
平成２５年度事業報告 

 

 

公益目的事業１ 人と動物の共生する社会環境の健全な発展を目的とする事業 

    ○  人と動物の共通感染症を予防し、公衆衛生の向上を図るための取り組み 

    ○  動物の習性や正しい飼い方等を指導し、動物の愛護精神の高揚を図り、人と動物が安心 

して暮らせる社会環境を整えるための取り組み 

    ○  家畜・家禽の伝染病及び慢性疾病等による畜産経営の損耗を防止し、健全かつ安定的な 

畜産の発展と安全な畜産物の生産・供給を図るための取り組み 

○  食肉等の衛生検査の充実により、安全・安心な畜産物を流通させるための取り組み 等 

 

１ 公衆衛生の向上に関する事業（狂犬病予防対策） 

 

【事業の目的及び内容】 

 厚生労働省局長通達に基づき、県、市町村、獣医師会が連携し、毎年４月～６月の期間に各市町

村が実施日時・場所を告知して行う狂犬病予防集合注射への協力及び市町村と県獣医師会の委託契

約に基づき、動物病院において未登録犬への予防注射を行った際に飼い主に対して市町村への登録

を指導（畜犬登録促進指導事業）する。 

   また、狂犬病予防集合注射事故等が発生した場合の治療費等の助成や人と動物の共通感染症に関

する啓発等を行う。 

【事業実績】 

 （１）狂犬病予防集合注射事業 

     ・ 実施頭数  ９０，４９６頭（対前年比９５．３％、4,507頭減） 

     ・ 狂犬病予防・動物愛護管理業務連絡会議（県・県獣・動管協の共催） 

        開催：平成２５年１１月８日（金） 

        場所：千葉県聴覚障害者センター３階多目的ホール 

        内容：２５年度集合注射実績及び畜犬登録促進指導事業の説明と協力要請 等 

 

 （２）狂犬病予防集合注射事故等に係る治療費等の助成 

     ・ 事故等件数  １６件 

     ・ うち助成対象 １４件 

 

 （３）畜犬登録促進指導事業 

     ・ 実施頭数（登録頭数） ４，２８１頭（対前年比９１．８％、３８２頭減） 

         契約締結市町数：２５市町 

 

２ 動物の保護活動事業 

【事業の目的及び内容】 

 人と動物の適正なかかわりを通して、生命の大切さや不幸な動物を増やさないことの重要性につ

いての意識を高めるための普及啓発、不妊去勢手術実施、傷病野生鳥獣や自然災害被災動物あるい

は事故等により負傷した動物の救護、福祉介護犬医療助成、学校飼育動物の指導などの取り組みを

展開する。 

 



【事業実績】 

 （１）動物保護管理推進事業 

     動物愛護・保護思想の醸成を目的としたフェスティバル等の開催あるいは市町村等が実施す

る動物愛護啓発のためのイベント等を共催する。 

 

   ① 千葉県『なかよし動物フェスティバル２０１３』 

      主催：千葉県、（公社）千葉県獣医師会、（公財）千葉県動物保護管理協会 

      日時：平成２５年９月２２日（日） 10:00～15:00 

      場所：千葉県動物愛護センター（富里市） 

      ≪主な催し≫ 

         犬にさわってみよう、犬のしつけ方教室、動物の健康相談、動物愛護紙芝居、 

動物ちぎり絵をやってみよう、保護犬里親相談、乗馬体験その他ステージイベント 

   【市町開催：後援・共催】 

② 千葉市『動物愛護フェスティバル２０１３inちば』 

      主催：動物愛護週間行事実行委員会 

（構成団体：千葉市・（公社）千葉県獣医師会・（公財）千葉県動物保護管理協会） 

      日時：平成２５年９月１５日（日） 12:00～16:00 

      場所：千葉ポートパーク 

      ≪主な催し≫ 

         わが家の愛犬・愛猫写真コンクール、飼育員のおもしろ話（市動物後援） 

災害に役立つワンちゃんのしつけとマッサージ、救われた命・消えた命（今西氏）

動物相談コーナー等 

   ③ 『なかよし動物フェスティバル inかしわ２０１３』 

      主催：柏市  共催：（公社）千葉県獣医師会、（公財）千葉県動物保護管理協会 

      日時：平成２５年９月１６日（月） 12：00～16:00 

      場所：ララポート柏の葉 

      ≪主な催し≫ 

        ペットの健康相談、ぬいぐるみを使ったマイクロチップ照合の実演、レントゲン写真

の読影体験、犬の正しい飼い方・しつけ方教室等 

   ④ 『なかよし動物フェスティバル inふなばし２０１３』 

      主催：船橋市  共催：（公社）千葉県獣医師会、（公財）千葉県動物保護管理協会 

      日時：平成２５年９月２１日（土） 11:00～16:00 

      場所：ビビットスクエア南船橋１階アトリウム広場 

      ≪主な催し≫ 

        我が家の愛犬・愛猫写真コンクール表彰式小さな動物となかよくなろう・動物のお医

者さんになろう、犬の正しい飼い方・しつけ方、動物健康相談、地域ねこクイズ 

作ってみよう!チョキ折りアート等 

 

 

 （２）動物不妊去勢手術助成事業 

     飼い主との良好な関係に恵まれる可能性が低い不幸な動物を生み出さないため、望まれない

繁殖を防ぐことを目的として実施する不妊・去勢手術の費用の一部助成及び千葉県や公益財団

法人千葉県動物保護管理協会が実施する地域ねこ増殖防止対策に技術面で協力する。 

 

① 犬猫不妊・去勢手術助成事業  

飼育放棄あるいは遺棄され野良犬・野良猫になる不幸な動物をなくすため、不妊・去勢手

術を希望する飼い主を公募し、抽選により当選者に手術費用の一部を助成する。 



      ○ 募集期間  平成２５年９月２０日（金）～９月２６日（木） 

               チラシ作製：１１，０００部 

                 県 獣  8,000部（会員病院配布用） 

                 動管協  3,000部（市町村配布用） 

               市町村広報による周知 

      ○ 応募件数  １，５７３件 （対前年比 80%）、３９４頭減） 

      ○ 抽 選 会  平成２５年１０月１１日（金） 

               場所：県獣会館３階講堂   

      ○ 助成利用券発行頭数  ８０５頭  

      ○手術実施期間   助成利用券到着後から原則として１２月２６日まで 

○手術実施頭数      ６５９頭（前年対比98.13%、１３頭減） 

              

