
令和３年度　事  業  報  告

自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日

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 集合注射頭数 戸別注射頭数 実施頭数計

実施状況
（前年実績）

前年比
278 名

3,775頭
（3,647頭）

103.5%

98,842頭
（100,642頭）

98.2%

102,617頭
（104,289頭）

98.4%

（　）：昨年度実績

　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の加入や、

事故措置要領で対応した。令和３年度の事故は、10件 227,861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

　　　　日　時：令和３年７月８日（木）

　　　　場　所：獣医畜産会館及びオンライン

　　　　議　事　①　令和２年度狂犬病予防事業実績について

　　　　　　　　②　令和３年度狂犬病予防事業の実施状況について

　　　　　　　　③　事故発生状況について

　　　　　　　　④　接種率向上に向けた対応（広報等）について

　　　　　　　　⑤　その他

　　〇第２回委員会

　　　　日　時：令和３年12月9日（木）

　　　　場　所：獣医畜産会館及びオンライン

　　　　議　事　①　令和３年度狂犬病予防事業実施状況について

　　　　　　　　②　令和４年度狂犬病予防事業実施計画について

　　　　　　　　③　第１回委員会における要検討事項について

　　　　　　　　④　公正取引委員会調査について

　　　　　　　　⑤　その他
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　⑸ 　狂犬病予防業務新規従事者研修会

　　　　日　時：令和３年11月18日（木）

　　　　場　所：獣医畜産会館５階会議室

　　　　受講者数：１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、SFTS等の人畜共通感染症について、本会ホームページで注意喚起を行うとともに、

「臨床獣医師のためのSFTS感染動物対応マニュアル」を発行し、会員及び各都道府県獣医師会

等に配布した。

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、次のとおり講演会を

開催した。

　　　　日　時：令和３年６月13日（日）

　　　　場　所：静岡県総合研修所　もくせい会館

　　　　演　題：新型コロナウイルス対策における獣医師の役割

　　　　講　師：京都大学ウイルス・再生医科学研究所　准教授　宮沢孝幸　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2021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」を、（一社）静岡県動物保護協会の主催で富士宮市において開催する予定であったが、

新型コロナウイルス感染拡大のため、イベント等は中止となり、小中学生の絵画・作文コン

クールのみの開催となった。

　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、本会の指定獣医師 182名が対応している。

実績：犬 9頭、猫 511頭、うさぎ 3羽、鳩 19羽

　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6,108頭、猫2,931頭、その他16頭、合計9,055頭にマイクロチップが装

着されAIPOに登録された
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　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９会場に講師として会員９名を派遣している。また、成犬譲渡事業にも協力

し、24頭の健康診断を会員動物病院で実施した。

　⑸　被災動物対策に係る事業

　　 　被災動物対策の推進を図るため、以下の会議を行った。

　　ア　令和３年度第1回被災動物救護対策委員会

　　　　日　時：令和４年３月24日（木）

　　　　場　所：獣医畜産会館及びオンライン

　　　　議　事：①　熱海市伊豆山土砂災害における救護対策の状況について

　　　　　　　　②　各支部における平時の活動状況について

　　　　　　　　③　各支部における市町との協力体制（協定等）について

　　イ　令和３年度第1回静岡県被災動物救護対策会議

　　　　日　時：令和４年３月28日（月）

　　　　場　所：獣医畜産会館及びオンライン

　　　　議　事：①　静岡県被災動物救護計画における必要な文書について

　　　　　　　　②　最近の被災動物救護対策状況について

　　　　　　　　③　災害時における動物救護に関する協定書について

　　ウ　令和３年度東海地区獣医師会災害対策会議

　　　　日　時：令和４年１月23日（日）

　　　　場　所：オンライン

　　　　議　事：①　獣医師会における災害対策活動について

　　　　　　　　②　災害発生時の対応について

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する活動を行っ

た。

　⑴　動物愛護・ふれあい教室

　　　コロナウイルス感染症の影響のため実績なし。

　⑵　がっこう動物新聞の配布

公益社団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10号」を購入し、県内

小学校を主体に410部無償配布した。

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。

令和３年度実施　　30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
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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３年度実績　　　給付頭数　　　　　　31頭

