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平成２７年５月２０日 

第９回通常総会資料 

［第１号議案］ 
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平成２６年度の本会の主活動である動物介在活動は、滞りなく無事終了いた

しました。２００２年（平成１４年度）より始まった本活動で当初から活躍

していた犬や猫たちが世代交代となり、現在はその２代目３代目が活躍して

おります。ただ、いかんせん活動要望施設に対し活動動物が少ないのが悩み

の種で、各施設担当の企画スタッフは調整に苦労しているというのが現状で

す。 

動物愛護事業に関しては今年度も様々な場面で啓発活動を昨年同様に行って

いく所存です。その中の譲渡候補犬のシッター部門は係る会員同士で連絡を

取り合い、お互いの負担の軽減を図ったり、仙台市動物管理センター（アニ

パル仙台）にシッター環境の改善を提案したりと積極的な動きがみられ、ア

ニパル仙台との意識の共有をすることで、安全な活動が出来たのではないか

と思います。 

東日本大震災から４年が過ぎ、仙台市のペット同行被災者支援も終息に向か

っています。今後は動物愛護事業と絡めた方向でのサポートに代わっていく

事になるでしょう。 

本会の各事業は、会員皆さんの事業へのご理解とご協力により成り立ってい

ます。日ごろのご協力に感謝を申し上げると同時に、今後ともどうぞよろし

くお願いいたします。 

 

総括 
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１．動物介在活動・介在療法・介在教育並びに不登校に係わる事業 
 
≪活動報告≫ 

＊トリック：活動参加動物の得意芸 ＊ハンドラー：自身のペットを連れ活動に参加する会員 

＊サポーター：ペットを連れずに活動に参加する会員 

活動形態 動物介在活動／高齢者／集団 

施設名 医療法人社団 清山会  

いずみの杜診療所 （仙台市内） 

目 的 地域在住の高齢者が、「健康教室」において動物とふれあう事により、楽しみ、

癒しの機会となると同時に、身体的にも活動性が高められる事を目的とします。

また、動物（主に犬、猫）の適切な飼養について知っていただき、地域に広め

ていく事も目的としました。 

概 要 <実施日> 3/22   参加動物種：犬 

対象者数:21名・職員 4名 

参加数：従事者 8名・犬 4頭 

 

<活動場所> 永和台集会所 

<活動内容> 通常のデイケアでの活動ではなく、デイケアを利用されていない

地域の高齢者（健康教室参加者）を対象とした活動です。 

成 果 今年度は、前年度よりも抱っこが好きな犬が多かったためか、犬を抱いたり、

顔を近づけたりと、犬に接近したふれあいが多かった印象がありました。対象

の方も活動が恒例となり、犬とのふれあいに慣れた事も関係しているかもしれ

ません。犬との挨拶のしかたも覚えておられ、話を始めると、すぐに数名の方

が「やさしいグー」を作って見せて下さいました。 

導入時の犬の特大パズルも前年度に引き続いて行い、楽しみながら、スムース

にグループ分けができました。ただ、パズルによって難易度が異なってしまい、

難しいパズルにあたってしまったグループは、完成するのに時間がかかってし

まいました。 

活動後には「やっぱり犬は癒されるな～」という声も聞かれました。また、「犬

が苦手」と言われながらも、毎年参加されている方もおられます。活動後には、

診療所で関わっていた高齢の方が、施設入所などの理由で、飼っていた犬が飼

えなくなった事例をあげて、自分で面倒がみられなくなった時の話をしました。

時間の都合上、あまり深い話はできませんでしたが、考える機会にはなったと

思います。 

また、今年度も施設側の準備が整わず、いずみの杜診療所での動物介在療法は

実施できませんでした。来年度こそは実施できるよう、準備を進めていきたい

と思います。 

 

事業報告 
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活動形態 動物介在活動／高齢者（認知症）／集団 

施設名 医療法人社団 初心会  

杜のホスピタル・あおば （仙台市内） 

目 的 入院の対象者15名とデイケアの対象者15名の混在型に対し、動物とのふれあいを

通して心身の活性化や情緒の安定を図り、日々の生活への意欲を引き出すなど、単

調な時間になりがちな日常の中での楽しみや癒しとなることを目的としています。 

概 要 <実施日> 全７回   参加動物種：犬  

①  5/21・対象者数：30名・従事者数：  9名・犬：4頭 

②  6/18・対象者数：30名・従事者数： 12名・犬：4頭 

③  7/16・対象者数：30名・従事者数    9 名・犬：4頭   

④  8/20・対象者数：30名・従事者数： 11名・犬：5頭 

⑤ 11/19・対象者数：30名・従事者数： 10名・犬：4頭 

⑥ 12/ 7・対象者数：29名・従事者数：  9名・犬：4頭 

⑦  1/21・対象者数：30名・従事者数：  8名・犬：3頭 

(1/21 見学＝対象者の家族：2名) 

             参加のべ数：従事者 68名・犬 28頭 

<活動場所> 杜のホスピタル・あおば１Fディルームにて 

<活動内容> 前半後半 15 分ずつの 2 部制混在型の対象者と犬とのふれあいや

トリック披露、さらにボランティアとの会話を深め、対象者参加型のトリック

を展開するなど、対象者それぞれの状態に応じた関わりが持てるような活動を

心がけています。    

 

成 果 今年度も毎回欠かさず活動前の打ち合わせを大切に行ってきました。対象者が

３つのグループに分かれ、犬も担当制にして、ハンドラーは全ての方とふれあ

いをしなければと思う気持ちが和らぎ、ユッタリとした活動になったと思いま

す。前半・後半と犬は基本時計回りに移動しましたので、少なくとも２ケ所は

回ることが出来たので喜んでいただけたかと思います。効果として、対象者が

活動中の目の前の犬に対する興味だけではなく、犬の名前や姿を記憶にとどめ

ていて下さる方が増えてきたとお聞きし、活動日以外の日にも病棟スタッフに

確認をされたり、また活動中にも犬の普段の生活やしつけのことなどをハンド

ラーに質問したりするなどの行為が見られました。それと同時に新しい犬（デ

ビュー犬）も気持ち良く受け入れて下さるスタッフの方々、ずっと続けて参加

している犬もハンドラーも施設の雰囲気によく馴染み、何より頑張っている犬

達が、大きなストレスを感じることなく活動を楽しんでいることが、対象者や

スタッフの方に良い影響を与えていると感じられます。活動への理解度が高く

協力的な施設ですので、今後もその信頼関係を保ちながら、みんなが笑顔にな

れる活動を目指していきたいと思います。  

※活動報告会実施 H27.2/18 
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活動形態 動物介在活動／成人／集団 

施設名 社会福祉法人 なのはな会 障害福祉サービス事業所 生活介護 

こまくさ苑 （仙台市内） 

目 的 参加動物・飼い主とスタッフが訪問し、重度知的障がい者（通称：ゲンデル）

の方と約 30 分の時間を過ごします。身体や視覚・聴覚が不自由な方には施設

担当者が付き添いながら、動物とのふれあいを楽しみます。職員の方と綿密な

打ち合わせをしながら、対象者の状態（体力や視覚・聴覚・触覚・会話等）に

合わせ、動物とのふれあいが対象者に良い刺激となるような活動を行うことを

目的としています。 

概 要 <実施日> 全５回  参加動物種：犬 

①  5/7・対象者数：6名・従事者数： 7名・犬：3頭 

②  7/9・対象者数：7名・従事者数： 6名・犬：2頭 

③ 10/1・対象者数：7名・従事者数： 8名・犬：3頭 

④ 11/5・対象者数：6名・従事者数： 8名・犬：3頭  

⑤ 12/3・対象者数：7名・従事者数： 8名・犬：3頭   

             参加のべ数：従事者 37名・犬 14頭 

<活動場所> こまくさ苑 ゲンデルルーム・苑庭 

<活動内容>  

毎年同じゲンデルの対象者に少人数でのゆったりとした活動を行います。 

車いすの方は車いすからおりて畳にあがったり、普段寝ている方が車いすに乗

って犬とお散歩したりとかなり活動範囲が広がった内容になりました。対象者

一人一人に合わせたきめ細やかな活動となっています。 

 

