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Ⅰ．令和 2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、開催を予定していた島根県獣医

学会は新型コロナウイルス感染症の全国的な流行に伴い非常事態宣言が発令されたことを受けて

中止とし、また、獣医学術中国地区学会及び日本獣医師会獣医学術学会年次大会も中止となった。 

また、中国地区獣医師会連合会にて、各県が持ち回りで開催していた産業動物、小動物、獣医

公衆衛生の講習会も中止となった。 

このため、日本獣医師会が令和 2年度獣医学術年次大会開催代替企画として開催した「時代の

ニーズに応じる獣医療を目指して」と題するオンラインセミナーの聴講について会員へ周知する

とともに、リモートで開催される研修会や講習会などについて情報提供を行った。 

 

（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、予防注射の実施や市町村の実施する犬の登録管理業務に係る事務を受託するととも

に、啓発用ポスターや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に努めた。 

また、「犬のしつけ方教室」を開催して、犬の適正飼養を推進するとともに動物愛護への理解を

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。 
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Ⅱ．事務概況 

１．各種会議の開催 

（１）令和 2年度通常総会 日時 令和 2年 5月 29日（金）13：30～ 

場所 松江市殿町 島根ＪＡビル 4階会議室 

議決権のある正会員 222名 

   出席した正会員     132名 内訳 出席による参加          11名 

                    議決権行使書による参加 102名 

                    委任状による参加         19名 

議事 

第 1号議案 令和元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 

報告事項 令和 2年度事業計画及び収支予算等について 

 

（２）令和 2年度臨時総会   日時 令和 2年 8月 20日（木）13：30～ 

場所 松江市殿町 島根ＪＡビル 4階会議室 

議決権のある正会員 222名 

出席した正会員   135名 内訳 出席による参加           11名 

                    議決権行使書による参加  115名 

                    委任状による参加          9名 

議事 

   第 1号議案 理事の補欠選任について 

第 2号議案 その他 

 

（３）正副会長会議 

ア 第 1回顧問・正副会長会議  日時 令和 2年 7月 2日（木）13：00～      

場所 松江市殿町 島根ＪＡビル別館 5階会議室 

   出席者 顧問 今井裕三 吉川寛樹  会長 安食政幸  副会長 飯島幸伸  

常務理事 増田省一 

協議事項 

山根一眞副会長のご逝去に伴う役員について 

   その他 

 

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

場所 松江市殿町 島根県獣医師会事務局 

   出席者 会長 安食政幸  副会長 飯島幸  常務理事 増田省一 

   協議事項 

マイクロチップ普及キャンペーン 

犬の登録管理事務に関する市町村からの受託 

   その他 

 

ウ 第 3回正副会長会議  日時 令和 2年 8月 20日（木）15：00～  

場所 松江市殿町 島根県獣医師会事務局 

出席者 会長 安食政幸  副会長 飯島幸伸  常務理事 増田省一 

協議事項 

非会員への勧誘について 

動物病院の支援について 

その他 
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 エ 第 4回正副会長会議  日時 令和 2年 10月 11日（日）13：00～ 

場所 松江市殿町 島根県獣医師会事務局    

出席者 会長 安食政幸、 副会長 飯島幸伸、 常務理事 増田省一 

   協議事項 

犬の登録管理に関する電算処理委託料の見直し 

公務員獣医師の処遇改善に関する要請活動について 

その他 

 

 オ 第 5回正副会長会議  日時 令和 2年 11月 11日（水）13：00～ 

場所 松江市殿町 島根県獣医師会事務局    

出席者 会長 安食政幸  副会長 飯島幸伸  常務理事 増田省一 

   協議事項 

出雲市内の多頭飼育崩壊への対応 

   犬の登録事務管理の委託事業について 

   その他 

 

カ 第 6回正副会長会議  日時 令和 2年 12月 8日（火）13：00～ 

場所 松江市殿町 島根県獣医師会事務局 

   出席者 会長 安食政幸  副会長 飯島幸伸  常務理事 増田省一 

   協議事項 

会報 No.42号の発行 

公務員獣医師の処遇改善に関する要請活動について 

   その他 

 

