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令和３年度　事業報告

第１部　事務概況

Ⅰ．内部行事

１．第50回通常総会

令和３年６月16日㈬　盛岡市「アートホテル盛岡」

正会員560名中、出席371名

（本人出席45名、書面表決権行使190名、代理人（委任状）表決権行使136名）

１）議決事項

第１号議案　令和２年度　決算承認の件

第２号議案　令和３年度　取引金融機関指定の件

第３号議案　顧問推戴の件

第４号議案　一般社団法人岩手県獣医師会第30期役員選任の件

２）報告事項

第１号報告　令和２年度　事業報告の件

第２号報告　公益目的支出計画実施報告の件

第３号報告　令和３年度　事業計画の件

第４号報告　令和３年度　予算の件

２．理事会

１）第１回通常理事会　　令和３年５月12日㈬　岩手県獣医師会館

⑴　議決事項

第１号議案　令和２年度 事業報告承認の件

第２号議案　令和２年度 決算承認の件

第３号議案　公益目的支出計画実施報告承認の件

第４号議案　高齢会員の会費免除承認の件

第５号議案　岩手県獣医師会会長表彰候補者の審査の件

第６号議案　令和３年度 取引金融機関の指定の件

第７号議案　令和３年度から４年度食鳥検査センター所長選任の件

第８号議案　令和３年度から４年度支会長選任の件

第９号議案　第30期職域部会幹事の選任の件

第10号議案　顧問推戴の件

第11号議案　第50回通常総会に付議すべき事項の件
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⑵　協議事項

ア　第30期専門委員会委員の推薦の件

イ　第50回通常総会における議決権行使の件

ウ　第50回通常総会議長候補者の件

エ　総会の開催方法の件

⑶　報告事項

　　第１号報告 令和３年度新入会員及び退会会員の件

２）第１回臨時理事会　　令和３年６月16日㈬　盛岡市「アートホテル盛岡」

　三役の選定及び代表監事の選任

３）第２回通常理事会　　令和３年７月７日㈬　岩手県獣医師会館

⑴　議決事項

ア　副会長の職務分担（総務担当と事業担当）の件

イ　副会長の順序の件

ウ　事業運営財政検討委員会委員の選定の件

エ　組織体制検討委員会委員の選定の件

オ　食鳥検査事業運営委員会委員の選定の件

カ　介護補助犬健康管理支援事業実施要領の件及び同実施細則の件

⑵　協議事項

ア　令和３年度事業計画に基づく事業推進について　

　・各職域部会の課題とその取り組みについて

　・各特定理事が所掌する今年度の事業方針について

イ　第50回通常総会で出された意見・要望への対応について

ウ　今後の理事会等の開催予定について

　・第３回通常理事会　　　　　令和３年12月８日㈬　13時30分

　・第２回臨時理事会　　　　　令和４年３月18日㈮　13時30分

　・次年度第１回通常理事会　　令和４年５月13日㈮　13時30分

　・次年度第51回通常総会　　　令和４年６月17日㈮　13時30分

⑶　報告事項

ア　第50回通常総会の出席状況について

イ　公益社団法人日本獣医師会第78回通常総会について

ウ　第30期各支会の執行体制について

エ　第30期職域部会及び専門委員会の体制について

オ　狂犬病予防注射事業に係る各支会の実行委員・責任担当獣医師について
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カ　令和３年度飼育犬・ねこ及び地域ねこ不妊手術助成事業について

４）第３回通常理事会　　令和３年12月８日㈬　本会会館

⑴　議決事項

　　第１号議案　一般社団法人岩手県獣医師会 「東北地区学会運営規程」の件

　　第２号議案　一般社団法人岩手県獣医師会給与規程の一部改正の件

　　第３号議案　一般社団法人岩手県獣医師会役員の報酬等及び費用に関する規程の件

　　第４号議案　獣医学術学会等への寄付金等に関する内規の一部改正の件

　　第５号議案　一般社団法人岩手県獣医師会食鳥検査事業運営委員会規程の一部改正

　　第６号議案　一般社団法人岩手県獣医師会オンライン会議開催要領の件

⑵　協議事項

ア　令和４年度予算編成に係る支会交付金及び助成金の額の件

イ　令和４年度東北地区獣医師大会・獣医学術東北地区学会の件

ウ　他会計振替額の変更の件

⑶　説明・報告事項

　ア　今年度前期事業報告の件

　　・事務・事業概要

　　・一般会費納入実績

　　・特別会費納入実績

　　・食鳥検査手数料納入実績

　　・「犬・ねこ不妊手術助成キャンペーン」申込数及び当選者数

　イ　今年度前期予算執行の件

　ウ　中間監査結果の件

　エ　支会長・事務担当者会議の件

　オ　全国獣医師会会長会議の件

５）第２回臨時理事会　　令和４年３月18日㈮　岩手県獣医師会館

⑴　議決事項

第１号議案　令和４年度 事業計画（案）の件

第２号議案　令和４年度 予算（案）の件

第３号議案　一般社団法人岩手県獣医師会役員選出規程の一部改正（案）の件

第４号議案　一般社団法人岩手県獣医師会役員選出施行規則の一部改正（案）の件

第５号議案　 一般社団法人岩手県獣医師会食鳥検査事業運営委員会規程の一部改正

（案）の件

第６号議案　食鳥検査の実施に関する業務規程の一部改正（案）の件
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第７号議案　一般社団法人岩手県獣医師会専門委員会規程の一部改正（案）の件

第８号議案　一般社団法人岩手県獣医師会講師料等支給規程の一部改正（案）の件

第９号議案　食鳥検査事業会計「普通預金口座」の預金残高の取扱いの件

第10号議案　特定資産「大会経費引当預金」の取崩しの件

⑵　報告事項

第１号報告　会長諮問事項への答申について

第２号報告　勤務獣医師の処遇改善要請の件

第３号報告　会館外壁へのサイン文字設置の件

第４号報告　駐車場へのカーポート設置の件

第５号報告　新型コロナウイルス感染症に伴う食鳥処理場の休場の件

３． 監査会

１）決算監査　　令和３年４月23日㈮　岩手県獣医師会館

　令和２年度における事務事業及び会計状況等の監査

２）中間監査　　令和３年11月24日㈬　岩手県獣医師会館

　令和３年度前期における務事業及び予算執行状況の監査

４．支会長・支会事務担当者合同会議

１）第１回　　令和３年８月４日㈬　岩手県獣医師会館

⑴　説明・報告事項

ア　第30期支会長、副支会会長及び事務局体制について

イ　第50回通常総会の出席状況及び出された意見・要望について

ウ　一般会費の納入状況について

エ　今年度４、５月の狂犬病予防注射実績について

オ　日本獣医師会第78期通常総会について

⑵　協議事項

　ア　各支会からの意見・要望について

⑶　事務連絡

　ア　個体識別（所有明示）措置支援事業に係るマイクロチップの配付希望について

２）第２回　　令和３年11月10日㈬　岩手県獣医師会館

⑴　説明・報告事項

　ア　今年度上期事業報告の件

　　・事務・事業概況

　　・「犬・ねこ不妊手術助成キャンペーン」申込数及び当選者数

　　・狂犬病予防注射実績
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　イ　一般会費納入状況の件

　ウ　令和３年度全国獣医師会会長会議の件

⑵　協議事項

　ア　各支会からの意見・要望について

　イ　令和３年度下期の事業執行及び会計処理の件

　　・実施事業の執行管理と会計処理に係る留意事項について

　　・事業報告書様式及び決算書作成フロー

　ウ　令和４年度事業及び予算編成の件

　　・令和４年度支会交付金及び助成額（案）について

　　・事業計画書様式及び予算書作成のフロー

⑶　事務連絡

　ア　特別会費・狂犬病予防注射実施計画及び実施成績書の件

５．業務運営会議

１）第１回　　令和３年４月23日㈮　岩手県獣医師会館

［協議事項］

⑴　令和３年度第１回通常理事会の議事等について

⑵　第50回通常総会に付議すべき事項並びに進め方について

⑶　緊急事態宣言発出による岩手県獣医師会の対応（案）について

２）第２回　　令和３年６月30日㈬　

［協議事項］

　⑴　令和３年度第２回通常理事会の議事等について

３）第３回　　令和３年11月24日㈬

⑴　一般社団法人岩手県獣医師会「東北地区学会運営規程」の件

⑵　令和４年度東北地区獣医師大会・獣医学術東北地区学会の件

⑶　令和４年度予算編成に係る支会交付金及び助成金の額の件

⑷　一般社団法人岩手県獣医師会役員の報酬等及び費用に関する規程の件

⑸　一般社団法人岩手県獣医師会給与規程の一部改正の件

⑹　一般社団法人岩手県獣医師会食鳥検査事業運営委員会規程の一部改正の件

⑺　一般社団法人岩手県獣医師会オンライン会議開催要領の件

６．第50回通常総会に係る議事運営会議

１）第１回　　令和３年６月９日㈬　岩手県獣医師会館

［協議事項］

　　第50回通常総会について（総会次第、進行手順、進行シナリオ）
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７．食鳥検査事業運営委員会

１）第１回　　令和３年５月７日㈮　岩手県獣医師会館

⑴　報告事項

ア　令和２年度度食鳥検査事業収支決算について

イ　令和２年度食鳥検査羽数について

ウ　令和４年度検査員（職員）募集要項について

エ　令和３年度食鳥検査センター関係年間行事について

⑵　協議事項

　ア　食鳥検査センター所長選任候補者の選出について

　イ　事務局長選任候補者の選出について

２）第２回　　令和３年７月30日㈮　岩手県獣医師会館

⑴　報告事項等

ア　委嘱状の交付について

イ　食鳥検査事業運営委員会委員長及び副委員長の選出について

ウ　食鳥検査事業の概要説明について

エ　令和３年度食鳥検査羽数（６月末）について

オ　令和４年度検査員募集年齢の引き上げについて

カ　令和３年度食鳥検査センター関係年間行事について

⑵　協議事項

　ア　食鳥処理場の視察について

３）第３回　　令和３年９月１日㈬　（書面開催）

⑴　報告事項

　ア　令和４年度検査員募集等に係る今後のスケジュールについて

　イ　令和３年度食鳥検査センター関係年間行事について

　ウ　令和３年度食鳥検査羽数（８月末）について

⑵　協議事項

　ア　令和４年年度検査員募集に係る応募年齢の引き上げについて

　イ　検査員の待遇について

　ウ　食鳥検査事業における検査結果等の有効的な活用について

４）第４回　　令和３年12月３日㈮　岩手県獣医師会館

⑴　報告事項等

　ア　令和３年度食鳥検査羽数について

　イ　令和３年度食鳥検査センター関係年間行事について
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⑵　協議事項

