ったため

現在の仕事を教えてください。
海外から輸入される動物、畜産物等について疫学、統

計学的に分析することで、疾病の国内への伝播リスクの
評価を行っています。
印象的に残っている出来事を教えて下さい。
旅客によって持ち込まれた違法輸入畜産物の遺伝子検

査でアフリカ豚熱ウイルスを検出したときは、自分たち
の行っている業務が、家畜の伝染性疾病の侵入防止につ
ながっていることを実感しました。
今後の目標や夢を教えてください。
短期間のお手伝い含め、様々な部署を経験させていた

だき、何をしたら自分の業務のその先にいる人々のため
になるのか考えて業務に従事することの大切さは、すべ
ての業務で共通と実感しました。目の前のことに夢中に
なると忘れがちですが、そのことをしっかり意識して働
けるようになりたいです。

2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2021年

農林水産省採用
動物検疫所鹿児島空港出張所、企画管理部企画調整課
動物検疫所検疫部動物検疫課
消費・安全局動物衛生課（１か月半）
動物検疫所精密検査部病理・理化学検査課
消費・安全局畜水産安全管理課（３か月）
動物検疫所精密検査部危険度分析課
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2010年 鶏・蜜蜂担当
2011年 牛担当

動物衛生研究所
長期研修（細菌）

国内防疫業務
のお手伝い

愛玩動物看護師法
業務のお手伝い

輸出入
検疫

家畜
伝染病
侵入防止



安全な畜水産物の生産や愛玩動物の健康保持にかかすことができない
動物用医薬品等の有効性・安全性を確保することで、動物の命と食の安全を守っています。

動物医薬品検査所

一色 ゆかり

平成25年入省
酪農学園大学出身

企画連絡室企画調整課

入省理由：畜産業の高収益化、
成長産業化に貢献したいと考
えたため

菊谷 祐斗

平成31年入省
北海道大学出身

検査第一部ウイルス
学的検査第２領域

略歴

入省理由：動物用医薬品の品質
確保を通じて畜産動物とヒト両
方の健康に貢献するため

課の仕事の総括（とりま
とめ）業務、動物用医薬
品の輸出入関係業務

現在の仕事を教えてください。
市場出荷前の動物用ワクチンの国家検定（有効成分量の検

査、安全試験、書面審査など）が主な業務です。また、動物
を使用しない試験方法の開発等の研究活動も行っています。
このほか、動物用ワクチンの承認審査などの書類仕事や、海
外の動物用医薬品規制当局と連携して動物用ワクチン承認審
査の国際的な枠組み作りに関する業務も行っています。

印象に残っている出来事を教えて下さい。
日本で発生した高病原性鳥インフルエンザへの現行ワクチ

ンの有効性を確認する際に、学生時代の恩師と一緒に仕事を
したこと。

今後の目標や夢を教えてください。
業務を通した研究活動成果の発表と博士号の取得。

現在の仕事を教えてください。
動物用医薬品に関する情報収集や、技術伝達のための企画・

調整が主な仕事です。品質確保のための収去検査の実施や都道
府県の薬事担当者向けの検査に関する研修会の開催、病原微生
物の野外分離株の収集等を行っています。デスクワークが中心
ですが、検査部での知識や経験が役に立つ場面も多いです。

印象的に残っている出来事を教えて下さい。
検査や承認審査の過程で、最新の技術的知見や地域・農場レ

ベルでのワクチン使用状況の違いなど、教科書では学べないリ
アルな現場を知る機会が数多くあったこと。

今後の目標や夢を教えてください。
確かな英語力を身につけ、国際業務に携わりたいです。

2013年

2015年

2016年

2021年
（現在）

動物用医薬品等の生産・流通・
消費に係る監視指導業務 消費・安全局畜水産安全管理課

動物医薬品検査所 検査第一部ウイルス学的検査第２領域

消費・安全局動物衛生課併任

略歴

生産局畜産部畜産振興課

消費・安全局畜水産安全管理課

動物医薬品検査所 検査第一部細菌学的検査領域

動物医薬品検査所 企画連絡室企画調整課

2019年

2020年
(現在）

（2021年
11月～
2022年
1月）

薬剤耐性

対策

審査

検定

検査

高病原性鳥インフルエンザの病性鑑定業務

細菌性ワクチン・体外診断薬の国家検定や承認審査、
野外でのワクチンの有効性に関する研究等
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２ キャリアパス

