
平成28年度　事  業  報  告

自　平成28年４月１日

至　平成29年３月31日

　獣医師を会員とする公益社団法人として、獣医学術・技術をもって公衆衛生の向上、畜産物の

安全確保、動物の保健衛生、動物愛護精神の向上、及び動物を介しての教育や社会福祉などの事

業に取り組んだ。

Ⅰ　人と動物が共生する社会の健全な発展を目的とする事業（公益目的事業  １）

１　狂犬病予防事業

　 　狂犬病予防法に基づき犬の飼主に義務付けられている年１回の狂犬病予防注射を獣医師が構

成員である本会が実施した。

　⑴ 　狂犬病予防は、市町が実施すべき業務であるが、予防注射は獣医師の専権事項であること

から本会と市町が連携して事業の円滑な推進に努めた。

区　分 施術者数
集合注射

戸別注射頭数 実施頭数計
実施会場数 頭　数

実施状況 301名 1,210 ヶ所 27,904頭 94,574頭 122,478頭

　⑵ 　予防注射は、細心の注意を払っても副作用や様々な事故が発生する。最も重篤な場合、死

亡することもある。これらの事案に対応するために、狂犬病予防注射賠償責任保険への加入

や、事故措置要領で対応した。

　　　平成28年度の事故は少なく、2件10,620円の支払いで救済した。

　⑶ 　平成25年7月、これまで狂犬病の清浄国とされていた台湾で野生動物であるイタチアナグ

マが狂犬病と診断され、その後、台湾の広い範囲で感染が確認されている。

台湾では、53年ぶりの発生であり、同じ島国である我が国においても侵入が危惧されてい

る。このような状況を踏まえて、狂犬病予防接種の周知をテレビ、ラジオ、新聞等で県民へ

の啓発普及に努めた。

　⑷ 　狂犬病ワクチンや注射器については、本会が年間の実施計画を取りまとめ一括して動物医

薬品販売業者に発注した。

　⑸ 　狂犬病予防業務新規従事者研修会

　　ア　開催年月日：平成28年11月17日（木）

　　イ　開 催 場 所：獣医畜産会館５階会議室

　　ウ　受 講 者 数：６名
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　⑹ 　広報・啓発活動

県民に対する予防注射への参加を呼びかけるために、新聞、ラジオ、及びテレビでの広報、

さらに掲示用のポスターの配布などを行った。

　⑺ 　狂犬病対策委員会開催

　　　狂犬病予防注射事業の企画・進捗管理等のため委員会を下記のとおり開催した。

　　　〇第１回委員会　平成28年8月3日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　役員等の選出

　　　　　　　　　②　平成28年度狂犬病予防事業の実施体制と推進について

　　　　　　　　　③　狂犬病予防事業実績について

　　　　　　　　　④　狂犬病予防注射事故報告書の記載について

　　　　　　　　　⑤　事故発生状況について

　　　　　　　　　⑥　保険対応について

　　　　　　　　　⑦　広報について

　　　　　　　　　⑧　県内の飼育動物診療施設開設届の状況について

　　　　　　　　　⑨　その他

　　　〇第２回委員会　平成28年12月9日　ホテルセンチュリー

　　　　議　　事　①　平成28年度狂犬病予防事業実施状況について

　　　　　　　　　②　狂犬病予防事業の実施体制と推進について

　　　　　　　　　③　平成29年度狂犬病予防事業の実施計画について

　　　　　　　　　④　集合注射施術の定年制について

　　　　　　　　　⑤　予防注射実施者の保険加入について

　　　　　　　　　⑥　その他

２　人獣共通感染症など公衆衛生の向上に係る事業

狂犬病など注意を要する人畜共通感染症は数多くある。本会ホームページで注意喚起を

行った。

また、一般社団法人静岡県医師会との共催並びに静岡県の後援を得て、次のとおり県民公

開講座を開催した。

　　　開催日：平成28年６月12日（日）

　　　場　所：静岡市　しずぎんホールユーフォニア

　　　演　題：微生物のはたらきをヒトと動物の健康のために

　　　講　師：北里大学特別栄誉教授　大　村　　　智　博士　（ノーベル生理学・医学賞受賞）
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３　動物愛護・保護に係る事業

