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平成 29 年度 事業報告書別紙 
※ 平成 29 年 9 月 1 日から平成 30 年 8 月 31 日まで 
（１） 出動実績 

H30.07.09 平成 30 年 7 月豪雨 広島県 
 
（２） 災害救助犬・ハンドラーの訓練参加事業 実施日時実施場所 

H29.09.02 大阪府吹田市防災訓練 
H29.09.03 東京都・調布市合同総合防災訓練 
H29.09.03 兵庫県丹波地域合同防災訓練 
H29.09.03 京都府総合防災訓練 
H29.09.10 奈良県防災総合訓練 
H29.09.10 滋賀県総合防災訓練 
H29.10.04 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 
H29.10.27 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 
H29.11.01 兵庫県西宮市総合防災訓練 
H29.11.03 大阪府河南町総合防災訓練 
H29.11.03 岡山県浅口市総合防災訓練 
H29.11.05 緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練 
H29.11.12 大阪府富田林市総合防災訓練 
H29.11.15 行方不明者捜索トレーリングセミナー上級クラス及びトレーリング技術認定

試験 
H29.11.16 行方不明者捜索トレーリングセミナー上級クラス及びトレーリング技術認定

試験 
H29.11.18 東京都総合震災消防訓練 
H29.12.10 兵庫県加東市学校・自主防災組織合同防災訓練 
H29.12.15 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 
H30.01.06 東京消防出初式 
H30.01.07 大阪府豊中市消防出初式 
H30.01.11 兵庫県川西市防災訓練 
H30.01.21 大阪府茨木市全域防災訓練 
H30.01.21 兵庫県伊丹市総合防災訓練 
H30.02.01 兵庫県下国際消防救助隊合同訓練 
H30.02.02 協働型災害訓練 in 杉戸 
H30.02.03 協働型災害訓練 in 杉戸 
H30.02.08 岸和田市建物捜索救助犬合同訓練 
H30.02.13 兵庫県川西市消防本部連携訓練 
H30.02.14 兵庫県川西市消防本部連携訓練 
H30.02.23 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 
H30.02.25 大阪府太子町総合防災訓練 
H30.04.20 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 
H30.04.22 駐屯地創立 61 周年記念行事訓練 
H30.05.10 岡山県救助犬合同訓練 
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H30.05.26 東京消防庁・北区合同総合水防訓練 
H30.06.29 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 
H30.07.26 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 
H30.08.05 奈良県防災総合訓練 
H30.08.17 長野県八ヶ岳国際救助犬育成センター救助犬合同訓練 
H30.08.18 長野県八ヶ岳国際救助犬育成センター救助犬合同訓練 
H30.08.19 長野県八ヶ岳国際救助犬育成センター救助犬合同訓練 
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（３）災害救助犬及びセラピードッグに関する啓発、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 

H29.09.10 クール！稲野9.10体験型防災フェア デモンストレーション 兵庫県伊丹市 
H29.09.16 阪急うめだ本店「H2O サンタチャリテイトークイベント」 

デモンストレーション 
大阪府大阪市 

H29.09.21 大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校講演・デモンストレーション 大阪府大阪市 
H29.09.24 動物愛護フェステイバル デモンストレーション 香川県穴吹市 
H29.10.14 三田市すずかけ台小学校 デモンストレーション 兵庫県三田市 
H29.10.21 岡山県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 
H29.10.28 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 

H29.11.09 中日新聞取材 兵庫県伊丹市 
H29.11.12 大阪動物愛護フェステイバ 2017 デモンストレーション 大阪府大阪市 
H29.11.25 三田市ゆりのき台小学校 デモンストレーション 兵庫県三田市 
H29.12.08 ＪＣＢ社会貢献プログラム 講演 大阪府大阪市 
Ｈ29.12.21 ぶぶ取材  
H30.01.15 神戸市立本山南小学校「震災を考える集い」 講演・デモ

ンストレーション 
兵庫県神戸市 

H30.01.17 ひょうご安全の日のつどい イベント参加 兵庫県神戸市 
H30.02.17 大阪母子医療センター主催「第 40 回近畿小児血液・がん

研究会」参加 セラピードッグについて講演 
大阪府吹田市 

H30.02.25 大阪ビジネスカレッジ専門学校 講演・デモンストレーシ

ョン 
大阪府大阪市 

H30.03.07 2018 創業記念ＡＪＣアウォードＤＭセミナー デモンス

トレーション 
愛知県名古屋市 

H30.3.14 地域こども体験学習 講師交流会 大阪府大阪市 
H30.03.24 大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校オープンキャンパス デモ

