
 
 

          

平成２９年度事業報告について 

公益社団法人佐賀県獣医師会定款第３条に規定した、獣医学術及び技術の振興・普及、

獣医師道の高揚等を図ることにより、動物に関する保健衛生及び愛護精神の向上、畜産の

振興や公衆衛生の向上、県民の社会福祉の増進並びに自然環境の保全などに寄与すること

を目的として、本会の運営と事業の推進に努めた。 

 

（組 織 運 営） 

１．会員 

区   分 Ｈ２９.３.３１ 年度中の増 年度中の減 Ｈ３０.３.３１現在 

会 員 数 ２４１名  ５名 ７名 ２３９名 

 

２．総会及び理事会 

(１)総 会 

平成２９年度通常総会を平成２９年５月２８日（日）佐賀市「グランデはがくれ」

において、会員６１名が出席し開催。事業報告・決算、事業計画・予算案など全議案

を原案のとおり可決した。 

・付議し、承認及び議決された議案 

第１号議案 平成２８年度事業報告について 

第２号議案 平成２８年度収支決算について 

第３号議案 獣医師会事務所の移転（案）について 

第４号議案 定款の一部改正（案）について 

    第５号議案 入会・退会及び会費規程の一部改正（案）について 

    第６号議案 特定費用準備資金等取扱規程の一部改正（案）について 

    第７号議案 平成２９年度会費（案）について 

    第８号議案 平成２９年度役員報酬（案）について 

    第９号議案 預金・借入先並びに借入金限度額（案）について 

    附帯決議（案） 

報告事項  平成２９年度事業計画について 

平成２９年度収支予算について 

 

(２) 理事会 

ア 第１回理事会 

開催日 平成２９年４月２６日(水) 1４時～ 

場 所 佐賀市 ロイヤルチェスター佐賀 

議題等 ・業務執行理事の事業報告  

・平成２９年度通常総会の議案等について 

・総会における功労者表彰について 

・理事の自己取引について 

 



 
 

イ  第２回理事会 

        開催日 平成２９年７月１９日(水)  1４時～ 

        場 所 多久市 佐賀県獣医師会事務所 

議題等 ・事業執行理事の事業報告 

・九州地区獣医師大会提出議案について 

・九州地区獣医師大会における功労者表彰の推薦について 

・第３３回動物愛護フェスティバルについて 

 

ウ 第３回理事会 

      開催日 平成２９年１１月１５日(水)  1４時～ 

   場 所 多久市 佐賀県獣医師会事務所 

     議題等 ・事業執行理事の事業報告 

・定款の一部改正について 

・平成２９年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会について 

・第６８回九州地区獣医師大会・学会（佐賀大会）について 

・狂犬病予防事業について 

・理事の自己契約について 

・獣医師会の組織運営について 

・役員体制について 

・獣医師会事務所の看板について 

 

エ 第４回理事会 

      開催日 平成３０年３月７日(水)  1４時～ 

   場 所 多久市 佐賀県獣医師会事務所 

     議題等 ・事業執行理事の事業報告 

          ・事務局体制について 

          ・役員報酬規程の一部改正（案）について 

・委員会等の手当てに関する規程の一部改正（案）について 

・平成３０年度事業計画及び予算（案）について 

・永年功労者の推薦について 

・理事会等の日程について 

 

（事業の報告） 

Ⅰ．公益１ 人と動物が共生する社会環境の健全な発展を目的とする事業 
 
１．公衆衛生及び社会福祉増進事業 

（１）狂犬病予防事業 

本病の感染防止のため、厚生労働省局長通達に基づき県・市町と獣医師会が連携 

 して狂犬病予防注射による予防対策を推進し、公衆衛生等の向上に努めた。 

１）集合注射 

狂犬病予防法等に基づき、県内の市・町において毎年４月から６月までの間に集 

合注射が計画され、注射業務について本会が事業として担い、その業務に対応した。 



 
 

