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                               公益社団法人 佐賀県獣医師会 

    平成２５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４条に規定した、獣医師道の高揚、獣医 

学術の振興・普及、獣医事の向上、獣医師の福祉の向上等を図ることにより動 

物に関する保健衛生の向上、畜産の振興、及び公衆衛生の向上に寄与し、県民 

の社会福祉の増進を目的として、本会の運営、事業の推進に努めました。その概 

要は次のとおりです。 

 

Ⅰ．組 織 運 営 

１．会員数 

区 分 H25.3.31現在 年度中の増 年度中の減 Ｈ25.3.31現在 

会員数 ２４７名      ７名   ９ 名 ２４５名 

２．総会及び理事会 

(１) 総 会 

平成２５年度通常総会を平成２５年５月２６日(日)佐賀市「グランデはがくれ」

において会員約８０名が出席して開催し、事業報告・決算、事業計画・予算案

など全議案を原案通り可決しました。 

   ・付議し、承認及び議決された議案 

    第１号議案 平成２４年度事業経過報告 

    第２号議案 平成２４年度収支決算 

    第３号議案 平成２５年度事業計画 

    第４号議案 平成２５年度収支予算 

    第５号議案 平成２５年度会費 

    第６号議案 預入・借入先並びに借入金限度額 

(２) 理 事 会 

１）第１回理事会 

    開催日 平成２５年４月１７日(水) 1４時～ 

    場 所 佐賀市成章町「婦人会館 会議室」 

 議 題 ○平成２４年度通常総会の議案審議 

○功労者表彰について 

○規程の改訂について 

○理事の取引の承認 

２）第２回理事会 

    開催日 平成２５年 ７月 ３日(水)  1４時～ 

    場 所 佐賀市成章町「婦人会館 会議室」 

議 題 ○第６２回九州地区獣医師大会提出議案について 

○九州地区大会獣医師功労者表彰の推薦について 

○第３０回動物愛護フェスティバルについて 
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３）第３回理事会 

