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「女性獣医師の就業支援の取組み」の開催
－平成 28 年度　獣医療提供体制整備推進総合対策事業 －

開催日時：平成 29 年 2 月 24 日（金）　13:00 ～ 16:00
開催場所：ホテル金沢　2 階　ダイヤモンド B　

参加には平成 28年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会（石川）への参加登録が必要です。

主    催：公益社団法人 日本獣医師会
当シンポジウムに関する問い合わせ先

公益社団法人 日本獣医師会　事務局（担当／長野）

TEL ０３(３４７５)１６０１ 　 FAX ０３(３４７５)１６０４

平成 28 年度　獣医学術学会年次大会（石川）企画

本会では，女性獣医師のキャリアアップと就業継続等の活動支援を行うことを目的に設置，検討を行った前期委
員会（女性獣医師支援特別委員会）の報告書の内容を具体化することとし，引き続き今期委員会（女性獣医師支
援対策検討委員会）で検討を行うとともに，女性獣医師等就業支援研修，獣医学生向けのセミナー等を実施して
います．このような中，さらに効果的な就業支援に資するため，農林水産省担当官からの問題提起と国としての
取組みの基調講演，さらに本会並びに各分野における取組み事例をそれぞれ関係者に講演いただき，女性獣医師
の就業支援，就業環境の在り方等の理解醸成のためのシンポジウムを開催します．

内容（予定）：（1）座　　長：公益社団法人 日本獣医師会　特任理事　栗本まさ子
岩手大学農学部附属 FAMS　客員教授　酒井淳一

（2）挨　　拶：公益社団法人 日本獣医師会会長　藏内勇夫
（3）問題提起：「我が国における女性獣医師支援の現状と課題（仮題）」

 大石明子（農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐）

（4）基調講演：「女性が輝く日本を目指して（仮題）」

 久保香代子（農林水産省経営局就農・女性課女性活躍推進室室長）

（5）講　　演：

①「日本獣医師会における取組み（仮題）」

 栗本まさ子（公益社団法人 日本獣医師会特任理事）

②「家畜衛生分野における取組み事例（仮題）」

 植田寿美（石川県南部家畜保健衛生所防疫課長）

③「小動物臨床分野における取組み事例（仮題）」

 福原美千加（みかん動物病院院長）

④「産業動物臨床分野における取組み事例（仮題）」

 田中ゆうか（福島県農業共済組合 いわせ石川家畜診療センター次長）

⑤「教育現場における取組み事例（仮題）」

 佐藤れえ子（岩手大学教授）

（6）総合討論



募 集

◎獣医師募集

姫路市
獣医師�
（非常勤嘱託職員）を�
�募集 !!
勤 務 先 姫路市食肉衛生検査センター 

（姫路市坂田町 3　保健所内）
募集人数 4 名程度
職務内容 と畜検査（食肉衛生検査），及び事務処理等

採 用 日
平成29年 2月1日もしくは平成29年 4月1日 
（申込時採用希望日を選択．なお，必ずしも希望
に添えない場合があります．）

任用期間

採用日以降，最初に迎える 3月 31日まで．
なお，本市の規程に基づき，任用を更新するこ
ともあります．
（平成 29年 2月 1日採用の場合，最長平成 31
年 3月 31日まで．平成 29年 4月 1日の場合，
最長平成 32年 3月 31日まで．）

勤務条件 7：15～14：15　週休 2日制
※勤務条件などの詳細は，募集案内をご確認ください．

給　　与 姫路市の規定による

申込方法

平成28年2月採用希望の場合は1月10日まで，
4月採用希望の場合は 3月 10 日までに所定の
申込書に必要事項を記入して，持参か郵便で申
込先へ提出してください．

選考方法 申込書による書類審査及び面接による選考． 
面接日時は，申込者に別途通知します．

募集案内・ 
申込書

姫路市ホームページの「人材募集」ページ
（http://www.city.himeji.lg.jp/s50/hokensho/_ 
9779/_9827.html）に掲載中．また，郵送を
ご希望の方は，下記まで連絡してください．

