
平成 26年度 事業報告書別紙 

※ 平成 26年 9月 1日から平成 27年 8月 31日まで 

（１） 出動実績 

H27.04.25 ネパール大地震出動 カトマンズ 

 

（２） 災害救助犬・犬の訓練士の地域防災訓練参加事業 実施日時実施場所 

H26.9.21 滋賀県総合防災訓練 

H26.10.04 三田市すずかけ台防災訓練 

H26.10.04 大阪府・三島地域 4市 1町合同防災訓練 

H26.10.11 浅口市防災訓練 

H26.11.02 岡山県防災訓練 

H26.11.02 三重県総合防災訓練 

H26.11.30 三田市あかしや台防災訓練 

H27.01.06 東京消防庁出初式 

H27.01.11 豊中消防出初式 

H27.01.16 堺市防災訓練 

H27.01.16 宝塚市防災訓練 

H27.02.15 加東市防災訓練 

H27.05.30 東京消防庁水防訓練 

H27.05.31 大阪府淀川水防訓練 

H27.08.28 尼崎市防災訓練 

H27.08.29 奈良県防災訓練 

H27.08.30 兵庫県播磨総合防災訓練 

 

（３）災害救助犬及びセラピードッグに関する啓蒙、広報事業 実施日時実施場所 

   通年  ホームページ作成・プレス発行 （兵庫県伊丹市） 

    協会施設見学 （兵庫県伊丹市）     

マスコミ取材・イベント参加・講演・デモンストレーション 多数 

H26.09.01 FMみのお ラジオ取材 協会本部 

H26.09.10 自衛隊・池田消防合同訓練 協会本部 

H26.09.11 自衛隊・池田消防合同訓練 協会本部 

H26.09.12 自衛隊・池田消防合同訓練 協会本部 

H26.09.13 御所南小学校講演 京都府京都市 

H26.09.14 スニファードッグカンパニー 救助犬セミナー 長野県富士見町 

H26.09.15 スニファードッグカンパニー 救助犬セミナー 長野県富士見町 

H26.09.22 JICA研修 協会本部 

H26.09.23 ドラゴンハット デモンストレーション 滋賀県 

H26.09.26 此花区生涯学習イベント 大阪府此花区 

H26.09.27 イオンモール加西北条店 デモンストレーション 兵庫県加西市 

H26.09.27 わんにゃん防災フェア 大阪府大阪市 

H26.09.28 イオンモール加西北条店 デモンストレーション 兵庫県加西市 

H26.09.29 大阪府富田林市協定締結 大阪府富田林市 

H26.10.09 舞子高校講演 兵庫県神戸市 

H26.10.11 川崎医科大学学園祭 デモンストレーション 岡山県倉敷市 



H26.10.14 平野区防災フェスティバルイベント 大阪府大阪市 

H26.10.24 湯浅老人大学 講演デモンストレーション 和歌山県湯浅町 

H26.11.01 狭山市総合防災イベント 大阪府狭山市 

H26.11.09 日本獣医生命科学大学講演 東京都武蔵野市 

H26.11.10 奈良県社会福祉協議会見学 協会本部 

H26.11.15 NHKドラマ撮影 協会本部 

H26.11.06 平野区防災フェスティバル 大阪府大阪市 

H26.11.21 神戸新聞 取材 協会本部 

H26.11.23 茨木市地区防災イベント 大阪府茨木市 

H26.11.23 交野市倉治地区防災イベント 大阪府交野市 

H26.11.28 遺体捜索セミナー  

H26.11.29 遺体捜索セミナー  

H26.11.30 狭山市立南第一小学校 講演デモンストレーション 大阪府狭山市 

H26.12.01 遺体捜索セミナー  

H26.12.03 西日本高速助成金贈呈式 大阪府大阪市 

H26.12.04 救助犬セミナー アンデイー・マーシャ 協会本部 

H26.12.05 救助犬セミナー アンデイー・マーシャ 協会本部 

H27.01.10 伊丹講演 兵庫県伊丹市 

H27.01.10 NHK「あほやねん！すきやねん！」生放送 大阪府大阪市 

