
 

 

事 業 報 告  

自 平成２４年４月 １ 日 

至 平成２５年３月３１日 

 

Ⅰ 事業活動の概況に関する事項 

  当法人の活動目的は、人をも含めたすべての動物たちを幸せにすることです。そのためには、人も動

物もより良い形で共生できる社会の構築が必要です。そこで、本年度においても、人と動物のより良い

共生を進めるための啓発、教育、研究の各事業、そして目的を達成するために必要な、あらゆる事業を

国内外にその分野の関係団体、専門家、行政機関等に幅広く連携を求めて実施しました。 

 

啓発事業 

第第第第１２１２１２１２回回回回りぶ・らぶ・あにまるずフェスティバルりぶ・らぶ・あにまるずフェスティバルりぶ・らぶ・あにまるずフェスティバルりぶ・らぶ・あにまるずフェスティバル２０１２２０１２２０１２２０１２    

このフェスティバルは、動物と暮らすことの楽しさを実感して頂き、飼育マナーの啓発や世代間交流

の一助として、人と人、人と動物の幸せな共生社会の構築に寄与することを目的としております。本年

度も初心者向けドッグスポーツ大会、補助犬、ワーキングドッグのデモンストレーション、神戸市犬譲

渡制度のＰＲ等動物にかかわる様々な団体が一堂に会してイベントを実施しました。また、このフェス

ティバルを開催するに当たり、多くの団体、企業の皆様の協力、協賛を得て実施することができました。

「りぶ・らぶ・あにまるず賞」は、企業・団体が、動物愛護法を尊重し、その商品及び活動が人と動物

の共生という視点を反映し、一般の方々への啓発と日本における新たな共生文化へ発展することを期待

して設けられました。また、そのような企業・団体に感謝の気持ちを表明することを目的としておりま

す。 

 

開催日時 ２０１２年１１月２４日（土）９：００～１６：００ 

開催場所 神戸市総合運動公園（球技場、水上ステージ、水上ステージ前広場） 

主  催 公益社団法人Knots 

共  催 神戸市動物愛護協会 

開催協力 神戸市動物管理センター、公益社団法人日本動物福祉協会ＣＣクロ、公益社団法人神戸市

獣医師会、社会福祉法人日本介助犬協会、ＮＰＯ法人日本サービスドッグ協会（ＪＳＤA）、

一般社団法人日本障害者乗馬協会（明石乗馬協会）、日本フリスビードック協会、ＮＰＯ

法人犬の総合教育社会化推進機構（ＯＰＤＥＳ）、ギグレース協会、Dogs Life、徳田建、

GON&B作、株式会社ジェイティービー西日本国内商品事業部 

特別協賛 ネスレ日本株式会社ネスレピュリナペットケア 

商品提供 ネスレ日本株式会社ネスレピュリナペットケア、株式会社セラヴィリゾート泉郷、DOG 

PAPA 、株式会社ロゴスコーポレーション、P・ボール株式会社 

出店協力 ボードファクトリー、ＮＰＯ法人おーけすとら・ぴっと就労継続支援（Ｂ型）事業所Patch 、

Lab&Peace 、大辞典.com 、VIGORE（ヴィゴーレ）、フランス地方料理 MOMOKA 、

前田・岩本GK 、P・ボール株式会社、革首輪工房with Dogs 、Quilt Cafe 、DOG PAPA、

DOG TREE 、Chu2－Kobe 、OCAドッグマスターコース独立開業ゼミ（株式会社エミ

ット） 

後  援 近畿環境事務所、兵庫県、神戸市、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、公益社団法人

日本獣医師会、社団法人兵庫県獣医師会、社団法人神戸市獣医師会、財団法人日本動物愛

護協会、公益社団法人日本動物福祉協会、公益社団法人日本動物病院福祉協会／公益社団



 

 

法人日本愛玩動物協会 

募集方法 ウェブサイト、メールマガジン、印刷物の配布など 

ルール等 事前にウェブ上等で公表 

 

