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平成 28 年度 事業報告書別紙 

※ 平成 28 年 9 月 1 日から平成 29 年 8 月 31 日まで 

（１） 出動実績 

H29.07.06 九州北部豪雨災害 福岡県 

 

（２） 災害救助犬・ハンドラーの地域防災訓練参加事業 実施日時実施場所 

H28.09.01 兵庫県尼崎市防災訓練 

H28.09.02 大阪府吹田市防災訓練 

H28.09.04 京都府総合防災訓練 

H28.09.11 兵庫県伊丹市稲野自治会防災訓練 

H28.10.23 大阪府富田林市防災訓練 

H28.10.30 兵庫県加東市防災訓練 

H28.11.01 兵庫県西宮市防災訓練 

H28.11.03 大阪府河南町防災訓練 

H28.11.05 岡山県浅口市防災訓練 

H28.11.06 大阪府河内長野市防災訓練 

H28.11.13 兵庫県合同防災訓練 

H28.11.13 三重県合同防災訓練 

H28.11.19 東京消防庁総合震災消防訓練 

H28.12.18 兵庫県加東市防災訓練 

H29.01.06 東京消防庁出初式 

H29.01.08 豊中消防庁出初式 

H29.03.05 太子町総合防災訓練 

H29.06.03 東京消防庁・足立区合同総合水防訓練 

H29.07.02 芦屋市防災総合訓練 

H29.07.13 神戸市総合防災訓練 

H29.08.31 尼崎市防災総合訓練 
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（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、救助犬訓練 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 

