
   

令和元年度事業報告書

    Ⅰ　事業の実績 

      １　動物の保護管理事業【受託事業】(  )は前年度数値

        （１）  滋賀県からの受託事業

            ①  犬および猫の苦情依頼等への対応

　　　　      飼養者等に適切な飼養指導や助言を行った。

（犬） （上段：苦情等件数、下段：対応回数）

2 (6) 3 (5) 43 (25) 48 (36) 9 (12) 23 (39) 32 (51) 80 (87)

3 (15) 9 (16) 56 (41) 68 (72) 18 (48) 24 (38) 42 (86) 110 (158)

4 (3) 6 (9) 28 (8) 38 (20) 22 (11) 36 (26) 58 (37) 96 (57)

4 (14) 15 (15) 51 (14) 70 (43) 57 (43) 36 (26) 93 (69) 163 (112)

3 (2) 6 (7) 36 (31) 45 (40) 15 (17) 53 (50) 68 (67) 113 (107)

8 (6) 15 (18) 59 (49) 82 (73) 124 (75) 56 (51) 180 (126) 262 (199)

2 (7) 7 (3) 22 (25) 31 (35) 6 (3) 13 (33) 19 (36) 50 (71)

7 (24) 22 (4) 43 (43) 72 (71) 11 (9) 14 (32) 25 (41) 97 (112)

0 (5) 6 (6) 27 (38) 33 (49) 24 (25) 19 (33) 43 (58) 76 (107)

0 (13) 13 (16) 24 (62) 37 (91) 844 (655) 23 (33) 867 (688) 904 (779)

2 (4) 0 0 16 (10) 18 (14) 6 (12) 9 (18) 15 (30) 33 (44)

8 (6) 0 0 17 (17) 25 (23) 36 (84) 9 (18) 45 (102) 70 (125)

13 (27) 28 (30) 172 (137) 213 (194) 82 (80) 153 (199) 235 (279) 448 (473)

30 (78) 74 (69) 250 (226) 354 (373) 1090 (914) 162 (198) 1252 (1112) 1606 (1485)

        （猫）

6 (5) 3 (5) 3 (10) 1 (10) 6 (8) 5 (6) 24 (44)

45 (15) 3 (16) 18 (25) 4 (28) 8 (11) 23 (19) 101 (114)

草津 甲賀 東近江 彦根 長浜 高島

放し飼い 鳴き声等 その他
引取（放棄犬・

不明犬）

合　計

合計

苦　　　情
小　計

依　　頼

野犬保護等
小　計

長
浜

　本協会は、「動物の愛護及び管理に関する法律」、「滋賀県動物の保護および管理に

関する条例」および「狂犬病予防法」に則り、野犬等の保護管理、動物の適正飼養指導

業務にあたるとともに、動物愛護思想の普及に努め、人と動物が共生できる豊かな地域

　　　　　      住民および関係機関等から依頼のあった犬等の飼養に伴う迷惑苦情について

社会づくりの推進を図った。

高
島

合
計

苦情等件数

対応回数

草
津

甲
賀

東
近
江

彦
根
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（犬および猫の引き取り等状況）

1 (6) 0 (2) 16 (24) 17 (32) 2 (4) 19 (36) 69 (51)

負傷犬・猫 0 0 0 (1) 0 0 0 (1) 0 (1) 21 (12)

0 0 2 (1) 25 (18) 27 (19) 6 (2) 33 (21) 6 (7)

負傷犬・猫 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 9 (11)

4 (8) 13 (7) 27 (25) 44 (40) 4 (17) 48 (57) 46 (103)

負傷犬・猫 0 0 1 0 0 (1) 1 (1) 1 (1) 6 (10)

3 (5) 1 (5) 10 (16) 14 (26) 2 (6) 16 (32) 47 (69)

負傷犬・猫 0 0 0 0 0 (1) 0 (1) 0 (1) 12 (3)

11 (5) 3 (3) 14 (19) 28 (27) 88 (60) 116 (87) 53 (40)

