
令和元年度女性獣医師活躍推進のための取組状況の調査 

地方獣医師会名： 

記入年月日：令和元年   月   日

問１ 貴会における職域等区分ごとの女性会員数等についてご回答ください。 

（単位:人） 

区 分 区分の定義・説明 会員数 女性会員数 女性会長等 

（会長◎、副会長○） 

  合 計 

（注）区分欄には、公衆衛生部会、産業動物部会、小動物部会、職域総合部会等の職域等

区分について記載し、項目欄ごとにご記入ください。 

問２－１ 貴会では所管区域内のすべての女性獣医師数（会員外、未就業の女性獣医師

を含む。）を把握しておられますか。該当するものを○で囲んでください。 

１ 貴会の調査や地域のネットワーク等により把握している。 

２ 農林水産省や都道府県のデータでほぼ把握している。 

３ 把握していない。 

問２－２ 貴会では所管区域内の未就業の女性獣医師数を把握するための取組みをなさ

っていますか。該当するものを○で囲み、「はい」のときはその具体的な内容

を、「いいえ」のときはその理由、検討状況等をご記入ください。 

  １ はい    ２ いいえ 
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問３－１ 女性獣医師に関わる委員会等を設置しておられますか。該当するものを○で

囲み、次の問にお進みください。 

 

  １ はい  → 問３－２、問３－３，問３－４にご回答ください。 

  ２ いいえ → 問４へお進みください。 

  ３ 設置予定 （令和   年   月頃を予定） → 問４へお進みください。  

 
問３－２ その委員会等の名称をご記入ください。 

 

 

問３－３ その委員会等の構成員数をご記入ください。 

                                   （単位:人） 

    全構成員数 女性構成員数 男性構成員数 

職域等区分 人数 職域等区分 人数 職域等区分 人数 

      
      
      
      
      
   合  計    合 計    合 計  

 
問３－４ その委員会等の具体的な活動についてご記入ください。 

 

 

 

 

＊規約等を、まだご提出いただいていない場合は、ご提出ください。 

 
問４ 女性獣医師活躍推進の取組みについてご回答ください。該当するものを○で囲み、

「はい」のときはその具体的な内容を、「いいえ」のときはその理由、予定、検討

状況等をご記入ください。 

 

（１） 女性会員を増やすための取組みを行っておられますか。 

 

 １ はい    ２ いいえ  
 

 

 

 



                  

（２）女性役員を増やすための取組みを行っておられますか。 

 

 １ はい    ２ いいえ  
 

 

 

 

 

（３）育休中等の獣医師のための会費の減免制度を設けておられますか。 

 

 １ はい    ２ いいえ  
 

 

 

 

 ＊規約等を、まだご提出いただいていない場合は、ご提出ください。 

 

（４）獣医師の人材バンク等を設置しておられますか。 

 

 １ はい    ２ いいえ  
 

 

 

 

 ＊規約等を、まだご提出いただいていない場合は、ご提出ください。 

 

（５）女性獣医師の復職のため等の研修会や講習会を実施しておられますか。 
 

 １ はい    ２ いいえ  
 

 

 

 

 

（６）女性獣医師の相談を受ける仕組み（相談窓口の設置等）を設けておられますか。 

 

 １ はい    ２ いいえ  
 

 

 

 

 



（７）「女性獣医師応援ポータルサイト」のバナーを貴会HPに貼っていただきましたか。

１ はい   ２ いいえ 

「いいえ」のときは、どうしたら貼っていただけるかを具体的に教えてください。 

（８）その他

懇談会、学習会等実施しておられること、ご予定等何でも結構です。具体的に 

ご記入ください。

問５ 日本獣医師会は女性獣医師活躍推進のためにどの対策を急ぐべきとお考えですか。 

優先順位を□内に記入し、理由をご記入ください。 

求人サイトの改善（働き方改革を進めているか否か、自由度の高い働き方ができるか否

か等の情報を得られるようにする等）

   人材バンクの創設（産休・育休中の代替獣医師バンク、転勤等に伴う地域間の仕組み等） 

   その他



                  

