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平成２９年度 事業報告 
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 
 

本会は、馬及び牛のフットケアを推進することにより、健康で能力を十分に発揮で

きる馬や牛が馬スポーツ及び畜産において利活用され、もって馬スポーツを通じた国

民の心身の健全な発達及び国民への畜産物の安定供給に寄与することを目的とし、関

係団体の協力を得て、次の事業を実施した。 
 

Ⅰ 事業報告 

１ フットケアの普及啓発に関する事業 
「装蹄」 
（１）ライダーのためのフットケア・セミナー 

 馬の健全性を維持し、その効率的な利活用に資するため、乗馬愛好家やイン

ストラクターに対して日常の蹄管理や落鉄予防等の正しいフットケア知識を

指導するためのセミナーを、次のとおり開催した。 
開催年月日 開催場所 コース 参加者数 

平成30年3月15,16日 装蹄教育センター プロコース 17名 

平成30年3月17,18日 装蹄教育センター アマチュアコース 18名 

（２）生産育成技術研修（肢蹄管理技術研修） 
（公社）日本軽種馬協会の委託を受け、「生産育成技術者研修（護蹄管理技術

研修）」として、「蹄から学ぼう、馬の正しい肢勢と走り方」と題し、生産地の

馬牧場関係者を対象に研修会を次の通り開催した。 

開催年月日 開催場所 対象地区 参加者数 

平成29年10月11日 成田ビューホテル 千葉県 48名 

「牛削蹄」 
（１）牛護蹄衛生調査普及推進事業【JRA畜産振興事業】 

１）牛護蹄衛生普及講習会 
牛飼養農家等を対象とした護蹄管理普及啓発のための講習会を開催した。 

① 平成29年9月  1日 宮崎県（霧島ロイヤルホテル） 受講者数73名  
②平成29年9月13日 千葉県（エストーレホテル）  受講者数46名 
③平成30年2月15日 沖縄県（南部家畜市場）    受講者数62名  

２）牛削蹄師技術向上講習会 
     削蹄技術の向上と最新知識の普及を図るため、削蹄判断等に関する講習会

を開催した。 
① 平成２９年７月１０日 栃木県（酪農とちぎ農業協同組合）１７名 
② 平成２９年９月２１日 広島県（広島県立総合技術研究所）４１名 
 

  ３）牛の蹄病発生状況調査 
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     蹄病の予防に資するため、乳用牛を繋養している酪農家（３３農場）を対

象に、認定牛削蹄師２０人が繋養環境と各種蹄病の発生状況及び跛行の有無

を調査した。 
「共通」 
（１） 機関誌「蹄」の発行 

 本会の事業内容やフットケアに関する最新情報を提供するため、次のとおり

発行し正会員や関係団体等に配布した。 
   １）２５８号 ６４頁 平成２９年３月発行 
   ２）２５９号 ６４頁 平成２９年６月発行 
   ３）２６０号 ６４頁 平成２９年９月発行 
   ４）２６１号 ６４頁 平成３０年１月発行 
（２）ホームページの運営管理 
    本会事業に関する情報やフットケア関連知識、講習会の開催案内など、正会

