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就職先を考える場合の心得

学生の皆さんにとって一度しかない「社会人としてのスタート地点」を決める
とき、以下のことを大切にしてください。

一、実習は数ヶ所行くべし。
一箇所目の実習先は特に良い印象となります。そのまま実習先に就職する学生

も少なくありません。もったいない!! 様々な場所で実習をして視野を広げてく
ださい。生活環境を確認することも特に重要です。夏と冬に行けたらベスト☆彡

二、職員の生の声を聞くべし。
パンフレットなどではわからない部分はたくさんあります。先輩や先生を通じ

てでも職員の生の声を聞くことで、より深く知ることができます。
１人の声ではなく、複数の声を聞くことが重要です。



臨床獣医師 １３８名
（男性 １０９名）

（女性 ２９名）

人工授精師 ２名
（男性 ２名）

2022.04.01現在





－ 道央統括センター

①道央統括センター （２F）
所 在 地：深川市
獣医師数：３名
業務職員：16名
（R4年4月現在）

家畜診療施設 － 南空知支所 －

④南空知家畜診療所
所 在 地：長沼町
獣医師数：5名（うち女性０名）
診療回数：乳牛5,536回・肉牛4,503回・馬89回

（R2年度病傷事故実績）
授精回数：乳牛2,958回・肉牛1,405回

長沼ジンギスカン

夕張メロン

夕張石炭博物館



⑤中空知家畜診療所
所 在 地：滝川市
獣医師数：５名（うち女性２名）
診療回数：乳牛2,441回・肉牛1,259回・馬29回

（R2年度病傷事故実績）
授精回数：乳牛1,024回・肉牛 344回

－ 空知中央支所 －

①北空知家畜診療所
所 在 地：深川市
獣医師数：５名（うち女性１名）
診療回数：乳牛1,145回・肉牛554回・馬212回

（R2年度病傷事故実績）
授精回数：乳牛 342回・肉牛604回

－ 北空知支所 －

③空知中央家畜診療所
所 在 地：岩見沢市
獣医師数：４名（うち女性０名）
診療回数：乳牛4,093回・肉牛4,176回・馬85
回

（R2年度病傷事故実績）
授精回数：乳牛1,843回・肉牛 710回

－ 中空知支所 －

－空知家畜診療所－

①③⑤ R5年度新設
空知家畜診療所
所在地：滝川市



⑥士別家畜診療所
所 在 地：士別市
獣医師数：７名（うち女性３名）
診療回数：乳牛7,012回

肉牛1,400回・馬56回
（R2年度病傷事故実績）

授精回数：乳牛4,016回
肉牛 75回

家畜診療施設 － 上川北支所 －

士別市 羊と雲の丘

雪質日本一！
名寄スキー場 ⑦名寄家畜診療所

所 在 地：名寄市
獣医師数：９名（うち女性２名）
診療回数：乳牛14,957回

肉牛 1,721回・馬46回
（R2年度病傷事故実績）

授精回数：乳牛6,306回
肉牛 52回

⑨中川分室（R5年4月留萌北部と統合）
所 在 地：中川町
獣医師数：２名（うち女性０名）
診療回数：乳牛2,087回

肉牛 247回
（R2年度病傷事故実績）

授精回数：乳牛1,964回
肉牛 199回

⑧美深家畜診療所
所 在 地：美深町
獣医師数：６名（うち女性３名）
診療回数：乳牛7,187回

肉牛2,045回・馬292回
（R2年度病傷事故実績）

授精回数：乳牛3,606回
肉牛 285回

幻想的な
サンピラー現象



⑬留萌南部家畜診療所
所 在 地：苫前町
獣医師数：８名（うち女性１名）
診療回数：乳牛6,564回・肉牛2,603回

（R2年度病傷事故実績）

授精回数：乳牛2,320回・肉牛 196回

家畜診療施設 － 留 萌 支 所 －

⑭留萌北部家畜診療所
所 在 地：天塩町
獣医師数：１９名（うち女性２名）
診療回数：乳牛33,984回・肉牛3,097回・馬2回

（R2年度病傷事故実績）

甘エビ水揚げ日本一
羽幌町

カズノコ生産量日本一
留萌市

欅坂48のＰＶロケ地 日本最大級の風車群
苫前町

日本の夕陽百景
「黄金岬」

貴重な天然しじみ
天塩町

道内有数の果樹地帯
増毛町



⑩富良野家畜診療所
所 在 地：富良野市
獣医師数：１２名（うち女性２名）
授精師数： ２名（うち女性１名）
診療回数：乳牛15,782回・肉牛5,194回・馬130回

