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Ⅰ．令和元年度事業報告 

【統括的事項】 

獣医学術・技術の研鑽と振興を基盤とする事業運営を基本方針として、獣医事の発展と畜産振興、

獣医公衆衛生及び動物の保健衛生・福祉の向上等の実現に向けて広く社会に貢献するため、次のと

おり事業を実施した。 
 
１．公益目的事業 

（１）獣医学術、獣医療の専門的知識・技能の普及並びに人材育成を図る事業 

  獣医師としての資質と信頼性の確保を図ることを目的として、島根県獣医学会を開催すると共

に、本県で獣医学術中国地区学会を開催し、また、東京都で開催された日本獣医師会獣医学術学

会年次大会において本会会員が講演（発表）するとともに、これらの学会に参加をして獣医学術

の研鑽に努めた。 

また、中国地区で開催される産業動物、小動物、獣医公衆衛生の講習会へ積極的に参加して資

質の向上に努めた。 

平成 26 年 7 月、島根県医師会と学術協力に関する協定書を締結したことを受けて、昨年度に

つづいて、島根県医師会の日本医師会生涯教育講座（西部会場）の中で特別講演を行なうととも

に島根大学医学部において公開講義を行った。 

また、島根県獣医学会では「島根の絶滅動物～島根大学総合博物館所蔵“オキウマ・ニホンア

シカ”標本を中心に～」と題して島根大学総合博物館教授会下和宏先生による市民公開講座を開

催した。 
 

（２）人畜共通感染症、特に狂犬病の予防対策及び正しい知識の普及啓発を図る事業 

狂犬病予防法に基づく狂犬病予防対策を各地域で円滑に推進するために、県並びに市町村と連

携を密にし、予防注射の実施、注射済票の交付業務や犬の登録、予防注射などの電算処理を本会

が委託を受けるとともに、啓発用ポスター、パンフレット等を作成して狂犬病予防の啓発や予防

注射業務の円滑な推進に努めた。 
 

（３）飼育動物に関する保健衛生の向上並びに動物愛護思想、動物福祉の増進及び野生動物保護の

普及啓発を行う事業 

動物愛護及び管理に関する施策の推進及び野生鳥獣保護活動に取り組み、社会的責務を果たす

ことを目的として、傷病野生鳥獣に適切な治療を提供するとともに、保健所に収容または保護さ

れた動物に必要な治療を提供した。また、保健所から譲渡される猫へ不妊去勢手術を行うことに

より猫の適正飼養の推進を図った。 

また、「犬のしつけ方教室」を行うとともに、保健所の実施する動物愛護週間事業にて動物の無

料健康相談を実施するなど住民に対し動物愛護への理解と関心を深める取り組みを行なった。  
 
２．相互扶助等事業 

（１）獣医師福祉共済事業 

本会会員向けの獣医師福祉共済（獣医師総合福祉生命共済・獣医師賠償責任保険）の加入促進

並びに取次業務を行った。 
 
（２）用品（各種証明書・医薬品指示書等）の頒布事業 

  本会会員向けの獣医事の向上や獣医師の福祉の向上に必要な獣医関連用品の頒布業務を行った。 
 
３．関係機関及び団体が実施する諸事業への協力 

島根県畜産振興協会と連携強調を密にし、指定獣医師による予防注射の円滑な推進を図ると共に

食の安全・安心及び動物由来感染症予防に係る情報の提供等に努めた。 
 
４．小動物開業獣医師の活動支援 

小動物開業獣医師間の連絡、協調を図りながら、狂犬病予防業務の円滑な実施を図ると共に学術、

獣医事等の向上に努めた。 

 



- 2 - 

 

Ⅱ．事業の概況 

１．各種会議の開催 

（１）令和元年度通常総会 日 時 令和元年 5月 30日（木）15：00～ 

           会 場 松江市朝日町 松江テルサ 

出席者 30名（委任状 156名） 

議  事 

第 1号議案 平成 30年度事業報告及び収支決算の承認について 

第 2号議案 名誉会員の推薦について 

第 3号議案 役員の選任について 

第 4号議案 その他について 

       顧問の委嘱について 

報 告 事 項  令和元年度事業計画及び収支予算等について 

 