② 飼い主のいないねこ不妊去勢手術事業（県からの受託業務） 

      町内会等が、地域内に住み付いている飼い主のいないねこ（地域ねこ）を現状以上に増や

さいため不妊・去勢に地域ぐるみで取り組む場合に、県及び（公財）千葉県動物保護管理協

会と連携して、関係地域獣医師会の協力により手術を実施する。 

      ○ ２５年度認定地域及び団体数  ３市５団体（市川市2、鎌ヶ谷市1、松戸市2） 

○実施期間平成２５年９月から年度末まで       

○手術実施予定頭数    ８７頭 

○手術実施頭数      ８０頭（♂36、♀44）  

○協力獣医師       ２０人（印旛8、東葛8、京葉4） 

 

 

 （３）負傷・被災した動物の救護対策 

     傷ついた野生鳥獣の救護をとおして鳥獣保護思想の普及を図るとともに、災害あるいは交通

事故等により被災、負傷した動物の救護活動を獣医療面で支援し、社会福祉並びに動物福祉の

向上に寄与する。 

 

①  傷病野生鳥獣救護事業（県からの委託業務） 

県民等が保護し野生復帰させるまで看護することを通じて広く県民に鳥獣保護思想の啓  

     発と実践による普及・浸透を目的として実施する事業で、獣医師会は県環境生活部自然保護

課や県地域振興事務所等と連携し、動物病院へ緊急移送された傷病野生鳥獣を治療する。 

○ 治療等実施件数   ５５６件 （対前年比： 101%、７件増 ） 

          内訳： 鳥類  ５１５件 （対前年比： 100% ） 

              獣類   ４１件 （対前年比： 120%、7件増） 

 

②  野生動物救護事業 

           自然災害等により負傷し保護された野生動物の治療等、獣医療面で参画し、社会福祉及び

動物福祉の向上に寄与する。 

      ○ 実績なし。 

 

③  負傷動物救護事業 

      飼い主が不明もしくは直ちに特定しきれない負傷した犬、猫等が公共の場で発見、保護さ

れ動物病院に移送され救急診療等を行った場合に費用の一部を助成する。 

○ 実施件数   ８１件 ７３頭 

・一般対応分    ６０ 頭 （対前年比59％  41頭減） 

         

         ・東日本大震災関連分（同行避難動物対象） 

               ２１件  １３頭（犬１２頭、猫１頭） ※件数は審査し助成した件数 



                 

（４） 福祉介護犬医療助成制度 

     盲導犬、聴導犬、福祉介助犬等の健康診断や病気に罹った場合の治療に要する経費の一部を

助成し、社会福祉及び動物福祉の充実・向上に寄与する。 

○実施実績  ２６件 １９頭 （対前年比 190％、９頭増） 

              ※件数は審査し助成した件数 

            

 （５） マイクロチップ装着普及推進事業  

     災害時等に遺棄されたり、迷い子になった犬、猫の保護と飼い主への迅速な引き渡し体制の

確立に向けて、技術的方策の一環としてマイクロチップの装着を普及させるため装着費用の一

部を助成する。 

○ 対象   犬猫不妊去勢手術助成事業応募者で装着を希望した犬猫 

○ 実施（予定）頭数  ２０７頭（対前年同期比 72％、80頭減） 

                （ 犬８１頭（割合39％）、猫 １２６頭（割合61％）                       

○ 実施期間  助成利用券到着後～１２月２６日までの間（原則） 

      ○ 実施頭数  １５５頭（対前年68.9%） 

（犬６８頭（実施率84.0%）、猫８７頭（実施率69.0%） 

  

（６） 学校飼育動物指導事業 

         生命の尊さを知り感謝する動物愛護精神を醸成する活動の一環として動物を飼育する小学校

等において、動物の生態や動物の正しい飼い方の指導、負傷等の治療などに協力、支援する。 

○ 各地域獣医師会における教育活動現場での診療、訪問、授業を実施 

   １２市町 １５６校（うち幼稚園１５校） 

○ 研究会、会議、市民公開講座への参加 

・全国学校飼育動物研究会 (8月25日)      参加３名（印旛１、事務局２） 

・学校動物飼育支援対策検討委員会公開型拡大会議  2月23日、参加４名 

          発表：「学校飼育動物委員会立ち上げに至る経緯と今後の課題」白井常務理事 

・市民公開講座「学校教育と動物飼育」      2月23日 

          発表：柏市の学校飼育動物への活動」 学校飼育動物委員会 桑島正晃 



３ 安全な畜産物及び食品の生産・流通に関する事業 

【事業の目的及び内容】 

 産業動物部門従事獣医師の獣医療技術の研鑽と畜産農家への的確な指導による損耗防止等畜産

の振興並びに安全・安心な畜産物の生産・流通を図り、国民の食生活の向上に寄与することを目的

として、技術セミナーや生産者向け研修会の開催あるいは関係団体等が開催する畜産振興事業へ協

賛する。 

【事業実績】 

 （１）畜産関係研修事業 

     県家畜保健衛生所及び県農業共済組合連合会等が実施する産業動物研修会、畜産農家研修会 

等へ助成する。 

 

