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石川県救助犬協会連合会　会報

令和元年５月１日　第１６号発行

 地震や津波、洪⽔やそれに伴う⼟砂災害、台⾵被害など、甚⼤且つ多くの⾃然災害に⾒舞われた『平成』の幕が
閉じられ、新たな『令和』の時代を迎えました。
⼀つの歴史が始まるに当たり、以後は平穏で健やかな時代を迎えることへの希望に満ちています。
 また、様 な々国際⾏事が企画され、国際的なテロといった、新たな脅威への備えも喫緊の課題として準備を急ぐ
必要性が⽣まれました。
 当協会も時代とともに、そのニーズが求められられるようになり、同時に出動派遣への備えや教育環境や準備の
多様化が重要となってきました。
 従来以上に関係各機関や団体との連携を深め、協会員の充実はもとより次世代への継承を視野に更に精進努
⼒が必要と実感しています。
 ⽝たちと共感し相互に愛情の共有を深めつつ、いかに社会貢献ができるかも考えながら、家族としての癒しを共
有して更に健康な社会への増進と安全な暮らしに向けて努⼒をしてまいりますので、会員各位は勿論、多くの皆様
のご理解とご協⼒をお願いいたします。

ごあいさつ

活動報告

平成 3１年

平成 3０年 実施⽇時 事業内容 実施場所
 4⽉15⽇ ⽼⼈福祉施設「あじさいの郷」訪問 ⽩⼭市

⾦沢市

 4⽉22⽇ ⽉例訓練 北四⼗万訓練場
 4⽉27⽇ 平成30年度(第59回）⽯川県防災総合訓練会議 宝達志⽔町役場
 5⽉19⽇ 「こどもプラス かなざわ」訪問
 5⽉20⽇ ⽉例訓練 津幡訓練場
 5⽉26⽇ ⽼⼈福祉施設「富樫苑」訪問 野々市市
 6⽉24⽇ AAT　セラピードッグ認定試験 国際ペット専⾨学校
 6⽉24⽇ 平成30年度通常総会 ⾦沢市消防局
 7⽉ 8⽇ ⽉例訓練 北四⼗万訓練場

 8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
 8⽉26⽇ 能美市防災フェスティバル 能美市防災センター
 9⽉16⽇ ⽉例訓練 北四⼗万訓練場
 9⽉20⽇ ⼦どもと⽝のふれあい教室 川北町中島⼩学校
 9⽉23⽇ 動物愛護フェスティバル2018 ⻄武緑地公園北塚緑地
10⽉28⽇ ⽉例訓練 津幡訓練場

⽉例訓練 津幡訓練場

11⽉11⽇ ⽼⼈福祉施設「⼤⾨園」訪問 ⽩⼭市
11⽉13⽇ ⼦どもと⽝のふれあい教室 ⼩松市串⼩学校
11⽉18⽇ ⽉例訓練 北四⼗万訓練場
11⽉20⽇ ⼦どもと⽝のふれあい教室 ⼩松市串⼩学校
11⽉25⽇ 平成30年度(第59回）⽯川県防災総合訓練 宝達志⽔町総合体育館
12⽉ 9⽇ 納会

1⽉ 4⽇ 協会員合同安全祈願 春⽇神社
1⽉27⽇ ⽉例訓練 北四⼗万訓練場

2⽉17⽇ ⽉例訓練 北四⼗万訓練場

2⽉ 9⽇ ⽼⼈福祉施設「福寿園」訪問 ⽩⼭市

3⽉16⽇
3⽉17⽇

第22回⽯川県災害救助⽝審査会 津幡訓練場3⽉19⽇

⽼⼈福祉施設「⼩松みゆきの郷」訪問 ⼩松市

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



所属認定犬
災害救助⽝は毎年認定試験が⾏われており、 第 22 回⽯川県災害救助⽝審査会では６頭の⽝が認定されました。
さらにセラピー⽝部⾨でも毎年６⽉頃、 認定⽝の更新試験や新たにセラピードッグを⽬指す⽅々の認定試験も⾏われています。
認定期間は⽯川県嘱託災害救助⽝は 1 年、 セラピー部⾨では 2 年となっています。