（２）正副会長会議 

ア 第 1回正副会長会議  日時 令和元年 7月 15日（月）13：00～  

場所 出雲市駅前町 ビッグハート出雲  

出  席 会長 安食政幸 副会長 山根一眞 副会長 飯島幸伸 常務理事 増田省一 

協議事項 

〇令和元年度獣医学術中国地区学会における日獣会長・中獣連会長表彰の候補者 

〇令和元年度中国地区獣医師会連合会の要望事項 

〇畜犬登録システムの更新について 

〇獣医学術中国地区学会における広告と展示の募集 

〇女性部会の設立 

〇賛助会員の募集 

〇寄付金の募集 

〇会員の拡大（非会員への勧誘） 

〇KIDSフェス 

〇動物病院で使用する消耗品の斡旋 

〇理事会の活性化 

 

イ 第 2回正副会長会議  日時 令和元年 9月 8日（日）13：00～       

場所 出雲市塩冶有原町 ニューウェルシティ出雲 

出  席 会長 安食政幸 副会長 山根一眞 副会長 飯島幸伸 常務理事 増田省一 

協議事項 

〇おしごと体験 KIDSフェス 

〇令和元年度獣医学術中国地区学会 

  〇島根県小動物開業獣医師会について 

  〇中国地区獣医師会連合会開業部会連絡協議会の開催案内 

  〇令和元年度小動物開業獣医師会通常総会議案 

〇公益社団法人島根県獣医師会賛助会員規程について 

報告事項 

  〇寄付金の税法上の優遇措置について 

〇山陰中央新報社のペットフォト募集について 

〇家畜自衛防疫事業に係る予防注射料金の改定について 

〇第 4回理事会の出席状況について 

〇女性部会設立準備会 

 

（３）理事会 

ア 第 1回理事会 日時 令和元年 5月 10日（金）13：30～ 

場所 松江市殿町 サンラポーむらくも 3階 千鳥 
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協議事項 

第 1号議案 令和元年度通常総会附議事項について 

第 2号議案 名誉会員の推薦について 

第 3号議案 永年会員銀杯贈呈について 

第 4号議案 役員の選任について 

第 5号議案 職務執行状況に関する件（業務運営概況等を含む） 

第 6号議案 その他 

その他 ・令和元年度新入会員の状況 

 

イ 第 2回理事会 日時 令和元年 5月 30日（木）16：40～ 

場所：松江市朝日町 松江テルサ 4階 大会議室 

協議事項 

第 1号議案 役員（会長・副会長・常務理事）の選任について 

第 2号議案 理事の代行順序について 

その他 ・理事会運営規則について 

   ・監事監査規程について 

       ・役員就任承諾書、略歴書の提出について 

 

ウ 第 3回理事会 日時 令和元年 7月 28日（日）13：30～ 

場所 松江市殿町 島根県民会館 304 会議室 

  協議事項 

第1号議案 女性部会の設立について 

    第2号議案 会員の拡大について (1)非会員への勧誘 

(2)賛助会員の募集について 

第3号議案 寄付金等の募集について (1)寄付金のお願い 

                           (2)募金のお願い 

   第4号議案 獣医学術中国地区学会における広告掲載等の募集について 

第5号議案 犬管理登録システムの更新 

第6号議案 動物病院（会員）への支援 (1)消耗品の斡旋 

                              (2)「島根県獣医師会会員証」の作成 

第7号議案 おしごと体験KIDSフェス 

第8号議案 理事会の役割について  

第9号議案 その他 

その他 ・令和元年度島根県獣医学会について 

 

エ 第 4回理事会 日時 令和元年 9月 23日（月）13：30～ 

場所 松江市殿町 島根県民会館 304 会議室 

報告事項 

・島根県獣医学会（8月 1日（木）松江テルサ） 

・おしごと体験 KIDSフェス（9月 16日（月）くにびきメッセ） 

     ・女性部会設立準備会（9月 19日（木）島根ＪＡビル別館 5階 会議室） 

協議事項 

第1号議案 公益社団法人島根県獣医師会賛助会員規程（案）について 

   第2号議案 寄付金の受け入れについて 

   第3号議案 動物愛護募金の実施について 

   第4号議案  その他 

その他 ・獣医学術中国地区学会について 

・島根県医師会との連携事業について 
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オ 第 5回理事会 日時 令和元年 12月 12日（木）15：00～ 

