
 第 1次試験日 　平成 30年 9月 23日（日）
 申込受付期間 　インターネット申込

7月 11日（水）　午前 10時 00分
～7月 27日（金）午前 10時 00分

 試験区分 　衛生監視員（獣医師免許所持者）
 採用予定人員 　数名
 職務概要
主に，動物愛護センターにおける動物の保護管
理などの業務や，食肉衛生検査所におけると畜検
査などの業務に従事します．
また，健康福祉局や区役所，市場などで，食品
関係施設や環境衛生営業施設などに対する監視指
導・検査や，動物の保護管理などの業務に従事し
ます．

 受験資格
（1）年　齢
31 歳から 59歳まで（平成 31年 4月 1日現在）
※昭和 34 年 4月 2日から昭和 63 年 4月 1日まで
に出生した人

（2）職務経験
アまたはイに該当し，日本国籍を有する人

ア　獣医師法（昭和 24 年法律第 186 号）の規
定による獣医師の免許を取得した後，民間企
業，病院等における獣医師としての職務経験を
平成 23年 7月 1日から平成 30年 6月 30 日
までの間に 5 年以上有する人
イ　獣医師法（昭和 24 年法律第 186 号）の規
定による獣医師の免許を取得した後，青年海外
協力隊等として海外の民間企業，病院等におけ
る獣医師としての活動経験を平成 23年 7月 1
日から平成 30年 6月 30 日までの間に 2 年以
上有する人
※受験資格に関する詳細については，受験案内及び横
浜市職員採用案内ホームページで御確認ください．

 試験の内容 　一般教養，一般論文，面接
 最終合格発表 　12月 7日（金）午前 10時（予定）
 試験に関する問合せ先 　
横浜市人事委員会事務局任用課

TEL 045（671）3347　FAX 045（641）2757
 職務に関する問合せ先 　
健康福祉局総務部職員課

TEL 045（671）2385　FAX 045（664）4739

募 集

平成 30年度　横浜市職員（社会人）　採用試験
衛生監視員（獣医師免許所持者）区分を募集します！！
http://www.city.yokohama.lg.jp/jinji/shakaijin/

本誌第 71 巻第 5 号で紹介したとおり，日本中央競
馬会特別振興資金助成により 1年間の準備期間を経
て，平成 29 度 4 月より実施したアジア地域臨床獣医
師等総合研修事業については，第 1期研修生 12名（モ
ンゴル，中国，韓国，台湾，フィリピン，インドネシ
ア，タイ，マレーシア，スリランカ，アフガニスタン，
ベトナム，ネパールより各 1名を採用）が全国獣医学
系大学（北海道大学，帯広畜産大学，岩手大学，東京
大学，東京農工大学，山口大学，宮崎大学，鹿児島大

学，大阪府立大学，酪農学園大学，麻布大学，日本大
学）において，家畜の越境性感染症等に関する 1年間
の研修を無事終了したところである．
なお，本研修では，研修終了後，研修生から報告書
が提出されるが，この報告書等を研修生の実績として
本誌へ掲載することにより本会の取組みを国内外に周
知することとした．
ついては，次号以降順次，研修生の研究報告を本誌
で紹介する予定であるのでご期待いただきたい．

「ア ジ ア 地 域 臨 床 獣 医 師 等 総 合 研 修 事 業 　  

研 修 生 の 研 修 報 告 書 等」 の 掲 載 開 始

お知らせ



北　海　道 獣医師
募　集

北　海　道

2　試験内容等
（1）募集開始 平成 30 年 4月 19日～（通年募集）
（2）試験内容 作文試験及び面接試験
（3）試験日程 今後の予定

（8月 10日，9月 7日，10月 20日，
12月 7日，翌 1月 19日）

（4）試験会場
札幌会場（北海道庁または北海道庁別館）
・10月は以下の会場でも実施
函館会場（渡島総合振興局）
東京会場（北海道東京事務所行政課）
大阪会場（大阪府立大学りんくうキャンパス）