7

おおむね２年程度のサイクルで異動し、
様々な業務経験を積みながら、キャリアアップを図っていきます。

地方公共団体、他省庁、在外公館や国際機関といった様々な部署で働く機会があります。

まずは仕事を覚える！係員クラス

係長クラス

課長補佐クラス

課長・室長クラス

●課の窓口や、政策の企画立案の連絡調整業務に従事。国会、法令、予算など全体像を学ぶ
●政策の実行の現場で研鑽を積む

知識を深め、課題に取り組む

●異動、出向を通して視野を広げる。先輩や上司と相談しながら、課題の解決に取り組む
●留学、研修、博士号取得など、語学力や専門性を習得

●担当する政策の具体的内容を企画・立案する
●現場の情報を収集し、より効果的な政策を実行する

特定の分野の主担当になる。

効果的で効率的な政策の実行には、自治体や
他省庁との連携がかかせません

刻々と変化する国際情勢の中、政策を展開して
いくには、グローバルな視点が必要です

H27年入省、岩手大学

家畜伝染病の発生予防、まん
延防止のため、畜産現場に出て
採材、検査・診断、陽性の場合
の防疫対応、飼養衛生管理の指
導等を行っています。畜産が盛
んな熊本での仕事は、農家数の
多さに圧倒され、熊本弁でのコ
ミュニケーションの難しさに苦
戦することも。そんな日々のな
かで、阿蘇のあか牛の放牧風景
に癒されたり、柑橘類の種類の
多さとおいしさに驚いたり、熊
本県の人々が守ろうとしている
風景や農畜産業に肌で触れるこ
とができました。国に戻った際
も、この気持ちを忘れずに、農
家さんや県の声を反映させられ
るような仕事をしていきたいで
す。

平成23年入省、日本大学

飼料添加物、動物用医薬品、
肥料の食品影響評価（リスク
評価）を行うため、リスク管
理機関（農林水産省、厚生労
働省など）に評価要請の内容
について確認し、各種の毒性
試験結果や学術論文等の科学
的な知見を基に評価書案を作
成します。さらに、各分野専
門の先生方が審議する場（調
査会）の開催準備などを行っ
ています。食品の安全性を確
保するしくみ（リスク分析）
への理解と専門知識を深めつ
つ、人の健康に携わることが
出来るこの経験を、今後の仕
事にも生かしていきたいと思
います。

日本産農林水産物の輸出促
進を含む農林水産分野や国際
協力を担当しています。未経
験の分野で様々なバックグラ
ウンドの人達と仕事をするこ
とは、とても刺激的です。出
向前に仕事していた外務省の
方と、偶然にも今一緒に働い
ています。メキシコで出会っ
た人達と戻ってからも一緒に
仕事ができたら面白いですね。
メキシコは一年を通して温

暖な気候で、遺跡や観光地、
綺麗な海、タコスだけじゃな
い美味しい料理等楽しみが沢
山あります。コロナが落ち着
いたら旅行を楽しみたいです。

陸生動物に関する国際基準
を検討する委員会の事務局と
して、専門家とともに基準案
を作成する仕事に従事してい
ます。
取り扱う基準案は多岐にわ

たり、また各国で事情が異な
るため多くの問題に直面しま
すが、業務の中で得た知識や
問題解決のための手法は帰国
後の業務にも生かせると考え
ています。
また、海外生活は日本を客

観的に見つめる貴重な機会と
なっています。休日は、セー
ヌ川での釣りを楽しんでいま
す。

平成24年入省、酪農学園大学 平成18年入省、大阪府立大学

家畜保健衛生所 食品安全委員会 在メキシコ日本国大使館 国際獣疫事務局（パリ）

出向中の職員からのメッセージ
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３ ワークライフバランス

6:30起床

家事

保育園

出勤

退庁

家事

就寝

起床 家事 保育園 登庁

家事就寝 業務終了

農林水産省の育児休暇取得率は、女性職員はほぼ100％で推移しています。
子どもが生まれた男性職員は、1か月以上育児に伴う休暇・休業を取得することを前提として

省全体で男性の育児休暇取得を推進しています。

利用できる制度の例

消費・安全局
平成27年入省
東京農工大学出身

年子の出産・育児のため約２年間休業し、復帰
後は海外の動物疾病の情報収集・発信、輸入畜産
物業務などに携わっています。
子どもの急病でお休みをいただくこともありま

