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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 令和3年5月7日、5月21日 

内容  学校法人文京学園文京学院大学の経営学部コンサルリモート実習 

主催   学校法人文京学園文京学院大学の経営学部 

対象者 ゼミ生 

参加者数 30名 

 

2. 実施日 令和3年6月24日 

内容  京都平安ライオンズクラブ 謝辞（京都市）  

主催   京都平安ライオンズクラブ 

対象者 ライオンズクラブ会員 

参加者数 50名 

 

3. 実施日 令和3年7月16日 

内容  学校法人文京学園文京学院大学の経営学部コンサルリモート実習 

主催   学校法人文京学園文京学院大学の経営学部 

対象者 ゼミ生 

参加者数 30名 

 

4. 実施日  令和3年8月7日 

内容   京都動物愛護センターボランティア入学式（リモート参加） 

主催   京都動物愛護センター 

対象者   京都動物愛護センターボランティア 

参加者数 約30名 

 

5. 実施日  令和 3年 8月 25日 

内容  「京都アニラブテレビ」（KBS京都 リモート収録） 

主催  京都動物愛護センター 

対象者 一般市民 
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6. 実施日 令和 3年 9月 23日 

内容  市民シンポジウム「人と動物の共生をめざして」講演 

主催  兵庫県弁護士会 

場所  兵庫県弁護士会館 

対象者 兵庫県弁護士会会員、一般市民 

参加者数 会場50名、オンライン1000名 

 

7. 実施日 令和3年10月31日 

内容  動物愛護講演    

主催  取手市動物愛護協議会 

場所  取手ウェルネスプラザ（茨城県取手市）  

対象者 一般市民 

参加者数 400名 

 

8. 実施日 令和4年3月19日 

内容  京都動物愛護センターイベント 

オンライン講座「飼う前に考えよう」、第7期ボランティア卒業式と、講演「震災

時に起きたこと」 

主催  京都市 

対象者 一般市民、京都動物愛護センターボランティア 

参加者数 卒業式：14名 

 

イ 主催講演会・催事等 

こどもMIRAIプロジェクトin大阪 

実施日 令和3年12月8日 

場所  池田市立北豊島中学校（大阪府池田市） 

  対象者 中学一年生 

  参加者数 154名 

 

（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 動物愛護週間（9月20日～26日）に向け、啓発ポスター・チラシの企画、制作、無償
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配布 

③ 公式ウェブサイトにて活動報告を随時更新 

④ 公式Facebook、twitter、Instagramで活動レポートを掲載 

⑤ 動物福祉啓発漫画「しっぽの声」監修（令和4年1月連載終了） 

⑥ 公式youtube「Evaチャンネル」、活動内容及び動物福祉向上に向けた啓発内容を配

信、計31回配信 

⑦ 福井新聞にて令和3年2月22日より「杉本彩のEva通信」コラムにて動物福祉向上に

向けた啓発内容を開始、今期計20回配信 

⑧ 取材結果の広報活動 

⚫ 令和3年10月22日 デイリー新潮 

⚫ 令和3年11月1日 朝日新聞 

⚫ 令和3年11月1日 週刊ダイヤモンド 

⚫ 令和3年11月17日 プレジデントオンライン 

⚫ 令和3年11月26日 日本弁護士連合会 

⚫ 令和3年11月26日 FRaUWeb 

⚫ 令和4年2月3日 女性自身 

⚫ 令和4年2月10日 リディラバジャーナル 

⚫ 令和4年2月16日 週刊現代 

⚫ 令和4年2月17日 デイリー新潮 

⚫ 令和4年2月24日 日本経済新聞 

⚫ 令和4年3月2日 NHKクローズアップ現代 

⚫ 令和4年3月2日 日本経済新聞 

⚫ 令和4年3月8日 English Journal  

⚫ 令和4年3月15日 ワンダフルライフ 

⚫ 令和4年3月15日 月刊「倫風」 

⚫ 令和4年3月16日 「NBS長野放送」ニュース番組出演 

⚫ 令和4年3月22日 「エフエム群馬G★FORCE（ジー・フォース）」出演収録 

 

（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】 

議員に向けて 

① 高倉良生都議面談 

実施日：令和3年4月21日 
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場所：都庁公明党控室（東京都新宿区） 

② 生方幸夫衆議院議員面談 

実施日：令和3年5月14日 

場所：生方幸夫衆議院議員事務所（東京都千代田区） 

③ 第15回 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟総会（犬猫の殺処分ゼロを

めざす動物愛護議員連盟） 

実施日：令和3年5月24日 

場所：衆議院第2議員会館（東京都千代田区） 

④ 文科省鰐渕洋子政務官面談  

実施日：令和3年5月25日 

場所：鰐渕洋子衆議院議員事務所（東京都千代田区） 

 

