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ごあいさつ

特定非営利活動法人

石川県救助犬協会連合会
会 長
松平 博之

最後の災害救援出動となった東北の大災害から、はや四年余りの歳月が流れましたが、その記憶は
色褪せることなく、現地の多くの人々とは今も交流が続いています。
あれからの日々も精進を続け、災害救助犬の育成に汗を流し、決して再び出動の無いことを祈りながら、
後継犬の訓練を続けて「備えよ！常に！」の精心で万一に備えております。
また、世界各地で多発しているテロの恐怖に備え、警備犬の育成も開始しました。
犬の社会全体のイメージアップや社会参画を促進するために、環境省へ働きかけも行ってきました。
新たな分野として石川県獣医師会と協働で「いしかわアニマルDMAT」を発足しました。
万一の災害現場へ、動物の専門家である訓練士や獣医師を速やかに派遣し、救出救援と医療活動を行う
災害対策医療施設や、避難施設での飼育指導まで、幅広く活動を行うことを目的としています。
ライオンズクラブの方々の熱意により、多くの老健施設へのアニマルセラピー訪問も続けてきました。
これら多数の方々の情熱と努力に感謝し、今後も精進を続けてまいりますので、引き続きご協力頂き
ますようよろしくお願い申し上げます。

DMATとは「災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム」と定義されており、
災害派遣医療チーム Disaster Medical Assistance Team の頭⽂字をとって略してDMAT（ディーマット）と呼ばれています。