2019年5⽉1⽇現在
順不同

⽝　　　　　名 コールネーム ⽝　種 性別 ⽣年⽉⽇ 認定資格

EURYOPS OF SUNLIGHT HILL JP ミニチュアシュナウザー ♀ 2011.11. 7 ⽯川県嘱託災害救助認定⽝

OLIVIA OF SILVER YOSHIMI ジャーマン・シェパード・ドッグ ♀ 2008. 4.26 ⽯川県嘱託災害救助認定⽝

エマ　オブ　スピリット　トム ジャーマン・シェパード・ドッグ ♀ ⽯川県嘱託災害救助認定⽝

タギラ　フォン　シェーンフルス　ササキ ジャーマン・シェパード・ドッグ ♀ ⽯川県嘱託災害救助認定⽝

ANDREW OF CITYRIVERMAPLE JP ドン ビーグル ♂ 2011. 2. 6 ⽯川県嘱託災害救助認定⽝
セラピードッグ認定⽝30-001

バロニアル オブ プレジデント カオリ ゴールデンレトリバー ♂ ⽯川県嘱託災害救助認定⽝

MIKI OF KERRY-K JP ミニチュアシュナウザー ♀ 2008. 2. 2 JKC災害救助⽝認定⽝

セラピー部⾨

⽝　　　　　名 コールネーム ⽝　種 性別 ⽣年⽉⽇ 認定資格

CRAWFORD OF BEAUTY SALLY JP ダン コーイケルホンディエ ♂ 2010. 1. 2 セラピードッグ認定⽝201901

WATER SHRINE JP'S BECKHAM アッシュ コーイケルホンディエ ♂ 2014. 5.31 セラピードッグ認定⽝201902

WATER SHRINE JP'S FURST ポム コーイケルホンディエ ♂ 2015. 8.28 セラピードッグ認定⽝201903

貴幸妃号　能登平成庵 くるみ 柴 ♀ 2017.6.30 セラピードッグ認定⽝201904

HUNTER NAGI OF FAUNA TECKEL FCI 凪 ダックスフンド ♀ 2016. 5.29 セラピードッグ認定⽝201905

G.T.CH JUPITER VOM TWINKLE TINA JP 雫 ラブラドールレトリバー ♀ 2008. 7.29 セラピードッグ認定⽝201906

SYURI OF NAKAMURA KOMACHI JP 三太 ダックスフンド ♂ 2006. 5.21 セラピードッグ認定⽝201907

IDUNA OF PALACE FIELD JP めいぷる コーイケルホンディエ ♀ 2007.11.19 セラピードッグ認定⽝201908

EAGER OF WANKONOKOUNOTORI JP COCO トイプードル ♂ 2013.6.17 セラピードッグ認定⽝201909

MARS OF RUDOLF MUFASA JP ⼤和 ゴールデンレトリバー ♂ 2008. 5.27 セラピードッグ認定⽝30-005

MASAHARU OF K. HOPE JP マサハル プードル ♂ 2013.10. 6 セラピードッグ認定⽝30-006

アビー ラブラドールレトリバー ♂ 2009.4.20 セラピードッグ認定⽝30-011

魁⿓号　加賀⽂⽉荘 カフェ 柴 ♂ 2011. 7. 9 セラピードッグ認定⽝29-001

YURIN OF LE MONDE THIRTY JP ゆりん ボーダーコリー ♂ 2009. 4.24 セラピードッグ認定⽝29-004

PICO OF PINA AND BOSS JP ピコ ボロニーズ ♀ 2012. 2. 4 セラピードッグ認定⽝29-008

花⾳ ラブラドールレトリバー ♀ 2010. 7. 5 セラピードッグ認定⽝29-011

眞呂 チワワ ♀ 2015. 7. 9 セラピードッグ認定⽝29-012

OLIVIA OF SILVER YOSHIMI オリビア ジャーマン・シェパード・ドッグ ♀ 2008. 4.26 セラピードッグ認定⽝29-013

VICTORIA VON NEUMAN JP ヴィッキー ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ ♀ 2011. 9. 1 セラピードッグ認定⽝29-015



毎⽉⽉例訓練をおこなっています。
他にも防災訓練や、合同訓練、 派遣講演、セラピー部⾨ＡＡＴ訪問などの
活動もおこなっています。
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。
ホームページ　http://ird-a.org/　