２）個別注射 

集合注射を受けることができなかった犬及び新規飼育等による未接種犬などに

対し、会員動物病院において狂犬病予防注射を実施した。 
   
（集合注射の実施実績） 
  

地 区 名        期         間         実施個所  派遣獣医師  
 

佐賀地区    ４月４日～４月２４日（延べ２０日間）  ４０箇所   １１名 

神埼地区    ４月２日～４月１６日（延べ１０日間）  ２３箇所    ２名 

小城多久地区  ４月４日～４月１６日（延べ１１日間）  ２３箇所    ５名 

鳥栖地区    ４月３日～４月２３日（延べ１０日間）  １９箇所    ５名 

唐津地区    ４月６日～５月１３日（延べ１８日間）  ５３箇所   １３名 

西松浦地区   ４月２日～６月 ８日（延べ２０日間）  ８８箇所    ９名 

杵島地区    ４月４日～４月２７日（延べ１８日間）  ４６箇所    ４名 

藤津地区    ４月４日～４月２０日（延べ１４日間）  ３２箇所    ３名 

 

（予防注射の実績） 

支   部  名  集 合  個 別   計 対前年比 

佐賀・神埼支部（佐賀） 3,227 4,091 7.318    ▲416 

佐賀・神埼支部（神埼） 897 257 1,154        1 

小城・多久支部 1,438 811 2,249     ▲51 

鳥栖支部 1,924 685 2,609 ▲117 

唐津支部 2,243 2,025 4,268 ▲100 

西松浦支部 2,410 1,223 3,633    ▲122 

杵藤支部（杵島） 2,296 738 3,034 ▲220 

杵藤支部（藤津）    1,440 1,049 2,489 ▲179 

合   計 15,875 10,879  26,754 ▲1,204 

 

（２）狂犬病予防啓発事業 

４月から６月までの狂犬病予防月間において狂犬病予防注射の実施について新聞等

のマスコミを利用し広告を掲載し周知するとともに、県や市・町と連携して本会が作成

した啓発ポスターやチラシを行政機関の窓口等で配布した。 

また、人獣共通感染症について日本獣医師会等から情報を収集し、会員への提供やホ

ームページに掲載するなどして普及啓発活動を実施した。さらに会員動物病院におい

て動物飼育者に対し狂犬病等の人獣共通感染症の予防や正しい知識について指導する

等、積極的に普及啓発活動を実施した。 



 
 

２．動物愛護普及啓発事業 

動物愛護及び管理に関する法律に基づき、県民の動物愛護思想の普及啓発・定着化

を目的として以下の事業を実施した。 
 
（１）動物保護管理推進事業 

１）動物愛護フェスティバル 

動物の習性や正しい飼育方法の周知及び動物愛護・保護精神の育成等の普及啓

発を目的に佐賀県等と共催による「動物愛護フェスティバルさが」を開催し、広

く県民に啓蒙・普及を図った。 

○開 催 日  平成２９年１１月１９日(日） 

○開催場所  佐賀市「佐賀県立森林公園」  

○行事概要 

 ＜本会主催行事＞ 

・優良飼育者表彰（４組６名） 

・ペットなんでも相談（担当会員 ２名 相談件数 ２４件） 

＜共催イベント＞ 

・小学校児童の図画コンクール展示・表彰 

（応募数１１６校 ２，６７９点 最優秀賞３、優秀賞３、佳作１８） 

・動物しつけ相談、動物ふれあい広場 

・譲渡犬の同窓会および譲渡情報の掲示 

    ・動物クイズ、工作、折り紙、お絵かきコーナー  

 ・鷹匠およびチェンソアートの実演 など 

 

２）休日当番獣医師制度の運用 

適切な動物の保護・管理の普及・啓発を目的として、休日における動物飼養者の 

利便に対応するため、新聞に休日在宅獣医案内を掲載するとともに、動物病院の休

日当番の案内専用フリーダイヤルを開設し、緊急の疾病等に対応した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）小動物診療相談窓口の設置 

犬、猫等の小動物における動物病院での診療に関する県民からの相談に応じるた

め、平日において「小動物診療相談窓口」を本会に設置し、診療に関する相談等に

ついて受け付けした。          

・診療等に関する相談 １７件 

 

 

休日当番協力動物病院 ３２病院 

休  日  診  療  件  数 ２６０件 

電  話  相  談  件  数 １２０件 

フリーダイヤルアクセス数 １,５４２件 



 
 