H28.09.07 京都府亀岡市救助犬合同訓練 京都府亀岡市 

H28.09.10 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 兵庫県三木市 

H28.10.06 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 兵庫県三木市 

H28.10.08 大阪府茨木市防災キャンプ デモンストレーション 大阪府茨木市 

H28.10.08 中秋明月祭 デモンストレーション 大阪府大阪市 

H28.10.09 中秋明月祭 デモンストレーション 大阪府大阪市 

H28.10.16 大阪府平野区防災フェステイバル  

デモンストレーション 

大阪府大阪市 

H28.10.19 静岡県議会議員視察 協会本部 

H28.10.22 大阪府吹田市シルバー人材センターイベント  

デモンストレーション 

大阪府吹田市 

H28.10.27 徳島ビジネスチャレンジメッセ  徳島県徳島市 

H28.11.11 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 兵庫県三木市 

H28.11.13 動物愛護フェステイバル デモンストレーション 大阪府大阪市 

H28.11.22 京都動物専門学校見学 協会本部 

H28.11.23 神戸市消防局合同訓練 兵庫県三木市 

H28.11.26 梅田阪急百貨店 H2O サンタ デモンストレーション 大阪府大阪市 

H28.11.26 三田市ゆりのき台地域防災訓練 デモンストレーション 兵庫県三田市 

H28.12.09 プルデンシャル生命見学 協会本部 

H28.12.16 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 兵庫県三木市 

H28.12.17 大東建託芦屋オープンハウス デモンストレーション 兵庫県芦屋市 

H28.12.26 兵庫県下消防長会救助技術研究会作業部会 兵庫県三木市 

H29.01.12 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 兵庫県三木市 

H29.01.17 ひょうご安全の日のつどい イベント参加 兵庫県神戸市 

H29.01.17 茨木小学校区防災訓練 デモンストレーション 大阪府茨木市 

H29.01.18 川西消防 座学・救助犬の見学 兵庫県伊丹市 

H29.01.19 川西消防 座学・救助犬の見学 兵庫県伊丹市 

H29.01.21 岡山市立平津小学校 デモンストレーション 岡山県岡山市 

H29.02.03 協働型災害訓練 in 杉戸 埼玉県杉戸町 

H.29.02.04 協働型災害訓練 in 杉戸 埼玉県杉戸町 

H29.02.05 大阪 ECO 動物海洋専門学校 デモンストレーション 大阪市西区 

H29.02.16 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 兵庫県三木市 

H29.02.19 地域こども体験学習 災害救助犬・福祉・セラピードッグ

について講義 ふれあいやデモンストレーション 

大阪府大阪市 

H29.03.01 梅田阪急百貨店 イベント参加・デモンストレーション 大阪市北区 

H29.03.02 梅田阪急百貨店 イベント参加・デモンストレーション 大阪市北区 

H29.03.03 梅田阪急百貨店 イベント参加・デモンストレーション 大阪市北区 

H29.03.04 伊丹市立花里小学校 デモンストレーション 伊丹市寺本 

H29.03.18 第７回全国消防音楽隊フェスティバル 大阪府豊中市 

H29.03.20 大規模災害瓦礫救助訓練 兵庫県伊丹市 
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H29.03.25 大阪 ECO 動物海洋専門学校 デモンストレーション 大阪市西区 

H29.03.26 旧都立府中病院解体工事現場訓練 東京都府中市 

H29.03.31 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 兵庫県三木市 

H29.04.05 梅花女子大学付属高校 見学  協会本部 

H29.04.06 岸和田市山岳救助犬合同訓練 大阪府岸和田市 

H29.04.08 梅田阪急百貨店 イベント参加・デモンストレーション 大阪市北区 

H29.04.12 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 兵庫県三木市 

H29.04.16 信太山創立記念行事 救出救助訓練 大阪府和泉市 

H29.04.24 大阪 ECO 動物海洋専門学校 デモンストレーション 大阪市西区 

H29.05.03 ペット王国 イベント参加・デモンストレーション 大阪市西区 

H29.05.04 ペット王国 イベント参加・デモンストレーション 大阪市西区 

H29.05.05 積水ハウスイベント参加・デモンストレーション 大阪市北区 

H29.05.09 災害救助犬標準化事業（FEMA セミナー） 兵庫県三木市 

H29.05.10 災害救助犬標準化事業（FEMA セミナー） 兵庫県三木市 

H29.05.21 伊丹市住友総合グランド住友ゴムスポーツイベント 兵庫県伊丹市 

H29.05.22 京都動物専門学校 見学 協会本部 

H29.06.11 藤井寺市社協防災イベント デモンストレーション 大阪府藤井寺市 

H29.07.15 梅田阪急百貨店 イベント参加・デモンストレーション 大阪市北区 

H29.07.28 地域こども体験学習 災害救助犬・福祉・セラピードッグ

について講義 ふれあいやデモンストレーション 

大阪府大阪市 

H29.07.31 長野救助犬合同訓練 長野県富士見町 

H29.08.01 長野救助犬合同訓練 長野県富士見町 

H29.08.02 長野救助犬合同訓練 長野県富士見町 

H29.08.05 大阪 ECO 動物海洋専門学校 デモンストレーション 大阪市西区 

H29.08.26 24 時間テレビ「告白～勇気を出して伝えよう～」デモンス

トレーション 

大阪市中央区 
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（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発 (全国) 

   緊急を要する犬・猫の保護・引き取り (関西圏) 

保護した犬・猫の里親探し(ライフパートナー) （関西圏） 

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） 

   施設見学 （兵庫県伊丹市） 

   イベント参加 多数 

 

 

犬猫の保護、引き取りと譲渡に関する事業 

保護、引き取りに関して 

 

犬の保護、引き取り…11頭 

 

引き取り・保護日 名前 犬種 場所 経緯 現在

H28.9.4 ジャンヌ A・コッカー 大阪府大阪市 飼育困難 H29.1.7　譲渡(伊丹市)

H28.9.9 モコ M・プードル 兵庫県神戸市 飼育困難 H29.4.30　譲渡(川西市)

H28.12.22 シロ 雑種 尼崎市動物愛護センター 団体譲渡 H29.1.23　譲渡(三田市)

H29.1.31 クレクレ→蘭丸 雑種 尼崎市動物愛護センター 団体譲渡 H29.2.17　譲渡(神戸市)

H29.3.10 オス　→　たかし ダックスフント 東大阪市・布施警察署 保護・拾得物届 H29.5.13　譲渡(大阪市)

H29.3.10 メス　→　おとは ダックスフント 東大阪市・布施警察署 保護・拾得物届 H29.5.13　譲渡(大阪市)