申込先・ 
問合せ先

姫路市保健所衛生課　食肉衛生検査センター
〒 670-8530　  兵庫県姫路市坂田町 3番地  

保健所 5階
TEL・FAX 079-223-2228　　担当：秦

はた

世界文化遺産・
国宝「姫路城」の
あるまちで獣医
師として働きま
せんか

●採用予定数　若干名（1～ 4名程度）
●職務内容　市長部局に配属され，食肉衛生検査業務又は保健所準備業務に従事
●採用予定　平成 29年 4月 1日
●受付期間　平成 28年 12月 12日（月）～平成 29年 1月 13日（金）必着
●受験資格　昭和 37 年 4 月 2 日以降に生まれた方で，獣医師の免許を有する方

又は平成 29年 5月までに当該免許を取得見込みの方
●申込手続　必要書類（受験申込書，写真票・受験票，獣医師免許証の写し又は

卒業見込み証明書等，返信用封筒）完備して山形市総務部職員課に
持参又は郵送（封筒の表に「採用試験受験〈獣医師〉」と要朱書き）
により提出

●試 験 日　平成 29年 1月 29日（日）
●試験会場　山形市役所（山形市旅篭町 2-3-25）
●試験種目　職務基礎力試験（多肢選択式），性格検査，面接試験
●合格発表　平成 29年 2月中旬（最終合格者）

詳細については，
山形市役所ホームページ参照

問合先
山形市総務部職員課人事係
TEL : 023-641-1212

（内線261）
FAX : 023-624-8406
E-mail : syokuin@city.

yamagata-
yamagata.lg.jp

山形市

平成 28年度

山形市職員採用試験（獣医師）
山形市は中核市への移行（平成 31 年 4 月予定）を目指し
ています．中核市に移行するには，専門的かつ高度な知
識を持つ「獣医師」の「力」が必要です！！

募 集



募 集

● 採用予定人数 2 人程度
● 申し込み締切 平成 29 年 1 月 10 日（火）〈消印有効〉
● 試 　 験 　 日 平成 29 年 2 月 4 日（土）
● 試 験 会 場 奈良県自治研修所
 （奈良市大安寺 1-23-2）
● 合 格 発 表 平成 29 年 2 月 17 日（金）〈予定〉

◉平成29年 4月 1日現在で39歳以下
の方（昭和52年 4 月 2 日以降に生
まれた方）まで応募できます．

◉試験は論文試験と口述試験を1日で
実施します．
教養試験と専門試験はありません．

〈問合先〉奈良県総務部人事課人事係　☎0742-27-8349
奈良県　人事課詳しくは奈良県ホームページをご覧ください．

奈良県職員採用選考試験奈良県職員採用選考試験
「獣医師」2次募集 !!

行事等

12月 6 日：動物看護職協会第 2回適正な獣医療提供のた
めの動物看護師の役割等に関する意見交換会
に酒井副会長他出席

12月 7 日：第 3回預託事業検討委員会に境専務理事出席
：埼玉県獣医師会平成 28 年度集合狂犬病予防
注射実施者講習会に酒井副会長他出席

12月 8 日：愛玩動物薬剤耐性調査に関するワーキンググ
ループに境専務理事出席

12月 9 日：畜産技術連盟研修会に境専務理事出席
12月12日：動物感謝デー企画検討委員会
12月13日：健全な家畜市場取引推進のための啓発普及事

業に係る第 2回専門委員会に境専務理事出席
12月14日：第 21 回産業動物臨床・家畜共済委員会
12月15日：平成 28 年度中間監査

：第 4回理事会
12月16日：獣医師賠償責任保険中央審議会
12月19日：第 46 回日本獣医師会雑誌編集委員会
12月21日：業務運営幹部会議
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第 29 回日本動物児童文学賞の作品を下記により
募集いたします．
【名　称】
第 29 回日本動物児童文学賞

【目　的】
この事業は，動物の愛護及び管理に関する法律

（昭和 48 年 10 月 1 日法律第 105 号，以下「動物愛
護管理法」という．）の目的及び基本原則等の趣旨
に則り，次代を担う子供達が正しい動物福祉・愛護
の考え方を身に付けることができるよう，動物の福
祉・愛護に関するより良い文学作品を広く募集し，
選考・審査の上，入賞作品を日本動物児童文学賞と
して決定し表彰・公表するとともに特に優れた作
品を普及させることにより，児童の健全な育成と豊
かな人間性を涵養することを目的として実施する．
【募集期間】
平成29年 1月 1日㈰～4月20日㈭（当日消印有効）