 ① 各部会におけるセミナー等開催状況 

≪公職農林部会（家畜防疫獣医師会）≫ 

開催月日 会議等名 開催場所等 

25．06．21

（金） 

○平成25年度南部家畜防疫獣医師会研修会 

 演題① 近隣諸国における急性悪性伝染病 

    発生状況について 

（南部家保：小形技師） 

 演題② 最近の病性鑑定の事例における病理学的所見の紹介 

          （南部家保：瀧口技師） 

 演題③ 新たに防疫指針が策定された豚コレラ、アフリカ豚コ

レラについて 

          （南部家保：矢嶋技師） 

○南部家畜防疫獣医師会 

○南部家畜保健衛生所 

 会議室 

○参加者数：２２名 

25．07．24

（水） 

○平成25年度養鶏講習会 

 演題① HPAI発生農場の早期経営再開事例 

        （三重県南勢家保：林義規先生） 

演題② ｢ﾓﾉ発想｣からｺﾄ発想」で卵の価値を伝える 

（ｵｰｹｰｱｯﾌﾟ(株)：大槻祐二先生） 

○中央動物防疫協議会 

○千葉市障害学習ｾﾝﾀ  ー

○参加者数：１２７名 

25．07．25

（木） 

○平成25年度「養鶏講習会」 

 演題① 飼養衛生管理基準及び定期報告書について      

（北部家保：阿部技師） 

 演題② 農場の外から来る敵、内に潜む敵 

   （佐藤静夫鶏病研究会本部・千葉県鶏病研究会顧問） 

○東部・北部家畜保健衛

生所及び東部・北部家

畜防疫獣医師会の共催 

○成田エクセルホテル東

急（ウッドルーム） 

○参加者数：２２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

開催月日 会議等名 開催場所等 

25．08．22

（木） 

○平成25年度東部・北部家畜防疫獣医師会 

合同研修会 

 演題① ＡＤ清浄化事業進捗状況 

（東部家保：笠井上席専門員） 

（北部家保：久保村副主幹） 

 演題② 家畜飼養衛生管理基準について 

  ・ＤＶＤ" みんなで守ろう家畜の飼養衛生管理基準

（乳用牛） 

（東部家保：道本衛生指導課長） 

  ・家畜生産農場清浄化支援対策事業に関する情報提供 

（NPO 法人いきいき畜産ちばサポートセンター：

唐仁原衛生環境部会長） 

 講演：宮崎口蹄疫を忘れないための派遣報告 

（長谷川農業共済連家畜部次長） 

○東部・北部家畜防疫 

獣医師会 

○東部家畜保健衛生所 

 会議室 

○参加者数：２５名 

25．08．29

（木） 

○平成25年度「養豚講習会」 

 演題① 千葉県の養豚振興対策 

（畜産課：島田副主幹） 

 演題② オーエスキー病清浄化対策の進捗状況につい

て 

         （北部家保：青木防疫課長） 

 演題③ ベンチマーキングを活用した経営改善 

（独立行政法人動物衛生研究所疫学・ウイルス研究領域：

山根逸郎主任研究官） 

  ※コメンテーター 

    NOSAI北部家畜診療所矢光潤所長 

    （株）ピグレッツ 渡辺一夫代表 

    北部家保  青木ふき乃防疫課長 

○東部・北部家畜保健

衛生所及び東部・北

部家畜防疫獣医師会

の共催 

○パレス大藤｛ウッドル

ーム） 

○参加者数：２２名 

25．11．12

（火） 

平成25年度家畜衛生研修会 

 演題① 牛のレプトスピラ症について 

（酪農学園大学 菊池直哉先生） 

演題② 牛のレプトスピラ症の予防対策について 

（ゾエティス・ジャパン(株)：林忠嗣先生） 

○中央動物防疫協議会 

○千葉市農政センター 

○参加者数：２４名 

 

≪共済部会≫ 

開催月日 会議等名 開催場所等 

25．11．06

（水） 

第1回技術懇談会 

演題 黒毛和種肥育牛の飼養管理 

（宮城県農業共済組合連合会 松田敬一先生） 

共済連中央家畜診療所 

参加者数：４２名 

25．12．11

（水） 

第2回技術懇談会 

演題 乳牛群の健康管理のための環境モニ 

タリング 

（酪農学園大学獣医学群 及川伸先生） 

 

共済連中央家畜診療所 

参加者数：３８名 

 

 



 ≪団体会社部会≫ 

 開催月日 会議等名 開催場所等 

26．03．26

（水） 

団体会社部会連絡会議 

２６年度事業計画・収支予算 

家畜伝染病発生時における防疫対策業務に関する協定 

東天紅 

参加者数：３０名 

 

② 会議等への出席状況 

開催月日 会議等名 主催 開催場所等 

25．06．03（月） 第1回家畜衛生業務評議員会 県畜産協会 プラザ菜の花 

25．06．10（月） (公社)千葉県畜産協会理事会  〃 プラザ菜の花 

25．06．20（木） 千葉県畜産物消費拡大協議会 同協議会   〃 

25．06．24（月） (公社)千葉県畜産協会通常総会 県畜産協会  〃 

25．07．05（金） 鶏病研究会役員会 鶏病研究会 きぼーる 

25．07．24（水） 鶏病研究会総会 鶏病研究会 千葉市ふるさと農園 

25．09．11（水） 千葉県オーエスキー病防疫協議会 県畜産協会 プラザ菜の花 

25．11．07（木） 
家畜防疫緊急時協力協定締結に向けて

の事前打ち合わせ 

県畜産課 

県獣 
県獣会館 

25．11．28（木） 第2回家畜衛生業務評議員会 県畜産協会 プラザ菜の花 

26．03．19（水） 第3回家畜衛生業務評議員会 県畜産協会 プラザ菜の花 

26．03．24（月） (公社)千葉県畜産協会理事会 県畜産協会 プラザ菜の花 

 

 

 （２）畜産振興事業 

     県内畜産関係団体等が主催する家畜共進会、畜産物消費拡大イベント等に協賛もしくは共催 

し、畜産の振興・発展に寄与する。 

 

開催月日 共進会等名 主催団体 内 容 

25．10．05（土） 
第１４回安房郡市乳牛共進会 

 （安房農業協同組合広場） 

安房酪農振興協議会 

安房農林業振興協議会  
特別賞１点 

25．10．05（土） 
千葉県畜産フェアー 

 （船橋競馬場） 

千葉県畜産フェアー 

 実行委員会 
協賛金 

25．10．30（水） 
千葉県豚共進会 

 （千葉県食肉公社） 
（公社）千葉県畜産協会 副賞４点 

25．11．04（月） 
第６１回千葉県乳牛共進会 

 （千葉家畜市場） 

千葉県酪農農業協同組

合連合会 
協賛金 

 

 

 （３）獣医公衆衛生対策推進事業 

     保健所や食肉衛生検査所に勤務する獣医師で構成される公衆衛生獣医師協議会及び食品衛 

生研究協議会が実施する、安全な畜産物及び食品を流通させるための検査等を的確かつ迅速に 

行うために必要な調査、情報収集及び研修等に対し費用の一部を助成する。 

開催月日 会議等名 開催場所 

25．06．06（木）  食品衛生等関係職員研修発表会 

主催：県食品衛生研究協議会 

場所：県教育会館会議室 

参加者数：７０名 

 



 

開催月日 会議等名 開催場所 

25．06．13（木） 
 平成25年度食肉衛生検査所協議会 

総会研修会 

主催：県食肉衛生検査所協議会 

場所：京成ホテルミラマーレ 

参加者：２０名 

25．06．17（月）  平成25年度研究発表会及び総会 

主催：千葉市食品衛生研究協議

会 

場所：千葉市 

参加者：１３名  

25．09．03（火） 

 食品衛生研究協議会各部会合同部会 

  食品衛生部会・動物愛護管理部会・事

務検討部会における活動状況報告会 

 食品衛生部会：食品衛生監視員の教育・

訓練プログラムについ

て 

 事務検討部会：食品営業許可申請の手引

きについて 

 動物愛護管理部会：経験の浅い動物担当

者への教育プログラム

について 

主催：県食品衛生研究協議会 

場所：県教育会館会議室 

参加者：２４名 

 