H27.01.17 ひょうご安全の日のつどい 兵庫県神戸市 

H27.01.27 枚方市社会福祉協議会見学 協会本部 

H27.01.30 西宮消防合同訓練 協会本部 

H27.01.31 浪速区子どもカーニバル 大阪府大阪市 

H27.02.04 株式会社ローソン見学 協会本部 

H27.02.11 救助犬セミナー 自主練習会 協会本部 

H27.02.14 大阪市立島屋小学校 講演デモンストレーション 大阪府大阪市 

H27.02.18 岡山市消防学校合同訓練 岡山県岡山市 

H27.02.21 東小学校区防災イベント 大阪府茨木市 

H27.02.21 灯火 兵庫県伊丹市 

H27.02.25 城陽市協定締結 京都府城陽市 

H27.03.07 花里地区自主防災会合同防災イベント 兵庫県伊丹市 

H27.03.11 アシュラン デモンストレーション 大阪府大阪市 

H27.03.18 伊丹市消防合同訓練 協会本部 

H27.03.25 枚方市社会福祉協議会見学 協会本部 

H27.03.27 谷川岳雪山訓練 群馬県利根郡 

H27.03.28 谷川岳雪山訓練 群馬県利根郡 

H27.03.29 谷川岳雪山訓練 群馬県利根郡 

H27.04.08 ゴルフコンペ 兵庫県神戸市 

H27.04.12 尼崎脱線事故メモリアルウォーク 兵庫県尼崎市 

H27.05.05 ペット王国 大阪府大阪市 

H27.05.06 ペット王国 大阪府大阪市 

H27.05.12 青丹学園 授業 奈良県右京市 

H27.05.13 大阪府獣医医師会協定締結 大阪府大阪市 

H27.05.19 京都動物専門学校見学 協会本部 

H27.05.22 みのお FM取材 協会本部 



H27.05.23 西宮ネパール支援イベント 兵庫県西宮市 

H27.05.24 西日本高速三木 SA デモンストレーション 兵庫県三木市 

H27.05.24 犬猫譲渡会 デモンストレーション 岡山県総社市 

H27.05.25 児童擁護施設あおぞら 授業 大阪府岸和田市 

H27.06.14 穴吹動物専門学校 講演デモンストレーション 香川県穴吹市 

H27.06.20 甲子園大学 OP 兵庫県宝塚市 

H27.06.28 大阪動物専門学校 講演デモンストレーション 大阪府大阪市 

H27.07.09 広島県広島市協定締結 広島県広島市 

H27.07.04 地域こども体験プログラム 大阪府大阪市 

H27.07.04 平野小学校福祉委員会 見学 協会本部 

H27.07.10 大阪 ECO 授業 マリンレストランディ西宮） 兵庫県西宮市 

H27.07.18 甲子園大学 OP 兵庫県宝塚市 

H27.07.22 阪急百貨店梅田店 H2Oサンタフェステイバル 大阪府大阪市 

H27.07.23 阪急百貨店梅田店 H2Oサンタフェステイバル 大阪府大阪市 

H27.07.24 阪急百貨店梅田店 H2Oサンタフェステイバル 大阪府大阪市 

H27.07.25 阪急百貨店梅田店 H2Oサンタフェステイバル 大阪府大阪市 

H27.07.25 天神祭 大阪府大阪市 

H27.07.25 青丹学園 OP 奈良県右京市 

H27.07.26 阪急百貨店梅田店 H2Oサンタフェステイバル 大阪府大阪市 

H27.07.26 甲子園大学 OP 兵庫県宝塚市 

H27.07.27 阪急百貨店梅田店 H2Oサンタフェステイバル 大阪府大阪市 

H27.07.31 児童擁護施設あおぞら 授業 大阪府岸和田市 

H27.08.08 大阪 eco動物海洋専門学校 デモンストレーション 大阪府大阪市 

H27.08.09 岡山道の駅 触れ合い 岡山県 

H27.08.10 甲子園大学 OP 兵庫県宝塚市 

H27.08.22 ATCイベント 大阪府大阪市 

H27.07.23 甲子園大学 OP 兵庫県宝塚市 

H27.08.25 山梨県甲府市協定締結 山梨県甲府市 

H27.08.27 阪急百貨店梅田店 デモンストレーション 大阪府大阪市 

 

