
（１）特定非営利活動に係る事業

①野生動物ボランティアセンター救護活動 年間 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 2名 不特定多数

②森とせせらぎまつり（ボランティアセンター一般開放） 11月1日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 2名 不特定多数

③スマイリングフェア 9月19日 東高根森林公園 2名 不特定多数

④その他

・防災展・そなえパークの日 3月10～16日 東高根森林公園 2名 不特定多数

・施設見学（大阪野生動物リハビリテーター） 2月11日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 2名 見学者

①環境モニタリング事業

ａ）海ゴミによる野生動物への影響 年間 三浦他 1名 不特定多数

・パネル展示

海の生き物SOS展（展示） 6月4日 ズーラシア 1名 不特定多数

　　　　　　　　　　　（ワークショップ：7月19,26日） 　～8月31日

ｂ）釣針釣糸による野生動物への影響（相模川・多摩川） 年間 相模川・多摩川 1名 不特定多数

・現地調査（5月24日、8月9日、10月25日、11月8日） 年間 多摩川 1名 不特定多数

・パネル展示

ジャパンフィッシングショー 2月1日 横浜 1名 不特定多数

自然環境保全センター企画展示（かながわの川NOW！） 5月2日 厚木 1名 不特定多数

～6月28日

ｃ）餌付けによる野生動物への影響（トビ） 年間 横須賀～湘南他 1名 不特定多数

・現地調査 年間 江ノ島他 1名 不特定多数

・被害防止普及ビデオ（YouTube） 年間 各地 1名 不特定多数

・パネル展示

金沢文庫芸術祭 9月20日 横浜海の公園 1名 不特定多数

金沢いきいきフェスタ 10月17日 横浜海の公園 1名 不特定多数

ジャパンバードフェスティバル 10月31日 千葉県我孫子市 1名 不特定多数

　～11月1日

藤沢環境フェア 11月21日 藤沢 1名 不特定多数

長浜公園感謝DAY 11月23日 横浜市金沢区 1名 不特定多数

①神奈川県野生動物リハビリテーター養成及び資格認定事業

ａ）リハビリテーター資格認定制度検討委員会

ｂ）リハビリテーター第10期生認定式 2月28日 横浜 2名 認定者

ｃ）リハビリテーター第11期生養成講習会

・講義（座学）2回 9月26,27日 横浜 2名 受講者

・実践活動（実習）　8回 10～12月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 2名 受講者

ｄ）リハビリテーター更新講習会（対象2,4,6,8期生） 3月7日 横浜 2名 リハビリテーター

討論：リハビリテーターとして2年後のあるべき姿

②神奈川県野生動物リハビリテーター活動事業

ａ）リハビリテーター研修会（協力：自然環境保全課） 3月7日 横浜 1名 リハビリテーター

「神奈川県における鳥インフルエンザ対応について」

ｂ）講習会、勉強会

・ヒナさし餌実習講習会 6月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 1名 リハビリテーター

・わいわいサロン（勉強交流会）（6回） 年6回 横浜 1名 リハビリテーター

ｃ）レスキュー、短期飼養活動（5名） 年間 各ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰﾀｰ宅 2名 リハビリテーター

③環境教育事業

ａ）小中高校等訪問学習（1回） 6月11日 学校等 1名 高校生等

ｂ）高校生体験学習（1回） 2月3日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 1名 高校生等

c）かながわ環境教室 年間 学校等 1名 小学生等

・説明会 4月22日 県庁 1名 リハビリテーター

実  施
日  時

平成２７年度事業報告
平成２７年１月１日から平成２７年１２月３１日まで

特定非営利活動法人 野生動物救護獣医師協会神奈川支部

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び
人      数

実  施
場  所

事業名 事業内容

（１）
傷病野生
動物の救護
と野生復帰

（２）
病性鑑定
及び疫学
調査

（３）
学会報告
会報
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
講習会
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等
情報や技術
の伝達・
交流に必要
な活動



実  施
日  時

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び
人      数

実  施
場  所

事業名 事業内容

④普及啓発事業

ａ）各種イベント 各会場等 1名 不特定多数

・川崎動物愛護フェスティバル 9月20日 宮前市民館･区役所1名 不特定多数

・麻生区ふれあい公園 10月3日 王禅寺ふるさと公園1名 不特定多数

・青葉区民まつり 11月3日 青葉区総合庁舎 1名 不特定多数

⑤野生動物リハビリテーター専門教育事業

ａ）専門学校生、大学生の実習生受入れ（インターンシップ） 年間 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 1名 専門～大学生