 



４ 人と動物の絆（ヒューマン・アニマル・ボンド）の確立を目指す事業 

【事業の目的及び内容】 

 人と動物が共生していくために必要な保健衛生の向上、動物愛護及び福祉の増進並びに野生動物

が生息し得る自然環境の保全を目的とした普及啓発活動（ポスター・パンフレットの作成・配布、

市民公開講座等）や知識・技術習得のための講習会、セミナー等を開催する。 

【事業実績】 

 （１）セミナー等の開催 

  ①県獣主催 

開催月日 セミナー名等  内容 

    

25．10．02（水） 獣医内視鏡実習セミナー 県獣会館実習室 

内視鏡手技（挿入・異物回収）

の基礎講習 

 講師：（株）AVS動物企画 

グループ 

    村田佳輝先生 

    杉田祐司先生 

参加者：１２名 

25．10．06（日） 獣医臨床感染症学セミナー 
TKP ガーデン

シティー千葉 

①ダニが媒介する感染症 

    講師：伊藤彰仁先生 

②犬のレプトスピラ症 

    講師：村田佳輝先生 

③皮膚真菌症の検査 

    講師：琉球大学農学部 

      教授 佐野文子先生 

参加者：６１名 

25．11．07（木） 超音波診断技術セミナー 県獣会館実習室 

超音波診断の基礎 

 講師：長谷往明先生 

 協力：（株）日立アロカメディ

カル 

参加者：１０名 

 

②地域ブロック主催 （※太字・下線は担当地域獣医師会） 

開催月日 ブロック 内  容 

25．10．27（日） 
西部 

（市川浦安・東葛） 

セミナー名：動物アレルギー検査 

 講師：動物アレルギー検査株式会社 

          増田 健一先生 

 場所：柏駅前第一ビル（貸会議室スカイルーム） 

      13:40～ 

 参加者：２７名 

25．11．10（日） 
南部 

（安房郡市・夷隅・かずさ） 

セミナー名：腫瘍に対する放射線療法の実際 

 講師：日本大学教授 

        中山 智宏先生 

 場所：休暇村「館山」 13:30～ 

 参加者：４１名 

 



 

開催月日 ブロック 内  容 

25．11．23（土） 
東部 

（長生・山武・海匝） 

セミナー名：動画で見る肝臓・胆嚢の外科 

 講師：宮崎大学準教授 

        鳥巣 至道先生 

 場所：茂原駅前学習プラザ 

      14:00～ 

 参加者：３８名 

25．12．15（日） 

  

中央 

（千葉市・市原・京葉） 

セミナー名：心臓病・腎臓病診療の基本とトピックス 

 講師：日本獣医生命科学大学教授 

        竹村 直行先生 

 場所：三井ガーデンホテル千葉 

      13:40～ 

 参加者：６７名 

26．01．19（日） 

  

北部 

（印旛・香取） 

セミナー名：眼科検査の基礎と白内障 

 講師：動物眼科EyeVet  

        小林 一郎先生 

 場所：ホテル日航成田 

      13:30～ 

 参加者：２８名 

 

 （２）（公社）日本獣医師会が実施する獣医師生涯研修事業 

   ○ 日獣生涯研修事業認定プログラム対象セミナー   申請件数  計５件 

主催区分 件数 内容等 備考 

１ 県獣主催分 ― 日獣年次大会関連で今年度実施なし。  

２ 地域ブロックセミナー主催分 ５ 

中央（千葉市獣）、東部（長生地域獣）、

南部（安房郡市獣）、北部（印旛地域獣）、

西部（東葛地域獣） 

地域ブロック

主催セミナー

の項参照 

   

○平成２４年度 生涯研修実績申告者   ７名 

           （実績証明書交付）  

 

○ 動物看護師統一認定機構ポイント取得対象セミナー  申請件数  計６件 

セ ミ ナ ー 名 開 催 日 備 考 

獣医臨床感染症学セミナー  平成２５年１０月６日（日) 県獣主催 

獣医師と動物看護師のための輸血講座 平成２６年２月２１日（金） 
日獣学術学会年次大会

における県獣主催分 

人と動物のふれあい活動 平成２６年２月２２日（土） 〃 

動物看護師の国家資格化を見据えて 平成２６年２月２３日（日） 〃 

動物看護師のための臨床検査 〃 〃 

動物看護師のための動物の体の仕組み

と働き 
〃 〃 

 



公益目的事業２：学術の振興を目的とする事業 

 

    ○ 獣医学術の向上を目的とした学会を開催 

    ○ 日本獣医師会又は関東・東京合同地区学術学会等への参加  

  

１ 学会の開催 

    日本獣医師会学術学会次大会開催につき県獣医学会の開催なし。 

 

２ 学会への参加 

 （１）関東・東京合同地区獣医学術学会（三学会）及び関東・東京合同地区獣医師大会 

     日 時：平成２５年９月８日（日） 午前９時～午後５時 

     場 所：群馬県渋川市伊香保町 「ホテル木暮」 

     参加者：県獣会員 ９１名  

     内 容： 

   

   ≪三学会≫ 

① 発表 

○ 千葉県発表演題１０題 

          （内訳） 産業動物部門４、小動物部門４、獣医公衆衛生部門２ 

       ○ 学術奨励賞受賞（本県関係分） 

  小野原 望先生（すとう動物病院） 

            演題：猫の不整脈源性右室心筋症の一例 

          村田 佳輝先生（獣医感染症委員会・むらた動物病院） 

            演題：千葉県における犬のレストスピラ症 

          種子島貢司先生（マーレ動物クリニック） 

            演題：脛骨骨折にロッキングコンプレッションプレート（ＬＣＰ）を用い 

               最小侵襲プレート骨接合術（ＭＩＰＯ）を実施した８症例の回顧的 

検討 

② 参加者 ７９名 

   

 ≪大会≫ 

① 獣医事功績者表彰 

         受賞者  １１名（開業４、共済３、公職農林２、公職衛生１、団体会社１） 

② 大会交流会 

         参加者  ６１名 

 