【募集内容】
読者対象を満 6歳以上 12歳までの学齢児童とし，
動物の虐待防止，動物の適正飼養，人と動物のふれ
あい，人と動物との共生及び動物福祉・愛護等を
扱ったもので未発表の作品であること．（ただし，商業
出版を目的としない同人雑誌等への発表は差し支えない．）

【応募規定】
（1）原稿は，原則としてワープロ原稿とする．手書
き原稿も受け付けるが，その場合は，丁寧な字で
はっきりと書くこと．

（2）A4 判横向き 43 字×28 行を縦書きで使用する
こと．総枚数13枚以上20枚以内とする．ただし，
手書き原稿の場合は，400 字詰原稿用紙を縦書き
で使用し，総枚数 40 枚以上 60 枚以下とする．

（3）最初の 1枚は応募用紙とし，①タイトル，②応
募者の氏名（フリガナ），③年齢，④性別，⑤職業，
⑥郵便番号，⑦住所，⑧電話／FAX番号，⑨
E-mailアドレス，⑩主要登場動物，⑪原稿の総
枚数，⑫本賞の作品募集を何で知ったかを明記す
ること．本文は以降のページから開始し，各頁に
ページ数を印字（明記）すること．なお，上記個

人情報については，「第 29 回日本動物児童文学
賞」に係る事務処理のみに使用する．

（4）原稿は本会にて複写するため，ホッチキス，と
じ紐などで綴じないこと．

【応募資格】
プロ・アマチュアを問わず，年齢 15 歳以上の者
とする．ただし，過去の本賞における大賞受賞者は
対象外とする．
【賞】
日本動物児童文学大賞　1作品　　＝30 万円
日本動物児童文学優秀賞　2作品以内＝20 万円
日本動物児童文学奨励賞　5作品以内＝ 5 万円

【発　表】
平成 29 年 9 月下旬以降，応募者全員に通知する．

【主　催】
公益社団法人 日本獣医師会

【応募先】
〒 107-0062
東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館 23階
公益社団法人 日本獣医師会

【問合せ先】
公益社団法人 日本獣医師会事務局
☎ 03-3475-1601
（応募作品の内容訂正，審査状況に関する問合せは不可）

【著作権・その他】
（1）入賞作品の著作権は著作者に帰属するものとす
る．ただし，本事業に伴い実施する日本動物児童
文学賞入賞作品集への掲載及び本会ホームページ
への掲載並びに本会の事業において特に必要な場
合には，本会はこの作品をいつでも無償で利用で
きることとする．

（2）著作者が入賞作品を出版等する場合には，日本
獣医師会日本動物児童文学賞入賞作品である旨を
明記することとする．

（3）応募作品は返却しない．
（4）「日本動物児童文学賞入賞作品集」は切手 300
円分（送料）を同封の上，本会事務局まで申し込
めば希望者に送付する（在庫数に限りがある）．

募 集

第 29 回日本動物児童文学賞作品募集について
～人と動物との共存（共生）等を扱った作品の募集～
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健康で安全な畜産物の生産と生産性の向上を目指す

食肉処理施設の視察等と実践的な農場管理手法の実習

食肉処理施設における視察・講義により，生産現場から食卓までの食の安全・安心に取り組みを改
めて理解いただくとともに，農家を指導するにあたって必要な，生産活動の基礎，リスクマネジメ
ント，HACCPの基本を踏まえた，農場管理獣医師協会が実践している農場管理手法等について
の講義・実習を次のとおり行います．

平成 28年度 獣医療提供体制整備推進総合対策事業
管理獣医師等育成支援事業 管理獣医師を育成するための農場経営・飼養管理に関する実習

事業実施主体：獣医療提供体制整備推進協議会　　開催担当：農場管理獣医師協会

1　開 催 日：平成 29年 2月
2　開催場所：鳥取県食肉センター，鳥取県食肉衛生検査所
3　内容（予定）：①講義「と畜場における食肉の衛生管理」

②処理施設等見学
③講義「農場管理獣医師について」
④講義「肥育牛の死廃ゼロを目指した牛群管理（従事者教育を中心とした牛群管理）」
⑤実習「HACCP方式の実際（FMVA農場管理手法）とEXCELを用いた簡易帳票の作成実習」