成 果 施設担当者との事前打合せで毎回対象者の方々の動作確認や体調・気持ち等を

詳しく解説していただき、それを次の活動に反映させることができました。 

今年度は特に、散歩を中心にした活動を行ってきました。メンバーの方も散歩

に出る方と、畳に残る方と分れることもあり、それぞれの方に合った犬を配置

するなど工夫をしました。散歩する時も毎回担当の先生と相談し最初はリード

を長くして歩いてみましたが、より散歩している気分を味わっていただく為に

少しリードを短くし、強くリードを持ってあたかもメンバーさん自身が犬と散

歩しているような気分になってもらうようにしたところ好評で、次年度に期待

を寄せて下さいました。畳の方に残っているメンバーの方は、犬にマッサージ

をしたり、おやつをあげたり、そばにいる犬もまったりと寄り添ってなすがま

まの優しいしぐさが、良い形態になったと思います。活動の最後の時間になる

と一旦全員集合して、歌を歌ったり、トリックを披露したりと、散歩に行かれ

なかったメンバーの方も一緒に楽しい時間を過ごしました。１回の活動を終え

る度に先生からの要望やメンバーの親に活動の様子を話した結果など記入し

て下さり、次回も喜んでいただける活動にしようという意欲を私達にもいただ

けた活動になりました。会員自身もメンバーさんへの理解度が増し、犬とのふ

れあいを通してコミュニケーションも深まってきましたので、より犬との一体

感を感じていただける活動にしていきたいと思っています。            

※活動報告会実施 H27.2/25 
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活動形態 動物介在活動 ／児童・成人／集団／仙台市協働 

施設名 仙台市動物管理センター 

目 的 『夏休みふれあいわんにゃん教室』動物とのふれあい・散歩体験 

概 要 <実施日> 全２回  参加動物種：犬・猫 

① 7/25・対象者数：10組（大人 10名、子供 16名） 

従事者数：4名／センター職員 9名・犬 5頭・猫 

② 8/ 2・対象者数：11組（大人 13名、子供 16名） 

従事者数：4名／センター職員 10名・犬 5頭・猫 

参加のべ数：従事者 8名 

＜対象者＞：犬や猫を飼っていない小学生親子 各回 10組 

<活動場所> 仙台市動物管理センター ホール＆会議室 

<活動内容> 犬や猫のさわり方やしてはいけない事、体の仕組みや行動、散歩の仕

方等を獣医師や会員が説明した後、ふれあいや散歩体験をし、最後に、猫の爪とぎ

やおもちゃ・犬の折り紙・飼い主へのメッセージカード作りをしました。 

成 果 動物の心音やぬくもりを体感することで自分と同じ命あるものに優しく接する姿

が見られました。スタンプラリー形式のふれあいは、皆あまり長い時間一箇所に留

まることなく、また冷房の効いたホールで犬への負担は少なかったと思います。 

猫はふれあいでも人気のようでしたが、工作は猫のつめとぎやおもちゃ作りの希望

者がほとんどでした。参加の子供たちは犬や猫と遊び工作し、満足そうな笑顔で帰

っていきました。 

 
活動形態 職場体験・見学における動物介在活動／児童・生徒／集団／仙台市協働 

施設名 仙台市適応指導センター 児遊の杜 各杜のひろば（仙台市内） 

目 的 施設や働く職員の様子を見学し、ボランティアの役割体験を通して動物愛護や人と

の関わりを深めるとともに、自立心を養う、との参加側のねらいをサポートします。 
概 要 <実施日> 全３回  参加動物種：犬猫 

① 12/ 9・対象者数： 6名・従事者数： 7名 

② 12/11・対象者数：13名・従事者数： 5名 

③ 12/12・対象者数： 8名・従事者数： 7名  参加のべ数：従事者 27名 

<活動場所> 仙台市動物管理センター 会議室＆ホール 
<活動内容>  
動物管理センターの施設説明・見学および譲渡候補犬猫とのふれあいやお世話の一

部を体験。動物の特徴を譲渡会でアピールするメッセージカードを作成しました。 
成 果 

 

適応指導センターからの職場体験は年々希望者が増え、今年は例年より１回多い３

回の実施となりました。センター業務の説明後に施設内見学、その後譲渡動物のふ

れあいやお世話をしていただきました。ふれあい後にそれぞれお気に入りの動物の

紹介メッセージを書いたりネームプレートや爪とぎを作ったりしましたが、内容が

盛りだくさんで時間が足りなかったような感もありました。ふれあいでは気に入っ

た動物だけにかかわる方や、一通り全部に触れ合ってみようとそれぞれでしたが、

皆さんとても動物を見る目が優しく、特に緊張気味の譲渡犬にも優しく接してくだ

さっていました。色々な人に優しく接してもらえることが、特に警戒心の強い動物

にはよい経験となると、今回は動物の立場からの感想も会員から出されました。 
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活動形態 動物介在活動／高齢者／集団 

施設名 社会福祉法人こーぷ福祉会   

こ～ぷのお家
うち

 緑ヶ丘 （仙台市内） 

目 的 在宅で暮らしている支援や介護が必要とする高齢者が通所するデイサービスセ

ンターにおいて、動物とふれあう活動を通して心身のリフレッシュや安らぎの時

間を過ごしてもらいます。 

 

概 要 <実施日>  9/24  参加動物種：犬 

対象者数： 14名・職員3名 

参加数：従事者 8名・犬 3頭 

 

 

<活動場所>緑ヶ丘デイサービスセンター１階ホール  

<活動内容>  

３０分間の活動。「さわり方」「おやつのあげ方」を事前説明した後、犬が入場。

自己紹介、トリックをはさみながら前後にふれあい体験を入れました。２頭が初

参加なので密なふれあいは避けトリックの時間をゆったり取って、犬が介在する

事で対象者同士の関わり合いを引き出しました。 

成 果 ２回目の単発活動でした。前年度に引き続き、職員の方の協力を得ながら対象者

に対してのアンケートを詳しくとることで犬との関わりの経歴やアレルギーへ

の対処ができるよう準備しました。が、残念な事に、事前打ち合わせをしていた

担当職員の方が活動直前に代わる事になり、急きょ、前回の担当職員の方が対応

されました。事故もなく無事終了できたのは前回の綿密な打ち合わせの引き続き

があったからこそと改めて打ち合わせの大切さを実感しました。前回、活動に参

加していない方の行動がこの活動によって妨げられていた事への反省から、椅子

の配置を考慮した場所を設定したり、昨年同様、犬の移動するすべての床の保護

をしました。また、施設側から活動場所へのマットの提供があり、使わせていた

だきました。昨年度同様、暑さ対策や犬の移動にエレベター使用の配慮をいただ

いた事は、今後の活動に大変参考になりました。 
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活動形態 動物介在活動・療育／児童・生徒／集団／仙台市協働 

施設名 仙台市適応指導センター 児遊の杜 （仙台市内） 

目 的 不登校の児童生徒が困難を乗り越えて通級し始める不安な時期に、犬の存在をき

っかけに、会員と自然にコミュニケーションがとれるようになることや、様々な

学年の複数の児童生徒が同じ空間で犬が存在しながら一緒の時間を共有するこ

とにより、他者との関係作りに一歩踏み出すきっかけに関与します。 

概 要 <実施日> 全５回  対象者参加のべ人数 計 70 名  参加動物種：犬 

① 11/ 6・対象者数：10名・従事者数：7名・犬：3頭 ※保護者見学 2名 

② 12/ 4・対象者数：14名・従事者数：7名・犬：3頭  

③  1/ 8・対象者数： 7名・従事者数：7名・犬：3頭  

④  2/ 5・対象者数：16名・従事者数：8名・犬：3頭 

⑤  3/ 5・対象者数：14名・従事者数：8名・犬：3頭  

参加のべ数：従事者 37名・犬 15頭 

 

