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勤務先は本庁と出先機関

●出先機関でのお仕事
府内９保健所をはじめとした出先機関は、まさしく 現場の最前線！
府民の安全・安心な生活環境を守る拠点として、
地域の抱える課題の解決に、全力で取り組んでいます。

●本庁でのお仕事
本庁は、府全体の施策の企画立案や実施、予算の確保、
情報の収集・分析・発信等を行っています。

「府民の皆さんに、安心して日常生活を送っていただくこと」。それが、私たち健康医療部の最大の目標であり、使命です。
そのため、 日々、医療提供体制の整備や健康づくりの推進、薬、食、水の安全・安心といった、いのちにかかわる施策に
取り組んでいます。あなたも私たちと一緒に、府民のいのちを守るスペシャリストを目指しませんか？

食品衛生監視員

監視・指導・検査

相談・啓発

食
と畜検査員及び食鳥検査員

○解体される牛のと畜検査・食鳥検査

○微生物、理化学、病理などの精密検査

○BSE検査、放射性物質検査

○解体処理及び食肉加工に関する衛生管理指導

○食肉衛生に関する調査研究

■獣医師は、健康医療部や環境農林水産部において、幅広く活躍しています！

・健康医療部 …人間に関わる仕事。食品衛生や食肉検査業務等を担当

・環境農林水産部 …動物に関わる仕事。家畜伝染病の予防や動物愛護管理業務等を担当

○飲食店等の営業許可、衛生管理指導

○大量調理施設や大規模食品製造施設、
卸売市場等への監視指導

○不良食品、残留農薬の有無等の検査

○食中毒発生時の原因調査、被害の拡大防止

○食品衛生に関する啓発、消費者等からの相談

— 獣医師職のお仕事 —

食

【主な勤務先】
○本庁
健康医療部、環境農林水産部

☆異動ローテーション☆

職種によって異なりますが、
入庁３～５年前後で異動します。

さまざまな経験を積むことが、
スペシャリストへの第１歩！

＜健康医療部でのお仕事内容＞

池田保健所★
★茨木保健所

守口保健所★
★四條畷保健所

★藤井寺保健所

●羽曳野食肉衛生検査所

★富田林保健所和泉保健所★

★岸和田保健所

★泉佐野保健所

◎本庁（大手前庁舎）

●こころの健康総合センター

※環境農林水産部での業務は、ホームページをご覧ください
https://www.pref.osaka.lg.jp/kannosomu/senmonsyokuannai/index.html 環境農林水産部 専門職 検 索

○出先機関
保健所、食肉衛生検査所、中央卸売市場食品衛生検査所
家畜保健衛生所、動物愛護管理センター
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— 薬学職のお仕事 —

