
産業動物獣医師確保等の実態把握のための調査結果 

調査結果の概要 

調査目的 
次期基本方針の検討に向けて、現行の都道府県計画の検証を行うため産業動物獣医師の
確保状況等を調査 

 産業動物診療獣医師及び農林水産分野の公務員獣医師の確保状況 
 
 産業動物獣医師の確保と獣医療への影響 
 
 産業動物診療獣医師、公務員獣医師の確保に関する現場の事例、対応及び要望 

調査した項目 

 各県は獣医師確保に向けた取組を進めているものの、県によっては、退職者に応じた職員
を確保できないこと等により、現状の産業動物獣医師数は平成32年度の確保目標数を達
成していないところがみられる 

 家畜診療や家畜保健衛生所の業務への影響等が生じているとしている県においては、業
務上の工夫等を行うことにより影響を抑制 

 産業動物獣医師の確保目標が未達成であっても業務への影響等が生じていないとしてい
る県がある一方、確保目標は達成されているが業務への影響等が生じているとしている県
があるなど、状況は様々 

資料３ 
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産業動物診療獣医師 

平成29年４月現在における平成32年度の確保目標達成状況 

・産業動物診療獣医師の確保目標を設定している４１道府県のうち、確保目標を達成しているのは１８府
県、未達成は２３道県 
・農林分野の公務員獣医師（都道府県）の確保目標を設定している２４県のうち、確保目標を達成してい
るのは１０県、未達成は１４県 
 

農林分野の公務員獣医師（都道府県） 

確保目標未達成
確保目標達成
計画未策定（東京、佐賀）
確保目標未設定（福島、千葉、大阪）
家保職員が診療業務を実施（和歌山） ※佐賀県は、平成30年３月に計画を策定 
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確保目標未達成
確保目標達成
計画未策定（東京、佐賀）又は確保目標未設定



農林分野の公務員獣医師（都道府県） 産業動物診療獣医師 

-10%以下
-10%以上-5%未満
±5%以内
5%以上10%未満
10%以上

計画未策定（東京、佐賀）
確保目標未設定（福島、千葉、大阪）
家保職員が診療業務を実施（和歌山）

平成29年４月現在における平成32年度の確保目標達成状況 

一時的な獣医師の増減を考慮し、確保目標への達成状況を割合で示すと、産業動物診療獣医師につい
ては、東北・北陸・九州南部で達成率の低い県が多い 
（農林分野の公務員獣医師（都道府県）については、半数の都道府県で確保目標未設定） 
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-10%以下
-10%以上-5%未満
±5%以内
5%以上10%未満
10%以上

計画未策定（東京、佐賀）又は確保目標未設定
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事故の発生状況（牛） 

・産業動物診療獣医師不足により、獣医療上の影響が生じているかを確認する指標として、共済に加入
している乳用牛の難産による死廃及び第４胃変位による死廃、肉用牛の難産による死廃の県毎・年毎の
発生率の推移について調査 
・上記２つの事故の発生率は、確保目標の達成状況によって差が生じているとはいえない 

※図の簡略化のため、 
①乳用牛、肉用牛（めす）飼養頭数上位（平成28年２月
時点）の都道府県のうち、 

②産業動物診療獣医師の確保目標を 
    達成している５県（青線）、未達成の５県（赤線） 
を抽出しグラフにしている。 
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共済加入頭数に対する第４胃変位による死廃割合 
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家畜疾病の発生に関する 
影響の有無 