<活動場所> 仙台市適応指導センター 児遊の杜3階教室 

<活動内容>  

会の基準をクリアした犬と会員が訪問し、通級生の児童生徒や担当相談員の先

生と 45分間一緒に過ごします。小集団形式を取りながらも、個々が犬と信頼

関係を築いていく様子を見守ります。犬を介して自然に会員や近くの様々な

人々とコミュニケーションが取れる様、ゆったりした雰囲気を保ちながら、犬

とのあいさつの仕方や犬の特徴を学んでもらいました。回を重ねていく中で、

ゲーム等を盛り込んで人と関わり合う楽しさを味わってもらえる工夫をしま

した。 

成 果 前年度から引き続き担当された指導主事の先生の的確なアプローチのお陰で、 

新所長先生や相談員の先生方のご理解が得られ、安全な活動を行う事ができ 

ました。新しく担当になった二人の相談員の先生方も積極的に活動の理解に 

努められ、保護者に向けて理解と協力のお願い案内文を発行して下さいました。

また、児童生徒の様子や出欠状況を毎回事前報告していただいたので、子ども 

に寄り添った活動に集中して向かう事ができました。個別に通級する子ども達 

が、週 1回の小集団活動を続ける中、月 1回犬と一緒に様々な人と同じ空間を 

共有する事は、緊張はあっても楽しみにもなっていったとの報告がありました。

今年度は大人しい子どもが多いとの事でしたので、ベテランスタッフと穏やか 

な小型犬が継続して参加できる様会員の皆様にはご協力いただきました。その 

事は子ども達にとっても顔見知りの安心感となって継続して参加できたようで 

す。犬と一緒に居る事でのリラックス感覚を身に付け、それと同時に少し頑張 

って小集団活動に参加する事で頑張りの部分が鍛えられて、自分の居場所が 

見つかった児童生徒がいたのではないでしょうか。前年度参加していた生徒が、

この活動がきっかけとなり、進路に大きく影響があったとの報告もありました。

次年度の活動も依頼されています。 
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活動形態 動物介在教育／児童／集団／仙台市協働 

施設名 八幡小学校（仙台市内） 

目 的 ２年生の保護者間の「命に関する授業を行いたい」「夏休み前に行いたい」との

意向に沿い、動物とのふれあい体験・学習を行います。 

 

概 要 ＜実施日> 7/17  参加動物種：犬・猫・ウサギ・モルモット 

対象者数：小学 2年生 4クラス 125名＋保護者スタッフ 

／センター職員 7名・犬6頭・猫 4頭・他 2名 

参加数：従事者 10名 

<活動場所> 八幡小学校体育館 

<活動内容> 「動物と仲良くなろう」 

犬・猫・ウサギ・モルモットとの挨拶や正しいさわり方・おやつのあげ方をセン

ター獣医師とスタッフが説明し、その後、グループごとにローテーションしなが

ら動物とふれあいます。また、危険回避の方法やさわってはいけない時について

も学びます。 

成 果 時期的に参加犬・スタッフの調整が難しく、また夏の暑さや、４種の動物が混在、

ふれあい時間の長さ等、課題もありましたが、普段より管理センター収容犬と関

わっているシッターと経験を重ねたハンドラーによるハンドリングのため、管理

センター収容犬によるAAEでしたが、安全に活動ができました。飼育放棄された

犬たちが、人が好きで優しい性格であることを伝えると「可愛い」「おとなしい」

と子供たちも自然に優しい笑顔になりました。障害のある犬に対しては「かわい

そう」の声も聞かれましたが、他の犬と違うことを全然気にしていないことや、

普通に生活できること、人を信頼する気持ちを持っている事を伝えると、動物へ

向ける目と撫でる手がいっそう優しくなりました。一度飼育放棄にあった犬や猫

を通じ、児童たちは動物を大切に飼う責任などを感じ学ぶ良い機会になりまし

た。 

今後の要請については、実施時期やプログラム内容・準備期間等を考慮し、対応

していきたいと思います。今回、参加会員が日頃のシッターの成果で犬の扱いに

慣れており初めてＡＡＥを経験した譲渡候補犬たち４頭とも、立派に仕事をこな

してくれました。安心して身を任す姿に、シッターの皆さんとの大切な時間が、

人との信頼関係をしっかりと築いていると感じました。またプログラム内容をも

う少し変えれば、センター出身の犬やセンター在住の犬でのＡＡＥには伝えられ

ることがまだまだたくさんあると思います。 
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活動形態 動物介在教育／児童／集団／仙台市協働 

施設名 寺岡小学校（仙台市内） 

目 的 5 年生 141 名（4クラス）が命について学んでおり、その中でも「育てる命」に

興味がある児童 33 名と命の誕生をテーマにしているグループから 7 名＝計 40

名が参加します。「動物、植物、皆命がある。どのように育てたら命をつなげて

いけるか、親が子どもを育てるというのはどういうことか、自然界、ペット＝中

でも犬や猫は身近な存在。一歩間違うと、物のように扱われる、捨てられる→か

わいそう→手を差し伸べたいという子どもの気持ち→どのようにこれから犬や

猫と関わって行ったらよいのか？」とのこれまでの授業に、実際に動物とふれあ

う体験を通じ、さらに深く学んでいきます。 

 

概 要 ＜実施日> 1/22  参加動物種：犬・猫 

対象者数：5年生 40名  先生 2名 

動物管理センター7名・犬 1頭・猫 2頭 

参加数：従事者 8名・犬 2頭 

<活動場所> 寺岡小学校視聴覚室 

<活動内容> 「育てる命」 

授業のテーマを学校の先生から、「育てる命～共に生きる命」「ホントウに飼える

かな？」をＰＣ上映にて動物管理センターから説明を聞き、その後、犬や猫との

ふれあいを体験します。子ども達による関連冊子の朗読や感想発表もあり、おの

おのが「育てる命」について深く考えていきます。 

成 果 「皆今日の授業を楽しみにしている。犬との挨拶の仕方を『犬となかよくなろう』

の冊子で事前学習したが、誰もよくわからなかった。実物で今日初めて挨拶の仕

方を見る。私も子ども達も、わからないために気軽にさわったり近づいたりした

時には、学習の場なので遠慮なく声をかけて欲しい。」との先生の言葉で始まり、

いつもの AAEの活動より長い２校時にまたがる活動時間でした。最初はセンター

による命の授業～処分される命～ということで収容動物について考え、次に犬と

猫のさわり方・おやつのあげ方を聞いた後、各自好きな動物の所に向かい、皆順

序良く整列しふれあいを行っていました。それぞれの動物の性格にあわせ生徒さ

ん達はとても優しくふれあってくださったようで、先生の最後の感想で「普段は

とても人に厳しい子どもたちが、とても優しい顔でふれあっているのを見て嬉し

かった」また、「初めての経験で、開けてみたらどうなるかと思ったが、こちら

はしゃべらない方がいい。動物の力はすごい。人間では及ばない。子供達のやさ

しいあたたかいまなざしが他の人間にも向けられるといい。仲間・友達・家族に

…そう気づいてくれたらいいと思いました。」という言葉が印象に残りました。 

参加会員も改めて「命」について考えることができ、貴重な経験となりました。 
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活動形態 動物介在教育／児童／集団／仙台市協働 

