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令和元年度 事業報告書別紙 

※ 令和元年 9月 1日から令和 2年 8月 31日まで 

（１） 災害救助犬出動実績 

R1.09.08 令和元年 8月九州北部豪雨災害対応 佐賀県 

R2.07.04 令和 2年 7月九州豪雨災害対応 熊本県 

 

（２） 災害救助犬・ハンドラーの訓練参加事業 実施日時実施場所 

R1.09.06 大阪府摂津市総合防災演習 

R1.09.26 兵庫県川西市消防本部連携訓練 

R1.09.27 兵庫県川西市消防本部連携訓練 

R1.10.03 六甲山山岳訓練 

R1.10.21 兵庫県西宮市防災訓練 

R1.10.30 兵庫県神戸市消防局山岳連携訓練 

R1.11.12 岐阜第二回山岳セミナー開催 

R1.11.13 岐阜第二回山岳セミナー開催 

R1.11.21 兵庫県伊丹市消防本部連携訓練 

R1.11.22 兵庫県伊丹市消防本部連携訓練 

R1.12.19 六甲山山岳訓練 

R2.01.06 東京消防庁出初式 

R2.01.09 高座山山岳訓練 

R2.01.10 兵庫県川西市防災訓練 

R2.01.12 大阪府豊中市出初式 

R2.01.15 兵庫県西宮市特別高度救助隊山岳連携訓練 

R2.01.26 京都府城陽市防災訓練 

R2.01.26 兵庫県伊丹市防災訓練 

R2.02.03 大阪府警救助犬合同訓練 

R2.02.09 兵庫県西脇市防災訓練 

R2.02.12 兵庫県西宮市特別高度救助隊山岳連携訓練 

R2.02.18 兵庫県広域防災センター救助犬合同訓練 

R2.03.18 六甲山山岳訓練 

R2.08.17 長野県救助犬合同訓練 

R2.08.18 長野県救助犬合同訓練 

R2.08.19 長野県救助犬合同訓練 

 

 

（３）災害救助犬及びセラピードッグに関する啓発、広報事業、救助犬訓練 実施日時実施場所 

   通年  ホームページ作成・プレス発行 （兵庫県伊丹市） 

    協会施設見学 （兵庫県伊丹市）     

マスコミ取材・イベント参加・講演・デモンストレーション 多数 

R1.09.07 九州 VMAT九重研修 講演・デモンストレーション 大分県 

R1.09.19 広島県呉市安浦小学校 講演・デモンストレーション 広島県 

R1.09.30 兵庫県舞子高校環境防災科 講演・デモンストレーション 兵庫県 

R1.10.06 動物との共生フェスタ デモンストレーション 佐賀県 

R1.10.19 佐賀さいこうフェステイバル デモンストレーション 佐賀県 
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R1.10.20 佐賀さいこうフェステイバル デモンストレーション 佐賀県 

R1.10.27 西宮 兵庫県 

R1.10.31 佐賀インターナショナルバルーンフェスタ 2019 デモンストレーション 佐賀県 

R1.11.01 佐賀インターナショナルバルーンフェスタ 2019 デモンストレーション 佐賀県 

R1.11.02 佐賀インターナショナルバルーンフェスタ 2019 デモンストレーション 佐賀県 

R1.11.03 佐賀インターナショナルバルーンフェスタ 2019 デモンストレーション 佐賀県 

R1.11.04 佐賀インターナショナルバルーンフェスタ 2019 デモンストレーション 佐賀県 

R1.11.02 ペット博 2019 デモンストレーション 大阪府 

R1.11.03 ペット博 2019 デモンストレーション 大阪府 

R1.11.04 ペット博 2019 デモンストレーション 大阪府 

R1.11.09 イオンモール北花田「REAL BOUSAI 体験型防災イベント」 デモンストレーション 大阪府 

R1.11.09 佐賀環境フェスティバル 2019 デモンストレーション 佐賀県 

R1.11.10 佐賀環境フェスティバル 2019 デモンストレーション 佐賀県 

R1.11.10 動物愛護フェスティバル 2019 デモンストレーション 大阪府 

R1.11.19 警察委員会（福岡）視察 デモンストレーション 本部 

R1.11.20 名鉄観光見学 デモンストレーション 本部 

R1.11.23 富田林市防災イベント デモンストレーション 大阪府 

R1.12.05 京都動物専門学校 デモンストレーション 本部 

R2.02.09 東淀川区菅原地域防災イベント「すがわらぼうさい」 デモンストレーション 大阪府 

R2.02.17 兵庫県伊丹市立南中学校 講演・デモンストレーション 兵庫県 

R2.06.25 シバタ工業株式会社取材 デモンストレーション 本部 

R2.08.09 大阪動物専門学校福島校 講演・デモンストレーション 大阪府 

R2.08.23 大阪動物専門学校天王寺校 講演・デモンストレーション 大阪府 

 