H29.4.7 いまり 秋田犬 佐賀県犬猫譲渡センター 団体譲渡

H29.5.17 まる マルチーズ 尼崎市動物愛護センター 団体譲渡 H29.6.2　譲渡（尼崎市）

H29.6.28 アル トイプードル 個人 飼育困難 H29.6.25　譲渡（伊丹市）

H29.6.28 フーガ チワワ 個人 飼育困難

H29.8.4 ちろ 雑種 日レスに遺棄→伊丹警察 遺棄・事件性
 

 

 

猫の保護、引き取り…４頭 

引き取り・保護日 名前 猫種 場所 経緯 現在

H29.1.30 オト 雑種 奈良県あやめ池 野良猫 H29.1.30　譲渡(宝塚市)

H29.1.30 オニ 雑種 奈良県あやめ池 野良猫 H29.2.17　譲渡(尼崎市）

H29.5.30 ハニー 雑種 大阪市阿倍野区 野良猫 H29.6.30　譲渡(川西市）

H29.5.30 シュガー 雑種 大阪市阿倍野区 野良猫 H29.6.30　譲渡(川西市）
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譲渡に関して 

 

犬の譲渡・・・12頭 

譲渡日 名前 住所 入所日 保護・引き取り場所

H28.9.7 蘭 京都府城陽市 H27.12.27 協会

H28.10.24 サスケ→ハヤテ 兵庫県尼崎市 H27.6.30 兵庫県動物愛護センター

H28.11.6 マル 大阪府豊中市 H28.1.22 大阪府柏原市

H28.12.30 あい 大阪市西区 H28.8.8 大阪市守口市

H29.1.7 ジャンヌ 兵庫県伊丹市 H28.9.4 大阪市鶴見区

H29.1.23 シロ 兵庫県三田市 H28.12.22 尼崎市動物愛護センター

H29.2.17 クレクレ→蘭丸 兵庫県神戸市 H29.1.31 尼崎市動物愛護センター

H29.4.30 もこ 兵庫県川西市 H28.9.9 神戸市中央区

H29.5.13 たかし→ごーた 大阪府大阪市 H29.2.25 東大阪市・布施警察署

H29.5.13 おとは→ゆーみん 大阪府大阪市 H29.3.10 東大阪市・布施警察署

H29.6.2 まる 兵庫県尼崎市 H29.5.17 尼崎市動物愛護センター

H29.6.25 アル 兵庫県伊丹市 H29.5.16 大阪市堺市
 

 

 

猫の譲渡・・・4頭 

譲渡日 名前 住所 入所日 保護・引き取り場所

H29.1.30 オト 兵庫県宝塚市 H29.1.30 奈良県あやめ池

H29.1.30 オニ 兵庫県尼崎市田能 H29.1.30 奈良県あやめ池

H29.6.30 シュガー 兵庫県川西市 H29.5.30 大阪市阿倍野区

H29.6.30 ハニー 兵庫県川西市 H29.5.30 大阪市阿倍野区
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不幸な犬や猫の愛護・保護活動を目的とした他団体との交流・連携に関する事業 

 

兵庫県伊丹市を中心に猫の保護活動を行う NPO 法人みゅうみゅうと犬の支援活動を行われているグ

ループ 5 名と主に伊丹市や尼崎市の行政収容所（動物愛護管理センター、保健所、警察署など）の収容

動物を一般家庭に譲渡するために協力、連携を取っています。 

資金は平成 28年 12月から Yahoo!ネット募金（行政に収容された犬や猫に必要な医療を受けさせ里親

を見つけたい）に参画し、8月 31日の時点で 2,071,025円を獲得しています。 

今年度は総額 564,013 円を使用し、犬 11 頭、猫 9 頭に医療等を施し、犬 9 頭、猫 5 頭を一般譲渡し

ました。   

 

 

