
会⾧    松 平 博 之

●

石川県救助犬協会連合会　会報

令和２年５月１日　第１７号発行

 穏やかな令和2年を迎えた途端、世界中にパンデミックが蔓延して、犬の社会を取り巻く環境も大きく影響を受けています。
しかし、今年も何とか災害救助犬の審査会も無事終えることができ、嘱託犬を輩出できたことは偏に会員はじめ関係者各位の
ご協力の賜物と感謝しています。味わったことの無い、見えない「災害」に戸惑いながらも備えを怠ることなく、万が一の自然災害に
万全を期したいと思っています。
 昨年からは新たに県内の小学校への「ふれあい教室」事業も展開してきましたし、セラピードッグたちは各施設への訪問活動も
精力的に実施しています。
当面は学校や施設への訪問は控えながらも、時期が来れば心のケアに活動する準備はできています。
オリンピック・パラリンピックは残念ながら1年間延期が決まりましたが、その間に警備使役犬の準備も怠りなく進めておかなくては
なりません。
自然災害対応のみでなく、社会の変革に合わせて多様なニーズが犬社会にも求められるようになりました。
犬たちと我々みんなの健康と幸せを祈り、精進して活動してまいりますので、会員各位はもとより、ご家族や関係の方 の々益々の
ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

令和２年

令和元年
所場施実容内業事時日施実

 4月14日 老人福祉施設「あじさいの郷」訪問 白山市

6月15日 老人福祉施設「デイサービス　オールウェイズ」訪問 野々市市

11月16日 老人福祉施設「デイサービス　オールウェイズ」訪問 野々市市

場練訓幡津練訓例月

津幡訓練場

社神日春願祈全安同合員会協日4 月1

3月17日

第23回石川県災害救助犬審査会3月26日

2月11日 イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン イオンかほく店

場練訓万十四北練訓例月日12月4 

場練訓万十四北練訓例月日91月5

場練訓万十四北練訓例月日4　月11

場練訓万十四北練訓例月日32月6

場練訓幡津練訓例月日12月7

場練訓幡津練訓例月日22月9

 4月26日 平成31年度(第60回）石川県防災総合訓練会議 野々市市

7月　1日 平成31年度(第60回）石川県防災総合訓練会議 野々市市

8月　1日 平成31年度(第60回）石川県防災総合訓練会議 野々市市

9月　8日 平成31年度(第60回）石川県防災総合訓練 野々市市

 4月14日 AAT　セラピードッグ認定試験（更新） 国際ペット専門学校

6月16日 AAT　セラピードッグ認定試験（新規） 国際ペット専門学校

局防消市沢金会総常通度年元和令日61月6 

ータンセ災防市美能タスェフ災防市美能日52月8 

市山白問訪」園門大「設施祉福人老日01月11

田柳町登能練訓災防町登能日6　月01

校学小陽松市山白室教いあれふの犬ともど子日52月7

校学小立橋市賀加室教いあれふの犬ともど子日71月9

校学小南河市賀加室教いあれふの犬ともど子日72月9

校学小生粟市美能室教いあれふの犬ともど子日21月11

校学小生粟市美能室教いあれふの犬ともど子日41月11

校学小串市松小室教いあれふの犬ともど子日91月11

校学小串市松小室教いあれふの犬ともど子日3　月21

市山白問訪」園寿福「設施祉福人老日31月7

市山白問訪」園寿福「設施祉福人老日03月11

12月14日 老人福祉施設「みゆきの郷」訪問 小松市



災害救助犬は毎年認定試験が行われており、 第 23 回石川県災害救助犬審査会では 4 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。

2020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

石川県嘱託災害救助認定犬

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 ♀

ジュリー　フォム　ハウス　M.O ジャーマン・シェパード・ドッグ ♀

ビアンカ　フォン　ギフ　ハシマ 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

犬定認犬助救害災CKJ2 .2 .8002♀ーザウナュシアュチニミPJ K-YRREK FO IKIM

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

409102犬定認グッドーピラセ03.6.7102♀柴みるく庵成平登能　号妃幸貴

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

ANDREW OF CITYRIVERMAPLE JP ドン ビーグル ♂ 2011. 2. 6 セラピードッグ認定犬30-001

CLARA OF Y.MINI GARDEN JP ノアール トイプードル ♀ 2013.7.12 セラピードッグ認定犬201914

レディ ボーダーコリー ♂ 2013.12.11 セラピードッグ認定犬201912

ロミ ボーダーコリー ♂ 2012.12.11 セラピードッグ認定犬201913

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201911

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201910



新型コロナウイルス感染症のため中止や延期となる
場合があります。
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/　

　厚生労働省ホームページ抜粋（4月 15 日時点版）

　これまでのところ、 海外では新型コロナウイルスに感染したヒトからイヌ、 ネコが感染したと考えられる事例が数例報
告されております。 また、動物園のトラでの感染（飼育員から感染したと推察されている）事例も報告されています。
　ただし、 新型コロナウイルスは主に発症したヒトからヒトへの飛沫感染や接触感染により感染することが分かっており、
現時点で動物での感染事例はわずかな数に限られています。

　これまでのところ、 イヌでは明確な症状は確認されていませんが、 ネコでは呼吸器症状 ・消化器症状があったとの
報告があります。

　これまでのところ、 新型コロナウイルスがペットから人に感染した事例は報告されておりません。
しかしながら動物由来感染症の予防のため、動物との過度な接触は控えるとともに、普段から動物に接触した後は、
手洗いや手指用アルコールでの消毒等を行うようにしてください。 特にペットの体調が悪い場合はできる限り不必要な
接触を控えましょう。 報告があります。

　新型コロナウイルスの自然宿主は現時点では不明です。 その遺伝子配列がコウモリ由来のＳＡＲＳ様コロナウイ
ルスに近いため、 コウモリがこの新型コロナウイルスの起源となった可能性が考えられていますが、 明確なことはわかっ
ておりません。

　犬を飼育されている方は、狂犬病予防法に基づき毎年４月１日から６月30日までの期間に予防注射を
受けることとされています。
　しかしながら、今年は、新型コロナウイルス感染症に
係る感染拡大状況等を踏まえ、感染症のまん延防止の
観点から７月以降に受けることも可能とする方向で検討を
進めておりますので、慎重に対応していただきますよう
お願いいたします。動物病院を受診する際は待合室での
混雑を避けるため事前に電話連絡で相談するなど、
集団感染を防ぐための配慮をよろしくお願いします。



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　　●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（令和２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/

○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

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。

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
076-242-7227
0761-51-3085  
0761-93-1767
090-7088-7708     