員等に幅広く情報発信を行った。 
 
２ 認定装蹄師及び認定牛削蹄師の養成に関する事業 
「装蹄」 
（１）２級認定装蹄師養成講習会及び認定試験  

第２３期生１１名の講習会を平成２９年４月５日から平成３０年３月７日

まで実施し、平成３０年３月７日に９名に修了証を授与した。なお、講習期間

中２名が自己都合により退講した。 
認定試験を前期（平成２９年９月４日）に１０名受験・後期（平成３０年２

月９日～１１日）に８名受験し、８名が合格した。 
    第２４期生の入講選考試験を平成２９年９月１６日・１７日及び平成３０年

１月１６日に実施し１６名が合格し、全員入講手続きを行った。 
（２）１級認定装蹄師資格者昇級研修会及び昇級試験  

平成２９年８月１８日～２２日に本会装蹄教育センターで研修会を実施し 
８名が受講し、全員が昇級試験に合格した。 

（３）指導級認定装蹄師資格者昇級研修会及び昇級試験  
平成３０年１月２２日～２４日に本会装蹄教育センターで研修会を実施し

４名が受講し、全員が昇級試験に合格した。 
（４）認定試験委員会（装蹄部会） 
    認定装蹄師の認定試験及び昇級試験の問題作成と試験の合否判定のため、次

のとおり委員会を開催した。 
第１回 平成２９年 ７月１４日 
第２回 平成２９年１０月 ２日 
第３回 平成３０年 １月１５日 
第４回 平成３０年 ２月１９日 

「牛削蹄」 
（１）２級認定牛削蹄師養成講習会（新規牛削蹄師養成講習会）【JRA畜産振興事業】
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及び２級認定牛削蹄師認定試験 
学科（牛の肢蹄ならびに牛削蹄に関する専門科目）および削蹄実技について 

次のとおり６か所で開催した。 

開催年月日 開  催  場  所 対象地区 
受講･受

験者数 
合格者
数 

平成29年 

8月2日～3日 
宮崎県立農業大学校（児湯郡高鍋町） 

九州沖縄

地  区 
２９名 ２９名 

9月6日 

～7日 

学科：モイワスポーツワールド（北見市） 

実技：ホクレン訓子府実証農場（常呂郡） 

北 海 道 
地 区 

５０名 ４９名 

11月21日 

～22日 

学科：JA全農みやぎ総合家畜市場 

（宮城県遠田郡）   

実技：（株）うめつ （宮城県登米市） 

東 北 
地 区 ３５名 ３４名 

11月29日 

～30日 
（公財）中国四国酪農大学校（岡山県真庭市） 

中国四国

地  区 
２７名 ２７名 

12月5日 

～7日 

学科：鹿児島県立農業大学校（日置市） 

実技：一般 肝属中央家畜市場（肝属郡） 

  学生 鹿児島県立農業大学校（日置市） 

九州沖縄 

地 区 
５７名 ５６名 

平成30年 

1月18日 

～19日 

東京大学大学院農学生命科学科付属牧場 

 （茨城県笠間市） 

関 東 甲

信 越 

地 区 

１０名 ９名  

   計  208名 204名 

 

（２）１級認定牛削蹄師資格者昇級研修会及び昇級試験 

  １）年月日：平成３０年１月３０日～２月１日 

  ２）場 所：JA全農いわて中央家畜市場（岩手県雫石市） 

 ３）科 目：学科：牛の肢蹄及び牛削蹄技術に関する専門科目 

        実技：削蹄実技 

  ４）受講･受験者： ２１名 

  ５）合格者：      １８名 

（３）指導級認定牛削蹄師資格者昇級研修会及び昇級試験 

  １）年月日：平成３０年２月７日～９日 

  ２）場 所：本会装蹄教育センター及び駒場牧場（栃木県宇都宮市） 

  

 ３）科 目：学科：牛削蹄に関する最新の情報と知見 

        実技：削蹄実技 

  ４）受講･受験者：  ２名 
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  ５）合格者：        ２名 

（４）認定試験委員会（牛削蹄部会） 

   牛削蹄師認定の試験問題作成及び試験結果合否判定等のため、委員会を次のと

おり開催した。 

    第１回  平成２９年  ５月１８日 

    第２回   平成３０年 ３月１６日 

 

３ 資格認定に関する事業 

  認定資格審査会を平成２９年５月２６日に開催し、答申を得た申請者について

６月１日に新たな認定を行うとともに、５年毎の認定更新を実施した。新規認定

状況及び認定更新状況は、次のとおりである。 

また、更新遅延者に対する更新手続きについても随時実施した。 

（単位：名） 

 

