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川で泳いだことある？楽しいよ！
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主な業務内容と勤務地マップ

食肉衛生検査所

業務内容
・と畜検査業務
・食鳥検査業務

・食肉中の残留抗菌性物質の
検査や臓器、組織の病理検
査などの精密検査

・大学や研究機関と共同の調
査研究

保健所

業務内容

・飲食店や食品の製造施設の監
視指導

・公衆浴場、理美容所、旅館など
の施設の監視指導

・狂犬病予防業務
・動物愛護業務

家畜保健衛生所

業務内容

・家畜の伝染病の発生予防
・農場の巡回指導
・伝染性疾病の精密検査
・動物病院や医薬品販売業者
等への立入指導

畜産研究所

業務内容

・飛騨牛の育種改良、ＤＮＡ解析
・受精卵移植技術など生物工学
的研究の実施

・新たな栄養管理技術の確立
・種雄豚、種鶏の生産、供給

動物愛護センター

業務内容

・保健所に収容された犬猫の
譲渡

・動物愛護教室や愛犬のしつ
け方教室の開催

・介在活動犬の育成

保健環境研究所

業務内容

・新興感染症、食中毒などの
微生物分野の検査、研究

・食品中の残留農薬などの
理化学分野の検査、研究

・大気、土壌地下水などの環
境分野の検査、研究

畜産研究所飛騨牛研究部

中央家畜保健衛生所
（岐阜大学内）

保健環境研究所

動物愛護センター

写真

畜産研究所 飛騨牛研究部

高山市

岐阜市

大垣市

恵那市



動物愛護センター

研究機関等で活躍する先輩職員にインタビュー

印象に残った仕事

県職員を目指す方へメッセージ

印象に残った仕事

技師 坂本 貴史

当センターは保健所に収容さ
れた動物を新しい飼い主に譲渡
しています。収容された動物は、
獣医師による診察を受け、必要
があれば治療を行います。

安心して新しい家族を迎えて
いただくための責任ある仕事で
す。

県職員を目指す方へメッセージ

中央家畜保健衛生所

ぎふライフ

小動物臨床から動物愛護の啓発活動や災害対策まで公
務員として幅広い活躍ができる職場です。

山、川、里と海以外の自然環境がすべてそろっています。
暑い夏は川へ、寒い冬は雪山へとアウトドアレジャーの幅
を広げるにはもってこいといえるでしょう。

保健環境研究所

印象に残った仕事

県職員を目指す方へメッセージ

印象に残った仕事

専門研究員 酢谷 奈津

県内の感染症の流行状況など
をとりまとめて発信する仕事をし
ています。

その一つとして、保育所や一
般の方向けに「ぎふ感染症かわ
ら版」を発行していますが、これ
を保育所などで感染症予防のた
めに活用していただいている様
子を知るとうれしく思います。

県職員を目指す方へメッセージ

フイラふぎフイラふぎ

県職員の仕事は多岐にわたり、希望すればさまざまな分
野の人と一緒にいろんな経験をすることができます。

岐阜県の自然豊かなところが好きです。鳥や虫の声が
聞こえ、空が広く、山並みの見える景色にほっとします。

ぎふライフ

畜産研究所（飛騨牛研究部）

飛騨地方は、自然豊かな場所であり、登山やスノー
ボードといったアウトドアスポーツはもちろん、奥飛
騨温泉、下呂温泉などの名泉も楽しむことができます

研究員 熊崎 啓将

技師 北村 夕子

農家の方に感謝してもらえるとやりがいを感じ
ます。

県内初の高病原性鳥インフ
ルエンザ発生時には、毎日防
疫対応に追われる日々が続き
ましたが、改めて獣医師の業
務の重要性を認識しました。

名古屋へも近く、日本の真ん中で全国どこにでも
行きやすいので、住むには便利なところです。
働きながら大学院へ通学しています。

全国の大学や研究機関と連携し、ゲノム解析など最
先端の研究ができます！

牛の飼養管理・出荷から、
牛の治療・受精卵の採取や移
植等の臨床業務に至るまで、
幅広い業務を経験することが
でき、とてもやりがいを感じ
ています。



ぎふライフ
～住みやすさは？ プライベートは？～

岐阜県はナゴヤに近い好立地。 田舎すぎず、都会過ぎず、とても住みすい環境です。
山や川など自然にも恵まれ、休日はオフを満喫。 海は無いけど、日本海へも太平洋へもアクセス抜群。