施設名 仙台市中山市民センター・中山児童館（仙台市内） 

（ボランティア養成講座付帯事業） 

目 的 昨年・一昨年度に続いて動物介在活動ボランティアセミナーの一環として実施

し、受講者にも見学・お手伝いという形で実際の活動に参加してもらいます。 

活動対象は中山児童館に通う小学生で、犬とのふれあい方やさわってはいけない

時を学んでもらった後、実際に犬とのふれあいを体験してもらいます。また今年

度は犬のお世話についても学んでもらい、犬が世話をしなければならない対象で

あり、愛情や責任感を持って育てなければならないことを理解してもらいます。 

 

概 要 

 

 

<実施日> 10/15  参加動物種：犬 

対象者数：小学生 30名・中学生ボランティア 2名・ 

職員 5名／見学者(セミナー受講者)13名  

参加数：従事者 19名・犬 5頭 

<活動場所> 中山市民センター体育館 

<活動内容>  

  60 分間の活動で、犬と仲良くなるためのあいさつの仕方やさわり方を学んでも

らった後、グループに分かれて実際に犬とふれあい、その中で犬のお世話にはど

ういうものがあるか飼い主が紹介しました。その後さわってはいけない時、ひと

り歩きの犬にあった時の対処方法を学んでもらいました。また活動終了後、子ど

もたちは犬の絵や感想を書いて活動の振り返りをしました。 

成 果 会員がセミナーの講師、AAEの計画・実施を担い、大変忙しいながらも充実した活動に

なりました。市民センターと児童館が同じ建物内にあるという利点を活かして、市民向

けの動物介在活動ボランティアセミナーの受講生が、講義の後、実際の活動を体験する

ことができるようにしました。昨年から引き続いてセミナー受講生となった中学生の兄

弟には、活動の中でプレゼンテーションの１つを担当してもらいましたが、その真摯な

姿に小学生も熱心に話を聴いていました。本人たちの自信にもつながったことと思いま

す。他の受講者も熱心に活動を見学し、多くの方が次回セミナーへの参加も希望されま

した。 

子どもたちは、初めて参加した子も２・３回目の参加の子も活動を楽しみ、特に犬が歯

磨きをする場面では少し驚きながらも熱心に見ていました。 

今回台風で事前の練習ができなかったことや、当日の参加児童や見学者数の変更など、

想定外の出来事もありましたが、参加会員の臨機応変な対応や、先生方や何度も参加し

ている児童からのサポートもあって、楽しく安全な活動ができました。 
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活動形態 動物介在教育／児童／集団 

施設名 ＮＰＯ法人みやぎ・せんだい子どもの丘   

仙台市鶴巻児童館  （仙台市内） 

目 的 震災から３年以上経ち、児童館に通う子どもたちの震災の記憶や影響は日常的に

はあまり感じられなくなったものの、子育てに疲れているお母さんが多く、動物

との関わりが少ない家庭が多いので、動物と関わり親しみを持ってもらえたら＝

昨年の活動でも、子どもがだめでもお母さんが犬にさわることで怖いというイメ

ージがなくなり楽しんでもらえた、との児童館の先生方の要請により、乳幼児と

その保護者が穏やかで優しい気持ちになれる活動を目指します。また、小学生対

象の活動では、犬と仲良くなることに加え、ペットの防災や災害時の避難につい

ても支援します。 

概 要 <実施日> 全２回  参加動物種：犬 

① 12/24      従事者数：14名・犬：4頭 

対象者：小学 1～6年生 7名・先生 2名 

②  2/24       従事者数：12名・犬：5頭 

対象者：乳幼児親子16組（32名）・先生 5名 

参加のべ数：従事者 26名・犬 9頭  

<活動場所> 鶴巻児童館遊戯室  

<活動内容>  

２回の活動どちらも、犬との正しいふれあい方やさわり方・おやつのあげ方につ

いて実践を交えて体験してもらいました。小学生対象の活動では｢犬の防災袋を

作ろう｣をテーマに、災害時に犬と避難するのに必要なものを皆で考え、学んで

もらいました。乳幼児親子の活動では、犬とふれあいや、危険回避のプログラム

を通して親子でスキンシップを持ちながら、ゆったりと過ごしてもらいました。 

 

成 果 今年度も館長先生はじめ担当職員の先生方のご協力のもと、２回ともゆったりと

した活動の時間が過ごせました。小学生対象の活動では、昨年までの犬と仲良く

なることに加え、ペットの防災について知ることで、子ども達も先生方も新しい

発見に驚き、さらに犬のお世話や災害時のペット同行避難とその備えについて感

じることができたようです。今回は初めて参加する子がほとんどで、また風邪の

流行の影響で当日参加予定だった子の欠席が多かったのですが、その分、いつに

も増して、ゆったりとたくさん関わることが出来ました。活動日が 12/24だった

ので「ワンちゃんと一緒のクリスマス」の気分も味わえ、子供達がとても嬉しそ

うと、最後に児童館の先生が全体の記念写真を撮ってくださいました。 

乳幼児親子対象の活動では、犬をさわったことのない子どもや、犬が苦手という

母親も、安心してふれあいを楽しめていました。アレルギーや犬が怖いという

方々には毛の抜けにくい白いふわふわの子を紹介する等の配慮の結果、安心して

近づき徐々に自ら犬に手を伸ばし、最後に｢かわいかった｣｢楽しかった｣という感

想をいただきました。犬とふれあう時の優しく穏やかな顔は、日ごろ何かと騒が

しい児童館ではなかなか見ることができないものだ、という先生の感想もいただ

いています。 
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活動形態 動物介在教育／児童／集団 

施設名 ＮＰＯみやぎ・せんだい子どもの丘   

利府町西部児童館  （宮城県内）   

目 的 児童館に通う小学生の活動では「犬と仲良くなろう」をテーマに犬とふれあい、

楽しい時間を過ごすことで動物に優しくすることを学び、友達や周りの人にも優

しく接する心を育てることを目的としました。また幼児とその親を対象とする活

動では、犬とのふれあい方を学びながら親子で穏やかな時間を持っていただき、

犬を褒めるハンドラーの様子から褒め育てる大切さを感じてもらう事を目的と

します。 

概 要 <実施日> 全２回  参加動物種：犬 

① 9/13     従事者数：9名・犬：3頭 

対象者：小学 1～6年生 15名・児童ボランティア(小学生)3名・先生 3名 

② 3/11     従事者数：10名・犬：4頭 

対象者：乳幼児親子19名・職員 3名・ボランティア(大人)1名 

対象者 19名・先生 3名＋ボランティア 1名 

参加のべ数：従事者 19名・犬 7頭 

 

<活動場所> 利府町西部児童館遊戯室 

<活動内容>  

小学生対象の活動では犬との正しいふれあい方とさわってはいけない時のプレ

ゼンテーションをボランティア小学生 3人に手伝ってもらいました。犬とのふれ

あい体験中も、誘導やお世話など積極的に参加してもらいました。ふれあい中は、

犬に優しく接した子供たちを褒め、友達や周りの方にも優しくすることを伝えま

した。 

幼児親子対象の活動では、子どもたちが怖がらないよう、ゆったりとしたふれあ

いを中心に集中が途切れないよう途中に歌やトリックを入れました。ハンドラー

に褒められ犬がリラックスする様子を見ながら、親が子を褒め、リラックスする

時間を作りました。 

成 果 小学生対象の活動では、アレルギーなしとの報告のあった児童本人から、目が痒

くなることがあると聞き、急遽児童館の先生についていただき、結果、活動中・

活動後もアレルギー反応はなかったとの報告がありました。グループに分かれて

のふれあいでは犬の大きさや毛質の違いを感じたり、耳・爪・肉球など犬の体の

様子を学んだり、トリックを見たりと、犬の個性も学べました。今年も第１回活

動の参加児童がお手伝いとして参加してくれました。事前打ち合わせをしっかり

行い、自分たちの役目をきちんと理解し動いてくれたのでプレゼンテーションの

お手伝いや下級生のお世話など積極的に活躍してくれました。 

幼児親子に対する活動では、初めて接する犬とのふれあいに最初は親が犬をさわ

り、その優しくさわる様子をハンドラーが褒めると、子どもたちも自ら優しくさ

わり笑顔で犬とふれあいが出来ました。ハンドラーは犬を褒め、親が子を褒める

リラックス時間は、体の力が抜け心地よい空間が広がりました。終了後、参加者

の表情がとてもやさしかったのが印象に残ったと担当の先生から感想をいただ

きました。 
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活動形態 動物介在教育 ／児童 ／集団／仙台市協働 