犬 名前 用途 状況 所在 備考

12月9日 白 血液検査　等 譲渡 三田市

12月9日 ルナ 治療費　等 譲渡 伊丹市 医療支援継続中

1月25日 雪子 避妊手術　等 譲渡 神戸市

1月31日 クレクレ 血液検査　等 譲渡 神戸市

2月25日 たかし・おとは 血液検査　等 譲渡 大阪市

4月21日 ダックス 血液検査　等 譲渡 三田市

5月8日 まる 治療費　等 譲渡 尼崎市 医療支援継続中

5月18日 ミニピン 血液検査　等 譲渡 明石市

7月5日 いまり 去勢手術

8月4日 ちろ 血液検査　等 協会引取 伊丹市

20,108¥     

使った費用

33,587¥     

172,800¥    

19,354¥     

6,990¥      

8,640¥      

155,012¥    

10,492¥     

7,920¥      

5,400¥      

 
 

 

猫 名前 用途 状況 所在 備考

2月27日 ミミコ 治療費　等 猫愛護団体が引取 伊丹市 譲渡対象外

3月2日 しっぽ 治療費　等 猫愛護団体が引取 伊丹市 譲渡対象外

4月21日 黒子猫（ケリー） 治療費　等 譲渡 大阪市

4月28日 仔猫（白黒） 治療費　等 死亡

4/27仔猫1 譲渡 尼崎市

4/27仔猫2 譲渡 西宮市

4/27仔猫3 譲渡 京都府木津市

4/27仔猫4 譲渡 大阪府吹田市

4/27仔猫5 死亡

使った費用

5月17日 25,272¥     治療費　等

25,380¥     

43,200¥     

14,040¥     

10,260¥     

 

 

 

その他 勘定科目 摘要 場所 備考

8月8日 通信費 郵送料 尼崎市

使った費用

5,378¥       
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災害への対応 

 

九州北部豪雨災害に対し 7月 6日（木）から対応を開始し、7月 7日～7月 10日の 4日間で、17箇所

（福岡県朝倉市 10箇所、大分県日田市 5箇所）の避難所を訪問し、ペット同行避難状況及びニーズの

調査、ペットと飼い主への支援物資の提供を行った。 

 昨年度、熊本地震で支援を行った際、ペットに関係する支援物資は発災から 3日前後の需要が高かっ

たことから、九州北部豪雨災害では、発災から 3日までに支援物資提供を実施した。 

 ただ、ペットと避難所へ同行避難された避難者は想像以上に少なく、断水停電は局所的であり商店も

開店していた為、ペットに食餌を与えられないなど困窮された飼い主は見受けられなかった。 

 

 

提供した物品とその費用 

個数 単価（円） 金額

タオル 30個 300 ¥9,000

Tシャツ 10個 1000 ¥10,000

消臭剤 6個 300 ¥1,800

ペットシーツ 1個 1000 ¥1,000

ニュートロジャパン
ナチュラルチョイス　ラム＆玄米

1個 7390 ¥7,390

ニュートロジャパン
　ナチュラルチョイス　チキン＆玄米

1個 3800 ¥3,800

株式会社森乳サンワールド
スーパーゴールド

1個 10200 ¥10,200

肝角切り 1箱 12000 ¥12,000

鶏頭ミンチ 3箱 12000 ¥36,000

鹿肉 1箱 12000 ¥12,000

リゾット 1箱 12000 ¥12,000

多種 1箱 12000 ¥12,000

ジャーキー 40個 200 ¥8,000

キャットフード 猫日和 1箱 10000 ¥10,000

消耗品 1個 744 ¥744猫砂

物品

人用

犬用

消耗品

消耗品

おやつ

ドッグフー
ド

プロ仕様
レトルトフード

ドライフード

猫用

レトルト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総額　￥145,934－
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訪問した避難所の状況 

 

福岡市朝倉市の避難所状況（7/8） 

避難世帯数 避難者数 避難所で確認した犬 避難所で確認した猫

杷木中学校 97（7/7時点） 181 2（屋外） 0

らくゆう館 65 155 1（屋外） 0

サンライズ杷木 不明 不明 2（屋外） 0

久喜宮小学校 不明 100 2（室内） 2（室内）

杷木地域生涯学習センター 61 131 0 0

光陽高校 不明 111 0 0

ピーポート甘木 112 166 0 0

フレアス甘木 16 20 0 0

杷木小学校 0 0 0 0

甘木小学校 0 0 0 0

秋吉整骨院 0 0 0 0  

 

 