（２）犬猫避妊等手術助成事業 

１）犬猫避妊手術助成事業 

不要な犬や猫の増殖抑制を図り、動物愛護に基づく適切な飼育方法の普及・啓発

や人と動物が調和した共生社会の確立を目指す取り組みとして、雌犬・雌猫の避妊

手術を希望して動物病院で手術を受けた場合の費用の一部（犬３，０００円/頭、猫

２，０００円/頭）を助成した。 

 

 

 

 

２）譲渡犬猫不妊去勢手術助成事業 (佐賀県委託事業) 

適切な動物の保護・管理の普及・啓発を目的として、家庭等において飼育できず

に放置され致死処分などされる犬及び猫を減少させるため、佐賀県では保護した犬

猫について佐賀県動物管理センターで飼育管理し、新たな飼育者を募集して譲渡し

ている。この譲渡された犬猫については、不妊去勢手術が義務付けられ指定動物病

院で手術を受けた場合、新たな飼養者が負担すべき費用の一部を県が助成しており、

本会がその事業を受託し助成事業を実施した。 

 

 

 

 

 

  

（３）傷病野生鳥獣救護事業 

佐賀県が実施している傷病野生鳥獣救護事業では、県民が保護した傷病野生鳥獣に

ついて会員動物病院で治療等を行い快復に野生に戻すこととしており、これら事業の

円滑化のため事業実施に協力した。 

・傷病動物保護報告 １件（トンビ） 

 

（４）野生動物救護対策事業 

特別天然記念等に指定されている長崎県「ツシマヤマネコ」、宮崎県「都井岬馬」及

び鹿児島県「アマミノクロウサギ」についての獣医療を通じた保護活動に対し、九州地

区獣医師会連合会の「希少野生動物保護支援協議会」通じて支援した。 

 

（５）福祉介護動物等医療助成事業 

１）福祉介護犬医療助成事業 

「身体障害者補助犬法」で認定された盲導犬等の感染症の予防と健康管理・保持を

図ることにより、人と動物の共生社会の確立や障害者等の社会参加を促進する目的

で盲導犬等に対するワクチン等予防接種、投薬、診療等の費用を助成した。 

 

 

 

犬避妊手術助成 １０９頭 

猫避妊手術助成 ２１７頭 

 犬 
不妊手術助成頭数 ４０頭 

去勢手術助成件数 ２８頭 

猫  
不妊手術助成頭数 ２７頭 

去勢手術助成件数 １６頭 

盲導犬診療 ３件 



 
 

２）セラピー動物医療助成事業 

セラピー動物は、病院、障害者及び高齢者施設等において心の癒しとなるととも

に豊かな心の醸成に貢献している。このセラピー動物の感染症の予防と健康管理の

保持を図るため、ワクチン接種や予防薬投薬に係る費用の一部を助成した。 

 

 

 

 