 

・救助犬サポーター養成講座 

 

R2.01.19 第一回救助犬サポーター養成講座 3 名 

R2.02.16 第二回救助犬サポーター養成講座 1 名 

R2.07.25 第三回救助犬サポーター養成講座 4 名 

R2.08.24 大阪 ECO 動物海洋専門学校 授業 11 名 

R2.08.29 第四回救助犬サポーター養成講座 5 名 

R2.08.30 日レスこども見学会 9 名 

 

・しつけ教室 

 

R1.12.06 お試し三者面談 1 組 

R1.12.11 マンツーマンレッスン 1 組 

R2.03.11 お試し三者面談 1 組 

R2.07.29 お試し三者面談 1 組 

R2.08.02 お試し三者面談 1 組 

R2.08.11 マンツーマンレッスン 1 組 

R2.08.23 マンツーマンレッスン 1 組 
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（４）セラピードッグ育成派遣事業 実施場所 

セラピードッグになる為の訓練（兵庫県伊丹市） 

イベント参加 多数 

  

・被災地慰問 

R1.09.29 「子どもの遊び場」北方小学校 青空教室 佐賀県武雄市 

R1.09.29 おもやいボランティアセンター 佐賀県武雄市 

R1.10.23 県営両石アパート集会室 岩手県釜石市 

R1.10.23 只越住宅 5号棟集会室 岩手県釜石市 

R1.10.24 県営嬉石第 2アパート 岩手県釜石市 

R1.10.24 唐丹公民館 岩手県釜石市 

R1.11.09 平成ヶ浜中央公園応急仮設団地集会所 広島県安芸郡 

R1.11.09 坂町有住宅（めじろコーポこやうら）集会所 広島県安芸郡 

R1.11.10 大洲市総合福祉センター「市民のつどい」 愛知県大洲市 

   

 

 

 

・セラピードッグ派遣事業 実施場所 

R1.09.02 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R1.09.04 ケアハウス セットンの家 大阪府堺市 

R1.09.06 あそか苑 兵庫県伊丹市 

R1.09.08 ゆうゆうの里 大阪府守口市 

R1.09.11 青藍荘 大阪府吹田市 

R1.09.12 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R1.09.15 ロココ豊中 大阪府豊中市 

R1.09.18 寿樹苑 大阪府八尾市 

R1.09.19 ヴィラコティ岸部 大阪府吹田市 

R1.09.20 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R1.09.20 児童デイサービス メルモ 兵庫県西宮市 

R1.09.22 サンシティ宝塚 兵庫県宝塚市 

R1.09.25 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R1.09.26 あそか苑 兵庫県伊丹市 

R1.09.27 のぞみの家 兵庫県神戸市 

R1.09.29 みどりの里 大阪府大東市 

R1.10.02 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 

R1.10.02 紫香楽病院 滋賀県甲賀市 

R1.10.03 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R1.10.04 あそか苑 兵庫県伊丹市 

R1.10.09 青藍荘 大阪府吹田市 

R1.10.10 ヴィラコティ岸部 大阪府吹田市 

R1.10.11 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R1.10.13 みどりの里 大阪府大東市 

R1.10.15 ひばり荘 絆館 大阪府東大阪市 

R1.10.17 奈良ニッセイエデンの園 介護居室 奈良県北葛城郡 
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R1.10.18 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R1.10.20 クルーヴ布施 大阪府東大阪市 

R1.10.24 一羊園 一羊会 兵庫県西宮市 

R1.10.25 のぞみの家 兵庫県神戸市 

R1.10.26 春光園 大阪府東大阪市 

R1.10.30 クルーヴ豊中・服部 大阪府豊中市 

R1.10.31 大阪母子医療センター  大阪府和泉市 

R1.11.06 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R1.11.08 あそか苑 兵庫県伊丹市 

