
平成30年度　事  業  報  告

自　平成30年４月１日

至　平成31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 290 名 345 ヶ所 24,134 頭 91,718 頭 115,852 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30年度の事故は、11件 218,867円の支払いで救済した。

　⑶ 　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。

　⑷ 　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30年８月２日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　平成30年度狂犬病予防事業の実施体制と推進について

　　　　　　　　　②　狂犬病予防事業実績について　他

　　〇第２回委員会　平成30年12月６日　ホテルセンチュリー

　　　　議　　事　①　平成30年度狂犬病予防事業実施状況について

　　　　　　　　　②　平成31年度狂犬病予防事業の実施計画について　他

　　　　　　　　　③　静岡税務署立入検査の結果について（報告）

　　　　　　　　　④　消費税率アップに伴う狂犬病予防注射料金の改正について　他
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　⑸ 　狂犬病予防業務新規従事者研修会

　　ア　開催年月日：平成30年11月22日（木） 

　　イ　開催場所　：獣医畜産会館５階会議室

　　ウ　受講者数　：３名

　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、SNS等を活用した啓発活動、さらに

掲示用のポスターの配布などを行った。

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獣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30年６月17日（日）

場　所：静岡県総合研修所　もくせい会館

演　題：マダニが媒介する人獣共通感染症

　　　　～重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の実態と対策について～

講　師：山口大学共同獣医学部獣医微生物学教室　前田　健　先生

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2018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2018」が、本年度も（一社）静岡県動物保護協会の主催で沼津市において、セレモニー

やイベント等が開催されたので、駿東及び田方支部を中心に参画し協力した。また、本年度

においては、狂犬病臨床研究会並びにKMバイオロジクス(株)がそれぞれ狂犬病啓発活動を

行った。

ア　開催場所　　沼津中央公園（イベント）及び沼津市立図書館（セレモニー）

イ　開催月日　　平成30年9月23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、当年度は、指定獣医師98名が実施し、実績は犬25

頭、猫749頭、うさぎ2羽、鶏1羽、鳩41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
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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13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4,033頭（累計37,081頭）、猫1,622頭（累計20,501頭）、その他3頭（累計

378頭）、合計5,658頭（累計57,960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・子猫をゆずる会の実施要項」に基づく事業に協力し、「子犬・子猫をゆずる会」にお

ける会場に講師として会員を派遣している。また、成犬譲渡事業にも協力し、19頭の健康診

断を会員動物病院５ヶ所で実施した。

　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、東海地区獣医師会災害支援協定書を愛知県獣医師会、名古

屋市獣医師会、岐阜県獣医師会、三重県獣医師会、静岡県獣医師会で締結した（平成30年9月

1日）。また、以下の委員会を開催した。

　　　〇平成30年度第１回被災動物救護対策委員会

　　　　開催年月日：平成30年11月8日（木）

　　　　開催場所　：静岡県獣医畜産会館

　　　　議事内容　：①　災害時における愛玩動物対策について

　　　　　　　　　　②　静岡県被災動物救護計画の改訂について

　　　　　　　　　　③　東海地区獣医師会災害支援協定について

　　　　　　　　　　④　獣医療支援チーム（ＶＭＡＴ）の設置について

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30年９月11日（火）　静岡市立大里小学校

　　〇西遠支部

　　　ア　平成30年11月15日（木）　浜松市立初生小学校

　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ている「がっこう

動物新聞」第7号を購入し、県内小学校を主体に420枚を無償配布した。

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30年度実施　　　　　16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。
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平成30年度実績　　　給付頭数　　　　　　41頭

　　　　　　　　　　　　　　給付動物病院数　　　33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31年3月21日（木・祝） ・参加会員等：41名

　　　・実施会場：浜松市市民協働センター ・協力企業　：19社

　　　・実　　績：20頭（盲導犬20頭） ・ボランティア：58名

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、又は出席した。

⑴　家畜自衛防疫対策委員会　平成30年9月27日　獣医畜産会館

　議　　事：・最近の家畜衛生事情と家畜自衛防疫の実施状況について

　　　　　　・家畜自衛防疫の課題と対応について

⑵　平成30年度家畜衛生対策事業推進会議（畜産協会主催）

　　　　　　　　　　　　　平成30年8月10日　獣医畜産会館

　議　　事：・平成30年度家畜衛生対策関連事業等の実施状況と取組み

　　　　　　・その他

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30年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会（神奈川）への参加