４ 認定装蹄師及び認定牛削蹄師の技術の向上に関する事業 

「装蹄」 

（１）馬装蹄技術向上研究会【NAR畜産振興補助事業】 

地方競馬場の装蹄師及び競馬関係者を対象として、装蹄の技術指導と装蹄療

法の最新技術等の普及を行うため、以下のとおり実施した。 

    平成２９年 ５月１５日 佐賀県（佐賀競馬場）    ８名 

    平成３０年 ２月 １日 北海道（帯広競馬場）    ５名 

（２）第７０回全国装蹄競技大会（農林水産祭参加） 
平成２９年１０月１６日・１７日に、農林水産省及び関係諸団体の後援を得

て、次のとおり開催した。 

１）場所   装蹄教育センター及びホテルマイスティズ宇都宮  

２）出場選手 ３２名 

３）最優秀賞 大西忠輔（JRA装蹄師会） 

 

 

（３）外国装蹄師招聘事業 

米国装蹄競技大会など世界的な競技大会で常に上位入賞しているコンラッ

ド・トロ―装蹄師（米国在住）を招聘し、全国装蹄競技大会では特殊蹄鉄造鉄

の実演を実施した。その後、装蹄教育センターおよびＪＲＡ栗東トレーニング

センター及びクレイン大阪において認定装蹄師等を対象にハンズオンクリニッ

   区分 

項目 

装  蹄  師 牛 削 蹄 師 
合 計 

2級 １級 指導級 小計 2級 １級 指導級 小計 

新規 11 7  6 24 231 8  3 242 266  

更新 9 42 34 85 240 98 19 357 442  

計 20 49 40 109 471 106 22 599 708  

遅延更新 2 3 4 9 14 10 3 27 36  
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クを行った。 

（４）国際装蹄技術交流事業 

    平成３０年２月２５日～３月４日、米国ネバダ州リノで開催された米国装蹄

師会コンベンションの米国装蹄競技大会に大西忠輔指導級認定装蹄師を派遣

した。 

（５）世界装蹄師協会加盟事業 

    世界装蹄師協会（WFA）会長ウオルト・テイラー氏を招聘し、第７０回全国

装蹄競技大会の関連行事として「米国の装蹄事情について」と題する講演会

を行った。 

（６）正会員主催競技大会及び研修会等への協力 

    正会員や関係業界等からの依頼により、装蹄師の技術の向上を図るとともに、

フットケアの普及に資するため、次のとおり審査委員や講師等として本会役職

員を派遣した。 

     日本中央競馬装蹄師会主催装蹄競技大会（審査員）平成２９年４月１７日 

     関東・クレイン装蹄師会主催合同装蹄競技大会（審査員） 

           平成２９年６月１０日 

     関東装蹄師会主催装蹄技術向上研修会（講師）平成２９年６月１０日 

・１１日 

     南関東競走馬装蹄師会主催装蹄競技大会（審査員）平成２９年６月１８日  

     （公社）日本馬事協会主催「農用馬生産技術指導事業に係る 

削蹄技術講習会」（講師） 平成２９年１２月１４日 

     関東装蹄師会主催講習会（講師）        平成３０年１月１４日 

クレイン装蹄師会主催研修会（講師）         平成３０年２月２３日 

     地方競馬全国協会主催講習会（講師）      平成３０年３月１２日 

（7）技術検討委員会（装蹄部会）   

装蹄技術の向上のために、全国大会の開催に関する具体的な内容等を検討

する委員会を下記のとおり開催した。 

第１回 平成２９年 ４月２４日 

第２回 平成２９年１１月１３日（全国装蹄競技大会審査委員会合同会議） 

「牛削蹄」 

（１）第５９回全国牛削蹄競技大会（農林水産祭参加）【JRA畜産振興事業】 
   平成２９年１１月９日に、農林水産省及び関係諸団体の後援を得て、次のと

おり開催した。 

 