ンストレーション 
大阪府大阪市 

H30.03.24 伊丹市花里地区自主防災訓練 兵庫県伊丹市 
H30.03.25 西日本高速道路株式会社主催山陽自動車道・三木サービス

エリア デモンストレーション 
兵庫県三木市 

H30.04.04 Kiss FM 神戸 取材 兵庫県神戸市 
H30.04.06 伊丹市警察署主催「交通安全パレード」 イベント参加 兵庫県伊丹市 
H30.04.18 東京センチュリー株式会社来協 デモンストレーション 兵庫県伊丹市 
H30.05.02 サンテレビ「ワーキングテイル」取材 兵庫県伊丹市 
H30.05.05 みんな大好きペット王国 2018 デモンストレーション 大阪府大阪市 
H30.05.06 みんな大好きペット王国 2018 デモンストレーション 大阪府大阪市 
H30.05.22 九州ペットフェア イベント参加 福岡県福岡市 
H30.05.23 九州ペットフェア イベント参加 福岡県福岡市 
H30.05.24 京都動物専門学校 見学会 兵庫県伊丹市 
H30.05.26 阪急梅田本店「H2O サンタチャリテイトークイベント」デ

モンストレーション 
大阪府大阪市 
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H30.05.27 住友ゴム工業株式会社社会貢献活動「地引網イベント」デ

モンストレーション 
兵庫県明石市 

H30.06.01 佐賀県進出協定（ＣＳＯ誘致第 7 号）締結 佐賀県佐賀市 
H30.06.06 ＭＢＳ毎日放送「ちちんぷいぷい（仲間淳太のじゅん愛い

きもの係）取材 
兵庫県伊丹市 

H30.06.09 株式会社住ゴム産業主催キックベース大会 デモンスト

レーション 
兵庫県伊丹市 

H30.06.15 ＪＣＢ社会貢献プログラム 講演 大阪府大阪市 
H30.06.16 伊丹警察署・伊丹市役所主催 父の日交通安全キャンペー

ン イベント参加 
兵庫県伊丹市 

H30.06.17 伊丹警察署・伊丹市役所主催 父の日交通安全キャンペー

ン イベント参加 
兵庫県伊丹市 

H30.06.24 地域こども体験学習 セラピードッグについて講義 ふ

れあいやゲーム 
大阪府大阪市 

H30.07.22 大阪動物専門学校福島校オープンキャンパス デモンス

トレーション 
大阪府大阪市 

H30.07.29 大阪動物専門学校天王寺校オープンキャンパス デモン

ストレーション 
大阪府大阪市 

H30.08.04 大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校オープンキャンパス デモ

ンストレーション 
大阪府大阪市 

H30.08.25 24 時間テレビ「人生を変えてくれた人」 デモンストレー

ション 
大阪府大阪市 

H30.08.26 24 時間テレビ「人生を変えてくれた人」 デモンストレー

ション 
大阪府大阪市 
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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 
 
