
 

2017年度事業報告書 

 

特定非営利活動法人 心織  

Ⅰ 事業期間 

 2017年1月1日～2017年12月31日 

 

Ⅱ 事業の成果 

会員募集の結果、賛助会員2名の増加があった。 

子ども・障がい者に向けてドッグセラピーを枚方市の『特定非営利活動法人枚方市障害者事業協会グリーンハウス』『特定非営利活

動法人発達凸凹サポーターてくてく』で継続し、新たに神戸市の『東部在宅障害者福祉センター』、生駒市 『一般社団法人無限児童

デイサービスワンピース』に通所されている自閉症児に対してパーソナルサポートをはじめることが出来た。イベントでは枚方市の『さく

らマルシェ』、吹田市の関西大学千里山キャンパスにて『まちｆｕｎまつり』で子どもたちにわんちゃんの正しいさわり方や読書介助犬、

お散歩体験をすることが出来た。 

大阪バイオメディカル専門学校にて保育士を目指す学生の方に読書介助犬プログラムの体験をして頂くことができた。 

堺市の児童養護施設２ヶ所で施設に入所されている児童に対してドッグセラピーを開催した。 

高齢者に向けて『有料老人ホーム大きな手鶴見橋』『老人保健施設平野新生苑』にドッグセラピーを開催することができた。新たに羽

曳野市の『有料老人ホームライフコート春秋』にて５月からはじめることになった。また枚方市の特別養護老人ホームしらかばホール』

でドッグセラピーを体験して頂いた。 

特定非営利活動法人枚方市障害者事業協会グリーンハウスさまと顧問契約継続した。 

セラピー犬育成プログラムがはじまり８名の飼い主さまに受講して頂いている。 

シニア犬を飼っておられる飼い主にむけて、いろいろお話しあえる場として『おたっしゃくらぶ』お茶会を開催。 

動物介在教育・生命尊重教育のセミナー、愛犬との楽しい生活が出来るように犬連れのワークショップを開催した。 

愛犬との記念にと一般飼い主・ドッグセラピーボランティア向けに『愛犬撮影会』を開催。 

大阪市ボランティア活動振興基金・福祉課題に取り組む調査研究支援事業の助成金に採択されたため、四條畷学園大学リハビリテ

ーション学部教授野口裕美先生のご協力のもと 2017年9月より検証し、2018年3月21日に報告会をする予定である。 

大阪ＮＰO センター主催「ソーシャルビジネスプランコンペ」では最終選考まで残ることが出来なかったが審査員の先生方に、動物介

在することは高齢者にとっても子どもにとってもメリットしかなく高い社会性を認めて頂くことができた。 

そのほか介護交流会、ＮＰO交流会などでドッグセラピーの周知活動を行った。 

今年度はわんわんパトロールの活動があまりできなかったため来年度はいろんな地域で活動できるように動いていく。 

 

Ⅲ 事業の実施状況 

 １ 特定非営利活動に係る事業 

 （１）（事業名）  各種専門家との動物に関する勉強会・セミナーの開催事業 

  ①セミナー開催 

（内    容）  子どもの教育における動物の役割 

    （実施場所） 就労支援B型 Café Ohana 

    （実施日時）  2017年2月18日 10：00～16：30 

    （事業対象者） アニマルセラピーの活動をされている方、興味のある方 

    （収   益）  112,000円 （会員＠8,000×4人 非会員＠10,000×8人） 

    （費   用）  86,550円 （講師料＠80,000 会場費＠4,000 講師.飲食料＠2,550）  



 

②セミナー開催 

（内    容） 愛犬が自分で考える犬連れワークショップ 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 クウ動物病院 花博通 

    （実施日時） 2017年5月19日  

    （事業対象者） 一般飼い主 動物関係者 

    （収   益）  90,000円 （犬連れ 会員＠5,000×13人 見学 会員＠2,500×10人） 

    （費   用）  55,357円 （講師料＠50,000 会場代＠5,000 講師飲料代＠357） 

 

 ③セミナーイベント開催 

（内    容） 愛犬撮影会 

    （実施場所） 枚方市山田池公園、大阪市鶴見区 鶴見緑地公園 

    （実施日時） 2017年4月6日、11月16日 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  66,000円（＠6,000×7人、＠8,000円×3人） 

    （費   用）  63,960円 （講師料＠53,000 駐車場代＠960） 

 