R1.11.09 特別養護老人ホーム 香西会スバル 大阪府寝屋川市 

R1.11.10 浜特別養護老人ホーム 大阪府大阪市 

R1.11.11 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R1.11.13 青藍荘 大阪府吹田市 

R1.11.14 ヴィラコティ岸部 大阪府吹田市 

R1.11.15 浜の宮松竹園 兵庫県加古川市 

R1.11.16 醍醐病院 京都府伏見区 

R1.11.20 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R1.11.22 のぞみの家 兵庫県神戸市 

R1.11.24 みどりの里 大阪府大東市 

R1.11.26 恵の里 大阪府東大阪市 

R1.11.27 大阪府母子医療センター 大阪府和泉市 

R1.11.29 あいデイサービスセンター 大阪府大阪市 

R1.11.29 グランダ宝塚逆瀬川 兵庫県宝塚市 

R1.12.03 ユトリーム大阪北 大阪府大阪市 

R1.12.04 紫香楽病院 滋賀県甲賀市 

R1.12.05 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 

R1.12.06 あそか苑 兵庫県伊丹市 

R1.12.07 吉田病院 奈良県奈良市 

R1.12.08 みどりの里 大阪府大東市 

R1.12.09 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R1.12.11 青藍荘 大阪府吹田市 

R1.12.13  大阪府母子医療センター 大阪府和泉市 

R1.12.16 一羊園 一羊会 兵庫県西宮市 

R1.12.18 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R1.12.22 スーパーコート花屋敷 兵庫県川西市 

R1.12.25 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R1.12.27 のぞみの家 兵庫県神戸市 

R2.01.08 青藍荘 大阪府吹田市 

R2.01.09 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R2.01.10  あそか苑 兵庫県伊丹市 

R2.01.12 みどりの里 大阪府大東市 

R2.01.17 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R2.01.22 スーパーコート豊中緑地公園 大阪府豊中市 

R2.01.23 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R2.01.24 のぞみの家 兵庫県神戸市 
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R2.01.25 春光園 大阪府東大阪市 

R2.01.26 西村様 兵庫県芦屋市 

R2.01.28 恵の里 大阪府東大阪市 

R2.01.30 南山城学園 京都府城陽市 

R2.01.31 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R2.02.03 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 

R2.02.04 武庫川女子大学（読み聞かせ） 兵庫県西宮市 

R2.02.07 あそか苑 兵庫県伊丹市 

R2.02.09 みどりの里 大阪府大東市 

R2.02.12 青藍荘 大阪府吹田市 

R2.02.13 吹田市南地区公民館 大阪府吹田市 

R2.02.14 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R2.02.15 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R2.02.16 四天王寺 たまつくり苑 大阪府大阪市 

R2.02.20 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R2.02.23 クオレ東淀川 大阪府大阪市 

R2.02.28 大阪母子医療センター 大阪府和泉市 

R2.02.29 吉田病院 奈良県奈良市 

R2.03.04 ピースフリー豊中 大阪府豊中市 

R2.06.24 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 

R2.06.26 のぞみの家 兵庫県神戸市 

R2.07.17 のぞみの家 兵庫県神戸市 

R2.07.28 ひきふね 大阪府大阪市 

R2.08,03 児童でサービス メルモ 兵庫県西宮市 

R2.08.06 あかがわ生協診療所 大阪府大阪市 

R2.08.11 児童デイサービス メルモ 兵庫県西宮市 

R2.08.19 児童デイサービス メルモ 兵庫県西宮市 

R2.08.28 のぞみの家 兵庫県神戸市 

R2.08.29  児童デイサービス メルモ 兵庫県西宮市 
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（５）動物福祉事業 実施日時実施場所  

通年 動物福祉活動及び啓発 (全国) 

緊急を要する犬・猫の保護・引き取り (関西圏) 

保護した犬・猫の里親探し(ライフパートナー) （関西圏） 

保護犬からの災害救助犬・セラピードッグになる為の初歩訓練 （兵庫県伊丹市） 

ホームページ作成・プレス発行 （兵庫県伊丹市） 

施設見学 （兵庫県伊丹市） 

イベント参加 多数 

 

・犬の保護、引き取り及び管理事業 

犬の保護、引き取り…2頭 

保護・引き取り日 名前 犬種 場所 経緯 現在 

2019/9/26 わらび 雑種 大阪市西成区 飼育困難 飼い主募集中 

2019/9/26 たろう 柴犬 大阪市西成区 飼育困難 飼い主募集中 

      