 

（４）動物福祉事業 実施日時実施場所  

   通年 動物福祉活動及び啓蒙啓発 (全国) 

   野良犬・猫の保護・里子の引き取り (関西圏) 

犬・猫の里親探し(ライフパートナー) （全国） 

保護犬からの災害救助犬・セラピードッグになる為の初歩訓練 （兵庫県伊丹市） 

   ホームページ作成・プレス発行 （兵庫県伊丹市） 

   愛護施設見学 （兵庫県伊丹市） 

    イベント参加 多数 

    動物愛護福祉募金箱製作設置 （全国の協力商店、個人約 2,000ヶ所） 

（５）セラピードッグ育成譲渡事業 実施場所 

セラピードッグになる為の訓練（兵庫県伊丹市） 

イベント参加 多数 



（６）セラピードッグ派遣事業 実施場所 

H26.09.04  万寿の家 （兵庫県神戸市） 

H26.09.09 豊寿荘  （大阪府豊中市） 

H26.09.10 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H26.09.14 旧新城小学校仮設住宅 （宮城県気仙沼市） 

H26.09.14 ケーウェブ（気仙沼総合体育館） 

H26.09.15 嵐山寮 （京都府京都市） 

H26.09.15 唐桑園 （宮城県気仙沼市） 

H26.09.15 只越荘 （宮城県気仙沼市） 

H26.09.15 田中前二丁目仮設住宅 （宮城県気仙沼市） 

H26.09.16 市営テニスコート仮設住宅 （宮城県気仙沼市） 

H26.09.21 大阪ゆうゆうの里 （大阪府守口市） 

H26.09.24  東淀川区 大隅西地区 （大阪府大阪市） 

H26.09.25 のぞみの家 （兵庫県神戸市） 

H26.09.29 奈良ニッセイエデンの園 （奈良県北葛城郡） 

H26.09.30 サンシティ宝塚 （兵庫県宝塚市） 

H26.10.02 万寿の家 （兵庫県神戸市） 

H26.10.06 パストラール加古川 （兵庫県加古川市） 

H26.10.08 青藍荘 （大阪府吹田市） 

H26.10.09 奈良ニッセイエデンの園 介護居室 （奈良県北葛城郡） 

H26.10.13  嵐山寮 （京都府京都市） 

H26.10.18 はなことば 追浜 （神奈川県横須賀市） 

H26.10.18 はなことば 町田鶴川 （東京都町田市） 

H26.10.19 はなことば 戸塚 （神奈川県横浜市） 

H26.10.19 グッドタイムリビング 芝浦アイランド （東京都港区） 

H26.10.20 はなことば 南  （神奈川県横浜市） 

H26.10.21 エイジフリーライフ星ヶ丘  （大阪府枚方市） 

H26.10.23 のぞみの家  （兵庫県神戸市） 

H26.10.24   千里丘愛育園  （大阪府摂津市） 

H26.10.29 新金岡保育園  （大阪府堺市） 

H26.10.30 こころあ病院  （大阪府貝塚市） 

H26.10.31 メヌホット千里丘 （大阪府吹田市） 

H26.11.05 浜の宮松竹園 （兵庫県加古川市） 

H26.11.06 万寿の家  （兵庫県神戸市） 

H26.11.09 濱特別養護老人ホーム  （大阪府大阪市） 

H26.11.10 嵐山寮  （京都府京都市） 

H26.11.11 豊泉家 桃山台  （大阪府豊中市） 

H26.11.12 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H26.11.14 あかがわ生協診療所 

H26.11.17 東淀川区 下新庄地区 （大阪府大阪市） 

H26.11.18 デイサービスセンター こすも （大阪府大阪市） 

H26.11.22 唐桑園  （宮城県気仙沼市） 

H26.11.22 只越荘  （宮城県気仙沼市） 

H26.11.23 田中公園住宅  （宮城県気仙沼市） 

H25.11.23 後九条児童遊園住宅 （宮城県気仙沼市） 



H25.11.24 旧新城小学校跡仮設住宅 （宮城県気仙沼市） 

H25.11.27 のぞみの家  （兵庫県神戸市） 

H26.12.03 あすくの里 （大阪府羽曳野市） 

H26.12.04 万寿の家  （兵庫県神戸市） 

H26.12.08 嵐山寮  （京都府京都市） 

H26.12.08 一羊園 一羊会  （兵庫県西宮市） 

H26.12.10 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H26.12.11 ヴィラコティ岸部 （大阪府吹田市） 