大分県日田市の避難所状況（7/10） 

避難世帯数 避難者数 避難所で確認した犬 避難所で確認した猫

三和小学校 31 61 1（屋外） 0

市立総合体育館 9 18 1（屋外） 0

アオーゼ 31 67 3（屋外） 1（ベランダ）

大鶴公民館 62 109 0 4（野良？）

大明小・中学校 13 27 0 0

迫公民館 7 18 0 0

夜明復興センター 7 14 0 0  
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犬のしつけ方教室の開催 

 

平成 28年度は、8回開催し 27組の飼い主に実施しました。 

実施日 参加組 収益

平成28年     9月25日（日） 1組 3,240¥    

　　　      10月30日（日） 1組 3,240¥    

            11月27日（日） 2組 5,400¥    

12月～平成29年3月は実施せず

平成29年     4月 2日（日） 5組 10,260¥   

　　　　     5月14日（日） 6組 21,600¥   

             6月25日（日） 6組 22,680¥   

             7月29日（土） 2組 5,400¥    

　　　　　   8月27日（日） 4組 9,180¥    

計 27組 81,000¥   
 

 

 

 

 

隔離室の設置について 

 

プロジェクト「犬猫を保護した際、病気感染を防ぐ為の隔離室を緊急設置したい（目標金額 190万円）」

を起ち上げ、国内最大のファンドレイジングサイト「Readyfor」を利用し、平成 28年 11月 29日～平

成 29年 1月 27日の期間、資金獲得を目指しました。 

 結果、支援総額 1,956,000 円を獲得し、サイトへの手数料（総額の 17％＝359,121円）を引いた

1,596,879円と直接当協会に入金された 244,568円を合わせた 1,841,447円を獲得し平成 29年 4 

月 1日に設置が完了しました。 

設置に掛かった総額は 1,621,445 円（消費税、手数料等込み）で、残金 220,002円は、消耗品や機械

警備設置費用に充てます。 
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（５）セラピードッグ育成派遣事業 実施場所 

セラピードッグになる為の訓練（兵庫県伊丹市） 

 月に１～２回講師を招き訓練会を行っております。 

イベント参加 多数 

 

（６）被災地慰問 

 

H28.10.22 甲子町第６仮設  岩手県釜石市 

H28.10.22 中妻公民館   岩手県釜石市 

H28.10.23 定内仮設住宅  岩手県釜石市 

H28.10.23 天神町復興住宅  岩手県釜石市 

H28.10.24 鵜住居サポートセンター 岩手県釜石市 

H28.10.24 小川サポートセンター  岩手県釜石市 

H29.03.22 八代支援学校 熊本県八代市 

H29.03.22 松橋支援学校 熊本県宇城市 

H29.03.23 ゆいの家 熊本県熊本市 

H29.03.24 結の家 熊本県南阿蘇郡 

H29.06.07 アンサンブル大宮日進 埼玉県さいたま市 

H29.06.07 加須ふれあいセンター 埼玉県加須市 

H29.06.08 デイサービス湯舟 福島県川内市 

H29.06.09 白河市表郷デイサービスセンター 福島県白河市 

H29.06.11 小佐野仮設 岩手県釜石市 

H29.06.11 中妻公民館 岩手県釜石市 

H29.06.12 天神町復興住宅 岩手県釜石市 

H29.06.12 鵜住居サポートセンター 岩手県釜石市 

   

 

（７）セラピードッグ派遣事業 実施場所 

H28.09.01 万寿の家   兵庫県神戸市 

H28.09.07 あかがわ生協診療所   大阪府大阪市 

H28.09.11 ゆうゆうの里   大阪府守口市 

H28.09.12 嵐山寮   京都府京都市 

H28.09.14 青藍荘   大阪府吹田市 

H28.09.15 ヴィラコティ岸部   大阪府吹田市 

H28.09.17 ロココ豊中  大阪府豊中市 

H28.09.18 クルーヴ布施   大阪府東大阪市 

H28.09.23 のぞみの家   兵庫県神戸市 

H28.09.24 吉田病院   奈良県奈良市 

H28.09.27 奈良ニッセイエデンの園   奈良県北葛城郡 

H28.09.28 パストラール加古川   兵庫県加古川市 

H28.10.06 万寿の家   兵庫県神戸市 

H28.10.08 醍醐病院 医療技術室   京都府京都市 

H28.10.10 嵐山寮   京都府京都市 

H28.10.12 大阪府立母子医療センター   大阪府和泉市 

H28.10.13 奈良ニッセイエデンの園 介護居室   奈良県北葛城郡 



p. 11 

 

