
2017 動物感謝デー in JAPAN     実施報告書

主催︓

2017.10.25



1︓実施概要
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□名称

□テーマ

□開催⽬的

□開催⽇時

□会場

□⼊場料

□告知WEB

□来場者数

□主催

□後援

□特別協賛

□協⼒

︓2017動物感謝デー in JAPAN “World Veterinary Day”

︓ー動物と⼈の健康は⼀つ。そして、それは地球の願い。ー

︓獣医師、獣医療の果たすべき社会的役割とともに、動物の社会参加の促進のための動物の福祉と
愛護 精神の⾼揚を図り、また、広く⼀般市⺠に普及・啓発することにより、獣医事並びに動物の福祉
及び適正飼養に関する施策推進を通じ、⼈と動物が共存する豊かで健全な社会の形成に寄与すること
を⽬的とする。

︓平成29年9⽉30⽇（⼟） 10:00〜17:00 ＊⾬天決⾏（荒天の場合は中⽌）

︓東京都⽴駒沢オリンピック公園 中央広場

︓無料 ＊ペット同伴可

︓http://doubutsukansha.jp/

︓約29,000名
⼀般市⺠、児童・⽣徒・学⽣、獣医療関係者、獣医学系⼤学⽣、動物看護従事者、
動物看護職養成課程在籍者、家庭動物関連業界獣関係者 等

︓公益社団法⼈ ⽇本獣医師会

︓農林⽔産省／環境省／厚⽣労働省／⽂部科学省／外務省／国⼟交通省観光庁／
内閣府⾷品安全委員会／東京都／世⽥⾕区／⽬⿊区／公益社団法⼈⽇本獣医学会／
公益社団法⼈⽇本動物病院協会／⼀般財団法⼈動物看護師統⼀認定機構／
⼀般社団法⼈⽇本動物看護職協会／World Veterinary Association／
ヒトと動物の関係学会／AIPO（動物ID普及推進会議）

︓共⽴製薬株式会社 ⽇本全薬⼯業株式会社 ロイヤルカナン ジャポン合同会社
メリアル・ジャパン株式会社

︓農林⽔産省動物検疫所⽻⽥空港⽀所／環境省⾃然環境局総務課動物愛護管理室／
⽇本中央競⾺会／公益財団法⼈⽇本⼩動物医療センター／
公益財団法⼈⾺事⽂化財団（⾺の博物館）／公益財団法⼈⽇本動物愛護協会／
公益社団法⼈全国農業共済協会／公益社団法⼈畜産技術協会／公益社団法⼈中央畜産会／
公益社団法⼈⽇本愛玩動物協会／公益社団法⼈⽇本装削蹄協会／公益社団法⼈Knots／
⼀般財団法⼈⽣物科学安全研究所／⼀般財団法⼈ペット災害対策推進協会／
⼀般社団法⼈家庭動物愛護協会／⼀般社団法⼈ジャパンケネルクラブ／
⼀般社団法⼈全国ペット協会／⼀般社団法⼈⽇本家畜⼈⼯授精師協会／
⼀般社団法⼈⽇本聴導⽝推進協会／⼀般社団法⼈⽇本養豚開業獣医師協会／
⼀般社団法⼈ペットフード協会／特定⾮営利活動法⼈動物愛護社会化推進協会／
特定⾮営利活動法⼈野⽣動物救護獣医師協会／協同組合⽇本飼料⼯業会／
福岡県畜産農業協同組合／狂⽝病臨床研究会／農場管理獣医師協会／
農場どないすんねん研究会（NDK）／放鷹義塾（STOOPER Falconry）／
北海道⼤学／帯広畜産⼤学／岩⼿⼤学／東京⼤学／東京農⼯⼤学／岐⾩⼤学／⿃取⼤学／
⼭⼝⼤学／宮崎⼤学／⿅児島⼤学／⼤阪府⽴⼤学／酪農学園⼤学／北⾥⼤学／
⽇本獣医⽣命科学⼤学／⽇本⼤学／⿇布⼤学／
学校法⼈シモゾノ学園 国際動物専⾨学校・⼤宮国際動物専⾨学校／ヤマザキ学園⼤学／
東京都⽴園芸⾼等学校／⽇本獣医学⽣協会／