施設名 仙台市長命ヶ丘児童センター （仙台市内） 

目 的 児童センターが公園と隣接しており、普段から児童が散歩中の犬と接することが

多いため、正しい犬とのふれあい方を教えてほしいという所長の希望に沿って、

子どもたちに、犬とのふれあい方やさわってはいけない時を学んでもらうことを

目的とします。また、参加した保護者の方にも知っていただき、家庭でも話題に

してもらうようにします。 

概 要 ＜実施日> 6/28  参加動物種：犬 

対象者数：32名（小学生 17名・保護者 13名・幼児 2名） 

職員 2名・子育て支援クラブ 4名 

参加数：従事者 13名・犬 4頭 

 

<活動場所> 長命ヶ丘児童センター遊戯室 

<活動内容>  

  30 分間の活動で、犬と仲良くなるためのあいさつの仕方やさわり方の学習後、

グループごとに犬とのふれあいを体験してもらいました。その後犬にさわっては

いけない時を説明、さらにひとり歩きの犬に遇った時の危険回避の方法について

は実際に子供たちにやってもらうことで理解を深めてもらいました。活動終了

後、子どもたちは犬の絵や感想を書いて活動の振り返りをしました。 

 

  

成 果 新規事業ということで、活動への十分な理解をいただくため児童センターの先生方と事

前に何度も打ち合わせをしました。そのため活動準備は十分でき、スムーズに進めるこ

とができました。活動日に関われる職員数が少なかったため、児童センター側で地域の

子育て支援クラブに依頼し、スタッフとしてサポートいただきました。活動後のセンタ

ーの先生の感想に、犬とふれあっていた時の子どもたちの目が普段では見られないほど

キラキラ輝いていたとあり、子どもたちが興味を持って楽しく活動していた様子がうか

がえます。子どもたちからの感想でも、楽しかった、もっとさわりたかった、という声

が多くあげられていました。事前アンケートで犬が怖いと言っていた子も積極的にふれ

あう姿が見られ、きちんとしたふれあい方をすれば怖くないと感じてもらえたようです。 
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≪セミナー・しつけ方教室開催事業≫ 

①動物介在活動セミナー （仙台市協働事業）   講師：柴内裕子先生  

実施日：11/28    実施場所：仙台市動物管理センター  会員 20名・活動犬 2頭受講 

②動物介在活動ボランティア養成講座の開催（仙台市協働事業）    講師：エーキューブ理事 

実施日： 10/15 午前   実施場所：中山市民センター会議室 

      エーキューブ会員 9名 一般受講 16名 中山市民センター職員2名 

③ボランティア養成 犬のしつけ方教室（仙台市協働事業）  講師：千葉陽子先生 

実施日：2/12    実施場所：仙台市動物管理センター   

会員・一般市民・動物管理センター職員受講 

『動物介在活動に参加するための犬のしつけ方教室』午前  会員 8名・犬 1頭受講 

『動物介在活動に参加するための犬のしつけ方教室』午後  会員 12名・犬 5頭受講 

※①～③の実施に当たり、随時打ち合わせを行いました。 

   

≪不登校･ひきこもりの青少年対象のこころの支援≫    

継続して対応している対象者・家族と通年で打合せ 

 

 
≪仙台市不登校支援ネットワーク関連事業報告≫ 

①不登校支援ネットワークの件で児遊の杜との面談 

実施日：4/30     実施場所：仙台市適応指導センター              従事者数：2名 

②平成26年度不登校支援ネットワーク第1回運営会議 

実施日：5/30   実施場所：仙台市役所東二番丁仮庁舎2階第１会議室    参加者数：2名 

③平成26年度不登校支援ネットワークボランティア養成講座Ⅰ・第1回ワーキング 

実施日：6/21     実施場所：仙台市適応指導センター              参加者数：4名 

講師：宮城教育大学教職大学院教授 佐藤静先生 「不登校児童生徒の理解と対応」 他 

④平成26年度不登校支援ネットワーク第2回運営会議 

実施日：2/5   実施場所：仙台市役所東二番丁仮庁舎2階第1会議室     参加者数：3名 

⑤仙台市適応指導センター入級児童生徒合同体験活動「七つ杜の会」 

実施日：2/20   実施場所：教育センター                 参加者数：1名 

 

≪研修≫ 
①自主研修（検査、活動練習、準備等含む）   実施回数：全９回   

実施日：5/14・6/11・7/30・9/3・11/17・12/19・1/16・2/16・3/25 

実施場所：仙台市動物管理センター  

参加のべ数：会員 99名・犬 47頭 参加    ※入会希望者随時見学受け入れ 

②平成26年度 不登校・ひきこもり支援者向け研修会 

主催：仙台市精神保健福祉総合センター（はあとぽーと仙台） 

実施日：5/30   実施場所：エルパークせんだい5F セミナーホール1・2   参加者数：1名 

 

≪その他≫ 
①河北新報社取材対応 

実施日：4/28  実施場所：仙台市内               従事者数：4名・犬1頭 

②月刊杜の伝言板ゆるる取材対応「アニマルセラピーについて」 

実施日：2/18  実施場所：仙台市動物管理センター                従事者数：1名 

③こまくさ苑新年会 招待参加 

実施日： 1/16          実施場所：仙台市内              従事者数：1名 
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２．動物の防災及び被災動物の救護に係わる事業 

≪防災活動≫ 

①災害時のペット同行避難リーフレット配布  

②電通等の防災企画「かけあがれ！日本」企画会議（仙台市動物管理センター協働） 

実施日：5/30   実施場所：仙台市動物管理センター        従者者数：3名 

③平成２６年度仙台市総合防災訓練（仙台市動物管理センター・電通協働） 

仙台市総合防災訓練でのペット同行避難啓発活動・避難所設営訓練 

実施日：6/12    実施場所：袋原中学校          従事者数：3名・犬 2頭 

④堤通親和会町内会防災研修会 ペット同行避難講習会（仙台市協働事業）   

実施日：2/22    実施場所：上杉集会所          従事者数：2名・犬 1頭 

⑤第３回国連防災世界会議パブリック・フォーラム（関連事業）テーマ館「市民協働と防災」出展 

・パネル展示・説明とトークイベント開催    実施場所：仙台市市民活動サポートセンター 

実施日：3月 14日～17日：パネル展示          従事者数：のべ32名・犬 2頭 

3月 17日：トークイベント開催            従事者数：12名・犬 2頭 

・出展者説明会 

実施日：12/6    実施場所：仙台市市民活動サポートセンター    従事者数：3名 

・出展内容について動物管理センターとの打合せ 

実施日：12/24   実施場所：仙台市動物管理センター          従事者数：5名 

・出展準備・打合せ 

実施日：1/20～3/12迄  計 15回 実施場所：みやぎＮＰＯプラザ他従事者数：のべ62名 

・搬入・搬出作業  計 2回  実施場所：市民活動サポートセンター 従事者数：のべ 5名 

⑥ 取材対応 

・6/12総合防災訓練会場にて 

「防災・復興情報発信プロジェクト「ミライのキズキ」取材チーム」 従事者数：2名・犬 2頭 

・2/26 河北新報社取材               実施場所：仙台市内     従事者数：3名・犬2頭 

・2/27 国連防災世界会議 テーマ館出展に関して取材（河北新報募集の大学生） 

実施場所：みやぎＮＰＯプラザ    従事者数：2名 

・3/17 国連防災世界会議 テーマ館出展に関して取材（大学生取材ボランティア） 

実施場所：市民活動サポートセンター   従事者数：6名・犬2頭 

⑦セミナー受講 

東北獣医師大会市民公開講座 「東日本大震災の教訓と今後の防災について」  

東北大学災害科学国際研究所所長 今村文彦氏 

実施日：10/7   実施場所：江陽グランドホテル            従事者数：1名 

 