（２）日本獣医師会学術学会年次大会 

    日    時：平成２６年２月２１日（金)から２３日（日）午前９時～午後５時 

（２１日は１３時～） 

    場    所：幕張メッセ国際会議場、アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 

    参加登録人数：１，７９１人     

参 加 者 数：５，６９０人（一般市民を含む入込み人数） 

    内   容 ：特別企画演題１５８題、学会発表１４８題、出展企業８３社・団体 

 



≪収益事業－１≫  ※項目のみ掲載 

１ 獣医療証明等事業 

項  目 内   容 備 考 

購販売 １ 物品購販売収入 

① 予防接種証明書（Ａ）  

          （Ｂ）  

② 動物用医薬品指示書  

③ 狂犬病予防接種済証  

④ マイクロチップ  

⑤ 日本獣医師会生涯学習事業  

使用料 
２ 家賃 

① （公財）千葉県動物保護管理協会  

② 千葉市獣医師会  

③(株)サンリツセルコバ検査センター  

３ 施設賃貸 県獣会館使用料等 会議室等 

広告料 ４ 広告掲載 会報広告掲載  

手数料 ５ 保険事務取扱手数料 賠償保険：損保ジャパン、アリコ 事務受託 

配当金 ６ 配当金収入   

 



≪その他の事業－１≫ 

  開業部会相互扶助等活動事業【開業部会事業】 

 

  １ 親睦事業 

【目的】 

会員相互の親睦・融和を図り、もって組織の充実と獣医療の向上に努める。 

【実施状況】 

    実施日：平成２５年９月７日（土） ※関東・東京合同地区獣医学術学会・獣医師大会前日 

    場 所：群馬県渋川市伊香保町 『岸権旅館』 

    内 容：関東・東京合同地区獣医学術学会委員等をお招きし獣医師会開業部会員による懇親会

を開催。 

    参加数： ５７名 

【親睦委員会開催状況】 

    

  ２ 獣医事事業 

【目的】 

獣医事に係る諸問題を検討し、獣医事倫理の向上に努める。 

【実施状況】 

    獣医事政策委員会と合同開催 

委員会各部会事業及び委員会開催状況の項参照。 

 

  ３ 厚生事業 

【目的】 

会員の福利厚生並びに動物福祉の向上に努める。 

【実施状況】 

    厚生委員会において下表記載事項について検討。 

開催月日 開催場所 内   容   等 

25．08．22（木） 県獣会館 

・会長審問事項への取り組み方針について 

・開業部会の入会・退会・休会等における会費等の取り扱いに

ついて 

25．10．31（木） 県獣会館 

・休会に関する規約について 

・開業部会総会の今後について 

・県獣会費について 

開催月日 開催場所 内      容 

25．06．30 （日） 県獣会館 親睦会開催計画（関東・合同地区獣医師大会前日開催） 

25．09．07  （木） 群馬県伊香保 親睦会 開催 

26．02．18  （金） 県獣会館 日獣学術学会年次大会歓迎交流会打合せ 



 

開催月日 開催場所 内   容   等 

25．12．19（木） 県獣会館 

総務委員会と合同開催 

・獣医師会運営のあり方について 

  休会、開業部会総会、県獣財務 

 

  ５ 開業部会に係る会議等の開催 

開催月日 会議等の名称 内   容 

25．04．18（木） 
開業部会監査 

（獣医師会本体と合同実施） 
経理等監査 

25．04．21（日） 第１回評議員会 

理事・評議員・監事合同会議として開催 

開業部会総会提出議案ほか 

○TKPガーデンシティーホテル千葉 

25．06．02（日） 開業部会総会 

場所：東天紅 13:30～ 

 ①平成24年度事業報告・収支計算書の件 

 ②役員選任の件 

 ③学校飼育動物委員会設置の件 ほか 

25．06．30（日） 第２回評議員会 

場所：県獣会館 13:30 

 ①平成25年度主要事業の件 

   狂犬病予防集合注射実施実績 

   飼い主のいないねこ不妊去勢手術事業 

 ②各委員会への会長諮問事項 

 ③関獣連大会・三学会の件 

 ④評議員会における検討事項 

 ⑤日獣年次大会の件 ほか 

25．11．24（日） 第３回評議員会 

場所：県獣会館 13:30 

①25年度上半期事業及び経理進捗状況 

②日獣年次大会準備状況 

③県獣会館賃借計画 

④狂犬病予防定期集合注射料金改定 

⑤企業開設診療所の加入への対応の件 

⑥会長諮問事項の審議経過報告 等 

26．03．16（日） 第4回評議員会 

場所：県獣会館 14:30 

①平成26年度事業計画(案)並びに予算(案) 

②日獣学会年次大会終了報告 

③26年度狂犬病予防定期集合注射事業 

④委員会報告 

⑤平成26年度関東東京合同地区学会年次大

会について ほか 

 

 

 

 

 



≪その他：会議等≫ 

 

１ 社員総会・理事会 

開催月日 会議等名 場所 内容等 

25．04．25（木） 第1回理事会 
県獣会館 

13:30～ 

①事業実績・決算報告 

②役員改選、 

③平成 25 年社員総会提出資料並びに

④社員総会招集方法 

役員改選、規程の一部改正、獣医事

功労者推薦 ほか 

25．06．06（木） 平成25年度社員総会 
東天紅 

13:30～ 

①事業実績・決算報告 

②役員選任 

③規程の一部改正 

④獣医事功労者表彰 ほか 

25．07．04（木） 
第2回理事会 

（新体制1回目） 

県獣会館 

13:30～ 

①平成25年度主要事業 

②各委員会への会長諮問事項及び委

員の選出 

③関獣連大会・学術学会、日獣年次大

会の件 

④報告：負傷動物の取り扱いに係る警

察の対応、動物愛護・管理条例制

定請願、全国学校飼育動物研究大

会の件 ほか 

25．11．28（木） 第3回理事会 
県獣会館 

13:30～ 

①25年度上半期事業及び経理進捗状 

 況 

②日獣年次大会準備状況 

③県獣会館賃借計画、狂犬病予防集合

注射料金改定 

④企業開設診療所の加入への対応 

⑤委員会における会長諮問事項の審

議経過報告 ほか 

26．03．20（木） 第4回理事会 県獣会館 

①平成 26 年度事業計画並びに予算

(案) 