全国55都道府県市獣医師会



■東京都立 駒沢オリンピック公園 中央広場■

■会場アクセス■

住所：〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園1-1

2︓会場アクセス
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3︓会場レイアウト
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3︓会場レイアウト
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4︓当⽇進⾏スケジュール
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5︓ステージバックパネルデザイン
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■メインステージ【屋根有】■
ステージサイズ︓W7,200 x D5,400xH400（パンチ⾊︓緑）

バナーサイズ︓W6,300xH1,800

■デモンストレーションコーナー ステージ【屋根無】■
ステージ使⽤時間 14:30〜17:00

ステージサイズ︓W4800 x Dx3600H400（パンチ無し）
バナーサイズ︓W4,500xH1,800
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６︓コンテンツ予定⼀覧



記録写真︓メインステージ
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メインステージ【10:00〜10:45 開会式】

開会式

■開会式ステージ登壇者■ ■主催者挨拶 公益社団法人日本獣医師会会長 藏内 勇夫■

■来賓祝辞
厚生労働副大臣 高木 美智代様■

■来賓祝辞 農林水産省 消費・安全局
畜水産安全管理課長 磯貝 保様■

■来賓祝辞 環境省 自然環境局
総務課 動物愛護管理室長 則久 雅司様■

MC:伊澤 美恵子

■来賓祝辞
自由民主党政調会長代理 片山 さつき様■
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メインステージ【10:00〜10:45 開会式】

開会式

■来賓祝辞 文部科学省高等教育局
専門教育課長 松永 賢誕様■

■来賓祝辞 内閣府食品安全委員会
事務局長 川島 俊郎様■

MC:伊澤 美恵子

■開会宣言 公益社団法人日本獣医師会 副会長 砂原 和文■

■開会宣言 公益社団法人日本獣医師会 副会長 砂原 和文■

■来賓祝辞 厚生労働省健康局
結核感染症課 感染症情報管理室長 磯貝 達裕様■

■開会式に満員の聴衆を迎えたメインステージ■
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メインステージ
【10:00〜10:45 セーブペットセーブペットプロジェクト 寄付⾦贈呈式】

セーブペットプロジェクト

■登壇者
日本全薬工業株式会社 取締役 営業本部 ＣＡ事業部 部長 渡辺 悟
メリアル・ジャパン株式会社 代表取締役社長 永田 正
公益社団法人日本獣医師会会長 藏内勇夫
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メインステージ
【11:00〜11:30/15:00〜15:30】 しまねっこダンスステージ

しまねっこダンスステージ

■登壇者
しまねっこ、MC男性1名・MC女性1名
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メインステージ【11:30〜12:00】
「殺処分０」〜 そのために⽬指すべき様々な「０」について考える 〜

協⼒︓公益社団法⼈ 東京都獣医師会

「殺処分０」～ そのために目指すべき様々な「０」について考える ～

■登壇者
公明党 東京都議会議員 東京都動物愛護管理審議会委員 高倉良生様/
環境省自然環境局動物愛護管理室 室長 則久雅司様/東京都動物愛護相談センター 所長 金谷和明様/
公益社団法人東京都獣医師会 会長 村中志朗様
司会：公益社団法人東京都獣医師会 事務局長 平井 潤子様
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メインステージ【12:00】激励の⾔葉

激励の言葉

■登壇者
自由民主党 参議院議員 三原 じゅんこ様
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メインステージ【12:00〜12:50】
World Veterinary Day〜アジアからの獣医師を迎えて〜

World Veterinary Day〜アジアからの獣医師を迎えて〜
■登壇者
公益社団法人日本獣医師会 境専務理事/古賀事務局長/福田職員/平山職員
東京大学 Huanan Wang（中国）/東京農工大学 Rakesh Chand（ネパール）/
日本大学 Ariunbold Gantulga（モンゴル）・麻布大学 Kanumporn Mungthong（タイ）
司会：伊澤美恵子
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メインステージ【13:00〜14:00】世界狂⽝病デー in JAPAN