県が策定した「静岡県動物愛護管理推進計画」に基づき県および(一社)静岡県動物保護協会が

実施する事業を積極的に支援、協力するとともに、各種行事に参画し動物愛護の主体的役割を

担い、さらに飼育動物の衛生指導等動物愛護の普及、推進に努めた。

　⑴ 　動物愛護フェスティバル静岡2016への参画

動物愛護思想の普及を目的に例年、動物愛護週間中に実施している、「動物愛護フェスティ

バル静岡2016」が、本年度も（一社）静岡県動物保護協会の主催で御前崎市において、セレモ

ニーやイベント等が開催されたので、小笠支部を中心に参画し協力した。

ア　開催場所　　御前崎市　御前崎市民会館　八千代公園

イ　開催月日　　平成28年９月25日（日）

　⑵ 　負傷動物保護収容措置業務

（一社）静岡県動物保護協会、静岡市及び浜松市獣医師会が、静岡県とそれぞれの市から委

託を受けて実施している本業務に協力し、本年度は、指定獣医師106名で実施し、本年度実

績は犬31頭、猫872頭、うさぎ1羽、鶏8羽、鳩45羽、あひる0羽の処置をした。

　⑶ 　マイクロチップ活用動物登録事業

迷い犬や迷い猫等の飼育動物の発見に役立てるとともに、動物の飼い主の権利と義務をよ

り明確にすることによって、動物愛護及び動物福祉に対する理解を深め、もって動物の保健

衛生や公衆衛生の一層の向上に寄与することを目的として、平成14年より全県的に本事業を

実施している。

当年度の実績は、犬 4,320頭（累計28,469頭）、猫 1,385頭（累計　17,423頭）、その他 9頭（累

計366頭）、合計 5,714頭（累計46,258頭）にマイクロチップが装着されAIPOに登録された。

　⑷ 　静岡県が実施する動物愛護対策への協力

「子犬・子ねこをゆずる会の実施要項」に基づく事業に協力し、「子犬・子ねこをゆずる会」

における講習会12会場に講師として会員12名を派遣した。また、成犬譲渡事業にも協力し、

40頭の健康診断を10会員動物病院で実施した。

　⑸ 　被災動物対策に係る事業

被災動物対策を推進するため、以下の委員会を開催するとともに、県下の動物病院におけ

る被災動物の緊急収容可能頭数をアンケート調査するとともに、飼主の防災対策を啓発する

ため静岡県動物保護協会が発行した冊子「ペット動物の災害対策」を希望した221動物病院に

合計犬編19,000部、猫編15,000部を配布した。

　　　〇平成28年度被災動物救護対策委員会

　　　　開催年月日：平成28年11月17日（木）

　　　　開 催 場 所：獣医畜産会館

　　　　議 事 内 容：災害時における愛玩動物対策行動指針等について

　　　　　　　　　　避難所ペット飼育管理マニュアルの策定
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４　学校飼育動物への支援事業