H28.10.19 青藍荘   大阪府吹田市 

H28.10.27  エイジフリーライフ星が丘   大阪府枚方市 

H28.10.28 のぞみの家   兵庫県神戸市 

H28.10.29 悠々の苑「大阪市社会福祉協議会」   大阪府枚方市 

H28.10.29 明星「大阪市社会福祉協議会」   大阪府交野市 

H28.11.03 万寿の家   兵庫県神戸市 

H28.11.05 るうてるホーム「大阪市社会福祉協議会」   大阪府四条畷市 

H28.11.05 あいの里竜間「大阪市社会福祉協議会」   大阪府大東市 

H28.11.06 浜特別養護老人ホーム   大阪府大阪市 

H28.11.09 青藍荘   大阪府吹田市 

H28.11.10 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 

H28.11.12 デイサービス ひかりの杜 大阪府大阪市 

H28.11.14 嵐山寮 京都府京都市 

H28.11.15 グリーンシティ秀和 大阪府大阪市 

H28.11.16 あすくの里  大阪府羽曳野市 

H28.11.17 宝塚エデンの園 兵庫県宝塚市 

H28.11.19 吉田病院 奈良県奈良市 

H28.11.24 ヴィラコティ岸部 大阪府吹田市 

H28.11.25 のぞみの家 兵庫県神戸市 

H28.11.26 こころあ病院 大阪府貝塚市 

H28.12.01 万寿の家 兵庫県神戸市 

H28.12.03 フローラル「大阪市社会福祉協議会」 大阪府守口市 

H28.12.03 ナーシングホーム智鳥「大阪府社会福祉協議会」 大阪府門真市 

H28.12.08 ユトリーム大阪北 大阪府大阪市 

H28.12.10 寝屋川石津園「大阪市社会福祉協議会」 大阪府寝屋川市 

H28.12.12 嵐山寮  京都府京都市 

H28,12,14 青藍荘  大阪府吹田市 

H28,12,22 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

H28.12.23 のぞみの家 兵庫県神戸市 

H28.12.27 児童デイサービス メルモ・シオン 兵庫県西宮市 

H29.01.05 万寿の家 兵庫県神戸市 

H29.01.11 青藍荘 大阪府吹田市 

H29.01.16 嵐山寮 京都府京都市 

H29.01.17 デイサービス ひかりの杜 大阪府大阪市 

H29.01.24 一羊園 一羊会 兵庫県西宮市 

H29.01.25 サンシティ宝塚 兵庫県宝塚市 

H29.01.27 のぞみの家 兵庫県神戸市 

H29.02.02 万寿の家 兵庫県神戸市 

H29.02.05  ゆうゆうの里 大阪府守口市 

H29.02.07 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 

H29.02.08 青藍荘 大阪府吹田市 

H29.02.14 一羊園 一羊会 兵庫県西宮市 

H29.02.16 大阪自彊館 障がい者支援施設 いまみや 大阪府大阪市 

H29.02.22 吹田私立総合福祉会館「吹田市社会福祉協議会」 大阪府吹田市 

H29.02.23 エイジフリーライフ星が丘 大阪府枚方市 
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H29.02.23 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