世界狂犬病デー in JAPAN

■登壇者
狂犬病臨床研究会 宗村徹也/Dolly Kiss楠みゆう/Dolly Kiss佐倉ましろ/ Dolly Kiss小鳥遊もか/
Dolly Kiss黒木ひかり
司会：伊澤 美恵子
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メインステージ【14:30〜14:45】家族の絆ーマイクロチップ

家族の絆ーマイクロチップ

■登壇者
公益社団法人日本獣医師会 古賀事務局長/長野主任/福田職員/本田職員/榊原職員（AIPO君）/平山職員/サン太
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メインステージ【15:30〜16:30】
知っていますか︖獣医師の仕事

知っていますか？獣医師の仕事

■登壇者 NDK（農場どないすんねん研究会）
鈴木一郎（NOSAI）、高原 悠（保健所）、片岡那津見（検疫所）、二階堂紗恵（家保）、村川徳浩（ミルク082）、

NOSAI君、上杉愛海、齋藤愛彩、茂木今日子、宮内麻衣、船曳杏奈、佐藤詩織、平山由季子、深谷舞子、松永斐、竹
田琢馬、松木美生、若井智治、安積正史、鷲尾隆成＜司会＞二階堂紗恵、志村紗弓、＜監督＞堀北哲也
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メインステージ【16:45〜17:00】閉会式

閉会式

■閉会挨拶 日本獣医師会関東地区理事
動物感謝デー企画検討委員会委員長 鳥海 弘■

MC:伊澤 美恵子

■閉会宣言 日本獣医師会顧問
日本獣医師連盟委員長 北村 直人■



記録写真：デモンストレーションコーナー
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デモンストレーションコーナー
【10:30〜11:15 はたらく動物たちデモンストレーション①「警察⽝・災害救助⽝」】

はたらく動物たちデモンストレーション①「警察犬・災害救助犬」 【一般社団法人ジャパンケネルクラブ】
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デモンストレーションコーナー
【11:15〜12:15 アジリティ教室】

アジリティ教室 【一般社団法人ジャパンケネルクラブ】
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デモンストレーションコーナー
【12:15〜13:15 ドッグダンスを楽しもう】

ドッグダンスを楽しもう【一般社団法人家庭動物愛護協会】
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デモンストレーションコーナー
【13:15〜13:45 はたらく動物たちデモンストレーション②「聴導⽝」】

はたらく動物たちデモンストレーション②「聴導犬」 【特定非営利活動法人聴導犬普及協会】
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デモンストレーションコーナー
【13:45〜14:15 鷹匠による伝統技術デモンストレーション】

鷹匠による伝統技術デモンストレーション【放鷹義塾】
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デモンストレーションコーナー
【14:30〜15:15 農場HACCPって何︖】

農場HACCPって何？【中央畜産会】
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デモンストレーションコーナー
【15:15〜16:15 あにまる学園祭】

あにまる学園祭【日本獣医学生協会】
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デモンストレーションコーナー
【16:15〜16:45 アロハドッグ】

アロハドッグ



記録写真：ホースアトラクションコーナー
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ホースアトラクションコーナー
【13:00〜13:30/14:30-15:00 乗⾺体験】

乗馬体験 【日本中央競馬会/公益財団法人馬事文化財団（馬の博物館）】

■参加者数
13:00-13:30：30名参加（整理券㉚枚配布）/14:３0-15:00：30名参加（整理券30枚配布）
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■参加者数
１回目：198名、２回目：216名

ホースアトラクションコーナー
【13:45〜14:15/15:15〜15:45 ⾺のふれあい】

馬のふれあい【日本中央競馬会/公益財団法人馬事文化財団（馬の博物館）】
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ホースアトラクションコーナー
【11:45〜12:45/13:45〜14:45 装蹄実演】

装蹄実演 【公益社団法人日本装削諦協会】



33

■参加者数
412名

ホースアトラクションコーナー
【10:00〜16:00 ⾺の⼯作コーナー】

馬の工作コーナー【日本中央競馬会/公益財団法人馬事文化財団（馬の博物館）】
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■参加者数
塗り絵：221名・お絵かき：78名