　ア　令和４年度検査員採用に係る書類審査等について

　イ　臨時対応検査員の再雇用等について

５）第５回　　令和４年１月28日㈮　岩手県獣医師会館

⑴　報告事項等

　ア　令和４年度新規採用等検査員の面接結果について

　イ　令和３年度食鳥検査羽数について

⑵　協議事項

　ア　令和４年度新規採用等検査員の選任等について

　イ　令和４年度新採用検査員の研修について

６）第６回　　令和４年３月３日㈭　（書面開催）

⑴　報告事項

　ア　令和３年度食鳥検査羽数（令和４年１月末現在）について

　イ　次回の運営委員会の開催及び令和４年度の予定について

⑵　協議事項

　ア　令和４年度予算について

　イ　令和５年度検査員募集について

８．全県区理事候補者推薦会議

令和３年４月21日㈬　岩手県獣医師会館

［協議事項］ 

　　第30期役員候補者の推薦について

　　三役並びに特定理事（狂犬病予防枠及び女性獣医師枠）の候補者の選出

９ ．産業動物臨床開業部会、産業動物臨床勤務部会及び小動物臨床部会合同幹事会（監事推薦

会議）

令和３年５月19日㈬　岩手県獣医師会館

［協議事項］ 

　　第30期監事候補者の推薦について

10．畜産・家畜衛生部会及び公衆衛生部会合同幹事会（監事推薦会議）

令和３年５月20日㈭　岩手県獣医師会館

［協議事項］ 

　　第30期監事候補者の推薦について

11．産業動物臨床開業部会幹事会（職域理事推薦会議）

令和３年５月19日㈬　岩手県獣医師会館
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［協議事項］ 

　⑴　第30期職域理事（部会長）候補者の推薦について

　⑵　今年度の活動計画について

12．産業動物臨床勤務部会幹事会（職域理事推薦会議）

令和３年５月19日㈬　岩手県獣医師会館

［協議事項］ 

　⑴　第30期職域理事（部会長）候補者の推薦について

　⑵　今年度の活動計画について

13．畜産・家畜衛生部会幹事会（職域理事推薦会議）

令和３年５月20日㈭　岩手県獣医師会館

［協議事項］ 

　⑴　第30期職域理事（部会長）候補者の推薦について

　⑵　今年度の活動計画について

14．公衆衛生部会幹事会（職域理事推薦会議）

令和３年５月20日㈭　岩手県獣医師会館

［協議事項］ 

　⑴　第30期職域理事（部会長）候補者の推薦について

　⑵　今年度の活動計画について

15　組織体制検討委員会

１）第１回　　令和３年９月22日㈬　岩手県獣医師会館

［協議事項］ 

⑴　第30期組織体制検討委員会への会長諮問について

⑵　全県区理事候補者の選出方法について

⑶　（一社）岩手県獣医師会役員候補者選出規程の一部改正（案）の件

⑷　（一社）岩手県獣医師会役員候補者選出規程施行規則の一部改正（案）の件

⑸　食鳥検査の実施に関する業務規程の一部改正（案）の件

⑹　（一社）岩手県獣医師会食鳥検査事業運営委員会規程の一部改正（案）の件

⑺　獣医学術学会等への寄付金等に関する内規について

⑻　（一社）岩手県獣医師講師料等支給規程について

２）　第２回　　令和３年10月27日㈬　岩手県獣医師会館

⑴　本委員会に対する会長諮問事項

　ア　役員候補者選出規程の見直し

　イ　食鳥検査の実施に関する業務規程の一部改正（案）の件
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　ウ　岩手県獣医師会を構成する組織体制の見直し

　　・支会の在り方について

　　・職域部会の在り方について

　　・専門委員会の委員定数と在り方について

　　・専門委員会規程文言の追加について

　　・食鳥検査事業運営委員会の委員定数とその在り方について

　エ　定款並びに規程文言の見直し

　オ　代表監事からの意見書に対する検討について

　　・ 全県区理事候補者の選出手順　食鳥検査事業枠特定理事（食鳥検査センター所長）

の選出手順の検討を求める

　　・獣医学術学会等への寄付金等に関する内規の見直し

　　・全県区理事三役候補者の女性枠の検討

⑵　（一社）岩手県獣医師会給与規程の一部改正の件（案）の件

⑶　（一社）岩手県獣医師会役員の報酬及び費用に関する規程の件

⑷　（一社）岩手県獣医師会オンライン会議開催要領の件

３）　第３回　　令和３年12月15日㈬　岩手県獣医師会館

⑴　本委員会に対する会長諮問事項

ア　（一社）岩手県獣医師会役員候補者選出規程の見直し

イ　（一社）岩手県獣医師会食鳥検査の実施に関する業務規程の一部改正（案）の件

ウ　岩手県獣医師会を構成する組織体制の見直し

　・支会の在り方について

　・職域部会の在り方について

　・専門委員会の委員定数と在り方について

　・専門委員会規程文言の追加について

　・食鳥検査事業運営委員会の委員定数とその在り方について

エ　定款並びに規程文言の見直し

オ　代表監事からの意見書に対する検討について

　・ 全県区理事候補者の選出手順　食鳥検査事業枠特定理事（食鳥検査センター所長）

の選出手順の検討を求める

　・獣医学術学会等への寄付金等に関する内規の見直し

　・全県区理事三役候補者の女性枠の検討

⑵　（一社）岩手県獣医師会給与規程の一部改正（案）の件

⑶　（一社）岩手県獣医師会役員の報酬及び費用に関する規程の件
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⑷　（一社）岩手県獣医師会オンライン会議開催要領の件

４）第４回　　令和４年２月16日㈬　【書面会議】

　・　会長諮問に対する答申（案）の件

５）会長諮問に対する答申　　令和４年３月10日㈭

16．事業運営財政検討委員会

１）第１回　　令和３年10月20日㈬　岩手県獣医師会館

［協議事項］ 

⑴　第30期事業運営財政検討委員会への会長諮問について

⑵　食鳥検査事業会計の普通預金口座の取扱いの件

⑶　（一社）岩手県獣医師会役員給与規程の一部改正（案）の件

⑷　（一社）岩手県獣医師会役員の報酬等及び費用に関する規程の件

⑸　獣医学術学会等への寄付金等に関する内規の一部改正（案）の件

⑹　（一社）岩手県獣医師講師料等支給規程の一部改正（案）の件

⑺　支会運営の現状について

２）第２回　　令和４年１月31日㈪　【書面会議】

３）第３回　　令和４年３月９日㈬　岩手県獣医師会館

［報告事項］ 

　⑴　今年度の勤務獣医師処遇改善要請活動の件

［協議事項］ 

⑴　令和４年度事業計画（案）の件

⑵　令和４年度予算（案）の件

⑶　会長諮問についての答申（案）の件

４）会長諮問に対する答申　　令和４年３月10日㈭

17．狂犬病予防注射事業実行委員会　

１）第１回（責任担当獣医師との合同会議）　　令和３年７月21日㈬　岩手県獣医師会館

［報告事項］ 

⑴　令和３年度（４月〜５月）狂犬病予防注射実績について

⑵　指定獣医師申請に伴う負担金収入及び解除申請に伴う慰労金等の支払状況について

⑶　今年度の狂犬病予防推進事業計画及び予算について

⑷　今年度の狂犬病予防啓発広報について

⑸　犬の登録頭数と狂犬病予防注射頭数の推移について

［協議事項］ 

⑴　今年度の狂犬病予防注射指定獣医師等研修会の開催について
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２）第２回　　令和３年11月18日㈭　岩手県獣医師会館

［報告事項］ 

⑴　今年度上期狂犬病予防注射実績について

⑵　令和３年度狂犬病予防注射指定獣医師等研修会出席状況について

⑶　今年２度の狂犬病予防注射実施状況（全国）について

［協議事項］ 

⑴　狂犬病予防注射指定獣医師委嘱に係る審査について

⑵　令和４年度狂犬病予防啓発広報企画について

⑶　令和３年度指定獣医師等研修会について

⑷　令和４年度指定獣医師等研修会の企画について

３）狂犬病予防注射指定獣医師委嘱に係る書面審査会

　令和３年９月27日及び令和４年２月25日の２回実施

18．学術・広報委員会

１）第１回　　令和３年６月17日㈭　（メール会議）

［協議事項］ 

　⑴　第30期学術・広報委員会委員長及び副委員長の互選について

２）第２回　　令和３年６月22日㈫　（メール会議）

［協議事項］ 

　⑴　令和３年10月号会報の企画について

３）第３回　　令和３年12月17㈮　岩手県獣医師会館

［報告事項］ 

⑴　第30期部会・専門委員会の体制について

⑵　一般社団法人岩手県獣医師会専門委員会規程について

⑶　今年３度獣医事・部会等事業計画及び予算について

⑷ 　令和３年度獣医学術東北地区学会の実績並びに令和４年度東北地区獣医師大会・獣

医学術東北地区学会について

［協議事項］ 

　⑴　令和４年４月号の編集企画について

19．動物愛護委員会

１）第１回　　令和３年６月22日㈫　（メール会議）

［報告事項］

⑴　令和２年度負傷動物・幼傷病野生鳥獣応急治療業務実績について

⑵　令和２年度犬・ねこ不妊手術助成事業実績について
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⑶　令和２年度事業計画及び予算について

［協議事項］　

⑴　令和３年度動物愛護関連事業について

　ア　犬・ねこ不妊手術助成事業

　イ　負傷動物、幼傷病野生鳥獣応急治療業務支援事業

⑵　介護補助犬健康管理支援事業の創設について

２）第２回　　令和３年10月13日㈬　岩手県獣医師会館

［報告事項］ 

⑴　令和３年度動物愛護週間における各支会の普及啓発活動について

⑵　令和３年度負傷動物応急治療業務及び幼傷病野生鳥獣応急治療業務実績について

⑶　令和３年度介護補助犬健康管理支援事業の実績について

⑷　「犬・ねこ不妊手術助成キャンペーン」申込頭数等の推移について

［協議事項］　

　⑴　令和３年度犬・ねこ不妊手術助成事業の助成対象150頭の決定について

20．女性獣医師委員会

１）第１回　　令和３年11月26日㈮　岩手県獣医師会館

［報告事項］ 

⑴　昨年度までの活動実績について

⑵　令和３年度特定理事活動計画について

⑶　一般社団法人岩手県獣医師会専門委員会規程について

［協議事項］　

　⑴　令和３年度女性獣医師委員会の活動内容について

　⑵　今後の予定について

21．食鳥検査センター検査員研修及び会議

１）令和３年度食鳥処理場検査室主任研修会及び会議

⑴　第１回　　令和３年５月17日㈪　ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング

［研　修］

　演題名　「最近の食鳥肉衛生行政の動向について」

　講　師　岩手県食肉衛生検査所　高橋　孝嗣 所長

［会　議］

ア　令和２年度食鳥検査事業実績について

イ　令和３年度食鳥検査センター事務分掌について

ウ　令和３年度食鳥検査センター業務方針について
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エ　令和３年度研修について

