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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

□来場者数

□告知WEB

□主催

□共催

□後援(予定)

■同時開催名称

□開催日時

□主催

□構成団体

■同時開催名称

□開催日時

□主催

□後援

■同時開催名称

□会場

□開催日時

：2016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

：私たちが飼育する家畜・家禽及び家庭動物たちは、国民にとって身近でかけがえのないものとして
、その存在がクローズアップされてきています。
一方、獣医師は動物に対する医療の提供をはじめ、多岐に渡る役割を担っていますが、動物の社会的
位置付けが大きく変化する中、その役割は、格段に重みを増し、その業務の質の向上に対する社会的
期待は高まってきています。
これらの社会的要請、期待に応え、獣医師及び獣医師の業務の質の向上を支援していくためには国民
的理解が不可欠であると考え、動物の果たす社会的役割及びそれを飼育することの重要性、また、動
物の健康を支える獣医師の役割とその活動の実情と多様性を広く国民の皆様に普及・啓発していくた
め、動物感謝デー事業を実施します。

：平成28年11月12日（土） 10:00～17:00 ＊雨天決行

：西日本総合展示場新館ホールＢ・C及びあさの汐風公園

：無料 ＊ペット同伴可

：約24,000人

：http://doubutsukansha.jp/

：公益社団法人 日本獣医師会

：北九州市

：農林水産省、環境省、厚生労働省、文部科学省、外務省、観光庁、
内閣府食品安全委員会、福岡県
公益社団法人日本動物病院協会、公益社団法人日本獣医学会、
一般社団法人日本動物看護職協会、一般社団法人動物看護統一認定機構、
World Veterinary Association、ヒトと動物の関係学会、AIPO（動物ID普及推進会議）

：北九州どうぶつ愛護フェスティバル

: 平成28年11月12日（土） 10:00～17:00 

：北九州動物愛護推進協議会

：公益社団法人北九州市獣医師会、公益社団法人日本警察犬協会北九州支部、
NPO法人日本ペットシッター協会西日本本部、あにまるはーと♡、リッキークラブ、
北九州市動物愛護センター

：人と動物の共通感染症シンポジウム

: 平成28年11月12日（土） 11:30～14:50

：福岡県

：北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、公益社団法人福岡県医師会、公益社団法人福岡県医師会

：第 2 回 世界獣医師会-世界医師会 “One Health”に関する国際会議

：リーガロイヤルホテル小倉

：平成28年11月10日（木）・11日（金）



2：会場アクセス
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■西日本総合展示場新館ホールB・Cホール及びあさの汐風公園■

所在地：福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目8-1

西日本総合展示場新館

あさの汐風公園

小倉駅

■新館ホールＢ（2,667㎡） ■あさの汐風公園（約17,000㎡）

JR小倉駅から徒歩5分、福岡空港から30分



3：会場レイアウト【西日本総合展示場】
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3：会場レイアウト【あさの汐風公園】
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3：会場レイアウト【西日本総合展示場】
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3：会場レイアウト【あさの汐風公園】
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4：当日進行スケジュール
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5：ステージ図面
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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■

■来賓挨拶
福岡県知事 小川 洋様■

■来賓挨拶
北九州市長 北橋 健治様■

■来賓祝辞
自由民主党 参議院議員 大家 敏志様■

■来賓祝辞
公明党 参議院議員 秋野 公造様■

MC:中村 有希
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メインステージ【10:00～10:50 開会式】

■来賓祝辞
自由民主党 衆議院議員 三原 朝彦様■

■来賓祝辞
世界獣医師会次期会長 ジョンソン チャン様■

■1日動物親善大使 篠田 麻里子 任命式■
（任命状授与：公益社団法人日本獣医師会副会長 村中 志郎）

■1日動物親善大使 垣内 りか 任命式■
（襷授与：公益社団法人日本獣医師会副会長 酒井 健夫）

開会式

MC:中村 有希

■1日動物親善大使 篠田 麻里子 任命式■ ■1日動物親善大使 篠田 麻里子 挨拶■
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セーブペットプロジェクト寄付金贈呈式

■登壇者
日本全薬工業株式会社 取締役 営業本部副本部長 黒田 英一郎
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

メインステージ【10:00～10:50 開会式/セーブペットプロジェクト寄付金贈呈式】
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メインステージ【10:00～10:50 開会式】

■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■

開会式

MC:中村 有希

■開会宣言 公益社団法人日本獣医師会副会長 砂原 和文■



15

メインステージ【10:00～10:50 開会式】

■開会式登壇者席次表■

開会式

MC:中村 有希
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メインステージ【11:10～11:30】鷹匠に会おう！