     開催日 平成２６年 １月１５日(水)  1４時～ 

  場 所 佐賀市成章町「婦人会館 会議室」 

    議 題 ○平成２６年度狂犬病予防注射事業について 

        ○役員改選について 

        ○専門委員会の設置について 

４）第４回理事会 

     開催日 平成２６年 ３月１９日(水)  1４時～ 

  場 所 佐賀市成章町「婦人会館会議室」 

    議 題 ○平成２５年度事業計画及び予算（案）について 

○理事の取引の承認 

        ○獣医療体制整備委員会設置規程について 

Ⅱ．公益事業 

  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) 狂犬病予防事業 

人と動物の共通感染症である狂犬病は、人が罹患した犬等に咬まれることに

より感染し、発症するとほぼ１００％死亡する病気です。犬の予防注射接種を

徹底し、犬の集団免疫力を高め、発生を予防します。 

 本事業は、厚生労働省局長通達（昭和２５年１０月５日厚生省公衆衛生局長   

通知第１７０号）に基づき、県・市町と獣医師会が連携して狂犬病の予防を実 

施しました。 

１）集合注射 

   狂犬病予防法等に基づき、佐賀県内市・町では毎年４月から 6月迄の間に集 

合注射が計画され、その予防注射接種を獣医師会が事業として、その任務を果た

しました。 

２）個別注射 

    集合注射を受けることができなかった飼い主や、新たな犬の飼い主のため、  

会員動物病院で年間を通じ実施しました。 

集合注射 22,532 頭、個別注射 10,294 頭、合計 32,826頭を実施しました。 

・平成２５年度狂犬病予防注射頭数 （報告済分） 

支 部 名    集 合  個 別     計 対前年比 

佐賀・神埼支部（佐賀） ５，４０９ ３，１５０ ８，５５９   ▲４８１ 

佐賀・神崎支部（神崎） １，２４１ １７１ １，４１２   ▲１６４ 

小城・多久支部 １，９０４ ７６７ ２，６７１ ▲１０６ 

鳥栖支部 ２，６４９ １，０７６ ３，７２５ ▲１５５ 

唐津支部 ３，５１３ １，８４１ ５，３５４ ▲１７５ 

西松浦支部 ３，００３ １，１８２ ４，１８５     ▲９ 

杵藤支部（杵島） ３，００６    ８１２ ３，８１８ ▲１７９ 

杵藤支部（藤津） １，８０７ １，２９５ ３，１０２ ▲ ２２ 
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合計 ２２，５３２ １０，２９４ ３２、８２６ ▲１，２９１ 

（２）狂犬病予防啓発事業 

 １）本会としての啓発活動 

狂犬病予防の啓発を目的として、毎年４月から６月までの狂犬病予防月間

に「狂犬病予防及び法令遵守」について、新聞等のマスコミを利用した広報を

実施し、県や市・町と連携して、本会作成のポスターやチラシを行政機関の窓

口で配布しました。 

 人と動物の共通感染症については、厚生労働省、農林水産省や公益社団法人

日本獣医師会から情報を収集し、会員動物病院でポスターの掲示やチラシを配

布するとともに、本会ホームページに掲載し、普及啓発活動を実施しました。 

２）会員獣医師を通じた啓発活動 

人と動物の共通感染症の予防や正しい知識の普及啓発を目的として、ポスタ

ーの掲示、またチラシの配布を行うとともに、動物飼育者に対し狂犬病予防の

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ました。 

（３）動物愛護普及啓発事業 

  動物愛護及び管理に関する法律（昭和４８年１０月１日法律第１０５号）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、取り組みまし

た。 

１）動物保護管理推進事業 

①「第 30回動物愛護フェスティバル佐賀」の開催 

佐賀県及び本会主催、佐賀市協賛、ＮＰＯの後援により下記のとおり開催

し、県民に動物愛護についての関心と理解を求めるために実施しました。 

  学校図画コンクールの優秀作品及び優良飼育者の表彰、動物ふれあい広場、

ペットなんでも相談、動物の譲渡会など、会場は親子連れなどで終日賑い、

盛会に開催することができました。  

○ 開 催 日  平成２５年９月２３日(月・祝日） 

○ 開催場所  佐賀市久保田町「佐賀県立森林公園」  

○ 主な事業  

・優良飼育者表彰(６組) ・小学校児童の図画コンクール表彰 

・ペットなんでも相談（相談件数 ９１件） ・動物ふれあいコーナー 

・動物図画コンクール入賞作品展示 

・動物のお医者さん体験コーナー 

・イヌ、ネコの譲渡会（佐賀県）譲渡実績 犬１０頭 猫 １３匹 

・譲渡希望者飼養講習・ペットグッズ手作り体験コーナー 

・動物折り紙お絵かきコーナー・避難グッズ展示コーナー 

・犬のしつけ教室(佐賀市担当) 

 

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
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養者の利便に対応するため、動物病院休日診療当番医師制度を運用しました。 

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」案内

専用フリーダイヤル（０１２０－７９７４１１なくなよワンワン）を開設し、

緊急の疾病等に対応しました。 

  受診実績（報告分）診療件数 ２３９件  電話相談 ７６件 

休日診案内専用フリーダイヤル アクセス件数 １，８１０件 

 

③ 小動物診療相談窓口の設置 

犬、猫等の小動物のペットの動物病院での診療に関する県民の相談に応じ 

るため、「小動物診療相談窓口」を開設し、診療に関する相談を受け付けまし

た。      受付数  ４ 件 

 

④ 犬避妊手術助成事業 

適切な飼育方法の普及・啓発、飼育できなくなって処分される不幸な犬を

少なくするため、雌犬の避妊手術を希望する飼養者に対して、動物病院で手

術を受けた場合に、費用の一部を本会が助成しました。 

 犬避妊手術助成の受理件数は９３頭（報告分）となりました。 

 