オ　食鳥検査センター精密検査室の検査対応について

カ　検査員が勤務する際に留意すべき点について

キ　令和４年度検査員募集要項について

⑵　第２回　　令和３年８月25日㈬　ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング

［研　修］

　ア　演題名　「国内における鳥インフルエンザの発生状況と岩手県における対応」

　　　講　師　岩手県農林水産部畜産課　 熊谷　芳浩 主査

　イ　演題名　「食鳥処理場の外部検証」

　　　講　師　岩手県食肉衛生検査所精密衛生検査課　 千葉　正 課長

［会　議］

　ア　食鳥検査に関する事務連絡

⑶　第３回　　令和３年11月30日㈫　（リモート会議）

　ア　雇用契約の更新について

　イ　健康診断の結果について

　ウ　交通安全について

　エ　令和３年度第２回検査員研修会及び会議について

２）令和３年度検査員研修会及び会議

⑴　第１回　　令和３年７月３日㈯　ホテルニューカリーナで開催予定であったが中止とした。

⑵　第２回　　令和４年２月５日㈯　ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング

　ア　調査研究発表会

　　　発表演題　10題

　イ　食鳥検査に関する事務連絡

⑶　第３回　　令和４年３月６日㈰　ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング

　ア　辞令交付式

　　　臨時対応検査員（退職者）３人、新採用検査員５人、各検査室主任10人

　イ　食鳥検査に関する事務連絡

３）節目研修及び会議

⑴　１年目検査員研修会及び会議　　令和３年８月６日㈮　メトロポリタン盛岡本館

　ア　食鳥処理場における鳥インフルエンザ対策について

　　　講師　 岩手県環境生活部県民くらしの安全課　阿部 嘉智 主任主査

　　　　　　岩手県農林水産部畜産課　熊谷 芳浩 主査
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　イ　カンピロバクターについて

　　　講師　 岩手大学農学部共同獣医学科　寺嶋　淳 教授

　ウ　食鳥検査等に係る事務連絡

⑵　５年目検査員研修会及び会議　　令和３年９月24日㈮　岩手県獣医師会館

　岩手大学農学部附属動物医学食品安全教育センター（FAMS）が主催する第18回全体

研修会を筋目研修とした。

　ア　演題名　「食品のHACCP現状と課題」　（講師複数）

　イ　事務連絡等

⑶　７年目及び８年目検査員研修会及び会議　　

　　令和３年11月５日㈮　メトロポリタン盛岡ニューウイング

　ア　ジビエの衛生管理

　　　講師　岩手大学農学部共同獣医学科　山﨑　朗子 助教

　イ　食事から始める健康づくり

　　　講師　岩手県予防医学協会　大久保　伸子 管理栄養士

　ウ　食鳥検査等に係る事務連絡

⑷　臨時対応検査員研修会（シニアの会員学習・交流会と合同開催）　

　　令和３年11月17日㈬　メトロポリタン盛岡ニューウイング

ア　高齢者の運転について（危険予測トレーニングを含む）

　　講師　岩手県警察本部交通企画課　高橋　紀彦 交通調査官兼次長（警視）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　昌夫 高齢者安全対策係長

イ　特殊詐欺の現状と予防策について

　　講師　 岩手県警察本部生活安全部生活安全企画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊岡　　茂 生活安全調査官兼次長（警視）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚楽　英寿 特殊詐欺対策係長

Ⅱ．外部行事

１．日本獣医師会

１）日本獣医師会第78回通常総会

　令和３年６月23日㈬　東京都港区元赤坂「明治記念館」で対面とWeb方式を併用した

開催となり、本会はWeb出席で参加した。

２）令和３年度全国獣医師会事務・事業推進会議

　令和３年７月16日㈮　東京都港区元赤坂「明治記念館」で対面とWeb方式を併用した

開催を予定していたが中止となり、書面会議に変更となった。
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３）令和３年度全国獣医師会会長会議

　令和３年10月１日㈮　東京都　「ホテルルポール麴町」での対面開催は中止、書面開催

となった。

４）2021動物感謝デー

　令和３年10月２日㈯　東京都　「上野恩賜公園」での対面開催は中止、動物愛護週間中

央行事（屋外行事）も同様に開催中止となった。

２．東北獣医師会連合会

１）令和３年度東北獣医師会連合会監査会

　令和３年４月５日㈪　御領副会長が監事としてメール会議に出席し、監査を実施した。

２）令和３年度東北獣医師会連合会理事会

　令和３年４月７日㈬　（書面表決）

３）令和３年度東北獣医師会連合会代議員会

　令和３年４月９日㈮　 （書面表決）

４）令和３年度東北地区獣医師会事務局長会議

　令和３年５月27日㈭　（Zoomによるオンライン会議）

５）令和３年度東北地区獣医師会事務局長会議

　令和３年６月24日㈭　（Zoomによるオンライン会議）

６）令和３年度獣医学術東北地区学会実行委員会

　令和３年７月７日㈬　（Zoomによるオンライン会議）

７）令和３年北海道・東北地区獣医師会事務局長会議

　令和４年１月26日㈬　（Zoomによるオンライン会議）

８）令和３年東北獣医師会連合会事務引継ぎ

　令和４年３月25日㈮　岩手県獣医師会館

３．全国食鳥指定検査機関協議会

１）令和３年度全国食鳥指定検査機関協議会総会

　令和３年６月９日㈬　東京都で開催予定であったが書面会議となった。

２）令和３年度全国食鳥指定検査機関情報連絡会議

　令和３年10月開催予定であったが書面会議となった。
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第２部　事業概況

Ⅰ．獣医学術の振興・普及、獣医療技術等の向上及び情報発信

１．東北地区獣医師大会及び獣医学術東北地区学会の開催

　当初は令和３年10月19日㈫〜20日㈬に仙台市獣医師会主催、東北地区獣医師会の共催によ

り、仙台市「江陽グランドホテル」で開催される予定であったが、コロナ禍を考慮して10月

11日㈪〜31日㈰までWeb専用サイトでのオンライン開催となった。

１）本会関係の発表演題数及び発表者

①　日本産業動物獣医学会・東北地区学会　　　９題

小澤なつめ（岩手大学）、高橋陽子（県南基幹家畜診）、鍋野由莉香（岩手大学）、千葉由純（中

央家保）、佐藤太一（岩手大学）、冷　東澤（岩手大学）、福成和博（中央家保）、戸塚知

恵（県南家保）、中島冬萌（岩手大学）

②　日本小動物獣医学会・東北地区学会　　　　15題

赤澤達也（岩手大学）、澤田康平（岩手大学）、小野豊佳（岩手大学）、関　隆志（せき

動物病院）、加藤あずさ（岩手大学）、南雲隆弘（岩手大学）、竹花美紀（岩手大学）、齋

藤　駿（岩手大学）、吉井里香（岩手大学）、佐藤敏彦（さとう動物病院）、田口大介（グリー

ン動物病院）、森田智也（岩手大学）、土田秀興（岩手大学）、信貴智子（グリーン動物病院）、

寄崎まりを（岩手大学）

③　日本獣医公衆衛生学会・東北地区学会　　　４題

簗田正行（食鳥検査センター）、渡邉一生（食鳥検査センター）、関　和弘（食鳥検査セ

ンター）、松本七海（岩手大学）

２）本会関係の地区学会褒賞被選考者

⑴　東北地区学会長賞

　ア　日本産業動物獣医学会（東北地区）

　　　演題名：「 BLVプロウイルス量及びリンパ球数を指標とした新たなBLV伝播リスク

の分類」

　　　受賞者：千葉由純、福成和博

　　　所　属：中央家保

　イ　日本小動物獣医学会（東北地区）

　　　演題名：「猫の恥骨前尿道瘻において開口部凸状形成術を実施した１例」

　　　受賞者：南雲隆弘、星野有希、中田浩平　他

　　　所　属：岩手大学
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⑵　東北獣医師会連合会長賞

ア　日本小動物獣医学会（東北地区）

　　演題名：「 腎静脈波形解析が右心不全の治療効果判定に有用であった肺高血圧症犬

の１例」

　　受賞者：森田智也、照喜名弘樹、鈴木仁史　他

　　所　属：岩手大学

⑶　東北地区学会奨励賞

ア　日本産業動物獣医学会（東北地区）

　　演題名：「 黒毛和種牛における牛白血病ウイルス （BLV） 垂直感染及び初乳感染に

関する検討」

　　受賞者：鍋野由莉香、阿部浩宜、平田統一　他

　　所　属：岩手大学

２．会報の発刊及びホームページの充実

　会報は２回発行（４月、10月）、ホームページは毎週更新し、時宜を得た情報発信に努めた。

　会員及び一般県民を対象に学術論文の公表、学会・講習会等の開催案内の他、動物愛護イ

ベント、家庭動物・産業動物関連の各種情報を提供し、食の安全や狂犬病など人獣共通感染

症及び家畜伝染病等の予防啓発に努めた。

　また、「岩手県獣医師会　獣医師人材情報窓口」では、獣医事に従事していない獣医師等

の人材　資源が掘り起こされ、有効に社会還元されるよう獣医師の求人・求職の情報を一元

管理すると共に情報提供を行った。

Ⅱ．動物の愛護・福祉の推進

１．犬・猫の不妊手術助成事業

　捨て犬・捨て猫防止対策の普及啓発を目的として、飼犬・飼猫（雌）の飼主及び地域猫（雌）

の管理者に対して、不妊手術を行った場合に手術料１頭あたり5,000円を飼育犬20頭、飼育

猫60頭、地域猫70頭に補助券を発行した。期限までに不妊手術が行われたのは飼育犬16頭、

飼育猫51頭、地域猫52頭、計119頭であった。

申込者数及び当選内容は次のとおりであった。

申込頭数：448頭（地域猫125頭、飼育猫239頭、飼育犬84頭）

当選頭数：150頭（地域猫 70頭、飼育猫 60頭、飼育犬20頭）

手術実施：119頭（地域猫 52頭、飼育猫 51頭、飼育犬16頭）

（実施率）：（79.3%）　　　（74.3%）　　　（85.0%） 　　（80.0%）
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２．動物愛護推進協議会や動物愛護推進員活動への協力