場所 松江市朝日町 松江テルサ 4階 特別会議室 

報告事項 

・令和元年度獣医学術中国地区学会について 

   ・島根県医師会と共同開催による令和元年度日本医師会生涯教育講座について 

   協議事項 

    第 1号議案 令和元年度前半期の執行状況について 

    第 2号議案 公益社団法人島根県獣医師会賛助会員規程について 

    第 3号議案 職務執行状況に関する件（業務運営状況等を含む） 

第 4号議案 その他 

その他 ・会報について 

・日本獣医師会獣医学術学会年次大会（東京）  

       ・小動物臨床講習会（主催 島根県獣医師会） 

 

カ 第 6回理事会 日時 令和 2年 3月 19日（木）13：30～  

場所 松江市殿町 島根県民会館 304会 議室 

協議事項 

    第 1号議案 寄付金の受け入れについて 

第 2号議案 令和 2度会費の徴収額・徴収方法及び入会金の承認について 

第 3号議案 令和 2年度の事業計画及び会計収支予算の承認について 

第 4号議案 令和 2年度各事業予算内の流用について 

第 5号議案 令和 2年度一時借入金の最高限度額について 

第 6号議案 令和 2年度通常総会日程について 

第 7号議案 令和 2年度島根県獣医学会の日程について 

第 8号議案 保有財産から遊休財産への移行金額について 

第 9号議案 付帯決議 

第 10号議案 その他 ・理事の業務担当制について 

・部会の活性化について 

・旅費の見直しについて 

その他 ・当面の日程 

・犬管理登録システムの導入について 

 

（４）監査会 

ア 平成 30年度年度後半期監査会  日時 平成 31年 4月 25日（木）13：30～ 

場所 松江市殿町 島根ＪＡビル 5Ｆ 小会議室  

 ①平成 30年度後半期の業務報告 

 ②監査 

 ③代表監事による講評 

 

イ 令和元年度前半期監査会     日時 令和元年 12月 4日（水）10：00～ 

場所 松江市殿町 島根ＪＡビル別館 5階 会議室 

①令和元年度前半期の業務報告 

   ②監査 

③代表監事による講評 

 

（５）その他の会議 

ア 令和元年度役員推せん会議   日時 令和元年 5月 30日（木）14：30～ 

場所 松江市朝日町 松江テルサ 4階 研修室１ 

   ①役員候補者の選任について 

   ②その他 
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イ 令和元年度支部長・事務局担当者合同会議  

日時 令和元年 6月 20日（木）11：00～ 

場所 松江市朝日町 松江テルサ 4階 中会議室 

報告及び協議事項 

(1)令和元年度支部必要経費及び会計科目について 

   (2)令和元年度会費の徴収及び徴収方法並びに入会金について 

    (3)事業運営検討委員会の答申について 

     (4)令和元年度島根県獣医師会主要事業について 

(5)その他 ・第25回参議院議員選挙について 

        ・島根県獣医師会慶弔規程について 

・頒布物品について 

 

ウ 令和元年度島根県獣医学会委員会 日時 令和元年 6月 20日（木）13：30～ 

場所 松江市朝日町 松江テルサ 4階 中会議室 

報告及び協議事項 

(1)令和元年度島根県獣医学会の学会役員及び委員について 

(2)令和元年度獣医学術中国地区学会について 

(3)令和元年度島根県獣医学会について 

(4)交流会の開催（学会終了後、松江テルサにて交流会を企画） 

(5)令和元年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会について 

(6)その他 

 

