
Ⅲ 会 議 

 １ 横浜市関係 

書類照合事務（適正飼育推進委託事業） 22.4.9  本会事務局会議室     事務局・横浜市 

書類照合事務（動物保護管理委託事業） 22.4.20  本会事務局会議室  井上常務・相原会計理事・事務局・横浜市 

猫等引取業務に係る検討会 22.4.26   松村ビル別館401号会議室   井上常務・武部・兵藤・太田（雄）・武井 

横浜市教育委員会主催「学校飼育動物担当者講習会」 22.5.13   教育文化センター  越久田会長・久松副会長 

書類照合事務（動物保護管理委託事業） 22.5.24  本会事務局会議室  井上常務・相原会計理事・事務局・横浜市 

横浜市開港記念式典 22.6.2  横浜みなとみらいホール 越久田会長 

書類照合事務（動物保護管理委託事業） 22.6.22  本会事務局会議室  井上常務・相原会計理事・吉池理事・中丸

理事・事務局・横浜市 

書類照合事務（動物保護管理委託事業・不妊去勢手術助成事業） 22.7.20  本会事務局会議室  井上常務・相原会

計理事・事務局・横浜市 

第1回横浜市保健医療協議会  22.7.26   ホテル横浜ガーデン  越久田会長 

第1回人と動物との共生推進よこはま協議会 22.8.22 松村ビル別館会議室  越久田会長・井上常務 

動物愛護フェスティバル業務連絡    22.9.17    健康福祉局・交通局   井上常務 

書類照合事務（動物保護管理委託事業・不妊去勢手術助成事業） 22.9.21  本会事務局会議室  井上常務・相原会計

理事・吉池理事・中丸理事・事務局・横浜市 

書類照合事務（動物保護管理委託事業） 22.10.20  本会事務局会議室  井上常務・相原会計理事・事務局・横浜市 

書類照合事務（適正飼育推進委託事業） 22.10.20  本会事務局会議室  井上常務・相原会計理事・事務局・横浜市 

猫引取検討委員会 22.11.5  本会事務局会議室   兵藤・武部・太田監事・溝呂木・横浜市6名 

書類照合事務（動物保護管理委託事業・不妊去勢手術助成事業） 22.11.22  本会事務局会議室  井上常務・相原会

計理事・吉池理事・中丸理事・事務局・横浜市 

書類照合事務（動物保護管理委託事業・不妊去勢手術助成事業） 22.12.22  本会事務局会議室  井上常務・相原会

計理事・吉池理事・中丸理事・事務局・横浜市 

書類照合事務（動物保護管理委託事業・不妊去勢手術助成事業） 23.1.25  本会事務局会議室  井上常務・相原会計

理事・吉池理事・中丸理事・事務局・横浜市 

第2回人と動物との共生推進よこはま協議会 23.2.7   松村ビル別館会議室 越久田会長・井上常務 

教育委員会パネルディスカッション  23.2.17    神奈川県民ホール会議室  越久田会長・久松副会長 

書類照合事務（動物保護管理委託事業・不妊去勢手術助成事業） 23.2.22  本会事務局会議室  井上常務・相原会計

理事・吉池理事・中丸理事・事務局・横浜市 

横浜市保健医療協議会  23.3.7   ホテル横浜ガーデン  越久田会長 

書類照合事務（動物保護管理委託事業） 23.3.22  本会事務局会議室  井上常務・相原会計理事・事務局・横浜市 

  横浜市動物救援連絡会会議  23.3.23   松村ビル別館会議室  越久田会長・久松副会長・井上常務 

  横浜市教育委員会打合せ会議 23.3.29   関内第一ビル会議室」  越久田会長・久松副会長 

 

 



 