すが、職場の皆様の理解とサポートをいただいて
います。また、テレワークの日は通勤時間がなく
なり時間に余裕ができるので、家事や子どもと過
ごす時間にあてています。 保育園への送迎や家
事は夫と協力し、お互いフォローしながら回して
います。やることに追われる毎日ですが、楽しさ
も感じています。

畜産局
平成29年入省
大阪府立大学出身

国内外の様々な情報を集めながら、日本国内の
食肉の需給を把握する業務に従事しています。
食肉の需給には、畜産だけではなく、経済や金

融、環境問題など、様々な事象が密接に関係して
おり、改めて農林水産省の業務の幅広さを実感す
る毎日です。
1ヶ月間の育児休業を取得したことで、日々の子

どもの成長を妻と一緒に感じることができ、また、
職場の皆様の暖かさを改めて感じることができま
した。

19:0024:00

8:00 9:00

テレワークの日もあり

保育園の送迎や家事は
夫と協力

子育て中の職員からのメッセージ

6:00

7:45 

9:30

19:00

23:00 5

6週間以内に出産する予定の場合、及び出
産の翌日から８週間を経過するまでの期
間で取得可能

子が３歳に達するまで、子を養育するため
に一定期間認められる休業

子が小学校就学の始期に達するまで、子
を養育するために認められる短時間勤務

育児又は介護を行う職員が、勤務時間等を
ずらすこと（早出又は遅出）を認める制度

産前産後
休暇

育児休業

育児時間

早出遅出
出勤

男性職員の育休取得に力を入
れています。男の産休・育休
取得者の経験談をまとめた冊
子を提供するなど、男性が不
安なく育休を取得できる環境
を整えています。



４ 研修

あらゆる視点から問題を捉え、解決へと導くことができるよう
一人ひとりが高い能力を身につけるための各種研修を用意しています。

合同初任研修・初任行政研修
人事院主催の他省庁合同の研修。国民全体の奉仕者としての自覚、政策を遂行する上での基礎
的素養・見識などを身につけます。

総合職試験等採用者研修
農林水産省で勤務する上で必要な知識を学びます。

農村派遣研修
入省2年目に本省に在籍する職員が対象。全国各地の農家の元に30日間派遣し、泊まり込みで
衣食住を共にし農作業に従事します。農林水産業の実情を経験する研修です。

動物検疫所初任者研修
初年度に動物検疫所に配属された職員が対象。動物検疫業務に必要な、法令、制度、家畜の
疾病、診断等について学習する集合研修のほか、空港業務、畜産物検査、動物の係留検査等
の現場研修により、動物検疫に対する理解を深めます。

動物医薬品検査所初任者研修
初年度に動物医薬品検査所に配属された職員が対象。動物用医薬品の許認可業務、承認審査
業務、動物用ワクチン等の検定検査、薬剤耐性対策及び家畜衛生をめぐる状況に係る座学の
他、所内のラボツアーや動物医薬品の製造所等の見学を実施し、動物薬事に対する理解を深
めます。

初任者向け研修

人事院が実施している研修

行政官国内研究員制度
複雑かつ高度化する行政に対応し得る、専門的な知識、技能等を有する行政官の育成を目的に、
各府省の行政官を国内の大学院等に派遣し、研究に従事させる制度です。
【派遣先】国内の大学院 【期間】１～３年

行政官長期在外研究員制度
行政の国際化が進展する中で、国際的視野を持ち、複雑・多様化する国際環境に的確に対応で
きる行政官の育成を目的に、各府省の行政官を２年間諸外国の大学院に派遣し、研究に従事さ
せる制度です。
【派遣先】外国の大学院 【期間】2年（博士課程の進学の場合は延長可）

その他も業務の専門的知識を深める研修、フォローアップ研修等様々な研修が用意されています。
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５ 若手職員からのメッセージ