キ 第 7回正副会長会議  日時 令和 3年 2月 4日（木）13：00～  

場所 島根ＪＡビル別館 5階会議室 

出席者 会長 安食政幸  副会長 飯島幸伸  常務理事 増田省一 

協議事項 

公務員獣医師の処遇改善に関する要請活動について 

   女性部会と女性理事について 

その他 

 

ク 第 8回正副会長会議  日時 令和 3年 3月 11日（木）13：00～  

場所 島根ＪＡビル別館 5階会議室  

出席者 会長 安食政幸  副会長 飯島幸伸  常務理事 増田省一 

協議事項 

令和 3年度事業計画及び予算（案）について 

女性部会と女性理事 

その他 

 

（４）理事会 

ア 第 1回理事会 日時 令和 2年 5月 14日（木）14：00～  

場所 松江市殿町 島根県民会館 303会議室 

協議事項 

第 1号議案 令和 2年度通常総会について 

第 2号議案 永年会員銀杯贈呈について 

第 3号議案 名誉会員の推薦について 

第 4号議案 令和 2年度通常総会附議事項について 

第 5号議案 令和 2年度島根県獣医学会について 

第 6号議案 旅費の見直しについて 

第 7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 8号議案 その他 
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イ 第 2回理事会 日時 令和 2年 7月 30日（木）14：00～  

場所 松江市殿町 島根県民会館 305会議室 

協議事項 

第 1号議案 副会長の選任について 

第 2号議案 理事の補欠選任について 

第 3号議案 令和 2年度臨時総会について 

第 4号議案 令和 2年度日本獣医師会会長表彰について 

第 5号議案 令和 2年度中国地区獣医師会連合会会長表彰について 

第 6号議案 その他 

 

ウ 第 3回理事会 日時 令和 2年 12月 18日（金）14：00～ 

場所 松江市殿町 市町村振興センター6階中会議室 

協議事項 

第 1号議案 令和 2年度前半期の執行状況について 

第 2号議案 公務員獣医師の処遇改善に関する要請活動について 

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 

当面の日程等について 

 

エ 第 4回理事会 日時 令和 3年 3月 18日（木）13：30～  

場所 松江市殿町 島根県民会館 305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 3年度会費の徴収額・徴収方法及び入会金の承認について 

第 3号議案 令和 3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 3年度各事業予算内の流用について 

   第 5号議案 令和 3年度一時借入金の最高限度額について 

   第 6号議案 公益社団法人島根県獣医師会役員選任規定の一部改正について 

第 7号議案 感謝状の贈呈について 

第 8号議案 役員改選について 

第 9号議案 令和 3年度通常総会日程について 

第 10号議案 令和 3年度島根県獣医学会の日程について 

第 11号議案 付帯決議 

第 12号議案 その他 

 

（５）監査会 

ア 令和元年度後半期監査会 日時 令和 2年 4月 27日（月）13：30～       

場所 松江市殿町 19-1 島根ＪＡビル別館 5Ｆ会議室 

①監事監査規程の見直しについて 

②令和元年度後半期の業務報告（事務局） 

③監査 

④代表監事による講評 

 

イ 令和 2年度前半期監査会 日時 令和 2年 12月 8日（火）10：00～ 

場所 松江市殿町 島根ＪＡビル別館 5Ｆ会議室 

①令和 2年度前半期の業務報告 

   ②監査 

③代表監事による講評 

 

 



- 5 - 

 

（６）その他の会議 

ア 令和 2年度第 1回役員推せん会議 日時 令和 2年 5月 14日（木）13：30～ 

場所 松江市殿町 島根県民会館 303会議室 

①理事候補者の選任について 

②その他 

 

イ 令和 2年度第 2回役員推せん会議 日時 令和 2年 7月 30日（木）13：30～ 

場所 松江市殿町 島根県民会館 305会議室 

①理事候補者の推薦 

②その他 

 

ウ 令和 2年度支部長・事務局担当者合同会議（中止） 

 

エ 令和 2年度島根県獣医学会委員会（中止） 

 

（７）中国地区獣医師会連合会 

１）令和 2年度中国地区獣医師会連合会定期総会  日時 令和 2年 4月 9日（木）12：00～ 

場所 松江エクセルホテル東急 

出席者 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 令和元年度事業報告及び収支決算について 

第 2号議案 令和 2年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

第 3号議案 令和 2年度負担金の徴収（案）について 

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 

第 6号議案 新型コロナウイルスへの対応について 

第 7号議案 2020動物感謝デーへの対応について 

 