 
・犬の保護、引き取り及び管理事業 
犬の保護、引き取り…6 頭 

引き取り・保護日 名前 犬種 場所 経緯 現在

H29.9.10 あられ 雑種 神戸市北区 飼育困難 H30．4.1譲渡（奈良市）

H29.11.24 スノー マルチーズ 尼崎市動物愛護センター 団体譲渡 H29.12.22　譲渡（明石市）

H29.12.9 ハナ 雑種 尼崎市動物愛護センター 団体譲渡 H30.1.7　譲渡（東大阪市）

H30.4.12 菜々 チワワ 長田警察署 遺棄

H30.4.25 ブブ ポメラニアン 尼崎市動物愛護センター 団体譲渡 H30.5.17　譲渡（箕面市）

H30.5.19 コロ 柴犬 大阪府交野市 飼養困難  
 
猫の保護、引き取り…1 頭 

引き取り・保護日 名前 犬種 場所 経緯 現在

H29.10.1 けい 雑種 日レス 野良 H30.7.14　譲渡（京都市）  
 
 
・保護した犬猫及び行政機関収容犬猫の譲渡事業 
犬の譲渡・・・6 頭 

譲渡日 名前 住所 入所日 場所 経緯

H29.9.18 雪子 兵庫県神戸市中央区山本通 H29.1.25 京都市右京区 保護

H29.12.22 スノー 兵庫県明石市藤江 H29.11.24 尼崎市動物愛護センター 団体譲渡

H30.1.7 ハナ 大阪府東大阪市御厨 H29.12.24 尼崎市動物愛護センター 団体譲渡

H30.3.15 ムーン 大阪府高槻市下田部町 H28.4.29 日レス 遺棄

H30.4.1 あられ→らら 奈良県奈良市西千代ケ丘 H29.9.10 神戸市北区 飼育困難

H30.5.17 ブブ 大阪府箕面市桜ヶ丘 H30.4.25 尼崎市動物愛護センター 団体譲渡  
 
 
猫の譲渡・・・1 頭 

譲渡日 名前 住所 入所日 場所 経緯

H30.7.14 けい 京都市 H30.10.1 日レス 野良  
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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 
 
行政収容所に収容された犬 28頭、猫 58頭に医療等を施し、犬 19頭、猫 32頭を一般譲渡する事ができ

た。 

掛かった費用総額は 2,243,841円 
 
支援した犬 

支援開始日 収容所 犬種 使った費用 用途 状況
9/1～ 動物愛護センター マルチーズ系 120,742¥                治療費　等 譲渡
9/10～ 警察署 ラブラドール系 10,368¥                  治療費　等 譲渡
9/18～ 警察署 柴犬系 1,910¥                    交通費　等 譲渡
9/28～ 動物愛護センター マルチーズ系 81,687¥                  治療費　等 譲渡
10/7～ 動物愛護センター シーズー系 9,520¥                    血液検査　等 譲渡
10/18～ 警察署 ラブラドール系 57,830¥                  避妊手術　等 飼い主募集中
10/19～ 動物愛護センター コーギー系 13,454¥                  血液検査　等 譲渡
11/17～ 警察署 柴犬系 8,980¥                    血液検査　等 譲渡
11/20～ 動物愛護センター パピヨン系 21,129¥                  治療費　　等 譲渡
11/30～ 警察署 柴犬系 33,048¥                  血液検査　等 譲渡
12/9～ 動物愛護センター 柴犬系 17,924¥                  予防接種　等 譲渡
12/19～ 動物愛護センター マルチーズ系 5,247¥                    血液検査　等 譲渡
12/19～ 動物愛護センター プードル系 8,000¥                    血液検査　等 譲渡
12/25～ 警察署 柴犬系 51,407¥                  血液検査　等 譲渡
12/28～ 警察署 柴犬系 8,981¥                    フード代　等 返還
1/12～ 警察署 チワワ系 11,232¥                  血検 ワクチン 譲渡
2/7～ 動物愛護センター ミニチュアダックス系 60,912¥                  血検　治療等 譲渡
2/7～ 動物愛護センター テリア系 15,992¥                  血検　薬　等 譲渡
3/8～ 動物愛護センター チワワ系 41,238¥                  血検　精密検査 譲渡
3/14～ 動物愛護センター シーズー系 21,172¥                  血検　薬　等 譲渡
3/23～ 動物愛護センター ポメラニアン系 41,117¥                  血検 フード代等 譲渡
3/30～ 動物愛護センター 秋田犬系 38,340¥                  血検　ワクチン等 飼い主募集中
4/4～ 警察署 ヨークシャーテリア系 28,866¥                  去勢費　ワクチン等 飼い主募集中
4/4～ 警察署 チワワ系 25,626¥                  去勢費　ワクチン等 飼い主募集中
4/12～ 警察署 チワワ系 18,107¥                  血検　物品等 飼い主募集中
6/25～ 動物愛護センター パピヨン系 43,924¥                  血検　治療費 飼い主募集中
6/27～ 動物愛護センター ミニチュアダックス系 41,524¥                  治療　入院 死亡
8/7～ 動物愛護センター ビーグル系 14,096¥                  血検　治療費 飼い主募集中  
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支援した猫 
猫 収容所 種類 使った費用 用途 状況