ホースアトラクションコーナー
【10:00〜16:00 ⾺の塗り絵・お絵かきコーナー】

馬の塗り絵・お絵かきコーナー【日本中央競馬会/公益財団法人馬事文化財団（馬の博物館）】



記録写真：ミニホース・シバヤギふれあいコーナー
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ミニホース・シバヤギふれあいコーナー
【終⽇】

ミニホース・シバヤギふれあいコーナー 【東京農工大学】



記録写真：1日獣医師体験コーナー
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1⽇獣医師体験コーナー
【終⽇】

1日獣医師体験コーナー
【公益社団法人日本獣医師会/日本獣医学生協会/一般社団法人家庭動物愛護協会】
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1⽇獣医師体験コーナー
【終⽇】

1日獣医師体験コーナー
【公益社団法人日本獣医師会/日本獣医学生協会/一般社団法人家庭動物愛護協会】



記録写真：動物ふれあいコーナー
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動物ふれあいコーナー
【終⽇】

動物ふれあいコーナー 【東京都立園芸高等学校】
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動物ふれあいコーナー
【終⽇】

動物ふれあいコーナー 【東京都立園芸高等学校】
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動物ふれあいコーナー
【終⽇】

動物ふれあいコーナー 【東京都立園芸高等学校】



記録写景:獣医師と獣医師会の歩み

44



45

⽇本獣医師会 獣医師と獣医師会の歩み
【終⽇】

獣医師と獣医師会の歩み展示【公益社団法人日本獣医師会】



記録写景:動物救護所
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動物救護所
【終⽇】

動物救護所【公益社団法人東京都獣医師会】



記録写真：出展ブース
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出展者ブース 特別協賛・⼀般協賛

■共立製薬株式会社■

■ロイヤルカナン ジャポン合同会社■

■メリアル・ジャパン株式会社■

■日本全薬工業株式会社■

■ロイヤルカナン ジャポン合同会社■
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出展者ブース 特別協賛・⼀般協賛

■公益社団法人北海道獣医師会■ ■東北獣医師会連合会■

■公益社団法人群馬県獣医師会■ ■公益社団法人栃木県獣医師会■

■中部地区獣医師会■
(一般社団法人長野県獣医師会/公益社団法人岐阜県獣医師会) ■公益社団法人千葉県獣医師会■
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出展者ブース 特別協賛・⼀般協賛

■埼玉県獣医師会/農場管理獣医師会■

■東京都獣医師会/動物救護所■

■中国地区獣医師会連合会■ ■神奈川県獣医師会■

■埼玉県獣医師会■
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出展者ブース 特別協賛・⼀般協賛

■東京大学■

■北海道大学■ ■帯広畜産大学■

■岩手大学■

■東京農工大学■ ■岐阜大学■
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出展者ブース 特別協賛・⼀般協賛

■大阪府立大学■

■宮崎大学■ ■鹿児島大学■

■山口大学■■鳥取大学■

■酪農学園大学■
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出展者ブース 特別協賛・⼀般協賛

■シモゾノ学園 国際動物専門学校 大宮国際動物専門学校■ ■ヤマザキ学園 ヤマザキ学園大学■

■麻布大学■■日本大学■

■日本獣医生命科学大学■■北里大学■
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出展者ブース 特別協賛・⼀般協賛

■一般社団法人日本養豚開業獣医師協会■ ■狂犬病臨床研究会■

■公益社団法人中央畜産会■■一般社団法人ジャパンケネルクラブ■

■農林水産省 動物検疫所 羽田空港支所■ ■環境省自然環境局総務課動物愛護管理室■
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出展者ブース 特別協賛・⼀般協賛

■フジタ製薬株式会社■ ■総合住宅展示場駒沢公園ハウジングギャラリー■

■放鷹義塾■ ■株式会社緑書房■

■一般財団法人ペット災害対策推進協会■ ■農場どないすんねん研究会(NDK) ■
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出展者ブース 特別協賛・⼀般協賛

■イオンペット株式会社■ ■デビフペット株式会社■

■一般社団法人日本聴導犬推進協会■ ■日本動物高度医療センター■

■公益社団法人全国農業共済協会■ ■公益社団法人Knots■
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出展者ブース 特別協賛・⼀般協賛