H26.12.15 桜の咲く丘 （兵庫県北区） 

H26.12.17 東淀川区 淡路地区 （大阪府大阪市） 

H26.12.18 東淀川区 小松地区 （大阪府大阪市） 

H26.12.24 クルーヴ 布施 （大阪府東大阪市） 

H25.12.26 のぞみの家 （兵庫県神戸市） 

H27.01.08 万寿の家  （兵庫県神戸市） 

H27.01.12 嵐山寮  （京都府京都市） 

H27.01.13 あかがわ生協診療所 （大阪府大阪市） 

H27.01.14 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H27.01.20 東淀川区 淡路地区 （大阪府大阪市） 

H27.01.21 メルシーますみ （大阪府池田市） 

H27.01.23 のぞみの家 （兵庫県神戸市） 

H27.01.25 ベルパージュ千里けやき通り （大阪府吹田市） 

H27.01.26 東淀川区 啓発地区 （大阪府大阪市） 

H27.01.28 浜の宮松竹園 （兵庫県加古川市） 

H27.01.29 ヴィラコティ岸部 （大阪府吹田市） 

H27.02.02 東淀川区 井高野地区 （大阪府大阪市） 

H27.02.03 嵐山寮 （京都府京都市） 

H27.02.05 万寿の家  （兵庫県神戸市） 

H27.02.08 ゆうゆうの里 （大阪府守口市） 

H27.02.09 あかがわ生協診療所 （大阪府大阪市） 

H27.02.11 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H27.02.13 東淀川区 下新庄地区 （大阪府大阪市） 

H27.02.16 東淀川区 淡路地区 （大阪府大阪市） 

H27.02.17 吹田市社会福祉協議会 （大阪府吹田市） 

H27.02.17 エイジフリーライフ星ヶ丘 （大阪府枚方市） 

H27.02.20 東大阪養護老人ホーム （大阪府東大阪市） 

H27.02.22 西宮総合福祉センター （兵庫県西宮市） 

H27.02.23 東淀川区 啓発地区 （大阪府大阪市） 

H27.02.25 東淀川区 井高野地区 （大阪府大阪市）  

H27.02.27 のぞみの家 （兵庫県神戸市） 

H27.03.02 東淀川区 豊里南地区 （大阪府大阪市） 

H27.03.02 東淀川区 豊里南地区 （大阪府大阪市） 

H27.03.04 あかがわ生協診療所 （大阪府大阪市） 

H27.03.05 万寿の家 （兵庫県神戸市） 

H27.03.09 嵐山寮 （京都府京都市） 

H27.03.09 東淀川区 下新庄地区 （大阪府大阪市） 



H27.03.12 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H27.03.13  東淀川区 小松地区 （大阪府大阪市） 