9/1～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 28,432¥               治療費　　等 協力団体飼養
9/1～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 28,432¥               治療費　　等 協力団体飼養

12/27～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 35,640¥               避妊手術　等 飼い主募集中
3/28～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 9,720¥                 血液検査　等 譲渡
3/28～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 9,720¥                 血液検査　等 飼い主募集中
3/28～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 9,720¥                 血液検査　等 飼い主募集中

3/28-4/7 動物愛護センター 雑種（子猫） 61,020¥               血液検査　入院等 協力団体飼養
4/4～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 30,976¥               血液検査　入院等 譲渡
4/4～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 6,536¥                 治療、入院　　等 譲渡
4/25～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 3,780¥                 血液検査　等 譲渡
4/25～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 3,780¥                 血液検査　等 譲渡
4/25～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 8,850¥                 血液検査　等 譲渡
4/25～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 24,942¥               血液検査　入院等 譲渡
4/25～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 14,024¥               血液検査　入院等 譲渡
4/25～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 14,024¥               血液検査　入院等 譲渡
5/2～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 10,760¥               薬　ワクチン 譲渡
5/9～ 警察署 雑種（子猫） 5,930¥                 血液検査　等 譲渡
5/12～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 5,724¥                 血検　等 譲渡
5/18～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 44,177¥               治療　入院 譲渡
5/18～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 37,547¥               治療　入院 トライアル
5/18～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 72,884¥               治療　入院 トライアル
5/18～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 45,797¥               治療　入院 飼い主募集中
5/23～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 46,980¥               治療　入院等 飼い主募集中
5/23～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 13,549¥               治療　入院等 譲渡
5/23～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 13,549¥               治療　入院等 譲渡
5/23～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 15,170¥               治療　入院等 譲渡
5/24～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 8,640¥                 血液検査　等 譲渡
5/24～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 5,400¥                 血液検査　等 譲渡
5/26～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 32,179¥               治療　等 譲渡
5/26～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 31,323¥               治療　便検査 飼い主募集中
5/26～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 39,748¥               治療　便検査 飼い主募集中
5/26～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 15,465¥               治療　便検査 譲渡
5/26～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 10,854¥               治療　便検査 譲渡
6/14～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 9,720¥                 血検　ワクチン 譲渡
6/14～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 6,220¥                 血検　ワクチン等 譲渡
6/23～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 36,496¥               治療　ワクチン等 飼い主募集中
6/15～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 5,400¥                 血液検査　等 譲渡
6/15～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 5,400¥                 血液検査　等 譲渡
6/16～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 16,690¥               治療 死亡
7/2～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 14,760¥               治療　入院費 死亡
7/2～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 21,240¥               治療　入院費 飼い主募集中
7/4～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 8,430¥                 治療　血検 譲渡
8/4～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 10,800¥               治療　血検 飼い主募集中
8/5～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 25,800¥               治療　入院費 飼い主募集中
6/22～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 3,240¥                 血液検査 譲渡
6/22～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 3,240¥                 血液検査 譲渡
6/27～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 13,392¥               治療　血液検査 譲渡
6/27～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 20,412¥               治療　血液検査 譲渡
7/6～ 警察署 雑種（成猫） 7,560¥                 血液検査 保管委託
7/13～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 8,640¥                 血検　ワクチン 譲渡
7/13～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 8,640¥                 血検　ワクチン 譲渡
7/19～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 37,460¥               血検　ワクチン 飼い主募集中
7/30～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 16,524¥               治療　ワクチン等 飼い主募集中
8/1～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 13,068¥               血検　ワクチン 飼い主募集中
8/1～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 13,068¥               血検　ワクチン 飼い主募集中
7/30～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 24,300¥               血検　ワクチン 飼い主募集中
7/30～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 21,060¥               治療　血液検査 飼い主募集中
8/12～ 動物愛護センター 雑種（子猫） 864¥                    薬 飼い主募集中  
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平成 29 年度の Yahoo!ネット募金の募金額と支援者数の推移 
 

 

 

募金金額 支援者数
2017年9月 194,953¥       849

10月 600,967¥       2081
11月 241,946¥       1222
12月 395,920¥       2401

2018年1月 424,258¥       2002
2月 664,488¥       2861
3月 509,043¥       2229
4月 475,291¥       2523
5月 209,715¥       984
6月 169,307¥       826
7月 182,093¥       755
8月 175,424¥       719
総額 4,243,405¥    19452