■株式会社クレディセゾン■

■公益社団法人日本動物愛護協会■ ■千寿製薬株式会社■

■動物ID普及推進会議(AIPO) ■ ■一般社団法人全国ペット協会■

■しまねっこ（にほんばし島根館）■
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出展者ブース 特別協賛・⼀般協賛

■特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会■ ■アニマルレイキ■

■特定非営利活動法人野生動物救護獣医師協会■

■日特エンジニアリング株式会社■

■株式会社スマック■

■株式会社ディライトクリエイション■
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出展者ブース 特別協賛・⼀般協賛

■公益社団法人日本動物病院協会■ ■一般社団法人ペットフード協会■

■日本獣医学生協会(JAVS)■ ■一般社団法人日本動物看護職協会■

■アニコム損害保険株式会社■ ■有限会社ビッグブリッジ（パブラッタ) ■
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出展者ブース 特別協賛・⼀般協賛

■一般社団法人家庭動物愛護協会■

■東京都立園芸高等学校■

■日本中央競馬会
（公益財団法人馬事文化財団馬の博物館）■ ■公益社団法人日本装削蹄協会■

■東京都立園芸高等学校■

■東京都立園芸高等学校■



記録写真：会場内風景

62



63

会場内⾵景

■インフォメーション■ ■インフォメーション■

■スタンプラリー■ ■スタンプラリー■

■スタンプラリー■ ■スタンプラリー■
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会場内⾵景

■スタンプラリー■ ■スタンプラリー■

■犬用トイレ（ユニ・チャーム株式会社提供） ■ ■犬用トイレ（ライオン商事株式会社提供） ■

■手洗い器■ ■ゴミ箱■
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会場内⾵景
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会場内⾵景
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会場内⾵景



記録写真：事前告知サンプリング（2017年9月23日）
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事前告知サンプリング

事前告知サンプリング（駒沢大学駅前 2名）



制作物
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1︓印刷物
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ポスター（A3：7,000部） チラシ（A4：140.000部）

プログラム（A4 カラー 12P：5,000部） 小冊子（A4 カラー 24P：5,000部）



２︓印刷物
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のぼり（40本）

スタンプラリーカード（1，000枚）

チラシ配布

配布場所：駒沢大学駅前（約700枚）

※本年はすべて配布



３︓制作物
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公式サイト JAVS BLOGサイト



３︓制作物
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Tシャツ 合計420枚制作



４︓広報活動⼀覧
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広報活動一覧



新聞掲載
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新聞掲載

■9⽉28⽇（⾦） 朝⽇新聞⼣刊 社会⾯「Around Tokyo」



ケーブルTV放送
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ケーブルTV放送

■9⽉27⽇（⽊）イッツコムチャンネル
「地モトＴＶ おかえり︕TOKYO」地域のお知らせ

■9⽉23⽇（⼟）〜29⽇（⾦）イッツコムチャンネル
「街かど通信TOKYO」（⽂字情報番組）



ケーブルTV放送
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ケーブルTV放送

■9⽉23⽇（⽊）〜29⽇（⾦）イッツコムチャンネル
データ放送 地域情報



雑誌掲載
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雑誌掲載

■8⽉13⽇発売 緑書房
Wan9⽉号

■9⽉1⽇発売 緑書房
ハッピートリマーNo.87号



WEB掲載
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WEB掲載

■朝⽇新聞デジタル ■niftyビジネス

■東急電鉄 ■イッツコム



WEB掲載
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WEB掲載

■Interzooデジタル

■誠⽂堂新光社 愛⽝の友オンライン

■ペットスマイルニュース



WEB掲載
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WEB掲載

■eciteニュース ■BigLobeニュース

■mapionニュース ■RAKUTEN INFOSEEKニュース



WEB掲載
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WEB掲載

■とれまがニュース ■SANSPO.com

■ZあkZあkニュース ■ペトハピ



WEB掲載
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WEB掲載

■SankeiBiz ■ニュースナビ

■Cat press ■伝説の営業マン



WEB掲載
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WEB掲載

■Smart Home ■財経新聞

■企業SNS ■財経新聞



WEB掲載
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WEB掲載

■BizLoopサーチ ■⽇本広報新聞

■ビズハック ■MarkeZin

■SEO TOOLS ■Rese MOm



来場者アンケート
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来場者アンケート

来場者アンケート

９．本日、来場されたお時間を教えていただけますか。 

 

