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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 

（１） 講演会、講習会、相談会、展示会及びセミナー等の開催 

   広く国民に対する動物愛護精神の啓発を目的とした講演会、セミナー等を開催した。 

（ア） 外部依頼の講演会等 

 

 実施日 平成27年4月4日 

内容   これからの新潟動物愛護を考える（新潟県上越市） 

主催   どうぶつ愛護社会福祉研究所 

対象者  市民 

参加者数 400名 

 

 実施日 平成27年4月11日 

内容   動物愛護発展のためにできること（さいたま市中央区） 

主催   さいたま新都心ロータリークラブ 

対象者  さいたま新都心ロータリークラブ会員 

参加者数 100名 

 

 実施日 平成27年4月28日 

内容   動物不幸ゼロをめざして（京都府京都市） 

主催   NHK文化センター京都支社 

対象者  カルチャースクール受講者 

参加者数 55名 

 

 実施日  平成27年6月6日 

内容   命展開催とうささんとのトークショー（愛知県岩倉市） 

主催   震災で消えた小さな命展 

対象者   市民、動物愛護活動家 

参加者数 450名 

 

 実施日  平成27年6月14日 

内容  動物愛護講演会「いのち」（群馬県高崎市） 

主催  NPO法人 群馬わんにゃんネットワーク 



対象者   市民 

参加者数 250名 

 

 

 実施日 平成27年7月5日（日） 

内容  新潟県 殺処分ゼロアクションNIIGATA 「まもろう！小さな命」 

主催  ゼロアクションNIIGATA実行委員会 

対象者   市民、動物愛護活動家  

参加者数 150名 

 

 実施日  平成27年7月6日（月） 

内容   犬猫の殺処分ゼロをめざす議員連盟総会 

主催   犬猫の殺処分ゼロをめざす議員連盟 

対象者  動物愛護団体、個人活動家、環境省、国会議員、都議 

参加者数 300名 

 

 実施日  平成27年7月11日（土） 

内容   こども大学あさか 

「生き方学 小さないのちを守るために～人と動物がともに生きる社会～」 

主催   子ども大学あさか実行委員会 

対象者   小学4年生から6年生を対象とした「子ども大学あさか」の児童とその保護者 

参加者数 200名 

 

 実施日  平成27年7月14日（火） 

内容   京都文教短大付属小学校保護者会「動物愛護講演会」 

主催   京都文教短大付属小学校保護者会 

対象者  京都文教短大付属小学校保護者 

参加者数 70名 

 

 実施日  平成27年7月25日（土） 

内容   愛知県 犬山市民総合大学敬道館 公開講座「人も動物も同じ大切ないのち」

主催   犬山市社会教育課 

対象者  市民 

参加者数 400名 

 

 実施日  平成27年9月22日（火） 



内容   豊田市講演会 

主催   豊田市 

対象者  市民 

参加者数 150名 

 

 実施日  平成27年9月26日（土） 

内容   Kyoto-ani-love festival（京都動物愛護フェスティバル） 

主催   京都府、京都市 

対象者  府民、市民 

参加者数 7,000名 

 

 実施日  平成27年10月18日（日） 

内容   厚木市制60周年記念事業「動物福祉・動物愛護 市民シンポジウム」 

主催   厚木市・厚木市動物愛護推進協議会 

対象者  市民 

参加者数 250名 

 

 実施日  平成27年10月31日（土） 

内容   Aloha YOKOHAMA 2015 Autum 

主催   Aloha YOKOHAMA ✕ ONE LOVE ALOHA実行委員会 

対象者  市民 

来場数  42,000名 

 

 実施日 平成27年11月4日（水） 

内容   京都文教中学高校「動物愛護講演会」 

主催   京都文教中学高校保護者会 

対象者   京都文教中学高校保護者 

参加者数 150名 

 

 実施日  平成27年11月8日（日） 

内容   和歌山県「動物愛護フェスティバル with きのかわ＋わかやま」 

主催   公益社団法人和歌山県獣医師会 （共催）和歌山県 

対象者   市民 

参加者数 200名 

 



 実施日  平成 27年 12月 18日（金） 

内容   京都市 南区制 60周年記念 心のふれあい みんなの広場 講演会 
主催   南区役所地域力推進室まちづくり推進担当 

対象者   市民 

参加者数 350名 

 
 

 実施日  平成 27 年 12月 18日（金） 

内容   杉本彩トークショー＆チャリティーライブ  
主催   京都二条・キムチのミズノ 

対象者   市民 

参加者数 70名 

 