「りぶ・らぶ・あにまるず賞２０１２」 

  対  象：人と動物の共生へ尽力する企業の商品及び活動 

  選出方法：ウェブサイト上で意見を募集し、企業活動をノミネート。選考委員による投票で最終

決定する。 

  選考委員：横山章光氏（ヒトと動物の関係学会 常任理事） 

         児玉小枝氏（どうぶつ写真家） 

         野田英明氏（阪神総合レジャー株式会社 六甲事業部長） 

         深尾典男氏（国立大学法人長崎大学 副学長） 

         冨永佳与子（公益社団法人Knots理事長） 

   発  表：「りぶ・らぶ・あにまるずフェスティバル」及びウェブサイト上にて公表。 

 

    「りぶ・らぶ・あにまるず賞」は、公益社団法人Knotsに移行したことによりリニューアルし

ました。対象期間を前年１１月から当年の１０月末までとし、毎年１１月開催の「りぶ・らぶ・

あにまるずフェスティバル」で表彰するとともに、これまでの部門制を廃止し、グランプリのみ

を選出しています。２０１１年１１月１日から「りぶ・らぶ・あにまるず賞２０１２」の募集を

開始し、また、新たに２名の方に選考委員としてご就任頂き、幅広い見識から選考させて頂きま

した。 

     なお、「りぶ・らぶ・あにまるず賞２０１３」は２０１２年１１月１日から２０１３年１０月３

１日までを対象期間としてノミネート推薦を受け付けております。 

 

    J：comの「宝塚・川西局」「神戸・芦屋局「」神戸三木局」の３つの放送エリアで、番組名「さ

りげに１週間」の情報トピックスコーナーでご紹介いただきました。 

 

りぶ・らぶ・あにまるずりぶ・らぶ・あにまるずりぶ・らぶ・あにまるずりぶ・らぶ・あにまるず第第第第３３３３回回回回神戸神戸神戸神戸アニマルケアアニマルケアアニマルケアアニマルケア国際会議国際会議国際会議国際会議 2012012012014444（（（（ICACICACICACICAC    KOBE KOBE KOBE KOBE 2012012012014444））））    

この会議は、阪神・淡路大震災１５周年を契機として、全ての動物を対象としたよりよいケアや生活

環境の保全を目指すための情報交換や新技術の創出等を議論することにより、人をも含めた世界中の動

物の福祉を向上させ、もって、我々人間が果たしうる責任を広く社会に示し、幸福な人と動物の共生を

更に前進させることを目的として、２年に１度開催しています。次回は２０１４年７月に開催する予定

となっており、今年度は会議内容の検討、講演者や関係団体への協力依頼等の調整を行いました。 

 

 開催日時：２０１４年７月１９日（土）、２０日（日）を予定。 

 開催場所：神戸ポートピアホテル（予定） 

 募集方法：ウェブサイト、メールマガジン、印刷物の配布などを予定。 

  

 

ヒューメインセンタージャパンヒューメインセンタージャパンヒューメインセンタージャパンヒューメインセンタージャパン（（（（HCJHCJHCJHCJ））））事業事業事業事業    

人と動物の双方の福祉に向きあい、人も動物も幸せにするために、人と動物間の課題から派生する様々

な問題へ、主に譲渡事業（飼い主のいない犬や猫達に新しい飼い主を探し譲り渡していく事業）支援を

基盤とする研究・教育・啓発による解決策を提案・実施していく構想として、公益社団法人日本動物福



 

 

祉協会と共同で実施しています。本年度は「いのちへの共感」を広く社会に広めていくために、奈良県

「うだ・アニマルパーク」と「いのちの教育」展開事業において連携協定を締結し、「いのちの教育」報

告会、「いのちの教育」研修会、「いのちの教育」講演会を行い、子供たちの豊かな人格形成をねらいと

して、あらゆるいのちに共感し、いのちを大切にする心を育むことを目標として実施しました。開催報

告を関係者の他、広く一般の方々も閲覧できるように、ウェブサイト上に公開しました。 

 