H27.03.14 東淀川区 東淡路・柴島 （大阪府大阪市） 

H27.03.17 東淀川区 井高野地区 （大阪府大阪市） 

H27.03.21 仮設住宅向陽団地集会所 （宮城県石巻市） 

H27.03.21 仮設住宅日和が丘第２団地 （宮城県石巻市） 

H27.03.22 特別養護老人ホーム杜の里 （宮城県仙台市） 

H27.03.22 災害公営住宅 田子西町内集会所（宮城県仙台市） 

H27.03.27 のぞみの家 （兵庫県神戸市） 

H27.03.30 東淀川区 啓発地区 （大阪府大阪市） 

H27.03.31 東淀川区 豊里南地区 （大阪府大阪市） 

H27.04.02 万寿の家 （兵庫県神戸市） 

H27.04.09 あかがわ生協診療所 （大阪府大阪市） 

H27.04.12 グットタイムリビング 新百合ヶ丘 （神奈川県川崎市） 

H27.04.12 グットタイムリビング 芝浦アイランド （東京都港区） 

H27.04.13 嵐山寮 （京都府京都市） 

H27.04.13 グットタイムリビング 長津田みなみ台 （神奈川県横浜市） 

H27.04.13 はなことば 南 （神奈川県横浜市） 

H27.04.14 はなことば 追浜 （神奈川県横須賀市） 

H27.04.14 はなことば 三浦 （神奈川県三浦市） 

H27.04.21 エイジフリーライフ星ヶ丘 （大阪府枚方市） 

H27.04.21 大阪府自彊館 白雲寮 （大阪府大阪市） 

H27.04.23 ヴィラコティ岸部 （大阪府吹田市） 

H27.04.24 のぞみの家 （兵庫県神戸市） 

H27.04.26 豊泉家コミュニティクラブ北緑ヶ丘 （大阪府豊中市） 

H27.04.28 介護センターうえに （大阪府大阪市） 

H27.05.07 万寿の家 （兵庫県神戸市） 

H27.05.08 パストラール尼崎 （兵庫県尼崎市） 

H27.05.12 嵐山寮  （京都府京都市） 

H27.05.13 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H27.05.15 あかがわ生協診療所 （大阪府大阪市） 

H27.05.17 クルーヴ布施 （大阪府東大阪市） 

H27.05.20 まごころ荘 （大阪府堺市） 

H27.05.22  のぞみの家 （兵庫県神戸市） 

H27.05.25 奈良ニッセイエデンの園 （奈良県北葛城郡） 

H27.05.29 こころあ病院 （大阪府貝塚市） 

H27.06.04 万寿の家  （兵庫県神戸市） 

H27.06.05 奈良ニッセイエデンの園 介護居室 （奈良県北葛城郡） 

H27.06.08 あかがわ生協診療所 （大阪府大阪市） 

H27.06.10 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H27.06.12 クオレ倶楽部まごころの里 （大阪府大阪市） 

H27.06.14 浜特別養護老人ホーム （大阪府大阪市） 

H27.06.15 嵐山寮  （京都府京都市） 

H27.06.16 介護の家 （兵庫県神戸市） 

H27.06.16 個人セラピー （兵庫県西宮市） 



H27.06.17 メルシーますみ （大阪府池田市） 

H27.06.18 ヴィラコティ岸部 （大阪府吹田市） 

H27.06.22 西宮恵泉 （兵庫県西宮市） 

H27.06.24 あすくの里 （大阪府羽曳野市） 

H27.06.26 のぞみの家 （兵庫県神戸市） 

H27.06.29 介護センターうえに （大阪府大阪市） 

H27.06.30 ベルパージュ千里けやき通り （大阪府吹田市） 

H27.07.02 万寿の家 （兵庫県神戸市） 

H27.07.06 嵐山寮 （京都府京都市） 

H27.07.08 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H27.07.09 救大阪自彊館 今宮寮 （大阪府大阪市） 

H27.07.13 一羊園 一羊会 （兵庫県西宮市） 

H27.07.14 あかがわ生協診療所 （大阪府大阪市） 

H27.07.16 特別養護老人ホーム こうのとり （大阪府大阪市） 

H27.07.21 エイジフリーライフ星が丘 （大阪府枚方市） 

H27.07.24 のぞみの家 （兵庫県神戸市） 

H27.07.30 個人セラピー （兵庫県西宮市） 

H27.08.02 サンシティパレス塚口 （兵庫県伊丹市） 

H27.08.04 嵐山寮  （京都府京都市） 

H27.08.05 あかがわ生協診療所 （大阪府大阪市） 

H27.08.06 万寿の家 （兵庫県神戸市） 

H27.08.12 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H27.08.17 一羊園 一羊会 （兵庫県西宮市） 

H27.08.18  デイサービスうらら （大阪府池田市） 

H27.08.20  ヴィラコティ岸部 （大阪府吹田市） 

H27.08.25 介護センターうえに （大阪府大阪市） 

H27.08.26 宝塚エデンの園 （兵庫県宝塚市） 

H27.08.28 のぞみの家 （兵庫県神戸市） 

H27.08.30 特別養護老人ホーム 春光園 （大阪府東大阪市） 

 