来場者アンケート 

ご協力ありがとうございました。いただきましたご意見 今後 企画・運営に活用させていただきます。 

10．年齢をお聞かせ下さい。 

４．イベントに関する感想をお聞かせ下さい。 

①とても良かった　　　　②良かった　　　　③普通　　　　④あまり面白くなかった　　　　⑤つまらなかった 

動物感謝デーにあれ 良いと思う企画ありますか？また、お気づき 点があれ 教えてください。（自由回答） 

①〜１０時　②～１１時　③～１２時　④～午後１時　⑤～午後２時　⑥～午後３時　⑦～午後４時　⑧午後４時～ 

①〜１９歳　　　　②２０代　　　　③３０代　　　　④４０代　　　　⑤５０代　　　　⑥６０歳～ 

11．お住まい 地域をお聞かせ下さい。 

①世田谷区　　　　　②目黒区　　　　　③渋谷区　　　　④東京都（①～③を除く）　 

⑤埼玉県　　　　　　  ⑥神奈川県　　　 ⑦千葉県　　　　⑧そ 他（　　　　　　　　　　　　） 

５．一番面白いと思った（印象に残った）コーナー企画を教えて下さい。 

１．こ イベントをど ようにして知りましたか？（重複回答可） 

①新聞・雑誌　　　　②イベントポスター・チラシ　　　③ラジオ　　　④インターネット　 

⑤駒沢公園周辺 お店　　 ⑥折込チラシ　⑦家族から聞いた　 ⑧知人友人から聞いた 

⑨通りがかり　　　　⑩そ 他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

３．こ イベントに誰と来られましたか？（重複回答可） 

①家族　　　　　②友人・知人　　　　　③恋人　　　　　④ペット　　　　　⑤1人で　 

①一日獣医師体験コーナー　②動物ふれあいコーナー　 ③各地 物産試食販売コーナー 

④乗馬体験・蹄鉄輪投げ・蹄鉄作成実演コーナー　 ⑤デモンストレーションコーナー　　 

⑥ミニホース＆シバヤギふれあいコーナー　⑦獣医師と獣医師会 歩み　⑧そ 他（　　　　　　　　　） 

８．動物と一緒に暮らしていらっしゃいますか？（重複回答可） 

２．こ イベントにご来場いただいた 何回目ですか？ 

① じめて　　　②２回目　　　③３回目　　　④４回目　　　⑤５回目　　　⑥６回目　　　⑦７回以上　 

①動物と暮らしている（　ア．犬　　イ．猫　ウ．うさぎ　エ．鳥　オ．観賞魚　　そ 他（　　　　　　　　　　　　　） 

②動物と暮らしていない　　③現在 動物と暮らしていないが、将来的に 暮らしたい 

①「殺処分０」～そ ために目指すべき様々な「０」について考える～ 

②Ｗｏｒｌｄ Veterinary Day～アジアから 獣医師を迎えて～　　③世界狂犬病デーin JAPAN　　  

④知っていますか？獣医師 仕事 　⑤家族 絆－マイクロチップ　  

⑥しま っこダンスステージ　 ⑦セーブペットプロジェクト　　 

６．一番面白いと思った（印象に残った）ステージ企画を教えて下さい。 

７．一番印象に残ったブースを教えて下さい。 

12．来年もこ イベントに来場したいと思いますか。 

①ぜひ来たい　　②できれ 来たい　　③あまり来たくない　　④来たくない  
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来場者アンケート集計結果

来場者アンケート
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来場者アンケート集計結果

来場者アンケート
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来場者アンケート集計結果

来場者アンケート
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来場者アンケート集計結果（フリーワード）

来場者アンケート
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来場者アンケート集計結果（フリーワード）

来場者アンケート