  「「「「いのちのいのちのいのちのいのちの教育教育教育教育」」」」報告会報告会報告会報告会    

    奈良県うだ・アニマルパーク振興室では、生命尊重教育、情操教育の一環として取り組んできた

「動物愛護教育」を「いのちの教育」として発展推進しています。この「いのちの教育」の授業を

見学し、ここに至るまでの経緯と現状についての報告や今後の方向性を検討する機会を設け、今後

の教育現場での取り組みの一助とすることを目的に開催しました。 

 

開催日時：２０１２年１０月１１日（木）１０時３０分から１５時００分 

         ２０１２年１０月１２日（金） ９時３０分から１５時００分 

         ２０１２年１０月１７日（水）１０時３０分から１６時００分 

         ２０１２年１１月１５日（木） ９時３０分から１５時３０分 

開催場所：うだ・アニマルパーク動物学習館 

    主  催：奈良県うだ・アニマルパーク振興室、公益社団法人日本動物福祉協会、公益社団法人

Knots 

後  援：環境省、文部科学省、奈良県教育委員会、宇陀市教育委員会、公益社団法人日本獣医

師会、公益社団法人日本動物病院福祉協会、社団法人奈良県獣医師会 

HCJ事業支援企業：マース ジャパン リミテッド 

募集方法：ウェブサイト、印刷物の配布など 

 

  「「「「いのちのいのちのいのちのいのちの教育教育教育教育」」」」研修会研修会研修会研修会    

    今回の研修会は、一般家庭の親子にモニター家族になって頂き、プログラムを受講した感想やそ

の効果などに期待することなどをアンケートに回答して頂くことを目的に開催されました。小学校

１年生から６年生までの１２人の子供たちとその保護者、その他、教育・行政関係者、大学生たち

も多数見学されました。また、奈良テレビの取材もあり、その様子が放送されました。 

    奈良県の「いのちの教育プログラム」はプログラムⅠからⅢまでの３つのステップに分かれてい

ますが、今回の研修会では途中で施設見学やバター作り体験なども取り入れつつ丸１日かけて学習

しました。 

 

    開催日時：２０１２年１２月１日（土）１０時３０分から１６時１５分 

    開催場所：うだ・アニマルパーク動物学習館 

    主  催：奈良県うだ・アニマルパーク振興室、公益社団法人日本動物福祉協会、公益社団法人

Knots 

後  援：環境省、文部科学省、奈良県教育委員会、宇陀市教育委員会、公益社団法人日本獣医

師会、公益社団法人日本動物病院福祉協会、社団法人奈良県獣医師会 

HCJ事業支援企業：マース ジャパン リミテッド 

募集方法：ウェブサイト、印刷物の配布など 

 

 



 

 

  「「「「いのちのいのちのいのちのいのちの教育教育教育教育」」」」講演会講演会講演会講演会－－－－尾木尾木尾木尾木ママとママとママとママと考考考考えるえるえるえる「「「「大切大切大切大切なななな心心心心」」」」    

     この講演会の前半は、うだ・アニマルパークの「いのちの教育プログラム公開授業を行い、後

半は、テレビ番組にもご出演の教育評論家 尾木直樹氏による「共感する心を育む」というテー

マで講演会を開催しました。 

 

    開催日時：２０１３年３月３日（日） 

公開授業：１３時１５分から１４時１５分 

後 援 会：１４時３０分から１５時４０分 

    開催場所：宇陀市文化会館（かぎひろホール） 

    主  催：奈良県うだ・アニマルパーク振興室、公益社団法人日本動物福祉協会、公益社団法人

Knots 

募集方法：ウェブサイト、印刷物の配布など 

 

垂水区動物愛護垂水区動物愛護垂水区動物愛護垂水区動物愛護フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル２０１２２０１２２０１２２０１２    