学校飼育動物の適正管理指導や、学校でのふれあい活動に会員獣医師名を派遣し、活動した。

　　⑴ 　動物愛護・ふれあい教室

　　　〇静岡支部

　　　　ア　平成28年10月28日（金）　静岡市立川原小学校　小学生81名（１年生）

　　　　イ　平成28年12月８日（木）　静岡市立宮竹小学校　小学生90名（１年生）

　　　〇西遠支部

　　　　ア　平成28年５月20日（金）　浜松市立富塚小学校　小学生95名（４年生）

　　　　イ　平成28年10月12日（水）　浜松市立瑞穂小学校　小学校142名（１年生）

　　⑵ 　がっこう動物新聞の配布

一般社団法人日本小動物獣医師会と公益法人日本獣医師会が共同発行した「がっこう動物

新聞」第４号を購入し県内小学校を主体に560枚無償配布した。

５　身体障害者補助犬への支援事業

　　⑴ 　狂犬病予防注射

補助犬への狂犬病予防注射を本会の負担で実施している。

　平成28年度実施　　　　　22頭

　　⑵ 　補助犬に対するフィラリア予防薬及びノミ・ダニ駆除剤給付事業

補助犬の適正な健康管理に資するため、静岡県内で使用されている補助犬を対象として、

無償による予防・駆除事業を平成19年度から実施している。

　平成28年度実績　　　給付頭数　　　　　　43頭

　　　　　　　　　　　　　　　給付動物病院数　　　34病院

　　⑶ 　健康診断事業

県下で活躍している「身体障害者補助犬法」に規定されている犬で、本会からの呼び掛け

に応じた希望者の使用犬に対し、健康管理の一助として精密健康診断を無償で実施した。

　　　　実施月日：平成29年3月20日（月）

　　　　実施会場：浜松市市民協働センター

　　　　実　　績：25頭（盲導犬24頭、介助犬１頭）

６　畜産物安全確保対策事業

安全な畜産物の確保を目的とした各種伝染病予防注射を（公社）静岡県畜産協会が実施して

いる。本会は、この予防注射を実施する獣医師を41名指定し協力している。これら事業推進の

ため下記の会議を開催した。

　　⑴ 　産業動物部会委員会・全体会議　平成28年5月25日　クーポール会館

議　　事：・平成27年度事業報告及び支出報告について
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　　　　　・産業動物部会委員の選任について

　　　　　・平成28年度事業計画及び支出計画について

⑵ 　家畜自衛防疫対策委員会　平成28年9月27日　獣医畜産会館

議　　事：・最近の家畜衛生事情について

　　　　　・最近の家畜自衛防疫の実施状況について

Ⅱ　獣医学術、獣医療の専門知識・技能の普及向上を図る事業（公益目的事業  ２）

獣医学術、及び獣医療の専門知識・技能の普及向上を図るため学会や研修会等の開催や参加

支援を図る事業を実施した。

１　学会、研修会、セミナー等の開催及び参加

　⑴ 　平成28年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会（石川）への参加

　　ア　開催期日：平成29年2月24日（金）～ 2月26日（日）

　　イ　開催場所：石川県立音楽堂、金沢市アートホール、ホテル金沢、ホテル日航金沢

　　ウ　参加登録者：21名（本県関係）

　　エ　本会会員講演

　　　〇地区学会長賞受賞講演

　　　　小　野　　　啓　演題「悪性緑内障の犬の 1 例」

　　　　寒　川　彰　久　演題「 マイクロミニピックにおける感染実験を見え据えた飼育面積の

影響について」

　　　〇シンポジウム講演

　　　　永　田　利　恵　演題「 亜急性第一胃アシドーシス反復誘発における第一胃機能解析へ

のアプローチ」

　　　〇一般口演・研究報告

　　　　土　井　公　明　演題「 犬の心不全におけるピモベンダンとテルミサルタン併用につい

てエナラプリルとの比較検討」

　　　　樋　渡　敬　介　演題「 アンギオテンシンⅡタイプⅠ受容体拮抗薬による点眼はイヌ乾

性角結膜炎の症状を改善させる」

　　　　瀬　戸　隆　弘　演題「 反芻センサーを用いた乳牛の周産期疾患と反芻との関連性の比

較解析」

　⑵ 　平成28年度中部地区獣医師大会・獣医学術中部地区学会（名古屋）

ア　開催年月日：平成28年８月27日（土）～平成28年８月28日（日）

イ　開 催 場 所：名古屋市　名古屋国際会議場

ウ　参加登録者数：34名（本県関係）
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エ　学会発表題数 学　会　名 発表題数 内本会発表題数