　岩手県動物愛護推進協議会の構成員として、また、動物愛護推進員活動を通じて動物愛護

思想の普及活動に努めた。

○支会別動物愛護推進員数（19人）

盛岡 岩手 紫波 花巻 水沢 一関 遠野 宮古 久慈 二戸

2 2 1 2 2 2 3 2 1 2

３．動物愛護週間における普及啓発

　動物愛護週間中に実施した各支会の行事は、次のとおりである。

○盛岡支会

　・動物慰霊祭（岩手支会、紫波支会合同開催）

　令和３年10月６日㈬　盛岡市　岩手県県央保健所「犬ねこ保護センター」

　参加者20名、従事人員：支会会員８名、共催関係者12名

○岩手大学支会

　・動物慰霊祭

　令和３年９月21日㈫　盛岡市　岩手大学農学部畜魂碑前

　参加者150名、従事人員：支会会員３名、共催関係者３名

○岩手支会

　・動物慰霊祭

　令和３年10月25日㈪　滝沢市　岩手県中央家畜保健衛生所　動物慰霊碑前

　参加者27名、従事人員：支会会員19名、共催関係者８名

○花巻支会

　・愛玩動物慰霊祭　

　令和３年９月22日㈬　花巻市松園町　動物慰霊塔前

　参加者11名、従事人員：支会会員６名、共催関係者５名

○水沢支会

　・Facebook「岩手県獣医師会水沢支会」の開設

令和３年８月２日㈪〜、インターネット上で開催

①　かわいいペットの写真展：動物病院等で募集し掲載　投稿人数10名

②　奥州保健所より

　ア　保護犬・猫の一時預かりボランティア募集について

　イ　狂犬病予防注射について

③　獣医師の仕事紹介：奥州保健所、県南家畜保健衛生所等の仕事内容について

④　長寿表彰犬の紹介：今年度表彰長寿犬について
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　　参加人数：多数

　・伴侶動物慰霊祭

　令和３年９月13日㈪、奥州市水沢佐倉河「安養寺」、参列者４名

　・長寿犬表彰

　胆江地区内の登録犬の中から高齢犬を表彰

　　【小型、中型犬】奥州市江刺２頭（18才）

　　【大型犬】奥州市江刺１頭（14才）、金ヶ崎町１頭（14才）

　・奥州エフエムで動物愛護について放送

令和３年９月２日、「マッコとホントにHOTなチャンネル」内の「いぬねこ待合室」で

動物愛護週間行事に因み、水沢支会の事業活動内容の紹介、動物愛護法の要点、動物の

基本的な飼い方等について、獣医師の關根隆義先生が担当した。

○一関支会

　・動物慰霊祭

　令和３年９月22日㈬　一関市釣山公園「愛犬の碑前」、参列者14名

　・動物いのちの授業

①日時：令和３年10月７日㈭

　場所：一関市立花泉小学校

　講師：獣医師　菊地千昌先生

　参加人数：児童15名（３年生）

②日時：令和３年10月22日㈮

　場所：一関市立油島小学校

　講師：獣医師　本江玄佳先生

　参加人数：児童８名（１〜２年生）

　・動物愛護啓発放送

令和３年９月23日㈭　午前７時、午後２時の２回放送、　「一関市コミュニティFMあす

も」で、動物愛護週間行事に因み、一関支会の事業活動内容の紹介、動物愛護法の要点、

動物の基本的な飼い方等について、支会会員獣医師の千田康博先生が担当

○遠野支会

　・動物慰霊祭

　ア　令和３年９月22日㈬　遠野市　大日山　日枝神社「愛犬の碑」、参列者７名

　イ　令和３年９月22日㈬　大船渡市　天神山公園「天照御祖神社」、参列者16名

　ウ　令和３年９月24日㈮　釜石市　釜石保健所「犬抑留所」、参列者12名

　従事人員：支会会員10名、共催関係者25名
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　・動物絵画コンクール

　令和３年９月21日㈫〜30日㈭、イオン釜石イベントスペース

　絵画出展27名、見学者多数

○宮古支会

　・動物慰霊祭

　令和３年９月24日㈮、宮古市立第一中学校校庭内犬猫慰霊碑　参加者６名

　・犬の散歩マナー向上キャンペーン

　令和３年10月10日㈰、宮古地方合同庁舎前から宮古駅往復

　参加者21名、犬15頭

○久慈支会

　・第８回児童動物画コンクール作品展示

　開催場所：久慈市　あーとびる・麦生

　作品募集期間：令和３年６月１日〜30日、作品展示期間：７月４日〜８月15日

　審査会：令和３年７月４日、応募作品総数106点、受賞者14名（大賞２名、入賞12名）

　従事人員：支会会員３名、共催関係者10名

　・動物慰霊祭

　令和３年10月６日㈬　久慈市「久慈保健所抑留所（動物管理施設）」

　参列者13名、従事人員：支会会員２名、共催関係者９名

○二戸支会

　・動物ふれあい写真コンクール

　令和３年10月１日㈮〜10月10日㈰　二戸シビックセンター、出展数31点

　・マイクロチップ普及啓発事業

　グリーン動物病院で新規飼養犬４頭、猫１頭に装着

　（期間以外にも二戸保健所から譲渡された犬にも活用）

　・散歩マナー運動

　令和３年10月10日㈰　九戸村　道の駅おりつめ「オドデ館」、参加者14名

　・武内神社犬霊碑管理謝礼訪問

　令和３年10月　支会会員代表１名
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４．負傷動物応急治療業務

　負傷動物の応急治療業務については、岩手県及び盛岡市と契約を取り交わすとともに、指

定獣医 師を委嘱し対応した。

【支会別指定獣医師数】（計58人）

盛岡 岩手 紫波 花巻 水沢 一関 遠野 宮古 久慈 二戸

13 4 2 9 10 6 7 2 2 3

【応急治療実績】

犬４頭、ねこ34頭（計38頭）

５．介護補助犬健康管理支援事業（新規事業）

　・身体障害者補助犬法で規定される補助犬を対象に狂犬病予防注射料金を助成するもの。

　・ 岩手県保健福祉部障がい保健福祉課及び岩手県視覚障害者福祉協会の協力を得て、ユーザー

の所在を確認し、本事業の啓発を行い参加へ誘導した。

　・補助対象頭数11頭（盲導犬８頭、介助犬３頭）

Ⅲ．野生鳥獣保護の推進

　幼傷病野生鳥獣の応急治療業務については、岩手県と契約を取り交わすとともに、指定獣

医師を委嘱し対応した。

【支会別指定獣医師数】（計53人）

盛岡 岩手 紫波 花巻 水沢 一関 遠野 宮古 久慈 二戸

11 4 2 6 10 6 7 2 2 3

【応急治療実績】

獣類０頭、鳥類４羽（計４羽）

Ⅳ．狂犬病予防対策の推進

　狂犬病予防注射指定獣医師の委嘱、責任担当獣医師の選任、注射実施班の設置及び注射実

施計画の策定等狂犬病予防注射事業の実行体制を確保するとともに、マスメディアを活用し

た狂犬病予防思想の普及啓発に努めた。

１．支会別狂犬病予防注射指定獣医師数（計96人）

盛岡 岩手 紫波 花巻 水沢 一関 遠野 宮古 久慈 二戸

26 16 4 12 11 8 6 5 4 4
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２．狂犬病予防注射頭数　45,756頭（前年比　95.1％、▲2,338頭）  

盛岡 11,205頭 （97.7%）▲260頭 一関 5,326頭 （94.1%）▲333頭

岩手 5,026頭 （98.8%）▲ 60頭 遠野 3,119頭 （91.1%）▲305頭

紫波 2,077頭 （94.8%）▲113頭 宮古 3,136頭 （88.5%）▲407頭

花巻 7,238頭 （98.1%）▲138頭 久慈 2,382頭 （87.0%）▲356頭

水沢 3,968頭 （94.3％）▲241頭 二戸 2,279頭 （94.8%）▲125頭

３．狂犬病予防普及啓発

１）ＩＢＣラジオ：アナウンサーとの対談　「教えて！獣医さん」

　・令和３年４月から12月（８月を除く毎月）まで（全８回）

　　4/14、5/12、6/9、7/14、9/8、10/13、11/10、12/8

　・各月第２水曜日「ワイドステーション」内

　・20秒スポット　「教えて！獣医さん」放送１週間前から放送日まで番組宣伝

２）FM岩手：５秒スポットCM

　・令和３年4/1〜10/15（６か月半）　毎月30本以上

　

Ⅴ．食鳥検査事業の円滑な運営と安全で良質な食鳥肉の提供

１．食鳥検査受任食鳥処理場

　岩手県及び盛岡市から食鳥検査の委任を受けている食鳥処理場（県内全12か所）について、

食鳥検査を実施した。

２．検査員数

53人（常勤検査員　19人、非常勤検査員　21人、臨時対応検査員　13人含む）　

３．検査成績

１）検査羽数　　ブロイラー　　120,106,387羽

　　　　　　　あひる　　　　     441,388羽

　　　　　　　　計　　　　　120,547,775羽（対前年比 102.1％、2,479,516羽増）

２）廃棄処分状況

⑴　禁止・全部廃棄　　ブロイラー　　1,295,231羽（廃棄率　1.08％）

　　　　　　　　　　　あひる　　　　　  2,829羽（廃棄率　0.64％）

⑵　一部廃棄　　　　　ブロイラー　　2,651,177羽（廃棄率　2.21％）

　　　　　　　　　　　あひる　　　　　  2,342羽（廃棄率　0.53％）

４．高病原性鳥インフルエンザ発生防止対策

　食鳥処理場において高病原性鳥インフルエンザを疑う異常鶏を発見した場合に備えて、ス

クリーニング検査キットを各現場検査室に配備するとともに研修を行った。また岩手県及び
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盛岡市が策定した　「食鳥処理場における高病原性鳥インフルエンザ対応マニュアル」に基