エ 女性部会の設立準備会  日時 令和元年 9月 19日（木）13：30～15：30 

場所 松江市殿町 島根ＪＡビル別館 5階 会議室 

出 席 者 永海妃砂美（松江保健所）      廬原美鈴（食肉衛生検査所） 

山下由紀子（松江家畜保健衛生所）  東 智子（出雲家畜保健衛生所） 

        塚根悦子（アスリー動物病院）    板井恵子（雲南家畜診療所） 

安食政幸（会長） 飯島幸伸（副会長） 増田省一（常務理事） 

情報提供 

(1)島根県獣医師会における女性獣医師の現状 

(2)日本獣医師会の取り組みについて 

協議事項 

・女性部会の設立について 

・その他 

 

オ 令和元年度第１回公衆衛生・開業合同部会 

・日 時 令和元年 12月 12日（木）13：30～ 

・場 所 松江市朝日町 松江テルサ 4階特別会議室 

・協議事項 ・令和 2年度狂犬病予防注射推薦獣医師の承認について 

      ・狂犬病予防事業の推進について 

      ・その他 

 

（６）中国地区獣医師会連合会 

１）平成 31年度中国地区獣医師会連合会定期総会  日時 平成 31年 4月 11日（木）14：00～ 

場所 米子ワシントンホテルプラザ 

   参加者 会長 安食政幸 副会長 飯島幸伸 常務理事 増田省一 嘱託職員 河野純子 

議 題 第 1号議案 平成 30年度事業報告及び収支決算について 

第 2号議案 平成 31年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

第 3号議案 平成 31年度負担金の徴収（案）について 
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第 4号議案 役員の選任について 

第 5号議案 諸会議・講習会等の輪番（案）について 

  

２）令和元年度中国地区獣医師会事務局会議  日時 令和元年 6月 13日（木）14：20～ 

場所 松江市朝日町 松江テルサ 4階研修室１ 

参加者 会長 安食政幸 副会長 飯島幸伸 常務理事 増田省一 嘱託職員 河野純子 

協議事項 

    (1)令和元年度事業計画について  

(2)日本獣医師会中国地区理事候補者について 

(3)日本獣医師会職域別部会の常任委員会委員候補の推薦について 

(4)獣医学術講習会等の開催について  

(5)日本獣医師会会長及び中国地区獣医師会連合会会長表彰候補者の推薦について 

      (6)2019動物感謝デー in JAPAN“World Veterinary Day”に係る出展等について 

(7)令和元年度の要望事項について  

     (8)その他 

 

３）令和元年度獣医学術中国地区学会幹事会 日時 令和元年 6月 13日（木）15：00～ 

場所 松江市朝日町 松江テルサ 4階研修室１ 

参加者 産業動物幹事 安部茂樹 小動物幹事 山根一眞 公衆衛生幹事 福島 博 

会長 安食政幸 副会長 飯島幸伸 常務理事 増田省一 嘱託職員 河野純子 

協議事項 

(1)令和元年度獣医学術中国地区学会開催計画（案）について 

(2)令和元年度獣医学術中国地区学会開催要領（案）について 

(3)令和元年度獣医学術中国地区学会講演要旨記入要領（案）について 

(4)獣医学術地区学会における地区学会長賞の演題数について 

(5)その他 

報告事項 

・獣医学術地区学会の運営の在り方（案）について 

 

（７）日本獣医師会 

１）日本獣医師会第 76回通常総会  日時 令和元年 6月 25日（火）13：30～ 

                   場所 東京都港区 明治記念館 2階 蓬莱の間 

   参加者 会長 安食政幸 

   議 事 第 1号議案 平成 30年度事業報告の件（報告事項） 

       第 2号議案 平成 30年度決算の件（報告事項） 

       第 3号議案 令和元年度事業計画の件（報告事項） 

       第 4号議案 令和元年度予算の件（報告事項） 

       第 5号議案 令和元年度会費及び賛助会員の件（承認事項） 

       第 6号議案 役員改選の件（承認事項） 

       

 ２）令和元年度全国獣医師会事務・事業推進会議  日時 令和元年 7月 12日（金）14：00～ 

                          場所 東京都港区 明治記念館 1階 曙 

   参加者 常務理事 増田省一 嘱託職員 河野純子 

   内 容 日本獣医師会の各担当から事務事業について説明 

  

