近年、様々な胸痛む事件が報道されるたびに、生命尊重を育む心の教育の大切さが叫ばれています。こう
した教育の一つとして、
幼児から小学生の時期に動物飼育を行う体験が子どもたちには重要であると言われ
ています。
子どもたちは動物と触れ合うことで心安らぐ時間を過ごすことができ、また、動物の世話をすることで責
任感を持ちます。それらの経験は、彼らの中に他者を思いやる気持ち、命の尊さ、共感する心が育つための
助けとなると確信しております。
そこで、私ども福井県獣医師会では、平成１４年度より「子どもたちのために先生と学校を支援すること」
を目的とした学校飼育動物事業を実施しております。
この事業では、希望された小学校に獣医師が出向き、飼育動物の飼い方を話したり、飼育に関する悩みに
答えたり、実際に動物とふれあう楽しさを伝えたりするなど、学校の要望に沿った形で支援を実施しており
ます。
また、平成２５年度からは本会独自の学校飼育動物モデル校事業を実施しています。
このモデル校事業では、本会の学校飼育動物事業委員が中心となって、モルモットの導入時や次学年への
引継時の児童への出前講座、先生等からの飼育相談、無料治療、そして亡くなったときのケアを含む「命の
授業」などの支援を行っており、その小学校の子どもたちや教職員、保護者は一体となって「命の尊さ」
、
「他人を思いやる気持ち」
、
「共感する心」を体験しています。
私ども福井県獣医師会は、この事業を通して獣医師として微力ながら社会に貢献し、また、親として、地
域の大人として、子どもたちのための、教職員のための、保護者のための、学校全体のための、学校飼育動
物のお手伝いをしていきたいと考えております。
本年度も、学校における動物飼育の機会として、次のとおりモデル校を募集します。

◎モデル校の応募等について
募 集 数；小学校２校
申込条件；後述の事業の内容等について取り組めること
費
用；無料
選定方法；書類選考
申込期間；令和元年９月２日（月）～１０月３１日（木）
（別紙、申込様式による）
申 込 先；公益社団法人 福井県獣医師会事務局（同上）
〒910-0003 福井市松本 3-16-10 福井県職員会館ビル
電話；0776-28-1244 FAX：0776-28-1255
Ｅmail：fukuijuu＠angel.ocn.ne.jp
様式等は（公社）福井県獣医師会ホームページ http://www.fukuijuu.com/にあります。

◎応募に当たっての相談
本会または次表の学校飼育動物事業委員にご相談ください。

◎モデル校における学校飼育の内容
モデル校では学級単位等でモルモット１頭を教室等で飼育することになります。

◎支援内容
（公社）福井県獣医師会は、モルモットおよび消耗品（エサ、飼育用および運搬用ケース等）について
各モデル校へ支給し、当該モルモットの命ある限りエサを支給するとともに、モルモットの導入から命
の授業まで、訪問授業の実施や治療など、無料で全面支援します。

◎事業の内容
・モルモットの学校への導入
はじめは職員室内等でケースでの飼育でも結構です。
獣医師が先生方に説明に伺うことも可能です。
・飼育開始
飼育学級に仲間入りし、教室等でケースでの飼育となります。
獣医師は、教室への仲間入りの授業や、定期的に学級を訪問して児童に学校飼育動物に関する話を
するなどのお手伝いをします。
また、土日や長期休み等、持ち回りで児童が自宅へ持ち帰って飼育していただくホームステイにつ
いても、父兄への説明会など獣医師がお手伝いします。
・発表等
モデル校として、動物愛護フェスティバルやモデル校ポスター巡回展示等で、飼育状況等について
ポスター発表などをしていただきます。
ポスター作成などについては、獣医師が相談に応じます。
・飼育引継
次年度の飼育学級へのモルモット飼育の引継をお願いします。
引継の際の授業も獣医師がお手伝いします。

◎万が一、飼育モルモットが死亡した場合のケア等
・
「命の授業」のお手伝いは、動物の命を預かる獣医師として必ずいたします。
・子どもたち等の希望により、次のモルモット飼育を希望される場合は次のとおりとなります。
２頭目；導入モルモット費用は、
（公社）福井県獣医師会が負担します。
エサ代等は、学校（父兄から徴収等）で負担をお願いします。
（公社）福井県獣医師会による訪問や相談治療等は、従前どおり無料です。
３頭目；導入モルモット費用も含め学校（父兄から徴収等）で負担をお願いします。
（公社）福井県獣医師会による訪問や相談治療等は、従前どおり無料です。