・保護した犬猫及び行政機関収容犬猫の譲渡事業 

犬の譲渡・・・2頭 

譲渡日 名前 犬種 住所 入所日 経緯 

2019/11/5 菜々 チワワ 大阪市西区 2018/4/12 遺棄 

2018/12/1 コロ 柴犬 大阪府高槻市 2018/5/19 飼育困難 

 

・犬や猫の愛護・保護活動を目的とした他団体との交流・連携に関する事業 

行政収容所に収容された犬 11 頭、猫 25 頭に医療等を施し、犬 9 頭、猫 13 頭を一般譲渡する事ができ

た。 

掛かった費用総額は 1,518,325 円（内訳：犬への支援は 764,724 円/猫への支援は 586,560 円/事務経

費への支援は 167,041円） 

 

支援した犬 

支援開始日 収容所 犬種 使った費用 用途 状況

9/8～ 動物愛護センター パグ系 ¥2,880 自宅訪問交通費 譲渡

9/28～ 動物愛護センター ビーグル系 ¥115,589 検査、ワクチン、トリミング等 譲渡

10/2～ 動物愛護センター プードル系 ¥127,901 検査、ワクチン、避妊代等 譲渡

10/7～ 動物愛護センター 雑種 ¥44,099 検査、ワクチン、薬代等 譲渡

10/11～ 動物愛護センター プードル系 ¥48,991 検査、治療費、療法食、トリミング 譲渡

12/10～ 動物愛護センター ダックス系 ¥30,158 トレーニング、トリミング等 譲渡

12/11～ 警察署 テリア系 ¥11,144 治療費、物品代等 死亡

1/8～ 警察署 テリア系 ¥63,827 治療費、ワクチン、トリミング 譲渡

4/17～ 動物愛護センター 雑種 ¥84,526 治療費、検査、手術代等 譲渡

4/28～ 動物愛護センター 柴系 ¥39,105 去勢、スケーリング等 譲渡

7/16～ 動物愛護センター コッカー系 ¥196,504 治療費、検査、手術、薬代等 トライアル中
 

支援した猫 
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支援開始日 収容所 種類 使った費用 用途 状況

2018/7/6～ 警察署 雑種 ¥18,691 療法食、治療費 里親募集中

2018/10/12～ 動物愛護センター 雑種 ¥100,679 検査、治療費、手術代 里親募集中

2019/8/8～ 動物愛護センター 雑種 ¥1,800 治療費 譲渡

9/18～ 動物愛護センター 雑種 ¥5,940 検査代 譲渡

9/18～ 動物愛護センター 雑種 ¥5,940 検査代 譲渡

9/18～ 動物愛護センター 雑種 ¥5,940 検査代 譲渡

10/2～ 動物愛護センター 雑種 ¥31,625 ワクチン、治療費、去勢等 里親募集中

10/2～ 動物愛護センター 雑種 ¥36,025 ワクチン、治療費、避妊等 里親募集中

10/23～ 警察署 雑種 ¥19,800 検査代、治療費、ワクチン 譲渡

10/23～ 警察署 雑種 ¥23,100 検査代、治療費、ワクチン 譲渡

10/23～ 警察署 雑種 ¥15,400 検査代、ワクチン 譲渡

10/23～ 警察署 雑種 ¥23,100 検査代、治療費、ワクチン 譲渡

11/11～ 警察署 雑種 ¥8,800 検査代、治療費、ワクチン等 譲渡

11/27～ 動物愛護センター 雑種 ¥14,421 療法食代 里親募集中

12/25～ 動物愛護センター 雑種 ¥36,850 検査代、治療費 里親募集中

3/21～ 動物愛護センター 雑種 ¥9,350 避妊、療法食代 トライアル中

6/1～ 警察署 雑種 ¥51,535 入院代、検査代、治療費 死亡

5/15～ 警察署 雑種 ¥12,100 検査代、治療費、薬代 死亡

5/28～ 動物愛護センター 雑種 ¥15,620 検査代、治療費、薬代 譲渡

5/28～ 動物愛護センター 雑種 ¥15,620 検査代、治療費、薬代 譲渡

5/28～ 動物愛護センター 雑種 ¥15,620 検査代、治療費、薬代 譲渡

5/28～ 動物愛護センター 雑種 ¥15,620 検査代、治療費、薬代 譲渡

6/15～ 動物愛護センター 雑種 ¥30,360 入院代、検査代、治療費 死亡

6/19～ 動物愛護センター 雑種 ¥39,074 交通費、ワクチン、手術代 治療中

7/20～ 警察署 雑種 ¥33,550 検査、ワクチン、去勢代 里親募集中
 

 