（６）学校飼育動物対策事業 

小学校における飼育動物の健全な飼育の条件整備や疾病への対応等に関する共通理

解を通して、命ある生き物に対する豊かな心を育む教育の推進に資するため、本会が設

置する学校飼育動物対策委員会を通じて支援推進を図るとともに、会員動物病院等に

よる電話相談窓口を開設し、飼育動物の診療や飼育指導等の要望に対応した。 

１）委員会の開催 

・２回（平成２９年９月６日、平成３０年３月１４日 佐賀獣医師会事務所） 

２）広報活動 

・学校飼育動物に関する支援の周知 

・「がっこう動物新聞」の提供 

・日本動物児童文学賞受賞作品の配布 

３）電話相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）被災動物救護活動事業 

天災・人災など不測の緊急災害において被災したペット等の救護に関する事業に支

援するとともに、救護に関する講習会の受講等について助成した。 

１）九州災害時動物救護センター（大分県）に一時保護された被災動物に対する健康 

 管理業務への獣医師派遣 

  ・４名派遣（平成２９年５月、６月、７月、９月） 

２）ＶＭＡＴ認定講習会 

  ・２名受講 

佐賀農業高校 犬 ５頭 

 佐賀県馬術連盟 馬 １頭 

月 日 学 校 名 種 類 相 談 内 容 等 

4. 7 大 志 小 ウサギ 来院 スナッフルの治療 

4. 24 神 野 小 ウサギ・鶏 現場 飼育相談、（去勢１羽） 

5. 18 三田川小 ウサギ 来院 膿瘍治療、去勢６羽 

6. 27 春日北小 ウサギ 来院 鼻炎、皮膚炎、精巣腫瘍の治療 

8. 31 浜 崎 小 ウサギ 来院 脱毛、皮膚炎（疥癬）の治療 

12..25 若 楠 小 ウサギ 来院 避妊相談、去勢２羽 

1. 24 若 楠 小 ウサギ 来院 腫瘤切除、子宮卵巣摘出手術 

2. 23 西 郷 小 ウサギ 来院 膿瘍の治療 



 
 

３．家畜衛生及び畜水産業振興支援事業 

畜産の振興並び安全・安心な畜水産物の生産・供給を図り、国民の食生活の向上に寄与

するため、畜産関係団体等が推進する事業に協力・支援した。 

（１）畜産関係指導普及事業 

１）畜産団体への協力 

  佐賀県畜産協会の特定疾病予防接種推進事業及び佐賀県農業共済組合連合会の家畜

共済事業に指定獣医師として本会推薦の獣医師が従事し、事業の推進に寄与した。 

・佐賀県畜産協会  指定獣医師  ２７会員 

・佐賀県農業共済組合連合会 嘱託・指定獣医師  ２２会員 
  
   ○特定疾病予防接種推進事業実績（平成２９年度） 

  

○家畜共済事故実績（平成２９年度） 

畜 種 加入頭数 病類 呼吸器病 消化器病 生殖器病 その他 頭件数計 

成 乳 牛 1,982 
病傷 59 472 971 1,352 2,854 

死廃 6 116 1 190 313 

育成乳牛 117 
病傷 8 10 37 12 67 

死廃 0 0 0 1 1 

乳用子牛 185 
病傷 5 11 3 5 24 

死廃 1  5 0 1 7 

乳用 

子牛等 
2,128 

病傷 113 180 0 164 457 

死廃 8 24 0 140 172 

肥 育 用 

成 牛 
33,620 

病傷 8,708 13,070 8 2,643 24,429 

死廃 140 260 2 203 605 

肥 育 用 

子 牛 
116 

病傷 560 80 1 22 663 

死廃 12 5 0 13 30 

その他の 

肉用成牛 
12,921 

病傷 1,117 1,538 3,647 1,158 7,460 

死廃 23 118 2 155 298 

その他の 

肉用子牛 
2,726 

病傷 2,038 833 5 122 2,998 

死廃 36 13 0 20 69 

その他の 

肉用子牛等 
11,533 

病傷 4,191 3,734 2 753 8,680 

死廃 93 12 0 453 658 

合 計 65,533 
病傷 16,799 19,928 4,674 6,231 47,632 

死廃 319 653 5 1,176 2,153 

畜種  ワクチン 実施頭数 畜種 ワクチン 実施頭数 

牛 異常産３種混 5,526 牛 ヘモフィルス 1,003 

牛 イバラキ病 1,786 牛 牛５種混(生)＋ﾍﾓﾌｨﾙｽ 5,995 

牛 牛５種混（生） 1,181 豚 豚丹毒 3,772 

牛 牛５種混（不活化） 191 豚 日脳・パルボ 270 



 
 

２）講演会の開催 

感染症の予防と生産技術の向上が畜産業振興に寄与することから、肉用牛に係る 

研修会をパワフルさが畜産実践プロジェクト推進委員会、佐賀県畜産技術者連盟との

合同で開催した。 

○開催日 平成２９年８月２８日（月）   

○場 所 佐賀市 マリトピア 

○演題・講師等 

・「飼料ソフトを利用した肉用牛の繁殖性向上」 

     講師 岐阜県農政部 中島 敏明 氏 

・「現場で活用できる肉用牛の暑熱対策と損耗防止」 

     講師 佐賀県畜産試験場 曽我 康吏 氏 

 

