
◎ 平成２８年度は、獣医師法第２２条の届出を行わなければなりません｡ 
 

◎ 平成２８年１２月３１日現在の状況を、平成２９年１月１日から１月３１日まで
に、住所地を管轄する家畜保健衛生所に届け出てください｡ 

 

◎ 届出様式や記載方法は農林水産省ＨＰ 
 (http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html) に掲載されています。 

 獣医師法第22条の届出は、獣医師の分布、就業状況、移動状況等を的確に把握
するため、２年ごとに行われており、獣医師にはその届出が義務付けられています｡ 

獣医師の皆様へ 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課獣医事班 
島根県農林水産部畜産課 

 結婚等により、氏名や本籍地都道府県が変更された場合には、変更があった日から30日以内に、

登録事項の変更申請を別途行ってください。 

 なお、変更申請の詳細は、農林水産省HP

（http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/menkyo.html#b）に掲載されています。 

■松江市・安来市にお住まいの方 
 松江家畜保健衛生所（東部農林振興センター松江家畜衛生部） 
  〒699-0109 松江市東出雲町錦浜474-2    電話 (0852)52-5230  FAX (0852)52-3377  
 

■出雲市・雲南市・奥出雲町・飯南町にお住まいの方 
 出雲家畜保健衛生所（東部農林振興センター出雲家畜衛生部） 
  〒699-0822 出雲市神西沖町918-4            電話 (0853)43-7900  FAX (0853)43-2801  
 

■浜田市・大田市・江津市・川本町・美郷町・邑南町にお住まいの方 
 川本家畜保健衛生所（西部農林振興センター川本家畜衛生部） 
  〒696-8510 邑智郡川本町大字川本265-3   電話 (0855)72-9805  FAX (0855)72-9811 
 

■益田市・津和野町・吉賀町にお住まいの方 
 益田家畜保健衛生所（西部農林振興センター益田家畜衛生部） 
  〒698-0007 益田市昭和町13-1               電話 (0856)31-9730  FAX (0856)31-9739    
   
■海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町にお住まいの方 
 松江家畜保健衛生所 隠岐支所（隠岐支庁農林局家畜衛生部） 
  〒685-8601 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  電話 (08512)2-9690  FAX (08512)2-9657 

島根県農林水産部畜産課 家畜衛生グループ 
〒690-8501 松江市殿町1番地  電話 (0852)22-6951 FAX (0852)22-6043 

獣医師 届出 検索 
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獣医師法第 22条に基づく届出にあたっての留意事項 

島根県農林水産部畜産課 

 

 

 

 

１ 全般 

 日本の獣医師免許を有し、かつ日本に住所のある方は届け出なければなりません。 

 なお、12月 31日に海外出張等で住所地（日本）にいない方も届出をしなければなりませ

ん。 

 届出は、「獣医師法第 22条の届出書（第６号様式）」により作成して下さい。 

 文字は、黒または青インクを用いて、楷書で明確に記入して下さい。 

 該当事項のない欄には、／（斜線）を引いて下さい。 

 誤って記載を訂正する場合は、2本の横線を引いて消し、余白に正しく記載して下さい。 

 届出書の作成にあたっては、用紙裏面の注意事項をよく読み、記入漏れがないようにして

ください。 

 届出年月日欄には、忘れずに届出年月日（平成 28年 12月 31日現在）を記載して下さい。 

 

 

 

２ 各欄の記載について  

（１）登録番号 

 獣医師免許証おもて面に記載された登録番号を記載して下さい。 

（２）本籍地の属する都道府県名 

 戸籍上の都道府県名（日本国籍を有しない方はその国籍）を記載して下さい。 

Ｑ１ 届出を行わなかった場合、どうなるのか。 

 

Ａ１ この届出は獣医師の義務なので、届出を行わなかった場合は、業務の停止を命ぜ

られたり、免許が取り消されることがあります。 

また、1月末日までに届出されなかった場合は、22条の届出とは認められません

ので注意して下さい。 

Ｑ２ どこに提出したらよいか。 

 

Ａ２ お住まいの都道府県知事（＝お住まいを管轄する家畜保健衛生所※）を経由して

農林水産大臣に届け出ることとなっています。 

勤務地や、出生地、出身大学の所在する都道府県ではありません。 

※ 最寄りの家畜保健衛生所については、リーフレットをご覧ください。 

獣医師の皆様、 

平成２８年度は２２条の届出 

を行う年です！ 
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（３）登録年月日 

 最初に獣医師名簿に登録された年月日を記載して下さい。 

 

獣医師免許証の再交付または書換交付を受けた方 

→獣医師免許証うら面に記載された登録年月日を記載してください。 

 

再交付または書換交付を受けていない方 

→獣医師免許証おもて面の登録年月日を記載してください。 

 