②日獣年次大会終了報告 

③平成 26 年度狂犬病予防定期集合注

射事業 

④委員会報告 

⑤平成 26 年度関東東京合同地区学会

年次大会 ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 委員会開催状況 

委員会名 開催月日 場 所 内   容 

総務委員会 

第１回 25.08.08（木) 県獣会館 

・獣医師会運営のあり方 

・獣医師会館の維持 

・今後の取組み課題 

第２回 25.11.21 （木） 県獣会館 
・獣医師会運営のあり方 

・総務委員会の果たすべき役割 

第3回 25.12.19（木) 県獣会館 

（開業部会厚生員会と合同開催） 

・獣医師会運営のあり方 

・今後の県獣財務 

（合同開催） 

学術委員会 

感染症委員会  

第１回 25.07.25 （木） 県獣会館 
・セミナー開催計画 

・日獣年次大会分担 

第２回 25.09.18 （水） 県獣会館 日獣年次大会学会運営班打合せ 

第3回 26.02.14 （金） 県獣会館      〃 

第4回 26.02.18 （金） 県獣会館      〃 

獣医事政策委員会 

（開業厚生員会） 

第１回 25.08.23（金） 県獣会館 

・活動方針 

・ゼミナー計画 

・獣医療に係るコンプライアンス 

第２回 25.11.20（水） 県獣会館 

・セミナー開催計画 

・業診療施設への対応 

・医療広告ガイドライン 

広報委員会 

 

 

第１回 25.08.07（水） 県獣会館 

・会報121号の内容検討 

・市民等への広報 

・今後の取組み課題 

第２回 25.09.19（木） 県獣会館 
・会報の発行 

・次期会報（122号）の編集方針 

第3回 26.01.09（木） 県獣会館 
・日獣年次大会の役割分担等 

・日獣年次大会記念号の編集方針 

第4回 26.03.13（木） 県獣会館 
・日獣年次大会広報班終了報告 

・日獣年次大会記念号の編集方針 

狂犬病予防対策 

委員会 

第１回 
 

25.07.18（木） 
県獣会館 

・会長諮問事項及び活動方針 

・集合予防注射事故補償審査 

第２回 26.01.16（木） 県獣会館 

・狂犬病注射マニュアルの作成 

・予防注射事業賠償契約の継続 

・集合注射料金の改定 

社会福祉委員会 

第１回 25.08.14（水） 県獣会館 

・会長諮問事項、今後の方針 

・助成事業（負傷動物・福祉介護

犬）審査 

第２回 25.11.06 （水） 県獣会館 

・助成事業（負傷動物・福祉介護

犬）審査 

・助成事業の見直し 

第3回 26.03.12（水） 県獣会館 

・助成事業（負傷動物・福祉介護

犬）審査 

・会長諮問事項への答申 

活動総括、合意事項の確認 

 

 



 

委員会名 開催月日 場 所 内   容 

学校飼育動物 

委員会 

第１回 25.08.01 （木） 県獣会館 ・会長諮問事項及び活動方針 

第２回 25.10.09（水） 県獣会館 
・地域獣医師会取組みアンケート 

・日獣学会大会への発表 

第3回 25.12.12 （木） 県獣会館 

・日獣学会大会への発表 

・学校飼育動物指導マニュアルの 

改定 

第4回 26.01.29 （水） 県獣会館    〃 

産業動物対策 

委員会 
第１回 25.09.04  (水) 県獣会館 

・会長諮問事項、活動方針 

・日獣学会大会への参加 

  

３ 日獣年次大会関係 会議 

開 催 月 日 場 所 内   容 備  考 

25．04．17（水） 
幕張メッセ

国際会議場 

会場使用計画、市民公開講座企

画、出展業者・講演要旨広告 
実行委員 

25．06．18（火） 
県獣会館 

会議室 
県獣年次大会企画委員会 

千葉県学会運営委員7名 

（産業動物 2、小動物 3、獣

医公衆衛生2） 

25．07．01（月） 

幕張メッセ

国際会議場

会議室 

大会企画運営委員会（日獣主催） 

 各学会並びに千葉県の特別企 

画の検討 

日獣各学会運営員 

25．07．24（水） 

幕張メッセ

国際会議場

会議室 

獣医学術学会年次大会業務分担会

議 
イベント企画業者、大会会場 

25．12．11（(水) 
ｱﾊﾟ&ﾘｿﾞｰﾄ 

幕張ホール 
日獣年次大会実行委員会 実行委員、各担当責任者 

26．01．08（水） 県獣会館 年次大会運営責任者打合せ 各会場責任者 

26．02．14（金） 県獣会館 学会運営班責任者打合せ会議 
各会場責任者（学術・感染症

委員会委員） 

26．02．18（火） 県獣会館 学会運営班責任者打合せ会議 
各会場責任者（学術・感染症

委員会委員） 

 

４ 会報の発行 

号 数 発  行  月 発 行 部 数 

第１２１号 ２５年９月 発行 １，１５０部 

第１２２号 ２６年度発行予定 ２，０００部 日獣学会大会記念号 

 

 

 

 



 

