
組織概要2015年年度度2015
DRDN 

Disaster Rescue  Dog  Network （災害 救助 犬 ネットワーク）英文表記の頭文字をとりDRDNと略記します

災害救助⽝犬ネットワークは、災害
時 /平時の⾏行行⽅方不不明者に対し
て、捜索索あるいは⼈人命救助に関
する事業を⾏行行い、社会と⼈人々の
安全に寄与することを⽬目的と
し、災害救助⽝犬の育成と捜索索活
動を⾏行行っているNPO(特定⾮非営
利利活動）法⼈人です。

実働のための救助⽝犬認定試験を
毎年年⾏行行いレベル向上を図ってい
ます。災害時、近県からいち早
く捜索索へ向かえるべく全国の会
員からなるネットワークを構築
しています。災害に備え各地救
助⽝犬団体や⾏行行政機関との合同訓
練や出動協定を⾏行行っています。

救える可能性のある命を救いた
いという思いから	   全国のハンド
ラー	  サポーター	  職業訓練⼠士	  それ
ぞれのボランティア会員によって
構成されています。⽝犬を持つ⼈人も
持たない⼈人も、災害救助⽝犬を活か
した⼈人命救助で社会に貢献するこ
とを理理念念とします。	  

DRDN 
活動の目的

DRDN 
ボランティアの理念

DRDN 
実働する救助犬

www.drd-network.or.jp TEL：076-434-0099 info@drd-network.or.jp

災害救助⽝犬とは
（警察機関では捜索索⽝犬と呼ぶ）
⽣生存しているが動けないでいる
不不特定の⼈人の呼気や蛋⽩白質を感知
し、要救助者の位置を特定し、主に
吠えてその位置を知らせる仕事をす
る⽝犬。 　警察⽝犬は、犯⼈人など特定の
⼈人や遺留留品の臭いを追い続け
てその位置を特定させる

仕事をする⽝犬
　　   

Photo/緊急消防援助隊　東北北海道ブロック訓練にて、宮城ヘリに
搭乗し土砂災害想定現場へ向かう災害救助犬ヒメ（岩手県所属犬）

本部（主たる事務所）移転の準備をしています。2015年秋東京都へ移転予定です。
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法人本部　〒930-0103 富山県富山市北代3915 TEL076-434-0099 FAX076-434-6600  mail : info@drd-network.or.jp

　 組織概要　

名　　　　称　　　 特定非営利活動法人 災害救助犬ネットワーク

本　　　　部   
富山県富山市北代3915　　　　　　　　　　　   TEL076-434-0099

北東 北 事 務 所　 岩手県盛岡市北松園4-36-1　　　　　　        TEL019-662-1323
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南東 北 事 務 所　 福島県郡山市備前舘1-115　　　　　　                   TEL024-923-8838
                                           studio NAPS内

関 東 事 務 所　 神奈川県横浜市南区永田東3-17-29　　　　　　  TEL045-710-7055
                                           with sarada内

関 西 事 務 所　 京都府京都市上京区富小路町457　　　　　　   TEL075-431-4410

中 国 事 務 所　 広島県東広島市西条町田口731-5　　　　　　　  TEL0824-25-1215
                                         村上愛犬警察犬訓練所内 

設 立  年  月 ２００８年２月 （内閣府認証日）

理　　事                           理  事  長 津田　　光（京都）

四戸　正子（岩手）

西坂　直樹（福島）

小林　正宏（千葉）

梅井　正貴（神奈川）

監　　事 山岸　東平（静岡）

野添　有美（大坂）

顧　　問 堀内　嘉子（埼玉）

認定審査部長 風間　孝治（千葉）

訓練部長 八木澤　一郎（東京）

2015,7,1役員改正

本部（主たる事務所）移転の準備をしています。2015年秋東京都へ移転予定です。
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1991年　警察犬・盲動犬育成をしている全国の職業訓練士によりスイス国際救助犬を視察
             国内での救助犬育成を開始  富山県警嘱託救助犬認定