２ 日本獣医師会関係（※日本獣医師会役職による記載） 

2010動物感謝デー企画検討委員会 22.4.13    日本獣医師会会議室      中川副会長 

第１回日本獣医師会執行委員会議並びに関係省庁挨拶回り22.4.22    日本獣医師会応接室他 中川副会長 

獣医事審議会計画部会小動物ワーキング 22.4.27   農林水産省会議室  中川副会長 

第２回日本獣医師会執行委員会議  22.5.15    （財）動物臨床研究会  中川副会長 

2010動物感謝デーイベント企業コンペティション   22.5.21    日本獣医師会会議室   中川副会長 

日本獣医師会決算監査会   22.5.27    日本獣医師会会議室   中川副会長 

日本獣医師会決算監査会   22.5.28    日本獣医師会会議室   中川副会長 

第３回日本獣医師会執行委員会議  22.6.15    日本獣医師会会議室  中川副会長 

 日本獣医師会第67回通常総会 22.6.28   明治記念館   越久田(本会)会長 

日本獣医師会第2回理事会並びに第67回通常総会 22.6.28   明治記念館  中川副会長  

獣医事審議会計画部会  22.6.29    農水省三番町共用会議所     中川副会長 

農林水産省動物医薬品等部会  22.7.2  農水省動物医薬品検査所    中川副会長 

動物看護職制度在り方検討委員会認定斉一化検討小委員会 22.7.16   日本獣医師会会議室 中川副会長 

第１回農水省獣医事審議会免許部会  22.7.21    農水省三番町共用会議所  中川副会長 

第4回日本獣医師会執行委員会議  22.7.23    日本獣医師会会議室  中川副会長 

2010動物感謝デー企画運営委員会   22.9.22     日本獣医師会会議室   中川副会長 

第6回日本獣医師会執行委員会議  22.9.26    日本獣医師会会議室  中川副会長 

平成22年度全国獣医師会会長会議  22.10.1   ホテルフロラシオン青山  越久田（本会）会長・伊礼（本会）事務局長 

2010動物感謝デー   22.10.2     駒沢オリンピック記念公園中央会場   中川副会長 

第３回日本獣医師会理事会  22.12.9     日本獣医師会会議室   中川副会長 

第9回日本獣医師会執行委員会議  22.12.9    日本獣医師会会議室  中川副会長 

2010動物感謝デー in japan 22.10.2    駒沢公園オリンピック記念中央広場 中川副会長・越久田（本会）会長・井上（本会）常務 

第１０回日本獣医師会執行委員会議  23.1.24    日本獣医師会会議室  中川副会長 

平成22年度地区獣医師会連合会会長会議 23.3.2   日本獣医師会会議室  中川副会長 

第１１回日本獣医師会執行委員会議  23.3.2    日本獣医師会会議室  中川副会長 

第１2回日本獣医師会執行委員会議  23.3.17    日本獣医師会会議室  中川副会長 

2011動物感謝デー事業委託先コンペディション 3社説明会  23.3.22   日本獣医師会会議室  中川副会長 

日本獣医師会第４回理事会   23.3.25     ホテルフロラシオン  中川副会長 

 

 

 

３ 関東・東京地区獣医師会連合会関係 

関東・東京合同地区獣医師会第１回理事会 22.4.17  ホテル東日本宇都宮（栃木県） 越久田会長・井上常務・伊礼事務局長 

関東・東京合同地区学会第１回評議委員会 22.4.17   ホテル東日本宇都宮（栃木県）  武部評議員・野村理事 



関東・東京合同地区獣医師会第２回理事会 22.7.17  ホテル東日本宇都宮（栃木県） 越久田会長・井上常務・伊礼事務局長 

関東・東京合同地区学会第２回評議委員会   22.7.17  ホテル東日本宇都宮（栃木県）   武部評議員・野村理事 

平成22年度関東・東京合同地区獣医師大会 22.9.12 ホテル東日本宇都宮（栃木県）  越久田副会長・井上常務他25名 

関東・東京合同地区学会審査員・座長打合会 22.9.12     ホテル東日本宇都宮（栃木県） 武部評議員・野村理事 

関東・東京合同地区獣医師会第３回理事会 23.1.26～27   ホテル・フロラシオン那須 越久田副会長、井上常務・伊礼事務局長 

 

 