ア　開 催 期 日：平成31年 2月8日（金）～ 2月10日（日）

イ　開 催 場 所：新横浜プリンスホテル（神奈川）

ウ　参加登録者：15名（本県関係者）

エ　本会会員発表

　○地区学会長賞受賞講演

　　赤 松 裕 久　演題  「3Ｄ画像を用いた乳牛の体重推定と周産期疾患との関連性」

　〇公衆衛生学会（一般発表）

　　村 田 学 博　演題  「新しく分類された下痢症起因性Escherichia albertii の汚染実態調査」

　⑵ 　中部地区獣医師大会・獣医学術中部地区学会（愛知県）

ア　開催年月日：平成30年9月2日（日）

イ　開 催 場 所：キャッスルプラザ（名古屋市）
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ウ　参加登録者数：　50名（本県関係）

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 ２０題 　　　４題

日本小動物獣医学会 ２０題 　　　４題

日本獣医公衆衛生学会 １８題 　　　３題

計 ５８題 １１題

オ　地区学会長賞：赤松裕久（産業動物）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8日　名古屋市

　　　　　　　第2回合同幹事会　　　　　　　　　　　　9月1日　　 〃

　　　　　　　第2回分野別幹事会　　　　　　　　　　　9月2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30年７月29日（日）

　　　　②　第２回委員会及び全体会議　平成31年３月３日（日）

　　　イ　講習会・研修会

　　　　①　第１回講習会

　　　　　　日　　　時：平成30年７月29日（日）

　　　　　　場　　　所：JR静岡駅ビル　パルシェ 7F会議室（静岡市）

　　　　　　演　　　題：呼吸器疾患について①

　　　　　　講　　　師：日本獣医生命科学大学獣医学科治療分野Ⅰ　教授　藤田道郎　先生

　　　　②　第２回講習会

　　　　　　日　　　時：平成30年10月14日（日）

　　　　　　場　　　所：JR静岡駅ビル　パルシェ 7F会議室（静岡市）　

　　　　　　演　　　題：呼吸器疾患について②

　　　　　　講　　　師：日本獣医生命科学大学獣医学科治療分野Ⅰ　教授　藤田道郎　先生

　　　　③　第３回講習会

　　　　　　日　　　時：平成31年１月13日（日）

　　　　　　場　　　所：JR静岡駅ビル　パルシェ 7F会議室（静岡市）

　　　　　　演　　　題：呼吸器疾患について③

　　　　　　講　　　師：日本獣医生命科学大学獣医学科治療分野Ⅰ　教授　藤田道郎　先生

　　　ウ　症例検討会

　　　　①　東部症例検討会

　　　　　　日　　　時：平成30年12月９日（日）

　　　　　　場　　　所：富士パークホテル（富士市）

　　　　　　助言指導者：日本大学生物資源科学部獣医学科獣医外科　准教授　枝村一弥　先生
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　　　　②　中部症例検討会

　　　　　　日　　　時：平成30年11月25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

　　　　③　西部症例検討会

　　　　　　日　　　時：平成30年12月16日（日）

　　　　　　場　　　所：ホテルコンコルド浜松（浜松市）

　　　　　　助言指導者：岐阜大学共同獣医学科　獣医内科学教室　助教　髙島　諭　先生

　　　エ　第41回静岡県獣医臨床研究発表会

　　　　　　日　　　時：平成30年３月３日（日）

　　　　　　場　　　所：レイアップ御幸町ビル５階（静岡市）

　　　　　　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：「犬糸状虫症の治療、予防」

　　　　　　発表演題数：14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30年５月29日（火）

　　　　②　第２回委員会　　　　　　　　平成31年３月５日（火）

　　　イ　講演会

　　　　第１回

　　　　　　日　　　時：平成30年５月29日（木）

　　　　　　場　　　所：静岡県農業共済組合連合会会議室

　　　　　　講　　　師：（有）サミットベテリナリーサービス　渡部佑悟　先生

　　　　　　演　　　題：養豚コンサルタントの視点で見る養豚場の観察点

　　　　第２回　

　　　　　　日　　　時：平成30年11月15日(木)　

　　　　　　場　　　所：県庁別館7階　第2会議室

　　　　　　講　　　師：宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター　教授　末吉益雄　先生

　　　　　　演　　　題：最近の豚の病気と養豚場飼養環境の改善・消毒方法の見直しについて

　　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30年10月20日（土）

　　　　②　第２回委員会　　　　　　　　　平成31年３月13日（水）

　　　イ　講演会

　　　　　　日　　　時：平成30年10月20日（土）

　　　　　　場　　　所：中島屋グランドホテル（静岡市）

　　　　　　講　　　師：①熊本市動物愛護センター　所長　村上睦子　先生

　　　　　　　　　　　　②公益社団法人日本動物福祉協会　顧問　山口千津子 先生
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　　　　　　演　　　題：①動物愛護に係る殺処分ゼロの熊本市の取組と熊本地震の対応