産業動物診療獣医師の確保と獣医療への影響 

影響がないとした都道府県からの主な意見 

影響があるとした都道府県からの主な意見 

・産業動物診療獣医師については、①家畜共済加入頭数のうち、難産や第四胃変位による死廃事故、②

家畜伝染病及び届出伝染病の発生について、獣医師が確保できている、又は確保できていないことによ

る影響が生じているかについてアンケートを行った 
・その結果、影響がないとした都道府県が約３分の２であった一方、業務の増加により時間外勤務を行っ

ている等の影響があると回答した都道府県があった 
（ただし、 影響がないとした都道府県においても、休日出勤や診療外業務の縮小等により影響を抑えていること、また、

影響があるとした都道府県においても、家畜疾病の発生件数等が増加している状況ではないことに留意） 

・現時点で影響はないが、産業動物診療獣医師の高齢化により、今後影

響が出る可能性は否定できない 
・一部地域で産業動物診療獣医師は不足しているが、診療外業務の縮

小、時間外勤務や休日出勤等により、疾病の発生は抑えられている 
・産業動物診療獣医師が減少しているが、農家戸数・飼養頭数も減少して

いる 
・疾病の発生と獣医師不足は直接リンクするものではないと考える 

・家畜疾病の発生に大きな影響はないが、産業動物診療獣医師１人あたり

の業務が増加し、時間外勤務や休日出勤で対応している。また、勤務ロー

テーションや夜間・休日当番の編成に苦慮している 
・疾病治療以外の繁殖指導に時間をかけることができず、繁殖成績の低下

がみられる 
・産業動物診療獣医師の確保目標は達成しているものの、高齢化が進ん

でおり、今後影響が生じる可能性がある 5 

影響があるとした都道府県（１６）
影響がないとした都道府県（３１）



農林水産分野の公務員獣医師の確保と獣医療への影響 
・農林水産分野の公務員獣医師については、家畜保健衛生所における①立入検査、②病性鑑定検査に

ついて、獣医師が確保できている、又は確保できていないことによる影響が生じているかについてアン

ケートを行った 
・その結果、影響がないとした都道府県が約３分の２であった一方、業務の増加により時間外勤務を行っ

ている等の影響があると回答した都道府県があった 
（ただし、影響がないとした都道府県においても、時間外勤務の増加や非常勤職員の業務委託増加等により影響を抑え

ていること、また、影響があるとした都道府県においても、立入検査や病性鑑定に対応していることに留意） 

家畜保健衛生所業務に関する 
影響の有無 

影響がないとした都道府県からの主な意見 

影響があるとした都道府県からの主な意見 

・欠員が生じているが、業務縮小・時間外勤務の増加・非常勤職員の活用

により、影響の発生を防いでいる 
・畜産振興業務に携わる獣医師を減らし、防疫業務に振り分けるなどを行

い、影響を最小限にしている 
・現時点で影響はないが、若手職員が少なく、今後影響が出る可能性は否

定できない 
・立入検査や病性鑑定は、獣医師不足によって件数を減らすものではない

ため、影響がないとしたが、職員１人あたりの負担は増加している 

・家畜伝染病発生時に、家保の職員のみでは対応できず、他部署の獣医師

に対応を依頼することとなった 
・立入検査や病性鑑定等を実施するため、時間外勤務が増加。また、早急

に結果を求める病性鑑定の場合は、検査の都合がつかず、断る場合もある 
・家保の業務が多様化しているが、定数増加が認められないため、１人あた

りの業務が増加。さらに育休職員が増加し、非常勤職員等で対応している

ものの、勤務時間の制限があるため、正規職員への負担が増加 

影響があるとした都道府県（１６）
影響がないとした都道府県（３１）
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確保目標の達成状況と獣医療上の影響の有無 

・産業動物獣医師の確保目標の達成状況と獣医療上の影響の有無について整理 
・産業動物獣医師の確保目標が未達成であっても業務への影響等が生じていないとしている県がある一
方、確保目標が達成されているが業務への影響等が生じているとしている県があるなど、状況は様々 