検査技師

水質検査

感染症関連の検査

検査薬事監視員

監視・指導

啓発

○薬局、医薬品の販売業、製造業の許可・立入検査

○毒劇物の販売・製造の登録・立入検査

○麻薬施用者の免許、麻薬業務所への立入検査

○覚せい剤等の乱用防止「ﾀﾞﾒ.ｾﾞｯﾀｲ.」運動
○ジェネリック医薬品の使用促進

薬

環境衛生監視員

監視・指導・啓発

○理美容所やクリーニング所等の届出受理、
旅館や公衆浴場等の許可・立入検査

○水道施設の許認可・立入検査

○遊泳場や温泉施設の許可・立入検査

○し尿処理施設や浄化槽の許可等・立入検査

○特定建築物(大型ビル等)の届出受理・立入検査

環境

食品衛生監視員

食
「獣医師職のお仕事」欄 参照

■くすりのまち 大阪。しかし、薬剤師の活躍の場は「薬」の分野だけではありません！

【主な勤務先】
○本庁（健康医療部）、○出先機関（保健所）

— 保健師職のお仕事 —

＜健康医療部でのお仕事＞

○母子・難病・地域ケアチーム
慢性疾患児や難病患者等の支援や相談

○感染症チーム
結核対策、感染症対策、 HIV／AIDS対策

○精神保健福祉チーム
こころの健康づくりや精神障がい者の支援

○企画調整課
保健医療施策の企画・事業推進等

■保健師発祥の地 大阪！

「地域に軸足をおいた活動を実践できる保健師」を目指し、
公衆衛生看護の知識と技術を発揮し、活躍しています！

【主な勤務先】
○本庁（健康医療部、福祉部、総務部、教育庁）

○出先機関（保健所、こころの健康総合センター、子ども家庭センター等）

＜健康医療部でのお仕事＞

○健康増進や食育推進に関する計画策定・推進

○特定給食施設への指導・助言

○食を通じた働く世代の健康づくり

○外食・流通産業等と連携した食環境の整備

○食品の虚偽誇大表示等に関する相談・指導

○難病や障がいのある在宅療養者への食生活支援

○国民健康・栄養調査等の調査研究、地区診断

— 栄養士職のお仕事 —
■食の都大阪で「食」を通じた健康づくり！

管理栄養士の専門的な知識と技術を活かして、
健康寿命延伸の鍵となる食を通じた健康づくりに奮闘中！

広域化による水道事業の基盤強化、医薬品や医療
機器の適正使用の推進、食品や生活衛生関係施設へ
の監視指導等、府民生活の安全・安心を守るため、
公衆衛生分野において、幅広く活躍中！

大阪府では、専門チーム制を導入。

多様なニーズに対応できるよう

専門的知識や技術に磨きをかけ、

きめ細やかな支援を展開！

大阪は、全国最低レベルの健康寿命。

健康づくりの第一歩は、日々の健康的

な食事から。府民の健康寿命延伸を

目指して、これからも挑み続けます！

【主な勤務先】
○本庁（健康医療部、福祉部）

○出先機関（保健所、障がい者自立センター、子ども家庭センター等）

○水道水･水道原水などの水道水質基準項目検査

○遊泳場・公衆浴場・浄化槽などの基準適否検査

○腸内細菌・結核菌などの細菌検査
○ノロウイルスなどの遺伝子増幅法検査
○インターフェロンγ遊離試験
○HIV抗原抗体検査



「府民のいのちを守るスペシャリスト」を目指し、日々奮闘中！

あなたも、私たちと一緒に、目指してみませんか？？

すべての府⺠に安全・安⼼な医薬品・医療機器を︕

茨木保健所 薬事課

太田垣 健人（H27入庁・技師）

薬事監視員は、医薬品や医療機器の製造から使⽤に⾄るまで、品質、
有効性及び安全性を確保するという重要な役割を担っています。製造
所等への⽴⼊検査を⾏い、法令に基づき適切に製造・品質管理ができ
ているかを確認し、必要に応じて指導を⾏います。不良品が市場に流
通しないよう府⺠の健康と安全を守るためには⽋かせない仕事です︕
■この仕事にやりがいを感じた瞬間
ひとつひとつの企業への指導が品質・安全性向上に繋がるため、指

導に対して納得の上、積極的に取り組んでいただけたときは、充実感
があります。
■この仕事をするうえで必要だと思うもの
⽴⼊検査時は企業に対して指導を⾏いますが、常にその先に患者や

府⺠がいるということを意識し、⽇々仕事に取り組んでいます。

スペシャリストを目指すものたち！
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※所属は、令和3年度時点のものです。

食の安全推進課 食鳥検査ｾﾝﾀｰ

古賀 健志（H30入庁・副主査）

⾷⿃⾁流通の⼊り⼝でやりがいを持って働いています︕
入庁時は、食肉衛生検査所に配属され、と畜検査業務に従事しまし
た。現在は、食鳥検査センターに配属され、鶏肉の安全性を確保する
ため、⾷⿃検査を実施しています。⿃インフルエンザなど疾病に罹っ
ている⿃等、⾷⽤不適な鶏⾁が流通しないようにするだけでなく、衛
⽣管理を⽬的とした検査を実施し、その結果を事業者へフィードバッ
クすることで、府⺠・消費者の皆さんへ安全な鶏⾁を提供できるよう
業務に励んでいます。
■この仕事にやりがいを感じた瞬間
業者指導の際、⾃分の説明の⽬的や意図を相⼿に正しく理解してい

ただき、施設衛生を改善できたときにやりがいを感じます。
■この仕事をするうえで必要だと思うもの
「仕事」を漫然とした「作業」として⾏うのではなく、⽬的や到達
点を考え、⾃分にとってのやりがいを⾒つける⼒が必要だと思います。