　　　　　　　　　　　　②動物愛護管理の現状と今後～動物愛護から動物福祉へ～

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31年３月10日（日）

　　　　　場　　　所：富士パークホテル（富士市）

　　　　　内　　　容：「ＣＴ、ＭＲＩ撮影する前に獣医師ができること。前肢編」

　　　　　講　　　師：日本大学　生物資源科学部獣医学科獣医外科学　准教授　枝村　一弥　先生

　　イ　駿東支部（飼い主向けセミナー）

　　　　　日　　　時：平成31年２月３日（日）

　　　　　場　　　所：プラサヴェルデ（ふじのくに千本フォーラム）

　　　　　内　　　容：「ワンちゃんネコちゃんの皮膚トラブルとスキンケア」

　　　　　講　　　師：アイデックスラボラトリーズ株式会社　関口　麻衣子　先生

　　ウ　静岡支部（学術セミナー）

　　　　　日　　　時：平成30年11月３日（土）

　　　　　場　　　所：パルシェ７階会議室（静岡市）

　　　　　内　　　容：「僧帽弁閉鎖不全症に対する外科的治療と内科的治療」

　　　　　講　　　師：JASMINEどうぶつ循環器病センター　獣医学博士　水野　壮司　先生

　　エ　志太支部（学術セミナー）

　　　　　日　　　時：平成30年12月２日（日）

　　　　　場　　　所：くめの動物病院内（藤枝市）

　　　　　内　　　容： 「ゴールドスタンダードで実施する超音波検査による腹部スクリーニン

グ検査」

　　　　　講　　　師：獣医総合診療サポート　佐 藤　浩　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、及び静岡県家畜臨

床研究会の活動を支援している。

　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（42号、創立70周年記念特別号）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ている。

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。

- 10-



４　韓国・忠清南道獣医師会友好交流学術セミナー

　日　　　時：平成31年１月27日（日）

　場　　　所：ホテルセンチュリー静岡

　講　　　師：①忠南大学校獣医大学　准教授　徐　敬源（ソ　キョワン）　先生

　　　　　　　②忠清南道庁　動物防疫衛生課長　呉　亨洙 （オ　ヒョンス）　先生

　演　　　題：①韓国の小動物診療の現状

　　　　　　　②忠清南道の畜産現状及び鳥インフルエンザ防疫対策

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 30 年 6 月 17 日）

　　　　長　友　範　充　　　小　川　　　高　　　石　川　時　生

　⑵ 　中部獣医師会連合会会長褒賞（平成 30 年９月２日）

　　　　金　子　克　洋　　　金　田　幸　夫　　　坂　野　文　俊　　　佐　藤　貞　雄

　　　　佐　原　啓　二　　　榛　葉　正　行　　　杉　山　　　卓　　　鈴　木　　　撤

　　　　寺　田　善　直　　　野　秋　　　眞　　　早　川　敦　子　　　渡　邉　重　行

　⑶　動物愛護功労者静岡県知事表彰（平成 30 年９月 23 日）

　　　　山　田　有　仁

　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 30 年９月 23 日）

　　　　原　田　隆　久　　　石　原　典　幸　　　高　田　綾　丞　　　山　内　幸　子

　⑸　日本獣医師会創立 70 周年記念功労者表彰（平成 30 年 11 月 30 日）

　　　厚生労働大臣感謝状　　　　　　　　白　井　　　芳

　　　農林水産省消費・安全局長感謝状　　八　木　達　彌

　　　環境省自然環境局長感謝状　　　　　小　杉　浩　造

　　　日本獣医師会会長表彰状　　　　　　太　田　友三郎

　⑹　本会創立 70 周年記念功労者表彰（平成 31 年１月 27 日）

　　　日本獣医師会会長表彰

　　　　吉　澤　　　昭　　　長　友　範　充　　　梶　尾　規　一　　　花　村　悦　男

　　　日本獣医師会会長感謝状

　　　　宮　田　泰　則　　　相　島　和　久　　　小　川　　　高　　　佐　野　昌　延

　　　　大　庭　芳　和　　　片　井　信　之　　　山　口　博　利　　　倉　重　英　明
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　　　静岡県獣医師会会長表彰