⑤ 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が円滑に実施できるよう、県

民が保護した傷病野生鳥獣を、快復するまで会員が一定期間保護し、治療を

施す等、積極的に協力しました。 

傷病動物保護報告     １０件 

 

⑥ 野生動物救護対策事業 

「絶滅の恐れがある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成４年６月５

日法律第７５号）に基づき、九州地区獣医師会連合会に「希少野生動物保護

支援協議会」が平成２５年４月に発足し、鹿児島県 アマミノクロウサギ、 

    宮崎県 都井岬馬、長崎県 ツシマヤマネコの保護活動に対する支援が実施

され、本会も負担金を拠出し事業の推進に協力しました。 

 

⑦ 福祉介護犬医療助成事業 

「身体障害者補助犬法」（平成 14年 5月 29日法律第 49号）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、視覚障害者

等の社会参加を促進する目的で、ワクチン等予防接種、投薬、診療等の費用

を本会で助成しました。        盲導犬診療助成 ５件 

 

⑧ 学校飼育動物対策事業 

小学校の動物飼育に対し、正しい動物の飼い方等を指導することにより、
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命の大切さ・動物愛護の情操教育の一助になるよう取り組みました。 

本会や会員による電話相談窓口を開設し、飼育動物の健康診断、動物介在

体験学習、診療、飼育指導・助言等の要望に対応しました。 

（会議、講習会等） 

・第１回学校飼育動物対策委員会 

日時 平成２５年１１月１９日（火）佐賀市成章町「婦人会館会議室」 

・第 2回学校飼育動物対策委員会 

日時 平成２６年３月２０日（木） 佐賀市成章町「婦人会館会議室」 

・県内小学校飼育実態調査の実施 

県内小学校における飼育動物の実態調査を６月に実施し、飼育動物に飼育

状況を把握しました。その概要は下記のとおりでした。 

（実態調査の概要） 

    県内の小学校１７６校を対象に６月にアンケート方式の調査を行いました。 

回答は１６４校からあり、回答率は９３．２％です。調査票未提出１２校（休

校２校）は、電話による聞き取り調査を実施しました。 

（ 調査票回答１４７校 FAX 報告回答１７校 電話による確認１０校 休校２校 計

１７６校） 

    動物等を飼育している学校は１２５校で、平成１５年度調査時１６５校、平

成１７年度調査時１５０校と比較して、大幅に減少しています。 

・平成２５年度 学校飼育動物 相談等 実績報告（報告分） 

年月日 相談学校名 相 談 内 容 

25.  4. 2 神埼市神埼小学校 ウサギ 頬部腫瘍 診察・治療 

25.  4.19 神埼市神埼小学校 ウサギ 上記の術後経過説明 飼育指導  

25.  5.14 みやき町三根東小学校 ①ウサギ 右目・瞼浮腫治療 ②左前足膿瘍治療 

25.  5.20 みやき町三根東小学校 ウサギ 去勢手術 

25.  5.21 みやき町三根東小学校 ウサギ 去勢手術 

25.  5.22 神埼市神埼小学校 ウサギ 頬部腫瘍、流涎、左後肢跛行 治療   

25.  5.27 みやき町三根東小学校 左前肢断脚手術ウサギの返却 施術経過説  

25.  6. 3 神埼市神埼小学校 ウサギ 腹～臀部裂傷治療 

25.  6.16 みやき町三根東小学校 ウサギ 断脚手術後肩関節膿瘍治療 

26.  6.18 神埼市神埼小学校 ウサギ 腹・臀部、尾根部化膿創治療 

25.  6.21 みやき町三根東小学校 ウサギ 5.14治療の右眼の継続治療 

25.  7. 5 みやき町三根東小学校 断脚手術後ウサギを介した全校生徒「命の講話」 

25.  7.17 みやき町三根東小学校 ウサギ 顔面の膿瘍治療説明 飼育指導 

25.  8. 4 みやき町三根東小学校 ウサギ 飼育舎の改築相談依頼及び指導  

25.  9.18 みやき町三根東小学校 ウサギ 飼育舎の改築後の飼育指導 去勢 

25.  9.20 太良町太良小学校 ウサギ 背面～臀部裂傷治療 

25. 11. 1 鳥栖市基里小学校 ウサギ 咬傷・下顎化膿・下顎切歯過長刺傷治療 



6 

 