薬検
写真

初年度は、動物検疫所採用者は半年、動物医薬品検査所採用者は1年間、本省に勤務します。
業務の全体像や仕事の進め方を学ぶとともに、同期との仲も深まります。

本省採用

動物医薬品検査所採用

動物検疫所採用

7

米倉透矢
畜産局飼料課
令和４年入省
北海道大学出身

農林水産省を志望したきっかけや理由を教えて下さい。
生きていく上で欠かすことができず、また生活に彩りを添えてくれる存在でもある「食」を

支えていきたいと感じたことが農林水産省を志望したきっかけです。リタイア後は大好きな羊
を飼う農家になりたいと思っています。

担当している業務を教えてください
総務班として課内の課の所掌事務に関する連絡調整をしています。ウクライナ情勢等によっ

て飼料価格が高騰していることなどを受け、忙しいことも多いですが、総務班内で協力しなが
ら課内の業務を円滑かつ効率的に行うことができるよう取り組んでいます。

入省前と入省後でイメージは変わりましたか？
職場の雰囲気は想像していたよりも和気藹々としています。正直なところ、相談が出来ずに

自分一人の力で業務を行わなければならなかったらどうしよう、と入省前は考えていました。
実際はそのようなことはなく、とても優しく丁寧に相談に乗っていただけるため助かっていま
す。また、獣医系技術職で採用された人でも様々な業務に従事していることに少し驚きました。

就職活動をしている方へのメッセージをお願いします。
獣医師が活躍できる職場は多岐にわたるので、選択肢を狭めすぎずに様々な世界を見てから

自分の将来を考えると良いと思います。そのうえで農林水産省を選んでいただけたら嬉しいで
す。

秋山薫
消費・安全局畜水産安全管理課
令和４年入省
麻布大学出身

農林水産省を志望したきっかけや理由を教えて下さい。
農水省の説明会に参加した際、国レベルで畜産振興に関われることに魅力を感じたのが

きっかけです。公務員獣医師のなかでも、国内に流通する動物用医薬品の安全性や、越境性
疾病の水際防疫に係る業務に携われることにやりがいを感じ、農林水産省を志望しました。

担当している業務を教えてください
主に、個人輸入される動物用医薬品の審査業務を担当しています。国内で医薬品が不正に

流通することを防ぐと同時に、現在日本でどのような医薬品の需要が高まっているのか、把
握することができる重要な業務だと感じています。

入省前と入省後でイメージは変わりましたか？
入省前はいわゆる“役所”という堅苦しいイメージを持っていましたが、実際には気さくな

方が多く、馴染みやすい職場でした。業務上で相談もしやすく、働きやすい環境です。

就職活動をしている方へのメッセージをお願いします。
臨床だけでなく、公務員や企業等、獣医師には幅広い選択肢があります。積極的に見学や

インターンに参加して、自身がやりたいことを探してみてください。その中で、農水省に魅
力を感じていただけたらとても嬉しいです。

動物検疫所採用

西谷広平
消費・安全局動物衛生課
令和４年入省
日本大学出身

農林水産省を志望したきっかけや理由を教えて下さい。
コロナ禍を通じて、社会問題により直接的に関わる事ができる行政に携わってみたいと考

えるようになりました。特に、自分の専門性を活かすことができ、国際的な業務が多い農水
省の獣医系技術職員はとても魅力的であったため、志望しました。

担当している業務を教えてください
海外の家畜疾病の発生状況・対策等に関するデータ収集を行い、動物検疫所全体へ情報共

有を行っています。また、検疫業務について、疫学や統計学を駆使して分析を行い、業務の
効率化をする為のお手伝いをしています。

入省前と入省後でイメージは変わりましたか？
入省前は、堅く真面目な方が多く、静かな職場だと思っていました。実際は、明るく親し

みやすい方が多く、皆さん快活にコミュニケーションをとられていて、馴染みやすい雰囲気
の職場でした。

就職活動をしている方へのメッセージをお願いします。
獣医の職域は幅広いですが、色んな所に見学に行って、たくさんの人にお話を聞いてくだ

さい！農水省の採用担当の方もとても親切なので、気軽にコンタクトをとってみてくださ
い！



６ 採用情報

以下①と②の両方を満たす者
①受験する年度の4月1日時点で30歳未満である者
②獣医師国家試験に合格している者、獣医師国家試験の受験資格を有している者又は受験する年度の３月３１
日までに獣医師国家試験の受験資格を有する見込みのある者

変更する場合がありますので、必ず受験する年の募集案内を確認してください（例年3月中旬に採用ＨＰにて公表）

出題科目（2022年度実績）

TOEFL(iBT) TOEIC（L&R) IELTS 英検

5点加算 65以上80未満 600以上730未満 5.5以上6.5未満 －

9点加算 80以上 730以上 6.5以上 準1級以上

試験実施年度の4月1日からさかのぼって5年前の日以降に受験した上記の表の英語試験のスコア等を有する
受験者には、第2次試験合格者決定の際に、スコアに応じて総得点に加点します。