（2）（事業名） 障害者施設において生産される製品の品質向上支援事業 

（内   容）  作業所で作られている製品の品質向上、デザイン向上 

   （実施場所） 特定非営利活動法人枚方市障害者事業協会グリーンハウス 

   （実施日時） 毎月1回  

            1月20日、2月23日、3月24日、4月15日、5月12日、6月19日、7月10日、 

8月24日、9月20日、10月24日、11月21日、12月20日 

   （事業対象者） グリーンハウス管理者、職員、利用者 

   （収   益）  120,000円 （＠10,000×12） 

   （費   用）  0円 

 

（3）セラピー犬による介護保健施設、病院などへの訪問活動事業 

①（内    容）  動物介在活動 

    （実施場所） 介護老人保健施設 平野新生苑 

    （実施日時） 2017年1月14日、10：00～11：00  

    （事業対象者） 利用者 

    （収   益）  16,000円 

    （費   用）  9,040円（セラピスト交通費＠4,040 謝礼＠1000×5人＝5,000円） 

 

②（内    容）  動物介在活動 

  （実施場所） 住宅型有料老人ホーム大きな手鶴見橋 

（実施日時） 13：30～14：30 

2017年1月13日、2月15日、3月17日、4月3日、5月2日、6月7日、7月5日、8月15日 

9月1日、10月4日、11月11日、12月8日 

  （事業対象者） 利用者 



 

  （収   益）  62,000円 

1月＠2000×3＝6,000 2月＠2,000×3＝6,000 3月＠2000×3＝6,000 4月＠2000×2＝4,000 

5月＠2000×3＝6,000 6月＠2000×3＝6,000 7月＠2000×3＝6,000 8月＠2000×2＝4,000 

9月＠2000×3＝6,000 10月＠2000×2＝4,000 11月＠2000×2＝4,000 12月＠2000×2＝4,000 

  （費    用）  67,685円 

        1月交通費＠3,430 2月交通費＠2,660 3月交通費3,300 お茶代＠475 4月交通費＠2,100  

5月交通費＠2,660 6月交通費＠2,740 7月交通費＠2,740 8月交通費＠1,660 9月交通費＠1,580  

10月交通費＠2,780 謝礼12,000 11月 交通費＠2,780 謝礼12,000 12月 交通費＠2,780 謝礼＠12,000 

 

  ③（内    容）  動物介在活動 

   （実施場所） 住宅型有料老人ホーム ライフコート春秋 

（実施日時） 13：30～14：30  

2017年5月12日、6月11日、7月5日、8月11日、9月1日、10月4日、11月10日、12月8日 

   （事業対象者） 利用者 

   （収   益）  75,000円 （＠10,000×7、＠5000×1） 

  （費   用）  30,040円 

         5月交通費＠2,840 6月交通費＠3,080 7月交通費＠5,080 8月交通費謝礼＠4,760  

9月交通費謝礼＠2,260 10月交通費謝礼＠2,500  11月交通費謝礼＠4,760 12月交通費謝礼＠4,760   

 

  ④（内    容）  動物介在活動 

    （実施場所） 特別養護老人ホーム しらかばホール 

    （実施日時） 2017年11月15日 10：00～11：00  

    （事業対象者） 利用者 

    （収   益）  12,000円 

    （費   用）  セラピスト交通費＠6,660円 

 

(4) （事業名） セラピー犬による教育施設、養育施設などへの訪問活動事業        

①（内   容） 動物介在活動 

     （実施場所） 枚方市 村野サプリ さくらマルシェ 

     （実施日時） 2017年4月4日 10：00～15：00 

     （事業対象者） こども 

 （収   益）  600円  

      （費   用）  2,500円 （セラピスト飲食代＠2,000 会場代＠500） 

 

②（内   容）  動物介在活動 

    （実施場所）  特定非営利活動法人枚方市障害者事業協会 グリーンハウス 

    （実施日時）  2017年4月15日、9月30日 13：00～14：15 

    （事業対象者） グリーンハウス 利用者 

    （収   益）  25,000円 （＠15,000+@10,000） 

     （費   用）  14,520円 （セラピスト交通費合計＠8,520 セラピスト謝礼＠1,000×6人＝6,000） 



 

③（内   容） 動物介在活動 

     （実施場所） 特定非営利活動法人発達凸凹サポーターてくてく 

     （実施日時） 2017年8月10日 10：00～11：00 

     （事業対象者） 発達凸凹サポーターてくてく 障がい児 

 （収   益）  20,000円  

      （費   用）  7,700円 （セラピスト謝礼＠1,000×3人 セラピスト交通費＠4,700） 

 