25. 11.19 鳥栖市基里小学校 ウサギ 切歯過長刺傷治療 

25. 12.17 鳥栖市基里小学校 ウサギ 切歯過長刺傷・鼻汁・眼脂治療 

25. 12.26 みやき町三根東小学校 ウサギ 咬傷膿瘍治療 

26.  1.17 鳥栖市基里小学校 ウサギ 切歯過長刺傷・臼歯抜去治療 

26.  2. 5 神埼市神埼小学校 ウサギ 右眼流涙・脱毛症治療 

 

（４）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、公衆衛生団体等と連携し、団体が推進す

る事業に協力・支援しました。 

１）畜産関係指導普及事業 

（公社）佐賀県畜産協会が実施する防疫推進事業や特定疾病予防接種推進事業や、

佐賀県農業共済組合連合会が実施する家畜共済事業に係る指定獣医師について、

本会が推薦した獣医師が従事し、事業の推進に寄与しました。 

 家畜伝染病の防疫対策や飼育に係る今後の課題について畜産関係者対象とする

講演会を産業動物部会の講習会と併せて実施しました。 

（講演内容）「産業動物獣医師の将来像、役割の変化」 

講師  大澤 健司 先生   

宮崎大学農学部獣医学科 産業動物臨床繁殖学研究室 教授 

２）獣医公衆衛生指導普及事業 

    広く県民への食の安全の普及・啓発を目的として、食の安全・安心や食中毒  

に関するテーマについて公衆衛生行政担当者を対象とする市民公開講座を公衆

衛生部会の講習会と併せて実施しました。 

（講演内容） 

演題「動物の抗酸菌症」 

講師 後藤 義孝 先生 宮崎大学農学部獣医学科獣医微生物学研究室 教授 

演題「いろんな動物に感染する鳥インフルエンザ」 

講師 渡邉 真治 先生 宮崎大学農学部獣医学科獣医微生物学研究室 准教授 

   

３）畜産団体が実施する事業への協賛 

    家畜改良と畜産経営の安定並びに消費者の畜産物に対する理解を深めるこ 

とを目的として、第２３回佐賀県畜産共進会が、平成２６年２月２２日（土）

～２３日（日）多久市の佐賀県畜産公社、ＪＡさが畜産センターで開催されま

した。その中の①第１部肉用牛・経産牛 ②第３部肉牛枝肉・黒毛和種の部門

で最優秀賞に選ばれた出品者に佐賀県獣医師会会長賞を授与しました。 

 

 ２．学術の振興を目的とする事業 

獣医師は、人と動物の共通感染症や動物特有の感染症の発生防止を通じて、 

人と動物が共生できる社会の構築を期待されています。国民への動物感染症の 
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予防と公衆衛生の向上に寄与するため、大会・獣医学術学会に参加し、講習会 