活用する英語試験（2022年度実績）

本省、動物検疫所、動物医薬品検査所

※試験合格者のうち、希望者の中から以下の機関に推薦
独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農研機構動物衛生研究部門

受験資格

配属先

試験 出題数 時間 内容・出題分野

基礎能力試験
（多肢選択式）

４０題 ２時間
２０分

知能分野２７題(文章理解⑪、判断推理⑧、 数的推理⑤、
資料解釈③）、知識分野１３題（自然・人文・社会⑬（時
事を含む。））

専門試験
（多肢選択式）

６０題 ３時間 薬理学、病理学、微生物学、臨床繁殖学、動物感染症学、
動物衛生学、寄生虫病学、内科学、外科学、毒性学、畜産
学概論

専門試験
（記述式）

５題中
４題選択

２時間 専門試験（多肢選択式）から畜産学概論を抜いた科目

政策課題討議試験 概ね
２時間

課題に対するグループ討議によるプレゼンテーション能力
やコ ミュニケーション力などについての試験

人物試験 人柄、対人的能力などについての個別面接

2018 2019 2020 2021 2022

申込者数 79 78 66 48 51

1次試験合格者数 62 63 51 42 40

採用者数 22 27 30 18 26

内訳

本省 2 4 5 4 5

動物検疫所 9 12 16 8 12

動物医薬品検査所 3 3 3 3 3

（独）家畜改良センター 4 5 3 1 3

（国研）農研機構 動物衛生研究部門 4 3 3 2 3

近年の採用試験の実績 試験実施年度
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採用

試験から採用までの流れ

募集案内を採用ＨＰに掲載3月中旬

出願受付（申込用紙をＨＰから印刷し郵送）4月上旬～5月中旬

1次試験（筆記試験） ※1次試験合格者が2次試験へ6月上旬

2次試験（政策課題討議試験、人物試験）7月下旬

農林水産省に内々定
（本省、動物検疫所、
動物医薬品検査所へ配属予定の方）

本試験（内定）10月上旬

職場訪問、官庁訪問の機会を設けています。
詳細は決定次第お知らせします。

独立行政法人へ推薦
（家畜改良センター、農研機構動物衛
生研究部門への推薦を受けた方）

各機関の採用手続きを経て内定へ

獣医師国家試験の合格発表、健康診断

4月

最終合格発表

人物試験合格者に対し採用面接を行い、
10月1日以降に採用内定者を決定し、健康診断を行った上、
獣医師免許保有者又は獣医師国家試験に合格した者を
採用します。

給与・勤務時間など

扶養手当：扶養親族のある者に、子月額１０，０００円等
住居手当：借家（賃貸のアパート等）に住んでいる者等に、月額最高２８，０００円
通勤手当：交通機関等を利用している者に、１箇月当たり最高５５，０００円
期末手当及び勤勉手当（いわゆるボーナス）：１年間に俸給等の約４．３０月分
地域手当：民間賃金水準の高い地域に勤務する者等に、最高で俸給等の２０％（東京都特別区の場合）

＜給 与＞
令和４年４月１日現在の「一般職の職員の給与に関する法律」の規定による。

獣医系俸給 行政職（一）２－１１ ２１３，０００円

＜勤務時間＞原則として、７時間４５分／日
＜休 日＞原則として、土・日曜日及び祝日等（※）
＜休 暇＞年次休暇 年２０日（４月１日採用の場合、採用年は１５日）残日数は２０日を限度に翌年に繰越し

病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・出産・忌引・ボランティア等）、介護休暇等
＜その他＞育児休業制度等

※ 動物検疫所は、勤務場所によってシフト勤務、夜間勤務があります。
※ 独立行政法人の情報は、各機関にお問い合わせください。
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７ インターンシップ・職場見学

参加した理由を教えてください。
インターンに参加することにより、説明会等の資料だけでは知ること

の出来ない実際の職場の雰囲気や、業務内容を経験できると思ったから
です。

インターンシップでは、どんなことを体験しましたか？
本省では消費・安全局食品安全政策課食品安全科学室を訪問し、ワク

チンの調査や打合せの場に同席させていただきました。動物検疫所では、
各日別の場所へ訪問し、新千歳空港で検疫業務見学・小樽港で書類検査
や現物検査・胆振分室では係留施設見学や染色、病理検査のデモを行い
ました。