３）畜産共進会 

家畜改良と畜産経営の安定並びに一般消費者に対する理解と認識を深め 畜産物

の消費拡大の普及啓蒙を図り、本県畜産の振興に寄与することを目的に、第２４回佐

賀県共進会が開催され、本会も協賛し、副賞として獣医師会長賞を贈呈した。 

・期日 平成３０年２月１８日（日） 

・場所 多久市 ＪＡさが畜産センター 

   ・褒賞 ２点（肉用牛経産牛の部最優秀賞、肉牛枝肉の最優秀賞） 

 

（２）獣医公衆衛生指導普及事業 

県民への食の安全・安心の普及啓発を目的として、食品衛生に関するテーマについて

公衆衛生関係者を対象として公衆衛生部会講習会と併せて実施した。 

  ＜講習会＞  

・開催日 平成２９年１０月１９日（土） 

・場 所 佐賀市 サンシティビル 

・演題等 

「対米等輸出食肉認定施設について」 

  講師 佐賀県食肉衛生検査所 田中 葉子 氏  

 

Ⅱ．公２ 学術の振興を目的とする事業  

１．獣医学術九州地区学会・大会事業 

（１）九州地区獣医師会大会・獣医学術九州地区学会  

○開催期日 平成２９年１０月１５日（日） 

○開催場所 沖縄県宜野湾市「沖縄コンベンションセンター」 

○参加者  ５７６名（本会１７名） 
 
１）第６６回九州地区獣医師会大会 

ア 大会テーマ 

「人と動物の潤いのある豊かな社会の実現を！」 

イ 大会スローガン 

・災害時の地域支援協力体制の整備を図ろう 



 
 

・「ＯneＨealth」の理念を推進しよう 

・獣医師の処遇改善と勤務獣医師の人材確保を図ろう 

・越境性感染症の防疫体制の強化を図ろう、 

ウ 大会決議事項 

・九州災害時獣医医療派遣チーム（ＶＭＡＴ）の養成と地域災害時動物救護 

体制の確立について 

・動物診療獣医師及び勤務獣医師の人材確保に向けた処遇改善について 

・狂犬病予防対策の強化と犬の登録制度の周知徹底を図ろう 

エ 功労者等表彰受賞者 

   ・九州地区獣医師会連合会会長表彰 

冨澤 雅俊 氏（西松浦支部） 

古川 彰宏 氏（唐津支部） 

      ・九州地区獣医師会連合会会長感謝状 

土井 哲夫 氏（前事務局長） 

  

２）平成２９年度獣医学術九州地区学会 

 ア 本会会員の学会発表 
 
○日本産業動物獣医学会 

演       題 所     属 氏    名 

暑熱期におけるバイパスナイアシン給与下

での受精卵移植の検討 
畜産試験場 大坪 利豪 

佐賀県における高病原性鳥インフルエンザ

発生事例の病理学的検索 

中部家畜 

保健衛生所 
平野 慎二 

 

○日本小動物獣医学会 

演      題 所     属 氏    名 

犬猫の尿路感染症における尿培養検査と薬

剤感受性検査についての分析 
古川動物病院 古川 彰宏 

犬非対称性ブドウ膜炎を疑った１例 かがみ動物病院 須賀  健 

 

イ 地区学会審査員・座長 

    ・日本産業動物獣医学会  一丸  仁 （中部家畜保健衛生所） 

・日本小動物獣医学会   古川 彰宏（古川動物病院） 

       ・日本公衆衛生獣医学会  江頭 泰子（食肉衛生検査所） 

 

２．講習会・研修会開催事業  

会員の学術の研鑽と獣医療技術の向上並びに畜産の振興、公衆衛生の向上、動物 

愛護及び社会福祉の向上を目的として産業動物部会、小動物部会、公衆衛生部会ごと 

に講習会・研修会を実施した。 

 



 
 

（１）産業動物部会 

期日 講習会名 場 所 演 題・講 師 等 参加者 

 

 

8.28 

 

 

産業動物

研修会 

 

 

佐賀市 

マリトピア 

 

飼料計算ソフトを利用した肉用牛の繁

殖性向上 

岐阜県農業経営課 中島 敏明  

現場でできる肉用牛の暑熱対策と損耗

防止 

佐賀県畜産試験場 曽我 康吏 

 

