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人と動物の共生と福祉

近年、人獣共通感染症や食の安全確保など
安全で安心な社会の構築が求められています。

これらの課題に　人・動物・環境　三者全ての関係者が
連携して取り組む考え方のことをワンヘルスと
いいます。

福岡県では、ワンヘルスの理念の啓発などの施策を
推進しています。

人と動物が共生できる社会作りのため地域に密着した動物愛護の普及啓発活動ニュース

福岡県　　公益社団法人 福岡県獣医師会

編集後記

One Health（ワンヘルス）って知っていますか？One Health（ワンヘルス）って知っていますか？

福岡県動物愛護センターのマスコットキャラクター

愛称が決まりました！！
未来に命をつなぎ、動物も人間も幸福に暮らしていける
世の中になってほしいとの思いが込められています。

福
（ふく）

命（めい）

日頃からご自分のワンちゃんネコちゃんを触ることは、皮膚
疾患や体調の変化の発見にも繋がります。

マッサージやTタッチ（テリントンタッチ）などを夜、眠る前や
くつろいだ時間に行うと、マッサージをやっている側の人間も

オキシトシンというホルモンが出て癒され、受けているワンちゃんネコちゃんも
気持ちよくリラックスしてスキンシップを受け取れます。
またスキンシップは、飼い主さんとペットとの最強のコミュニケーションであり、
より強い「絆」が育まれます。

少しずつ知らない人や行ったことが無い場所でも触られることに慣れさせて、
人と動物とが穏やかな楽しい共存生活を送ることが出来るといいですね。

北筑後支部　　野見山　典子

2005年、生後4ヶ月くらいの頃に福岡県動物愛護センターへ収容される。同年5月の譲渡
会の時に動物愛護推進員の森竜一が飼い主となる。二人合わせてもりもぉり♡
6か月の頃から行政が主催する犬のしつけ方教室のモデル犬として活躍。2歳の頃に優良
家庭犬普及協会が実施するＧ．Ｃ．Ｔ（グッドシチズンテスト）に合格。今現在もモデル犬とし
て活躍中。保護された猫（2歳♂）と秋田犬（7ヶ月♀）と一緒に生活を送る。

動物の健康環境保全

人の健康

表紙のワンちゃん：

もぉりくん　現在14歳
（♂・去勢済）



ニンゲンのような
音になってないだけで

わたしたちは
ほんとうは　　たくさん
言葉をもっているの

ノンバーバルコミニュケーション　　っていうんだよ
言語じゃない会話　　って意味

わかってほしいな　　わかろうとしてほしいな
歩みよってほしいな

きもちがつたわらないって　　ほんとうに辛い
胸の奥に大きな石をつめこまれて

動けなくなる

ニンゲンって

すっごくかしこいって　　聞いたよ？
すっごくやさしいって　　聞いたよ？

キミたちなら
ちょちょいのちょいさあ
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福岡県 「終生飼養」をかんがえる
～あなたに何かあったときペットは守られますか？～

「終生飼養」…平成25年度に改正施行された動物の愛護及び管理に関する法律において、動物の所有者は、
動物がその命を終えるまで適切に飼養するよう努めることと明記されました。

しかしながら、現在でも「飼い主の死亡・入院」「家族の介護」「転勤・引っ越し」など飼い主の都合により
飼えなくなったという相談は後を絶ちません。　特に、高齢者が飼育できないという理由で行政機関に
寄せられる相談件数は、ここ数年増加傾向にあります。

たったこれだけのことを決めているかいないかで、あなたのペットの運命は、大きく変わってくるのです。

ノマ トマト

ぼっく
ルギー

福岡県における犬と猫の致死処分数の推移

共に生きようプロジェクト

何かあったときに、ペットを託せる方を見つけておく
どの年代の方でも人生の転機は突然訪れます。

平成30年10月21日（日）に開催した
「共に生きようプロジェクト」では、
無料のセミナー時間を設け、増加して
いる高齢者に特有の問題をテーマに、
介護現場における猫飼育の現状など
について講演も実施しました。
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皆さんは、犬や猫を家族に迎えたいと考えたときに、どのように探しますか？

ペットショップやブリーダーで探す、動物愛護センターや

動物保護団体の譲渡会へ行く、インターネットの掲示板で探す、知人に頼むetc...