①  場  所  農業生産法人有限会社瑞穂農場鯉淵分場及び（公財）農民教育

協会鯉淵学園農業栄養専門学校（茨城県水戸市） 

②  出場選手 ２４名 

③  最優秀賞 小川 和孝（鳥取県削蹄師会） 

④  特別演技 演技者：武藤稔貴氏（福島県装削蹄師会）前年最優秀賞受賞者 
⑤  削蹄研修 講  師：渡辺祐太氏（北海道牛削蹄師会） 



 6

北海道牛削蹄競技大会枠場部門優勝者                              

なお、ブロック予選会を、本会と地区別の削蹄師会との共催により、次のとお

り開催した。 

開催年月日 開   催   場   所 地区別 出場選手数 参加者数 

平成29年8月22日 JA全農山形最上家畜市場（山形県新庄市） 東北   17名  118名 

平成29年9月1日 高千穂牧場（宮崎県都城市） 九州沖縄   30名  210名 

平成29年9月5日 酪農学園大学（北海道江別市） 北海道   24名  94名 

平成29年9月13日 千葉県畜産総合研究センター（千葉県八街市） 関東甲信

越 

  10名  94名 

平成29年9月22日 広島県立総合技術研究所 畜産技術センター

（広島県庄原市） 

中国四国   12名  46名 

                                 計 93名 562名 

（２）正会員主催競技大会及び研修会への協力 

   正会員や関係業界等からの依頼により、牛削蹄師の技術の向上を図るとともに、

フットケアの普及に資するため、次のとおり審査委員や講師等として本会役職員

を派遣した。 

         第２３回岡山県牛削蹄競技大会（審査委員）  平成２９年 ６月２２日 

第３７回広島県牛削蹄競技大会（審査委員）  平成２９年 ６月２３日   

沖縄県畜産講演会（講師）          平成２９年 ８月 ９日    

（３）技術検討委員会（牛削蹄部会） 

   牛削蹄技術の向上のために、全国大会の開催に関する具体的な内容等を検討す

る委員会を下記のとおり開催した。  

第１回 平成２９年 ５月１６日 

第２回 平成２９年１１月１０日（全国牛削蹄競技大会審査委員会合同会議） 

第３回 平成２９年１２月２２日（全国牛削蹄競技大会審査委員会合同会議） 

 

Ⅱ 事務報告 

１ 会議に関する事項 
（１）理事会の開催 
 １）第１回理事会 
    平成２９年５月２２日（月）１３時３０分から、ＪＲＡ新橋分館５階会議室

において開催した。 
① 役員出席数 理事総数 14名中 13名、監事 2名中 1名 
② 報告事項 

（１）職務の執行状況報告について 

（２）技術検討委員会の検討状況等について 

③ 議決事項 

第１号議案 平成２８年度事業報告に関する件 

第２号議案 平成２８年度決算報告（貸借対照表・貸借対照表の附属明細 
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書・正味財産増減計算書・財産目録）に関する件 

第３号議案 平成２９年度全国装削蹄競技大会に関する件 

第４号議案 任期満了に伴う認定資格審査会及び専門委員会委員の選任に関

する件 

第５号議案 平成２９年度定時総会における議題等に関する件 

④ 公益社団法人日本装削蹄協会表彰規程に基づく表彰について 

⑤その他 

２）第２回理事会 
    平成２９年６月１９日（月）１５時２３分から、ＪＲＡウインズ浅草パーク

ホール７階会議室において開催した。 
① 役員出席数 理事総数 14名中 14名、監事 2名中 2名 
② 議決事項 
第１号議案 公益社団法人日本装削蹄協会会長、副会長、常務理事の選定に