⑤ 高倉良生都議・長橋けい一都議面談  

実施日：令和3年6月10日 

場所：公明党本部（東京都新宿区） 

⑥ 文科省鰐渕洋子政務官面談  

実施日：令和3年6月17日 

場所：鰐渕洋子衆議院議員事務所（東京都千代田区） 

⑦ 小泉進次郎環境大臣面談 

実施日：令和3年6月18日 

場所：環境大臣室（東京都千代田区） 

⑧ 自民党森まさこ前法務大臣面談 

実施日：令和3年7月13日 

場所：参議院自民党控室（東京都千代田区） 

⑨ 第9回 動物愛護法PT（犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟） 

実施日：令和3年7月27日 

場所：参議院議員会館（東京都千代田区） 

⑩ 吉村洋文大阪知事 面談  

実施日：令和3年7月28日 

場所：知事室（大阪府大阪市） 

⑪ 小泉進次郎環境大臣面談 

実施日：令和3年9月24日 

場所：環境大臣室（東京都千代田区） 

⑫ 公明党太田昭宏議員面談 

実施日：令和3年9月30日 

場所：太田昭宏衆議院議員事務所（東京都千代田区） 
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⑬ 藤井信吾取手市長面談 

実施日：令和3年10月31日 

場所：取手ウェルネスプラザ（茨城県取手市） 

⑭ 高倉良生、斉藤やすひろ 都議面談 

実施日：令和4年2月24日 

場所：Eva事務所 

その他 

① 環境省面談 

実施日：令和3年4月5日 

場所：環境省 

 

② 環境省面談 

実施日：令和3年5月10日 

場所：太田昭宏衆議院議員事務所 

③ 京都市面談 

実施日：令和3年10月11日（京都市役所）、令和3年10月26日（京都動物愛護セン

ター） 

④ 長野地方検察庁松本支部担当検事面談  

実施日：令和4年1月7日 

場所：長野地方検察庁松本支部（長野県松本市） 

⑤ 埼玉県警部、巡査面談 

実施日：令和4年1月13日、3月18日 

場所：浦和警察署（埼玉県さいたま市） 

⑥ 環境省から動物虐待調査ガイドラインヒアリングを受ける（オンラインにて） 

実施日：令和4年2月22日 

 

 

【視察・取材】 

① 実施日 令和3年9月23日 

内容  こうべ動物共生センター視察 

場所  こうべ動物共生センター（神戸市北区の「しあわせの村」内） 

② 実施日 令和3年10月23日 

内容  移動販売ブロニアの森視察 

場所  ニューサンピア(群馬県高崎市) 

 

【傍聴】 
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① 動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会（第10回）傍聴 

実施日：令和4年3月8日（オンラインにて） 

② 長野県松本市動物虐待事件初公判傍聴  

実施日：令和4年3月16日（長野県松本市） 

 

 

【その他】 

① 武蔵村山市一軒家猫閉じこめ事件対応 

実施日：令和3年4月8日、4月9日 

② ばんえい競馬廃止の要望書提出 

実施日：令和3年5月31日 

宛先：帯広市 

③ 大阪府箕面市猫虐待事件 不起訴処分に対し検察審査会へ審査申立て 

実施日：令和3年6月2日 

宛先：大阪第三検察審査会 

④ 動物の法と政策研究会リモート会議 出席（リモート） 

実施日：令和3年7月1日 

⑤ 長野県松本市 劣悪繁殖事業者を刑事告発 

実施日：令和3年9月14日 

宛先：長野県松本警察署 

⑥ 宮城県大崎市 劣悪繁殖事業者を刑事告発 

実施日：令和3年9月14日 

宛先：宮城県大崎警察署 

⑦ 動物の法と政策研究会リモート会議 出席（リモート） 

実施日：令和3年10月18日 

⑧ 動物の法と政策研究会リモート会議 出席（リモート）  

実施日：令和3年11月29日 

⑨ 長野県松本市劣悪繁殖屋男性による母犬の腹を無麻酔帝王切開で仔犬を取出し

ていた事件について厳罰化を求める署名ネット署名活動（50,842筆）  

実施日：2021年12月21日～2022年1月6日(16日間) 

⑩ 動物の法と政策研究会リモート会議 出席（リモート）  

実施日：令和4年1月25日 

⑪ 長野県松本市動物虐待事件初公判を受け記者会見 

実施日：令和4年3月16日 

場所 ：長野県弁護士会松本在住会 

⑫ 動物の法と政策研究会会議 出席（リモート）  
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実施日：令和4年3月28日 

 

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 

  プラスチック削減の一環としてEvaロゴ入り風呂敷、フェイスタオル、「animals are not 

objects」といったメッセージTシャツやトレーナー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ECサイト（https://eva.buyshop.jp/）にて販売。 

 

 

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（令和 3年 4月 1日～令和 4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。 