家畜疾病の発生
に関する影響 

確保目標達成県 確保目標未達成県 確保目標なし 
（計画未策定含む） 

影響なし 栃木、埼玉、福井、山梨、岐阜、愛
知、京都、奈良、兵庫、島根、高知、
大分（１２府県） 

北海道、岩手、宮城、山形、茨城、
群馬、石川、長野、滋賀、広島、山
口、徳島、愛媛、熊本、鹿児島（１５
道府県） 

千葉、東京、大阪、
和歌山（４都府県） 

影響あり 神奈川、静岡、三重、岡山、香川、
福岡（６県） 

青森、秋田、新潟、富山、鳥取、長
崎、宮崎、沖縄（８県） 

福島、佐賀（２県） 

○産業動物診療獣医師確保目標の達成状況と獣医療への影響との関係 

○農林水産分野の公務員獣医師（都道府県）確保目標の達成状況と獣医療への影響との関係 
家畜保健衛生所
業務に関する影
響 

確保目標達成県 確保目標未達成県 確保目標なし 
（計画未策定含む） 

影響なし 栃木、山梨、長野、岐阜、愛知、
奈良、滋賀、和歌山、大分、鹿
児島（１０県） 

岩手、宮城、石川、兵庫、島
根、香川、徳島（７県） 

北海道、山形、埼玉、千葉、東京、
神奈川、新潟、富山、静岡、京都、
大阪、広島、山口、高知（１４都
道府県） 

影響あり 茨城、群馬、福井、愛媛、福
岡、宮崎、沖縄（７県） 

青森、秋田、福島、三重、鳥取、
岡山、佐賀、長崎、熊本（９県） 

※靑字は家畜診療、農林分野の公務員双方の獣医師確保の目標が達成かつ獣医療への影響がないとした都道府県 
※赤字は家畜診療、農林分野の公務員双方の獣医師確保の目標が未達成かつ獣医療への影響があるとした都道府県 
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現場の事例と対応（都道府県農林水産分野） 

・飼養衛生管理の遵守状況の確認や高病原性鳥イ
ンフルエンザ等発生時の危機管理対応が優先され、
生産性向上対策（農場HACCP、慢性疾病対策の指
導）等に取り組むことが困難 

・畜産農家と十分なコミュニケーションがとれない 

・職員１人当たりの負担が増加 

・少人数の職員で現場対応するため、職員の安全面
等に不安 

・技術（検査、繁殖等）を継承する時間の確保が困難 

・解剖後に組織検査を含む病性鑑定の回答に時間を
要している 

・獣医師以外の者が実施可能な業務（検査、
飼料指導、人工授精等）を他の専門職（畜産
職、臨床検査技師）や一般職員が実施 

・若手職員の育成を目的とした技術研修やサ
ポート職員制度により早期離職を防ぐ 

・再任用職員や非常勤職員の活用 

・新規採用活動（説明会、インターンシップ、
修学資金の活用）の強化、初任給調整手当
を措置 

【参考】獣医師の不足感を感じていない場合、 
    その理由 

現場の事例 現場の事例への対応 

・概ね定員数を採用できている 
・業務の効率化等で対応可能な状況 
・欠員が生じた場合、臨時職員等を早急に確
保している 

・開業獣医師を家畜防疫員に任命し、検査の
協力を依頼 

・待遇や職場環境の改善が必要 
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・獣医師の不足感があるとしたところでは、その理
由として、「退職者等に応じた職員を十分確保でき
ない」との回答が最も多かった※ 

  
※不足感の有無について回答を求め、その理由として「業務多忙に
より残業・休日出勤で対応」、「業務多忙により業務の縮小・廃止」、
「退職者等に応じた職員を確保できない」、「その他」から選択（複数
選択可）して回答するよう依頼。 



現場の事例と対応（市町村） 

・新規採用活動（説明会、インターンシップ、通年採
用等）の強化 

・再任用職員や臨時職員を採用し、欠員を補充 

・動物愛護業務や普及啓発業務等の体制強化
が困難 

・市職員が診療を実施しているが、夜間・休日等
の緊急的な往診依頼への対応が困難 

・獣医師の配属先が限られるため、業務へのモ
チベーションが低下 

・動物愛護業務等が増加 

・初任給調整手当等の支給 
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【参考】獣医師の不足感を感じていない場合、 
    その理由 

・概ね定員数を採用できている 
・飼養頭数が減少しており、飼養頭数に見合っ
た獣医師は確保できている 

・獣医師の不足感があるとしたところでは、その
理由として、「退職者等に応じた職員を十分確保
できない」との回答が最も多かった※ 

  
※不足感の有無について回答を求め、その理由として「業務多
忙により残業・休日出勤で対応」、「業務多忙により業務の縮
小・廃止」、「退職者等に応じた職員を確保できない」、「その他」
から選択（複数選択可）して回答するよう依頼。 