鷹匠に会おう！

■登壇者
石橋 美里（株式会社ファルコンウイング/大橋 邦啓（放鷹義塾）

MC:中村 有希
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メインステージ【11:30～12:20】人と動物の共通感染症対策シンポジウム

平成28年度福岡県「人と動物の共通感染症対策シンポジウム」 第一部 基調講演

■登壇者
船津 敏弘様（動物環境科学研究所所長/福岡県獣医師会理事）

MC：中西 久美
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メインステージ【13:10～14:50】人と動物の共通感染症対策シンポジウム

平成28年度福岡県「人と動物の共通感染症対策シンポジウム」 第二部 パネルディスカッション・トークショー

■登壇者
船津 敏弘様（動物環境科学研究所所長/福岡県獣医師会理事）・坂本 慎二様（福岡県保健医療介護部保健衛生課長）
吉田 博様（医療法人八女発心会姫野病院名誉院長/人と動物の共通感染症研究会 会長）
河口 朋奈美・吉住 茉記（福岡安達学園 専門学校福岡ビジョナーアーツ ペット学科動物理学療法選考

MC：中西 久美
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メインステージ【13:10～14:50】人と動物の共通感染症対策シンポジウム

平成28年度福岡県「人と動物の共通感染症対策シンポジウム」 第二部 パネルディスカッション・トークショー

■登壇者
篠田 麻里子様

MC：中西 久美
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メインステージ【15:00～15:30】デジビンゴ

犬吉猫吉デジビンゴ

■登壇者
木下編集長

MC：中村 有希
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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
高山 直裕様（北九州市食肉センター検査第二係主任）・久保田 勉様（北九州市動物愛護センター 主査）
山口 佳苗子様（福岡県北筑後保健福祉環境事務所 環境課 環境指導係 技術主査）
甲斐田 美菜様（福岡県中央家畜保健衛生所防疫課 技術主査）外平 友佳理様（北九州市到津の森公園 獣医師）

MC：中村 有希
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知っていますか？獣医師の仕事

メインステージ【15:30～16:30】知っていますか？獣医師の仕事

■登壇者
高山 直裕様（北九州市食肉センター検査第二係主任）・久保田 勉様（北九州市動物愛護センター 主査）
山口 佳苗子様（福岡県北筑後保健福祉環境事務所 環境課 環境指導係 技術主査）
甲斐田 美菜様（福岡県中央家畜保健衛生所防疫課 技術主査）外平 友佳理様（北九州市到津の森公園 獣医師）

MC：中村 有希
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メインステージ【16:30～16:45】閉会式

閉会式

■閉会挨拶 公益社団法人 日本獣医師会

動物感謝デー 企画検討委員会 委員長 髙橋 三男 様

MC:中村 有希

■閉会宣言 公益社団法人 日本獣医師会 顧問

動物感謝デー 企画検討委員会 副委員長 北村 直人 様
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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【11:00～14:00
どうぶつ愛護フェスティバルステージ】

動物愛護フェスティバルステージ



26

デモンストレーションコーナー【14:10～14:40
中央畜産会「農場HACCPって何？」】

中央畜産会「農場HACCPって何？」

■登壇者
川邊 久浩様（熊本県城北家畜保健衛生所 主幹）・松元 亜香里様（南日本畜産株式会社 マネージャー）
寺西 弘已様（有限会社 福岡ファーム 取締役）

MC：枝川 結花
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デモンストレーションコーナー【15:00～16:00 あにまる学園祭】

あにまる学園祭

■登壇者



記録写真：アトラクションコーナー
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アトラクションコーナー【11:00～12:00・14:30～15:30
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】



記録写真：ホースセラピー/流鏑馬
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ホースセラピー【11:00～12:00/14:00～15:00】

ホースセラピー【福岡県馬術連盟】
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流鏑馬【12:10～13:10】

流鏑馬 【飯盛宮当流流鏑馬保存会】
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流鏑馬【12:10～13:10】

流鏑馬 【飯盛宮当流流鏑馬保存会】



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【10:30～16:30】延べ134名参加

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】
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1日獣医師体験コーナー【10:30～16:30】延べ134名参加

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】



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

■A-1 共立製薬株式会社■ ■A-2 ロイヤルカナン ジャポン合同会社■

■A-4 イーペット少額短期保険株式会社/くじゅう飯田（はんだ）高原ボスコ■
■A-4 九州災害時動物救援センター/一般社団法人九州動物福祉協会■

■A-3 日本全薬工業株式会社■

■A-4 イーペット少額短期保険株式会社/くじゅう飯田（はんだ）高原ボスコ■
■A-4 九州災害時動物救援センター/一般社団法人九州動物福祉協会■

■A-4 イーペット少額短期保険株式会社/くじゅう飯田（はんだ）高原ボスコ■
■A-4 九州災害時動物救援センター/一般社団法人九州動物福祉協会■
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出展者ブース 特別協賛・一般協賛