神戸市垂水区からの受託事業。主に垂水区を中心に活躍されている動物関係団体の皆様のご協力によ

り、動物と楽しく暮らすための情報提供や飼い主のマナー向上を目的とした啓発イベントです。来場者

には、犬鑑札と狂犬病予防注射票の着用を条件付けており、法令の順守、啓発にもなっています。 

 

 開 催 日 時：２０１２年１０月２７日（土）１１時００分から１５時００分 

 場     所：垂水駅東広場（神戸市垂水区日向１丁目３番１号） 

 開催協力団体 ：垂水衛生監視事務所、神戸市動物管理センター、神戸市立須磨海浜水族園、神戸

ふれあい工房（運営：社会福祉法人神戸市社会福祉協議会、公益社団法人日本動

物福祉協会CCクロ、神戸猫ネット、NPO法人日本サービスドッグ協会、神戸愛

犬美容専門学院、公益社団法人神戸市獣医師会 

 商 品 提 供：神戸市立六甲山牧場、神戸市立フルーツ・フラワーパーク、神戸市立王子動物園 

募 集 方 法：ウェブサイト、メールマガジン、印刷物の配布など 

 

六甲山六甲山六甲山六甲山カンツリーハウスわんわんドッグフェスタカンツリーハウスわんわんドッグフェスタカンツリーハウスわんわんドッグフェスタカンツリーハウスわんわんドッグフェスタ 2012201220122012運営協力運営協力運営協力運営協力    

毎年、春と秋 2回のドッグラン、イベントなどの運営協力を行っています。この事業に、たくさんの

飼い主さん、ワンちゃんにご参加いただき、動物と暮らす楽しさ、幸せを実感して頂きました。人と動

物のより良い共生推進の一助として運営協力いたしました。参加者には、登録と予防接種の狂犬病予防

法の順守を条件付けており、啓発にもなっています。なお、今年度のワンちゃん大運動会は春（５月２

０日）と秋（１１月１１日）の２回を予定していましたが、秋は荒天のため中止しました。 

 

主  催：六甲カンツリーハウス 

   運営協力：公益社団法人Knots 

   募集方法：ウェブサイト、メールマガジン、印刷物の配布など 

   ルール等：事前にウェブ上等に公表 

 

Dog Run2012 

 期  間：春 ４月１４日～７月１日までの土・日・祝日（５月２０日を除く。） 

      秋 ９月８日～１１月１０日までの土・日・祝日 

 時  間：１０時００分～１６時３０分 



 

 

  ワンちゃん大運動会 

   日  時：春  5月 20日（日） 

        秋 11月 11日（日） 荒天のため中止しました。 

  ディスクドッグ教室 

   日  時：１０月６日（土） 

 

野生動物有効活用野生動物有効活用野生動物有効活用野生動物有効活用推進推進推進推進事業事業事業事業    

ひょうごニホンンジカなどは知的障害者作業所の方と共同で開発・製造しました。播州宍粟ジカシリ

ーズは地元の主婦グループにより製造し、当法人において販売しております。ウェブサイトを通じて、

野生動物の有効利用を促進、有害鳥獣の現状等の情報提供も行いました。この事業の売り上げは「障害

者の自立支援事業」実施の財源となっています。また、有効活用を進めることで、産業が生まれ、雇用

創出につながり、ひいては生産者の方々の生活向上の一助にもなります。 

 

各種各種各種各種コンサルティング・コンサルティング・コンサルティング・コンサルティング・相談業務相談業務相談業務相談業務のののの実施実施実施実施    

動物と安全に暮らしていくための相談対応、ペット可集合住宅での管理組合、管理会社のサポート、

野生動物との関わり方など人と動物の共生に係る様々な相談に対応します。また、人も動物も快適な住

まいや旅行等の商品開発のためのコンサルティングを実施します。人と動物のより良い共生を推進し、

人も動物も幸せにするために、必要な相談及びコンサルティングをイベント会場等で行いました。 

募集方法 ウェブサイトなど 

 