５ その他 会議等出席状況一覧 

開催月日 会議等名 場所 内容・出席者等 

25.04.14（日） 関獣連理事会 高崎ワシントンホテル 
会長・副会長・常務・局長・

参与 

25.04.17（水） 
日獣年次大会・学術学会 

 運営委員会 

幕張メッセ 

 国際会議場 

会長・副会長・常務・局長・参

与 

他事務局員１ 

25.04.18（木） 県獣・開業部会合同監査会 県獣会館 
会長・副会長・常務・局長・事

務局員１ 

25.04.21（日） 
開業部会理事・評議員・監事 

 合同会議 

千葉ポートアリーナＴＫ

Ｐガーデンシティーホテ

ル 

会長、副会長、常務、局長、

参与、事務局員2名 

25.04.25（木） 県獣第1回理事会 県獣会館 
会長、副会長、常務、局長、

参与、事務局2名 

25.05.10（金） 動物愛護管理条例（仮称）請願打合せ 県獣事務局 常務・局長 

25.05.19（日） 東葛地域獣医師総会 三井ガーデンホテル柏 会長・副会長 

25.05.28（火） 家畜診療技術研究発表会 共済連中央家畜診療所 局長 

25.05.28（火） 学校法人中村学園理事会 ホテルニューオオタニ幕張 会長 

25.05.29（水） 千葉市獣医師協議会総会・情報交換会 東天紅 局長 

25.05.30（木） 
千葉市動物愛護フェスティバル実行

委員会 

千葉市動物保護指導デン

ター 
常務 

25.06.02（日） 開業部会総会 東天紅  

25.06.03（月） 家畜衛生業務評議員会 プラザ菜の花 常務 

25.06.06（木） 社員総会 東天紅  

25.06.06（木） 食品衛生研究協議会 プラザ菜の花 欠席 

25.06.10（月） （公社）県畜産協会理事会 プラザ菜の花 会長 

25.06.11（火） （公財）県動物保護管理協会理事会 県獣会館 
副会長・局長出席（理事・

監事） 

25.06.13（木） 食肉衛生検査所協議会総会 京成ホテルミラマーレ 会長 

25.06.18（火） 県獣年次大会企画委員会 県獣会館 
会長・副会長・委員、事務

局 

25.06.19（水） 学校飼育動物研究大会協力要請 千葉市教育委員会 常務 

25.06.20（木） 関東しゃくなげ会総会・研修会 上野精養軒 会長・常務・局長出席 

25.06.24（月） （公社）千葉県畜産協会総会 プラザ菜の花 会長 

25.06.26（水） 

県議会健康福祉常任委員会 

 動物愛護・管理条例制定請願審議傍

聴 

県議会棟委員会室 局長 

25.06.27（木） （公社）日本獣医師会総会 明治記念館 会長・副会長・常務・局長 

25.06.30（日） 開業部会：第2回評議員会 県獣会館 会長・副会長・評議員他 

25.07.01（月） 日獣年次大会企画運営委員会 幕張メッセ国際会議場 
会長・副会長・常務・局長 

参与・事務局員1名 

25.07.04（木） 第2回県獣理事会 県獣会館 新体制理事初会議 

25.07.05（金） 鶏病研究会役員会 きぼーる 常務 

25.07.10（水） 
千葉市動物愛護フェスティバル（第2

回実行委員会） 

千葉市動物保護指導セン

ター 
常務 

25.07.12（金） 全国獣医師会事務事業推進会議 ホテルフロラシオン青山 常務・局長・事務局員2名 



25.07.14（日） 第2回関獣連理事・監事会 高崎ワシントンホテル 会長・副会長・常務・局長 

 

開催月日 会議等名 場所 内容・出席者等 

25.07.16（火） 千葉県動物愛護管理推進協議会 県庁南庁舎第4会議室 副会長出席（協議会長） 

25.07.18（木） 狂犬病予防対策委員会（１） 県獣会館 委員・常務・局長 

25.07.24（水） 獣医学術学会年次大会業務分担会議 幕張メッセ国際会議場 

会長・副会長・参与・常務・

局長、学術・感染症委員長

ほか 

25.07.25（木） 学術・感染症合同委員会（１） 県獣会館 委員、常務・局長 

25.07.26（金） 千葉しゃくなげ会打ち合わせ 割烹「波奈」 局長（監事） 

25.08.01（木） 学校飼育動物委員会（１） 県獣会館 各委員、常務・局長 

25.08.02（金） CAPP年次大会現地視察 
幕張メッセ国際会議場、

アパホテル等 
参与 

25.08.07（水） 広報委員会（１） 県獣会館 各委員、常務・局長 

25.08.08（木） 総務委員会（１） 県獣会館 各委員、常務・局長 

25.08.09（金） 年次大会第2アナウンス打合せ 県獣会館 タスプ、参与・局長 

25.08.14（水） 社会福祉委員会（１） 県獣会館 各委員、常務・局長 

25.08.20（火） 動物保護管理協会理事会 県獣会館 副会長（理事）、局長（監事） 

25.08.22（木） 厚生委員会（１） 県獣会館 各委員、常務・局長 

25.08.23（金） 獣医事政策・獣医事合同委員会（１） 県獣会館 各委員、常務・局長 

25.08.24（土） 
インターペット会場 

年次大会出展要請 

幕張メッセコンベンション

ホール 
会長、参与、局長 

25.08.25（日） 第15回全国学校飼育動物研究大会 
東京大学弥生講堂一条ホ

ール 
常務・局長 

25.08.29（木） 
千葉市動物フェスティバル実行委員

会 

千葉市動物保護指導セン

ター 
常務 

25.09.03（火） 動物愛護週間写真コンクール審査会 県獣会館 局長 

25.09.03（火） 千葉県馬事畜産振興協議会監査 県獣会館 会長（監事） 

25.09.04（水） 産業動物対策委員会（１） 県獣会館 各委員、常務・局長 

25.09.07（土） 開業部会懇親会 
群馬県渋川市伊香保 

  「岸権旅館」 
開業部会員、事務局ほか 

25.09.08（日） 
関東・東京合同地区獣医師大会・獣医

学術学会 

群馬県渋川市伊香保 

  「ホテル木暮」 
会員、事務局 

25.09.11（水） 千葉県オーエスキー病防疫協議会 プラザ菜の花 常務 

25.09.13（金） 日獣動物感謝デー出展者説明会 日獣事務局会議室 
局長、ほか出展希望者・県

生産販売振興課担当者 

25.09.15（日） 千葉市動物愛護フェスティバル2013 千葉ポートパーク 常務 

25.09.16（月） 柏市なかよし動物フェスティバル 柏の葉 副会長 

25.09.17（火） 船橋市動物フェスティバル打合せ 
ビビットスクウェアー南

船橋 
常務 

25.09.18（水） 学術・感染症合同委員会（２） 県獣会館 各委員、常務・局長 

25.09.19（木） 広報委員会（２） 県獣会館 各委員、常務・局長 

25.09.19（木） 日獣年次大会打合せ 県獣会館 
参与、タスプ、サンプラニ

ング 

25.09.21（土） なかよし動物フェスティバルin船橋 
ビビットスクウェアー南

船橋 
常務 

25.09.22（日） 
千葉県なかよし動物フェスティバル

２０１３ 
県動物愛護センター 会長、局長 



 