4 一般会議 

 さくら祭り 22.4.3 横浜市瀬谷区上瀬谷通信隊広場  越久田会長・久松副会長・金子平治・小林宏・木内敦子 

動物愛護週間イベント準備委員会打合せ 22.4.6  本会事務局会議室   実行委員（井上常務・横浜市 他） 

  家畜保健衛生所事業推進会議・県央地域自衛防疫推進協議会・県央オーエスキー病防疫協議会 22.4.27 県央家畜保健衛生所  紺野理事 

動物愛護週間イベント準備委員会打合せ 22.5.14  本会事務局会議室 実行委員（越久田会長・中川名誉会長・井上常務・横浜市 他） 

(社)神奈川県畜産振興会第46回通常総会   22.5.19    畜産センター会議室  越久田会長  

神奈川県農業技術センター畜産試験所-試験成績検討会議 22.5.27    県央家畜保健衛生所  紺野理事 

 宮崎県における口蹄疫発生に係る説明会 22.6.2  神奈川県中央農業会館  紺野理事・伊礼事務局長 

神奈川県養豚協会平成22年度通常総会及び記念講演  22.6.4    熱海 旅館しろき会議室  紺野理事   

平成22年度第１回政令指定都市および東京都獣医師会連絡協議会  静岡グランドホテル中島屋  22.６.13  越久田会長・久松副会長 

補助犬チャリティディナーショウー 22.6.23 ザ・リィツ・カールトン東京  越久田会長 

平成21年度農林水産重点施策・予算に関する検討会議 2２.6.24 畜産センター会議室  伊礼事務局長 

 第1回(財)横浜市緑の協会理事会 22.6.29 緑の協会 第1会議室   越久田会長 

第56回(社)神奈川県畜産会定時総会  22.6.30    神奈川県中央農業会館5階大会議室 伊礼事務局長 

動物愛護週間イベント準備委員会打合せ 22.7.2  本会事務局会議室   実行委員（越久田会長・井上常務・横浜市 他） 

平成22年度第1回野生動物リハビリテーター資格制度検討委員会 22.7.21  神奈川県民活動サポートセンター  久松副会長 

神奈川県口蹄疫防疫演習    22.7.30      綾瀬市文化会館 小ホール   紺野理事・伊礼事務局長 

第2回人と動物の共生を支援する会   22.8.4   品川プリンスホテル  越久田会長 

動物愛護週間イベント準備委員会打合せ 22.8.4  本会事務局会議室  井上常務 

神奈川県豚オーエスキー病防疫対策協議会  22.8.5   海老名市文化会館大会議室  紺野理事 

平成22年度第1回傷病鳥獣保護連絡協議会  22.8.10   かながわ県民センター会議室  久松副会長 

環境省中央環境審議会動物愛護部会第1回動物愛護管理のあり方検討小委員会  22.8.10      環境省第１会議室  井本理事  

動物愛護フェスティバル会場下見  22.8.17  グランモール公園  井上常務  

学校飼育動物担当者情報交換会 22.8.29   御殿山ガーデンホテルフォーレ東京  久松副会長 

第1回規約検討委員会  22.8.30   本会事務局会議室   井上常務・太田監事・小山理事・中丸理事・平田理事・吉池理事 

平成22年度生産衛生技術向上研修会  22.9.3    鉄二健保会館  紺野理事 

農林水産省獣医事審議会  22.9.7    農林水産省第二特別会議室  井本理事 

神奈川県豚オーエスキー病防疫対策協議会  22.9.10   海老名市文化会館大会議室  紺野理事 

横浜市大医学部実験動物慰霊祭    22.9.15     越久田会長 



環境省中央環境審議会動物愛護部会第2回動物愛護管理のあり方検討小委員会  22.9.15      環境省第１会議室  井本理事  

動物愛護フェスティバル打合せ会議  22.9.15   ロイヤルパークホテル三菱地所㈱会議室  越久田会長  

環境省中央環境審議会動物愛護部会第3回動物愛護管理のあり方検討小委員会  22.9.16      環境省第１会議室  井本理事  

動物愛護フェスタよこはま 22.9.26    みなとみらい地区グランモール公園  中川名誉会長・越久田会長他16名 

平成22年度家畜防疫互助基金造成等支援事業推進会議  22.9.29   海老名市文化会館会議室   伊礼事務局長 

税務調査立会い   22.10.1    本会事務局会議室   井上常務・相原会計理事 

動物愛護フェスタよこはま実行委員会  22.10.5    本会事務局会議室   実行委員（井上常務・横浜市 他） 

平成22年度 鶏魂供養祭  22.10.5    大雄山 最乗寺  伊礼事務局長 

税務調査立会い  22.10.7    本会事務局会議室   井上常務・相原会計理事 

平成22年度家畜衛生対策事業推進協議会   22.10.7   伊礼事務局長 

第2回規約検討委員会  22.10.13   本会事務局会議室   井上常務・太田監事・小山理事・中丸理事・平田理事・吉池理事 