問６ 女性獣医師支援対策検討委員会では、平成28 年に次のような目標を立てて取組み

をお願いしています。 

 

   2020 年を目途に、女性役員がいない地方獣医師会は1 名は女性に、いる地方獣医師会

は複数名を女性にすることを目指す。 

 

   これに加えて、次のような目標を立てて取組みを更に推進していただきたいと考えて

います。 

 

   2030 年までに、女性役員を 30％以上に、女性の獣医師会加入率を男性と同じにする

ことを目指す。 

   （参考） 

     ・平成30 年の女性役員割合は６％（2020 年に現在の目標を達成できれば10％を超える予定） 

・現在の獣医師会の加入率は、男性76％、女性47％ 

           

   この追加の目標を実現するための方策や目標についてのご意見をお聞かせください。 

 

    

 

 

 

 

 

 

問７ 女性獣医師の活躍推進に関することについて、ご自由にご記入ください。 

 

   

 

 
 
 
 
 

 

大変お忙しい中、ご協力いただき、ありがとうございました。 

 

 

 

令和元年6 月 日（ ）までに総務担当宛にメールにてご回答ください。 

 

本件の問合せ先 ：（公社）日本獣医師会 事務局（担当：関谷） 

            ＦＡＸ：０３－３４７５－１６０４ 

            メール：sekiya@nichiju.or.jp   



問１（各獣医師会における職域区分ごとの⼥性会員数等について）
職域部会名等 会員数 ⼥性会員数 ⼥性会員割合 ⼥性会⻑等

産業動物 5,157 913 17.7
公衆衛生 4,631 1,517 32.8 副会長1人

家畜衛生 2,135 630 29.5
小動物 8,726 1,817 20.8
学術・教育機関 1,088 204 18.8
上記以外 2,380 332 13.9 副会長2人

合計 24,117 5,413 22.4

区  分 回答数 割合
問２−１（⼥性獣医師数を把握していますか）
地方会での調査で把握 5 8.9 1県複数回答
国・県等のデータで把握 11 19.6 1県複数回答
把握していない 40 71.4
問２−２（未就業⼥性獣医師把握のための取組みをされていますか）

はい 2 3.6
いいえ 53 96.4

問３−１（⼥性獣医師に関する委員会等を設置していますか）
はい 6 10.9

いいえ 49 89.1
問４（１）（⼥性会員増加のための取組みをされていますか）

はい 6 10.9
いいえ 49 89.1

問４（２）（⼥性役員増加のための取組みをされていますか）
はい 15 27.3

いいえ 40 72.7
問４（３）（育休中の会費減免制度を設けていますか）

はい 6 10.9
いいえ 49 89.1

問４（４）（⼈材バンク等を設置していますか）
はい 2 3.6

いいえ 53 96.4
問４（５）（⼥性獣医師復職⽀援研修等を開催していますか）

はい 2 3.6
いいえ 53 96.4

問４（６）（⼥性獣医師の相談窓⼝を設けていますか）
はい 1 1.8

いいえ 54 98.2
問４（７）（応援ポータルサイトのバナーを地⽅会HPに貼っていますか）

はい 34 61.8
いいえ 21 38.2

２位 ３位
求人サイトの改善 38.5 48.5 18.2
人材バンクの創設 48.7 48.5 9.1
その他 12.8 3.0 72.7

調査時期：令和元年6 ⽉28⽇現在

問５（活躍推進対策の優先順位） １位

令和元年度⼥性獣医師活躍推進のための取組状況調査概要（令和元年度調査）

（単位：⼈、％）

（注）職域部会名等欄の区分については、地⽅獣医師会での区分を勘案した便宜上の区分名称である。
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