1　採用予定箇所及び採用予定数 

3　採用予定年月
採用試験受験日の翌々月1日採用を予定しています．
獣医師資格未取得者は，平成31年4月1日の採用を
予定しています．
4　そ　の　他
詳細については下記のホームページをご覧ください．
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/nsi/
jyuishi.htm
5　問い合わせ先
〒060-8588　北海道札幌市中央区北 3条西 6丁目
北海道農政部農政課人事グループ
TEL 011-204-5373（直通）

募 集

●◎獣医師

職　種 採用予定箇所 職 務 内 容 採用予定数

獣医師
家畜保健衛生所 家畜衛生の業務に従事します． 34名

保健所，保健環境部環境生活課，
食肉衛生検査所

食品衛生，環境衛生及び動物愛護等の業
務に従事します． 43名

北海道庁では，北海道内の家畜保健衛生所，保健所，環境生活課及び
食肉衛生検査所に勤務する獣医師を通年募集しています．

行事等

6 月 6 日：中央畜産会常勤役員候補者推薦委員会・第 1
回理事会に藏内会長出席
：獣医師賠償責任保険中央審議会

6月 7日：埼玉県獣医師会第 70 回定時総会に境専務理
事，北村顧問出席
：千葉県獣医師会通常社員総会に酒井副会長出席
：普及指導員資格試験問題の作成に係る打合せ
会議に境専務理事出席

6月 8日：日本動物用医薬品協会第 51 回通常総会に境
専務理事出席
：文部科学省大学設置審議会専門委員会に境専
務理事出席

6月10日：群馬県獣医師会第 69 回通常総会に酒井副会
長出席

6月12日：業務運営幹部会
6月13日：第 55 回日本獣医師会雑誌編集員会
6月15日：長野県獣医師会第 6回定時総会・創立 70 周

年記念行事に藏内会長出席
：日本愛玩動物協会定時社員総会に北村顧問出席

6月17日：静岡県獣医師会第 70 回定時総会に藏内会長
出席
：東京都獣医師会第7回定時総会に北村顧問出席

6月18日：畜産技術協会第 56 回定時総会・第 2回理事

会に境専務理事出席
6月21日：中央畜産会平成 30 年度定時総会に藏内会長

出席
：獣医療提供体制整備推進協議会第 9回総会に
酒井副会長，境専務理事，北村顧問出席
：平成 30 年度第 1回獣医療提供体制整備推進
検討委員会に酒井副会長，西川理事，境専務
理事，北村顧問出席

6月22日：第 2回理事会
：第 75 回通常総会

6月24日：栃木県獣医師会第 71 回通常総会に酒井副会
長出席
：日本動物看護職協会第 10 回定時代議員総会
に大林理事出席

6月26日：農場管理獣医師協会第 11 回総会に境専務理
事出席

6月27日：ペット災害対策推進協会評議員会第 2回理事
会に境専務理事，北村顧問出席

6月28日：茨城県獣医師会第 15 回総会に藏内会長出席
：日本私立獣医科大学協会理事会・懇談会に
北村顧問出席
：生物科学安全研究所第 6回評議員会に境専務
理事出席

6月29日：日本私立獣医科大学協会代議員会・社員総会
に北村顧問出席



学会では，獣医師専門職をはじめ，獣医学系大学の学生，獣医学関係分野の研究者等が学術研究の
発表をされる場として，学会学術誌への投稿原稿を広く募集しています．
日本獣医師会が毎年度開催する獣医学術学会年次大会で一般口演された研究発表等も，是非ともご
投稿いただき，誌面での発表をお願いします．
なお，投稿を希望される方は，新たに一部改正された「日本獣医師会学会学術誌投稿規程（第 70 巻 12
号 821 頁）」及び投稿原稿の審査や編集が円滑に行われることを目的に策定された「日本獣医師会学
会学術誌投稿の手引き（第 71 巻 6 号 320 頁）」を熟読の上，原稿を作成，投稿されるようお願いします．

日本獣医師会学会学術誌投稿原稿の募集について
日本獣医師会学会においては，構成獣医師をはじめ多くの獣医療関係者からの学
会学術誌掲載の研究論文を随時募集しておりますので，奮ってご投稿願います．