（R2年度病傷事故実績）

授精回数：乳牛 6,263回・肉牛1,313回

家畜診療施設 － 富良野支所 －

広大なラベンダー畑 ドラマ「北の国から」のロケ地

富良野スキー場

へその街 富良野市
へそまつり



②上川中央家畜診療所
所 在 地：旭川市
獣医師数：１０名（うち女性２名）
診療回数：乳牛13,388回・肉牛7,255回・馬158回

（R2年度病傷事故実績）

授精回数：乳牛 3,294回・肉牛 808回

家畜診療施設 － 上川中央支所 －

⑪美瑛家畜診療所
所 在 地：美瑛町
獣医師数：５名（うち女性０名）
診療回数：乳牛6,418回・肉牛1,429回・馬1回

（R2年度病傷事故実績）

授精回数：乳牛3,760回・肉牛 78回

旭川ラーメン村

当麻町 でんすけスイカ

来園者日本一
あさひやま動物園

美瑛町 青い池

美瑛町 四季彩の丘



⑯宗谷北部家畜診療所
所 在 地：豊富町
獣医師数：１６名（うち女性４名）
診療回数：乳牛32,639回・肉牛1,471回

（R2年度病傷事故実績）

家畜診療施設 － 宗 谷 支 所 －

⑰宗谷中部家畜診療所
所 在 地：浜頓別町
獣医師数：１２名（うち女性３名）
診療回数：乳牛28,261回・肉牛1,160回

（R2年度病傷事故実績）

⑱宗谷南部家畜診療所
所 在 地：枝幸町
獣医師数：１０名（うち女性２名）
診療回数：乳牛18,602回・肉牛871回

（R2年度病傷事故実績）

一大生乳産地豊富町

カニ水揚げ日本一
枝幸町

最北の島「利尻・礼文」

利尻昆布で育つウニ

〇宗谷南部風烈布手術施設
所 在 地：風烈布町
手術施設（R3年2月開設）



家畜診療回数等比較



家畜診療施設の主な医療機器

血液生化学検査装置（据置・携帯） デジタルＸ線画像読取装置

超音波画像診断装置

豊富なラインアップ!!保有台数１００台以上!!
他にも多くの医療機器を備えています。



大動物臨床獣医師の１日

08:30 出 勤

08:30～ 往診受付・検査

道央では１人１台の診療車が割り当てられています。

前日の当番獣医師からの引継ぎや、電話による往診依頼の受付をします。
往診先が決まると、聞き取った症状などから使用する薬剤を予測し、診療車に積み込みます。



大動物臨床獣医師の１日

09:00～ 往診（診療・授精など）

13:00～ 手 術・検 査

診療や授精などを行います。往診順番は距離や症状により決定します。
往診途中で急患が発生した場合はルートを変更するなど、臨機応変に対応します。

往診先で採材した血液などの検査や手術を行います。道央では手術室のある診療所もあり、
検査機器等も多数備えています。



大動物臨床獣医師の１日

15:00～ カルテ・診断書作成など

17:00 退 勤

カルテの作成などはすべて電子化されており、パソコンに向かってカルテ入力をします。
勉強会などが開催されることもあり、日々勉強して努力を重ねています。

夜間当番以外の獣医師は退勤します。
夜間当番の獣医師は当番用の携帯電話を持って自宅待機、
または宿直室で急患に備えます。
もちろん、夜間当番手当が支給されます。



研修制度・学術研鑽

ＮＯＳＡＩ北海道 研修所での研修

ＮＯＳＡＩ北海道に研修所を備えており、全道から獣医師が集まります。附属寮で研修生
活を送るため、組合や大学を越えた同期の繋がりができます。北海道内は毎年約50名の採用
があるため、同期の数は全国でも圧倒的に多くなります。

新規獣医師臨床研修会
新規獣医師を対象に、獣医師としての意識涵養と、個体
診療に必要な基礎技術と知識の確実な習得を図る研修で
す。研修所で6名ずつ3週間の研修となります。

臨床指導者研修会
地域統括センターから推薦された採用4年目以降の獣医
師を対象に、将来の臨床教育について中心的な役割を担
う人材を育成する研修です。

獣医師専門技術研修会
基幹診療センターの充実を図るため、中堅獣医師を対象
に獣医臨床分野における専門性の高い獣医師の育成を行
う研修です。

馬臨床技術向上研修会
中堅獣医師を対象に、馬の診療技術向上のため、繁殖と
外科診療の２つの技術向上研修会があります。

獣医師就業支援研修会
復職者、中途採用の獣医師を対象に、基礎的な技術の
再認識や新たな知識を習得し、臨床現場に対応できる能
力の醸成を図る研修です。



他組合の同期たちと寮生活！！



研修制度・学術研鑽

青年獣医師会による症例検討会

若手獣医師による「青年獣医師会」が各地区で構成されており、症例検討会や研修会など
が開催されています。活発な意見交換ができるほか、所属支所や組合を越えた繋がりが生ま
れます。

コロナ禍でも
ＴＶ会議システム
を活用して開催！ コロナが落ち着けば、よ

り親睦を深める事も！



研修制度・学術研鑽

学位取得や学会発表

日本獣医学会・日本獣医師会年次大会・家畜診療全国技術発表会など、全国規
模で発表している職員が多く、令和元年度は「北海道獣医師会長賞」や「全国農
業共済協会長賞」、令和２年度は「吉田賞」を受賞しています。
また、当組合においては４名の方が、日々の仕事の傍らで研究を重ねて博士号