・東京環境工科専門学校（6回） 年間

b）野生動物救護実習（委託授業） 随時 各実習会場等 1名 専門～大学生

・東京環境工科専門学校（6回） 6～9月

・帝京科学大学動物看護学科（2回） 11,12月

・帝京科学大学アニマルサイエンス学科（7回） 6,7月

・日本獣医生命科学大学獣医学科（4回） 8,9月

⑥野生動物リハビリテーター養成講習会

ａ）東京会場（講義）（2回） 2月21,22日 東京 2名 受講者

b）東京会場（実習）（3回＋補講） 5-7月 東京 2名 受講者

c）修了者研修（金沢動物園施設見学） 9月5日 横浜 1名 修了者

⑦行政、諸団体への講師専門員派遣

・傷病鳥獣救護に関する集団ヒアリング（環境省） 10月5日 東京 1名 WRV

・傷病鳥獣救護のあり方・有識者会議（環境省） 11月24日 東京 1名 WRV

⑧ホームページ維持管理 年間 事務局 1名 不特定多数

⑨メーリングリスト維持管理 年間 事務局 1名 リハビリテーター

⑩facebook維持管理 年間 事務局 1名 不特定多数

①傷病鳥獣保護連絡協議会 1月20日 横浜 1名 救護関係機関

②鳥インフルエンザ対応 年間 事務局 2名 不特定多数

①特定鳥獣保護管理計画

・シカ個体数区画法調査（2回） 4月5日, 丹沢札掛地区 1名 リハビリテーター

12月6日

②丹沢大山自然環境再生事業

・植樹（1回） 5月16日 丹沢大山 1名 ＷＲＶ

・丹沢フォーラム（1回） 4月19日 丹沢大山 1名 ＷＲＶ

①自然環境保全センター 年間 厚木 1名 ＷＲＶ

・リハビリテーター救護補助活動 年間 1名 リハビリテーター

・施設見学会 7月26日 1名 リハビリテーター

②横浜市立動物園 年間 横浜 1名 ＷＲＶ

ａ）野毛山動物園

・リハビリテーター救護補助活動 年間 1名 リハビリテーター

・施設見学会 7月5日 1名 リハビリテーター

・傷病展示舎ミゾゴイの掲示板 年間 1名 不特定多数

・傷病展示舎ミゾゴイガイド（8回） 随時 1名 不特定多数

・ドリームナイト 6月6日 1名 不特定多数

ｂ）金沢動物園

・リハビリテーター救護補助活動 年間 1名 リハビリテーター

・施設見学会 5月30日 1名 リハビリテーター

・どうぶつえんの文化祭 11月7,8日 1名 不特定多数

ｃ）よこはま動物園（ズーラシア）

・リハビリテーター救護補助活動 年間 1名 リハビリテーター

・施設見学会 5月23日 1名 リハビリテーター

③川崎市立夢見ヶ崎動物公園 年間 川崎 1名 ＷＲＶ

・ヒナのさし餌補助 5月～8月 1名 リハビリテーター

・春の動物園まつり 3月22日 1名 不特定多数

・秋の動物園まつり 11月15日 1名 不特定多数

④仙石原鳥獣クリニック（リハビリテーター柏木） 年間 箱根 1名 ＷＲＶ

（４）
野生動物の
傷病予防に
関すること

（５）
生物多様性
の保全に
関すること

（６）
野生動物の
救護施設に
関する事業



実  施
日  時

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び
人      数

実  施
場  所

事業名 事業内容

①神奈川県獣医師会、横浜市獣医師会、川崎市獣医師会 年間 神奈川 2名 ＷＲＶ

・川崎市獣医師会賀詞交歓会 1月29日 川崎 2名 ＷＲＶ

年間 神奈川 2名 ＷＲＶ

③日本野鳥の会神奈川支部 年間 神奈川 2名 ＷＲＶ

④丹沢大山ボランティアネットワーク（団体登録） 年間 神奈川 2名 ＷＲＶ

⑤かながわボランタリー活動推進基金21（団体登録） 年間 神奈川 2名 ＷＲＶ

・かながわNPO映像祭 2月8日 藤沢 1名 ＷＲＶ

⑥リトルターン・プロジェクト 年間 東京 2名 ＷＲＶ

⑦自然環境アカデミー 年間 東京 2名 ＷＲＶ

⑧道路生態研究会 年間 東京 2名 ＷＲＶ

・設立総会及び第1回研究会 12月11日 1名 ＷＲＶ

⑨その他

・シンポジウム絶滅の危機を救う（横浜市繁殖センター） 1月18日 横浜 1名 ＷＲＶ

・故柴田敏隆さんを語る会 9月12日 横浜 1名 ＷＲＶ

・深化する動物園懇親会（横浜市緑の協会） 11月7日 横浜 1名 ＷＲＶ

・地域創生シンポジウム（日本生態系保護協会） 11月20日 東京 1名 ＷＲＶ

（８） ①平成26年度監査・27年度総会（本部） 2,3月 東京 4名 ＷＲＶ

管理運営 ②会員管理 年間 事務局 2名 ＷＲＶ

③マスコミ対応 随時 事務局 2名 不特定多数

・日本テレビ「天才！志村どうぶつ園」撮影協力 1,2月、8,9月

・読売新聞（地方版）「けがで保護、フクロウ巣立ちへ」 7月22日

・東京新聞（地方版）「珍鳥　アカショウビン保護」 9月26日

④募金活動 年間 事務局 4名 不特定多数

⑤NPOに関する研修

・ボランタリー団体成長支援事業 1～2月 横浜 4名 ＷＲＶ

・NPOマネジメント講座、広報発信力強化講座 11,12月 横浜 1名 ＷＲＶ

⑥その他 随時

（２）収益事業

無し

従事者
の人数

（７）
他団体との
交流

受益対象者
の範囲及び
人      数

事業名 事業内容
実  施
日  時

実  施
場  所

②かながわ野生動物サポートネットワーク、野生動物救護の会、
神奈川野生動物救護連絡会