づく食鳥検査センターにおける緊急連絡体制を改めて見直すなど、食鳥処理場から被害が拡

大しないよう体制整備を図るとともに、その徹底を図った。

５　食鳥検査センター精密検査体制の充実

　精密検査室に検査員を配置し、現場検査で判定できないものを中心に検査を行うなど、科

学的な根拠に基づいた食鳥検査が行われるよう体制整備に努めた。

６　検査員の検査技術・資質向上対策

　食鳥検査事業を円滑に推進するため、検査員研修会を行うなど検査の平準化、食鳥肉の安

全性確保に努めた。

Ⅵ．専門性の高い獣医療技術等の習得による獣医師専門職の人材育成

１．職域部会講習会・研修会の開催

⑴　小動物臨床部会講習会

　第１回　リモート講習会　令和３年７月13日㈫　

　　内容：「伴侶動物分野における参加型臨床実習について」

　　　　　　――　今の獣医学教育システムについて　――

　　講師：岩手大学附属動物病院　山﨑真大教授　（参加者16名）

　第２回　リモート講習会 令和３年９月24日㈮　

　　講習内容：「東北地区学会小動物獣医学会発表者予演会」

　　演題１　 「放射線照射、外科療法、ミトキサントロンによる化学療法を併用した猫の

腎芽細胞腫の１例」

　　演者　　佐藤　敏彦　先生（さとう動物病院）　　座長　大石　直樹　先生

　　演題２　「エコー像で表現した犬の胎仔循環の特徴」

　　演者　　田口　大介　先生（グリーン動物病院）　　座長　宍戸　智　先生

　　演題３　 「出生前診断した肺動脈閉鎖症の犬に対し、プロスタグランジンとシルデナ

フィル治療を実施した１例」

　　演者　　信貴　智子　先生（グリーン動物病院）　　座長　西部　美奈子　先生

　　演題４　「シタラビンを治療に用いた脳炎症例２例の経過と予後」

　　演者　　関　隆志　先生（せき動物病院）　　座長　藤森　康至　先生

　　アドバイザー：岩手大学名誉教授　佐藤　れえ子　先生　（参加者12名）

　第３回　リモート講習会　令和４年３月20日㈰　

　　内容：「愛玩動物看護師の国家資格獲得までの概要説明と意見交換について」

　　講師：酪農学園大学獣医保健看護学類　菅野　美樹夫教授　（参加者45名）
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⑵　産業動物臨床勤務部会講習会（獣医療提供体制整備推進総合対策事業）

　高度獣医療実習「オンライン　Hands-On大動物臨床実習」　令和３年９月29日㈬

　　内容：（大動物におけるAO法を用いた整形外科）

　　　　　 「プラスチックモデルを用いたLag法、DCP固定法、LCP固定法及びキャスト

固定の基礎・応用技術実習」

　　講師：山口大学共同獣医学部　佐々木直樹教授　（参加者７名）

⑶　畜産・家畜衛生部会及び公衆衛生部会合同研修会

　令和３年12月24日㈮　　岩手県獣医師会館

ア　演　題：「鳥インフルエンザ及び豚熱の最近の動向」

　　講　師：岩手県中央家畜保健衛生所　宮﨑　大　課長

イ　演　題：「と畜場及び食鳥処理場に対するHACCPの制度化に向けた取組

　　　　　　　〜食肉衛生検査所の取組〜」　

　　　　　　①　と畜場（牛）におけるゼロ・トレランス検証に係る取組

　　　　　　②　と畜場の外部検証「微生物試験」の結果について

　　講　師：岩手県食肉衛生検査所　久松　暢子　課長

ウ　演　題：「認定小規模食鳥処理場に対するHACCP制度化にむけた取組」

　　講　師：岩手県食肉衛生検査所　山下　裕紀　獣医師

⑷　シニア会員学習交流会（臨時対応検査員研修会と合同開催）

　令和３年11月17日㈬　メトロポリタン盛岡ニューウイング

ア　高齢者の運転について（危険予測トレーニングを含む）

　　講師　岩手県警察本部交通企画課　高橋　紀彦　交通調査官兼次長（警視）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　昌夫　高齢者安全対策係長

イ　特殊詐欺の現状と予防策について

　　講師　 岩手県警察本部生活安全部生活安全企画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊岡　茂　生活安全調査官兼次長（警視）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚楽　英寿　特殊詐欺対策係長

⑸　女性獣医師部会研修会（次年度に延期）

　令和４年２月18日㈮　メトロポリタン盛岡

　　演題　女性獣医師が活躍できる組織をめざして

　　講師　岩手大学副学長　宮本ともみ教授
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Ⅶ．職域部会・専門委員会活動の推進による獣医療・獣医事の発展・向上

１ ．各職域部会に於いては、それぞれ所掌する分野の諸課題に取り組むとともに、専門性の高

い技術と知識習得を目的に講習会・研修会を開催した。

２ ．狂犬病予防注射事業実行委員会は、狂犬病予防注射事業における課題、来年度の指定獣医

師等研修会及び予防注射啓発広報の企画について検討を行った。

３ ．学術・広報委員会は、会報発行に係る企画検討及び投稿された学術論文の査読・校正を実

施し年２回の会報を発行した。

４ ．動物愛護委員会は、犬・ねこ不妊手術助成事業の他、負傷動物応急治療業務及び野生鳥獣

応急治療業務が円滑に進むよう取り組むとともに、新たに介護補助犬健康管理支援事業を創

設し、身体障害者補助犬法に規定する補助犬を対象に狂犬病予防接種料金の助成を実施した。

５ ．女性獣医師委員会は、男女がともに獣医師として活躍し続けるため、先進的な取り組みを

している岩手大学副学長の講演を企画したが、新型コロナウイルス感染症防止のため対面で

の開催を次年度に延期した。今後も継続した取り組みを継続する。

６ ．シニアの会員を対象として、課題となっている「高齢者運転（危険予測トレーニングを含

む）」と「特殊詐欺の現状と予防策」の研修会を開催した。今後もより良い生活が可能とな

るよう活動を継続する。

７ ．勤務獣医師の処遇改善要請活動。〔別記１〕

〔別記１〕
「勤務獣医師の確保・処遇改善等の要請内容」

１．岩手県への要請
　要 請 日：令和４年１月20日（木）
　要 請 先：岩手県農林水産部、環境生活部、総務部、岩手県人事委員会事務局
　要請内容：岩手県獣医師職員の人材確保のための対策強化について
⑴ 　獣医学的専門知識が必要とされる行政需要の多様化・増大を考慮し、高度専門技術職に相応
しい処遇として、初任給基準の改善をすること及び獣医師職給料の調整数3を創設すること。
⑵ 　中長期的な展望に立ち、岩手県獣医師就学資金制度の一層の充実による獣医学系大学への本
県出身者の就学促進及びライフスタイルの多様化を踏まえた柔軟な人員募集をすること。

（要請に対する回答）
⑴ 　獣医師の職務の重要性は十分認識しており、これまでも様々な視点から獣医師の確保に向け
た取組みを進めるとともに、職責や職務内容に見合った処遇となるよう努めてきたところ。来
年度から初任給調整手当について50,000円に引き上げることとし、これらにより家畜保健衛生
所に勤務した場合、調整額を含む給与上の措置額が東北1位の水準になったところであり、今
後も他県の動向を踏まえながら、必要に応じ検討していきます。
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Ⅷ．支会による地域活動

１．盛岡支会

【事業概況】

⑴　動物の愛護・福祉及び野生鳥獣保護等の普及啓発の促進

ア　動物愛護週間行事に於ける普及啓発事業（動物慰霊祭）

　　日　　時：令和３年10月６日㈬

　　場　　所：盛岡市　岩手県県央保健所犬ねこ保護センター

　　従事人員：支会会員８名、共催関係者12名　共催：岩手支会、紫波支会

イ　岩手県動物愛護推進員（動物愛護推進ボランティア）推薦 ２名

⑵ 　獣医師の安定的な確保のため就学資金制度の貸付額の引上げ、貸付枠の拡大、獣医学系私立
大学への県内高校生の入学枠の設置など制度充実を図った他、平成30年度には、私立大学生を
対象とした貸付額の更なる引き上げを行ったところであり、引き続き検討していきます。
⑶ 　獣医師の募集については、平成28年度から対象を有資格者に限定した採用所見を導入、平成
29年度からは、獣医師の職務経験を一定期間有する者を対象とした任期付職員の採用試験を導
入し、採用につなげたところです。
⑷ 　獣医学系大学が主催するオンラインセミナーに参加し、獣医業務の内容や魅力をPRしてい
るほか、令和4年度には家畜衛生・公衆衛生獣医師インターンシップ募集サイトを活用して学
生を募り、今後も多様な広報を通じて有益な人材確保に努めていきます。

２．岩手県農業共済組合への要請
要 請 日：令和4年2月22日（火）
要請内容： 所属する獣医師職員の良好なる労働環境の構築と、未来へ向けて魅力ある職場の確立に

ついて

（要請に対する回答）
⑴ 　昨年岩手県が策定した「獣医療を提供する体制の整備を図るための岩手県計画」に基づく県
の施策に対する関係機関団体一体となった取り組みの必要性を説明しているところです。
⑵ 　NOSAI団体家畜診療所の経営が完全に独立採算制化し、収支構造が一変化したことにより、
様々な経営上の課題が顕在化しました。農業保険法に基づく公共性の高いNOSAI団体が運営
する家畜診療所といえども、その設置が必須では無く、組合員の損害防止の施設として設置す
ることができる規定であり、国からは診療料金の適正設定や診療以外の業務の計画化と併せ
て、運用可能な適正規模で運営を指導されているところです。
⑶ 　とりわけ、往診が主である産業動物獣医療においては、獣医師への身体的負担と併せて単位
時間当たりの収入減も課題であり、診療効率の低い獣医療過疎地域におけるこの課題解決には
公金による運営補助、もしくは公営家畜診療所の実現が早道であると考えているところです。
⑷ 　貴獣医師会におかれましても、職域偏在と地域偏在、民間開業獣医師の高齢化が加速してい
る本県の特徴に合わせた民間、団体にこだわらない産業動物診療獣医師の確保とその運営対策
の推進について関係機関団体と共に対応下さいますようお願いします。



― 64 ―

ウ　野生動物等保護事業

　◎岩手県応急治療業務支援・協力

　・負傷動物応急治療業務指定獣医師　13名　（実績：犬２頭、猫８頭）

　・幼傷病野生鳥獣応急治療業務指定獣医師　11名　（実績：鳥類１羽、獣類０頭）

⑵　狂犬病予防対策の推進

　・狂犬病予防注射指定獣医師数：盛岡班　24名、雫石班　２名

　・狂犬病予防注射実施頭数：11,205頭（前年比97.7%  ▲260頭）

２．岩手支会

【事業概況】

　今年度も昨年度以上に新型コロナの影響により各種事業・行事が中止や人の参集を避ける

工夫が求められ、活動方法の見直しを強いられた年となった。

　こうした状況にはあったが、岩手支会の不妊手術助成事業の継続や、動画配信による獣医

研修会を開催するなど、対応に努めた。

　家畜の伝染性疾病関係では、本県も鳥インフルエンザが県北管内で１例の発生があった。

また、平成30年に発生した豚熱も終息せず本県でも家畜保健衛生所によるワクチン接種が行

われている状況にある。中央管内では、豚熱の疫学関連での豚の殺処分が１例あった。

　このような状況の中で、他の事業については以下のとおりとなった。

≪主要行事≫

開催月日 行　事 開催場所 内容等

令和３年
　４月２日

監査 中央家保 令和２年度決算

　４月14日 岩手支会通常総会 中央家保 総会出席者13名

　６月16日 岩手県獣医師会総会 アートホテル盛岡 会員11名出席

　８月４日 第１回支会長・事務担当者会議 県獣会館
・ 通常総会の状況・狂犬病予防
注射等

　９月予定 犬の飼い方教室 滝沢市役所前 （中止）

　10月６日 犬ねこ慰霊祭
県央保健所犬・
ねこセンター

盛岡支会と共催

　10月25日 畜霊祭 中央家保

　11月10日 第２回支会長・事務局員会議 県獣会館
・ 事業の進捗、会計処理・全国
会議概要
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開催月日 行　事 開催場所 内容等