色々な方法がありますが、その中で今とても問題になっているのが「インターネットの掲示板」を

利用した際のトラブルです。

犬・猫の
譲渡活動 インターネット掲示板による犬・猫譲渡の危険性 動物愛護

教室
香春町立採銅所小学校での動物愛護講座
（福岡県動物愛護推進協議会田川支部）

受講者：小学1・2年生29名

譲渡活動　どこから犬猫を迎える？

誰もが、目の前にかわいい犬猫がいたら、思わず飼いたくなります。

ただ、衝動買いのようになってしまい、後悔してしまっては、人も犬猫も幸せにはなれません。

家族に迎えた犬猫が、再度不幸な思いをしないよう、ご自身や家族に起きる変化も考慮すべきこと

です。 もう一度、立ち止まって、落ち着いて考えてみましょう。

福岡県に寄せられる引取り相談内容

少々敷居が高いと感じても、動物愛護センターや同センターに登録している

動物保護団体から犬猫を迎えることをお薦めします。

譲渡条件がありますが、トライアル期間（一緒に暮らしてみるお試し期間）を設けている団体もある

ため、一緒に暮らしてみて犬猫の性格を確認できますし、どうしても自分たちの生活スタイルに合わ

ない時には、トライアル期間中であれば返すことも出来ます。家族として迎えた後も、しつけの相談

に乗ってくれたり、動物病院を紹介して貰えたりと、アフターフォローをしてくれるといった多くのメ

リットがあります。

これらのことから、初めて犬猫と暮らす家族には特にお薦めですし、安心して迎えやすいと思います。

これから数年～十数年を一緒に暮らす犬猫を迎えるのですから、お互いに信頼できる相手なのか、

見極めることも必要だと思います。

安全に犬猫を迎えるには？

インターネット掲示板にも沢山の種類があり、譲渡条件がしっかり記載されているものから、無料を

売りにしているものまで様々ありますが、最近特に問題になっているのは「無料の個人取引」の掲示

板です。個々の不要品と同様に犬や猫の命が扱われている掲示板で、手軽にやり取りしやすいことか

ら、利用する人が増えていますが、この「手軽さ」がかえってトラブルになりやすいようです。

個人と個人のやり取りのため、犬猫を受け取った後に「病気が分かった」「吠えや咬むなどの問題行

動がある」等々の問題が分かっても、書面での受け渡しを怠ったために元の飼い主が電話やメール

に出ないなど連絡が取れなくなった、返却拒否されたりしてトラブルになったとの話をよく聞くよう

になりました。

また、動物虐待目的で犬猫を欲しがる悪質な利用者もいますので、犬猫を譲り渡す方も譲り受ける

方も、注意が必要です。では、どういう方法で犬猫を迎えるのが、一番安全なのでしょうか？

インターネット掲示板の何が問題？
0円って
大丈夫？

　① 犬とのコミュニケーションのデモンストレーション（アイコンタクトや動作による指示等）

　② 犬とのふれあいと手洗い

　③ 野生のキツネが保護された動物園の物語の紙芝居を行いました。

動物を飼うことの責任について考え、人も動物も同じ命であることを再確認することにより、

命を尊重する心や周りのみんなと仲良くする気持ちを育むことを目的として、

児童からは「飼っている犬を大切にしたい。」等の感想が述べられました。

飼うと決める前に、もう１回、落ち着いて、

飼い主の死亡・入院飼い主の死亡・入院

多頭飼育崩壊

動物の高齢・病気

転勤・引っ越し

経済的事情

動物が咬む・吠えて迷惑

結婚・出産結婚・出産家族の介護
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NG→

NG→

NG→

NG→

←NG

←NG

←NG

←NG

←NG

↓NG

NG↓

↓NG

犬のしつけ方
教室

犬を　さわる　ということ
あらためて　学びましょう

犬を　飼う　猫を　飼う。　その他・うさぎやフェレット　‥　∞？
まったり　ふれあい　顔と顔を近づける。　恋人みたい。　素敵なほっこりする図。

けれど　現実では　子犬を飼い始めた方々は　９９％同じお悩みを持ちます。
「さわったら咬みます」　顔を近づけるなんてとても無理！！
「せっかく可愛がりたくて飼ったのに」　中学生の少年の感想です。