安全・安⼼な⽣活環境を⽀えています︕

環境衛生監視員は、旅館、公衆浴場、理美容所、特定建築物（大型ビ
ル等）、浄化槽、水道施設、プール等の日常生活に関連する幅広い施設
の⽴⼊検査や調査を通じて安⼼して暮らせる⽣活環境を守っています。
事業者だけではなく、他の⾃治体や府⺠からの相談など様々な⽴場の⼈
と関わりながら働いています。
■この仕事にやりがいを感じた瞬間
⽣活する上で⾝近な施設の⽴⼊検査や調査を通じて、府⺠の⽣活環境

を支えていることにやりがいを感じます。
■これから職員を目指される方へ
職場では、先輩職員からの指導・助言や研修等のサポートが充実して

おり、この仕事を通じて幅広い経験をすることができます。府⺠の安
全・安心な生活環境を一緒に支えましょう。

環境衛生課 衛生指導Ｇ

山下 拓起（H27入庁・副主査）



井手 美和（H20入庁・主査）

様々な視点から地域住⺠の健康を⽀えています

池田保健所 地域保健課

保健師の業務は、感染症や⺟⼦・難病等多岐に渡ります。私は感染症
チームの⼀員として、結核をはじめとする感染症対策を⾏っています。
患者⼀⼈ひとりの⽀援に加え、感染拡⼤防⽌の調査や予防啓発等を⾏い、
地域住⺠が健康に⽣活できるように⽀援しています。保健師として様々
な業務を経験でき、他職種と一緒に仕事をする機会も多いため、幅広い
視点を学べるのも魅⼒です。
■この仕事にやりがいを感じた瞬間
「あなたに担当してもらえてよかったわ」と言われたときは、患者の

療養⽣活に少しでもお役に⽴てたかなと思い、やりがいを感じます。
■この仕事をするうえで必要だと思うもの
保健師の仕事は、支援する方の気持ちに寄り添うことや、他職種との

連携が⼤切です。様々な⽅と関係性を築きながら⽀援していくために、
積極的にコミュニケーションを取る姿勢が必要だと思います。

「⾷」で多世代の健康を⽀援しています︕

藤井寺保健所 企画調整課

橋本 奈津実（H28入庁・技師）

保健所栄養士は、給食施設への指導・助言や、飲食店へのヘルシー
メニュー提供の働きかけ、学校と連携し学⽣への⾷育を⾏う等、⾷の
面から地域全体の健康づくりに携わっています。
■この仕事にやりがいを感じた瞬間
⾼齢者の低栄養状態や、若い世代の肥満といった地域の栄養課題に
取り組む中で多職種との連携が欠かせません。関係者に栄養支援の重
要性を理解していただいた時や、作成した資料が役⽴っているという
お⾔葉をいただいた時、やりがいを感じます。
■これから職員を目指される方へ
公衆栄養の魅⼒は、⼀次予防の段階から⾷環境・⾷⽀援体制の整備
にアプローチできることです。保健所栄養⼠では、地域で住⺠を⽀え
る栄養⼠や多職種を⽀援し、多世代の栄養⽀援を⾏います。管理栄養
⼠として⾷の⾯から府⺠の健康をサポートしていきませんか。

藤井寺保健所 検査課

田 奈央（R１入庁・副主査）

検査を通して安全・安心な生活を支えています。
保健所では、水質検査や感染症関連の検査をしています。
その中でも、私は主に感染症が発⽣した際、感染源、感染経路を特定

するために、細菌やウイルス等の検査を⾏っています。
⾏政検査の結果は、疫学調査や指導を⾏うための客観的根拠となりま

す。普段表に出ない検査技師ですが、これらのデータを提供することに
より、安心して暮らせるまちづくりに大変重要な役割を果たしています。
■この仕事にやりがいを感じた瞬間
検査結果データを正確・迅速に提供でき、これが感染症の拡大防止に
つながっていると感じられたときです。
■⼊庁前に学んでおけば良かったと思ったこと
新しい技術を知るだけでなく、温故知新を⼤切に、既に学んだことを

おろそかにしないということです。

食品衛生監視員は、府⺠の皆さんの⾷⽣活をより豊かにするために、⾷
の安全・安心に関する様々な事業に取り組んでいます。保健所では、主に
食品を取り扱う施設の許認可業務、監視指導、食中毒予防啓発など重要な
役割を担い、食品衛生監視員として心して取り組んでいます。
■この仕事にやりがいを感じた瞬間
私が担当しているエリアは大規模食品製造施設が多く、食品衛生に関す