 

≪被災動物の支援活動≫ 

①日本ﾋｭｰﾏﾝ･ｱﾆﾏﾙ･ﾈｲﾁｬｰ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ｿｻｴﾃｨからの義援金による事業の実施 

「特定非営利活動法人エーキューブ 2012 年度東日本大震災被災者支援 犬猫の避妊去勢手術

費用補助」の実施 

②宮城県内の仮設住宅等巡回 13回 （物資搬送・飼養相談他）※獣医師等への連絡等、随時 

③被災動物の適正飼養相談・物資送付 他 

④人・企業・団体等へフード・おやつ・ペットシーツ・衛生品等 支援の呼びかけ 

 ⑤取材対応 
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≪その他≫ 
①6/12「仙台市総合防災訓練会場（袋原中学校）にて実施したアンケート調査についての集計 

及び報告書」（電通まとめ）を受理し、様々な場面で活用 

②石巻仮設住宅での動物介在活動実施要請について相談対応   

実施日：1/18      実施場所：仙台市動物管理センター         従事者数：1名 

 

※その他、被災動物救援活動等についての問い合わせに通年で対応しました。 

 

 

≪仙台市被災動物救護対策本部事業≫   
①被災動物救護対策本部メンバーとして会議に出席   全 8回     従事者数のべ：13名 

a.復興公営住宅ペットの会の説明会打合せ（ｴｰｷｭｰﾌﾞ／動物管理ｾﾝﾀｰ／獣医師会／建設公社）   

実施日：9/4    実施場所：仙台市役所本庁6階          従事者数：2名 

b.復興公営住宅（若林西公営住宅）ペットの会立ち上げに関する説明会  

実施日：9/11    実施場所：若林西公営住宅              従事者数：3名 

c.復興公営住宅（田子西）ペットの会設立準備会 

実施日：10/22    実施場所：田子西復興公営住宅集会所       従事者数：2名 

d.復興公営住宅（田子西）ペットの会設立準備会 

実施日：11/4     実施場所：田子西復興公営住宅集会所       従事者数：2名 

e.復興公営住宅（若林西）ペットの会＝若林西せせらぎ会「飼い主の会」設立総会 

実施日：11/16    実施場所：若林西復興公営住宅集会所        従事者数：1名 

f.復興公営住宅（荒井東）ペットの会設立準備会  

実施日：11/26    実施場所：荒井東復興公営住宅           従事者数：1名 

g.田子西復興公営住宅ペットの会立ち上げ総会 

実施日：12/1      実施場所：田子西復興公営住宅            従事者数：1名 

h荒井東復興公営住宅ペットの会設立総会 

実施日：1/18      実施場所：荒井東市営住宅集会所          従事者数：1名 

②市内仮設住宅・みなし仮設 等巡回 

支援物資配布および飼養相談    通年で実施      仙台市内仮設住宅 

③被災飼い主のアンケート調査について田中亜紀先生との懇談   

実施日：1/29      実施場所：仙台市動物管理センター         従事者数：2名 

④譲渡事業       実施場所：動物管理センター 

a.収容動物譲渡会  全 8回                              従事者数：のべ 51名・犬 5頭 

実施日：5/17・7/6・9/28・10/25・11/15・12/14・1/25・3/1 

※3/1のみ「収容動物譲渡会・被災動物追悼と感謝の会」として開催                                                        

b.譲渡候補犬のシッター・グルーミング(シャンプー・カット等)・治療補助  

実施日：4/1～3/31の平日 11時～15時まで  ※随時時間延長あり 

4月：16回（30名）・5月：18回（37名）・6月：20回（39名）・7月：17回（38名） 

8月：16回（36名）・9月：17回（46名）・10月：16回（47名）・11月：14回（39名） 

12月：18回（53名）・1月：15回（35名）・ 2月：16回（31名）・ 3月：17回（32名） 

通算 200回実施 ／ 従事者数のべ 463名（※前年度：通算 160回／従事者数のべ 336名） 

c.Ｋ９（ケイナイン）シッターボランティア説明会   全 4回  

実施日：5/27・7/23・9/1・9/22            受講者数：4名・従事者数のべ：6名 

d.シッター意見交換会   全 3回 

実施日：10/22・11/12・3/25                                従事者数のべ：27名 

e.シッポゆらゆら猫ボランティアの会 研修会 

実施日：3/11                                                    従事者数：5名 

  f.譲渡会・適正飼養・動物愛護週間・慰霊祭等についての広報活動      

※市内各所へのチラシ・冊子等の配布やＨＰ掲載を含め、通年で実施しました 

g.2014 年度 収容動物譲渡会・被災動物追悼と感謝の会 

実施日：3/1                                                       従事者数：5名 
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h.シッター事業についてセンターとの打合せ    ※通年で随時 

i.センター長期休館期間の譲渡候補犬・猫の一時預り（ゴールデンウィーク及び年末年始  

※今年度はセンターからの要請なし  

⑤動物愛護週間行事『動物慰霊祭』    

実施日：9/20            実施場所：福祉プラザ             従事者数：4名 

⑥専門学校生の「動物管理センター職場(シッター)体験」 対応  計 4回   

東京の動物専門学校の生徒 対応   8/20                 従事者数：2名 

市内大学生  対応         9/1                  従事者数：1名 

仙台総合ペット専門学校 対応    10/28,10/30            従事者数：4名 

 

３．人と動物の関係に係わる支援事業 

≪講演会・セミナー等参加・聴講≫ 
①農福連携国際セミナー聴講 

テーマ：「子供たちが動物から学ぶこと」   

～アメリカにおける子供たちと動物の関わり～グリーンチムニーズでの取組みと効果～ 

講師：マイケル・カウフマン（グリーンチムニーズ）急遽来日不可にて、木下美也子氏が代行 

実施日：7/13  実施場所：合同庁舎8階講堂      参加者数：9名・一般受講160名 

②終生飼養推進セミナー聴講 

テーマ「引き取りを求める飼い主対応と動物虐待・遺棄の心理」 講師：先崎仁思氏 

実施日：7/14  実施場所：仙台市動物管理センター     従事者数：3名 

③農福連携動物愛護セミナー「人と動物が共に幸せに生きていく優しい街を目指して」 

講師：東北大学大学院農学部研究科教授 佐藤衆介氏 

実施日：2/17   実施場所：仙台市旭ヶ丘市民センター大ホール   

参加者数：13名（うち、理事長はパネラーとして参加） 

※上記打合せ 1/13   会員 2名    他準備 適時対応 

※上記広報活動（チラシ配布等）  

実施日：1/20,21,22,23,24,27,28    実施場所：市内各所   従事者数のべ：10名 

 他ネット配信 

※杜の伝言板ゆるる『特集 動物を巡る幸せな話』原稿への取材および対応 3/5 

４．動物愛護啓発に係わる事業 

≪マナーアップ啓発パンフレットの配布≫ 

＊４月中の狂犬病予防接種会場にて（仙台市協働事業） 

実施日：4/5・8・9・10  

実施場所：仙台市内 4箇所                    従事者数：のべ 5名 

 
≪館町内会 散歩マナーアップ講習実施（仙台市協働） ≫ 

実施日：9/7    実施場所：館町内会集会所                 従事者数：2名 

 
≪ＧＯＯＤ ＤＯＧマナーアップ事業（宮城野区公園課委託事業）≫  

①榴岡公園マナーアップ啓発看板作成 

②『みやぎの・まつり」しつけ教室＆マナーアップチラシ配布 

実施日：10/7      実施場所：仙台市内動物病院6箇所          従事者数：1名 

③「みやぎの・まつり」散歩マナーしつけ教室について動物管理センターとの打合せ 

実施日：10/17      実施場所：仙台市動物管理センター           従事者数：2名 
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④「みやぎの・まつり」散歩マナーしつけ教室講師  