私たち人間は　私たちとちがう種の動物を　「さわる」「ふれあう」ということについて
あらためて　考えてみる必要があります。
そもそも　犬や猫たちは　人間に「かわいがられたい」　そう　思っているでしょうか？
人間同士でも　初対面の時にはごあいさつをし　相手の気持ちを考えながら関係を築きます。
動物と「絆」を育むときも　親しくなる手順があります。　しあわせな理想の実現のために
少しだけ相手の立場にたって、「さわる」「ふれあう」ステップを確認しましょう♪

みなさまは

「ペットを 飼う」ときに

どんな理想を描きますか？

みなさまは

「ペットを 飼う」ときに

どんな理想を描きますか？

JAHA（日本動物病院協会）認定犬のしつけ方インストラクター　福島みゆき

step.1
人は動かない
犬が近づくのを待つ step.2

人は手の甲を匂わせる
手を動かさない step.3 犬が喜ぶ場所をさわる step.4

さわることをピタッと
やめて観察　犬が逃げたら
ステップを進めない

step.6 犬が気を許してくれる step.5
その犬の苦手なところを
オヤツをあげながら
さわる

もうイイです

スキスキスキ～

犬から　おナカを出す
そこ　だいじ

くんくん

よかよ～
目は
そらし気味

リラ～ックス

犬にきく

どう？

犬から
→犬から

→

NG …犬が嫌がる（おおむね）
…犬が喜ぶ（おおむね）

＊個体差があります！
　あなたの犬におうかがいをたてよう！

犬は　人からさわられて
嫌な場所と
嬉しい場所があります。

まず犬を知ろう♪

GOAL
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GOAL
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【実働】　VMATは発足以来、平成28年熊本地震、平成29年7月九州北部豪雨に出動してきました。