120名 

(会員) 

２０名 

12.1 産業動物

研修会 

佐賀市 

グランデ 

はがくれ 

黒毛和種子牛の健全な育成に必要な考

え方 

ＮＯＳＡＩみやざき 上村 瑞穂  

 

５０名 

 

（２）小動物部会 

期日 講習会名 場 所 演 題・講 師 等 参加者 

 

 

6.4 

 

症  例 

検討会 

(講習会) 

 

鳥栖市 

ＪＡグリー

ンパレス 

症例発表 ７題 

講習会 

見逃せない血液塗抹での異常、便検査

と消化管内寄生虫及びＦＩＰをめぐる

最近の話題 

  鹿児島大学 遠藤 泰之 

 

 

２０名 

 

8.27 

 

第１回 

講習会 

 
鳥栖市 

ＪＡグリー

ンパレス 

臨床病理アップデート 2017～ＳＤＭＡ

とフルククトサミンを中心に 

アイデックスラボラトリーズ(株)  

小笠原 聖悟 

 

２５名 

 

11.5 

 

第２回 

講習会 

 
鳥栖市 

ＪＡグリー

ンパレス 

免疫介在性疾患を基本から制する～診

断から治療まで今のスタンダードを確

認しよう 

 山口大学 水野拓也 

 

４６名 

 

（３）公衆衛生部会 

期日 講習会名 場 所 演 題・講 師 等 参加者 

 

 

8.28 

 

公衆衛生

部会研修

会 

 

佐賀市 

サンシティ

ビル 

福岡県庁での業務 

佐賀県生活生課 小野晴彦 

対米等輸出食肉認定施設 

佐賀県食肉衛生検査所 田中葉子 

知事秘書室の業務 

佐賀県食肉衛生検査所 相良麻子 

 

 

２１名 

 

 



 
 

Ⅲ．収益事業 

１．獣医療証明書等頒布事業及び保有資産賃貸事業 

（１）獣医療証明書等の作成頒布 

獣医療法等で診療に義務付けられている証明書様式を作成し、頒布した。 

       頒布実績（平成２９年４月～平成３０年３月） 

様  式  名 頒 布 数 量 

予防接種証明書（Ａ様式） １２７ 

予防接種証明書（Ｂ様式） ７２ 

指示書  １ 

病症事故診断書（Ｂ４版） ５０ 

病畜等診断書 （Ａ４版） ６１ 

家畜診療簿      ０ 

狂犬病予防注射証明書 １６８ 

個別注射集計表 １３ 

  

（２）保有資産の有効活用 

本会が保有している財産（土地）を貸付し、有効活用しました。 

    ・所在地 佐賀市高木瀬町大字長瀬 

・面積 ６９０．１５㎡   ・賃貸料 月額 ５万円 

 

Ⅳ． その他の事業 

１．会員相互扶助事業 

   会員の福利向上の充実を図り、本会の公益目的事業の円滑な推進に資するため次の

事業を実施しました。 

 

（１）親睦事業 

・平成２９年５月２８日（日）通常総会後に懇親会を開催した。    

（２）獣医事事業 

・日本獣医師会等からの獣医事に係る情報について、ホームページへの掲載や 

会員に対に対する文書送付等により提供した。 

（３）福利・研修事業 

・九州各県・市獣医師会や各獣医学会が開催する講習会・研修会への参加案内 

 及び各種共済制度等について紹介や情報を提供した。 

（４）学術奨励 

・獣医学術学会九州地区大会の発表者４名に対し、発表奨励費を交付した。 

・平成２９年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会（大分大会）への事前参加 

登録料（６６名）を助成した。 

（５）慶弔 

・結婚祝１件、供花８件、香典２件を給付した。 

 



 
 

（６）表彰 

・平成２９年度佐賀県獣医師会総会において永年功労者９名を表彰した。また、 

第６６回九州地区獣医師大会の九獣連会長表彰に３名の候補者を推薦した。 

 