現場の事例 現場の事例への対応 



現場の事例と対応（農業協同組合） 

・新規採用活動（説明会、インターンシップ等）の
強化 

・診療業務の縮小、採材・検査等を外注 
・現在、組合に所属している獣医師が退職する
と、診療に従事できる獣医師がいなくなる 

・卒後教育等を受ける時間がなく、スキルアップ
が困難 

・休日出勤の振替休日を取得できず、職員に負
担がかかっている 

・再任用職員や臨時職員の活用 

・個人開業獣医師や農業共済組合との連携 
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【参考】獣医師の不足感を感じていない場合、 
    その理由 

・限られた業務（ワクチン接種、繁殖検診等）の
みを実施している 
・農家戸数の減少により診療件数が減少して
いる 

・獣医師の不足感があるとしたところでは、その
理由として、「退職者等に応じた職員を十分確保
できない」との回答が最も多かった※ 

  
※不足感の有無について回答を求め、その理由として「業務多
忙により残業・休日出勤で対応」、「業務多忙により業務の縮
小・廃止」、「人員不足により農家の依頼から診療までに時間を
要している」、「退職者等に応じた職員を確保できない」、「その
他」から選択（複数選択可）して回答するよう依頼。 

現場の事例 現場の事例への対応 



現場の事例と対応（農業共済組合（NOSAI）） 

・新規採用活動（説明会、インターンシップ等）の
強化 

・電子カルテの導入等による業務の効率化 

・長距離の移動や休日出勤により、職員に負担 

・卒後教育等を受ける時間がなく、スキルアップ
が困難 

・急患への対応が困難 

・再任用職員や臨時職員の活用 

・畜産農家と十分なコミュニケーションがとれない 

・インターンシップ等の受入が困難 

・診療が優先されるため、乳房炎の発生予防や
繁殖管理指導など損害防止への取組が困難 

・農家戸数・飼養頭数減少、制度改正により、診
療所の経営が悪化。収支改善が求められる中、
人員増が困難 

・業務の縮小を検討 

・待遇の改善を検討 

・診療所の統廃合による診療所あたりの人員規
模の拡大 
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【参考】獣医師の不足感を感じていない場合、 
    その理由 

・必要な獣医師数を確保できている 
・飼養頭数の減少 
・限られた業務（予防、共済事務）に従事 

・獣医師の不足感があるとしたところでは、その
理由として、 「業務多忙により残業・休日出勤で
対応」 又は「退職者等に応じた職員を確保でき

ない」との回答が多く、次に「人員不足により農
家の依頼から診療までに時間を要している」が
多い※ 

 
※不足感の有無について回答を求め、その理由として「業務多
忙により残業・休日出勤で対応」、「業務多忙により業務の縮
小・廃止」、「人員不足により農家の依頼から診療までに時間を
要している」、「退職者等に応じた職員を確保できない」、「その
他」から選択（複数選択可）して回答するよう依頼。 

現場の事例 現場の事例への対応 



現場の事例と対応（民間産業動物獣医師） 

・長距離移動、夜間・休日出勤による負担 

・業務多忙により、スキルアップが困難 

・獣医師１人あたりの往診範囲が拡大し、急患へ
の対応が困難 

・他の診療所との連携 

・診療が優先されるため、飼養管理指導や乳房
炎の発生予防や繁殖管理指導など損害防止へ
の取組が困難 

・採用活動（説明会、インターンシップ等）の強
化、修学資金の活用 

・診療の効率化（エコー、電子カルテの導入）を
実施又は検討 

・休日出勤の増加 
・予防指導により疾病発生の低減を図る 
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・獣医師の不足感があるとしたところでは、その
理由として、 「業務多忙により残業・休日出勤で

対応」との回答が最も多い。また、「その他」とし
て労働に見合わない対価等が挙げられていた※  

 
 
 