３）令和元年度全国獣医師会会長会議   日時 令和元年 10月 4日（金）14：00～ 

                     場所 ホテルルポール麹町 3階 マーブル 

   参加者 会長 安食政幸、常務理事 増田省一 

   内 容 説明報告事項 
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       ・北海道胆振東部地震に関する件 

       ・2019動物感謝デーin JAPAN“World Veterinary Day”に関する件 

       ・獣医学術学会年次大会に関する件 

       ・2022アジア獣医師会連合（ＦＡＶＡ）大会に関する件 

       ・特別委員会に関する件 

       ・部会員会に関する件 

       ・当面の課題への対応方針（ロードマップの策定）に関する件 

・獣医学術地区学会に関する件 

       ・マイクロチップ登録料に関する件 

       連絡事項 

       ・当面の主要会議等の開催計画に関する件 

 

（８）各支部総会 

出雲支部総会（出雲市）  令和元年 5月 15日（水） 

松江支部総会（松江市）  令和元年 5月 22日（水） 

石東支部総会（大田市）  令和元年 5月 22日（水） 

浜田支部総会（浜田市）  令和元年 5月 24日（金） 

石西支部総会（益田市）  令和元年 6月 27日（木） 

  隠岐支部総会（隠岐の島町）令和元年 7月 10日（水） 

 雲南支部総会（雲南市）  令和元年 7月 30日（火） 

  安来支部総会（安来市）  令和 2年 2月 6日（木） 

 

２．主な事業の概要 

（１）学会等の開催及び参加 

１）島根県獣医学会  日時 令和元年 8月 1日（木）9：00～ 

場所 松江市朝日町 松江テルサ 4階 大会議室 

発表演題数 29題 産 業 動 物 部 門  15題（中国地区 8題） 

小 動 物 部 門  3題（中国地区 3題） 

獣医公衆衛生部門 11題（中国地区 8題） 

学会長賞及び知事賞 

  【県知事賞】 

・受賞者 小谷麻祐子（島根県保健環境科学研究所） 

演 題 同一由来株でベロ毒素産生能の異なる腸管出血性大腸菌 O157 が分離された集

団感染事例 

【学会長賞】 

・受賞者 野中雄一（のなか動物病院） 

演 題 薬剤の変更により良好な反応を認めた好酸球性プラークの猫の１例 

    ・受賞者 加藤圭介（株式会社益田大動物診療所） 

演 題 黒毛和種肥育牛におけるビタミン D欠乏による低カルシウム血症の発生 

   【市民公開講座】 

  日 時 令和元年 8月 1日（木）15：10～16：10 

場所 松江市朝日町 松江テルサ 4階 大会議室 

テーマ 『島根の絶滅動物』 

～島根大学総合博物館所蔵“オキウマ・ニホンアシカ”標本を中心に～ 

講 師 島根大学総合博物館 教授 会下和宏 先生 

交流会の開催 

   学会終了後、松江テルサ 4階 研修室１を会場にケータリングで交流会を開催。 

   参加者 27名 
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２）平成元年度獣医学術中国地区学会  日時 令和元年 10月 19日（土）～20日（日） 

                                     場所 松江市朝日町 松江テルサ 

【表彰関係】 

・公益社団法人日本獣医師会会長功労者表彰   12名（島根県 2名） 

・中国地区獣医師会連合会功労者表彰      22名（島根県 6名） 

・平成 28年度地区学会優秀研究発表者褒賞    11名（島根県１名） 

【発表演題】 

・日本産業動物獣医学会  37題（島根県 8題） 

・日本小動物獣医学会   47題（島根県 3題） 

・日本獣医公衆衛生学会  28題（島根県 8題） 

【中国地区学会長賞】（島根県関係） 

日本獣医公衆衛生学会（中国地区） 

〇腸管出血性大腸菌O157の IS629プロファイルデータに基づく系統樹解析と stx2産生力

価の比較                               川瀬 遵（島根県保健環境科学研究所） 

   【学会参加者】 

    ・279名（鳥取県 35名、島根県 99名、岡山県 53名、広島県 53名、山口県 39名） 

   【市民公開講座】 

    ・日 時 令和元年 10月 19日（土）15：20～16：50 

    ・場 所 松江テルサ１階 テルサホールＢ 

    ・演 題 『野生動物と人獣共通感染症』 

～One Healthの視点で野生動物と人獣共通感染症の関係を考えてみよう！～ 

    ・座 長 田原研司（島根県薬事衛生課長） 

    ・講 師 金森弘樹（島根県中山間地域研究センター研究調整監） 

         川瀬 遵（島根県保健環境科学研究所細菌科長） 

         三田哲朗（島根県保健環境科学研究所ウイルス科長） 

 