日本産業動物獣医学会 ２４題 ５題

日本小動物獣医学会 ２５題 ２題

日本獣医公衆衛生学会 １６題 １題

計 ６５題 ８題

オ　地区学会長賞：寒川彰久（産業動物）、小野　啓（小動物）の両先生が受賞

カ　学会幹事会：　第１回合同幹事会及び分野別幹事会　　　　７月３日　名古屋市

　　　　　　　　　第２回合同幹事会　　　　　　　　　　　　８月27日　　〃

　　　　　　　　　第２回分野別幹事会　　　　　　　　　　　８月28日　　〃

　⑶ 　部会別委員会、講習会、研修会の開催

　　１）臨床部会

　　　ア　委員会・全体会議

　　　　①　第１回委員会　　　　　　　平成28年７月24日（日）

　　　　②　第２回委員会及び全体会議　平成29年２月19日（日）

　　　イ　講習会・研修会

　　　　①　第１回講習会

　　　　　　日　　　時：平成28年６月19日（日）

　　　　　　場　　　所：静岡市　JR静岡駅ビル　パルシェ 7F会議室　

　　　　　　演　　　題：雇用環境の整備について

　　　　　　講　　　師：本会顧問弁護士　祖父江　史和　先生

　　　　②　第２回講習会

　　　　　　日　　　時：平成28年７月24日（日）

　　　　　　場　　　所：静岡市　JR静岡駅ビル　パルシェ 7F会議室　

　　　　　　演　　　題：犬・猫の心肺蘇生、身近に起こる急性中毒への対応

　　　　　　講　　　師：北里大学獣医学部小動物第２外科教授　　岡野　昇三　先生

　　　　③　第３回講習会

　　　　　　日　　　時：平成28年10月30日（日）

　　　　　　場　　　所：静岡県職員会館（もくせい会館）

　　　　　　演　　　題：「橈尺骨骨折～基礎編＆バイオメカニクス～」など

　　　　　　講　　　師：日本獣医生命科学大学獣医外科学准教授　原田　恭治　先生

　　　ウ　症例検討会

　　　　①　東部症例検討会

　　　　　　日　　　時：平成28年12月４日（日）

　　　　　　場　　　所：呉竹
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　　　　　　助言指導者：岐阜大学共同獣医学科准教授　渡　邊　一　弘　先生

　　　　　　教 育 講 演：意外に多い！犬の歯原性嚢胞

　　　　　　発表演題数：９題

　　　　②　中部症例検討会

　　　　　　日　　　時：平成28年11月27日（日）

　　　　　　場　　　所：獣医畜産会館

　　　　　　助言指導者：岐阜大学共同獣医学科教授　鬼　頭　克　也　先生

　　　　　　教 育 講 演：血小板を極める

　　　　　　発表演題数：11題

　　　　③　西部症例検討会

　　　　　　日　　　時：平成28年12月11日（日）

　　　　　　場　　　所：ホテルコンコルド浜松

　　　　　　助言指導者：麻布大学獣医学科講師　藤　田　幸　弘　先生

　　　　　　教 育 講 演：二次診療施設で遭遇する関節疾患

　　　　　　発表演題数：10題

　　　エ　第39回静岡県獣医臨床研究発表会

　　　　　　日　　　時：平成29年２月19日（日）

　　　　　　場　　　所：もくせい会館

　　　　　　助言指導者：岐阜大学共同獣医学科准教授　神志那　弘　明　先生

　　　　　　教 育 講 演：短頭種の神経疾患

　　　　　　発表演題数：９題

　　２）産業動物部会

　　　ア　委員会・全体会議

　　　　①　第１回委員会及び全体会議　　平成28年５月25日（水）

　　　　②　第２回委員会　　　　　　　　平成29年３月１日（水）

　　　イ　講演会

　　　　第１回

　　　　　　日　　　時：平成28年5月25日（水）

　　　　　　場　　　所：静岡市葵区　静岡グランドホテル中島屋

　　　　　　講　　　師：農研機構動物衛生研究部門ユニット長　林　智　人　先生

　　　　　　演　　　題：粘膜免疫機構に立脚した乳房炎ワクチン開発の可能性

　　　　第２回

　　　　　　日　　　時：平成28年11月24日（木）

　　　　　　場　　　所：もくせい会館
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　　　　　　講　　　師：宮崎大学テニュアトラック推進機構准教授　佐々木　羊　介　先生