る質問がたくさん寄せられます。皆様からの質問に対し、指導・助⾔を⾏
い、⾷品事業者の⽅々の⾷品衛⽣に関する「理解」に繋がった時は、この
仕事にやりがいを感じ、私の喜びもひとしおです。
■この仕事をするうえで必要だと思うもの
法律を理解することもさることながら、コミュニケーション⼒、時には
マニュアルに書かれていない対応など、柔軟に対応できる⼒も必要とされ
ます。悩んだ時は、仲間と話し合い、よりよい解決策を導きだします。

皆さんに欠かせない「食」の安全・安心に取り組んでいます。

泉佐野保健所 衛生課

森野 栄（H26入庁・副主査）



勤 務 条 件

選 考
実施時期

薬学職 獣医師職 保健師職 栄養士職
受験者数 最終合格者数 競争倍率 受験者数 最終合格者数 競争倍率 受験者数 最終合格者数 競争倍率 受験者数 最終合格者数 競争倍率

（夏）
（冬）

34人
13人

16人
5人

2.1倍
2.6倍

10人
6人

3人
2人

3.3倍
3.0倍

44人
44人

18人
20人

2.4倍
2.2倍

74人
ー

3人
ー

24.7倍
―

R１ 47人 14人 3.4倍 15人 7人 2.1倍 44人 4人 6.3倍 － － －

H30 52人 21人 2.5倍 15人 7人 2.1倍 67人 12人 5.6倍 － － －

⼤阪府健康医療部 健康医療総務課人事グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前２丁目 TEL 06（6941）0351（代）

※健康医療部以外に配置する職員も含む（ただし再任用職員のぞく）

若手が活躍する職場！

風通しの良い職場環境で、若手職員が活躍中！
性別問わず、働きやすい職場です。

仕事と育児の両立をサポートする制度が充実。

誰もが気兼ねなく、育児のための休暇・休業を取得
できる職場の雰囲気づくりに、府庁全体で取組み中！

・つわりのひどい時期はラッシュを避けて、
時差通勤できた。

・子どもが1歳6ヶ月になるまで育児時間を取
得できるので育児との両立がしやすい。

産育休取得者のコメント

令和３年６⽉発⾏

各職種 年齢構成表（R3.5時点）

仕事と育児の両立を支援！

もちろんイクメンも応援中！

○獣医師職（R３.４採用者・R３.３大学卒の場合）
月額227,500円（地域手当含む）

○薬学職（R３.４採用者・R３.３大学卒の場合）
月額 227,500円程度（地域手当含む）

○保健師職
（R３.４採用者・R３.３養成所卒等の場合）
月額 202,100円程度（地域手当含む）

（R３.４採用者・R３.３大学卒の場合）
月額 209,400円程度（地域手当含む）

○栄養士職（R３.４採用者・R３.３大学卒の場合）
月額 209,400円程度（地域手当含む）

※他、通勤手当・住居手当・時間外勤務手当等あり

■給与（初任給）

○１次選考：教養考査（1時間）、専門考査（１時間30分）

○２次選考：個別面接、集団討論 （全職種）
模擬インタビュー （保健師職のみ）

※過去５年間の試験問題は下記ページに掲載中

大阪府職員採用選考案内ホームページ
https://www.pref.osaka.lg.jp/jinji/senkou/

大阪府 採用選考案内 検 索

■採用方法など

原則、９時～１７時３０分又は９時３０分～１８時まで

※土日祝日、年末年始（12月29日～1月3日）は休み

※健康危機管理事象事件発生時には残業や休日出勤もあり

★休暇

○年次休暇…年間20日（4月1日採用の場合、採用年度は15日）

○特別休暇…夏期５日、産前産後16週、子の看護５日、
育児時間2回/日（1歳半まで） など

○育児休暇…最長で、子が満３歳になるまで

★異動・転勤
職種によって異なる。入庁３～５年前後で異動・転勤。
役職に就くと、約３年で異動。

★研 修
○若手職員を対象に全庁研修や職種別の専門研修あり
○配属先職場でのOJTや先輩職員による指導
○中堅職員や管理職を対象とした研修もあり

■勤務時間など

■採用実績

（休憩12時15分～１３時）

20代・
30代

40代
以上

合計

薬学職 157人 90人 247人

獣医師職 31人 70人 101人

保健師職 113人 142人 255人

栄養士職 13人 14人 27人

R２

https://www.pref.osaka.lg.jp/jinji/senkou/