（４）生年月日 

 

（５）氏名（ふりがな） 

 戸籍上の氏名を記載して下さい。 

 

 

（６）性別 

 

（７）現住所 

 現住所には、番号（番地）まで記入して下さい。 

 また、12月 31日現在、海外出張等で住所地にいない方は、日本における住所地を記

載して下さい。 

 

（８）主たる職業 

 （９）～（11）の各項目について最もあてはまるものを 1つ○で囲んで下さい。該当

するものが 2つ以上ある場合は、（14）「従たる職業の概要」欄に記載して下さい。 

 該当事項のない欄には斜線を引いて下さい。 

 

 

 

獣医師免許に記載されている本籍地や氏名が、婚姻等により戸籍上

の本籍と異なっている場合、この届出書とは別に、獣医師名簿登録

事項変更申請が必要です(第２号様式、詳しくは農林水産省HP参照)。 

申請中の方は、備考欄にその旨を記入して下さい。 

獣医師免許に記載されている本籍地や氏名が、婚姻等により戸籍上

の本籍と異なっている場合、この届出書とは別に、獣医師名簿登録

事項変更申請が必要です(第２号様式、詳しくは農林水産省HP参照)。 

申請中の方は、備考欄にその旨を記入して下さい。 

注 

 注 
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（９）業務の種類 

 

 

 

 
 

（10）業務の内容 

 

（11）勤務先 

 診療の業務に従事する方（「業務の内容」欄で１～４のいずれかを○で囲んだ方）の

うち、勤務先が株式会社や有限会社等であり、専ら動物診療で収益を上げている場合、

「勤務先」欄は「01 個人診療施設」を○で囲んで下さい。 

 製薬会社や飼料会社の診療施設に勤務される方は、「勤務先」欄の「011 民間企業」

を○で囲んで下さい。 

 

Ｑ３ （９）業務の種類の「Ⅰ産業動物診療」の「ⅴその他の対象動物」とは何か。 

 

Ａ３ めん羊、山羊またはうずらです。 

Ｑ４ （９）業務の種類の「Ⅱ小動物診療」の「ⅲ小鳥の対象鳥」とは何か。 

 

Ａ４ オウム科全種（インコ、オオバタン、ヨウム等）、カエデチョウ科全種（ブンチ

ョウ、ジュウシマツ等）、アトリ科全種（カナリア、マヒワ等）です。 

Ｑ５ （９）業務の種類の「Ⅲ Ⅰ及びⅡ以外の診療」の対象動物は何か。 

 

Ａ５ Ⅰ及びⅡ以外の哺乳類（うさぎ、フェレット等）や鳥類（ハト等）のほか、ハ虫

類、両生類、魚類等です。 

Ｑ６ （９）業務の種類の「Ⅴ獣医学上の知識を必要としない業務」とは何か。 

 

Ａ６ 獣医事に関係しない学校勤務（高校農業や理科を除く）や、自らは診療を一切行

わない動物病院経営者、ペットショップの経営者等です。 

Ｑ７ 産業動物診療（主として牛）と小動物診療（主として犬）を業務とし、主たる業

務が産業動物診療で、個人診療施設に雇用されている場合、どのように記載した

らよいか。 

 

Ａ７ （９）「業務の種類」はⅠ及びⅰ、（10）「業務の内容」は２、（11）「勤務先」は

01を、それぞれ○で囲んで下さい。また、（14）「従たる職業の概要」欄には「Ⅱ

―ⅰ―２―01」と記載して下さい。 
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Ｑ８ 株式会社（有限会社・社団法人・財団法人）が経営する診療施設で働いている場

合、（11）「勤務先」は 011（または 012）でよいか。 

 

Ａ８ （11）での説明のとおり「個人診療施設」に区分していますので、01を○で囲ん

で下さい。 

Ｑ９ 県の農林畜産部局に所属しているが、家畜衛生関係業務と環境関係の業務を担当

している。どう記載したらよいか。 

 

Ａ９ （９）「業務の種類」はⅣ、（10）「業務の内容」は 5のア～エから 12月 31日現

在において最も該当するものを 1つ、（11）「勤務先」は 05を、それぞれ○で囲ん

で下さい。 

Ｑ10 12 月 31 日時点では、県庁から独立行政法人の畜産試験場に出向している。(11)

「勤務先」は 07 独立行政法人でよいか。 

 

Ａ10 そのとおりです。12月 31日現在の業務の内容、勤務先（07 独立行政法人）を

○で囲んで下さい。 

Ｑ11 （11）勤務先の①本庁等の「等」は何か。 

 