　　　　　　　　　　　　　　給付動物病院数　　　27病院

　⑶　補助犬健康診断

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する。なお、

本年度は、集合による診断は中止し、個別に会員動物病院において実施している。

・実施月日：令和４年１月～３月

・実施会場：個別会員動物病院

・実施実績：実施頭数　26頭、実施病院数　22病院

　⑷　補助犬募金事業

会員の動物病院において集められた補助犬に対する募金1,091,584円を、静岡県補助犬支

援センターに募金した。

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　令和３年度第１回家畜自衛防疫対策委員会

　　　日　時：令和３年９月14日（火）

　　　場　所：獣医畜産会館及びオンライン

　　　議　事：・静岡県における最近の家畜衛生情勢について

　　　　　　　・（公社）静岡県畜産協会における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　令和３年度家畜衛生対策事業推進会議（畜産協会主催）

　　　日　時：令和３年７月29日（木）

　　　場　所：獣医畜産会館

　　　議　事：・家畜衛生対策関連事業等の令和2年度事業実績と3年度実施計画

　　　　　　　・死亡獣畜処理円滑化対策事業等の令和2年度事業実績と3年度実施計画

⑶　死亡野生イノシシ検体採取業務委託事業

　 　死亡した野生イノシシの豚熱（CSF）を検査するための検査材料を採取する業務を県から

本会に委託され、県職OB等が指定獣医師として協力している。

　　実績：４～６月　５人工５頭、７～９月　４人工４頭、10 ～ 12月　５人工５頭、

　　　　　１～３月　５人工５頭　　　合計　19人工19頭

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。
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１　学会、研修会、セミナー等の開催及び参加

　⑴　令和3年度日本獣医師会獣医学術年次大会

　　　新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりオンライン開催となった。

　　　　日　時：令和４年１月21日～２月６日

　　　　場　所：オンデマンド配信によるオンライン

　⑵　中部地区獣医師大会・獣医学術中部地区学会（石川）

　　　　新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりオンライン開催となった。

　　　　日　時：令和３年９月４、５日（土、日）

　　　　場　所：石川県　オンライン

　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　令和３年７月11日（日）　オンライン

　　　　②第２回委員会　令和４年２月18日（金）　オンライン

　　　　③全 体 会 議　令和４年３月６日（日）　オンライン

　　　イ　講習会・研修会

　　　　①第１回講習会

　　　　　　日　時：令和３年４月４日（日）

　　　　　　場　所：獣医畜産会館及びオンライン

　　　　　　演　題：①SFTSの最近の発生状況について

　　　　　　　　　　②動物病院でのSFTSの防御対策について

　　　　　　講　師：静岡県環境衛生科学研究所微生物部ウイルス班

　　　　　　　　　　①主査　大石沙織　先生

　　　　　　　　　　②班長　阿部冬樹　先生

　　　　②第２回講習会

　　　　　　日　時：令和３年10月24日（日）

　　　　　　場　所：オンライン

　　　　　　演　題：皮膚の腫瘍随伴症候群

　　　　　　講　師：Animal Specialist Center代表　永田雅彦　先生

　　　　③第３回講習会

　　　　　　日　時：令和４年１月23日（日）

　　　　　　場　所：オンライン

　　　　　　演　題：皮膚科医からみた皮膚腫瘍

　　　　　　講　師：Animal Specialist Center代表　永田雅彦　先生

　　　ウ　症例検討会

　　　　①東部症例検討会

　　　　　日　　　時：令和３年12月５日（日）

　　　　　場　　　所：三島商工会議所及びオンライン

　　　　　助言指導者：麻布大学獣医学部小動物外科学研究室
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　　　　　　　　　　　講師　金井詠一　先生