印象に残ったこと、参加してよかったことを教えてください。
本省のインターンでは、農水省として公表する情報源を精査する姿が

印象的で、自分もこのようなやりがいのある仕事をしたいと思いました。
また、動物検疫所のインターンでは持ち込み禁止物を検疫探知犬ととも
に摘発している姿が印象的で、水際で感染症の拡大を防ぐ重要な役割を
担っていると感じました。

参加を検討している人へアドバイスをお願いします！
インターンシップに参加することで、本省・動物検疫所の業務に対す

る理解を深めることが出来ました。今後の就活に必ず役に立つと思うの
で、是非参加してみて下さい。

本省

■インターンシップ：毎年2月～4月（春期）、7～9月（夏期）
応募方法：詳細は、例年5月上旬頃、12月上旬頃に以下のＨＰで公表します。
https://www.maff.go.jp/j/joinus/recruit/index.html#internship

動物検疫所

■インターンシップ：毎年7月～9月頃
応募方法：詳細は、例年5月頃、以下のＨＰで公表します。
https://www.maff.go.jp/aqs/job/employ.html

■短期実習・見学会：実施時期不定。適宜、同ＨＰで公表します。

動物医薬品検査所

■家畜衛生/公衆衛生獣医師インターンシップ（VPcamp）：毎年、夏期（8月下旬）
応募方法：詳細は、6月頃（夏期）以下のHPをご確認ください。
https://www.vetintern.jp/

■職場見学：随時受付
https://www.maff.go.jp/nval/saiyou/index.html

畜産局飼料課
新田優里香
令和３年入省
北海道大学出身

入省理由
行政に携わり、やりがい
のある仕事をしたいと
思ったから

現在の仕事
飼料増産・飼料自給率・
みどりの食料システム戦
略等に係る業務

本省と動物検疫所のインターンシップに参加

参加した先輩職員からのメッセージ

農林水産行政に対する理解を深めていただくため、就業体験実習（インターンシップ）等を実施しています。

本省インターンシップ情報ＨＰ

動物検疫所採用情報ＨＰ

動物医薬品検査所採用情報ＨＰVPcampＨＰ
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14

筆記試験の勉強はいつから始めた？

基礎能力
1位 1～3か月前 50%
2位 3～6か月前 30%

・就職支援室やハローワーク、ジョブカ
フェ等を利用して身上書の添削や模擬面接
の練習をした。
・いろんな人に身上書を見てもらい、想定
される質問についてもある程度回答を用意。
・緊張はどうしてもしてしまうので、コ
ミュニケーションを取ることを意識した。

面接対策は何をした？ 試験のアドバイスをお願いします！

・動物病院や地方自治体に比べ試験が多く大
変なイメージがあるかもしれませんが、勉強
は国試にも役立つので、頑張って損はなし！
・自分の考えを自分の言葉で表現できること
が大切だと思います。
・次々就職が決まっていく同期をみて苦しく
なるかもしれませんが、肩の力を抜いて、休
み休み対策をしてください。一緒に勉強する
仲間を見つけることをお勧めします！

専門試験
1位 1～3か月前 65%
2位 3～6か月前 20%

基礎能力試験は、市販の教科書で、専門試験は、
過去問や国試まとめで勉強している人が多いよう
です。過去5年分の専門試験の問題は採用ＨＰに掲
載しています！

※身上書とは、人物試験前にご提出いただく志望理由や
希望配属先等を記載する履歴書のことです

８ よくある質問

Q どのような人材が求められているのですか？
A 強い問題意識を持ち、広い視野と柔軟な発想の下、前向きにチャレンジできる人を求めてい
ます。

Q 配属先機関はどのように決まるのですか？
A 人物試験（個人面接）の前に提出いただく身上書にて、配属先機関の希望をお聞きします。
受験者の方の希望と面接での適性等を総合し、配属先を決定しています。

Q 説明会やインターンシップの参加の有無は採用に関係するのですか？
A 一切関係しません。皆さんが就職先を考えるにあたっての検討材料の１つとしてください。
ぜひご参加お待ちしております！

Q 大学の研究室で有利・不利はありますか？
A 所属研究室による有利・不利はありません。様々な研究室出身の職員が活躍しています。

Q 院卒や社会人でも採用されますか？
A これまでも大学院卒業者や社会人経験者からも採用されています。受験できる年齢について
は受験案内をご確認ください。

Q 異動に関して希望は聞いてもらえますか？育児中など、全国転勤ができるか不安です。
A 人事担当との面談、希望調書等を通じて、本人の希望も十分に考慮して、異動を決定するよ
うにしています。