Ａ11 「本庁等」は、都道府県庁本庁のほか、○○地方振興局農業普及センターといっ

た地域振興事務所です。ただし、地域振興事務所と家畜保健衛生所を兼任されて

いる場合は、家畜衛生所等を○で囲んでください。 
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Ｑ12 （11）勤務先の③家畜保健衛生所等、④保健所等、⑤食肉衛生検査所等の「等」

はそれぞれ何か。 

 

Ａ12 「家畜保健衛生所等」は、家畜保健衛生所のほか、畜産試験場や家畜衛生研究所、

家畜病性鑑定所です。 

「保健所等」は、保健所のほか、衛生研究所や保健福祉事務所、健康福祉環境事

務所です。 

「食肉衛生検査所等」は、食肉衛生検査センター、食肉衛生検査所、食品衛生検

査所等です。 

※ 畜産試験場は、（10）「業務の内容」は「6 試験研究に従事（大学勤務を除

く。）」を○で囲んで下さい。 

Ｑ13 獣医系大学の大学院生（または科目等履修生）であるが、どう記載したらよいか。 

 

Ａ13 （９）業務の種類はⅥ、（10）業務の内容は 8を○で囲み、(11)～(13)は斜線を

引いて下さい。また、（15）備考欄に「○○大学に大学院生として所属」などと記

入してください。 

なお、家畜保健衛生所においてアルバイトなどを行っている場合には、（14）従た

る職業の概要欄に「Ⅳ-5-ア-05 ○○家保でアルバイト」と記載して下さい。 

Ｑ14 獣医系大学の研修医であるが、どう記載したらよいか。 

 

Ａ14 （９）業務の種類はⅠ又はⅡ、（10）業務の内容は 8、(11)は 07独立行政法人、

08国立大学法人、09私立学校のいずれかを○で囲んでください。また、（15）備

考欄に「研修医として所属」と記入してください。 

Ｑ15 公立大学法人の獣医系大学に所属している。どう記載したらよいか。 

 

Ａ15 (11)は 07 独立行政法人を○で囲んで下さい。 

Ｑ16 特例民法法人に所属しているが、（11）勤務先は 012 公益法人、一般社団法人等

を○で囲めばよいか。 

 

Ａ16 そのとおりです。 
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Ｑ17 認定小規模施設（年間 30 万羽以下）の食鳥処理場の検査員であるが、どう記載

したらよいか。 

 

Ａ17 （10）業務の内容は 10及びウを○で囲んで下さい。 

（11）、（12）及び（13）の勤務先の名称・所在地では、食鳥検査員であることが

分かりにくい場合、（15）備考欄にその旨を記載して下さい。 

Ｑ18 国際機関に所属し海外勤務をしているが、どう記載したらよいか。 

 

Ａ18 （10）業務の内容は 10及びウ、（11）勤務先は 013を○で囲んで下さい。なお、

所属する国際機関の名称を（12）勤務先の名称欄に記入し、（13）勤務先の所在

地欄は斜線を引いて下さい。なお、提出先は日本国内の住所地の都道府県（家畜

保健衛生所）となります。 

Ｑ19 定年後、特に仕事はしていないが、どう記載したらよいか。 

 

Ａ19 （９）業務の種類はⅥを○で囲み、（10)～（13）は斜線を引いて下さい。なお、

業務を持っている場合には、Ａ13を参照して下さい。 

また、農業に従事したり、関係団体等で役員（無報酬も含む。）になっている場合、

（15）備考欄に役職名など記入して下さい。 

Ｑ20 主婦（夫）の場合、どう記載したらよいか。 

 

Ａ20 （９）業務の種類はⅥを○で囲み、（10)～（13）は斜線を引いて下さい。 

なお、アルバイト等を行っている場合には、Ａ13を参照して下さい。ただし、ア

ルバイト等の収入によって、配偶者の所得税控除対象外となっている場合は、当

該業務を主たる職業として記載して下さい。 

Ｑ21 勤務先の規程に基づき、育児休業(病気療養等)を取得中です。どう記載したらよ

いか。 

 

Ａ21 休業中の勤務先について記載し、その旨を（15）備考欄に「育児休業中」と記載

して下さい。 
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（12） 勤務先の名称（ふりがな） 

 

（13） 勤務先の所在地 

 勤務先の所在地欄には、番号（番地）まで記入して下さい。 

 

（14） 従たる職業の概要 

 （８）「主たる職業」において該当するものが 2 つ以上ある場合は、本欄に「従たる

職業」の概要を記載してください。（Ａ７及びＡ13参照） 

 

（15） 備考 

 備考欄には、主たる職業欄及び従たる職業の概要欄に関して参考となる事項を記載し

て下さい。 

（例）主たる職業欄の「その他」を○で囲んだ方は、その職業内容として、「自営業

で酪農業を経営」などと記載して下さい。 

 

 


