事業報告書
平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日

公益財団法人動物環境・福祉協会 Eva

人々が動物の生命の尊厳を守り、人と動物が共生することができる思いやりのある社会
の実現に寄与することを目的として、次のような動物の環境と福祉の整備を図る事業及び
広く国民に対する動物愛護精神の啓発に関する事業を行った。
１．定款第５条第１項の公益目的事業(公１)
（１） 講演会、講習会、相談会、展示会及びセミナー等の開催
ア 外部依頼の講演会等
1. 実施日 平成29年4月22日、23日
内容

アースデイ東京2017出店（東京都渋谷区）

主催

アースデイ東京 2017実行委員会

対象者 一般市民
来場者数 12万人
2. 実施日 平成29年4月28日
内容
主催

エシカル推進協議会発足記念シンポジウム（東京都千代田区）
一般社団法人日本エシカル推進協議会

対象者 協議会会員向け
参加者数 50名
3. 実施日 平成29年4月30日
内容

小山住宅展示場 GWハウジングフェア動物愛護トークショー（栃木県小山市）

主催

株式会社サンフジ企画

対象者 一般市民
参加者数 200名
4. 実施日 平成29年5月20日
内容

京都動物愛護センター第4期ボランティア入学式と基調講演（京都市）

主催

京都動物愛護センター

対象者

センターボランティア

参加者数 30名
5. 実施日

平成29年5月21日

内容

憲法週間記念行事「動物愛護を通して考えるいのちの大切さ」（名古屋市）

主催

愛知県弁護士会、名古屋市

対象者

一般市民

参加者数 700名
6. 実施日
内容

平成29年5月31日
3SICP技術協会 特別講演「人と動物が共に幸せに暮らせる社会を目指して」

（東京都港区）
主催

3SICP技術協会

対象者

3SICP技術協会員

参加者数 100名
7. 実施日

平成29年6月3日

内容

命の尊厳と和～殺処分をなくすために私たちにできること～（香川県高松市）

主催

香川県ライオンズクラブ

対象者

ライオンズクラブ会員、一般市民

参加者数 400名
8. 実施日

平成28年6月5日

内容

監修本「しっぽの声」発売記者会見（東京都千代田区）

対象者

報道関係者

参加者数 20名
9. 実施日 平成29年6月22日

内容

ペットの法と政策研究会定例会議出席（京都市）

主催

ペットの法と政策研究会

対象者 研究会会員
参加者数 20名
10. 実施日 平成29年7月21日
内容

おおさかワンニャン特別大使就任＆講演「犬猫の理由なき殺処分ゼロに向け

て」（大阪市）
主催

大阪市

対象者

一般市民

参加者数 200名
11. 実施日

平成29年8月6日

内容

保護猫の不妊・去勢手術の重要性を考えるシンポジウム（横浜市）

主催

非営利一般社団法人 日本動物虐待防止協会

対象者

一般市民

来場数

100名

12. 実施日 平成29年9月9日
内容

神奈川県動物保護センター建設基金チャリティーライブ（神奈川県平塚市）

主催

神奈川県女性獣医師の会

対象者 一般市民
参加者数 100名
13. 実施日 平成29年9月23日
内容
主催
対象者

京都動物愛護フェスティバル（京都府京都市）
京都市
一般市民

参加者数 7,000名
14. 実施日 平成29年9月27日

内容

ペットの法と政策研究会定例会議出席（京都市）

主催

ペットの法と政策研究会

対象者 研究会会員
参加者数 20名
15. 実施日
内容
主催
対象者

平成 29 年 10 月 1 日
ONE LOVE ALOHA2017（神奈川県横浜市）
ONE LOVE ALOHA 実行委員会
一般市民

参加者数 64,000名
16. 実施日 平成 29 年 10 月 22 日
内容
動物愛護フォーラム「いのち」
（群馬県伊勢崎市）
主催
群馬わんにゃんネットワーク
対象者 一般市民
参加者数 650名
17. 実施日 平成 29 年 11 月 2 日
内容
明大祭「人間と動物たちが共生できる社会」を考えるトークショー
（東京都杉並区）
主催
明治大学
対象者