　　　　下　山　和　哲　　　杉　澤　浩　文　　　石　川　里　美　　　浅　井　弘　三

　　　　九　反　信　幸　　　横　山　一　裕　　　星　野　匡　伸　　　平　尾　　　恵

　　　　廣　瀬　明　美　　　武　藤　　　守　　　土　屋　純　夫　　　笠　井　幸　治

　　　　加　藤　雅　通　　　鈴　木　隆　春　　　杉　山　源　吾　　　伊　東　祐　孝

　　　　斎　藤　俊　夫　　　野　田　哲　郎　　　梅　原　靖　壽　　　小長井　春　夫

　　　　鈴　木　　　宏　　　川　島　美　昭　　　小　泉　勝　義　　　小　森　　　禅

　　　　榑　林　富　雄　　　寺　田　善　直

　　　静岡県獣医師会会長感謝状

　　　　日本全薬工業（株）、　（株）アスコ、中北薬品（株）、浜松聖星高等学校

　　　　学校法人爽青会ルネサンス・ペット・アカデミー

２　会員の慶弔

　⑴ 　会員の逝去

　　　平成30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

　　　　　小宮山　　　進　　　　　　平成30年６月３日 （86歳）

　　　　　安　達　光　治　　　　　　平成30年７月３日 （93歳）

　　　　　飯　田　辰　夫　　　　　　平成30年10月３日 （95歳）

　　　　　渥　美　美喜雄　　　　　　平成30年10月５日 （81歳）

　　　　　芹　澤　　　淳　　　　　　平成31年１月８日 （93歳）

　　　　　市　川　　　要　　　　　　平成31年２月６日 （88歳）

　　　　　山　田　直　光　　　　　　平成31年３月14日 （85歳）

　⑵ 　互助規程による給付

　　ア　弔　慰　金

　　　　　本 人 死 亡　　　　　７件

　　　　　配偶者死亡　　　　　０件

　　　　　親 族 死 亡　　　　　12件

　　イ　病気見舞金　　　　　　３件

　　ウ　災害見舞金　　　　　　12件

　　エ　結 婚 祝 金　　　　　　４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）　　　　　367 冊

　　　　予防注射接種証明書（Ｂ様式）　　　　　125 冊
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　　　　動物用医薬品指示書　　　　　　　　　    36 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。

１　会員の動向　

項目
区分

30・4・1

現 在 数

期　　中

入会者数

期　　中

退会者数

30・3・31

現 在 数

名 誉 ･ 特 別 会 員 62名 （8）名 7名 63名

準 特 別 会 員 　　66      0 2（7） 57

一　 般　 会　 員 　 588     48 32（1） 603

計 　 716 48（8） 41（8） 723

（　）内は特別会員への移動人数

２　総会

　⑴ 　 第70回定時総会

　　　　６月17日　静岡県総合研修所（もくせい会館）

　　　　議　　事　①　平成29年度事業報告並びに収支決算承認に関する件

　　　　　　　　　②　平成30年度会費等賦課徴収方法設定に関する件

　　　　　　　　　③　平成30年度役員の報酬に関する件

　　　　　　　　　④　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30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24日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　第70回定時総会に提出する議案について

　　　　　　　　　②　「準特別会員の会費を減免する規程」の制定について

　　　　　　　　　③　新入会員・休会会員の認定について

　　　　　　　　　④　創立70周年記念事業（案）について

　　　　　　　　　⑤　その他

　⑵ 　第２回理事会

　　　　６月17日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　会長理事、副会長理事、常務理事及び事務局長の選定について

　　　　　　　　　②　各委員会委員の任命について
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　　　　　　　　　③　新入会員・休会会員の認定について

　　　　　　　　　④　顧問の選任・退任について

　⑶ 　第３回理事会

　　　　10月25日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　平成30年度上半期の事業並びに収支決算書状況について