※不足感の有無について回答を求め、その理由として「業務多
忙により残業・休日出勤で対応」、「業務多忙により業務の縮
小・廃止」、「人員不足により農家の依頼から診療までに時間を
要している」、「退職者等に応じた職員を確保できない」、「その
他」から選択（複数選択可）して回答するよう依頼。 

【参考】獣医師の不足感を感じていない場合、 
    その理由 

・ NOSAIとの連携 
・農家戸数・飼養頭数の減少 

現場の事例 現場の事例への対応 



現場の事例と獣医療に関する要望（乳用牛農家） 

・繁殖指導が不十分又は積極的な治療がなされ
ず、空胎期間の長期化 

・獣医師によって診療技術にばらつきがある 

・獣医師１人が広範囲をカバーしているため、診
療を依頼してもすぐに来られず、急患の症状の悪
化等の事例がある 

・診療で手一杯となり、損害防止や飼養衛生管
理指導が不十分 

・獣医師不在時、又は獣医師自身の病気等によ
り長期に診療ができなくなった場合、代替の獣医
師がいない 

・獣医師の確保（獣医師の労働環境の改
善、後継者の育成） 

・技術の向上（疾病の早期発見、酪農家へ
の繁殖管理指導、人工授精の実施、妊娠
鑑定でのエコー利用等） 

・飼養管理の指導等、予防診療への対応 

・時間外の診療体制や地域の獣医師が連
携できる体制の整備 
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・獣医師の不足感があるとしたところでは、その
理由として、 「診療等を依頼してもすぐに来な

い」との回答が最も多い。また、「その他」として
獣医師の高齢化、獣医師の業務多忙や繁殖指
導が不十分等が挙げられていた※  

 

※不足感の有無について回答を求め、その理由として「業務多
忙により残業・休日出勤で対応」、「業務多忙により業務の縮
小・廃止」、「退職者等に応じた職員を確保できない」、「その
他」から選択（複数選択可）して回答するよう依頼。 

【参考】獣医師の不足感を感じていない場合、 
    その理由 

・概ね希望通り往診や検査に応じている 
・夜間診療にも対応している 
・経営等も相談できる獣医師がいる 
・具体的な不利益を被ったことがない 
・地域的には不足だが全体としては不足してい
ない 

現場の事例 獣医療に関する要望 



現場の事例と獣医療に関する要望（肉用牛農家） 

・獣医師１人が広範囲をカバーしているため、診療を依
頼してもすぐに来られず、急患の症状の悪化等の事例
がある 

・診療で手一杯となり、損害防止や飼養衛生管理指導
が不十分 

・獣医師不在時、又は獣医師自身の病気等により長
期に診療ができなくなった場合、代替の獣医師がい
ない 

・獣医師の確保（獣医師の労働環境の改
善、社会的地位の向上、後継者の育成） 

・技術の向上（疾病の早期発見、繁殖管
理指導、人工授精・受精卵移植の実施、
妊娠鑑定でのエコー利用等） 

・飼養管理の指導等、予防診療への対応 

・時間外の診療体制や地域の獣医師が連
携できる体制の整備 

・種付けなどにタイミングよく来られない 

・獣医師が忙しく、診療を依頼しにくい。また、相談す
る時間がない 
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・獣医師の不足感があるとしたところでは、その理
由として、 「診療等を依頼してもすぐに来ない」との

回答が最も多い。また、「その他」として獣医師の高
齢化、獣医師の業務多忙や繁殖指導が不十分が
挙げられていた※  

 

※不足感の有無について回答を求め、その理由として「診療等を依
頼してもすぐに来ない」、「技量の高い獣医師が少ない」、「衛生管理
等を相談できる獣医師がいない」、「その他」から選択（複数選択可）
して回答するよう依頼。 
 

・繁殖指導が不十分又は積極的な治療がなされず、
空胎期間の長期化 

【参考】獣医師の不足感を感じていない場合、 
    その理由 
・概ね希望通り往診や検査に応じている 
・休日・夜間診療にも対応している 
・導入時の予防診療が充実 
・具体的な不利益を被ったことがない 
・肥育農家では獣医師に依頼する機会が少な
い 