令和４年
　１月20日

支会第１回役員会 中央家保
・次年度事業計画、事業進捗
・支会長会議概要
・獣医師研修会

３月10日〜
　　　31日

岩手支会・盛岡支会獣医師研修会 Web配信 3/25現在72回の視聴

　３月25日 支会第２回役員会 中央家保 総会の進行・議案審議

１）実施事業

⑴　動物の愛護・福祉及び野生鳥獣保護等の普及啓発に関する事業

ア　動物愛護フェスティバル事業

　本事業は、動物のいのちの大切さと人体に危害を加えないような躾、管理の普及及

び啓発を目的として、昭和58年から開始され令和元年まで継続していたが、新型コロ

ナの影響により、昨年度と同様に中止となった。

イ　動物愛護普及啓発推進事業

　９月に開催予定だった滝沢市主催の「犬の飼い方教室」は、新型コロナの影響によ

り中止となった。今年度は、盛岡支会と共催で10月６日に県央保健所の「犬・ねこセ

ンター」（盛岡市）において「犬ねこ慰霊祭」を開催した。

ウ　家畜慰霊祭

　令和３年10月25日、岩手県中央家畜保健衛生所において家畜慰霊祭が営まれ玉串を

奉奠した。通常は中央家保管内の４支会（岩手、盛岡、紫波、宮古）の参加であるが

今年度は、新型コロナを考慮して岩手支会のみの参加となった。

エ　不妊手術助成事業（飼育犬・ねこ及び地域ねこの不妊手術助成事業）

　これまで、県獣事業（犬・ねこ不妊手術助成キャンペーン）として取り組まれてき

た助成事業に当支会管内飼養者の当選率を高めるために事業に取り組み、県獣事業及

び支会事業両方に応募した人を対象に、県獣事業で抽選漏れの人を再抽選して不妊手

術費用を助成した。

　この結果、支会での当選率が25.9％から46.3％に増加した。（令和２年度は、県獣：

30.2％、支会分を加えた当選率56.6％）ただし、２頭の辞退があり、実際の助成金申

請は、８頭となった。

応募者数 当選者数 当選率

県獣事業 448 150 33.4％

うち岩手支会 54 14 25.9％

岩手支会事業 52 11 21.2％

岩手支会合計 54 25 46.3％
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オ　野生鳥獣の傷病応急治療等

　岩手県が実施する負傷動物等の応急治療業務及びボランティア員として、それぞれ

の立場で活躍いただいた。

区　　　分 指定獣医師 活動内容

幼傷病野生鳥獣応急治療指定獣医師
根拠：野生鳥獣保護対策

佐々木一弥、佐久間靖子
関　洋一、安田　出

傷病等で保護された野
生鳥獣の一次救護

負傷動物応急治療指定獣医師
推薦条件：Ｘ線、入院設備のある診療施設
根拠：動物の愛護及び保護に関する条例

佐々木一弥、佐久間靖子
村木高史、安田　出

住民からの通報で持ち
込まれた犬、ネコの応
急治療

動物愛護推進ボランティア員
根拠：動物の愛護及び管理に関する法律

西部美奈子
武藤伸吾

動物の適正な取り扱い
の普及と動物愛護意識
の高揚

　　治療実績　幼傷病野生鳥獣応急治療業務：実績なし
　　　　　　　負傷動物応急治療業務：猫１頭

⑵　狂犬病予防注射事業

　　令和３年度は16名の会員が予防注射に当たり、計画を上回る5,026頭の実績となった。

区　　分 八幡平市 滝沢市 岩手町 葛巻町 計（頭）

令和３年度実績 612 3,512 663 239 5,026

令和３年度計画 680 3,390 670 250 5,000

２）その他事業

⑴　獣医事・部会等事業

ア　女性部会員活動支援

　　開催中止のため助成対象無しとなった。

イ　講習会・研修会事業

　新型コロナの影響により従来の会員参集しての講習会を取りやめ、動画配信による

研修会を実施した。令和４年３月10日㈭〜31日㈭までを視聴期間と設定し会員等に案

内を出したところ15名の視聴希望があった。46の個人・関係団体に「ＵＲＬ］を提供

し80回の再生があった。

➢　基調講演

　・「牛ウイルス性下痢症の現状と対策 －牛RSウイルス感染症対策－ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－市場出荷前ワクチンの必要性－」

　　講　師：株式会社　微生物化学研究所　凾城悦司　氏

➢　事例発表

　・「牛サルモネラ症継続発生農場におけるワクチン接種効果の検証」

　　演　者：中央家畜保健衛牛所　竹内翔子　氏
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　・「放牧地における牛伝染性リンパ腫対策の評価」

　　演　者：中央家畜保健衛生所　村松圭以　氏

　・「県内飼養牛におけるEBL発症抵抗性遺伝子の保因状況」

　　演　者：中央家畜保健衛生所　福成和博　氏

　・ 「岩手県における病性鑑定材料由来基質特異性拡張型βラクタマ一ゼ産生大腸菌

の分離状況」

　　演　者：中央家畜保健衛生所　市村　鋭　氏

　・ 「黒毛和種育成牛に発生した慢性銅中毒と糞便中銅濃度による牛群の銅の動態評

価」

　　演　者：中央家畜保健衛生所　千葉由純　氏

　ウ　学会参加推進事業

　令和３年度の東北三学会及び年次大会は、リモート開催となったため事業支出対象

とならなかった。

⑵　福利厚生事業

　　支出なし

⑶　災害支援義援金支出

　　支援金の支出はなかった。

３．紫波支会

【事務概要】

　《総会・役員会他》

紫波支会総会　　書面議決書にて

紫波支会役員会　令和３年１月26日　岩手県食肉衛生検査所会議室

役員会・監査会　令和３年４月20日　　　　　 〃 　　　　ミーティングルーム

【事業概況】

１）実施事業

⑴　動物の愛護、福祉及び野生鳥獣保護等の普及啓発の推進

　ア　動物愛護週間行事（いのちの会の譲渡会のみの簡易開催）

　イ　負傷動物及び幼傷病野生鳥獣応急治療業務支援等

　　・負傷動物応急治療業務指定獣医師：２名　　治療実績なし

　　・幼傷病野生鳥獣応急治療業務指定獣医師：２名　　治療実績なし

　　・動物愛護推進ボランティア　１名
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⑵　狂犬病予防対策の推進

　・狂犬病予防注射指定獣医師　４名

　・狂犬病予防注射接種頭数　2,077頭 （前年比：94.8％  ▲113頭）

２）その他事業

⑴　講習会、研修会開催等による獣医師専門職の人材育成

　ア　紫波支会研修会

　　　新型コロナ感染症対策により開催中止

　イ　研修会参加助成金

　　　日本獣医師会年次大会他 リモート開催

　令和３年度も新型コロナ感染症による活動自粛のためほとんどの行事が中止せざるを

得ない状況になりました。

　

４．岩手大学支会

【事業概況】

⑴　獣医学術の振興・普及、獣医療技術の向上及び情報発信

　ア　岩手県獣医師会報（令和３年度４月号、10月号）への寄稿と編集協力

　　・４月号：総説及びコラムへの寄稿、他文献抄録３題

　　・10月号：総説及びコラムへの寄稿、他文献抄録１題

　イ　令和３年度獣医学術東北地区学会発表

　　　17題（産業動物獣医学会５題、小動物獣医学会11題、獣医公衆衛生学会１題）

⑵　動物愛護週間動物の愛護・福祉及び野生鳥獣保護等の普及啓発の促進

　ア　動物愛護週間行事に於ける普及啓発事業（動物慰霊祭）

　　　令和３年９月21日㈫　盛岡市　岩手大学農学部畜魂碑前

　　　参加者150名、従事人員：支会会員３名、共催関係者３名

⑶　令和３年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会（オンライン）

　　日本小動物獣医学会：南雲隆弘（岩手大学病院）

５．花巻支会

【事業概況】

１）実施事業

⑴　動物愛護週間における普及啓発事業

　ア　動物慰霊祭

　　　令和３年９月22日㈬　花巻市松園町　動物慰霊塔前
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　　　参加者11名、従事人員：支会会員６名、共催関係者５名

　イ　負傷動物及び幼傷病野生鳥獣応急治療業務支援等

　　・負傷動物応急治療業務指定獣医師：９名　（実績：猫８頭）

　　・幼傷病野生鳥獣応急治療業務指定獣医師：６名　（実績：鳥類２羽）

　　・動物愛護推進ボランティア　２名

⑵　狂犬病予防対策関係

　・狂犬病予防注射指定獣医師　12名

　・狂犬病予防注射接種頭数　7,238頭（前年比：98.1％  ▲138頭）

６．水沢支会

【事務概況】

　《内部行事》

⑴　第50回通常総会

　・開催期日　令和３年４月８日㈭　午後３時〜

　・開催場所　岩手県県南家畜保健衛生所　会議室

　・出 席 者　58名（本人出席　21名、委任状　37名）

　・議　　事

　　　認定第１号　令和２年度事業報告並びに収入支出決算等について

　　　報告第１号　令和３年度事業計画及び収入支出予算について

　　　議案第１号　役員の選任について

⑵　会議等開催状況

月日 会　議　等　名 場　所 内　　容　　等
4. 8 第50回通常総会 県南家保 ・ 令和２年度事業報告並びに決算につ

いて
・役員の選任について等（21名）

4.26 第１回三役会議 同上 ・令和３年度事業計画について
・支会内役割分担について（３名）

5.13 第１回役会議 同上 ・令和３年度事業計画について
・支会内役割分担について（９名）

6. 9 第１回しょども編集委員会 同上 第97号発刊内容等について（４名）
7.14 第１回動物愛護小委員会 同上 動物愛護週間事業について（６名）
7.14 第１回レクリエーション事業打ち合わせ 同上 レクリエーション内容について（２名）
8.18 第２回動物愛護小委員会 同上 動物愛護週間事業について（５名）
8.25 第１回狂犬病予防注射担当者並びに