実施日：10/19      実施場所：榴岡公園                            従事者数：4名 

 
≪青葉区民まつり 散歩マナーしつけ教室実施＆出展（仙台市協働） ≫ 
①青葉区民まつり散歩マナーしつけ教室について動物管理センターとの打合せ 

実施日：10/30      実施場所：仙台市動物管理センター           従事者数：2名 

②青葉区民まつり愛犬マナーアップ コーナーしつけ教室講師  

実施日：11/3       実施場所：勾当台公園              従事者数：4名 

 
≪サンライズ東照宮マンションでのしつけ教室（仙台市協働） ≫ 

実施日：11/15    マンションのペット飼育者12名受講       従事者数：2名・犬

1頭 

 

≪「わんこ育て支援サロン」（通称：わん育サロン）≫ 
本年度実施なし    

 

≪動物愛護に関する活動への参加・協力≫    

①岐阜愛護センター対象 ボランティア養成講座 講師 

実施日：8/24       実施場所：岐阜愛護センター            従事者数：1名 

②どうぶつフェスタ in SENDAI（主催：仙台市獣医師会）  

動物介在活動紹介・散歩マナー啓発・譲渡会ＰＲ・ペットの防災啓発・被災動物救援活動のパネル

展示 他 

実施日：9/21   実施場所：勾当台公園市民広場        従事者数：14名・犬 2頭 

③動物愛護週間行事「長寿動物表彰式」どうぶつフェスタ in SENDAI（主催：仙台市獣医師会） 

   実施日：9/21   実施場所：勾当台公園市民広場             従事者数：14名 

④仙台市動物愛護協議会に理事長が協議委員として出席および傍聴 

実施日：12/5 仙台市役所本庁舎     3/23：青葉区役所      従事者数：のべ 7名 

 

≪各種セミナー受講≫ 

①飼い主のいない猫対策ボランティア養成セミナー 

「川崎市における猫対策」       講師：川崎市動物愛護センター所長 角洋之氏 

「知っているようで知らない猫の行動 

～より良い譲渡に向けてボランティアが知っておきたい行動と管理」 

講師：日本獣医生命科学大学 講師 入交真己氏 

実施日： 6/16    実施場所：仙台市動物管理センター         参加者数：6名 

②環境省適正飼養講習会    

講師：矢崎潤氏・羽金道代氏 

実施日：1/30   実施場所：仙台市動物管理センター               参加者数：11名 

 

５．その他、第３条の目的を達成するために必要な事業 

 本年度実施なし 
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１.通常総会の開催 

■第８回通常総会 

日時：平成２６年５月２０日（火）１３：３０～１５：００  会場：みやぎ NPOプラザ 

議事：第１号議案 平成２５年度事業報告及び決算の承認 

第２号議案 平成２６年度事業計画(案)及び予算(案)の承認 

 

２.理事会の開催 

■平成２６年度第１回理事会  4/16 みやぎ NPOプラザ    出席理事 6名・委任 5名 

議事:第１号議案：平成２６年度事業計画の件 

第２号議案：平成２５年度決算および平成２６年度予算案の件 

第３号議案：平成２６年度活動参加動物の検査代金の件 

 

■平成２６年度第２回理事会  2/13 みやぎ NPOプラザ   出席理事 7名・委任 4名 

議事：第１号議案：第 3 回国連防災世界会議パブリック・フォーラム（関連事業） 

テーマ館「市民協働と防災」出展(平成 27年 3月 14日～17日)に際し、環

境省の「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」冊子を印刷する

費用を、「社会貢献支援財団賞」受賞の報奨金より充当する件について 

 

３．定例会等の開催 

●監査準備・監査マニュアル説明会  4/3 みやぎＮＰＯプラザ 

●第１回定例会   4/16 みやぎＮＰＯプラザ 

●平成 25年度事業・会計監査      4/24 みやぎＮＰＯプラザ 

●第２回定例会    5 /27  みやぎＮＰＯプラザ 

●第３回定例会    6/17 みやぎ NPOプラザ   

●第４回定例会    8/6  みやぎ NPOプラザ 

●第５回定例会    9/2  みやぎ NPOプラザ 

●第６回定例会  10/29  みやぎ NPOプラザ 

●第７回定例会    1/7  みやぎ NPOプラザ 

●第８回定例会    2/13  みやぎ NPOプラザ 

●第９回定例会    3/27  みやぎ NPOプラザ 

 

４.理事研修 等  

 

５．運営体制 

① 宮城野区公園課委託事業による収入の発生 

② 各種ボランティア講座講師依頼による収入の発生 

③ 第３回国連防災世界会議出展用パネル・各種資料の活用 

④ 仙台市被災動物救護対策本部構成団体としての一般への認知度のアップと収入に繋がる

事業の拡大、また本会への寄付の増加 

 

運営報告 
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⑤ 会員数 

平成 26年 4月 1日現在  87名（正会員 83名（65世帯）、ボランティア会員 4名） 

平成 27年 3月 31日現在   89名（正会員 83名（65世帯）、ボランティア会員 6名） 

⑥ エーキューブ通信（活動のお知らせ・参加者募集・その他連絡事項の伝達）を計 9回発行。 

⑦ 活動のお知らせ・手順プリント等 計 25回発行。 

⑧ その他、訪問施設や行政等への文書、賛助協力者への礼状等、随時送付。 

●仙台市社会福祉協議会へ団体概要シート等提出   

●役所関係手続き  4/24    1.宮城県に法人県民税申告  2.仙台市に法人市民税申告 

●役所関係手続き 5/27   1.法務局に「総額資産の変更及び理事の変更登記」申請  

2. 仙台北県税事務所に「法人県民税添付書類」提出      

  3.仙台市市民税企画課に「法人市民税添付書類」提出 

●役所関係手続き 5/29  法務局に「登記事項変更申請 資産総額の変更」提出 

●役所関係手続き 6/4   仙台市市民局市民協働推進課へ平成 25年度事業報告書提出 

⑨事務局体制 

理事長：齋藤文江 

副理事長：佐々木ひとみ・千葉浩二・林博子 

理事・事務局長：照井浩子 

理事・会計：川上喜恵美 

理事：渡邉圭子・後藤美佐・工藤梓・島田真須美・村上淳子 

 

 

 

 

５．所有品について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理番号 購入日 購入金額

001 2007.8.24 5,221

002 2008.10.28 8,780

003 2009.1.31 59,800

004 2009.1.31 2,980

005 2009.1.31 29,800

006 2010.5.14 19,635

007 2010.9.9 18,600

008 2010.9.9 36,800

009 2011.3.28 0

010 2011.5.18 6,770

011

012

ポータブルDVDプレーヤー 東芝  SD-P12DTK B

携帯電話 au PT002 機種変更

トリミングハサミ

ＩＣレコーダー SONY　ICD-SX950/B

ビデオカメラ用三脚 TSC　TS-004

カラープリンター Canon　ix5000

ラミネーター

ビデオカメラ 日立　DZ-HD90

携帯電話 au 009へ機種変更により廃棄

品名 メーカー・型名 備考

ポラロイドカメラ FUJIFILM instax　mini55
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１．平成 26年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録（NPO 会計基準） 