月平均 353,617.08¥   1621  
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・災害への対応 
 
【大阪北部地震（平成 30 年 6 月 18 日）】 
6 月 18 日～19 日に掛けて茨木市でニーズ調査を実施した。 
※平成 23 年に茨木市と災害救助犬の出動に関する協定を締結 

施設名 避難者数 （18日 23：30） 同行避難状況 同伴状況 種類
養精中学校 15 2組 可 猫
男女共生センターローズWAM 13 なし
市民体育館 6 1組 可（小動物） 小動物
水尾小学校 32 1組 不可（協議中） 犬
南中学校 21 なし
玉櫛小学校 25 1組 不可 犬
玉櫛公民館 10 1組 不可 犬
葦原小学校 5 1組 不可 うさぎ
大池コミュニティセンター 38 1組 不可 犬
東中学校 50 1組 可（曖昧） 犬
庄栄小学校 22 なし 不可
三島中学校 13 1組 可 犬
三島小学校 13 なし 不可  
 

調査した避難所数
総避難者数

（6月18日 23：30）
同行避難状況 同伴状況 種類 備考

13 263
9ヶ所
10組

4ヶ所
（内2カ所曖昧）

犬6頭
猫3匹

うさぎ1羽
 小動物１匹

大阪北部地震で
・避難所１箇所につき同行避難された家族：0.7組
・約10組に１組がペット同行避難している

 
 
茨木市民から寄せられたペットに関する 2 つの問題を茨木市より相談を受ける 
6/21 市民協働推進室 
・地震によって倒壊恐れのある部屋にペットと住み続ける借り主への対応を困られた大家 
6/26 危機管理室 
・避難所での猫の飼育状況について 
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【平成 30 年 7 月豪雨災害】 
7 月 12 日（木）から対応を開始し、7 月 15 日と 7 月 19 日の 2 日間で、13 箇所（広島県 4 箇所、岡山

県 9 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。 
 
訪問した避難所の状況 

訪問日 エリア 避難所 避難世帯数 避難者数 同行避難した犬 同行避難した猫 提供した物資

広島県坂町
小屋浦小学校

ふれあいセンター
不明 253（7/13）

2
（小屋浦小学校図工室）

0
ペット用：ドライフード（犬）、レトルトフード（犬）、
ペットシーツ、ウェットシート、冷感マット、ベッド
人用：うちわ、ウェットシート

広島県安芸郡 熊野町民体育館 不明 126（7/14） 10以上 0

ペット用：ドライフード（犬）、レトルトフード（犬）、
ペットシーツ、ウェットシート、うんち袋、消臭スプレー、
冷感マット、折りたたみケージ
人用：ウェットシート、洗面用品

広島県呉市 天応まちづくりセンター 98（7/14） 183（7/14） 2 0
ペット用：ドライフード（犬）、ペットシーツ、ウェット
シート、消臭スプレー、折りたたみケージ
人用　軍手、ごみ袋、スポンジ、マスク

岡山県総社市 総社市役所（西庁舎3階） 17（7/16） 37（7/16）
ペット用：ドライフード（犬・猫） 、ウェットティッシュ
人用：仮設トイレ、水 、消耗品

矢掛町役場 0 0 0 0
矢掛町老人福祉センター 不明 12 0 0

岡田小学校 不明 370 7 1

ペット用：ドライフード（犬・猫）、レトルトフード
（犬）、缶詰（犬・猫）、おやつ（犬・猫）、ウェットシー
ト、ペットシーツ、冷感マット
人用：タオル、飲料、ウェットシート

薗小学校 95 245 0 0
倉敷東小学校 22 46 0（一時預かりへ） 0

第二福田小学校 90 227 4 0
ペット用：レトルトフード（犬）・おやつ（犬）、ペット
シーツ、ウェットシート、冷感マット、紙皿

二万小学校 97 258 6 0

ペット用：ドライフード（犬）・レトルトフード（犬）・缶
詰（犬）、おやつ（犬）、ウェットシート、ペットシーツ、
冷感マット 人用：ウェットシート、タオル、衣類、布団、
うちわ、蚊よけ