1995年　阪神淡路大震災　捜索出動
1996年　新潟県小谷村土石流災害　捜索出動
1999年　台湾中部大地震　捜索出動
2003年　熊本県水俣市土石流災害　捜索出動
2004年　新潟中越地震　捜索出動   ※警視庁救助犬は弊団体メゾットにて指導
2004年　三重県宮川村土石流災害　捜索出動

2007年　前組織の構成会員にて現NPO法人災害救助犬ネットワーク設立
　　　  （内閣府認証日 2008.2.8）
　　
2007年　新潟中越沖地震　捜索出動
2007年　群馬県桐生市と災害時出動協定締結 (12月）
2007年　鈴鹿山系山岳遭難　捜索出動
2008年　岩手宮城内陸地震　栗原市災対指示で福島県警と捜索
2010年　岐阜県郡上市スノーボーダー冬山遭難　捜索出動
2010年　広島県庄原市土石流災害　捜索出動
2010年　岐阜県少女行方不明捜索
2010年　群馬県みどり市と災害時出動協定締結 (1月）
2010年　三重県と災害時出動協定締結(10月）
2010年　岩手県と災害時出動協定締結(11月）
2011年　東日本大震災　捜索出動　のべ19日／102名／救助犬68頭
　　　　　相馬市／南相馬市／東松島市／気仙沼市／石巻市／釜石市／大槌町／陸前高田市／宮古市
               郡山市役所座屈捜索／いわき市田人町土砂災害捜索
2011年　京都府と災害時出動協定締結(5月）
2012年　青森県と災害時出動協定締結(5月）
2013年　滋賀県赤坂山小学生行方不明捜索
2014年　広島土砂災害出動
　　　　　　災害救助犬本部として11団体の統轄および捜索活動
2015年　宮城県と『災害時における災害救助犬の出動に関する協定』締結（3月) 
 
            ※単独山岳遭難捜索、痴呆徘徊捜索、単独行方不明者捜索等の個人依頼捜索活動は記載省略

1991年年	  〜～	  2006年年の活動は前⾝身組織 　2007年年〜～現法⼈人認可後の活動	  

　組織沿革　



災害発⽣生に備え、組織や地域の枠を越えて連携・協⼒力力すべきと私達は考えています。

１	  実動できる組織であること
２	  ⾮非営利利活動であること
３	  定期訓練会（各地）・認定審査会（統⼀一基準に向けて）の実施
４	  地域が⾃自主的に訓練、活動など⾏行行えるように相互⽀支援
５	  組織・個⼈人間にかかわらず交流流、連携、協⼒力力
６	  災害救助⽝犬の社会的認知向上、空⽩白地帯をなくするための広報、⽀支援
７	  地域間の連携⽀支援
８	  組織、グループ間の情報の⼀一元化と共有化の推進

　災害救助犬の在籍地が被災地となれば出動できなくなります。被災地へは周辺地域から災害
救助犬を速やかに投入することを目指し、広域での組織運営としました。民間のボランティア
は、地域や組織を超えた連携、情報共有がなくては、いつどこで起こるかわからない災害にお

いてスムーズに機能しません。これは民間ボランティアに共通の問題点と捉え、開かれた議論
のなかで解決して行かなければならないと考えています。
　また、災害救助犬の捜索能力とは別に、情報収集能力・分析力・統率力・判断力・決断力の
あるリーダーの重要性、物資運搬要員・連絡要員などサポーターの必要性であり、それに関わ

る人材の育成にも力を注いでいきたいと考えます。

　わが国では欧米に比べて行方不明者を捜索する手段としての災害救助犬の社会的認知度が低

いため、救助犬育成をしようとする飼い主も少なく、まだまだ災害救助犬が
足りていません。救助犬育成に関する公的予算は皆無です。人命
を救う手法がひとつでも増えるために、災害救助犬がいない空白

地域での災害救助犬の育成支援・災害救助犬認定審査会の実施・
行政との体制整備・情報の一元化と共有など、全国的な広域組織
として災害救助犬に関する基盤整備を実現するために、特定非営
利活動法人として運営しています。