■B-1 公益社団法人中央畜産会■

■B-4 株式会社クレディセゾン■

■B-6 日本農産工業株式会社■■B-5 公益社団法人Knots■

■B-2 一般社団法人日本養豚開業獣医師協会■

■B-3 公益社団法人 日本獣医師会■
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出展者ブース 特別協賛・一般協賛

■B-7 一般財団法人 ペット災害対策推進協会■

■B-10 株式会社日本理工医学研究所■

■B-12 メリアル・ジャパン株式会社■■B-11 不二精機株式会社■

■B-8 一般社団法人 全国ペット協会■

■B-9 一般社団法人日本動物看護職協会■
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出展者ブース 特別協賛・一般協賛

■B-13 株式会社マルカン■

■B-16 千寿製薬株式会社■

■B-18 公益社団法人日本動物病院協会■■B-17 一般社団法人ペットフード協会■

■B-14 アニコム損害保険株式会社■

■B-15 株式会社サン・クロレラ■
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出展者ブース 特別協賛・一般協賛

■B-19 狂犬病臨床研究会■ ■B-20 特定非営利活動法人動物愛護社会化推進協会■
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出展者ブース 大学

■C-1 東京大学■

■C-4 東京農工大学■

■C-6 鹿児島大学■■C-5 山口大学■

■C-2 宮崎大学■

■C-3 岩手大学■
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出展者ブース 大学

■C-7 帯広畜産大学■

■C-10 鳥取大学■

■C-12 日本生命科学大学■■C-11 大阪府立大学■

■C-8 北海道大学■

■C-9 岐阜大学■



45

出展者ブース 大学

■C-13 北里大学■

■C-16 日本大学■

■C-14 麻布大学■

■C-15 酪農学園大学■



46

出展者ブース どうぶつ愛護フェスティバル

■D-1 九州動物専門学院■

■D-4 住まいとペットのけマネージャー
HouseDogthor’s■

■D-6 Nasse■■D-5 ドッグフォトスタジオ ララ■

■D-2 ペット情報誌Animo■

■D-3 アトリエ ピーナッツ■
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出展者ブース どうぶつ愛護フェスティバル

■D-7 株式会社ソルティ■

■D-10 いぬがだいすき■

■D-12 犬のおやつchērie～シェリ～■■D-11 J-Fan☆Dogs■

■D-8 Hiwa Hiwa Dog（株式会社アール・アール・エス）■

■D-9 Y.H.E.■
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出展者ブース どうぶつ愛護フェスティバル

■D-13 plusワン■

■D-16 プリンス a la mode■

■D-18 Wan Life■■D-17 老犬介護Senior Care Team■

■D-14 福岡県環境部自然環境課■

■D-15 ペットライフサポートDOG STEP■
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出展者ブース どうぶつ愛護フェスティバル

■D-19 plusワン■

■D-22 プリンス a la mode■

■D-24 みるく畑■■D-23 老犬介護Senior Care Team■

■D-20 福岡県環境部自然環境課■

■D-21 ペットライフサポートDOG STEP■
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出展者ブース どうぶつ愛護フェスティバル

■D-25 北九州市動物愛護推進協議会■

■D-28 NPO法人日本ペットシッター協会 西日本支部■

■D-30 地域猫（飼い主のいない猫対策）■■D-29 日本警察犬協会北九州支部■

■D-26 犬猫相談■

■D-27 公益社団法人日本愛玩動物協会 福岡県支所■
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出展者ブース どうぶつ愛護フェスティバル/到津の森

■D-31 アニマルハート■

■到津の森公園ブース■

■到津の森公園ブース■■到津の森公園ブース■

■到津の森公園ブース■
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出展者ブース 福岡県・北九州市グルメ大集合

■E-1 JAふくおか八女■

■E-4 拓味亭（北九州ラーメン）■

■E-6 プレミアムホテル門司港（門司港焼きカレー）■■E-5 戸畑焼チャンポン■

■E-2 農事組合法人 福栄組合■

■E-3 小倉焼うどん研究所■
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出展者ブース 福岡県・北九州市グルメ大集合

■E-7 ぺったん若松焼き隊■ ■E-8 ママの餃子（八幡ぎょうざ）■
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出展者ブース 福岡県ブース

■木育コーナー■ ■フラワーアレンジメント教室■
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出展者ブース あさの汐風公園

■１ 犬吉猫吉■

■４ 九州地区獣医師会連合会■

■６ 中部地区獣医師会
公益社団法人岐阜県獣医師会■■５ 動物救護所■

■２ 一般社団法人ジャパンケネルクラブ■

■３ 一般社団法人宮崎県獣医師会■
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出展者ブース あさの汐風公園