負傷犬・猫 0 0 0 0 0 (1) 0 (1) 0 (1) 5 (1)

6 (13) 2 (10) 1 (2) 9 (25) 2 (3) 11 (28) 24 (29)

負傷犬・猫 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 (2)

25 (37) 21 (28) 93 (104) 139 (169) 104 (92) 243 (261) 245 (299)

負傷犬・猫 0 0 2 (1) 1 (3) 3 (4) 3 (4) 56 (39)

　　　　　　(適正飼養啓発事業の実施）

39 (33)

40 (43)

40 (43)

1 (1)

4 (1)

9 (8)

3 (5) (23)

4 (4) (377)

37 (22)

395

犬の正しい飼い方講習会

26

猫の正しい飼い方講習会

出前講座（犬・猫の飼い方講習会、犬のしつけ方）

ペット防災対策講習会

動物飼養相談

夏休み体験学習における受付業務

動物責任者講習会における受付業務

204

411部配布

(202)

(202)

341 (6)

狂犬病予防啓発業務（会場）

            ③　地域猫対策事業への対応業務

　　　　　　　　飼い主のいない猫の減少および周辺の生活環境の保全を図るために、県内(大　

　　　　　　　津市を除く）に生息する飼い主のいない猫対策としての「地域猫活動」への取り

　　　　　　　　　対応回数　　４８回

　　　　　　　組みに対応した。

　　　　　　　護など緊急処理を行った。

指導班引取
合計

保健所 市町
小計

（犬）

合計

草津

甲賀

東近江

彦根

長浜

            ④　啓発事業の実施

回数等 参加人数事業内容

犬のしつけ方教室 113

　　　　　　  　滋賀県動物保護管理センター（以下「動管センター」という。）で定められた

　　　　  　　計画に基づいて、野犬等の保護等を迅速に行った。市町、保健所および警察署に

　　　　　  　引き取られ、一時保管された犬および猫等の引き取り業務や負傷犬および猫の保

　　　　　　　努めた。

指導班保
護・捕獲箱

等

引取

（猫）

            ②　犬および猫の引き取り等の対応

高島

　　　　　　　　動物の適正飼養事業や愛護事業を実施し、動物の適正飼養や愛護精神の普及に

引取

206 (225)

9 (8)

(84)
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　　　　　（愛護事業の実施状況）

2 (2) 73 (58)

犬の一般譲渡 　 51 (62)

猫の一般譲渡 108 (105)