等の事業を実施しました。 

（１）第６２回九州地区獣医師会大会・平成２５年度獣医学術学会（九州地区）  

・日時 平成２５年１０月１２日（土）１３日（日） 

・場所 大分市ホルトホール大分・府内学園       

九州、沖縄各県・市獣医師会から約１，０００名が参加し、「九州から実現しよ

う 人と動物が共生できる豊かで健全な社会を」を大会テーマに開催されました。   

本会から役職員、功労表彰受賞者、学会幹事、学会研究発表者など１４名が参

加しました。 

大会委員長の大分県獣医師会 麻生会長は挨拶で、「原発事故や頻発する自然災

害での被災動物の救護活動や口蹄疫や鳥インフルエンザの防疫対策等、国民生活

の安全・安心を担う獣医師への社会の期待が一層高まっており、これらに応えて

いくために獣医療体制整備、獣医師人材の育成強化等の実現を九州は一体となっ

て図ろう」と訴えられました。 

 大会の冒頭に功労者表彰が行われ、日本獣医師会会長表彰を吉武 一郎 先生、

中村 浩 先生、九州地区獣医師会連合会会長表彰を諏訪 與一 先生、日本獣医師

会会長感謝状を藤川 攸心 先生、柴田 照志 先生が受賞されました。 

大会議長に大分県獣医師会 麻生会長が選出され、提出議案は全会一致で承認さ

れました。大会スローガン、大会決議、大会宣言も参加者全員で採択されました。 

大会議長から、承認された議案の課題解決に向けて具体的な行動要請がなされ、

本会は平成２５年１０月３０日に佐賀県知事に対し、佐賀県における具体的施策

の実施を要請しました。 

《獣医学術九州地区学会》 

・産業動物  （第１会場 ２６口演 第２会場 ２６口演）  ５２口演 

・小動物   （第１会場 ３１口演 第２会場 ３１口演）  ６２口演 

・公衆衛生                         ３１口演 

合計 １４５口演。   

本会からは産業動物獣医学会に、大曲 秀明先生 大坪 利豪先生 大澤 光慶先

生、小動物獣医学会に、古川 彰宏先生、古川 惠子先生の５名がそれぞれの分野の

研究成果の発表を行いました。発表終了後、各部門で審査が行われましたが、今回

は各部門とも地区学会長賞等の受賞には該当しませんでした。 

 （産業動物獣医学会発表者 ３名） 

①演題名：養豚生産現場で実施可能な胚移植技術の検討 

大曲 秀明 先生  佐賀県畜産試験場 

②演題名：暑熱期における乳牛へのバイパスナイアシン給与の効果  

大坪 利豪 先生  佐賀県畜産試験場 

③演題名：牛コロナウイルスおよび牛トロウイルスの混合感染による下痢症と 

牛トロウイルスの浸潤状況調査 

大澤 光慶 先生 佐賀県中部家畜保健衛生所 
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（小動物獣医学会発表者 ２名） 

①演題名：副腎腫大症例における犬膵特異的リパーゼに対する影響因子について

の分析        古川 彰宏 先生  古川動物病院 

②演題名：直腸脱内に膀胱脱を認めたエーラスダンロス症候群のネコの一例

 古川 惠子 先生  古川動物病院  

 

（２）平成２５年度日本獣医師会 獣医学術学会年次大会（千葉大会） 

  獣医師及び獣医学術関係者が全国各地から参集し、獣医学術発表や教育講演会  

等が実施され、獣医事に係る課題等について討議されました。 

 ・期日  平成２６年２月２１日（金）～２３日（日） 

 ・会場  千葉市 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 

      本会出席  １名 

 

（３）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に、産業動物部会、小動物部会、公衆衛生部会ごと 

に下記の講習会・研修会を実施しました。 

九州各県・市獣医師会の会員及び畜産関係者・公衆衛生関係者の出席を呼びかけ 

ました。 

（小動物部会） 

○症例検討会（講習会） 

部会員２４名が参加し、臨床事例の６項目について発表し、熱心な質疑・意見交 

換がなされました。講師に高橋ペットクリニック 高橋 雅弘 先生を招き、発表

臨床事例の診断アドバイスと講評を、お願いしました。 

・期日 ６月３０日（日）午前）10時～１７時 佐賀市 婦人会館 

・講師 福岡市 高橋ペットクリニック 高橋 雅弘 院長 

演題「消化管内異物の診断と内視鏡下異物除去」 

 