を手にされました。
学位の取得を考えるなら、「大学に近いこと」あるいは「大学へのアクセスが

良いこと」、「学位取得者のアドバイスを得られること」が重要です。
当組合は、獣医・医学系の大学と近接しており、新千歳空港、旭川空港、稚内

空港を利用することで都心部への大学へもアクセスも良好です



私生活は重要事項!!    –給与・賞与-
※人事院勧告により一部変更となる場合があります。

項 目 金 額 備 考

基 本 給 249,800円 国家公務員俸給表医療職(一)を適用

技 術 手 当 25,000円 年5,000円増額（上限45,000円）

そ の 他 住宅手当・扶養手当・寒冷地手当など

賞 与 年２回 国家公務員に準ずる

１年目のお給料など



私生活は重要事項!!    –休暇制度-

休日・有給休暇・特別有給休暇

土曜・日曜・祝日はもちろんのこと、盆休・年末年始休業が定められています。
また、婚姻・忌引・人間ドック受診時などは特別有給休暇が与えられます。

資金貸付などの福利厚生

※一部変更となる場合があります。

公宅を貸与します。公宅の無い所は、一軒家や借上アパートなど、支所により異なります。
また、住宅取得などに対する資金の貸付制度もあります。

産前・産後・育児休業 実績あり

しっかりとした振替休日制

休日当番として勤務した分は「振替休日」が付与されます。

制度が整備されているだけではなく、道央では組織ができた2017年以降、獣医師・業務職
それぞれ多くの職員が取得し、すでに２度目の取得をしている獣医師もいます。実績がある
のとないのとでは大違い!!!
復職したあとも、子供の病気などで「子の看護休暇」などの制度を活用し、子育てと仕事

の両立をしています。



私生活は重要事項!!    –公共交通機関-

高速バス

広い北海道・・・

公共交通機関が多く
高速道路も整備され
主要空港も近く
街も発展しています

道央統括センターの家畜診療所は
そのほとんどが
公共交通機関路線上に位置します



私生活は重要事項!!    –公共交通機関-
道外出身者に最も重要な飛行機事情

７往復☞

※時期により便数が異なります。

2往復☞

新千歳から全国各地

圧倒的に便利な新千歳空港と旭川空港
旭川空港は道央統括センター管内！
新千歳空港は道央管内のすぐ隣！
ＪＲ・高速バスで道央管内からは
アクセス抜群です！



私生活は重要事項!! –休日の過ごし方-



よくある学生からの質問など

大丈夫です！基礎系の研究室出身者もたくさん活躍しています。北海道は研
修制度が充実していますし、先輩がきちんとフォローします。農家さんも獣医師
を育てようとする気持ちを持ってくれています。

大動物臨床の経験がない。研究室も全然違う。大丈夫？

女性でも大丈夫？背が小さいけど大丈夫？

大丈夫です！身長や体力は道具や手法をうまく活用することで埋められます。
農家さんが踏み台を用意してくれて身長をカバーしてくれることも！また、どう
しても体力が足りないときは農家さんが助けてくれたります。

就職したら独り立ちはいつから？１人で診療できるか不安…

診療所より異なりますが３～６ヵ月が目安です。研修や先輩への随行を経て、
先輩たちがしっかり育ててから一人で往診に行きますし、困ったときはすぐ先輩
に電話して助けてもらえます。

知らない土地に就職して交友関係が不安…

若い農家さんもたくさんいますし、共通の趣味などがあれば一気に交友関係が
広がります。また、北海道は同期がたくさんいます。毎年約50人の同期の絆はと
ても大きなものです。これは北海道でしか経験できません。



よくある学生からの質問など

診療所の場所によっては都会も田舎もあります。でも道央管内は特に公共交
通機関が多くありますので、田舎でも少し走れば大型商業施設に行けますし、空
港もあります。買い物や帰省に問題はありません。

知らない土地… 田舎… 生活が不安。

冬の北海道… 雪… 生活が不安。

雪かきは慣れるまで大変ですが、不思議なことに慣れてきます。公宅によって
は除雪業者に依頼しているところもあります。また、農家さんが除雪に来てくれた
りすることも…(^w^) ちなみに、当組合獣医師の約７０％は北海道外の出身者
です。慣れるんです。

正直、北海道では時々こんな日もあります→

車の運転が不安… 特に冬道の運転なんて…

冬道運転も慣れるまでが大変ですが、先輩たちが走りやすいルートを選んで
くれたり、視界が無くなる程の日は往診をストップすることもあるので危険な目
には合わせません。（一部支所では冬道教習も実施）
ちなみに、当組合獣医師の約７０％は道外出身者、冬道運転
の経験は浅いところからスタートしています。慣れるんです。



内定から採用まで不安にさせません!!

内定通知のあと、何も連絡がないけど大丈夫かな…。
４月からの家は？ 引越は？ 通勤は？

先輩たちは国試に向けてどんなことしてたのかな…。

道央統括センターではそんな声を受け、
内定者の採用までの疑問に対し、電話やメール以外に、

でも、気軽に疑問を受付ける体制を作っています！



令和５年度の獣医師採用人数



NOSAI北海道

道央統括センター

問合せ先

北海道深川市１条５番５号
TEL 0164-22-7070
FAX 0164-22-7071