国際空港へのアクセスも良いから、ついつい海外にも足が向いてしまう・・・
子育てへの支援も充実していて、将来も安心。

休みの日はどんなことができるの？

買物する 名古屋、アウトレット（竜王、土岐、長島）

アウトドアする スキー、釣り、川遊び、キャンプ、山登り

リラックスする 温泉（下呂温泉、奥飛騨温泉等豊富）

グルメを味わう モーニング（ドリンク代だけで軽食が付く食文化）

焼肉（飛騨牛）、鮎、地酒、郷土料理等

歴史に触れる 世界遺産白川郷、郡上おどり

住みやすいの？

子育てに最適 !!
・待機児童数 ２人（保活とは無縁!?）

2018.4 厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ」

・県内全域、中学生までの医療費無料
・病児保育施設※が充実

※子どもの急な発熱時や、病状がおさまっても登園できない時

などに、病院・保育園等で預かる施設です

マイホーム（安くて広い）が叶うかも
・家持ちが多い！

持ち家率 74.5 % （東京都：45.8 % 愛知県 58.7 % ）
2013総務省統計局「土地統計調査」

・土地が安い！
住宅地1m2あたりの平均価格 33,400 円
（東京都 354,600 円、愛知県 101,500 円）
国土交通省「平成30年都道府県地価調査」

アクセスは便利なの？

道路や鉄道網が充実。
空港へのアクセスも便利!!
・中部国際空港（札幌、宮崎、鹿児島方面）

空港→岐阜 鉄道で約１時間
・愛知県営名古屋空港（青森、岩手方面）

空港→岐阜 バス20分＋ＪＲ20分

日本の

ど真ん中



岐阜県の獣医師職員について、皆さんの疑問にお答えします

Ｑ３．インターンシップはありますか？

Ａ１．配属先によって若干異なります。
例えば、中央食肉衛生検査所に配属された方の場合、
298,183円※で、都道府県の中でも厚遇の方だよ！
このほか該当者には、通勤や住居、時間外勤務など
の諸手当も毎月支給されるよ。

※初任給月額＋給料の調整額＋地域手当

＋初任給調整手当（最大月額55,000円、最長20年間支給） 額、期間共に日本一

Ｑ２．勤務時間や休暇は？

Ａ２．勤務時間：月～金曜日 8時30分～17時15分
休日：土・日・祝日、12/29～1/3
休暇：有給休暇 20日/年（４月採用者は15日）

夏期特別休暇 ４日
健康管理の日（誕生日休暇） １日

この他、子の看護のための休暇（年10日以内※）などの
子育て支援もあるよ！ ※条件あり

Ａ３．夏休み期間に限らず、随時受付けてますよ。
実際に獣医師職員がどのように仕事をしているのか、
体験できる絶好の機会なので、ぜひ参加してね！
詳しくは、裏表紙の連絡先までお問合せください。

Ｑ１．初任給はどのくらいですか？

Ｑ４．採用試験はどのようなものですか？

Ａ４．４月下旬から５月中旬まで募集し、６月下旬に２日間
の日程で実施します。
１日目：教養試験（択一式）、論文、適性検査
２日目：口述試験（個別面接）

この他、社会人枠募集、二次募集などもありますので、
詳しくは、裏表紙の連絡先までお問合せください。



岐阜県の修学資金貸与制度をご存知ですか？

岐阜県の獣医師採用や、このパンフレットについての
お問い合わせは下記までお気軽にどうぞ。

農政部 家畜防疫対策課 健康福祉部 生活衛生課
TEL：058-272-8446 (直通） TEL：058-272-1986 （直通）

E-mail：c11449@pref.gifu.lg.jp       E-mail：c11222@pref.gifu.lg.jp

岐阜県庁
〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 TEL：058-272-1111 (代表)

将来、岐阜県職員として働いていただける獣医学科の
学生の方に、卒業まで修学資金を貸与します。
出身地は問いません。

１ 貸与額 １０万円/月 （私立大学の場合は、１８万円/月）

２ 対象者 ２０２０年度 ８ 名

原則、４、５、６年生対象ですが、それ以外の方も
お申し込み可能です（高学年の方を優先します）。

３ 返還免除の条件

岐阜県職員（獣医師）又は県内で産業動物診療獣医師
としての業務に修学資金の貸与期間の３／２倍（私立大
学の場合５／３倍）に相当する期間従事。

岐阜県の職員をめざす方にとって、
修学資金が利用しやすくなったよ‼

修学資金の申込み等は、
（公社）岐阜県獣医師会
ＴＥＬ（０５８）２７３－１１１１

（内線２６２０）まで