現場の事例 獣医療に関する要望 



現場の事例と獣医療に関する要望（養豚農家） 

・迅速な検査対応ができていない 

・疾病のまん延防止のため、１日１農場のみしか
立入りできず、診療が後日になることがある 

・養豚専門の獣医師の育成、家保への配置 

・疾病情報の共有化、獣医師同士の連携強化 

・農場への巡回指導の回数を増やしてほしい 

・予防診療や飼養管理、経営等のコンサル
ティング可能な管理獣医師の育成 

・県内に養豚獣医師がいないため、県外の獣医
師に依頼せざるを得ない 

・農場HACCPやJGAPについて相談できない ・行政と管理獣医師の連携強化 
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【参考】獣医師の不足感を感じていない場合、 
    その理由 

・契約している管理獣医師や飼料・製薬会
社等の獣医師で対応 
・養豚農家が少ない 
・家保の巡回指導も充実している 

・獣医師の不足感があるとしたところでは、その理
由として、 「技量の高い獣医師が少ない」又は「衛

生管理等を相談できる獣医師がいない」との回答
が多い。また、「その他」として獣医師の高齢化や
養豚に詳しい獣医師や診療以外の相談ができる
獣医師がいない等が挙げられていた※  
 

※不足感の有無について回答を求め、その理由として「診療等を
依頼してもすぐに来ない」、「技量の高い獣医師が少ない」、「衛生
管理等を相談できる獣医師がいない」、「その他」から選択（複数
選択可）して回答するよう依頼。 

現場の事例 獣医療に関する要望 



現場の事例と獣医療に関する要望（肉用鶏農家） 

・相談できる養鶏専門の獣医師がいない 

・治療ではなく、予防的指導ができる獣医師が
いない 

・養鶏専門の獣医師の育成 

・管理獣医師指定の見直し（飼養管理に精通し
ている家保の対応を期待） 

・獣医師の社会的地位の向上 

・疾病発生の原因、対策の相談ができるように
してほしい 
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・獣医師の不足感があるとしたところでは、その
理由として、 「技量の高い獣医師が少ない」又

は「衛生管理等を相談できる獣医師がいない」
との回答が多い。また、「その他」として獣医師
の高齢化、養鶏専門の獣医師がいない、募集
をしても応募がない等が挙げられていた※  

 

 
※不足感の有無について回答を求め、その理由として「診療
等を依頼してもすぐに来ない」、「技量の高い獣医師が少な
い」、「衛生管理等を相談できる獣医師がいない」、「その他」か
ら選択（複数選択可）して回答するよう依頼。 

【参考】獣医師の不足感を感じていない場合、 
    その理由 

・契約している管理獣医師や飼料・製薬会
社等の獣医師で対応 
・家保が対応できている 
・獣医師の診療が必要となる機会がない 

現場の事例 獣医療に関する要望 



現場の事例と獣医療に関する要望（採卵鶏農家） 

・養鶏専門の獣医師がおらず、他県の獣医師や
飼料会社等の獣医師に相談している状況 ・養鶏専門の獣医師の育成 

・管理獣医師指定の見直し（飼養管理に精通
している家保の対応を期待） 

・獣医師の社会的地位の向上 

・医薬品に頼らない飼養衛生管理指導 ・家保以外に相談できる獣医師がいない 
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・獣医師の不足感があるとしたところでは、その
理由として、 「技量の高い獣医師が少ない」と

の回答が最も多い。また、「その他」として養鶏
専門の獣医師がいない等が挙げられていた※ 

  
 

※不足感の有無について回答を求め、その理由として「診療等
を依頼してもすぐに来ない」、「技量の高い獣医師が少ない」、
「衛生管理等を相談できる獣医師がいない」、「その他」から選
択（複数選択可）して回答するよう依頼。 

【参考】獣医師の不足感を感じていない場合、 
    その理由 

・契約している管理獣医師や飼料・製薬会
社等の獣医師で対応 
・家保が対応できている 
・獣医師の診療を依頼する機会が少ない 

現場の事例 獣医療に関する要望 
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