３）令和元年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会（東京） 

    ・日 時 令和 2年 2月 7日（金）～9日（日） 

    ・場 所 東京国際フォーラム 

    ・参加者 7名 

    ・本会会員の講演 

日本獣医公衆衛生学会 

〇腸管出血性大腸菌 O157の IS629プロファイルデータに基づく系統樹解析と stx2産生

力価の比較               川瀬 遵（島根県保健環境科学研究所） 

 

（２）講習会関係 

ア 令和元年度産業動物臨床講習会（中国地区） 

・日 時 令和 2年 2月 1日（土） 

・場 所 広島市 ガーデンパレス広島 

・主 催 公益社団法人広島県獣医師会 

・演 題 「牛乳房炎の抗菌剤治療を考える」 

・講 師 麻布大学獣医学部 篠塚康典 先生 

・参加者 50名（本会会員 3名） 

イ 令和元年度小動物講習会（中国地区） 

・日 時 令和 2年 2月 2日（日） 

・場 所 山口市 山口県農業共済組合 

・主 催 公益社団法人山口県獣医師会 

・演 題 「一般開業医がマスターする整形外科」 

・講 師 奈良動物二次診療クリニック 院長 米地謙介 先生 

・参加者 64名（本会会員 3名） 
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ウ 令和元年度獣医公衆衛生講習会（中国地区） 

・日 時 令和 2年 1月 25日（土） 

・場 所 米子市 米子コンベンションセンター 

・主 催 公益社団法人鳥取県獣医師会 

・演 題 「伴侶動物由来薬剤耐性菌の現状」 

・講 師 鳥取大学農学部共同獣医学科臨床獣医学講座獣医内科学教育分野  

准教授 原田和記 先生 

・参加者 27名（本会会員 7名） 

 

エ 島根県医師会との学術連携 

日本医師会生涯教育講座における動物由来感染症の講演 

   ・日 時 令和元年 12月 1日（日） 

   ・場 所 浜田市医師会館（テレビ中継会場 県内 6ヶ所） 

   ・演 題 動物における SFTSなどウイルス性病原体の保有状況と発症者の診療について 

   ・講 師 島根県保健環境科学研究所ウイルス科科長 三田哲朗（獣医学博士）先生 

                  ～動物のウイルス保有状況や感染経路等について～ 

         益田赤十字病院総合診療科部長 岡本栄祐 先生 

         ～SFTSなどダニ由来感染症の発症者の診断や治療等について～ 

   ・参加者 104名（医師会関係 78名、本会関係 26名） 

 

（３）狂犬病予防業務 

１）市町村から業務委託 

   ①登録原簿の電算処理業務 

      10市町：出雲市 益田市 安来市 雲南市 奥出雲町 川本町 美郷町 邑南町 

海士町 隠岐の島町 

②集合注射における推薦獣医師の派遣業務 

      15市町：浜田市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市 奥出雲町 飯南町  

川本町 美郷町 邑南町 津和野町 吉賀町 海士町 西ノ島町 

③犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票交付業務 

      5市：浜田市 益田市 大田市 江津市 雲南市 

 

（４）動物愛護思想の普及啓発 

 １）犬のしつけ方教室（島根県及び松江市からの委託事業） 

   ア 松 江 市 日 時 令和元年 9月 21日（土）10：30～12：00 

           場 所 松江市東津田町 いきいきプラザ島根 第 2駐車場 

           講 師・犬 の 適 正 飼 育 島根県獣医師会 増田省一 

             ・日常手入れのポイント 松江総合ビジネスカレッジ動物科 山内 瞳 

・犬 の し つ け 方 松江愛犬訓練所 今井義孝 

          参加者 松江保健所主催「来て・見て・さわって動物愛護 2019」の会場にて 

    