関する件 

 ３）第３回理事会 
   平成３０年３月１９日（月）１３時３０分から、JRA新橋分館５階会議室にお

いて開催した。 
① 役員出席数 理事総数 14名中 11名、監事 2名中 2名 
② 報告事項 

（１）平成２９年度職務の執行状況報告について 

（２）平成３０年度装蹄師認定講習会入講試験状況について 

（３）平成２９年度国際装蹄技術交流事業の概要報告について 

（４）認定資格審査会委員の委嘱について 

（５）専門委員会委員の委嘱について 

（５）会員の入退会状況その他について 

③ 議決事項 

第１号議案  平成３０年度事業計画に関する件 

第２号議案  平成３０年度収支予算に関する件 

第３号議案  平成３０年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

に関する件 

第４号議案  平成３０年度の定時総会招集に関する件 

第５号議案  平成３０年度の入会金及び会費に関する件 

第６号議案  賛助会員(個人)の入会に関する件   

第７号議案  公益社団法人日本装削蹄協会就業規則の一部改正に関する件 
第８号議案  公益社団法人日本装削蹄協会職員給与規程の一部改正に関す

る件 
第９号議案  ２級認定装蹄師認定講習会の受講料の改訂に関する件 
第１０号議案 平成３１年度装蹄師認定講習会受講生募集要項に関する件 
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第１１号議案 公益社団法人日本装削蹄協会参与の委嘱に関する件 
（２）定時総会の開催 
   平成２９年６月１９日（月）１３時３０分から、ＪＲＡウインズ浅草パーク 

ホールビル３階において開催した。 
① 出席正会員数 52会員中 50会員出席（うち書面 20）  
② 報告事項 
（１）平成２８年度事業報告について 

（２）平成２９年度事業計画について 

（３）平成２９年度収支予算について 

（４）平成２９年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類について 

③ 議決事項 
第１号議案 平成２８年度決算報告に関する件 

（貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録） 

第２号議案 平成２９年度の入会金及び会費に関する件 

第３号議案 平成２９年度役員の報酬等の総額に関する件 

第４号議案 任期満了に伴う役員選任に関する件 

④ 公益社団法人日本装削蹄協会表彰規程に基づく表彰について 

（３）監事監査 

   平成２９年５月１７日１１時００分から日本装削蹄協会事務所にて「平成２８

年度事業報告及び決算報告」の監査を行った。 

 
２ 正会員及び賛助会員に関する事項（平成３０年３月３１日現在） 
（１） 正会員数        ５２団体 
（２） 賛助会員数 

①  団体 １６団体 
②  個人  ２名 

 
 
 
 
３ 役職員に関する事項 （平成３０年３月３１日現在） 
（１）役 員 

会 長 （常勤） 佐藤 浩二      副会長（非常勤） 坂上 和秋 
常務理事（常勤） 髙松 勝憲 
理 事（非常勤）  青木 修          理 事（非常勤）   阿部  優        
同        假家 和浩      同        小林 輝司 

  同        佐伯 峰雄      同        武田 英二 
  同        萩谷  昇      同        長谷川 栄作 
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 同        東村 辰二       同        森  利夫  
   同        山野邊 啓 
                
監 事（非常勤）  山﨑 慎介      監 事（非常勤）  植山 泰博 

（２）役職員数 
理 事   １４名（常勤２名、非常勤１２名） 
監 事    ２名（非常勤） 
顧 問    ２名（非常勤）     
参 与    １名（非常勤） 
職 員   １４名（本部８名、教育センター６名） 

 
４ 助成金、補助金に関する事項 
（１）日本中央競馬会助成金の交付 
   日本中央競馬会から、次のとおり助成金の交付を受けた。 
  ① 全国装蹄競技大会費      ② 業界振興費 
  ③ 研修認定費          ④ 教育センター運営費 
  ⑤ 教育推進費          ⑥ 事業管理費 
（２）地方競馬全国協会補助金の交付 
   地方競馬全国協会から、馬の装蹄技術講習(馬装蹄技術向上研究会)及び装蹄師

の養成事業に対する補助金の交付を受けた。 
（３）ＪＲＡ畜産振興事業助成金の交付 
   公益財団法人全国競馬・畜産振興会から、牛護蹄衛生調査普及推進事業に対す

る助成金の交付を受けた。 
（４）一般財団法人日本中央競馬会弘済会助成金の交付 
   一般財団法人日本中央競馬会弘済会から、外国人装蹄師招聘事業に対する助成

金の交付を受けた。 
 
 
 