活動 報告
平成26年 のと⾥⼭海道たかまつ道の駅
4⽉13⽇ ドッグランオープンデモンストレーション

⾼松SA

10⽉12⽇ ⽉例訓練

四⼗万北訓練場

4⽉20⽇ ⽼⼈福祉施設「あじさいの郷」訪問

⽩⼭市

10⽉19⽇ 輪島市防災訓練

輪島市マリンタウン

4⽉29⽇ 北陸訓練⼠会訓練競技会

津幡訓練場

10⽉22⽇ さくら保育園 デモンストレーション

津幡町

5⽉18⽇ ⽉例訓練

津幡訓練場

11⽉19⽇ ⽼⼈福祉施設「⼤⾨園」訪問

⽩⼭市

5⽉24⽇ 平成26年度第12回通常総会

⾦沢市駅⻄消防署
⼩坂主張所

11⽉16⽇ 輪島市防災訓練

珠洲市蛸島漁港

11⽉22⽇ ⽼⼈福祉施設「松美苑」訪問

⽩⼭市

6⽉8⽇

北陸訓練チャンピオン決定競技会
⼗⼋河原公園
主催(社)⽇本警察⽝協会⽯川県⽀部 （⼿取川天狗橋詰）

6⽉14⽇ ⽼⼈福祉施設「朱鷺苑醒ヶ井」訪問

⾦沢市

11⽉23⽇ ⽉例訓練

四⼗万北訓練場

6⽉29⽇ AAT セラピードッグ認定試験

国際ペット専⾨学校

12⽉13⽇ ⽼⼈福祉施設「福寿園」訪問

⽩⼭市

⽼⼈福祉施設「松美苑」訪問

⽩⼭市

12⽉14⽇ 年末納会

⾦沢東急ホテル

輪島市防災総合訓練
第1回会議

輪島市役所

平成27年
協会員合同安全祈願
1⽉5⽇

春⽇神社

四⼗万北訓練場

2⽉11⽇ イオン幸せの⻩⾊いレシートキャンペーン イオンかほく店

珠洲市商⼯会議所

2⽉15⽇ ⽉例訓練

四⼗万北訓練場

8⽉31⽇ ⽉例訓練

津幡訓練場

3⽉22⽇ ⽉例訓練

津幡訓練場

9⽉14⽇ ⽉例訓練

津幡訓練場

3⽉28⽇ ⽼⼈福祉施設「朱鷺苑醒ヶ井」訪問

⾦沢市

9⽉23⽇ 動物ふれあいフェア

⻄武緑地公園北塚緑地

3⽉24⽇

9⽉28⽇ 防災訓練

⼩松市⽴第⼀⼩学校

7⽉5⽇
7⽉17⽇

7⽉20⽇ ⽉例訓練
8⽉19⽇

平成26年度(第55回）
⽯川県防災総合訓練 第2回会議

平成26年度（第17回）
⽯川県災害救助⽝審査会

津幡訓練場

所属認定犬
⽝

名

2015年7月10日現在

順不同

⽣年⽉⽇

⽝ 種

性別

認定資格

フェアリー フォム ススムフジソー ＪＰ

2004. 8.29

ラブラドールレトリバー

♀

⽯川県嘱託災害救助認定⽝26

ジュピター フォム トゥインクルティナ ＪＰ

2008. 7.29

ラブラドールレトリバー

♀

IDUNA OF PALACE FIELD JP

2007.11.19

コーイケルホンディエ

♀

MIKI OF KERRY-K JP

2008. 2. 2

ミニチュアシュナウザー

♀

BARONIAL OF PRESIDENT KAORI

2009. 8. 8

⽯川県嘱託災害救助認定⽝26
セラピードッグ認定⽝27-001
⽯川県嘱託災害救助認定⽝26
セラピードッグ認定⽝27-007
JKC災害救助⽝認定⽝
⽯川県嘱託災害救助認定⽝26
セラピードッグ認定⽝26-004

ゴールデンレトリバー

♂

⽯川県嘱託災害救助認定⽝26

ラブラドールレトリバー

♂

⽯川県嘱託災害救助認定⽝26

2011.11. 7

ミニチュアシュナウザー

♀

⽯川県嘱託災害救助認定⽝26
セラピードッグ認定⽝27-005

ビンゴ オブ ヨコスカ コバヤシ JP

2003. 1.11

ラブラドールレトリバー

♂

JKC災害救助⽝認定⽝

ハウス ユーゲン JP アドール

2007. 5.19

コイケルホンディエ

♂

JKC災害救助⽝認定⽝

ジンガー オブ シャイニング ゴールド

2005. 2.25

ラブラドールレトリバー

♂

JKC災害救助⽝認定⽝

AGGEE OF LOVELY WORLD JP

2003. 8.26

ダックスフンド

♂

ダモクレス オブ リバーサイド キク
EURYOPS OF SUNLIGHT HILL JP

セラピードッグ認定⽝26-001
セラピードッグ認定⽝26-002
セラピードッグ認定⽝27-003
セラピードッグ認定⽝26-003
セラピードッグ認定⽝27-002

JOHN LOWE OF ISHITA HOUSE JP

2004. 7. 7

ダックスフンド

♀

SYURI OF NAKAMURA KOMACHI JP

2006. 5.21

ダックスフンド

♂

RARA OF MIRACLE POCKET JP

2009. 9.18

ボーダーコリー

♂

セラピードッグ認定⽝26-005

CRAWFORD OF BEAUTY SALLY JP

2010. 1. 2

コーイケルホンディエ

♂

セラピードッグ認定⽝26-006

ABBY OF LOOP DRIVE JP

2012.1.24

プードル

♀

セラピードッグ認定⽝26-007

MINAMIKAZE.N. JP BRIGHT

2010. 5.13

ボロニーズ

♂

セラピードッグ認定⽝26-008

MARS OF RUDOLF MUFASA JP

2008. 5.27

ゴールデンレトリバー

♂

セラピードッグ認定⽝26-009

BARONE OF PREGYLE JP

2011. 4. 6

ゴールデンレトリバー

♀

セラピードッグ認定⽝26-010

ANTIGONE VOM WEISS HUGEL JP

2007. 4.21

ボーダーコリー

♀

セラピードッグ認定⽝26-011
セラピードッグ認定⽝27-010

WENCH OF INAMURA FARM JP

2007. 6. 5

ボーダーコリー

♀

セラピードッグ認定⽝26-012

2013

ボーダーコリー

♀

セラピードッグ認定⽝26-013
セラピードッグ認定⽝27-009

2012. 2. 4

ボロニーズ

♀

セラピードッグ認定⽝27-004

レディ
PICO OF PINA AND BOSS JP
魁⿓号 加賀⽂⽉荘

2011. 7. 9

柴

♂

セラピードッグ認定⽝27-006

WATER SHINE JP'S BECKHAM

2014. 5.31

コーイケルホンディエ

♂

セラピードッグ認定⽝27-008

DWARF OF WAN WAN APART MIKI JP

2011. 3. 9

ボーダーコリー

♂

セラピードッグ認定⽝27-011

VICTORIA VON NEUMAN JP

2011. 9. 1

ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ

♀

セラピードッグ認定⽝27-012

OLIVIA OF SILVER YOSHIMI

2008. 4.26

ジャーマン・シェパード・ドッグ

♀

セラピードッグ認定⽝27-013

活動行事予定
8⽉30⽇

⽉例訓練

四⼗万北訓練場

9⽉27⽇

⽉例訓練

津幡訓練場

10⽉18⽇

⽉例訓練

四⼗万北訓練場

11⽉22⽇

⽉例訓練

津幡訓練場

12⽉13⽇

年末納会

12⽉23⽇

⽉例訓練

四⼗万北訓練場

その 他 予定
⾃衛 隊 合 同訓練、派遣講演、セラピー部⾨ＡＡＴ訪 問
詳しい内容についてはホームページを確認してください(http://ird-a.org/)