障害者障害者障害者障害者のののの自立支援事業自立支援事業自立支援事業自立支援事業    

当法人が販売している安全安心な犬用手作りおやつの殆どは NPO 法人おーけすとら・ぴっと就労継

続支援（B 型）事業所 Patch(パッチ)に製造を担当して頂いています。また、開発から関わって頂き、

新商品の開発も共に行っています。当時（2002年）、Patchの創設者の方から次のようなご相談があり

ました。 

 

 Patchは、障害者の方が製造したものだから、と同情で商品を購入して頂くのではなく、正当な評価

のもと、一般の商品と競争出来る商品作りを行うことで、障害者の方々が社会参加出来る作業所を目指

しています。 

 

 そこで、意識の高い飼い主のニーズに合った安全、安心な犬用おやつを販売することが、障害者の方々

の自立支援となるのではないかということで、一緒に開発、製造、販売に取り組むこととなりました。 

 その後、Patchは製造担当として、品質管理等にも注力され、商品の品質も認められて、今では多く

の顧客が定期的に購入をして下さっています。その結果、モデル作業所として認められ、他所からの視

察も多くなっています。 

 また、この事業の推進によって、障害者の方々が仕事に対するやりがいを感じ、当初の目的であった、

メンバーの方達の通所費用を賄えるところまで、運営が進んでいます。引き続きこのような形で自立支

援を行っていきます。また、昨年度からKnots事務局での作業も加えることとし、チラシ送付等の作業

を行って頂きました。 

 

支援内容 安心安全な犬用おやつの共同開発・製造・販売 

     チラシ・会議抄録送付事務局作業 

 



 

 

情報提供事業情報提供事業情報提供事業情報提供事業    

主にウェブサイト、メールマガジン等を通して、「りぶ・らぶ・あにまるずフェスティバル」などのイ

ベント開催情報の他、他団体の催事情報や国内外のリポート等も提供し、更に各種イベントを通じて、

幅広く不特定多数の方々に人と動物の共生に関わる様々な情報を提供しました。 

２０１２年８月に新潟県動物愛護センターを見学させて頂きましたが、PFIという民活の設置方法に

特徴があり、これを「見学記」としてウェブサイト上に公開させて頂いているほか、その他のイベント

参加報告等の情報も公開させて頂きました。 

また、今年度も２０１２年１０月４日に駒沢オリンピック公園で開催された「２０１２動物感謝デー

in JAPAN」（（公社）日本獣医師会主催）にブース参加させて頂きました。２０１４年７月に開催予定

の神戸アニマルケア国際会議や奈良県の「いのちの教育」セミナーの告知も行いました。将来、獣医師

になられる方々にたくさん寄って頂きました。当法人は、「２０１２動物感謝デーin JAPAN」の協力団

体でもあります。 

 

教育事業 

人と動物のより良い共生を進めるために役立つ情報を、主にインターネットを通して幅広く提供しま

した。実施した会議や講演会等の貴重な内容については、可能な限りウェブサイト上で、日英両文にて

公開し、当日会場に来られなかった全世界の不特定多数を対象に教育の機会を設けています。 

 また、人と動物のより良い共生を推進する為、一般市民はもとより、関係する専門家、学生等にとっ

ても有益な知識、情報を提供するべくセミナー等を実施、その他学校の教育事業に協力する等、人材の

育成、知識の向上、児童及び青少年の健全育成に貢献しました。 

 

（（（（１１１１））））情報提供情報提供情報提供情報提供によるによるによるによる教育機会教育機会教育機会教育機会のののの提供提供提供提供 

人と動物のより良い共生の推進の為に、開催するセミナー等の内容は全て後日、記録集（可能なものにつ

いては、日英両文にて製作）としてウェブサイト上で無料公開し、会場に来られなかった不特定多数の方々

へ教育の機会を提供しました。ヒューメインセンタージャパン（HCJ）事業としてセミナー（奈良県うだ・

アニマルパークとの連携事業）を実施し、情報と教育の機会を提供しました。 

 