令和元年度の Yahoo!ネット募金の募金額と支援者数の推移 

月 振込金額 人数

2019年9月 546,550¥        2209

10 153,220¥        565

11 139,161¥        324

12 101,814¥        263

2020年1月 124,521¥        292

2 148,372¥        388

3 108,125¥        259

4 85,455¥          212

5 86,541¥          205

6 101,493¥        227

7 99,973¥          199

8 123,820¥        227

合計 1,819,045¥     5370

月平均 151,587¥        447.5
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・災害への対応 

【令和元年 8月九州北部豪雨災害（令和元年 8月 28日発生）】 

前年度 8 月 30 日～佐賀県内の被災地域にてニーズ調査と支援物資提供を開始、令和元年度も継続し

て支援活動を行いました。避難所や行政へのペット避難状況の聞き取りやペット受け入れの要請及び情

報提供、被災したペットと飼い主への支援を行いました 

活動地域：大町町、小城市、武雄市 

連携団体：SPF、小城市ボランティアセンター、特定非営利活動法人アニマルライブ、おもやいボラ

ンティアセンター、一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター 他 

 

支援活動内容 

活動日 地域、避難所 対象 内容 

8/31～ 大町町総合福祉保健セ

ンター 

キャンピングカー 

家族 2 組 

（犬 1、猫 1） 

30 日に接触した家族のうち 2 世帯（2名と 1頭の家族が 2組）にキャンピン

グカーを貸与。 

以降、9/12 まで毎日キャンピングカーの見回りと給油作業を継続。 

物資提供：犬猫用フード、おやつ、猫用トイレ、照明 

9/3～ 大町町総合福祉保健セ

ンター 

避難所 物資提供：ポリ手袋、タオル、うんち袋、犬おやつ、猫レトルト、猫おやつ 

9/3～ 大町町公民館 

（指定避難所 

避難者 114 名） 

避難所内 

家族 3 組 

（犬 1/自宅に犬 1/

自宅に猫 1） 

ニーズ調査、佐賀県発行のペット相談窓口のチラシを配布、アナウンス。 

物資提供：レトルト、おやつ、ペットシーツ、シャンプータオル、うんち袋 

9/3 大町町 

ひじり学園武道場 

避難所 ニーズ調査、ニーズなし 

9/3～ 小城市牛津町 個人宅（犬 1） 小城市ボランティアセンターから対応依頼を受け訪問。 

裏山の土砂崩れのためボランティアが多数出入りしていた。佐賀県のペット

相談窓口チラシを渡す。 

物資提供、レトルト、おやつ、ペットシーツ、シャンプータオル、うんち袋、

フェイスタオル、バスタオル 

8 日、SPF と協働し、犬のシャンプーケア 

住民とのコミュニケーション、信頼関係につながる。 

9/3 武雄市北方保健ｾﾝﾀｰ 避難所 ペットニーズなし  物資提供：ポリ手袋 

9/4 武雄市 連携団体 地区で活動する災害支援団体から被災住宅で野良猫が産んだ子猫に関する

相談。地元団体につなぐ。 

9/4 武雄市 

久原歯科医院 

個人宅 

（ダックス 3） 

預かりや避難所のニーズはないが、傾聴により犬との時間がとれ、住民の復

興作業へのモチベーションにつながったと感じた。 

物資提供：ガム、ペットシーツ、レトルト、おやつ、シャンプータオル、う

んち袋 

9/5 大町町 

順天堂病院近辺 

個人宅 3件 

（犬 3、猫 1） 

報道関係者から情報提供があり訪問。 

①犬 1 頭（MIX オス） 

発災当時、住民男性は犬と一緒に救助された。避難所に行ったが犬と一緒に

は入れず、避難所の外で待機した。訪問時、住民女性は数日間にわたり心身

の不調を感じていたが、傾聴により犬とすごす時間がとれたことから、久し

ぶりに笑えてとても元気が出た、との事。 

物資提供：ウンチ袋、ペットシーツ、ガム、フード、クールマット、おやつ、

シャンプータオル 

②犬 1 頭、猫 1頭 避難や預かりの要望はない 

物資提供：猫用レトルト、おやつ、ペットシーツ、シャンプータオル、ミル

ク、猫砂、クールマット 

③犬 1 頭 ペットニーズなし 

9/6 大町町総合福祉保健セ

ンター 

避難所内個人 

（犬 1 預け中） 

預かりニーズあり、佐賀県のチラシを渡す。 

物資提供：レトルト、おやつ、ペットシーツ、シャンプータオル、うんち袋 

9/7 武雄市役所  物資提供：協会保管のランドセル 

9/7 大町町総合福祉保健セ

ンター 

個人 

（避難所屋外に雑

種犬 1） 

駐輪場に繋がれている犬の飼い主と接触 

飼い主は親類の家に滞在、犬を避難所の駐輪場につないで朝晩世話をしに通

っている。預かりニーズあり。 
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9/8～ 小城市小城町 個人宅 

（豆柴 3） 

小城市ボランティアセンターからペット案件として要請 

裏山が土砂崩れで、住宅の壁の一部が土砂に押され崩壊し土が流れ込んでい

る危険な状態。ボランティア団体や市職員・市議員・県議員などが訪問し、

避難を促すも「犬がいるから」と動きたがらない。 

ペット可の避難所や仮住まいがあるなら避難を考えるとの事から、空家・空

地専門の NPO につなげ、小城ボラセンに引き継ぐ。 

物資提供：フード、レトルト、おやつ、ペットシーツ、シャンプータオル、

うんち袋 

9/16 武雄市北方 個人宅（猫 1） 独居女性。猫はもともと怖がり。水害時、猫を 2 階に残して一晩避難したが、

翌朝戻ると夜中パニックで暴れていた。一緒にいたい。 

預かり、避難所ニーズなし。 

物資提供：猫砂、うんち袋、ウェットティッシュ 

9/16 武雄市朝日町 個人宅 

（土佐犬 2、小型犬

1） 

地区で活動する災害支援団体からペット案件として要請 

以前から土佐犬の繁殖をしていたが、水害で 6 頭のうち 4 頭が亡くなった。

室内飼いの小型犬がいる。犬がいて精神的に助けられている。 

預かり、避難所ニーズなし。 

物資提供：うんち袋、おやつ、レトルト等 

 

【令和元年東日本台風（台風 19号/10月 12日上陸）】 

特に被害の大きかった長野県と福島県へ入り、避難所や行政へのペット避難状況の聞き取りやペット

受け入れの要請及び情報提供、被災したペットと飼い主への支援を行いました。 

活動地域：長野県長野市、千曲市、上田市、須坂市 

     福島県いわき市 

 