      ２　動物の愛護推進事業【自主事業】

　　  　　　　　 開催日時　　令和元年６月２日（日）１０：００～１５：００

　　  　　　　　 場　　所　　動管センター

　　　　　　　　 内　　容 　「犬・猫の里帰り交流会」「譲渡5年目の同窓会」

　　　　　　　　　　　　　　「クラフト・迷子札づくり」「わんわんおいでレース」

　　　　　　　　　　　　　　「犬の気持ちになろう」「犬の爪切り、耳掃除コーナー」

　　　　　     　　　　　　 「犬・猫・ウサギのふれあい」など

　 　　  　　　  入場者数    ２００人 

        （２）「２０１９しが動物フェスティバル」

　  　　　　　　開催日時　　令和元年９月２２日（日） １０：００～１５：００

　　  　　　　　場　　所　　竜王町総合運動公園ドラゴンハット

　　　  　　　　内　　容     

　　　　　　 　 ・長寿犬、長寿猫の表彰

　　　　  　　　　　・「わんわんチャレンジがれき体験コーナー」　71組　115名参加

　　　　　　　　　　・「動物保護管理協会の展示コーナー（災害時ペット同行避難等）」

               　　 ・「犬・猫の飼い方相談コーナー」　　30件（犬29件、猫１件）　　

　　　　　　　　入場者数　　６，５００人

　　　　　　　 理を行った。

            ⑤  その他の業務

動物愛護学習（低学年）

回数 備　考

　　　　　    ア 動管センターに飼養および保管されている動物の飼養管理および飼養場所な

　　　　  　  ウ 動管センターが所有している施設および動物指導車等の県貸与物品の維持管

　　　　　　　　　　　　　(長寿犬飼養者被表彰者11人、長寿猫飼養者被表彰者３人、 　　　　　　　　　　　

 　　     動物の生理や習性等を理解するとともに、最後まで愛情と責任をもって飼養するよう、

　　　　イベントや協会ホームページ、情報誌などの媒体により、広く県民への普及に努めた。

　　  　　　　動物のことを学び、命の大切さや思いやりの気持ちを育むことを目的として、子

　　　　    　９月２０日から２６日までの動物愛護週間の一環行事として、動物の適正な飼い

　　　　　　方や動物に対する理解と関心を深め、動物愛護意識の高揚を図るため、滋賀県獣医

　　　　 　 師会が主催する「２０１９しが動物フェスティバル」に共催した。

事業内容

　　　　　　　　　　　（鳴き声、かみ癖、引っ張り等相談）

　　　　　     らびに周辺施設の清掃業務を行い、施設の環境美化に努めた。

        （１）「令和元年度動物愛護のつどい」の開催

　　  　　　ども等を対象に事業を開催した。

参加者数頭数

              イ 県保健所の犬舎等の清掃を行った。
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　  　　　　　　開催日時　　令和元年７月７日（日） １３：３０～１６：００

　　  　　　　　場　　所　　動管センター

　　　　　　　　入場者数　　３５０人

 　36件（17件）

        （５）リーフレット等による愛護啓発活動

　　　　　  を賛助会員等に配信し、動物の適正飼養の普及啓発に努めた。

        （６）わんにゃん掲示板の設置 

　　　　　　しに協力した。

　（59頭）

        （７）ホームページを活用した保護犬および猫の情報提供

　　　　　　　動管センターに保護された犬および猫の情報をホームページに掲載し、飼い主へ

        （８）動物慰霊祭の開催　

　　　　　　  やむを得ない理由により、致死処分された動物の霊を慰めるために、動物慰霊祭

　　　　　  を令和２年３月２４日に開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止

　　　　　  のため中止した。

        （９）職員研修等の実績　

            ①  職員研修会の開催

 黄瀬重義先生

(178)

交  付  数

犬 6,000円

掲載数 成立数

2

  9件（6件）

4,000円

　　　　　  者に対し、不妊手術経費の一部を助成した。

(52)

4 (3)

障害のある人と人権

実施日 研　修　内　容 講師

ストレスと上手に付き合う思考法～考え方
のクセを見直すワーク

 葺石有美先生

140

　　　　　　  動管センターまたは大津市動物愛護センターから譲渡されたメスの犬または猫の飼養

　　　  （４）犬・猫不妊手術助成事業

        （３）命をつなぐジャズコンサートの開催

　　  　　　　動管センターの犬や猫の状況を知っていただき、犬や猫の命と向き合い動物愛護につ

　　  　　　いて学び考える機会として事業に共催した。

会報「わんにゃん広場」年4回発行　　各1,000部

5475

区分

　　　　　　　飼い主が飼養できなくなった犬および猫に生存の機会を与えるため、協会ホーム

　　　　　　ページやふれあい友遊館に犬および猫の個体情報と写真を掲示し、新しい飼養者探

　　　　　　の返還に努めた。

区分

犬

猫 57頭

犬 　11頭　　（12頭） 4頭 （9頭）

金　　額

返還率（％）

(93)

(1)

　26頭 （22頭）

猫

保護数（頭数） 返還数（頭数）

(34)

2月5日

　　　　　　  動物愛護関係の新しい情報を提供するとともに、協会の活動内容等を発信する会報

9月12日

49

猫
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            ②  専門技術研修会への参加