活動紹介
災害救助犬

セラピードッグ
動物たちの力を借りて介護を要する方々の心を癒し、健康
改善に役立てる医療・更正行為を動物介在療法といい、そ
の現場で活躍する犬をセラピードッグと呼んでいます。当
協会では、石川県内各地の老人福祉施設を訪問する動物介
在活動を行っています。

災害救助犬は、
そのほとんどが嘱託制となっています。
石川県では、
倒壊家屋の下敷きになった被災者の捜索、
救助
活動を行う災害救助犬の出動体制を整備するため、
能力があ
ると認められた犬を県の嘱託犬として認定し、
審査会の開催
を通じて県民の防災に対する関心と理解を深めています。
嘱託犬に認定されると、
認定から１年間、
石川県内市町の実施
する防災訓練への参加と、
災害時の救助活動に出動する役割
が与えられます。

公認訓練施設
金沢市四十万北訓練場

その他

津幡町森林公園内 災害救助犬公認訓練場

毎年、石川県救助犬協会連合会と金沢市消防本部が合同で、
「救急講習会」を行っています。
その他デモンストレーションなども行っています。

公認訓練士
ドッグサロン ＫＥＮ
ササキ ドッグスクール
佐藤 愛犬訓練学校
北陸畜犬
訓練士 みなみとしき
Ｖ．
ＡＬＣＡＤＡ
ドッグスクール Miki
訓練士 上出 恵子

久保田 健二
佐々木 秀之･亜紀
佐藤 政信・亜矢子
村田 健太郎
南 利樹
諸江 瑶子
涌田 美樹
上出 恵子

金沢市しじま台
白山市美川和波町
金沢市増泉
金沢市増泉
能美市徳久
白山市曽谷町
金沢市不動寺町
小松市八幡

076-298-6618
076-259-5910
076-261-9310
076-242-7227
0761-51-3085
0761-93-1767
090-7088-7708
0761-47-4002

石川県救助犬協会連合会について
■ 事業内容及び目的
本会は救助犬による捜索、
人命救助とその活動に必要な知識、
技術の向上を
図ることにより社会への奉仕を目的として活動しています。
● 災害救助犬・警察犬・
セラピードッグほかワーキングドッグ全般の作出・研究
● 犯罪者の逃走・潜伏場所の捜索

● 救助犬の必要性についてのＰＲ活動

● 救助活動、
救助犬作出、
研究に関する関係各庁と関係団体との連絡協調
● 種々の状況に対応できる救助犬の作出、
研究と不明者捜索

● 救助犬ハンドラー
・指導手の育成
● 学校、
施設等の実演講演会の実施
● 当協会へのボランティア活動者の募集

●あらゆる現場で負傷等により動けなくなった人の捜索

● 行方不明となったハイカー、
キャンパー、
子供、
認知症老人捜索
● 国内外における救助犬協会及びそれに類する団体との交流

協会員数 ９０家族 １５０名
賛助会員数 １０団体（平成２7年３月末現在）
当協会が出動協定を締結している自治体
石川県 津幡町 能登町
輪島市 志賀町 小松市
当協会が加入している団体
（社会福祉法人）

金沢市・石川県・全国社会福祉協議会

●その他本会の目的を達成する為に必要な事業

■ 賛助会員募集
当協会の活動は全て会員の無償のボランティアで成り立っています。
一頭でも多く、
楽しく働く犬たちを社会に貢献させるために
皆さんからの、
募金によるご協力をお願いいたします。
郵便振替口座
振替先 石川県救助犬協会連合会
口座番号 ００７１０−８−５５８４８
年会費 ￥3,000（１年間） （通信欄に賛助会員とお書き添えください）

NPO-IRD 特定非営利活動法人

石川県救助犬協会連合会
http://ird-a.org/