支援活動内容 

活動日 地域、避難所 対象 内容 

10/14～16 長野県 

10/14～ 長野市 昭和の森フィ

ットネスセンター 

避難者（猫 1） 避難所内に同伴できていた。避難所内の更衣室で猫を放して遊ばせることが

できている。ペット連れだと避難所に入れないと言われるのではと心配した

が、その時の職員が快く対応してくれたとの事。 

自身で預かり先手配済み。物資ニーズなし。 

10/14～ 長野市 豊野西小学校 

（避難者 300 人弱） 

避難者 

（ペット連れ車中

泊 犬 3頭確認） 

小学校体育館にて一般避難者受入れ。ペット室内受入れは不可。 

体育館のマイクを借りてペット物資提供のアナウンスをしたところ、受け取

りに来た方多数。 

物資提供：水、ドッグフード、レトルト、ガム、ペットシーツ、犬おむつ、

うんち袋 

10/14～ 長野市 北部スポーツ

レクリエーションパー

ク（避難者数百人） 

避難者 

（犬 5 頭以上） 

人工芝の屋内スポーツ施設にペット連れの避難者あり。 

同伴できていた。ペットを車に置いている人も多数いるとの事。 

物資提供：水、ペットシーツ、ドッグフード、レトルト、ガム、うんち袋 

10/15～ 長野市 長野運動公園 避難所 ペット同伴避難あり。長野県動物愛護会がペット支援実施。 

※協会 FB を通じて支援活動中の愛護会会員より連絡があり、市内の避難所

の調査状況を情報提供し、引き継いだ。 

10/15～ 長野市 南長野運動公

園 

避難所 避難所開設時には 1000 人を超える避難者とペット 5~6頭の避難があった。 

長野市保健所より、今後避難者が来た際のペットの屋内受け入れ要請があっ

たため、受入れ調整中。 

物資提供：レトルト、水、歯ブラシ、うんち袋、おやつ、ウェットティッシ

ュ、ドッグフード等 

10/15 千曲市 更埴保健ｾﾝﾀｰ 避難所 避難所調査 ニーズなし 

10/16 上田市 上田創造館 避難所 車中泊あり、接触できず。物資ニーズなし 

10/18～20 福島県いわき市 

10/18～ 常勝院 

※災害支援団体へ情報

提供、拠点運営サポー

トへ繋げた 

物資拠点 FB を通じて個人の方からペット用支援物資の要請あり。 

NPOや、行政との繋がりはなく、個人（家族と関係者 5 人）で地域の物資拠

点として運営。 

物資提供：［ペット用］ペットシーツ、フード（犬・猫）、レトルト 

［人用］手袋、飲料、デッキブラシ、長靴、マウスウォッシュ、オスバン、

ウェットティッシュ、マスク、カイロ、ごみ袋、靴下 
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10/19 内郷ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