小動物部会は、獣医学術の研鑽及び獣医療技術や法務実務の向上を図ることが、

人への動物感染症の予防と公衆衛生の向上に寄与することを目的に「小動物講習会」

を開催しました。 

○第１回小動物講習会 

・期日  ９月１５日（日） 鳥栖市 ＪＡグリーンパレス 

・講師  西藤 公司 先生 （東京農工大学 獣医内科学研究室 准教授） 

・演題 「皮膚疾患」～もう一度勉強しよう皮膚科学：犬のかゆみの鑑別と管理－

part１～ 

受講者 ５１名（内 会員外３２名） 

○第２回小動物講習会 

・期日 １１月１０日（日） 鳥栖市 ＪＡグリーンパレス 
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・講師 安原 伸人 先生 （福岡市 安原・松村法律事務所 弁護士） 

市川 康一 先生 （福岡市 行政書士・社会保険労務士市川事務所） 

・演題 「動物病院が訴えられないために知っておくべき事と対策」 

受講者 ３０名（内 会員外 ９名） 

 

（公衆衛生部会） 

食品衛生及び公衆衛生に関わる獣医学術研讃を図ることが、人への動物感染症の

予防と公衆衛生の向上に寄与することを目的に「公衆衛生部会講習会」を開催しま

した。 

・期日 １２月７日（土） １４時～  婦人会館 会議室 

・講師 後藤 義孝 先生 宮崎大学農学部獣医学科獣医微生物学研究室 教授 

渡邉 真治 先生 宮崎大学農学部獣医学科獣医微生物学研究室 准教授 

・演題 「動物の抗酸菌症」 

     「いろんな動物に感染する鳥インフルエンザ」 

受講者 ３３名（内 会員外 ８名） 

                 

（産業動物部会） 

産業動物に関わる獣医学術の研鑽を図ることが、人への動物感染症の予防と畜産

業振興に寄与することを目的として、「産業動物部会講習会」を開催しました。 

・期日 平成２６年 ２月２８日（金）１４時～佐賀市 グランデはがくれ 

・講師 大澤 健司 先生 宮崎大学農学部獣医学科  

産業動物臨床繁殖学研究室 教授 

・演題 「産業動物獣医師の将来像、役割の変化」 

受講者 ３７名（会員 ２９名 会員外 ８名） 

 

Ⅲ．収益事業 

獣医療証明書等頒布事業 

   獣医師法、獣医療法、動物薬事法等で診療の際に義務付けられている証明書に

ついて統一した様式を作成し、頒布しました。 

 

Ⅳ． その他の事業） 

  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    会員相互の親睦・融和を図るため総会時に懇親会を開催。 

２．獣医事事業   獣医事に係る課題の検討、情報の提供。 

３．福利・研修事業 各種獣医師共済制度の照会・加入促進及び日本獣医師会や 

各県・市獣医師会、学会が開催する研修会の参加案内。 

４．学術奨励    獣医学術学会等が主催する学会での研究発表への奨励費の交付。  
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５．慶弔      会員及び家族等への慶弔規定による給付。 

６．表彰      表彰規程による功労会員への表彰、及び日本獣医師会会長表彰、

九州地区獣医師会連合会会長表彰の推薦。 

 

Ⅴ ．その他関連する事業 

１．獣医師会館建設について 

    獣医師会館建設資金については、取り扱いを明確にする必要があるため、「特 

定費用準備資産金等取扱規程」に、獣医師会館取得資産として位置づけ、建設

資金を積立し資金の確保に務めました。 

建設の検討は、引き続き理事会で議論を重ね、施設規模・内容に関する議論

や調査を進めます。 

 

２．諸会議、行事、その他について 

（１） 獣医界情報や獣医師会の事業報告、会員相互の連携を図るため、獣医会報     

   第２７号、第２８号を発行しました。 

佐賀県獣医師会ホームページを刷新し、会員及び県民に対し獣医事情提 

供・発信に努めました。 

（２） 当会が主催する諸会議、支部や部会の総会・行事、関係機関や団体の会議 

等へ参加した行事等については、別記のとおりです。 

 