私達は⺠民間
ボランティア団体です。

救助⽝犬育成費⽤用、災害出動時
の交通費・装備費・経費は、会
員の負担と皆様からの募⾦金金で運
営されています。⾏行行政からの
補助や⽀支援は残念念ながら
無いのが、⽇日本の
 　現状です。

運営方針　



捜索訓練 ／出動協定

活 動 内 容

災害時出動訓練

各機関との訓練や、各地区防災訓練への参加などにより、救助⽝犬への理理解も深まり、捜
索索時の可能性の共有が徐々にできてきました。⽇日頃の合同訓練で相互理理解が必要な時期
にあると感じます。（緊急消防援助隊	  東北北北北海道ブロック訓練）	  

機器と救助⽝犬の併⽤用訓練で効率率率的な捜索索の可能性を探る
（郡⼭山消防本部⽡瓦礫訓練所定期訓練）

災害時出動協定の締結
被災⾃自治体へ速やかに災害救助⽝犬を派遣し⾏行行⽅方不不明者捜索索活動を⾏行行う⽬目的での『災害時出動協
定』 　締結⾃自治体により多少の違いは有りますが、被災地へ⼀一般⾞車車両で進⼊入する救助⽝犬の速や
かな⾏行行動を補助し、現着後の命令令系統への属し⽅方、救助⽝犬チームの事故発⽣生時の補償内容、活
動経費の算出清算法などにより、⺠民間ボランティア災害救助⽝犬がスムーズに災害時に捜索索活動
に⼊入れます。

東南海地震に備え、ヘリからの救助⽝犬空輸捜索索訓練
（三重県尾鷲市巨⼤大津波対処関係機関合同訓練）

福島県総合防災訓練／現着待機中 　 　 　 　 　 　三春町総合防災訓練／⽡瓦礫捜索索

⼭山形県総合防災訓練／ブラインド捜索索 　 　 　 　⻘青森県総合防災訓練／座屈ビル捜索索

陸陸上⾃自衛隊との救助⽝犬輸送捜索索訓練（京都府総合防災訓練）



災害救助犬の育成と認定 

活 動 内 容

合同定期訓練会を年年3回、随時⾃自主訓練会を開催
し、災害救助⽝犬の育成と捜索索訓練を⾏行行っていま
す。⽝犬が救助⽝犬として働ける年年数には限りがあり、
つねに次世代⽝犬の育成と、現役⽝犬のスキルアップ
を⾏行行っています。	  訓練会時には多くの職業訓練⼠士
会員がボランティアで育成⽅方法を指導します。

災害救助犬の育成

災害救助犬の広報活動

より実捜索索活動に近い状況下での
５種⽬目の厳しい審査を⾏行行います。
審査により救助⽝犬認定を取得して
災害現場への出動が可能となりま
す。	  当法⼈人の認定は、いくつか
の県警等の捜索索⽝犬（救助⽝犬）の条
件とされています。	  各団体で独
⾃自の認定を⾏行行っておりますが、残
念念ながら実働にそぐわない認定
や、競技性の強い認定などもあ
り、災害救助⽝犬に関する国内統⼀一
基準の制定を望んでおります。
（国会質問事項2012）

災害救助犬の基本訓練 / 地域支援

救助⽝犬の基礎訓練は服従作業と呼ばれる⼈人と⽝犬の信頼関係の構築にはじまり、⽝犬に⼈人
を捜す事が楽しくてしょうがないと教えて⾏行行く事から始まります。地道な訓練を約３
年年間継続し、認定試験に望みます。

災害救助⽝犬シンポジウムでの講演活動	  北北東北北捜索索⽝犬チームの⽀支援（⻘青森県2013,2)

災害救助犬の審査と認定制度

学校での救助⽝犬教室・パネル展・デモンストレー
ションなどで救助⽝犬を知ってもらう活動をしてま
す。捜索索を含め全ての活動は会員の⼿手弁当でまか
なわれているため、市⺠民や企業からの募⾦金金・寄付
も募ります。