狂犬病予防注射指定獣医師会議
同上 ・ 秋季狂犬病予防注射日程及び担当獣

医師について（13名）
10.28 第１回監査会 同上 上期事業及び会計監査（４名）
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月日 会　議　等　名 場　所 内　　容　　等
12.13 第２回しょども編集委員会 同上 第98号発刊内容等について（４名）
12.20 第１回顧問・役員会 同上 ・令和３年度上期事業報告等

・ 令和４年度事業計画並びに収支予算
等（10名）

2.16 第２回狂犬病予防注射担当者並びに
狂犬病予防注射指定獣医師会議

同上 ・ 春季狂犬病予防注射日程及び担当獣
医師について（13名）

3.25 第２回監査会 同上 下期事業及び会計監査（４名）
3.25 第２回役員会 同上 ・令和３年度事業報告並びに収支決算

・第51回通常総会について等（９名）

　《外部行事》

　他機関・団体会議等開催状況

月日 会　議　等　名 場　所 内　　容　　等

4.21 全県区理事候補者推薦会議 県獣会館 全県区理事候補者について

4.27 地方区理事候補者推薦会議 （書面会議） 地方区理事候補者について

5. 9 産業動物臨床開業部会 県獣会館

5.12 岩手県獣医師会第１回通常理事会 同上
第50回通常総会における議決権行使の
件等

5.14
第１回岩手県南家畜衛生推進協議会
幹事会

県南家保
・令和２年度事業報告並びに決算
・令和３年度事業計画並びに予算

5.14
岩手県南家畜衛生推進協議会評議会
胆江地区担当者会議

同上
・ 令和３年度胆江地域評議会活動計画
書（素案）について

5.27 家畜衛生会議 同上 令和３年度業務方針及び事業計画等

5.19
産業動物臨床（開業・勤務）、小動
物臨床部会幹事会

県獣会館
・職域理事候補者推薦について
・令和３年度活動計画について等

5.22
水沢競馬場周辺馬防疫対策協議会通
常総会

（書面議決）
・令和２年度事業報告並びに決算
・令和３度事業計画並びに予算

5.27 岩手県南家畜衛生推進協議会定期総会 （書面議決）
・令和２年度事業報告並びに決算
・令和３年度事業計画並びに予算

6.16
岩手県獣医師会第50回通常総会
（アートホテル盛岡）

盛岡市内
・令和２年度決算承認
・令和２年度事業報告
・令和３年度事業計画並びに予算

6.16 岩手県獣医師会臨時理事会 同上 ・三役の選定並びに代表監事の承認

7. 7 岩手県獣医師会第２回通常理事会 県獣会館
・ 令和３年度事業計画に基づく事業推
進について等

7.12
第２回岩手県南家畜衛生推進協議会
幹事会

（書面会議）
・ 令和３年度協議会負担金の算定につ
いて等

7.13
第１回小動物臨床部会講習会（リ
モート研修）

県内
・ 伴侶動物分野における参加型臨床実
習について

7.21
第１回狂犬病予防注射事業実行委員
並びに責任担当獣医師合同会議（リ
モート併用会議）

県獣会館

・ 令和３年度狂犬病予防注射指定獣医
師研修会について
・ 狂犬病予防注射の登録頭数並びに接
種率の向上対策について等
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月日 会　議　等　名 場　所 内　　容　　等

7.30 第２回食鳥検査事業運営委員会 県獣会館
・ 委嘱状の交付、委員長及び副委員長
の選出
・検査員募集、処理場視察等

8. 4
第１回支会長並びに事務担当者会議
（リモート併用会議）

県獣会館
・ 第50回通常総会の出席状況及び出さ
れた意見・要望について等

9.24
第２回小動物臨床部会講習会
（リモート研修）

県内
・ 東北地区学会小動物獣医学会発表者
予演会

10.20 事業運営財政検討委員会 県獣会館
・ 第30期事業運営財政検討委員会への
会長諮問について

10.27 組織体制検討委員会 同上
・ 第30期組織体制検討委員会への会長
諮問について

11.10 第２回支会長並びに事務担当者会議 同上 令和３年度前期事業報告等

11.12
狂犬病予防注射指定獣医師研修会
（リモート研修）

県内

・ 「動物の愛護と管理に関する法律の
一部改正と施行について」
・ 「狂犬病予防に係る市町村の取り組
みについて」

11.17
シニア学習・交流会
（メトロポリタンニューウイング盛岡）

盛岡市内
・「高齢者の運転について」
・「特殊詐欺の現状と予防策」

11.17 食鳥検査センター臨時対応検査員研修 同上 　　　　　　〃

11.18 第２回狂犬病予防注射事業実行委員会 県獣会館
令和３年度狂犬病予防注射指定獣医師
等研修会並びに令和４年度の企画につ
いて等

11.24 岩手県獣医師会監査会 同上
令和３年度前期実績及び予算施行状況
について

11.26 女性獣医師委員会 同上 令和３年度活動計画について

12. 3 食鳥検査事業運営委員会 同上
・ 令和４年度検査員採用に係る書類審
査
・臨時対応検査員の再雇用等について

12. 8 岩手県獣医師会第３回通常理事会 同　　上
・ 平成４年度予算編成に係る支会交付
金及び助成金の額の件等

12.15 組織体制検討委員会 同　　上
・ 本委員会に対する会長諮問事項につ
いて

12.24
畜産・家畜衛生及び公衆衛生部会合
同研修会

県獣会館

・ 「鳥インフルエンザ及び豚熱の最近
の動向」
・ 「と畜場及び食鳥処理場に対する  
HACCPの制度化に向けた取組み　
〜食肉衛生検査所の取組〜」

1.28 食鳥検査事業運営委員会 同上
・ 令和４年度新規採用等検査員の選任
及び研修等について

3.11 食鳥検査事業運営委員会 同上
・令和４年度予算について
・令和５年度検査員募集について

3. 3 岩手県獣医師会臨時理事会 同上 令和４年度事業計画並びに予算（案）等

3.20
小動物臨床部会講習会
（リモート研修）

県内
・ 愛玩動物看護師の国家資格獲得まで
の概要説明と意見交換
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【事業概況】

１）実施事業

⑴　動物の愛護・福祉及び野生鳥獣保護等の普及啓発の推進

ア　動物愛護週間等における普及啓発事業

　①　動物愛護週間行事（Facebookの開設により情報発信）

　　　令和３年８月２日㈪からインターネット上で開催

　　　　・かわいいペットの写真展：投稿人数10名

　　　　・奥州保健所より

　　　　　保護犬・猫の一時預かりボランティアの募集、狂犬病予防注射について

　　　　・獣医師の仕事紹介：奥州保健所、県南家保等の仕事内容について

　　　　・長寿表彰犬の紹介：今年度表彰長寿犬について

　　　参加人数：多数

　②　伴侶動物慰霊祭

　　　令和３年９月13日㈪　奥州市水沢佐倉河「安養寺」　参列者４名

　③　長寿犬表彰

　　　胆江地区内の登録犬の中から高齢犬を表彰

　　　【小型、中型犬】　奥州市江刺２頭（18才）

　　　【大型犬】　　　　奥州市江刺１頭（14才）、金ヶ崎町１頭（14才）

　④　奥州エフエムで動物愛護について啓発放送

　　 　奥州エフエム「マッコとホントにHOTなチャンネル」内の「いぬねこ待合室」

で動物愛護週間行事にちなんで水沢支会の事業活動内容の紹介、動物愛護法の要

点、動物の基本的な飼い方等について９月２日放送（關根隆義獣医師が対応）。

イ　負傷動物応急治療業務支援

　・指定獣医師数　10名　（実績：３頭）

ウ　幼傷病野生鳥獣応急治療業務支援

　・指定獣医師数　10名　治療実績なし

⑵　狂犬病予防対策の推進事業

　・狂犬病予防注射指定獣医師数　11名

　・狂犬病予防注射頭数　3,968頭（前年比94.3％　▲241頭）

２）その他事業

⑴　「しょども」発行事業

　・しょども収録集（令和３年８月１日）発行

　・№97号（令和３年７月30日）、№98号（令和４年３月31日）発行
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⑵　行政・団体等の家畜衛生・公衆衛生対策事業への協力

（２月末現在）　（単位：頭数）

牛アカバネ病 牛五種混合 牛ヘモフィルス 豚丹毒（不） 豚丹毒（生）

奥　 州　 市 4,328 2,786 2,722 2,000 3,100

金 ケ 崎 町 1,328  218  221     0     0

合 　 計 5,656 3,004 2,943 2,000 3,100

７．一関支会

【事務概況】

　《内部行事》

⑴　第50回通常総会

　　開催期日　令和３年度４月４日㈰　午後３時〜

　　開催場所　一関市　「なのはなプラザ」

　　出 席 者　出席26名（本人出席11名、委任状15名）

　　議　　事

第１号議案　令和２年度事業報告並びに収支決算の承認について

第１号報告　令和３年度事業計画及び収入支出予算について

第２号議案　令和３年度会費の賦課及び徴収方法（案）について　

第３号議案　令和３年度取引金融機関の指定について

第４号議案　役員の選任について

⑵　会議等開催状況

月　　日 会　　議　　名　　等

令和３年７月16日 第１回役員会（一関保健所）役員全員

　　　　８月10日
滝上冨久男氏通夜（セレモールあおやぎ）
村上、星（敏）、佐藤（敏）、菅原、小岩、木村、大内

　　　　８月11日
滝上冨久男氏葬儀（セレモールあおやぎ）
星（紀）

　　　　12月10日 第２回役員会（なのはなプラザ）役員全員

令和４年３月13日
監査会（なのはなプラザ）役員全員
村上、星（敏）、佐藤（敏）、菅原（政）、小松

　　　　３月13日 第３回役員会（なのはなプラザ）役員全員
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　《外部行事》

月　　日 会　　議　　名　　等

令和３年４月21日 全県区理事候補者推薦会議　（県獣会館）

４月27日 地方区理事候補者推薦会議　（書面会議）

５月14日 岩手県南家畜衛生推進協議会第１回幹事会　（県南家保）

５月14日 岩手県南家畜衛生推進協議会両磐地域評議会　（県南家保）

５月19日 産業動物臨床（開業・勤務）、小動物臨床部会

５月27日 家畜衛生会議　（県南家保）

６月１日 岩手県南家畜衛生推進協議会総会　（書面議決）

６月16日 第50回県獣医師会通常総会　（アートホテル盛岡）

７月７日 第２回通常理事会　（県獣会館）

７月12日 岩手県南家畜衛生推進協議会第２回幹事会　（書面会議）

７月13日 小動物臨床部会　（リモート研修会）

７月21日 第１回狂犬病予防注射事業実行委員会並びに責任担当獣医師合同会議　
（県獣医師会館）

８月４日 第１回支会長及び事務担当者会議　（県獣会館）

９月24日 小動物臨床部会　（リモート研修会）

10月27日 第２回組織体制検討委員会　（県獣会館）

11月10日 第２回支会長及び事務局長会議　（県獣会館）

11月12日 狂犬病予防注射指定獣医師等研修会　（リモート研修会）

11月17日 シニア会員学習・交流会並びに食鳥検査・臨時対応検査員合同研修会　
（ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング）