２）令和 2年度中国地区獣医師会事務局会議（中止） 

 

３）令和 2年度獣医学術中国地区学会幹事会（中止） 

 

（８）日本獣医師会 

１）日本獣医師会第 77回通常総会（令和 2年 6月、書面開催） 

 

２）令和 2年度全国獣医師会事務・事業推進会議（令和 2年 7月、書面開催） 

 

３）令和 2年度全国獣医師会会長会議（令和 2年 10月、書面開催） 

 

（９）各支部総会 

松江支部総会 令和 2年 5月 12日（火） 

出雲支部総会 令和 2年 5月 13日（水） 

浜田支部総会  令和 2年 6月 4日（木） 

石西支部総会 令和 2年 6月 19日（金） 

   石東支部総会 令和 2年 7月 31日（金） 

   隠岐支部総会 令和 2年 12月 16日（火） 

安来支部総会 令和 2年 11月 19日（木） 

   雲南支部総会 令和 3年 3月 1日（月） 
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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（中止） 

２）平成 2年度獣医学術中国地区学会（中止） 

 

３）令和 2年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会（中止） 

 

（２）講習会関係） 

ア 令和 2年度産業動物臨床講習会（中国地区）（中止） 

 

イ 令和 2年度小動物講習会（中国地区）（中止） 

 

ウ 令和 2年度獣医公衆衛生講習会（中国地区）（中止） 

 

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（中止） 

  

（３）狂犬病予防業務 

１）狂犬病予防注射推薦獣医師 26名 

 

２）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（島根県からの委託事業） 

   ア 奥出雲町 日 時 令和 2年 11月 3日（火）10：00～12：00 

         場 所 奥出雲町横田 大市児童公園 

          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 Wan‛s pius～わんぷらす～ 岡本 綾 

犬のしつけ方     松江愛犬訓練所 今井義孝 

          参加者 13名（犬 14頭） 

イ 浜 田 市 日 時 令和 2年 12月 6日（日）10：00～12：00 

           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 いそべ警察犬・愛犬訓練所 磯辺祥平 

           参加者 15名（犬 8頭） 
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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」8月 23日号に 2段抜きの意見広告 

    ・広告掲載に合わせて見開き 2面に動物愛護に関する特集掲載 

   ②動物愛護啓発資材の作成 

    ・アニマルエコバックの作成 

     セルトナたためるマチ付きトート（5色）“動物愛護週間”と印刷して 500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 

③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 6,000枚作成 

④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 500枚作成 

⑤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 15台（3月 29日～4月 18日 21日間） 

30台（4月 19日～4月 28日 10日間） 

    ・石見交通のバス 45台（4月 10日～4月 29日 20日間） 

 

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 32件（内非会員 13件） 

   実   績  島根県： オス  27件  メス  25件  計  52件 

        松江市： オス  26件  メス  21件  計  47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： 112件（診療  53件 健康診断等 58件 技術的支援 1件） 

        松江市： 128件（診療  71件 健康診断等 57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。 

傷病野生鳥獣救護ドクター：6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 9 4 2 3 43 

獣類 1 0 1 0 1 

合計 10 4 3 3 44 
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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 5頭 6頭 

 

７）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

1,050円のみで装着するキャンペーンを実施。 

  ・期  間 令和 2年 8月 23日（日）～10月 31日（土） 

  ・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 1,050円のみで装着する。 

・周知方法 りびえ～る 8月 23日号に募集案内を掲載 

・応募頭数 247頭（犬 102頭、猫 145頭） 

 

（５）その他 

１）コウノトリのヒナ足環装着の見学 

   日時 令和 2年 6月 1日（月）10：00～13：00 

場所 雲南市大東町仁和寺 2435-11 市立西小学校 

   内容 雲南市教育委員会からコウノトリのヒナへの足環装着にあたって、事故等発生時の受 

け入れについて依頼があり、出雲どうぶつ病院（山田獣医師）を紹介した。 

 

２）2020動物感謝デー in JAPAN “World Veterinary Day”（中止） 

 

３）令和 2年度豪雨災害による被災動物救護活動等に対する支援金 

   期間 令和 2年 12月 24日（木）～令和 3年 2月 19日（金） 

参加 会員 8人と 1団体 

   金額 175,300円 