（（（（２２２２））））講師講師講師講師のののの派遣派遣派遣派遣 

 専門学校、セミナー等への講師派遣を随時実施、人材育成、知識の向上及び青少年の健全育成に貢献

していきます。 

 

研究事業 

人と動物のより良い共生を推進する為に必要な情報収集と研究を行い、その情報を幅広く提供するこ

とで、啓発、教育事業を行いました。今年度はヒューメインセンタージャパン（HCJ）事業としてセミ

ナー（奈良県うだ・アニマルパークとの連携事業）を実施しました（啓発事業 ヒューメインセンター

ジャパン（HCJ）事業参照） 

公表方法 ウェブサイトに掲載 

 

その他、当法人の目的を達成するために必要な事業 

国内外国内外国内外国内外のののの関係団体関係団体関係団体関係団体、、、、専門家専門家専門家専門家、、、、行政機関行政機関行政機関行政機関とのとのとのとの連携促進連携促進連携促進連携促進    

        HCJ 事業において、『奈良県いのちの教育事業』推進のため、奈良県、公益社団法人日本動物福祉

協会と３者協定を締結致しました。 

 



 

 

   

 

Ⅱ 組織の運営に関する事項 

 

１ 総会の開催状況 

 開催年月日 主な議決事項等 

定時 平成 24年 6月 9日 平成２３年度計算書類等承認の件（承認可決） 

定款一部変更の件（承認可決） 

役員及び監事に対する報酬等の支給基準一部変更の件（承認可決） 

会員の経費の負担に関する規定制定の件（承認可決） 

理事及び監事の報酬の額の件（承認可決） 

臨時 平成 24年 9月 18日 定款の変更に関する事項の件（承認可決） 

臨時 平成 25年 1月 18日 役員及び監事に対する報酬等の支給の基準の件（承認可決） 

 

 

 

２ 理事会の開催状況 

 
開催日 主な議決事項等 

第 12回 平成 24年 5月 25日 ・平成 23年度事業報告、決算の承認（承認可決） 

・定款一部変更の件 

・役員及び監事に対する報酬等の支給基準一部変更の件（承

認可決） 

・会員の経費の負担に関する規定制定の件（承認可決） 

・定時総会の開催について（承認可決）など 

第 13回 平成 24年 6月 15日 ・副理事長（代表理事）就任に関する事項（承認可決） 

・理事長の報酬に関する事項（承認可決） 

第 14回 平成 24年 9月 24日 ・正会員の入会承認について（承認可決） 

第 15回 平成 24年 10月 27日 ・職務の執行状況の報告 

第 16回 平成 24年 11月 23日 ・正会員の入会承認について（承認可決） 

第 17回 平成 24年 12月 28日 ・役員及び監事の報酬等の支給の基準の件（承認可決） 

・臨時総会開催の件（承認可決） 

第 18回 平成 25年 2月 27日 ・平成 24年度事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込み

について（承認可決） 

・職務の執行状況の報告 

 

 

 

 

 



 

 

 

３ 役員に関する事項    

地  位 氏  名 

代表理事  冨永 佳与子 

代表理事 

（兼事務局長） 
 白川 尚範 

代表理事  八木 卓也 

理  事  マクナーニ 真樹 

理  事 佐藤 剣 

理  事  菊谷 健二 

監  事  川﨑 良輝 

 

 ４ 辞任した役員の氏名 

地 位 氏  名 退任月日・退任事由 

 該当なし  

 

５ 法人の運営組織の状況に関する重要な事項 

   特にありません。 

 

Ⅲ その他法人の状況に関する重要な事項 

   特にありません。 

 

 

平成２４年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に

規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。 

 

２０１３年５月 

公益社団法人Knots 