（避難者 205 人） 

避難所 避難所開設当時はペット連れの人も居たが、現在ペット連れの情報なし。衛

生上ペットは不可としている。 

10/19 中央台公民館 

（避難者 100 人） 

避難所 ペットと車中泊している人がいる。（2 組） 

ペットのケアが飼い主の意欲向上、体調維持などにつながる例がある事を話

した。自宅復旧作業の中の車中泊は避難者にとっても負担が大きい。一室で

もペット飼い主用に確保してもらえれば安心して室内で過ごす事が出来る

と提案。避難所職員からは、具体的に検討してみるとの回答あり。 

10/19 好間中学校 

（避難者 60人弱） 

避難所 「猫が居るから車に居ます」と自ら車中泊を申し出た。 

飼い主と接触できず。ペット用物資ニーズなし。 

物資提供：軍手 

10/22～24 長野県 

10/22 長野市 昭和の森フィ

ットネスセンター 

避難所 職員聞き取り：現在ペット連れの避難者はいないが、今後来た時のため、館

内 2 階の会議室を用意している。一緒に過ごす事も可能。 

10/22 長野市 北部スポーツ

レクリエーションパー

ク 

避難所内 

（犬連れ 4 世帯） 

①犬 1 頭 公営住宅を断られた。 

物資提供：ジャーキー、うんち袋 

②犬 2 頭 人の往来が多く、ストレスからか体調を崩し、一旦預けることに

した。昭和の森に移動することも考えてみるとの事。 

ペット可の仮設、仮住まいがあるのか心配している。 

物資提供：レトルト、ガム、ジャーキー、うんち袋 

③犬 3~4頭 ニーズなし 

④犬 1、猫も？ 飼い主接触できず。 

10/23 長野市 豊野西小学校 避難所 避難所内過密状態。別の避難所への一部避難者の移動を調整中。 

市職員：病人、要配慮者、障害者のために小学校の空き教室を使っている。

ペット用にスペースを確保するのは不可能との回答。 

ペット用品の物資の要望があることから、車中泊もしくは家に残している人

がいるのは確実だが、全体数の把握はできていない。 

前回訪問時の物資がまだあり、追加せず。 

10/23 長野市 豊野西部児童

センター 

避難所 避難者 45 名ほど。ペットニーズなし。 

10/23 長野市 豊野東小学校 避難所 同伴 1 世帯あり（14歳ダックス老犬）飼い主接触できず 

市職員：避難当初からいた。おとなしく全く吠えないので、周りからの苦情

等トラブルもない。保健所職員がケージを持ってきたので、話して使用して

もらう。物資ニーズなし 

10/23 長野市 豊野北公民館

（避難者 16名） 

自主避難所 ペット避難なし、ニーズなし 

動物愛護会作成の相談窓口のチラシをわたす。 

10/23 長野市 古里小学校 避難所 ペット避難なし、ニーズなし 

10/23 長野市 古里総合市民

センター 

避難所 ペット避難なし。開設当初は風除室にケージで置いていた。 

運動公園、昭和の森をアナウンスしていただくようお願いする。 

10/24 長野市 篠ノ井総合市

民センター 

避難所 ペット避難なし。開設当初は、館内のスペースを確保しペットも室内で一時

避難していた。以降も同様の対応になる。 

10/24 長野市 南長野運動公

園 

避難所 ペット避難なし？職員間で把握できていない。前回訪問時に、ペット用に一

室確保のため調整中と聞き取りをしたが、職員の入れ替わりが多く、引継ぎ

がされていない様子。今後、室内受け入れを検討していただくようお願いし

た。 

10/24 須坂市 北部体育館  避難所 ペット避難なし。車中泊の人はいる。 