平成 27年 3月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計報告 

科目・摘要
Ⅰ　資産の部
　　１　流動資産
　　　　現金
　　　　　  現金手許有高 3,951
　　　　　　郵便振替（ゆうちょ銀行　ﾄｸﾋｴｰｷｭｰﾌﾞ） 14,070
　　　　　　郵便振替（ゆうちょ銀行　ﾄｸﾋｴｰｷｭｰﾌﾞｾﾝﾀﾞｲ） 448,470
　　　　    普通預金（七十七銀行　加茂出張所） 447,971
　　　　    郵便預金（ゆうちょ銀行） 247,405
　　　　立替金 0
　　　　仮払金 0
　　　　貯蔵品（切手類） 13,519
　　　流動資産合計 1,175,386
　　２　固定資産 0
　　　　固定資産合計 0

資産合計（A） 1,175,386

Ⅱ　負債の部
　　1 流動負債
　　　前受金
　　　　　H27年度会費 80,500
　　　預り金
　　　　　H27年度保健衛生費（訪活）一部自己負担分2名 2,000

　　　未払金 0
　　　流動負債合計 82,500
　　２　固定負債 0
　　　固定負債合計 0
　　　　　　負債合計（Ｂ） 82,500

Ⅲ　正味財産 1,092,886

金額（単位：円）
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２．平成 26年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表（NPO 会計基準） 

平成 27年 3月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目・摘要

Ⅰ　資産の部

　　１　流動資産

　　　　現金預金 1,161,867

　　　　立替金 0

　　　　貯蔵品（切手類） 13,519

　　　流動資産合計 1,175,386

　　２　固定資産

　　　　固定資産 0

　　　　固定資産合計 0

　資産合計 1,175,386

Ⅱ　負債の部

　　1 流動負債

　　　未払金 0

　　　前受金 80,500

　　　預り金 2,000

　　　流動負債合計 82,500

　　２　固定負債

　　　　固定負債 0

　　　固定負債合計 0

　負債合計（Ｂ） 82,500

Ⅲ　正味財産の部

　　　前期繰越正味財産 1,270,746

　　　当期正味財産増加額 △ 177,860

　正味財産合計 1,092,886

　負債及び正味財産合計 1,175,386

金額（単位：円）
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３．平成 26年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書（NPO 会計基準） 

平成 27年 3月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科　　目

Ⅰ　経常収益

　１　受取会費
　　　　正会員受取会費 118,000
　　　　賛助会費受取会費 0
　　　　ボランティア会員受取会費 2,500
　２　受取寄付金
　　　　受取寄付金　　 274,648
　　　　東日本大震災支援金 10,070
　３　受取助成金等
　　    仙台市被災動物救護対策本部支援金 0
　４　事業収益
　　　　事業収益 0
　５　その他収益
　　　　受取利息 126
　　　　雑収入 145,342
　　　　保険料 16,500
　　　　保健衛生費 0 161,968
　　　　　経常収益計 567,186
Ⅱ　経常費用
　１　事業費
　　（１）人件費
　　　人件費計 0
　　（２）その他経費
　　　通信費 8,206
　　　携帯電話通信費 0
　　　印刷製本費 161,558
　　　消耗品費 228,977
　　　会議費 0
　　　接待交際費 0
　　　保健衛生費 111,485
　　　旅費交費費 53,220
　　　荷造運搬費 4,760
　　　保険料 0
　　　研修費 0
　　　支払手数料 0
　　　図書研究費 0
　　　諸会費 0
　　　雑費 0
　　　　その他経費計 568,206
　　　事業費計 568,206
　２　管理費
　　（１）人件費
　　　人件費計 0
　　（２）その他経費
　　　通信費 32,697
　　　携帯電話通信費 32,644
　　　印刷製本費 18,120
　　　消耗品費 35,496
　　　会議費 6,620
　　　接待交際費 4,500
　　　保健衛生費
　　　旅費交費費 13,110
　　　保険料 16,500
　　　研修費 0
　　　支払手数料 12,272
　　　図書研究費 0
　　　諸会費 3,000
　　　雑費 1,881
　　　雑損 0
　　　その他経費計 176,840
　　　管理費計 176,840
　経常費計 745,046
　　　　当期正味財産増減額 △ 177,860
　　　　前期繰越正味財産額 1,270,746
　　　　次期繰越正味財産額 1,092,886

（注）特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

金額（単位：円）



 - 25 -

４．財務諸表の注記（NPO 会計基準） 

平成 27年 3月 31 日 

 

 

 

 

1. 重要な会計方針

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

科目

動物介在活動・介在

療法・介在教育並び

不登校に係わる事

業

動物の防災及び被

災動物の救護に係

わる事業

人と動物の関係に係

わる支援事業

動物愛護普及啓発

に係わる事業

その他、第３条の目

的を達成するために

必要な事業

東日本大震災

支援金

仙台市被災動物

救護対策本部

支援金

事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ経常収支

　　１．受取会費 0 120,500 120,500

　　２．受取寄付金 10,070 10,070 274,648 284,718

　　３．受取助成金等 0 0 0 0

　　４．事業収益 0

　　５．その他収益 0 161,968 161,968

経常収益計 0 0 0 0 0 10,070 0 10,070 557,116 567,186

Ⅱ経常費用

　　（１）人件費

　　　人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　（２）その他経費

　　　通信費 6,168 1,266 120 652 0 0 8,206 32,697 40,903

　　　携帯電話通信費 － － － 0 32,644 32,644

　　　印刷製本費 390 160,868 300 0 － 0 161,558 18,120 179,678

　　　消耗品費 8,581 216 47,782 1,848 170,550 0 228,977 35,496 264,473

　　　会議費 0 － － 0 6,620 6,620

　　　接待交際費 － － 0 4,500 4,500

　　　保健衛生費 71,485 － 40,000 0 111,485 111,485

　　　旅費交費費 51,420 1,800 53,220 13,110 66,330

　　　荷造運搬費 4,760 4,760 4,760

　　　保険料 16,500 16,500

　　　研修費 0 0

　　　支払手数料 12,272 12,272

　　　図書研究費 0 0

　　　諸会費 3,000 3,000

　　　雑費 1,881 1,881

　　　雑損 0 0

　　　その他経費計 86,624 162,350 48,202 2,500 0 266,730 1,800 568,206 176,840 745,046

経常費用計 86,624 162,350 48,202 2,500 0 266,730 1,800 568,206 176,840 745,046

当期経常増減額 △ 86,624 △ 162,350 △ 48,202 △ 2,500 0 △ 256,660 △ 1,800 △ 558,136 380,276 -177,860

3. 使途等が制約された寄付金などの内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

内容 前期繰越額 当期受入額 当期減少額 次期繰越額 備考

東日本大震災支援金 136,223 10,070 266,730 -120,437
仙台市被災動物救護

対策本部支援金 -13,831 0 1,800 -15,631

4. その他

支出
項目 部数等 予算 実績
ポスターパネル代 6枚 18,000 12,180
パネル印刷 6*1200 7,200 4,752
パネル英訳料 10,000 10,000
展示日当 3人＊4日 12,000 12,000
搬入搬出 300円＊6H 1,800 1,110
文具・用紙代他 インク他 5,000 9,199

画鋲・ノート他 2,000
コピー代 100
パズル作成 216

支出合計 54,000 51,557

収入
防災会議事務局からの受取補助金 50,000

収支 -1,557

第3回国連防災世界会議パブリックフォーラム出展収支報告

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日NPO法人会計基準協議会）によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書と呼んでいます。

会計処理科目
管理費：消耗品費
防災：印刷製本費
管理費：支払手数料
管理費：旅費交通費

雑収入

エーキューブ自己負担

管理費：旅費交通費
管理費：消耗品費
管理費：消耗品費
防災：印刷製本費
防災：消耗品費
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監査報告 