　　　　②中部症例検討会

　　　　　日　　　時：令和３年11月28日（日）

　　　　　場　　　所：獣医畜産会館及びオンライン

　　　　　助言指導者：岐阜大学共同獣医学科獣医寄生虫病学研究室

　　　　　　　　　　　教授　鬼頭克也　先生

　　　　③西部症例検討会

　　　　　日　　　時：令和３年12月12日（日）

　　　　　場　　　所：ホテルコンコルド浜松及びオンライン

　　　　　助言指導者：東京大学動物医療センター内科系診療科血液・腫瘍内科

　　　　　　　　　　　特任助教　大参亜紀　先生

　　　エ　獣医臨床研究発表会

　　　　　日　　　時：令和４年３月６日（日）

　　　　　場　　　所：オンライン

　　　　　助言指導者：岐阜大学共同獣医学科獣医寄生虫病学研究室

　　　　　　　　　　　教授　鬼頭克也　先生

　　２）産業動物部会

　　　ア　委員会・全体会議

　　　　①　第１回委員会　令和３年６月22日（火）　書面決議

　　　　②　第２回委員会　令和４年３月３日（木）　獣医畜産会館及びオンライン

　　　　③　全 体 会 議　令和３年７月10日（土）　書面決議

　　　イ　講演会

　　　　　　日　時：令和４年３月14日（月）

　　　　　　場　所：オンライン

　　　　　　演　題：超音波検査を用いた生殖器診断とそれに対する処置の選択

　　　　　　講　師：日本獣医生命科学大学獣医学部獣医学科産業動物臨床学研究室

　　　　　　　　　　講師　三浦亮太朗　先生

　　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　令和３年10月16日（土）　もくせい会館　富士ホール

　　　　　②　第２回委員会　令和４年３月29日（火）　書面決議

　　　イ　講演会

　　　　　　日　時：令和３年10月16日（土）

　　　　　　場　所：もくせい会館　富士ホール

　　　　　　演　題：動物虐待、多頭飼育崩壊の事例紹介

　　　　　　講　師：日本獣医生命科学大学獣医学部獣医学科野生動物学研究室

　　　　　　　　　　講師　田中亜紀　先生

　⑷　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

- 9-



床研究会の活動を支援している。

　⑸　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（46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。

２　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　令和３年６月13日

　　　　金　子　克　洋、渡　邊　直　之、坂　野　文　俊

　⑵　（一社）静岡県動物保護協会会長表彰（動物保護功労者）　令和３年９月26日

　　　　石　川　里　美、金　子　嘉　徳、西　岡　浩　子、勝　亦　智　徳、

　　　　望　月　浩　義

２　会員の慶弔

　⑴ 　会員の逝去

　　　令和３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

　　　　　梶　山　秀　雄　　　　　　令和３年５月31日 （87歳）

　　　　　矢ノ下　格　二　　　　　　令和３年６月16日 （90歳）

　　　　　鈴　木　　　守　　　　　　令和３年７月25日 （95歳）

　　　　　井　上　智　雄　　　　　　令和３年８月７日 （81歳）

　　　　　中　村　　　譲　　　　　　令和３年８月22日 （80歳）

　　　　　大　村　康　治　　　　　　令和３年10月31日 （84歳）

　　　　　伊久美　　　昭　　　　　　令和３年11月22日 （93歳）

　　　　　作　山　　　昂　　　　　　令和３年12月３日 （89歳）

　　　　　柿宇土　富　雄　　　　　　令和３年12月８日 （93歳）

　　　　　小　川　和　巳　　　　　　令和４年１月21日 （95歳）

　　　　　森　山　　　親　　　　　　令和４年２月12日 （88歳）

　　　　　伊　藤　純　吉　　　　　　令和４年３月13日 （95歳）
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　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　　　　　０件

　　　　　親 族 死 亡　　　　　７件

　　イ　病気見舞金　　　　　　９件

　　ウ　災害見舞金　　　　　　０件

　　エ　結 婚 祝 金　　　　　　２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）　　　　　376 冊

　　　　予防注射接種証明書（Ｂ様式）　　　　　 91 冊

　　　　動物用医薬品指示書　　　　　　　　　　55 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

3・4・1

現 在 数

期　　中

入会者数

期　　中

退会者数

4・3・31

現 在 数

3・3・31

休会者数

名 誉 ･ 特 別 会 員 72名 0名（12） 14名 58名 0名

準 特 別 会 員 35 0　（４） 0（12） 35 0

一　 般　 会　 員 591 11 41（４） 578 3

計 698 11   （16） 50（16） 671 3

注）（　）内は特別会員・準特別会員への移動人数

２　総会

　⑴　 第73回定時総会

　　　　日　時：令和３年６月13日

　場　所：静岡県総合研修所（もくせい会館）

　議　事：①　令和2年度事業報告並びに収支決算承認に関する件

　　　　　②　令和3年度会費等賦課徴収方法設定に関する件

　　　　　③　令和3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　任期辞任に伴う補欠選任に関する件

　　　　　報告事項： 令和３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
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３　理事会