　　　　　　演　　　題：畜産農場の生産性向上を目的とした生産疫学の活用方法

　　　　第３回（静岡家畜臨床研究会共催）

　　　　　　日　　　時：平成28年12月2日（金）

　　　　　　場　　　所：静岡県農業共済会館

　　　　　　講　　　師：岩手大学共同獣医学科准教授　一　條　敏　弘　先生

　　　　　　演　　　題：臨床現場における画像診断の実際

　　３）公衆衛生部会

　　　ア　委員会・全体会議

　　　　①　第１回委員会及び全体会議　　　平成28年10月29日（土）

　　　　②　第２回委員会　　　　　　　　　平成29年２月15日（水）

　　　イ　講演会

　　　　　　日　　　時：平成28年10月29日（土）

　　　　　　場　　　所：ホテルシティオ静岡

　　　　　　講　　　師：①浜松医科学大学医学部教授　鈴　木　哲　朗　先生

　　　　　　　　　　　　②国立感染症研究所ウイルス第2部室長　石　井　孝　司　先生

　　　　　　演　　　題：①最近話題のウイルス感染症から：ジカ熱、デング熱、肝炎

　　　　　　　　　　　　②日本にけるＡ型肝炎、Ｅ型肝炎の最近の話題

２　獣医学術等活動に対する支援

　⑴ 　支　　部

　　ア　東部３支部合同セミナー

　　　　　日　　　時：平成29年２月５日（日）

　　　　　場　　　所：呉竹

　　　　　内　　　容：「犬と猫の歯科・口腔外科」

　　　　　講　　　師：岐阜大学共同獣医学科准教授　渡　邊　一　弘　先生

　　イ　駿東支部（飼い主向けセミナー）

　　　　　日　　　時：平成29年１月29日（日）

　　　　　場　　　所：プラザヴェルデ

　　　　　内　　　容：「愛犬の足の異常に気付けていますか」

　　　　　講　　　師：東京大学附属動物医療センター講師　本阿彌　宗　紀　先生

　　ウ　志太支部（会員学術セミナー）

　　　　　日　　　時：平成29年３月５日（日）

　　　　　場　　　所：くめの動物病院
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　　　　　内　　　容：「犬・猫の泌尿器疾患の診断と治療」

　　　　　講　　　師：岐阜大学共同獣医学科助教　高　島　　　諭　先生

　⑵ 　研究会などへの支援

（一社）浜松市獣医師会、静岡市夜間救急動物病院、静岡県鶏病研究会、日本家禽学会及び

静岡県家畜臨床研究会の活動を支援した。

　⑶ 　会報の発行及び日本獣医師会雑誌の配布

全会員に対し会報（40号）及び日本獣医師会雑誌を配布するとともに、各種の情報伝達に努

めた。

３　獣医師生涯研修事業

公益社団法人日本獣医師会が実施している本事業に参画し、認定された講習会の参加者は電

子申請システムによりポイントを取得することになっている。

Ⅲ　本会が所有する会館の畜産団体等への貸付（収益事業  １）

本会所有の会館の一部を関係団体等に貸付し、対価を得ているが、入居団体はいずれも非営

利の活動を主としている。従って、収益事業として位置付けているが、純粋に収益を上げる目

的ではない。

Ⅳ　会員の表彰、福利厚生等の共益事業（その他の事業  １）

１　会員の表彰

　⑴ 　狂犬病予防功労者静岡県知事表彰（平成 28 年６月 12 日）

　　　　金　指　光　雄　　　木　村　知　広　　　林　　　直　樹

　⑵ 　永年施術勤続者（公社）静岡県獣医師会会長表彰（平成 28 年６月 12 日）

　　　　滝　口　喜　徳　　　杉　山　隆　正　　　杉　本　孝　雄　　　鈴　木　　　宏

　⑶ 　中部獣医師会連合会会長褒賞（平成28年８月27日）

　　　丸　尾　卓　康　　　赤　池　勝　周　　　岡　島　行　宏　　　落　合　政　之

　　　石　川　時　生　　　大　庭　芳　和　　　佐　野　文　彦　　　影　山　　　実

　　　加　藤　　　豊　　　川　森　文　彦　　　菅　野　展　美

　⑷ 　（一社）静岡県動物保護協会会長表彰（動物保護功労者　平成 28 年９月 25 日）

　　　鈴　木　宏　則　　　鈴　木　伸　明　　　鈴　木　健太郎　　　林　　　清　司
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２　会員の慶弔