長野県の保健所が入っており、フードのみ物資が置いてあった。 

物資提供：レトルト、ガム、うんち袋 
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【令和 2年 7月豪雨災害】 

被災地域の地元団体と連携し、佐賀県支部を拠点に主にペット用物資支援を実施しました。 

 支援地域：熊本県、人吉市、球磨村／佐賀県太良町／大分県日田市 

 連携団体：一般社団法人 HUG、特定非営利活動法人リエラ、動物愛護団体フィリア 

※佐賀県支部スタッフの活動については佐賀県支部の報告に記します。 

 

支援活動内容 

活動日 地域 連携団体 支援対象地域 輸送、送付により提供した物資 

7/14 佐賀県  佐賀県太良町 フード、ペットシーツ、ウェットティッシュ、うんち袋、

おやつ 

7/16 

7/27 

8/2 

熊本県 （一社）HUG 熊本県動物愛護センター 

熊本県人吉市、球磨村の避難所、

仮設住宅 

犬猫フード、おやつ、レトルト、食器、次亜塩素酸水 

ペットシーツ、うんち袋、猫砂、猫トイレ 

シャンプータオル、ウェットティッシュ、ケア用品 

犬猫首輪、リード類、犬猫ケージ類、冷感マット 

ビニールシート、寒冷紗、蚊取線香、扇風機 他 

7/18 大分県 （特非）リエラ 日田市 中津江小学校避難所 

ペット連れ避難者（犬 1～2 頭） 

（避難所へ）扇風機、延長コード 

フード、おやつ、レトルト 

犬用ケージ、冷感マット、おもちゃ 他 

8/12 熊本県 動物愛護団体

フィリア 

熊本県人吉市、球磨村 

在宅避難者向けの物資拠点 

犬猫フード、おやつ、レトルト、療法食 

ペットシーツ、うんち袋、マナーウェア 

ウェットティッシュ、犬ケージ、首輪、リード 

※熊本県の被災地への物資支援は次年度も継続して実施しています。 
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（６）佐賀県支部 

 

・佐賀県支部における災害救助犬およびセラピードッグ活動実績 

R1.09.8 武雄警察と連携して、被災地にて災害救助犬を連れて防犯

パトロールを行う。 

佐賀県武雄市 

R1.10.6 動物との共生フェスタ参加 災害救助犬・セラピードッグ

によるデモンストレーションを行う 

佐賀県佐賀市 

R1.10.06 イベント「健康 21世紀福岡県大会」 福岡県筑後市 

R1.10.7 デイサービス アイケアレジデンス佐賀にてセラピード

ッグふれあい体験実施。 

佐賀県佐賀市 

R1.10.7 特定非営利活動法人 ともしびにてセラピードックふれ

あい体験実施。 

佐賀県佐賀市 

R1.10.8 難病サポート あゆむにてセラピードックふれあい体験

実施。 

佐賀県佐賀市 

R1.10.8 社会福祉法人 スプリングスプリング響にてセラピード

ックふれあい体験実施。 

佐賀県佐賀市 

R1.10.19 ～

20 

JONAI さいこうグルメ参加 災害救助犬によるデモンスト

レーションを行う。 

佐賀県佐賀市 

R1.11.1～4 2019 佐賀インターナショナルバルーンフェスタ参加 災

害救助犬によるデモンストレーション・セラピードッグに

よるふれあいイベントを行う 

佐賀県佐賀市 

R1.11.9～10 佐賀環境フェスティバル参加 災害救助犬によるデモン

ストレーションを行う 

佐賀県佐賀市 

 ※この表は、佐賀県における事業を抜粋したもので、他の事業報告と重複しています。 

 

 

 