別記        諸会議・行事等一覧  
開 催 日 諸 会 議 ・ 行 事 等 名  開  催  場  所 

 ４．１０ 監査会 佐賀市「婦人会館」 

４．１１ 九州地区獣医師会連合会監査会 宮崎市「ニューウェルシティ宮崎」 

４．１１ 九州地区獣医師会連合会総会 宮崎市「ニューウェルシティ宮崎」 

４．１１ 九州地区獣医師会連合会ヤマネコ協議会監査会 宮崎市「ニューウェルシティ宮崎」 

４．１１ 九州地区獣医師会連合会ヤマネコ協議会総会 宮崎市「ニューウェルシティ宮崎」 

 ４．１７ 第１回理事会 佐賀市「婦人会館」 

 ４，２０ 畜魂祭 多久市 畜産公社 

 ４，２５ 獣医学術九州地区学会幹事会 大分市「レンブラントホテル大分」 

 ４．２５ 小城・多久支部総会 多久市 食肉衛生検査所 

 ４．２６ 中央支部総会１８：００ 佐賀市「グランデはがくれ」 

 ４．２７ 西松浦支部総会 伊万里市「ひょうたん」 

 ５．１３ 食鳥肉衛生協会理事会 佐賀市 「グランデはがくれ」 

 ５．１６ 唐津支部総会 唐津市  アルピノ 

 ５．２１ 牛白血病防疫対策会議 佐賀市 「JA会館」 

 ５．２６ 獣医師会通常総会 佐賀市「グランデはがくれ」 

 ５．２８ 食鳥肉衛生協会評議員会 佐賀市「グランデはがくれ」 
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 ５．３０ 鶏病研究会総会 佐賀市「グランデはがくれ」 