　　　　　　　　　②　会員の休会に関する規程の一部改正（案）について

　　　　　　　　　③　創立70周年記念事業（案）について

　　　　　　　　　④　韓国・忠清南道獣医師会創立60周年記念式典招待について

　　　　　　　　　⑤　中部獣医師連合会理事会（報告）について

　　　　　　　　　⑥　新入会員・休会会員の認定について

　　　　　　　　　⑦　静岡税務署立入検査について

　　　　　　　　　⑧　会館の修繕について　他

　⑷ 　第４回理事会

　　　　12月13日　ホテルセンチュリー静岡

　　　　議　　事　①　平成31年度事業・予算案について

　　　　　　　　　②　創立70周年記念行事について

　　　　　　　　　③　新入会員の認定について

　　　　　　　　　④　顧問の選任について

　　　　　　　　　⑤　韓国忠清南道獣医師会交流について（報告）

　　　　　　　　　⑥　今年度の会費等改正に対する検討について　他

　⑸ 　第５回理事会

　　　　３月14日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　平成30年度補正予算（案）について

　　　　　　　　　②　平成30年度会務事業実施状況及び収支決算見込みについて

　　　　　　　　　③　2019年度事業計画（案）及び収支予算(案)について

　　　　　　　　　④　創立70周年記念行事報告について

　　　　　　　　　　　（第３回静岡県獣医師会創立70周年記念行事実行委員会）

　　　　　　　　　⑤　その他

４　三役・部会長会議

　⑴　第１回三役・部会長会議　平成30年５月16日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　平成30年度第１回理事会に提出する議案等について

　⑵　第２回三役・部会長会議　平成30年10月18日　獣医畜産会館　

　　　　議　　事　①　平成30年度第３回理事会に提出する議案等について

　⑶　臨時三役・部会長会議　　平成30年12月6日（木）

　　　　議　　事　①　組織財政見直しの検討について

　　　　　　　　　②　本会創立70周年記念式典等の進捗状況について

　　　　　　　　　③　狂犬病予防注射の料金改正について　他
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　⑷　第３回三役・部会長会議　平成31年3月7日（木）　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　平成30年度第５回理事会に提出する議案等について

　　　　　　　　　②　創立70周年記念行事報告について

　　　　　　　　　　　（第３回静岡県獣医師会創立70周年記念行事実行委員会）他

５　監事会

　⑴ 　第１回監事会　平成30年５月16日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　平成29年度事業並びに収支決算状況監査

　⑵ 　第２回監事会　平成30年10月18日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　平成30年度上半期の事業並びに収支決算状況監査

６　本会創立70周年記念行事

　　日時・場所　平成31年１月27日　ホテルセンチュリー静岡

　　内　　　容　記念式典　　　　挨拶、祝辞、功労者表彰

　　　　　　　　記念講演・講談

　　　　　　　　　①　記 念 講 演　講　　師：忠清南道獣医師会　会長　全　茂烔　氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　演　　題：韓国における獣医学教育と獣医療の現状

　　　　　　　　　②　講　　　談　講 談 師：田辺　銀冶　氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　演　　題：白村江の戦い

　　　　　　　　祝賀会

７　外部団体

⑴　（公社）日本獣医師会

ア　第75回通常総会 ６月22日 東京都

イ　平成30年度全国獣医師会事務事業推進会議 ７月13日 　〃

ウ　創立70周年記念式典 11月30日 　〃

エ　2018動物感謝デー 12月１日 　〃

⑵　中部獣医師会連合会

ア　平成30年度定期総会 ４月15日 愛知県

イ　監査会・第１、２、３回理事会 ４月15日、９月 1日、10月14日 　〃　

ウ　中部地区獣医師大会 ９月２日 　〃

エ　獣医学術中部地区学会 ９月２日 　〃

⑶　（公社）静岡県畜産協会

ア  第60回通常総会・臨時理事会 ６月５日 静岡市

イ　理事会 ５月17日、12月13日、３月８日 　〃

⑷　静岡県経済農業協同組合連合会

ア　第92回静岡県畜産共進会打合せ会 ４月18日 静岡市

イ　第92回静岡県畜産共進会（乳牛の部） 11月18日 長泉町
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エ　第92回静岡県畜産共進会（肉牛の部） 12月１日 浜松市

⑸　静岡県農林水産業振興会

ア　平成30年度総会 ５月31日 静岡市

⑹　静岡県農業共済組合連合会

ア　平成30年度損害評価会委員全体会議 ６月18日 静岡市

イ　平成30年度損害評価会委員会 ３月14日 　〃

⑺　（一社）静岡県動物保護協会

ア　第51回通常総会 ６月21日 静岡市

イ　第１、２回動物愛護フェスティバル静岡（2018）実行委員会 ５月30日、８月30日 沼津市

ウ　平成30年度表彰選考委員会 ７月27日 静岡市

エ　動物愛護絵画・作文コンクール審査会 ９月10日 　〃

オ　平成30年度「動物愛護週間」街頭啓発キャンペーン ９月21日 三島市

カ　動物愛護フェスティバル静岡（2018） ９月23日 沼津市

⑻　動物慰霊祭

ア　第46回静岡市動物慰霊祭 ９月16日 静岡市

イ　小動物慰霊祭 ２月７日 磐田市
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