清音公民館 50 122 0 0
人用：タオル、タオルケット、洗濯用洗剤、歯ブラシ、生理
用品、冷却シート、ウェットシート

総社市役所（西庁舎3階） 13 27 13 4

ペット用：ドライフード（犬、猫）、レトルトフード
（犬）、おやつ（犬）、ウェットシート・シャンプータオ
ル・ドライシャンプー、冷感マット、折りたたみのケージ、
猫砂、ごみ袋

接触せず（20以上）

7月15日

7月19日

岡山県倉敷市

岡山県小田郡

総社市
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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 
H29.10.18 只越１号復興住宅集会室 岩手県釜石市 
H29.10.18 鵜住居サポートセンター 岩手県釜石市 
H29.10.19 小川サポートセンター 岩手県釜石市 
H29.10.19 本郷消防コミュニティーセンター 岩手県釜石市 
H29.10.20 リバーサイド春圃 宮城県気仙沼市 
H29.10.20 恵潮苑 宮城県気仙沼市 
H29.10.21 軽費老人ホームケアハウスみなみ 宮城県気仙沼市 
H29.10.21 社会福祉法人 キングスガーデン宮城 キング

ス・タウン 
宮城県気仙沼市 

H29.11.28 氷川デイサービス 熊本県八代郡 
H29.11.28 当尾仮設住宅 熊本県宇城市 
H29.11.29 リハセンターひばり 熊本県阿蘇郡 
H29.11.29 木山仮設住宅 熊本県益城郡 
H29.11.30 八代支援学校 熊本県八代市 
H29.11.30 小川仮設住宅 熊本県宇城市 
H29.12.01 仮設住宅林田団地 福岡県朝倉市 
H29.12.01 東峰村仮設団地 福岡県朝倉市 
H30.03.21 春の御船住民交流会 熊本県上益城郡 
H30.03.22 デイサービス SOLA,保育園ぴっころ 佐賀県佐賀市 
H30.03.22 デイサービスオレンヂ 佐賀県佐賀市 
H30.03.22 デイサービスたかきせ 佐賀県佐賀市 
H30.03.23 木山仮設住宅 熊本県益城郡 
H30.03.23 結の家 熊本県阿蘇郡 
H30.03.24 西原村デイサービス のぎく荘 熊本県阿蘇郡 
H30.03.24 八代ナザレ園 熊本県八代市 
H30.06.18 加須ふれあいセンター  埼玉県加須市 
H30.06.20 かけはしデイサービス  埼玉県加須市 
H30.06.20 憩いの里    埼玉県越谷市 
H30.06.20 表郷デイサービスセンター 福島県白河市 
H30.07.15 仮設住宅林田団地 福岡県朝倉市 
H30.07.15 東峰村仮説団地 福岡県朝倉市 
H30.07.16 小森仮設住宅 熊本県阿蘇郡 
H30.07.17 たつだの森保育園 熊本県熊本市 
H30.07.17 ちょうよう保育園 熊本県南阿蘇村 
H30.07.18 リハセンターひばり 熊本県南阿蘇村 
H30.07.18 井尻仮設 熊本県宇城市 
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（７）セラピードッグ派遣事業 実施場所 
H29.09.06  ヴィラコティ岸部 大阪府吹田市 
H29.09.09 吉田病院 奈良県奈良市 
H29.09.10 ゆうゆうの里 大阪府守口市 
H29.09.11 大阪府立母子医療センター 大阪和泉市 
H29.09.11  嵐山寮 京都府京都市 
H29.09.13 青藍荘 大阪府吹田市 
H29.09.17 青藍荘（敬老会） 大阪府吹田市 
H29.09.17 ロココ豊中 大阪府豊中市 
H29.09.22 のぞみの家 兵庫県神戸市 
H29.09.27 ベルパージュ千里けやき通り 大阪府吹田市 
H29.10.02 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 
H29.10.09 嵐山寮 京都府京都市 
H29.10.11 青藍荘 大阪府吹田市 
H29.10.15 サンシティパレス塚口 兵庫県伊丹市 
H29.10.19 奈良ニッセイエデンの園 奈良県北葛城郡 
H29.10.26 エイジフリーライフ星が丘 大阪府枚方市 
H29.10.27 のぞみの家 兵庫県神戸市 
H29.10.29 メディカルホーム くらら甲子園 兵庫県西宮市 
H29.10.30 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 
H29.11.02 宝塚エデンの園 兵庫県宝塚市 
H29.11.06 嵐山寮 京都府京都市 
H29.11.08 青藍荘 大阪府吹田市 
H29.11.09 ヴィラコティ岸部 大阪府吹田市 
H29.11.11 吉田病院 奈良県奈良市 
H29.11.12 浜特別養護老人ホーム 大阪府大阪市 
H29.11.16 大阪自彊館 救護施設ひきふね 大阪府大阪市 
H29.11.17 浜の宮松竹園 兵庫県加古川市 
H29.11.21 秀和福祉会 グリーンシティ 大阪府大阪市 
H29.11.24 のぞみの家 兵庫県神戸市 
H29.11.24 ユトリーム大阪北 大阪府大阪市 
H29.11.26 ザ・レジデンス神戸舞子 兵庫県神戸市 
H29.12.03 クオレ東淀川 大阪府大阪市 
H29.12.05 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 
H29.12.11 嵐山寮 京都府京都市 
H29.12.11 大阪府立母子医療センター 大阪府和泉市 
H29.12.13 青藍荘 大阪府吹田市 
H29.12.22 のぞみの家 兵庫県神戸市 
H30.01.05 児童デイサービス メルモ 兵庫県西宮市 
H30.01.05 児童デイサービス シオン 兵庫県西宮市 