明治大学学生

参加者数 240名

18. 実施日 平成29年11月5日
内容

NDNフェスティバル2017 944匹 殺処分ゼロに向けて（新潟市）

主催

NDN新潟動物ネットワーク

対象者

動物愛護団体、個人活動家、一般市民

参加者数 400名
19. 実施日 平成29年11月18日
内容

アニマルライフ1周年記念イベント（千葉県市川市）

主催

アニマルライフ

対象者 一般市民
参加者数 100名
20. 実施日

平成29年12月17日

内容

ネコ市ネコ座神戸

with ピュリナ＠KIITO

ホゴネコ文化祭（兵庫県神戸市）

主催

株式会社ネコリパブリック 株式会社フェリシモ フェリシモ猫部

対象者

一般市民

参加者数 5000人
21. 実施日 平成29年12月20日

内容

ペットの法と政策研究会定例会議出席（京都市）

主催

ペットの法と政策研究会

対象者 研究会会員
参加者数 20名
22. 実施日

平成30年2月4日

内容

SORAのきずな勉強会 アニマルトークセッション（福島県福島市）

主催

NPO法人SORAアニマルシェルター

対象者

一般市民

参加者数 150人
23. 実施日

平成30年2月27日

内容

チャレンジゼロ大分 トークショー（大分市）

主催

チャレンジゼロ大分実行委員会、大分県

対象者

一般市民

参加者数 200人

24. 実施日
内容

平成30年3月6日
動物愛護法改正 緊急院内集会「先進国にふさわしい動物愛護（福祉）法を
目指す」～すべての動物を守れる法律を～（東京都千代田区）

主催

認定NPO法人アニマルライツセンター、NPO法人動物実験の廃止を求める
会、PEACE

参加者数 約200名
25. 実施日

平成30年3月17日

内容

京都動物愛護センター第1期、第2期ボランティア卒業式と基調講演（京都市）

主催

京都動物愛護センター

参加者数 約40名
イ 主催講演会・催事等
26. 実施日 平成29年6月4日、6月18日、7月2日、7月23日

内容

猫学 ねこ飼育＆預かり講座（東京都港区）

主催

公益財団法人動物環境・福祉協会Eva

対象者 受講者
参加者数 21名
27. 実施日 平成29年9月19日
内容

シンポジウム動物愛護管理法を考える（東京都千代田区）

主催

公益財団法人動物環境・福祉協会Eva

対象者

動物愛護団体、愛護活動家、一般市民

参加者数 300名
28. 実施日

平成30年1月30日

内容

こどもMIRAIプロジェクトin名古屋（名古屋市）

主催

公益財団法人動物環境・福祉協会Eva

対象者

名古屋市立日比津小学校生徒

参加者数 150名
29. 実施日

平成30年2月3日

内容

猫学 ねこ飼育＆預かり講座 番外編（東京都墨田区）

主催

公益財団法人動物環境・福祉協会Eva

対象者

受講者

参加者数 21名
30. 実施日

平成29年4月15日から毎月1度、計11回開催

内容

Eva犬猫里親会（東京都目黒区、世田谷区）

主催

公益財団法人動物環境・福祉協会Eva

対象者

一般市民

（２）チャリティーイベント等各種催事の開催
チャリティーイベント
実績なし
（３） 出版・広報活動
① 公式パンフレットの改訂、活動報告会報誌の作成と改訂
② 平成29年9月動物愛護週間にむけたプロジェクト「どうぶつ2020プロジェクト」サ
イト（http://doubutsu2020.com/）の構築、運営。動画メッセージの撮影。
③ 動物愛護週間にむけ啓発ポスター、チラシの企画、制作、無償配布
④ 公式ウェブサイトにて活動報告を随時更新
⑤ 公式Facebook、twitterで活動レポートを掲載
⑥ 動物福祉啓発漫画「しっぽの声」監修
⑦ 取材結果の広報活動
（４） 動物保護施設の設立及び運営
設立に向け検討した。
（５） 動物に関する法律及び制度等に対する国及び地方自治体等への働きかけ
【面談や会議出席による政策提言】
① 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟第3回PT出席 実施日：4月3日
② 斉藤やすひろ都議面談 実施日：4月13日
③ 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟第4回PT出席 実施日：4月17日
④ 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟第5回PT出席 実施日：4月24日
⑤ 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟第6回PT出席 実施日：5月8日
⑥ 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟第7回PT出席 実施日：5月15日
⑦ 牧原ひでき衆議院議員面談