1 日実習参加 
無料

1　開 催 日：平成 29年 1月 31日（火）～2月 1日（水）
2　開催場所：東京都芝浦食肉衛生検査所，日本獣医師会
3　内容（予定）：
1 日目（東京都芝浦食肉衛生検査所）�
①処理施設等見学
②講義「と畜場における食肉の衛生管理」
③講義「農場管理獣医師について」
④講義「農場管理獣医師協会について（FMVA認証システム他）」
⑤総合討論「生産現場から流通における衛生管理の現状と課題及び管理獣医師との協働のあり方」

2 日目（日本獣医師会）�
①講義「肥育牛の死廃ゼロを目指した牛群管理（従事者教育を中心とした牛群管理）」
②実習「HACCP方式の実際（FMVA農場管理手法）とEXCELを用いた簡易帳票の作成実習」

2 日間実習参加 
無料

参加を希望される方は，日本獣医師会事務局 までご連絡ください．
☎ 03‐3475-1601　FAX 03‐3475‐1604　E-mail : kyogikai@nichiju.or.jp
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食の安全を守る獣医師
―管理獣医師を知っていますか？―

農林水産省の平成28年度獣医療提供体制整備推進総合対策事業の一環として，「管理獣医師等育成支援
事業」の実施主体である獣医療関係組織で構成される「獣医療提供体制整備推進協議会」の事務局を務め
る公益社団法人日本獣医師会が開催担当となり，獣医療技術提供に対するニーズが高まっている管理獣医
師の理解醸成のシンポジムを開催します．

平成 28年度 獣医療提供体制整備推進総合対策事業
管理獣医師等育成支援事業 管理獣医師の理解を醸成するためのシンポジウム

１　開催日時：平成 29年 2月 26日（日）　9：00～12：00
２　開催場所：ホテル金沢　4階　風・月
３　内容（予定）：�わが国の管理獣医師を取り巻く情勢，管理獣医師の役割，現場における

管理獣医師の取組み等を中心に講演し，広く一般市民に管理獣医師の理
解を深めてもらうことを目的に開催します．

（1）挨拶（事業説明を含む）
座長　農場管理獣医師協会会長　北村直人

（2）基調講演
「わが国における薬剤耐性対策と管理獣医師への期待（仮題）」

農林水産省担当官

（3）講　　演
①「肉牛飼育における管理獣医師の役割（仮題）」

農場管理獣医師協会事務局次長　大橋邦啓
②「流通から見た生産現場での食品安全の確保（仮題）」

㈱ミートコンパニオン常務取締役　植村光一郎
③「消費者から見た食の安全・安心（仮題）」

さいたま市消費者団体連絡会代表　廣田美子
④「医学見地からの肉食のあり方（仮題）」

順天堂大学大学院加齢制御医学講座　斎藤糧三

市民公開シンポジウム募 集

参加を希望される方は，日本獣医師会事務局 までご連絡ください．
☎ 03‐3475-1601　FAX 03‐3475‐1604　E-mail : kyogikai@nichiju.or.jp
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「獣医師の職業倫理を考える」
平成28年度　獣医療提供体制整備推進総合対策事業

内　　容：
（1）座　長：公益社団法人 石川県獣医師会　会　長　八木幸隆

公益社団法人 鹿児島県獣医師会　会　長　坂本　紘

（2）問題提起
「獣医師職業倫理のへの取り組み（仮題）」

	 大石明子（農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐）

（3）特別講演
「獣医療倫理・今求められる獣医療とは ～臨床獣医師のための倫理」

	 西村亮平（東京大学教授）

（4）講　演
①「小動物臨床分野における現状と課題（仮題）」
	 林　健一（愛知県獣医師会理事）
②「産業動物臨床分野における現状と課題（仮題）」
	 長谷川 隆（千葉県農業共済組合連合会家畜部部長）
③「行政分野における現状と課題（仮題）」
	 新井英人（東京都多摩小平保健所企画調整課長）
④「研究・教育分野における現状と課題（仮題）」
	 石黒直隆（岐阜大学教授）

（5）総合討論

平成28年度　獣医学術学会年次大会（石川）企画

シンポジウム

一部の獣医師における職業倫理の欠如が問われる近年，高度専門職業人として国民
の信頼に十分応え得る獣医師の育成が求められており，農林水産省担当官から問題
提起，臨床獣医師のための倫理に関する特別講演，さらに各分野における現状と課
題について講演いただき，職業倫理の構築に努めることとします．

開催主体：公益社団法人 日本獣医師会，公益社団法人 日本動物病院協会

平成29年2月25日（土）　14：00～17：00
ホテル金沢　4階　風・月
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