　参加数

            ①  西村あきこ、加藤景子ゴスペルチャリティコンサート

                開催日：令和元年５月１８日（土）

                会　場：大津市生涯学習センター「大ホール」

　　　　　（賛助会員） 

　　　　　（寄付金）

（寄付者）

個    人

「全ての動物に福祉を届けるために」

1人

「いのちの教育」研修会 1人

研修日 内容

12月22日 1人

合　　計

小　　計 370,192円  （420,150円）

(1会場）

59動物病院
1施設

1,349,233円（1,384,340円）

動物病院等

　　62,911円   （26,756円）

24人 （21人）

(2会場）

1会場常     設

979,041円 （964,190円）

（59動物病院1
施設）

（わんにゃん募金箱）

281,633円  （374,062円）

4会場

　　25,648円   （19,332円）

小　　計

会員数 口数

団体会員 12団体 （12団体） 12口 （12口）

個人会員 99人 （110人） 106口

団    体 7団体 （4団体）

特     設

金　　　　額

733,000円 （866,968円）

　　　　　　②　TOMONI講演会「うちの子が幸せならばそれでいい！」

（117.5口）

内　　　訳

246,041円  （97,222円）

   　  （１０）動物愛護推進事業の後援

             県内で開催された動物愛護を推進する団体等の行う事業を後援した。

      （１１)自主財源確保

             自主事業を推進するため、賛助会員へ呼びかけや寄付金の確保に努めた。

金　　額

　　120,000円（120,000円）

　 212,000円（235,000円)

5月26日

　　　　　　　　開催日：令和元年５月２６日（日）

　　　　　　　　場　所：草津市立交流プラザ

「うちの子が幸せならばそれでいい！」

11月8日
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    Ⅱ　会議等の開催

      １　理事会

        （１） 第１回理事会（決議の省略）

   　　        平成３１年４月８日　決議

     　　    ［提出議案］

     　　      評議員の候補者（補欠）について

     　　      理事の候補者（補欠）について

        （２） 第２回理事会

        　　   令和元年５月１４日動管センターにおいて開催した。

       　    ［提出議案］

        　　   平成３０年度事業報告について

        　　   平成３０年度決算報告について

        　　   任期満了に伴う役員の選任について

         　　  評議員会の開催について

        （３） 第３回理事会（決議の省略）

         　　  令和元年６月１９日　決議

         　　 [提出議案]

         　　  理事長、副理事長および常務理事の選定について

        （４） 第４回理事会

        　　   令和２年３月２４日動管センターにおいて開催した。

       　　  ［提出議案］

      ２　評議員会

        （１） 第１回評議員会（決議の省略）

   　　        平成３１年４月１５日　決議

     　　    ［提出議案］

     　　      評議員の補欠選任について

     　　      理事の補欠選任について

        （２） 第２回評議員会

      　　     令和元年５月２９日滋賀県農業教育情報センター（大津市）において開催した。

      　　   ［提出事項］

         　　  平成３０年度事業報告について

       　　    平成３０年度決算報告について

　　　　　　　 令和２年度事業計画（案）について

　　　　　　　 令和２年度収支予算（案）について

　　　　　　　 令和２年度第１回評議員会（決議の省略）について

　　　　　　　 任期満了に伴う役員の候補者（案）について

　　　　　　　 職員の給与の額に関する規程（改正案）について

　　　　　　　 情報公開規程（改正案）について
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    Ⅲ　役員・評議員および職員の状況

理事長 1

副理事長 1

役　　員 常務理事（兼）事務局長 1

理事 6

監事 2

11

7

18

総務係 事務局長（兼）総務係長 1

事務職員 1

職 管理係 係長 1

指導員 4

員 7

嘱託員 1

日々雇用職員 2

10

計

小　　計

評　議　員

（在数R2.3.31）

計

小　　計
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　　　　　　　津市を除く）に生息する飼い主のいない猫対策としての「地域猫活動」への取り
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　　　　　　  動管センターまたは大津市動物愛護センターから譲渡されたメスの犬または猫の飼養

　　　　　　  動物愛護関係の新しい情報を提供するとともに、協会の活動内容等を発信する会報
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