実施日：5月16日

⑧ 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟第8回PT出席 実施日：5月22日
⑨ 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟第9回PT出席 実施日：5月29日

⑩ 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟第10回PT出席 実施日：6月5日
⑪ 大道義知京都市議面談 実施日：6月10日、12月13日
⑫ 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟第6回総会出席 実施日：6月12日
⑬ 仔猫虐待事案告発状渋谷警察へ提出 実施日：8月10日
⑭ 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟第7回総会出席 実施日：11月16日
⑮ 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟第11回PT出席 実施日：12月6日
⑯ 盛山正仁衆議院議員面談 実施日：12月7日
⑰ 「動物虐待事犯を厳正に処罰するために法の厳罰化とアニマルポリスの設置を
求める請願署名」活動 実施日：平成29年12月19日～平成30年2月15日
⑱ 浮島とも子衆議院議員面談

実施日：12月20日

⑲ 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟第8回総会出席 実施日：1月23日
⑳ 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟第12回PT出席 実施日：1月29日
㉑「動物虐待事犯を厳正に処罰するために法の厳罰化とアニマルポリスの設置を求
める請願署名」首相官邸西村内閣官房副長官報告 実施日： 2月16日
㉒ 大西宏幸衆議院議員面談

実施日：2月20日

㉓ 鰐淵洋子衆議院議員面談

実施日：3月1日

㉔ 田中ひでゆき衆議院議員、牧原ひでき衆議院議員、岩屋毅衆議院議員面談
実施日：3月12日
㉕ 関芳弘元環境副大臣面談

実施日：3月14日

㉖「動物虐待事犯を厳正に処罰するために法の厳罰化とアニマルポリスの設置を求
める請願署名」笹川博義環境大臣政務官報告 実施日：3月28日
㉗ 岸田文雄自由民主党政務調査会長面談 実施日：3月28日
【視察・取材】
① おおさかワンニャンセンター（大阪市動物管理センター） 視察(大阪市)
実施日：平成29年9月28日
② 東京都動物愛護センター 視察（東京都世田谷区） 実施日：平成29年10月5日
③ アニマル ハーモニー大阪（動物愛護管理センタ）視察（大阪府羽曳野市）
実施日：平成29年12月22日
④ 九州災害時動物救援センター 視察（大分県玖珠郡）実施日：平成30年2月2日
⑤ 神奈川県動物愛護センターのシャンプーボランティア 取材（神奈川県平塚市）
実施日：平成30年8月7日
【傍聴】
①

中央環境審議会動物愛護部会 傍聴(東京都千代田区)
実施日：平成29年8月29日

②

埼玉県元税理士の動物虐待事案初公判 傍聴（東京都千代田区）
実施日：平成29年11月28日

③

埼玉県元税理士の動物虐待事案判決 傍聴（東京都千代田区）
実施日：平成29年12月12日

【その他】
① 東武鉄道：2017年10月どうぶつふれあい列車『埼玉県こども動物自然公園号』中止
を求める要望書提出
② イオン、イオンモール：2017年10月めっちゃさわれる動物ひろばの中止を求める要
望書提出
２．定款第５条第３項の収益事業等
（１）催事開催事業
実績なし
（２） オリジナルグッズ等物品販売事業
クリアファイル、ボールペン、付箋及び自主制作のカレンダー等のオリジナルグッズ
等を、公式ホームページおよび各種催事等開催時を利用して販売。
３．会員への情報発信（管理業務）
賛助会員等に対して各種情報発信を行った。
⚫

会員に向け月に一度メールマガジンを配信（平成26年8月28日より開始）。
国内外の動物福祉の統計や現況、動物福祉の意識向上に向け情報を発信。
（メールアドレスを持たない会員には半年に一度会報誌にて送付）

⚫

会員に無料で希望するパンフレットを送付。

事業報告の附属明細書
事業報告（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）には、一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律施行規則第 34 条第 3 項に規定する事業報告の附属明細書として記載すべ
き「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該当する事項はありません。