H30.01.10 青藍荘 大阪府吹田市 
H30.01.11 嵐山寮 京都府京都市 
H30.01.11 大阪府立母子医療センター 大阪府和泉市 
H30.01.15 一羊会 一羊園 兵庫県西宮市 
H30.01.20 醍醐病院 医療技術室 京都府京都市 
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H30.01.26 のぞみの家 兵庫県神戸市 
H30.02.04 ゆうゆうの里 大阪府守口市 
H30.02.05 嵐山寮 京都府京都市 
H30.02.06 武庫川女子大学（図書館） 兵庫県西宮市 
H30.02.07 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 
H30.02.14 青藍荘 大阪府吹田市 
H30.02.20 一羊会 一羊園 兵庫県西宮市 
H30.02.22 エイジフリーライフ星が丘 大阪府枚方市 
H30.02.23 のぞみの家 兵庫県神戸市 
H30.02.24 吉田病院 奈良県奈良市 
H30.02.25 アニマート 大阪府大阪市 
H30.03.04 クルーヴ布施 大阪府東大阪市 
H30.03.07 嵐山寮 京都府京都市 
H30.03.08 大阪府立母子医療センター 大阪府和泉市 
H30.03.12 グッドタイムリビング 宝塚逆瀬川 兵庫県宝塚市 
H30.03.14 青藍荘 大阪府吹田市 
H30.03.15  大阪自彊館 いまみや 大阪府大阪市 
H30.03.16 五色精光園 兵庫県洲本市 
H30.03.19 グッドタイムリビング 嵯峨有栖川 京都府京都市 
H30.03.20 グッドタイムリビング 嵯峨広沢 京都府京都市 
H30.03.23 のぞみの家 兵庫県神戸市 
H30.03.25 かるがも園 兵庫県三田市 
H30.03.28 さつき作業所（吹田市社会福祉協議会） 大阪府吹田市 
H30.03.29 ハート交流館（貝塚市立青年人権教育交流館） 大阪府貝塚市 
H30.04.02 嵐山寮 京都府京都市 
H30.04.05 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 
H30.04.11 青藍荘 大阪府吹田市 
H30.04.16 一羊会 一羊園 兵庫県西宮市 
H30.04.18                                                                                                                                                サンシティ宝塚 兵庫県宝塚市 
H30.04.20 のぞみの家 兵庫県神戸市 
H30.04.23 クルーヴなみはや 大阪市守口市 
H30.04.24 そんぽの家 川西鶴之荘 兵庫県川西市 
H30.04.25 クルーヴ豊中・服部 大阪府豊中市 
H30.04.29 ライフェール 兵庫県伊丹市 
H30.05.01 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 
H30.05.09  青藍荘 大阪府吹田市 
H30.05.09 嵐山寮 京都府京都市 
H30.05.13 エレがリオ神戸 兵庫県神戸市 
H30.05.15 三ツ矢ゆりかご園 大阪府枚方市 
H30.05.21 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 
H30.05.25 のぞみの家 兵庫県神戸市 
H30.05.26 吉田病院 奈良県奈良市 
H30.05.30 紫香楽病院 滋賀県甲賀市 
H30.05.31  ユトリーム大阪北 大阪府大阪市 
H30.06.01 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 
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H30.06.04 嵐山寮 京都府京都市 
H30.06.05 ヴィラコティ岸部 大阪府吹田市 
H30.06.06 奈良ニッセイエデンの園 介護居室 奈良県北葛城郡 
H30.06.08 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 
H30.06.10 浜特別養護老人ホーム 大阪府大阪市 
H30.06.12 青丹学園 奈良県奈良市 
H30.06.13 青藍荘 大阪府吹田市 
H30.06.18 はなことば 町田鶴川 東京都町田市 
H30.06.19 秀和福祉会 グリーンシティ 大阪府大阪市 
H30.06.21 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 
H30.06.22 のぞみの家 兵庫県神戸市 
H30.06.28 こころあ病院 大阪府貝塚市 
H30.07.04 嵐山寮 京都府京都市 
H30.07.05 宝塚エデンの園 兵庫県宝塚市 
H30.07.08  四天王寺たまつくり苑 大阪府大阪市 
H30.07.09  一羊会 一羊園 兵庫県西宮市 
H30.07.11 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 
H30.07.17 コンフォートヒルズ六甲 兵庫県神戸市 
H30.07.18  ヴィラコティ岸部  大阪府吹田市 
H30.07.23 救大阪自彊館 いまみや 大阪府大阪市 
H30.07.24 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 
H30.07.25 サンプラザ平成 兵庫県尼崎市 
H30.07.27 のぞみの家 兵庫県神戸市 
H30.07.27 特別養護老人ホーム 御殿山カーム（大阪市社会