２．その他法人関連事業 

（１）獣医療整備検討委員会 

     事業の推進や会運営の課題等に対応するため、獣医療体制整備委員会を開催した。 

○期日 平成２９年１０月２５日（水） 

○場所 多久市 佐賀県獣医師会事務所 

○協議事項  

・獣医学術年次大会（大分大会）の対応について 

   ・第６８回九州地区獣医師大会・学会（佐賀大会）の開催計画について 

   ・獣医師会の組織及び業務運営について 

（２）佐賀県医師会との学術協力 

「ＯneＨealth」の理念のもとに、人獣共通感染症の予防対策等について情報交換 

 を行った。 

（３）要請活動 

１）公務員獣医師の処遇改善要請 

平成２９年１２月１９日、獣医師職の適応給料表の見直しと人材確保に向けた 

 要請書を提出。 

・要請先 佐賀県知事、佐賀県人事委員会委員長 
 
２）九州獣医師大会における決議事項の要請 

     九州地区獣医師大会で決議された提出議案の実現に向け、各県獣医師会長の 

連名による要望書を提出した。 

      ・要請先  佐賀県知事  （平成２９年１２月１９日） 

佐賀県議会議長（平成２９年１２月２２日） 

（４）会報、諸会議等 

１）会報の発行 

佐賀県獣医師会会報（第３５号、第３６号）を発行した。 
    

２）諸会議への参加 

本会主催及び関係機関や団体等が開催した行事や会議等へ参加した。 

概要は事務局日誌のとおり。 

（５）獣医師会事務所の移転 

     平成２９年７月１日、佐賀市の「県婦人会館」から多久市の「旧ＪＡさが納所 

    支所」を借用して事務所を移転した。 

        新事務所の所在地は、多久市東多久町大字納所７９２番地７。 

    

 

 

 

 



 
 

   事 務 局 日 誌  

開 催 日 会 議 ・ 行 事 等 開  催  場  所 

２９年   

 ４． ６ 平成２９年度九州地区獣医師会連合会総会 北九州市 リーガロイヤルホテル 

 ４． ６ 九州地区希少動物保護支援協議会 北九州市 リーガロイヤルホテル 

 ４．１２ 監査会 佐賀市 婦人会館 

４．１５ 佐賀県畜産公社 畜魂祭 多久市 佐賀県畜産公社 

４．１５ 西松浦支部総会 伊万里市 真しん 

４．２１ 小城・多久支部総会 佐賀市 グランデはがくれ 

 ４．２６ 第１回理事会 佐賀市 ロイヤルチェスター佐賀 

 ４．２６ 獣医学術学会九州地区幹事会 那覇市 ホテルサンパレス球陽館 

４．２６ 公益法人事務担当者実務研修会 佐賀市 アバンセ 

５．１２ 畜産協会事業説明会 佐賀市 ＪＡ会館別館 

５．１６ 家畜防疫協定連絡会議 佐賀市 県庁 

５．１６ 自衛防疫担当者会議 佐賀市 ＪＡ会館別館 

５．１８ 唐津支部総会 唐津市 海舟 

５．１９ 中央支部総会 佐賀市 グランデはがくれ 

５・２０ 公衆衛生部会総会 佐賀市 ワシントンホテル 

５．２５ 佐賀県家畜衛生職員会総会 佐賀市 朝風 

５．２８ 平成２９年度通常総会 佐賀市 グランデはがくれ 

５．２９ 佐賀県畜産協会自衛防疫担当者等会議 佐賀市 ＪＡ会館本館 

５・３０ 佐賀県食鳥肉衛生協会評議員会 佐賀市 グランデはがくれ 

 ６． ４ 小動物部会症例検討会 鳥栖市 ＪＡグリーンパレス 

 ６． ８ 九州各県･市獣医師会会長・事務局長・担当者会議 沖縄県宮古市 平良港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 