 ６． ５ 佐賀県畜産協会通常理事会 佐賀市 「JA会館」 

 ６． ６ 九州各県・市獣医師会長・事務局長・担当者会議 大分市レンブラントホテル大分 

 ６．１５ 公衆衛生部会 総会 佐賀市「ワシントンホテル」 

 ６．２０ 佐賀県畜産協会通常総会 佐賀市「グランデはがくれ」 

 ６．２０ 佐賀県畜産協会臨時理事会 佐賀市「グランデはがくれ」 

 ６．２７ 第７０回日本獣医師会通常総会 東京都 明治記念館蓬莱の間 

 ６．２８ 家畜衛生職員協議会定期総会 佐賀市「グランデはがくれ」 

 ６．３０ 小動物部会症例検討会 佐賀市 婦人会館 

 ７． ３ パワフルさが畜産実践プロジェクト推進委員会 佐賀市「グランデはがくれ」 

７． ３ 第２回理事会 佐賀市「婦人会館」 

７．１１ 佐賀県畜産協会衛生関係事業検討会 佐賀市 「JA会館」 

 ７．１２ 平成２５年度全国獣医師会事務・事業推進会議 東京都「ホテルフロラシオン青山」 

８． １ 平成２５年度地域自衛防疫強化推進検討会 佐賀市 アバンセ     

８． １ 木原 奉文佐賀県議会議員 議長就任等祝賀会 佐賀市 マリトピア   

 ８． ２ 第２９回佐賀県和牛改良組合協議会総会 多久市 佐賀県畜産公社 

８． ８ 九州各県・市獣医師会長・事務局長会議 大分市大分アリストンホテル 

 ８．２０ パワフル畜産プロジェクト・畜産技連合同研修会 佐賀市「県庁新行政棟大会議室」 

 ８．２９  畜産協会死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業協議会 佐賀市 「JA会館」 

 ９． ２ 佐賀県家畜人工受精師会研修会・通常総会 武雄市 「割烹古賀」 

 ９．１５ 第１回小動講習会（西藤先生） 鳥栖市「ＪＡグリーンパレス」 

 ９．２３ 動物愛護フェスティバルさが 佐賀市 「森林公園」 

１０．１２ 獣医学術九州地区学会  ～１３日 大分市 ホルトホール大分 

１０．１３ 九州地区獣医師大会   大分市 ホルトホール大分 

１０．１９ 蔵内日本獣医師会会長就任祝賀会 福岡市 ニューオオタニ福岡 

１０．２３ 産業動物部会役員会 佐賀市「中部家畜保健衛生所」 

１０．２５ 平成２５年度全国獣医師会会長会議 東京都  明治記念館 

１１．１０ 第２回小動講習会（先生） 鳥栖市「ＪＡグリーンパレス」 

１１．１８ 佐賀県動物愛護推進協議会 佐賀市 県庁 南棟西別館 

１１．１９ 第１回学校飼育動物対策委員会 佐賀市「婦人会館」 

１１．２０ 蔵内日本獣医師会会長就任祝賀会 東京都  明治記念館 

１１．２１ 畜産・家畜衛生技術研究発表会 佐賀市「中部家畜保健衛生所」 

１２．５ 佐賀県畜産協会臨時理事会 佐賀市 「JA会館・別館」 

１２． ７ 公衆衛生部会講習会 佐賀市 「婦人会館」 

１２．１０ 第２３回佐賀県畜産共進会第２回運営委員会 佐賀市 「JA会館・別館」 

１２．２６ 佐賀県生活衛生課協議 佐賀市 佐賀県庁       

２６年   
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 １．８ 佐賀県動物愛護推進協議会 佐賀市 県庁 南棟西別館 

１．１５ 第３回理事会 佐賀市 「婦人会館」 

 １．１８ 小動物部会総会 佐賀市 「婦人会館」 

 ２． ３ 農業共済組合損害評価会 佐賀市「農業共済組合」 

２． ５ 九州・沖縄ブロック家畜保健衛生業績発表会 佐賀市「グランデはがくれ」 

２．１３ 森税理士事務所協議（資産評価） 佐賀市「婦人会館」 

２．１３ 佐賀県畜産協会家畜畜産物衛生指評議員会 佐賀市「JA会館６階会議室」 

２．１３ 佐賀県感染症予防計画策定会議 佐賀市 佐賀県正庁  

２．１４ 農業共済指定獣医師事前協議 佐賀市「婦人会館」 

２．１７ 九州地区獣医師会連合会事務局長会議 大分市 大分市アリストンホテル 

 ２．２１ 第５５回佐賀県酪農婦人の集い 佐賀市 「マリトピア」 

 ２．２１ 平成２５年度日本獣医師政治連盟総会 千葉市アパホテル＆リゾート 

 ２．２１ 平成２５年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会 千葉市 幕張メッセ 

２．２１ 伊万里西松浦地区犬魂祭 伊万里市 「地蔵院」 

 ２．２２ 第２３回佐賀県畜産共進会（畜産祭） 多久市 佐賀県畜産公社  

 ２．２３ 第２３回佐賀県畜産共進会（畜産祭） 多久市 ＪＡさが畜産センター 

 ２．２４ 動物慰霊祭 佐賀市「動物管理センター」 

 ２．２８ 佐賀県畜産協会通常理事会 佐賀市「JA会館」 

 ２，２８ 産業動物部会講習会・総会 佐賀市 グランデはがくれ 

 ３．１１ 佐賀県動物愛護狂犬病予防等行政担当者会議 佐賀市 佐賀県庁 会議室 

 ３．１３ 佐賀県動物愛護推進協議会 佐賀市佐賀保健福祉事務所 

 ３．１９ 佐賀県畜産協会臨時総会 佐賀市「JA会館」 

 ３．１９ 第４回理事会 佐賀市 「婦人会館」 

 ３．２０ 第２３回佐賀県畜産共進会第３回運営委員会 佐賀市「JA会館・別館」 

 ３．２０ 第２回学校飼育動物対策委員会 佐賀市 「婦人会館」 

   

 

 