■７ 東北獣医師会連合会■

■１０ 特定非営利活動法人 どうぶつたちの病院■

■１２ 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室■■１１ 農林水産省動物検疫所門司支所■

■８ 中国地区獣医師会連合会■

■９ 公益社団法人東京都獣医師会■
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出展者ブース あさの汐風公園

■１３ AIPO（動物ID普及推進会議）■

■佐賀県 武雄市■

■１４ 農場どないすんねん研究会（NDK）
＆ピクニカ共和国■

■１３ AIPO（動物ID普及推進会議）■
■１４ 農場どないすんねん研究会（NDK）

＆ピクニカ共和国■



記録写真：会場内風景

58



59

会場内風景 西日本総合展示場

■インフォメーション■ ■インフォメーション■

■プログラム配布■ ■プログラム配布■

■インフォメーション■ ■インフォメーション■
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会場内風景 西日本総合展示場

■ペットトイレ■ ■手洗い器■

■弁当引換コーナー■ ■ゴミ箱■

■授乳室■ ■授乳室■
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会場内風景 あさの汐風公園

■ペットトイレ■ ■プログラム配布■

■休憩コーナー■ ■運営本部■

■キッチンカー■ ■休憩コーナー■
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会場内風景

■消防署横駐車場■ ■消防署横駐車場■

■誘導■ ■誘導■

■誘導■ ■誘導■

普通車・・83台
中型トラック・・１台
マイクロバス・・４台
大型バス・・２台
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会場内風景
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会場内風景



65

会場内風景
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会場内風景



制作物関係
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印刷物

ポスター（A3：6,500部） 先行版チラシ（A4：10.000部）

チラシ（A4：7,500部）

パンフレット（A4 カラー 16P：5.000部）

チラシデータ納品分

北九州市どうぶつ愛護フェスティバル チラシ カラーバリエーション



69

制作物

ジャンパー（450枚）

小冊子（A4 カラー 24P：5.000部）

公式サイト

■URL http://doubutsukansha.jp/

※イオンペット協賛
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広報活動一覧

広報活動一覧
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テレビ放映（抜粋）

ＫＢＣ 九州朝日放送「KBCニュース」 １１月１２日（土） 16:26〜放送

2016年11月12日（土）16:26〜 KBC九州朝日放送「KBCニュース」にて、
「2016動物感謝デー in JAPAN”World Veterinary Day”」が紹介されました。（約１分間）



72

テレビ放映（抜粋）

TNC テレビ西日本「TNCみんなのニュース」 11月12日（土） 17:53〜放送

2016年11月12日（土）17:53〜 TNCテレビ西日本「TNCみんなのニュース」にて、
「2016動物感謝デー in JAPAN”World Veterinary Day”」が紹介されました。（約１分間）
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テレビ放映（抜粋）

TVQ九州放送「TXNニュース」 １１月１2日（土） 17:24〜放送

2016年11月12日（土）17:24〜 TVQ九州放送「TXNニュース」にて、
「2016動物感謝デー in JAPAN”World Veterinary Day”」が紹介されました。（約１分間）



74

新聞掲載

新聞掲載

■朝日新聞 西部本社版 朝刊 全７段 10月29日（土）
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新聞掲載

新聞掲載

■毎日新聞 西部本社版 朝刊 半5段カラー 10月30日（日）

■日経新聞 西日本版 夕刊 11月8日（火）



76

新聞掲載

新聞掲載

■西日本新聞 別冊１０段連版内 11月6日（日）

■西日本新聞 夕刊 11月13日（日）
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雑誌掲載

雑誌掲載

■「犬吉猫吉」11/12月号（10/1発行） 「情熱空間」 カラー2P

■「犬吉猫吉」11/12月号（10/1発行） 1P広告 カラー
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WEB掲載

WEB情報掲載

■福岡県

■JPRペット産業・市場ニュース

■西日本WEB

■北九州市

■西日本WEB

■北九州市
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WEB掲載

WEB情報掲載

■日本獣医生命科学大学 ■帯広畜産大学

■Shippo News ■小倉駅新幹線口エリアガイド

■日本動物看護職協会 ■帯広畜産大学
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アンケート集計

来場者アンケート
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アンケート集計

来場者アンケート集計結果
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アンケート集計

来場者アンケート集計結果
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アンケート集計

来場者アンケート集計結果
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アンケート集計

来場者アンケート集計結果（フリーワード問７）
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アンケート集計

来場者アンケート集計結果（フリーワード）



86

アンケート集計

来場者アンケート集計結果（フリーワード）