11月18日 第２回狂犬病予防注射事業実行委員会　（リモート併用会議）

12月８日 第３回通常理事会　（県獣会館）

12月15日 第３回組織体制検討委員会　（県獣会館）

令和４年３月18日 第３回臨時理事会　（県獣会館）

３月20日 小動物臨床部会研修会　（リモート研修会）

【事業概況】

１）実施事業

⑴　動物の愛護・福祉及び野生鳥獣保護等の普及啓発の推進

　ア　動物愛護週間等における普及啓発事業

　　①　動物慰霊祭

　　　　令和３年９月22日㈬　一関市釣山公園「愛犬の碑前」、参列者13名

　　②　動物いのちの授業

　　　ア　日　　時：令和３年10月７日㈭
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　　　　　場　　所：一関市立花泉小学校、講師：獣医師　菊地千晶先生

　　　　　参加人数：児童15名（３年生）

　　　イ　日　　時： 令和３年10月22日㈮

　　　　　場　　所：一関市立油島小学校、講師：獣医師　本江玄佳先生

　　　　　参加人数：児童８名（１〜２年生）

　　③　動物愛護啓発放送

　　　　令和３年９月23日㈭　午前、午後２回放送「一関市コミュニティFMあすも」

　支会の動物愛護事業活動の紹介、動物愛護法の要点、動物の基本的な飼い方等に

ついて、支会会員獣医師の千田康博先生が担当

　イ　負傷動物応急治療業務支援

　　・指定獣医師数　６名　（実績：猫６頭）

　ウ　幼傷病野生鳥獣応急治療業務支援

　　・指定獣医師数　６名　（治療：鳥類１羽）

⑵　狂犬病予防 対策の推進事業

　・狂犬病予防注射指定獣医師数　８名

　・狂犬病予防注射頭数　5,326頭（前年比94.1％　▲ 333頭）

２）その他事業

⑴　講習会、研修会開催等による人材育成

　　会員相互の親睦、福利厚生事業

　　　新年交賀会の開催は中止とし、祝年者へお礼と記念品を贈呈

　　　　➢　祝年者　（還暦）　佐藤　敏彦氏

８．遠野支会

【事務概況】

　《内部行事》

⑴　令和３年度第50回岩手県獣医師会遠野支会通常総会

　・開催期日　　令和３年５月21日㈮

　・（書面議決による）

⑵　会議等開催状況

令和３年６月16日㈬　第50回岩手県獣医師会通常総会（アートホテル盛岡）

令和３年８月４日㈬　令和３年度第１回支会長・事務担当者合同会議（県獣会館）

令和３年11月10日㈬　令和３年度第２回支会長・事務担当者合同会議（県獣会館）
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　《外部行事》

　　令和３年７月30日㈮　 岩手県南家畜衛生推進協議会幹事会（県南家保）

　　令和３年10月25日㈪　第49回遠野市乗用１歳馬管理共励会（遠野馬の里）

　　令和３年12月４日㈯　上閉伊気仙地方動物慰霊祭（遠野市畜産振興センター）

　　令和３年12月17日㈮　気仙地域畜産スマート農業研修会

（陸前高田市総合営農指導センター）

【事業概況】

１）実施事業

⑴　動物の愛護・福祉及び野生鳥獣保護等の普及啓発の推進　　

　ア　動物愛護週間等における普及啓発事業

　　《動物慰霊祭》

　　①　令和３年９月22日㈬　遠野市　大日山日枝神社「愛犬の碑」　参列者７名

　　②　令和３年９月22日㈬　大船渡市　天神山公園「天照御祖神社」　参列者16名

　　③　令和３年９月24日㈮　釜石市　釜石保健所「犬抑留所」　参列者12名

　　従事人員：支会会員10名、共催関係者25名

　　《動物絵画コンクール》

　　令和３年９月21日㈫〜30日㈭、イオン釜石イベントスペース

　　絵画出展27名、見学者多数

　イ　負傷動物及び幼病傷野生鳥獣応急治療業務の支援

　　・負傷動物応急治療業務指定獣医師：７名　（実績：犬１頭、猫８頭）

　　・幼病傷野生鳥獣応急治療業務指定獣医師：７名　治療実績なし

　　・動物愛護推進ボランティア：３名

　ウ　各地区の動物愛護活動等への協力

　　①　令和３年７月15日㈭　令和３年度動物ふれあいフェスティバル関係者事業

　　　　　　　　　　　　　　打合せ会及び釜石地区動物愛護事業担当者会議

　　　　　　　　　　　　　　（ホテルシーガリアマリン）

　　②　令和３年９月１日㈬

　　　　　〜　随時　　　　　釜石地区保護猫譲渡会、同行避難訓練（釜石保健所）

⑵　狂犬病予防対策の推進事業

　・令和３年８月19日㈭　遠野地区狂犬病予防業務担当者会議

　・令和３年９月22日㈬　大船渡地区狂犬病予防業務担当者会議

　・令和４年３月28日㈪　遠野地区狂犬病予防業務担当者会議（オンライン会議）

　・狂犬病予防注射指定獣医師数　　　　６名

　・狂犬病予防注射頭数　　3,119頭（前年比91.1％　▲305頭）
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９．宮古支会

【事務概況】

１）内部行事

　令和３年４月８日㈭　第１回役員会

　令和３年４月11日㈰　第50回通常総会　　ホテル沢田屋　参加者７名

　令和３年９月17日㈮　第２回役員会

　令和４年１月27日㈭　第３回役員会（新型コロナのため中止）

【事業概況】

１）実施事業

⑴　動物の愛護・福祉及び野生鳥獣保護等の普及啓発の発信　

　ア　動物愛護週間事業

　　①　動物慰霊祭

　　　　令和３年９月24日㈮　宮古市立第一中学校校庭内犬猫慰霊碑　参加者６名

　　②　犬の散歩マナー向上キャンペーン

　　　　令和３年10月10日㈰　宮古地方合同庁舎前から宮古駅往復

　　　　参加者21名、犬15頭、支会員５名

　イ　負傷動物及び幼傷病野生鳥獣応急治療業務支援

　　・負傷動物応急治療業務指定獣医師数：２名　　治療実績なし

　　・幼傷病野生鳥獣応急治療業務治指定獣医師：２名　　治療実績なし

　　・動物愛護推進ボランティア：２名

⑵　狂犬病予防対策の推進事業

　・狂犬病予防注射指定獣医師数：５名

　・狂犬病予防注射頭数　3,136頭（前年比88.5％　▲407頭）

２）その他事業

⑴　講習会、研修会開催等による獣医師専門職の人材育成

　ア　研修会

　　・期　日　令和３年12月９日㈭

　　・場　所　浄土ヶ浜パークホテル

　　・内　容　「感染症・消毒薬について」　山内　健太郎氏（サンケミファ株式会社）

　　・参加者　10名
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10．久慈支会

【事業概況】

１）　実施事業

⑴　動物の愛護・福祉及び野生鳥獣保護等の普及啓発の推進

ア　動物愛護週間等における普及啓発事業

　①　第８回児童動物画コンクール作品展示

　　　開催場所：久慈市　あーとびる・麦生

　　　作品募集期間：令和３年６月１日〜30日

　　　作品展示期間：７月４日〜８月15日

　　　審査会：令和３年７月４日

　　　応募作品総数106点、受賞者14名（大賞２名、入賞12名）

　　　表彰と副賞の授与は所属する小学校に委託

　②　動物慰霊祭

　　　令和３年10月６日㈬　久慈市「久慈保健所抑留所（動物管理施設）」

　祭壇を設置し、献花と支会長による慰霊の言葉。保健所、市町村担当者、動物愛

護団体の参列者を制限して実施。

イ　負傷動物及び幼傷病野生鳥獣応急治療業務支援

　・負傷動物応急治療業務指定獣医師：２名　　治療実績：犬１頭

　・幼傷病野生鳥獣応急治療業務指定獣医師：２名　　治療実績なし

　・動物愛護推進ボランティア：１名

ウ　マイクロチップ普及啓発事業

　　令和３年度個体識別措置支援事業に係るマイクロチップの装着実績：猫３頭

⑵　 狂犬病予防対策の推進事業

　・狂犬病予防注射指定獣医師数　４名

　・狂犬病予防注射頭数　2,382頭（前年比87.0％　▲356頭）

２）その他事業

　・久慈支会広報の発行：２回

11．二戸支会

【事業概況】

１）実施事業

⑴　動物の愛護・福祉及び野生鳥獣保護等の普及啓発の推進

　ア　動物愛護週間等における普及啓発事業
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　　①　武内神社犬霊碑管理謝礼のため訪問

　　　　令和３年10月　支会会員代表者１名

　　②　散歩マナー運動

　　　　令和３年10月10日㈰　九戸村　道の駅おりつめ「オドデ館」　参加者14名

　　③　愛犬のしつけ教室

　　　　令和３年６月20日㈰、７月18日㈰

　　　　二戸市　二戸地区合同庁舎前面オープンスペース

　　④　動物ふれあい写真コンクール

　　　　令和３年10月１日㈮〜10月10日㈰　二戸シビックセンター　出展数31点

　　⑤　学校訪問活動　「命の授業」

　　　　令和３年10月28日㈭　九戸村　伊保内小学校（３年生児童）　参加者20名

　イ　マイクロチップ普及啓発事業

　　 　動物愛護・管理に係る個体識別の意義とマイクロチップ装着の効果を県民及び動物

の所有者に広報し、所有者責任の意識高揚と普及啓発を図るため、犬・猫を対象にマ

イクロチップ装着デモンストレーション事業を実施した。

　　　装着実施頭数は犬４頭、猫１頭　計５頭

⑵　負傷動物及び幼傷病野生鳥獣応急治療業務支援

　・負傷動物応急治療業務指定獣医師：３名　　治療実績：猫１頭

　・幼傷病野生鳥獣応急治療業務指定獣医師：３名　　治療実績なし

　・動物愛護推進ボランティア：２名

⑶　狂犬病予防対策の推進

　・狂犬病予防注射指定獣医師数　４名

　・狂犬病予防注射実績　2,279頭（前年比94.8％　▲125頭）