広島土砂災害の 活動速報
NPO法人災害救助犬ネットワーク

救助犬本部
（DRDN)

ハンドラー数 : 134名
救助犬数 : 1 0 6頭
合同捜索隊：5日間11団体

広島土砂災害の活動報告掲載を予定しています。詳しくはホームページをご覧ください。　 　 
検索 : 災害救助犬ネットワーク  www.drd-network.or.jp 

『救えるはずの命を救うために』今後も努力してまいりますので、ご支援ご協力をお願いいたします。

災害救助犬合同捜索隊参加団体

救助犬合同本部　(広島消防局指揮下）
NPO法人 災害救助犬ネットワーク

合同捜索隊編成団体
認定NPO法人　日本レスキュー協会
NPO法人　 九州災害救助犬協会　
NPO法人 RDTA救助犬訓練士協会
NPO法人 災害救助犬協会新潟
NPO法人 災害救助犬静岡
日本救助犬協会チームさくら
岡山きび災害救助犬SRDK．Auf
全日本救助犬団体協議会
岸和田警察犬愛犬訓練所わんわん塾
ドックスクールアールプラス
 NPO法人 災害救助犬ネットワーク

災害救助犬ネットワークの捜索
出動協定を締結している行政の要請で捜索チーム
に配属されます。広島県の指示で広島市消防局の
指揮下に入り、災害救助犬合同捜索隊を現地で組
織し、DRDNは救助犬本部として機能しました。
災害救助犬育成と捜索活動のほとんどの費用は自
己負担です。会員の支出と皆様からの募金でまか
なわれています。

NPO法⼈人災害救助⽝犬ネットワーク 　	  	  本部	  事務局	  /	  富⼭山市北北代	  3915	  	  	  tel	  076-‐‑‒434-‐‑‒0099	  	  	  	  mail	  	  info@drd-‐‑‒network.or.jp

2014.8.28作成
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東日本大震災の 活動速報
NPO法人災害救助犬ネットワーク

Photo/陸前高田市で警視庁との合同捜索

出動日数 : 11日間 / 延べ 19日間
捜索箇所 : 7ヶ所 / 延べ 17ヶ所
従事人数 : 32名 / 延べ 102名
救助犬数 : 2 6頭 / 延べ 68頭

いつもご支援ご協力ありがとうございます。
この度の東日本大震災の活動概要を報告しています。詳しくはホームページをご覧ください。　  
検索 : 災害救助犬ネットワーク  www.drd-network.or.jp 

『救えるはずの命を救うために』今後も努力してまいりますので、ご支援ご協力をお願いいたします。

3/11~12  福島県相馬市　津波被災地捜索
　　　　　群馬緊急消防援助隊
3/13~14　岩手県釡石市　津波被災地捜索
　　　　　大阪緊急消防援助隊
3/13~19　岩手県宮古市　津波被災地捜索
　　　　　自衛隊・宮古市消防団
3/15    福島県郡山市　倒壊ビル捜索
　　　　　郡山市消防本部
3/15~19　宮城県東松島気仙沼市　津波捜索
　　　　　自衛隊
4/8 ~ 9　岩手県陸前高田市　津波被災地捜索
　　　　　警視庁
4/11~2　福島県いわき市　土砂崩れ地捜索
　　　　　いわき市消防本部

　　　　災害救助犬ネットワークの捜索
出動協定を締結している行政の要請で捜索チーム
に配属されます。また協定外の地域では災害対策
本部指示や、消防 警察 警視庁 自衛隊との合同
捜索となります。災害救助犬育成と捜索活動のほ
とんどの費用は自己負担です。会員の支出と皆様
からの募金でまかなわれています。

NPO法⼈人災害救助⽝犬ネットワーク 　	  	  本部	  事務局	  /	  富⼭山市北北代	  3915	  	  	  tel	  076-‐‑‒434-‐‑‒0099	  	  	  	  mail	  	  info@drd-‐‑‒network.or.jp

東日本大震災出動報告会資料抜粋
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