　⑴ 　会員の逝去

　　　平成28年度に逝去された方は、次のとおりである。

　　　　　　　氏　名（敬称略）　　　　　　　 逝去年月日

　　　　　青　木　伸　夫　　　　　　平成28年５月20日 （74歳）

　　　　　岩　瀬　千鶴男　　　　　　平成28年６月３日 （88歳）

　　　　　杉　本　　　清　　　　　　平成28年７月16日 （101歳）

　　　　　加　藤　昭三郎　　　　　　平成28年８月14日 （87歳）

　　　　　岩　田　正　明　　　　　　平成28年８月23日 （78歳）

　　　　　澤　田　重　俊　　　　　　平成28年10月17日 （64歳）

　　　　　村　上　達　男　　　　　　平成28年11月12日 （89歳）

　　　　　渡　辺　　　武　　　　　　平成28年11月22日 （88歳）

　　　　　鈴　木　規　彦　　　　　　平成29年１月22日 （47歳）

　　　　　土　屋　好　文　　　　　　平成29年２月４日 （82歳）

　　　　　殿　岡　利　治　　　　　　平成29年３月８日 （87歳）

　⑵ 　互助規程による給付

　　ア　弔　慰　金

　　　　　本 人 死 亡　　　　　12件

　　　　　配偶者死亡　　　　　１件

　　　　　親 族 死 亡　　　　　20件

　　イ　病気見舞金　　　　　　４件

　　ウ　災害見舞金　　　　　　１件

　　エ　結 婚 祝 金　　　　　　５件

３　獣医療証明書様式等頒布事業

獣医師法、獣医療法、薬事法などで交付が義務付けられている証明書などの様式について、

（公社）日本獣医師会が作成したものを会員の求めに応じて有料で頒布している。

　　　　予防注射接種証明書（Ａ様式）　　　　　500 冊

　　　　予防注射接種証明書（Ｂ様式）　　　　　  65 冊

　　　　動物用医薬品指示書　　　　　　　　　    39 冊

Ⅴ　管理部門

　　　公益社団法人として、組織の維持発展に努力している。
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１　会員の動向　

項目
区分

28・4・1

現 在 数

期　　中

入会者数

期　　中

退会者数

29・3・31

現 在 数

名 誉 ･ 特 別 会 員 62名 9名 9名 62名

準 特 別 会 員 73 8 14 67

一　 般　 会　 員 603 20 29 594

計 738 37 52 723

２　総会

　⑴ 　 第68回定時総会

　　　　６月12日　静岡市　アゴラ静岡

　　　　議　　事　①　平成27年度事業報告並びに収支決算承認に関する件

　　　　　　　　　②　平成28年度会費等賦課徴収方法設定に関する件

　　　　　　　　　③　平成28年度役員の報酬に関する件

　　　　　　　　　④　特別会員及び準特別会員の認定に関する件

　　　　　　　　　⑤　任期満了に伴う役員改選に関する件

　　　　　　　　　報告事項： 平成28年度事業計画及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見

込みについて

　　　　　　　　　附帯決議

３　理事会

　⑴ 　第１回理事会 

　　　　５月26日　静岡市　会館

　　　　議　　事　①　第68回定時総会に提出する議案について

　　　　　　　　　②　新入会員の認定について

　　　　　　　　　③　委員会委員について

　　　　　　　　　④　公益社団法人静岡県獣医師会職員給与規程の一部改正について

　　　　　　　　　⑤　公益社団法人静岡県獣医師会の会員の休会に関する規程の一部改正について

　　　　　　　　　⑥　休会規程に基づく休会会員の認定について

　　　　　　　　　⑦　その他

　⑵ 　第２回理事会

　　　　６月12日　静岡市　アゴラ静岡

　　　　議　　事　①　会長理事等の選定について

　　　　　　　　　②　各委員会委員の選任について

　　　　　　　　　③　新入会員の認定について
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　　　　　　　　　④　その他