H29.02.27 クルーヴ豊中服部 大阪府豊中市 

H29.02.28 ウェル清光会 利倉清豊苑 大阪府豊中市 

H29.03.02 万寿の家 兵庫県神戸市 

H29.03.04 吉田病院 奈良県奈良市 

H29.03.10 デイサービス ひかりの杜 大阪府大阪市 

H29.03.13 嵐山寮 京都府京都市 

H29.03.15 青藍荘 大阪府吹田市 

H29.03.24 のぞみの家 兵庫県神戸市 

H29.03.26 かるがも園 兵庫県三田市 

H29.03.27 児童デイサービス メルモ・シオン 兵庫県西宮市 

H29.04.02 エレガリオ神戸 兵庫県神戸市 

H29.04.05 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 

H29.04.12 青藍荘 大阪府吹田市 

H29.04.17 グッドタイムリビング 芝浦アイランド 東京都港区 

H29.04.18 グッドタイムリビング 新百合ヶ丘 神奈川県川崎市 

H29.04.18 グッドタイムリビング 長津田みなみ台 神奈川県横浜市 

H29.04.19 はなことば 瀬谷 神奈川県横浜市 

H29.04.19  新所沢清和病院 埼玉県所沢市 

H29.04.27 エイジフリーライフ星が丘 大阪府枚方市 

H29.04.28 のぞみの家 兵庫県神戸市 

H29.04.30 クルーヴ布施 大阪府東大阪市 

H29.05.08 デイサービス ひかりの杜 大阪府大阪市 

H29.05.08 嵐山寮 京都府京都市 

H29.05.10 青藍荘 大阪府吹田市 

H29.05.11 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

H29.05.20 吉田病院 奈良県奈良市 

H29.05.25 ヴィラコティ岸部 大阪府吹田市 

H29.05.26 のぞみの家 兵庫県神戸市 

H29.05.27 春光園 大阪府東大阪市 

H29.05.31 紫香楽病院 滋賀県甲賀市 

H29.06.04 豊泉家コミュニティクラブ北緑ヶ丘 大阪府豊中市 

H29.06.06 青丹学園 奈良県奈良市 

H29.06.07 奈良ニッセイエデンの園 介護居室 奈良県北葛城郡 

H29.06.08 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 

H29.06.10 醍醐病院 医療技術室 京都府京都市 

H29.06.11 浜特別養護老人ホーム 大阪府大阪市 

H29.06.12 嵐山寮 京都府京都市 

H29.06.14 青藍荘 大阪府吹田市 

H29.06.15 大阪自彊館 障がい者支援施設いまみや 大阪府大阪市 

H29.06.19 クルーヴなみはや 大阪府守口市 

H29.06.20 グリーンシティ 大阪府大阪市 

H29.06.23 のぞみの家 兵庫県神戸市 

H29.06.26 照葉の里 大阪府箕面市 

H29.07.03 一羊園 一羊会 兵庫県西宮市 
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H29.07.05 ウェルケア悠 奈良県大和郡山市 

H29.07.06 デイサービス ひかりの杜 大阪府大阪市 

H29.07.06 喜笑楽 熊本県南阿蘇郡 

H29.07.06 リハビリセンターひばり 熊本県南阿蘇郡 

H29.07.07. 八代支援学校 熊本県八代市 

H29.07.07 井尻仮設 熊本県宇城市 

H29.07.08 木山仮設  熊本県上益城郡 

H29.07.08 のぎく荘 熊本県阿蘇郡 

H29.07.09 四天王寺たまつくり苑 大阪府大阪市 

H29.07.10 嵐山寮 京都府京都市 

H29.07.11 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

H29.07.12 青藍荘 大阪府吹田市 

H29.07.16 メディカルホーム くらら甲子園 兵庫県西宮市 

H29.07.21 ユトリーム大阪北 大阪府大阪市 

H29.07.27. ヴィラコティ岸部 大阪府吹田市 

H29.07.27 エイジフリーライフ星が丘 大阪府枚方市 

H29.07.28 のぞみの家 兵庫県神戸市 

H29.07.29 吉田病院 奈良県奈良市 

H29.08.04 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 

H29.08.06 メディカルホーム くらら甲子園 兵庫県西宮市 

H29.08.07 嵐山寮 京都府京都市 

H29.08.09 青藍荘 大阪府吹田市 

H29.08.19  エリーネス須磨 介護の家 兵庫県神戸市 

H29.08.22 一羊園 一羊会 兵庫県西宮市 

H29.08.23 宝塚エデンの園 兵庫県宝塚市 

H29.08.25 のぞみの家 兵庫県神戸市 

H29.08.26 救護施設 フローラ 大阪府東大阪市 

H29.08.27 ザ・レジデンス神戸舞子 兵庫県神戸市 

H29.08.29 児童デイサービス メルモ・シオン 兵庫県西宮市 

   

 