イ 江 津 市 日 時 令和元年 10月 26日（土）10：00～11：30 

          場 所 江津市江津町 江津市役所 Ａ棟下駐車場 

          講 師・犬の適正飼育 島根県獣医師会 増田省一 

             ・犬のしつけ方 いそべ警察犬・愛犬訓練所 磯辺祥平 

          参加者 23名 

ウ 奥出雲町 日 時 令和元年 11月 3日（日）10：00～12：00 

         場 所 奥出雲町三成 奥出雲町仁多庁舎 

          講 師・犬 の 適 正 飼 育 島根県獣医師会 増田省一 

             ・日常手入れのポイント 松江総合ビジネスカレッジ動物科 岡本 綾 

・犬 の し つ け 方 松江愛犬訓練所 今井義孝 

          参加者 18名（9頭） 
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エ 浜 田 市 日 時 令和元年 12月 1日（日）14：00～16：00 

           場 所 浜田市金城町 かなぎウェスタンライディングパーク 

           講 師・犬の適正飼育 島根県獣医師会 増田省一 

              ・犬のしつけ方 松江愛犬訓練所 今井義孝 

           参加者 28名（18頭） 

 

２）動物愛護に関する啓発資材の作成（島根県からの委託事業） 

  ①生活応援情報誌「りびえ～る」に意見広告 

    令和元年 8月 25日号の「りびえ～る」に掲載 

   ②おしごと体験 KIDSフェスに協賛（別途記載） 

   ③動物愛護啓発資材の作成 

    ・アニマルエコバックの作成 

     アニマルデプトエコバッグに“動物愛護週間”と印刷して 480個作成 

    ・動物愛護啓発冊子“地域猫活動のすすめ”の作成 

A5サイズ 8ページカラー中綴じ仕上げで 500部作成 

④飼い犬の適正飼育に関するチラシを作成して市町村・動物病院等に配布 

    A4両面カラー刷りで 9,000枚作成 

⑤狂犬病予防に関するポスターを作成して市町村・動物病院等に配布 

B3片面カラー刷りで 400枚作成 

⑥犬の登録と狂犬病予防注射に関する告知 

    ・路線バスに前幕の掲示 

松江市営のバス（27台）に 20日間掲示 

     石見交通のバス（30台）に 20日間掲示 

    ・市町の公用車等に前幕の掲示 

     前幕 21枚（大 7枚、小 14枚）を作成し要望にあった市町に配布 

   ⑦りびえ～る 8月 25日号に 2段抜きの広告 

    ・広告掲載に合わせて、りびえ～るが見開き 2面の動物愛護に関する特集を掲載 

 

３）保健所譲渡猫不妊去勢手術費用助成事業（島根県及び松江市からの委託事業） 

  対  象 保健所が譲渡した猫 

  助成内容 不妊手術 1万円／頭、去勢手術 5千円／頭 

  助成方法 保健所が譲渡した猫（クーポン券を持参）が協力動物病院において不妊去勢手術

を行うとメス 1万円又はオス 5千円を差し引いて飼育者に請求する。 

        動物病院はクーポン券を島根県獣医師会に送付し、引き換えに 1万円又は 5千円

を受け取る。 

   協力動物病院 34件（非会員 13件） 

   実   績  島根県： オス  24件  メス  33件  計  57件 

        松江市： オス  20件  メス  25件  計  45件     

   

 ４）負傷動物及び収容動物診療等業務（島根県及び松江市からの委託事業） 

業務内容 保健所に収容された動物（犬猫等）の治療等をこの事業に参加する動物病院に

おいて行った場合に治療等にかかった経費を負担する。ただし、上限は 5万円。 

   参加動物病院 13施設 

      実  績 島根県： 81件（診療  45件 健康診断等 36件） 

        松江市：169件（診療 101件 健康診断等 68件） 

 

５）島根県傷病野生鳥獣救護ドクター事業（島根県からの委託事業） 

業務内容 傷病野生鳥獣の治療等をこの事業に参加する動物病院において行った場合に治療

等にかかった経費を予算の範囲内で負担する。 
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傷病野生鳥獣救護ドクター：7名 