　⑴　第１回理事会 

　　　　日　時：令和３年５月27日（木）

　　　　場　所：獣医畜産会館及びオンライン

　　　　議　事：①　第73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　その他

　⑵　第２回理事会

　　　　日　時：令和３年９月30日（木）

　　　　場　所：獣医畜産会館及びオンライン

　　　　議　事：①　令和３年度上半期の事業進捗状況について

　　　　　　　　②　狂犬病及び家畜伝染病予防法施行70周年記念事業について

　　　　　　　　③　令和５年度中部地区獣医師大会・獣医学術中部地区学会について

　　　　　　　　④　新入会員の認定について

　　　　　　　　⑤　その他

　　　　　　　　　ア　補助犬健康診断事業の実施について

　　　　　　　　　イ　令和４年度定時総会について

　　　　　　　　　ウ 　熱海市伊豆山土砂災害に伴う被災者が飼養する動物の保護対策に係る寄

付について

　⑶　第３回理事会

　　　　日　時：令和３年12月２日（木）

　　　　場　所：獣医畜産会館及びオンライン

　　　　議　事：①　令和３年度上半期の事業並びに収支決算状況について

　　　　　　　　②　新入会員の認定について

　　　　　　　　③　その他

　　　　　　　　　ア　第２回理事会における要検討事項について

　　　　　　　　　イ　第２回理事会における確認事項について

　　　　　　　　　ウ　事務局長の任命について

　　　　　　　　　エ　公正取引員会調査結果について

　　　　　　　　　ウ　改正動物愛護管理法及び愛玩動物看護師法について

　⑷　第４回理事会

　　　　日　時：令和４年３月17日（木）

　　　　場　所：獣医畜産会館

　　　　議　事：①　令和３年度補正予算（案）について

　　　　　　　　②　令和３年度事業実施状況及び収支決算見込みについて

　　　　　　　　③　令和４年度職域別会費賦課徴収方法設定（案）について

　　　　　　　　④　令和４年度事業計画及び収支予算（案）について

　　　　　　　　⑤　令和４年度役員報酬（案）について

　　　　　　　　⑥　任期満了に伴う役員の選任について
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　　　　　　　　⑦　特別会員及び準特別会員の認定について

　　　　　　　　⑧　新入会員の認定について

　　　　　　　　⑨　第74回定時総会について

　　　　　　　　⑩　狂犬病及び家畜伝染病予防法施行70周年記念事業について

４　三役会議

　⑴　第１回三役会議

　　　　日　時：令和３年５月13日（木）

　　　　場　所：獣医畜産会館

　　　　議　事　①　令和３年度第１回理事会に提出する議案等について

　⑵　第２回三役会議

　　　　日　時：令和３年10月11日（月）

　　　　場　所：獣医畜産会館

　　　　議　事：公正取引員会調査事項に係る事務の確認について

　⑶　第３回三役会議

　　　　日　時：令和３年11月25日（木）

　　　　場　所：獣医畜産会館

　　　　議　事：①　令和３年度第3回理事会に提出する議案等について

　⑷　第４回三役会議

　　　　日　時：令和４年３月10日（木）

　　　　場　所：獣医畜産会館

　　　　議　事：①　令和３年度第４回理事会に提出する議案等について

５　監事会

　⑴　第１回監事会

　　　　日　時：令和３年５月13日（木）

　　　　場　所：獣医畜産会館

　　　　議　事：①　令和２年度事業並びに収支決算状況監査

　⑵　第２回監事会

　　　　日　時：令和３年11月11日（木）

　　　　場　所：獣医畜産会館

　　　　議　事：①　令和３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78回通常総会 ６月23日 明治記念館（東京）

　イ　令和３年度全国獣医師会事務事業推進会議 中止

⑵　中部獣医師会連合会

　ア　令和３年度定期総会 書面議決 石川県
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　イ　監査会・理事会 書面議決

　ウ　中部地区獣医師大会 ９月４日 オンライン開催

　エ　獣医学術中部地区学会 ９月５日 オンライン開催

⑶　（公社）静岡県畜産協会

　ア  第63回通常総会 ６月４日 静岡市

　イ　理事会 ５月18日 静岡市

⑷　静岡県経済農業協同組合連合会

　ア　第95回静岡県畜産共進会打合せ会 ９月16日 オンライン開催

⑸　静岡県農林水産業振興会

　ア　令和３年度総会 書面議決

⑹　静岡県農業共済組合連合会

　ア　令和３年度損害評価会委員会議 ７月20日 県農業共済会館

⑺　（一社）静岡県動物保護協会

　ア　第54回通常総会 ６月17日 オンライン開催

　イ　令和３年度表彰選考委員会 書面議決

　ウ　動物愛護絵画・作文コンクール審査会 10月７日 獣医畜産会館

  及び書面決議

⑻　動物慰霊祭

　ア　第49回静岡市動物慰霊祭 ９月16日 静岡市
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