④（内   容） 動物介在活動 

     （実施場所） 吹田市 関西大学千里山キャンパス 

     （実施日時） 2017年12月11日 11：00～16：00 

     （事業対象者） こども・一般飼い主 

 （収   益）  5,600円（＠300×17人、＠500×1人） 

      （費   用）  7,545円 （セラピスト謝礼＠1,000×3人 会場代＠3,000 備品代＠1,545） 

 

⑤（内   容） 動物介在活動 

     （実施場所） 奈良県生駒市 一般社団法人 無限 児童デイサービス ワンピース 

     （実施日時） 2017年6月9日、29日、7月19日、27日、10月11日、12月26日 

     （事業対象者） 自閉症児 

 （収   益）  31,000円（＠5000円×5回、交通費として＠1,000×6回） 

      （費   用）  8,548円 （セラピスト交通費＠1000×6 セラピスト謝礼＠2,000 飲料代＠548） 

 

⑤（内   容） 動物介在活動 

     （実施場所） 兵庫県神戸市灘区 東部在宅障害者福祉センター 

     （実施日時） 2017年10月13日 13：15～14：00 

     （事業対象者） 障害者 

 （収   益）  3,000円 

      （費   用）  0円 （セラピストに直接交通費を支払って頂いたため） 

 

(5) （事業名）アニマル・アシスティッド・セラピストの育成・認定事業 

 ①（内   容） セラピー犬養成講座 

     （実施場所） クウ動物病院 花博通 

     （実施日時） 2017年10月9日 11月23日 12月16日 14：00～15：00 

     （事業対象者） 一般飼い主 

 （収   益）  103,680円（＠12,960×8人） 

      （費   用）  講師料＠21,000円 

 

 

 

 

 



 

Ⅳ 社員総会の開催状況 

 

 第1回 通常社員総会   

（日 時）  2017年2月3日 19時から 19時30分 

（場 所）  大阪市 ＩＯＲＩ ダイニング 

（社員総数） 14名 

（出席者数） 14名（うち委任状出席者2名書面表決者2名含む） 

（内 容）   第1号議案  平成28年度事業報告について 

         審議に諮ったところ、満場一致をもって可決決定した。 

         第2号議案  平成28年度収支報告について 

          審議に諮ったところ、満場一致をもって可決決定した。 

        第3号議案  平成29年度事業計画の案について 

                審議に諮ったところ、満場一致をもって可決決定した。 

        第4号議案  平成29年度収支予算の案について 

           審議に諮ったところ、満場一致をもって可決決定した。 

       第5号議案  議事録署名人の選任の件 

                 全員異議なく承認し本案は可決された。 

 

第１回 臨時社員総会 

（日 時） 2017年8月3日 

（場 所） 本社 

（社員総数）15名(出席者１１名 委任状出席４名） 

（内  容）  

第１号議案  定款変更（主たる事務所の移転・公告の方法変更）について 

          審議に諮ったところ、満場一致をもって可決決定した。 

 

Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 

 

 第1回 理事会  

（日 時）  2017年2月17日 19時から 20時 

（場  所）  ガスト 

（内 容）  大阪 NPO センターのサポートについて、READ プログラムの活動場所を増やすには、活動資金を増やす（助成金・

gooddo!など）、犬連れワークショップの内容について、愛犬撮影会について。ドッグアシスティッドセラピスト養成講座の内

容について、セラピー犬を見つける方法について。 

 

 第2回 理事会  

（日 時）  2017年6月 19日 19時から 20時 

（場 所）  ガスト 

（内 容）  ドッグ・アシスティッド・セラピストの養成講座のプログラムについて 

        リードプログラムを開催するためのプログラムについて、スケジュール・セラピー犬の調整の件、 

今後のドッグセラピー開催の件 



 

 

第3回 理事会  

（日 時）  2017年8月3日 9時から 9時30分 

（場 所）  本社 

（内 容）  定款変更（主たる事務所の移転・公告の方法変更）について 

 

 第4回 理事会  

（日 時）  2017年11月 9日 19時から 20時 

（場 所）  本社 

（内 容）  ドッグ・アシスティッド・セラピストの養成講座のプログラム・スケジュール・セラピー犬の調整の件、 

今後のドッグセラピー開催の件、12月11日関西大学のイベントの内容について 

 