福祉協議会） 
大阪府枚方市 

H30.07.28 醍醐病院 京都府伏見区 
H30.08.05 特別養護老人ホーム 東神田の里（大阪府社会福

祉協議会） 
大阪府寝屋川市            

H30.08.06 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 
H30.08.06 嵐山寮 京都府京都市 
H30.08.08 青藍荘 大阪府吹田市 
H30.08.09 武庫川女子大学（図書館）  兵庫県西宮市 
H30.08.20 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 
H30.08.22 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 
H30.08.23  児童デイサービス シオン 兵庫県西宮市 
H30.08.23  児童デイサービス メルモ 兵庫県西宮市 
H30.08.24 のぞみの家 兵庫県神戸市 
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（８）佐賀県支部の設置 
  
 住所：〒840-0054 佐賀県佐賀市水ヶ江（みずがえ）3 丁目 10-23 2F 
 名称：日本レスキュー協会佐賀県支部 
電話：0952-26-3988  FAX：0952-37-5009 

 Mail： info-saga@japan-rescue.com   
 職員：原田 亮（はらだ りょう）男性（6 月 1 日より試用雇用中） 
 
（佐賀県の施策） 
平成 30 年 6 月 1 日、佐賀県の「CSO 誘致」という施策によって、佐賀県に進出しました。 

CSO：Civil Society Organization（市民社会組織） 
日本レスキュー協会としては 2017 年 11 月に佐賀県に事務所を設置して法務局にも登記しました。し

かし佐賀県との細やかな調整が必要となり、若干の時間を要しました。 
日本レスキュー協会は、日本でも有数の団体に続き、7 番目の団体として佐賀県に誘致されました。

今後も佐賀県は年間予算規模数十億円の団体も誘致される予定ということです。 
※URL： https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00346571/index.html 

 
（佐賀県に支部を設置するメリット） 
・佐賀県の NPO 支援として、ふるさと納税を独自に集めて利用することができる 
・佐賀県で雇用する、または職員を配置転換すると、その人数×50 万円が補助される 
・佐賀県や公益財団法人佐賀未来創造基金の手厚いサポートがある 
・他の CSO と繋がることが容易で有益な情報交換が可能（既に土地寄贈の話あり） 
・土地や人件費が安い（イニシャルコストという面で有利） 

mailto:info-saga@japan-rescue.com