 実施日  平成 28 年 1月 31日（日） 

内容   練馬・地域猫シンポジウム 

主催   NPOねりまねこ（後援：練馬区） 

対象者  市民、動物愛護活動家 

参加者数 300名 

 

 実施日  平成28年2月19日（金） 

内容   幼い犬猫を守る『札幌市の動物愛護条例』を応援する緊急院内集会 

主催   幼い犬猫を守る札幌市条例を応援する有志 

対象者  動物愛護団体、個人活動家、環境省、国会議員、都議 

参加者数 300名 

 

 実施日 平成28年2月24日（水） 

内容  NHKラジオラジオ深夜便「ひとありて、街は生き「ペットも被災者」 

主催  日本放送協会 

対象者 リスナー 

リスナー数 数百万人 

 

 実施日 平成28年3月8日（火） 

内容  秦野市立南小学校「こどもMIRAIプロジェクト」 

主催  秦野市立南小学校 

対象者 秦野市立南小学校6年生、保護者 

参加者数 200名 

 

 実施日  平成28年3月13日（日） 

内容   神奈川イベント「動物愛GO!「それが大事」かながわ動物愛護フェア」 



主催   神奈川県 

対象者   市民 

参加者数 2,000人 

 

 

（２）チャリティーイベント等各種催事の開催 

（ア）チャリティーイベント 

 実施日  平成28年3月15日（火） 

内容   復興追悼キャンドルナイト2016 

主催   キャンドルナイト実行委員会 

共催   公益財団法人動物環境・福祉協会Eva 

対象者  一般 

参加者数 100名 

 

（イ）各種催事 

 

 実施日 平成27年4月17日（金）～4月26日（日） 

内容  HAPPY ANIMAL FESTA 

主催  公益財団法人動物環境・福祉協会Eva 

対象者 市民、Eva会員、Eva支援者 

参加者数 900名 

 

 実施日  平成27年6月12日（金）、6月13日（土） 

内容   HAPPY ANIMAL FESTA in めぐろ 

主催   公益財団法人動物環境・福祉協会Eva 

対象者 市民、Eva会員、Eva支援者 

参加者数 150名 

 

 実施日  平成27年11月24日（火） 

内容   公益認定記念ディナーパーティー東京 

主催   公益財団法人動物環境・福祉協会Eva 

対象者  市民、Eva会員、行政、動物愛護活動家、政治家 

参加者数 215名 

※一部収益事業あり 

 

 実施日  平成28年2月22日（月） 



内容   公益認定一周年記念ディナーパーティー京都 

主催   公益財団法人動物環境・福祉協会Eva 

対象者  市民、Eva会員、行政、動物愛護活動家、政治家 

参加者数203名 

※一部収益事業あり 

 

（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27年9月動物愛護週間にむけた「動物たちにやさしい世界をプロジェクト」の

開催 

1、 クラウドファンディングと、SNSを通じた広報活動による啓発活動 

2、 動画「しあわせなおかいもの？」企画、制作 

3、 動画「しあわせなおかいもの？」上映会（平成27年9月15日、代官山にて） 

4、 缶バッジやステッカー等プロジェクトグッズの企画、制作、販売 

5、 啓発ポスター、チラシの企画、制作、無償配布 

③ Facebookの開設 

④ 公式ウェブサイトにて活動報告を随時更新 

  

（４） 動物保護施設の設立及び運営 

     設立に向けた準備を検討した。 

 

（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 

次の通り訪問し、政策提言を行った。 

 

① 環境省望月（元）大臣面談 実施日：8月5日  

② 五輪担当相遠藤大臣面談 実施日：8月6日  

③ 神奈川県黒岩知事面談 実施日：8月18日  

 

   

       

２．定款第５条第３項の収益事業等 

（１）催事開催事業 

 実施日  平成27年11月24日（火） 

内容   公益認定記念ディナーパーティー東京 

主催   公益財団法人動物環境・福祉協会Eva 

対象者  市民、Eva会員、行政、動物愛護活動家、政治家 



参加者数 215名 

 

 実施日  平成28年2月22日（月） 

内容   公益認定一周年記念ディナーパーティー京都 

主催   公益財団法人動物環境・福祉協会Eva 

対象者  市民、Eva会員、行政、動物愛護活動家、政治家 

参加者数 203名 

 

（２） オリジナルグッズ等物品販売事業 

  キーホルダー、ステッカー、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（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3カ月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 27 年 4 月 1 日～平成 28 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。 