東⻄⽇本災害救助⽝施設
災害救助⽝の認定⽝の継続訓練、 および新規認定⽝の育成のためには、 実際の災害現場により近い状
況での訓練が必要となります。 そのため、 本会では 2002 年 7 ⽉に独⽴法⼈家畜改良センター（元農林
⽔産省）⽤地（福島県⻄郷村位置）に借地をして、 本格的な災害救助⽝訓練施設を建設いたしました。
また、 2004 年 12 ⽉には京都府丹波町にも災害救助⽝訓練施設が完成しました。 これらの施設を災害
救助⽝育成の拠点として、 災害救助⽝の能⼒の維持 ・ 向上や、 指導⼿の技術向上を図っております。

JKC災害救助犬について

活動予定

⼀般社団法⼈ジャパンケネルクラブ　東⽇本災害救助⽝訓練施設概要

⼀般社団法⼈ジャパンケネルクラブ　⻄⽇本災害救助⽝訓練施設概要

（ジャパンケネルクラブホームページより）

ＪＫＣ東⽇本災害救助⽝訓練施設は、 災害救助⽝訓練 ・ 競技を⽬的とした施設で、 海外の災害救助⽝
育成先進国でも類を⾒ない規模です。 地上 3 階地下 1 階建ての倒壊ビル、 倒壊家屋等を再現した各種
740 トンに及ぶ⽡礫の連⼭、 地下には⻑さ 162 メートルに及ぶ擬似遭難者⽤の通路及び地下室 10 室の他
に、 臭気⼝つき独⽴部屋 4 カ所、 輸送航空機からの吊り下げを想定した昇降装置 2 基を備えています。
設置場所     福島県⻄⽩河郡⻄郷村⼤字真船字芝原  独⽴⾏政法⼈ 家畜改良センター芝原分場地内 
交通アクセス  東北新幹線新⽩河駅より⾞で約 15 分、 東北⾃動⾞道⽩河 I.C より 約 10 分 
敷地⾯積     約 1 万㎡（1ｈａ） 

ＪＫＣ⻄⽇本災害救助⽝訓練施設は、 4 つの⽡礫の⼭から構成されていて、 東⽇本と同様に独⽴部屋も
完備されています。 東⽇本の施設と⽐較すると、 全体的にコンパクトながら、 狭いスペースを有効的に活⽤し、
実際の災害現場を想定した作りとなっています。 また、 同施設内には審査員研修所も隣接しており、 災害救
助⽝同様に審査員の育成も⾏っています。
設置場所  京都府船井郡京丹波町曽根清⻑ 60
交通アクセス  京都駅より⾞で約 60 分、 園部駅より⾞で 30 分 京都丹波道路丹波 I.C より約 10 分 
敷地⾯積    約 3,300 ㎡ (0.3ｈａ) 

　5/19（⽇)　⽉例訓練　10：00〜12：00　北四⼗万訓練場 
　6/15（⼟）　AAT訪問　デイサービス　オールウェイ　野々市本店 
　6/16（⽇）　AAT認定試験　国際ペット専⾨学校
　6/16（⽇）　令和元年度通常総会
　6/23（⽇）　⽉例訓練　10：00〜12：00　北四⼗万訓練場 
　7/13（⽇)　AAT訪問　福寿園　
　7/21（⽇)　⽉例訓練　10：00〜12：00　津幡訓練場 
　9/22（⽇)　⽉例訓練　10：00〜12：00　津幡訓練場 
　動物愛護フェスティバル2019　
　防災総合訓練



石川県救助犬協会連合会について

活動紹介

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

■事業内容及び目的

■賛助会員募集

●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　　●救助犬ハンドラー・指導手の育成
●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　●学校、施設等の実演講演会の実施
●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　●当協会へのボランティア活動者の募集　
●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　●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　●その他本会の目的を達成する為に必要な事業

協会員数　70家族 140名
賛助会員数　１０団体（平成31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

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。

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/

公認訓練施設
○⾦沢市四⼗万北訓練場
○津幡町森林公園内 
　　災害救助⽝公認訓練場

公認訓練士

災害救助犬 セラピードッグ

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⺠の防
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。

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。

その他デモンストレーション
なども⾏っています。

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）

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 

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

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

076-298-6618 
076-259-5910 
076-261-9310

0761-51-3085  
0761-93-1767
090-7088-7708     

Ishikawa RescueDogs Association
NPO