　⑶ 　第３回理事会

　　　　10月27日　静岡市　会館

　　　　議　　事　①　平成28年度上半期の事業並びに収支決算状況について

　　　　　　　　　②　狂犬病予防注射（集合）施術の年齢制限について

　　　　　　　　　③　互助給付金規則の一部改正について

　　　　　　　　　④　中部獣医師会連合会理事会について

　　　　　　　　　⑤　新入会員の認定について

　　　　　　　　　⑥　その他

　　　　　　　　　　・平成29年度定期総会並びに講演会について

　　　　　　　　　　・獣医師会団体生命保険及び獣医師賠償責任保険の加入について

　　　　　　　　　　・狂犬病予防注射に係る広報について

　⑷ 　第４回理事会

　　　　12月16日　静岡市　ホテルセンチュリー

　　　　議　　事　①　平成29年度事業予算について

　　　　　　　　　②　狂犬病定期集合注射施術者選定規則の一部改正について

　　　　　　　　　③　静岡県獣医師会旅費規程及び役員報酬規程の一部改正について

　　　　　　　　　④　韓国忠清南道獣医師会との友好交流について

　　　　　　　　　⑤　新入会員の認定について

　　　　　　　　　⑥　その他

　　　　　　　　　　・平成28年度狂犬病予防注射実施状況・平成29年度計画について

　　　　　　　　　　・災害時の一斉連絡体制と被災動物の収容体制について

　　　　　　　　　　・平成29年度理事会等日程について

　　　　　　　　　　・平成28年度訴訟・苦情相談状況

　　　　　　　　　　・創立70周年記念事業について

　⑸ 　第５回理事会

　　　　３月16日　静岡市　会館

　　　　　　　　　①　平成28年度第１次補正予算（案）について

　　　　　　　　　②　平成28年度事業実施状況及び収支決算見込みについて

　　　　　　　　　③　平成29年度職域別会費賦課徴収方法設定（案）について

　　　　　　　　　④　平成29年度事業計画及び収支予算（案）について

　　　　　　　　　⑤　平成29年度役員報酬（案）について

　　　　　　　　　⑥　準特別会員・特別会員の認定について

　　　　　　　　　⑦　新入会員の認定について

　　　　　　　　　⑧　その他
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４　三役・部会長会議

　⑴ 　第１回三役・部会長会議　平成28年５月19日　会館

　　　　議　　事　①　平成28年度第１回理事会に提出する議案等について

　　　　　　　　　②　その他

　⑵ 　第２回三役・部会長会議　平成28年10月19日　会館

　　　　議　　事　①　平成28年度第３回理事会に提出する議案等について

　　　　　　　　　②　その他

　⑶ 　第３回三役・部会長会議　平成29年３月９日　会館

　　　　議　　事　①　平成28年度第５回理事会に提出する議案等について

　　　　　　　　　②　その他

５　監事会

　⑴ 　第1回監事会　平成28年５月19日　会館

　　　　議　　事　①　平成27年度事業並びに収支決算状況監査

　⑵ 　第２回監事会　平成28年10月19日

　　　　議　　事　①　平成28年度上半期の事業並びに収支決算状況監査

６　外部団体

　⑴ 　（公社）日本獣医師会

ア　第73回通常総会 ６月22日 東京都

イ　平成28年度全国獣医師会事務事業推進会議 ７月８日 　〃

ウ　全国会長会議 11月10日 福岡県

エ　第２回世界獣医師会・医師会“One　Health”国際会議 11月10,11日 福岡県

オ　2016動物感謝デー in　JAPAN 11月12日 福岡県

カ　日本獣医師会獣医学術学会年次大会 ２月24 ～ 26日 金沢市

　⑵ 　中部獣医師会連合会

ア　平成28年度定期総会 ４月17日 名古屋市

イ　監査会・第１回理事会、第２回理事会 ４月17日、８月27日 　〃

ウ　中部地区獣医師大会 ８月27日 　〃

エ　獣医学術中部地区学会 ８月28日 　〃

オ　事務研修会 10月20,21日 愛知県

　⑶ 　静岡県経済産業部

ア　家畜共同育成場評価委員会 ６月14日 静岡市

　⑷ 　静岡県健康福祉部

ア　避難所ペット飼育管理ガイドライン策定検討会 8月31日、10月25日、12月19日
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イ　静岡県動物愛護管理推進委員会 11月22日 静岡市

ウ　静岡県公衆衛生研究会 ２月９日 　〃

　⑸ 　（公社）静岡県畜産協会

ア  第58回通常総会・臨時理事会 ５月24日 静岡市

イ　理事会 ５月10日、５月24日、12月８日、３月７日 　〃

ウ　家畜衛生対策事業等推進会議 ６月17日 　〃

エ　運営委員会 ３月２日 　〃

　⑹ 　静岡県経済農業協同組合連合会

ア　第90回静岡県畜産共進会打合せ会 ６月１日、９月21日，３月１日 静岡市

イ　第90回静岡県畜産共進会（乳牛の部） 11月15日 長泉町

ウ　第90回静岡県畜産共進会（肉牛の部） 12月３日 浜松市

　⑺ 　静岡県農林水産業振興会

ア　第55回総会 ５月31日 静岡市

　⑻ 　静岡県農業共済組合連合会

ア　平成28年度損害評価会委員全体会議 ７月６日 静岡市

イ　平成28年度損害評価会家畜共済部会 ３月６日 　〃

　⑼ 　（一社）静岡県動物保護協会

ア　第49回通常総会 ６月23日 静岡市

イ　第１～２回動物愛護フェスティバル静岡(2016)実行委員会 ６月13日、８月２日 御前崎市

ウ　平成28年度表彰選考委員会 ７月25日 静岡市

エ　動物愛護絵画・作文コンクール審査会 ９月９日 　〃

オ　平成28年度「動物愛護週間」街頭啓発キャンペーン ９月23日 　〃

カ　動物愛護フェスティバル静岡(2016) ９月26日 御前崎市

　⑽ 　動物慰霊祭

ア　第44回静岡市動物慰霊祭 ９月18日 静岡市

イ　小動物慰霊祭 ２月16日 磐田市
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