６．１８ 政策セミナー 佐賀市 マリトピア 

６．２２ 日本獣医師会 第７４回通常総会 東京都 明治記念館 

６．２２ 日本獣医師連盟役員会 東京都 明治記念館 

６．２８ 佐賀県畜産協会通常総会 佐賀市 ＪＡ会館別館 

７． １ 事務所移転（多久市東多久町）  

７． ３ 畜産協会衛生関係事業検討会 佐賀市 中部家畜保健衛生所 

 ７．１４ 全国獣医師会事務事業推進会議 東京都 明治記念館 

７．１５ 2017 年度九州沖縄産業動物臨床研究会 佐賀市 龍登園 

７．１９ 第２回理事会 多久市 獣医師会事務所 

 ７．２５ 佐賀県医療関係団体連合会役員会 佐賀市 ホテルニューオータニ 

 ８．１０ 九州各県・市獣医師会会長、事務局長会議 那覇市 ホテルサンパレス球陽館 

 ８．２２ 平成 29 年度死亡牛適正処理推進協議会 佐賀市 グランデはがくれ 

 ８．２２ 馬飼養衛生関係事業対策検討会 佐賀市 グランデはがくれ 

 ８．２７ 第１回小動物部会講習会 鳥栖市 ＪＡグリーンパレス 

 ８．２８ ﾊﾟﾜﾌﾙさが・畜技連・産業動物部会合同研修会 佐賀市 マリトピア 

 ９． ６ 第 1 回学校飼育動物対策委員会 多久市 獣医師会事務所 



 
 

 ９．２６ 獣医師会三役会議 多久市 獣医師会事務所 

 ９．２９ 平成２９年度全国獣医師会会長会議 東京都 明治記念館 

 ９．３０ 2017 動物感謝デーin JAPAN 東京都 駒沢オリンピック公園 

１０． ２ 自衛防疫担当者等打合せ会議 佐賀市 ＪＡ会館本館 

１０．１５ 第 66 回九州地区獣医師大会・学術学会 宜野湾市 沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

１０．２５ 獣医療体制整備委員会 多久市 獣医師会事務所 

１０．２６ 口蹄疫防疫演習 佐賀市 多久市 

１０．２７ 佐賀県畜産協会理事会 佐賀市 ＪＡ会館別館 

１０．２８ 公衆衛生部会講習会 佐賀市 サンシティ会議室 

１１． ５ 第２回小動物講習会 鳥栖市 ＪＡグリーンパレス 

１１．１５ 第３回理事会 多久市 獣医師会事務所 

１１．１９ 第３４回動物愛護フェスティバルさが 佐賀市 森林公園 

１１．２２ 広域支援・受援体制整備図上訓練 熊本市 KKR ホテル熊本 

１２． １ 産業動物部会講習会・総会 佐賀市 グランデはがくれ 

１２．１９ 公務員獣医師待遇改善等要請活動 佐賀市 佐賀県庁、県議会 

１２．２０ 県共進会運営委員会 佐賀市 ＪＡ会館別館 

１２．２２ 九州地区獣医師連合会関係要請活動 佐賀市 佐賀県議会 

３０年   

 １．２０ 小動物部会総会 佐賀市 サンシティビル 

 １．３０ 動物慰霊祭 佐賀市 県動物管理センター 

 ２． ２ 農業共済組合損害評価会家畜部会 佐賀市 農業共済組合連合会 

 ２． ７ 獣医師会三役会議 多久市 獣医師会事務所 

 ２．１０ 獣医学術学会年次大会（～１２日） 別府市 別府ビーコンプラザ 

 ２．１５ 狂犬病予防等行政担当者会議 佐賀市 中部保健福祉事務所 

 ２．１６ 犬魂祭 伊万里市 地蔵院 

 ２．１８ 第２４回佐賀県畜産共進会 多久市 ＪＡさが畜産センター 

 ２．２２ 九州各県・市獣医師会会長、事務局長会議 那覇市 八汐荘 

 ２．２２ 第６０回佐賀県酪農婦人の集い 武雄市 武雄センチュリーホテル 

 ３． ９ 佐賀県畜産協会理事会 佐賀市 ＪＡ会館別館 

 ３．１６ 佐賀県動物愛護推進協議会 佐賀市 佐賀県庁 

 ３．１６ 佐賀県獣医療体制整備検討委員会 佐賀市 佐賀県庁 

３．２３ 佐賀県感染症予防計画策定会議 佐賀市 佐賀県庁 

３．２８ 佐賀県畜産協会臨時総会 佐賀市 ＪＡ会館別館 

３．２８ 第３回県共進会運営委員会 佐賀市 ＪＡ会館別館 

 

 

 

 