開催月日 会議等名 場所 内容・出席者等 

25.09.27（金） 千葉県馬事畜産振興協議会総会 競馬組合管理棟会議室 会長 

25.09.28（土） 小動物臨床フォーラム 
ホテルニューオータニ

（東京） 
副会長 

25.09.29（日） 京葉動物保護協会「動物慰霊祭」 京葉動物保護協会 副会長 

25.10.02（水） 県獣：獣医内視鏡実習セミナー 県獣会館実習室 学術委員会、会員 

25.10.05（土） 千葉県畜産フェアー 船橋競馬場 会長、局長 

25.10.06（日） 獣医臨床感染症学セミナー 
TKP ガーデンシティー千

葉 

会長・副会長、委員、会員 

ほか常務・局長、事務局員 

25.10.08（火） 関東地区獣医師会会長会議 
大宮市 

「ラフォーレ清水園」 
会長、局長 

25.10.09（水） 学校飼育動物委員会（２） 県獣会館 各委員、常務・局長 

25.10.11（金） 不妊去勢手術事業抽選会 県獣会館 
社会福祉委員長ほか事務局

全員 

25.10.23（水） 学校法人中村学園理事懇談会 中村学園 会長（同学園理事） 

25.10.25（金） 
日獣全国会長会議 

 同懇談会 
明治記念館 会長・副会長、局長 

25.10.31（木） 厚生委員会（２） 県獣会館 各委員、常務・局長 

25.11.01（金） 
船橋競馬「三里塚特別記念レース」表

彰式 
船橋競馬場 会長、常務 

25.11.02（土） 千葉県動物愛護セミナー 県教育会館 副会長、常務・局長 

25.11.06（水） 社会福祉委員会（２） 県獣会館 各委員、常務・局長 

25.11.07（木） 家畜防疫緊急時対応協定打合せ 県獣会館 
畜産課（室長・主幹） 

常務・局長 

25.11.07（木） 県獣：超音波診断技術セミナー 県獣会館実習室 学術委員、会員 

25.11.08（金） 
千葉県狂犬病予防・動物愛護管理業務

連絡会議及び研修会 

県聴覚障害者センター３

階多目的ホール 

会長、狂犬病予防対策委員、

社会福祉委員、常務・局長

等 

25.11.13（水） 千葉県動物愛護管理推進協議会 県教育会館 副会長 

25.11.15（金） 
狂犬病予防集合注射市長会・町村会事

前協議 

自治会館８階 

（市長・町村会事務局 

会長、常務・局長 

 （事務局長・次長・課長） 

25.11.19（火） 動物保護管理協会理事会 県獣会館 副会長、局長 

25.11.20（水） 
獣医事政策・獣医事同道委員会 

 年次大会実行委員拡大会議 
県獣会館 

会長・副会長、各委員 

参与・常務・局長 

25.11.21（木） 総務委員会（２） 県獣会館 各委員、常務・局長 

25.11.22（金） 日本全薬本部長年次大会協力打合せ 県獣会館 会長、参与 

25.11.24（日） 第3回開業部会議員会 県獣会館 
開業部会評議員・監事 

会長・副会長、ほか事務局 

25.11.25（月） 関東しゃくなげ会千葉支部研修会 農済連中央家畜診療所 局長 

25.11.26（火） 第2回家畜衛生業務評議委員会 プラザ菜の花 常務 

25.11.28（木） 第3回理事会 県獣会館 
会長・各副会長、各理事・

監事 事務局全員 

25.12.03（火） 公益法人監査 県獣会館 
会長、副会長、常務、局長、

事務局員全員 

25.12.06（金） 
12月定例県議会一般質問傍聴 

（山中県議質問） 
県議会本会議場 会長、局長 

25.12.09（月） ナイスポークちば活動報告会 ホテルミラマーレ 会長 



 

開催月日 会議等名 場所 内容・出席者等 

25.12.11（水） 日獣年次大会実行委員会 アパホテル 
会長・副会長、常務、局長、

参与 

25.12.12（木） 学校飼育動物委員会 県獣会館 常務、局長 

25.12.18（水） 県家畜保健衛生業績発表会 県文化会館 会長・副会長、局長 

25.12.19（木） 総務・(開)厚生委員会合同会議 県獣会館 常務、局長 

26.01.07（火） 新春賀詞交歓会（千葉日報社） 京成ミラマーレ 会長・副会長、常務、局長 

26.01.08（水） 年次大会運営責任者打合せ 県獣会館 副会長、常務、局長、参与 

26.01.09（木） 愛犬フラワー学園ﾊﾟｰﾃｨ  ー 京成ミラマーレ 会長、局長 

26.01.09（木） 広報委員会（３） 県獣会館 常務、局長 

26.01.16（木） 狂犬病予防対策委員会 県獣会館 常務、局長 

26.01.24（金） TKC税務セミナー 船橋FACEビル 事務局員2名 

26.01.26（日） 千葉市獣新年会 京成ホテルミラマーレ 会長、常務、局長 

26.01.27（月） 森英介先生年次大会臨席要請 衆議院第1議員会館 会長、局長 

26.01.29（水） 学校飼育動物委員会（４） 県獣会館 常務、局長 

26.01.30（木) しゃくなげ会打合せ 日獣会館 局長 

26.02.06（木） 埼玉県獣新春懇談会 大宮ラホーレ清水園 会長、局長 

26.02.07（金） 内科アカデミー パシフィコ横浜 副会長 

26.02.09（日） 年次大会打合せ 県獣、アパホテル 副会長、常務、局長、参与 

26.02.21（金）

～23（日） 
日獣学術学会年次大会 幕張メッセ 

会長・副会長、常務、局長。

参与、事務局員 

26.02.24（月） 第3回ﾁﾊﾞｻﾞﾋﾞｰﾌ枝肉共励会前夜祭 第1ホテル東京ｼｰﾌｫｰﾄ 会長 

26.03.06（日） 第3回関獣連理事会 ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ高崎 会長・副会長、常務、局長 

26.03.12（水） 社会福祉委員会（３） 県獣会館 常務、局長 

26.03.13（木） 広報委員会（４） 県獣会館 常務、局長 

26.03.14（金） 年次大会日獣御礼挨拶 日獣会館 会長、局長 

26.03.16（日） 第4回評議員会 県獣会館 
会長・副会長、常務、局長、

参与、事務局員 

26.03.18（火） （公財）県動物保護管理協会理事会 県獣会館 副会長、局長 

26.03.18（火） 中村学園卒業式 東京ﾍﾞｲ舞浜ホテル 会長 

26.03.20（木） 第4回理事会 県獣会館 
会長・副会長、常務。局長、

参与、事務局員 

26.03.24（月） （公社）県畜産協会理事会 プラザ菜の花 会長 

26.03.25（火） （公財）県動物保護管理協会評議員会 県獣会館 副会長 

26.03.26（水） 団体会社部会連絡会議 東天紅 
会長・副会長、常務、局長、

参与 

26.03.28（金） 
家畜伝染病発生時における防疫対策

業務に関する協定締結式 
プラザ菜の花 岩田副会長、事務局長 

26.03.30（日） 動物慰霊祭（京葉動物保護協会） 京葉動物保護協会 副会長 

26.03.31（月） 中村学園新校舎落成記念式典 中村学園Ｎタワー 会長 

 