救護実績 

区 分 持込み数 
内   訳 

看護日数 
復帰数 復帰不能数 その他 

鳥類 12 12 0 0 110 

獣類 － － － － － 

合計 12 12 0 0 110 

 

６）身体障害者補助犬の健康管理支援（島根県獣医師会単独事業） 

   事業内容 身体障害者補助犬（盲導犬など）の健康管理を支援するため、狂犬病ワクチン及

び 8種混合ワクチン等の接種費用を本会が負担する。 

   支援実績 

獣医師 身体障がい者補助犬 狂犬病ワクチン 8種混合ワクチン等 

5名 盲導犬 7頭 6頭 

 

７）おしごと体験 KIDSフェス（島根県からの委託事業） 

         日時 令和元年 9月 16日（月）10：30～16：00 

                      場所 松江市学園南 くにびきメッセ 

業務内容 小型犬を用いて、子ども達に体温や心音測定などを通して獣医師の業務体験。 

   準備するもの ・小型犬 4頭（松江総合ビジネスカレッジ） 

          ・白衣、聴診器、体温計、使い捨て手袋、消毒液、子ども用カルテなど 

   スタッフ 畜産課 2名 薬事衛生課 2名 獣医師会 7名（小動物開業獣医師 4名） 

        松江総合ビジネスカレッジ 3名 

   参加した子ども達 1回 30分（4人×2班）を 9回 延べ 72人 

【獣医師に関する相談コーナー開設】 

   場 所 くにびきメッセ内の休憩コーナー 

   内 容 島根県作成の獣医師採用ポスターを掲示するとともに日本獣医師会作成のパンフレ 

ット及び畜産課作成の奨学金制度や獣医系大学などに関するチラシを用意して、来 

場している保護者などから問い合わせに対応した。 

 

８）マイクロチップ普及キャンペーン（島根県獣医師会単独事業） 

   日本獣医師会の事業で各地方獣医師会に配布されたマイクロチップを活用して、登録料

1,000円のみで装着するキャンペーンを実施。 

  ・期  間 令和元年 8月 25日（日）～10月 31日（木） 

  ・内  容 装着希望者を募集して会員の動物病院において登録料 1,000円のみで装着する。 

・周知方法 りびえーる 8月 25日号に募集案内を掲載 

・応募頭数 45頭 

 

９）動物の健康相談（島根県獣医師会単独事業） 

   松江保健所 日    時 令和元年 9月 21日（土）13：00～16：30 

         場    所 松江市東津田町 いきいきプラザ島根（松江保健所動物管理棟横） 

         獣 医 師 河合賢治（松江動物病院） 

         相談件数 8件 

そ の 他 松江保健所主催の「来て・見て・さわって動物愛護 2019」において

実施 
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（５）その他 

１）コウノトリのヒナ足環装着の見学 

   日 時 令和元年 5月 20日（月）9：30～12：00 

場 所 雲南市大東町仁和寺 2435-11 市立西小学校 

   参加者 出雲市トキ分散飼育センター 川上祐治  

常務理事 増田省一 

   内 容 コウノトリの郷公園の職員が行なうコウノトリのヒナの健康観察（検体採取含む）

及び足環装着の体験。 

 

２）2019動物感謝デー in JAPAN “World Veterinary Day”への参加 

・主 催 公益社団法人日本獣医師会 

・日 時 令和元年 10月 5日（土） 

・場 所 駒沢オリンピック公園 

・参加内容 中国地区獣医師会連合会のブースにおいて、中国各県獣医師会とともに各県の 

観光パンフレット及び粗品を来場者に配布。 

 

 ３）令和元年台風 15・19・21号等災害動物救護活動等支援金 

   令和元年 11月 12日付け島獣発第 148号で「令和元年台風 15・19・21号等災害動物救護活 

動等支援金」の募集を行う。 

   募金の期間：令和元年 12月 27日（金）まで 

   募金参加者：9名 

   募 金 額：126,456円（令和元年度獣医学術中国地区学会における募金 43,456円含む） 