豚魂祭・養豚衛生研修会  22.10.15    オークラフロンティアホテル海老名  紺野理事 

環境省中央環境審議会動物愛護部会第4回動物愛護管理のあり方検討小委員会  22.10.19      環境省第１会議室  井本理事 

環境省中央環境審議会動物愛護部会第5回動物愛護管理のあり方検討小委員会  22.10.20      環境省第１会議室  井本理事 

税務調査立会い   22.11.5    本会事務局会議室   井上常務・相原会計理事 

 環境省中央環境審議会動物愛護部会第6回動物愛護管理のあり方検討小委員会  22.11.8      環境省第１会議室  井本理事  

環境省中央環境審議会動物愛護部会第7回動物愛護管理のあり方検討小委員会  22.11.9      環境省第１会議室  井本理事 

 畜産関係団体等情報交換会  22.11.12      厚木グリーン会館   紺野理事 

環境省中央環境審議会動物愛護部会第8回動物愛護管理のあり方検討小委員会  22.11.29    三田共用会議所大会議室 井本理事 

島根県における高病原性鳥インフルエンザの発生に係る説明会  神奈川県畜産振興会  22.12.3  紺野理事・伊礼事務局長 

平成22年度第2回政令指定都市および東京都獣医師会連絡協議会  ホテルクランパレス浜松（浜松市）  22.12.5  越久田会長・久松副会長 

環境省中央環境審議会動物愛護部会第9回動物愛護管理のあり方検討小委員会  22.12.6      環境省第１会議室  井本理事  

平成22年度第1回産業動物学術講習会  22.12.9   海老名市民文化会館会議室   紺野理事 

平成２２年度第１回神奈川県下獣医師連絡協議会定例会  22.12.16   神奈川県畜産センター会議室  久松副会長・井上常務・相原会計

理事・伊礼事務局長                                  

第2回(財)横浜市緑の協会理事会   22.12.22  緑の協会会議室  越久田会長 

平成22年度高病原性鳥インフルエンザ防疫体制確立事業地域推進会議 22.12.22  神奈川県畜産会会議室  紺野理事 

農場ＨＡＣＣＰ認証制度検討委員会  22.12.22   神奈川県畜産会会議室 紺野理事 

平成22年度第2回野生動物リハビリテーター資格検討委員会  23.1.11   久松副会長 

平成23年(社)神奈川県獣医師会賀詞交換会            23.1.13   ホテルプラムコスモ  越久田会長 

新型疾病防疫強化事業飼養衛生講習会  23.1.14   神奈川県産業技術センター会議室  紺野理事 

平成23年保健衛生関係団体等新春の集い  23.1.24   ホテルキャメロットジャパン  越久田会長 

環境省中央環境審議会動物愛護部会第10回動物愛護管理のあり方検討小委員会  23.1.24      環境省第１会議室  井本理事 

平成23年(社)川崎市獣医師会賀詞交換会            23.1.27   KSP３階 コンベンションホール 越久田会長、井上常務 

宮崎県における高病原性鳥インフルエンザの発生に係る説明会  23.2.1  神奈川県畜産センター会議室   紺野理事 

環境省中央環境審議会動物愛護部会第11回動物愛護管理のあり方検討小委員会  23.2.8      環境省第１会議室  井本理事  



高病原性鳥インフルエンザ説明会  23.2.17   神奈川県県央家畜保健衛生所  紺野理事 

栃木県牛受精卵移植技術研究集会  23.2.18   ホテル龍白苑（茨城県） 紺野理事 

環境省中央環境審議会動物愛護部会第12回動物愛護管理のあり方検討小委員会  23.2.22      環境省第１会議室  井本理事 

損害評価家畜共済部会 23.2.23   神奈川県農業共済組合  紺野理事 

平成22年度（第３７回）家畜診療等技術全国研究集会  22.2.24    全国農業共済協会  紺野理事 

環境省中央環境審議会動物愛護部会第13回動物愛護管理のあり方検討小委員会  23.3.2      環境省第１会議室  井本理事 

平成22年度獣医事審議会第３回計画部会  23.3.8  農林水産省第２特別会議室  井本理事 

平成22年度第２回獣医事審議会  23.3.8  農林水産省第２特別会議室  井本理事 

日本内科アカデミー学術大会および共催団体代表者会議  23.3.13   パシフィコ横浜  越久田会長 

テレビ神奈川・テレビ番組収録  23.3.16  テレビ神奈川放送局  越久田会長 

野生動物救護に関する研修および意見交換会  23.3.27   かながわ県民活動サポートセンター会議室  久松副会長 

平成２２年度第２回神奈川県下獣医師連絡協議会定例会  22.3.29   神奈川県畜産センター会議室  久松副会長・井上常務・相原会計理事・伊礼事務局長 