・ネットのレジュメの書き方を参考に、実
際に過去問のレジュメを作成した。
・ハローワークの就活支援サービスで集団
討論の練習をした。
・自分の考えを根拠をふまえてまとめる練
習をした。
・農水省HPで「めぐる情勢」を確認。

政策課題討議試験の対策は？

先輩職員に聞いた！採用試験の対策
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※めぐる情勢とは、「畜産・酪農」「家畜衛生」など、
テーマごとに情勢を解説した資料のことで、農林水産省
ＨＰに掲載されています。

※2022年内定者調査結果より



９ 先輩職員に聞いた！獣医系技術職の７つの魅力

職域の広さ 福利厚生がしっ
かりしている

スケールの大きさ

専門性が活かせる
デスクワーク以外
の仕事もできる

語学力が活かせる

研修が充実している

・幅広い分野の人々とか
かわることができ、自分
の知識や考え方の幅も広
げることができます。

・異動先の選択肢が広く、
望めば様々な職場で働く
ことができるのが魅力だ
と思います！

・国家公務員はデスクワー
クと思われがちですが、動
物検疫所や動物医薬品検査
所など現場で活躍できる仕
事も多いです。

・国家間の取り決め、法
律制定、水際対策等、国
規模でしかできない業務
に携われるところです。

・希望すれば国際的な分
野で活躍できるので、語
学な得意な人は、それを
活かせる環境があります。

・家畜保健衛生所や家畜改
良センター等への出向もあ
り、現場の経験をつむこと
ができます。

・1年目だけではなく、そ
の後も様々なフォロー
アップ研修があります。

・産休、育休はもちろん
のこと、復帰後の福利厚
生がしっかりしているの
で、安心して働くことが
できます。

・動物検疫所や動物医薬
品検査所では、獣医師免
許がないとできない仕事
があります。

・獣医師だからこその視
点や考え方が必要になる
場面が多く、そういった
ときはやりがいを感じま
す。

・所属機関にもよります
が、トラクターを運転し
たり農家に1か月住み込み
で働いたり、現場主義の
研修があるのが魅力です。
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先輩職員に聞いた！志望動機

・業務の幅広さ。広い視野で仕事をしてみたかったから。
・動物検疫に関わることで日本の畜産業の発展に貢献したい
と考え、それができるのが農林水産省しかないと思ったから。
・農林水産省に所属することで畜産業に広く貢献できると
思ったから。
・獣医師として英語を使いながらグローバルに働けると思っ
たから。
・日本国内だけでなく世界を舞台に仕事ができるから。
・空港で働けるのが楽しそうだと思った。
・業務内容が多岐にわかりより興味が沸いた。
・説明会の雰囲気が好きだったから。

・海外の文献で情報収集
したり、外国の方とやり
取りをしたり、英語を使
う機会が多いです。
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・影響力、責任のある仕
事が多く苦労もあります
が、その分やりがいも大
きいです。

若手職員に農林水産省獣医系技術職としてはたらく魅力について聞いてみました。



農林水産省獣医系技術職採用試験に関する最新の情報はこちらをチェック

農林水産省獣医系技術職採用ＨＰ
募集案内、説明会情報、過去の採用試験問題などの情報を掲載しています。

農林水産省採用担当公式Twitter
採用ＨＰの更新情報（説明会情報、募集案内）をお知らせします。

配属先の機関の情報はこちらをチェック

業務紹介、職場訪問、インターンなどの情報を掲載しています。

問い合わせ先：
農林水産省畜産局畜産振興課
農林水産省大臣官房秘書課
Mail: saiyou_chikushin@maff.go.jp

Tel: 03-6744-7189

https://twitter.com/maff_recruit[農林水産省採用担当＠maff_recruit]

■動物医薬品検査所採用ＨＰ
https://www.maff.go.jp/nval/saiyou/index.html

■動物検疫所採用ＨＰ
https://www.maff.go.jp/aqs/job/employ.html

■独立行政法人家畜改良センター採用ＨＰ
http://www.nlbc.go.jp/saiyo/sinki.html

■国立研究開発法人農研機構動物衛生研究部門ＨＰ
http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niah/

https://www.maff.go.jp/j/joinus/recruit/zyui/index.html