◎その他
本事業では、応募校が多い場合、エサ代自校持ち(上述で説明の２頭目の条件)でモルモットを導入す
るモデル校２校も併せて募集します。

◎相談および支援体制
次表の（公社）福井県獣医師会学校飼育動物事業委員および学校等飼育動物
支援窓口動物病院が出前講座、飼育相談、治療などについて、無料で支援する
体制になっています。

（申込様式）
令和元年

月

日

公益社団法人 福井県獣医師会長 様
所在地：
学校名：
学校長：

印

学校飼育動物モデル校申込書
このことについて、下記のとおり、教室等でモルモット飼育をしたいので、モデル事業校とし
て希望します。
記

飼育予定学級
飼育予定学級
児童数

年
（

組
）名

担任教諭氏名
連絡先

電 話：
E-mail：

他の学校飼育動物の有無
その他
（
）
全校児童数（
）名、教員数（
応募にあたってのアピール

）名

本事業のエサ代自校持ち（上述の２頭目の条件）でモルモットを導入するモデル校を併願しますか。
下記のいずれかを○で囲んでください。

併願する

併願しない

検討する

※ご相談等の場合には、
「学校等飼育動物」であることを、最初に申出ください！
◎学校飼育動物事業委員
担当区域

勤務支援動物病院等

住 所 （電 話）

委員氏名

大門動物病院

福井市飯塚町 7-29
（0776-34-1221）

大門 由美子

福井

もりた動物病院

福井市下森田新町 705
（0776-56-3330）

森 命

morita-ah@fukui.email.ne.jp

坂井

いなば動物病院

坂井市丸岡町猪爪 2-301
（0776-67-7123）

稲葉 大輔

clover-neo@orange.plala.or.jp

坂井

ラーバンの森動物病院

坂井市三国町陣ヶ岡 26竹内 美峰
10-27 （0776-82-1212）

mihotosora818@yahoo.co.jp

奥越

かわぐち動物病院

勝山市北市 7-2-8
（0779-88-4880）

川口 真理子

mari-kwgc@salsa.ocn.ne.jp

丹南

のろ動物病院

鯖江市下野田町 40-3-11
（0778-62-3037）

野呂 和夫

noro@lapis.plala.or.jp

嶺南

わかさ動物病院

小浜市府中 16-6-3
(0770-52-9988)

泉本 桂子

福井

足羽山公園遊園地

福井市山奥町 58-97

寺本 緑

☎０７７６－３４－１６８０

県全域

家畜保健衛生所

福井市大畑町 69-10-1
(0776-54-5104)

竹内 隆泰

t-takeuchi-23@pref.fukui.lg.jp

県全域

福井健康福祉ｾﾝﾀｰ

福井市西木田 2-8-8

盛戸 正人

☎０７７６－３６－１１１８

県全域

（委員長）

（副委員長）

連絡先

h-daimon@mitene.or.jp

mejikiti@xpost.plala.or.jp

◎学校等飼育動物支援窓口動物病院（学校飼育動物事業委員以外）
地区

動物病院名

住所

電話

ＦＡＸ

小春どうぶつクリニック

福井市花堂中 1-8-39

0776-36-3331

－

さくら通り動物病院

福井市花月 3-10-9

0776-29-7616

0776-29-7626

柴田動物病院

福井市南四ッ居 1-10-4

0776-52-1122

0776-52-1020

ハート動物病院

福井市花堂南 2-1-17

0776-35-1711

0776-35-1711

文京動物病院

福井市文京 4-6-9

0776-25-1013

0776-25-1054

山田動物病院

福井市大町 2-1112

0776-34-1050

0776-34-8726

高木動物病院

坂井市坂井町下関 57-9-2

0776-72-2811

0776-72-2822

松崎動物病院

坂井市丸岡町北横地 19-3-23

0776-67-3320

0776-67-8383

東さばえ動物病院

鯖江市東鯖江 1-1-1

0778-42-7420

0778-42-7421

かわもと動物病院

越前市新保町 19-9-6

0778-23-9511

0778-24-0342

ヒロ動物病院

越前市国高 3-37-4-3

0778-22-0101

0778-22-1000

田辺獣医科病院

敦賀市木崎 43-17-2

0770-22-1094

0770-22-1140

おちたに獣医科病院

小浜市多田 13-11-18

0770-56-1819

0770-56-1816

はしづめ動物病院

小浜市遠敷 2-201-1

0770-56-3486

0770-56-3487

福井市松本 3-16-10 県職員会館ビル

0776-28-1244

0776-28-1255

福井

坂井

南越

二州
若狭

（公社）福井県獣医師会事務局