今年度は平成30年7月豪雨において動物救護のために3度出動しました。

・平成30年７月豪雨

　7月5日からの大雨により、筑紫野市で犬の保護施設を運営していた方が亡くなられました。その

後この保護施設に3頭の犬が取り残されているという情報が寄せられ7月9日に調査のために現地

近くまで行きました。しかし土砂崩れがひどく、とても近づく事ができませんでした。

　同行した筑紫野市職員やレスキュー隊と慎重に協議した結果、「救助は危険である」との判断で保

護施設へ向かうことは断念しました。数日後1頭がボランティアの手により救出されましたが、まだ2

頭は残っていると推定されました。そこで現場の状況が回復したのを待って7月15日に調査を行

い、さらに残された犬を救出するために7月18日に3名のVMAT隊員が出動しました。

　道を塞いでいた竹林を切り開き、何カ所もの地すべり現場を乗り越え、やっと保護施設にたどり着

きました。幸いにも保護施設は無傷でしたが、犬舎のギリギリまでがけ崩れが起こっており、まさに紙

一重の状態でした。犬舎内および周辺をくまなく捜索しましたが犬は発見できませんでした。置かれ

たフードは手付かずで残されており、現在はどこかに逃亡したのではないかと思われました。しかし、

たまたま通りかかった地元の方から、1匹は遺体を見たが1匹はまだいるようだとの情報が得られま

した。そこでさらに捜索範囲を広げましたが残念ながら発見することはできませんでした。

　ボランティアにより救出された1頭はVMAT隊員の動物病院で治療を受けた後、大分県九重町の

九州災害時動物救援センターに収容されています。

動物の５つの自由（５freedom）の中に「恐怖や苦痛からの自由」という項目があります。

その内容は、

（１）精神的苦痛、過度なストレスとなる恐怖や不安を与えず、それから守ること。

（２）動物も痛みや恐怖、苦痛を感じることを理解し、もしその兆候があれば原因を特定して軽減に

　  努めること。

犬や猫のお手入れには、爪切り・ブラッシング・足拭き・口腔ケア・肉球ケアなどありますが、これら

のお手入れを、身体を動かさないように羽交い絞めするなど無理にすると、犬や猫は不安や恐怖を

抱き、ストレスをあたえることになり、場合によっては攻撃的な行動をひきだしかねません。

犬や猫たちに無理なくお手入れを受け入れるトレーニング（しつけ）を行って良い関係づくりをする

ことが、お互いの幸せ（福祉）につながるのです。

・VMAT（ブイマット　Veterinary Medical Assistance Team：災害派遣獣医療チーム）とは、

大きな災害が起こった時に、動物たちの治療や保護・救出などを行うチームのことです。それぞれの

チームは獣医師、動物看護師のもと、ARS（動物トレーナー、トリマーなど）の４～５名からなり、48

時間以内に活動を開始できるように訓練しています。日本では平成25年、福岡県獣医師会に初めて

VMATができましたが、その後九州をはじめ全国に広がっています。

平成30年現在、福岡県には獣医師38名、動物看護師30名の合計68名のVMAT隊員がいます。

・ARS（アース・サポーター　Animal Rescue Supporters : 動物救護サポーター）とは、

主に避難所やシェルターの動物たちのお世話や、飼い主さんからの相談を行政やVMATに伝えるお

手伝いをしていただく方のことです。福岡県獣医師会では、講習を受けて試験に合格した一般の方

に対して、ARSという資格を認定しています。事前に教育や訓練に参加して認定を受けておくこと

で、万が一大きな災害が起こった時にすみやかに活動ができるようになります。講習はVMAT認定講

習会と同じ日に実施されます。

動物の
福祉 お手入れ（ケア）と動物福祉を考える 福岡県

獣医師会
福岡県獣医師会が組織するVMAT及びARSの
ご紹介及び活動状況

災害時動物救護対策委員会・副委員長　船津 敏弘

① 体を無理矢理に固定する

② 威圧的な態度で足先の動きを止められる

③ 足先をぎゅっと強く掴まれる

④ 爪を切った時に出血をする

爪切りが嫌いになる理由

① 体を無理矢理に固定する

② 威圧的なマテ！で体の動きを止められる

③ ブラシを体に強く当てゴシゴシとする

④ ブラシに毛玉が引っ掛かり毛をむしられる

ブラッシングが嫌いになる理由

① 体を無理矢理に固定する

② 威圧的な態度で足先の動きを止められる

③ 足先をぎゅっと強く掴まれる

④ 足先を布でゴシゴシと強く拭く

足拭きが嫌いになる理由

① 体を無理矢理に固定する

② 口や鼻先（マズル）を強く掴まれる

③ 威圧的な態度で口をこじ開ける

④ 歯ブラシを歯に強く当てゴシゴシとする

歯みがきが嫌いになる理由

NOT HAPPY...

① 足先を手で持たれることを好きにする

② 足先を手で触られることを好きにする

③ 爪切りが爪にふれることを好きにする

④ 爪を切ることを好きにする

爪切りを好きにしよう

① 体を手で触られることを好きにする

② ブラシが毛の表面にふれることを好きにする

③ ブラシが毛の根元にふれることを好きにする

④ ブラッシングされるを好きにする

ブラッシングを好きにしよう

① 足先を手で持たれることを好きにする

② 足先を手で触られることを好きにする

③ 足先に布がふれることを好きにする

④ 足を拭くことを好きにする

足拭きを好きにしよう

① 口と鼻先（マズル）を手で触られることを好きにする

② 口を開けられることを好きにする

③ 歯に指や歯ブラシが当たることを好きにする

④ 歯みがきをされるを好きにする

歯みがきを好きにしよう

HAPPYxHAPPY

※お手入れ道具のチェックを行い、お手入れにかける時間は１５分～２０分程で行いましょう
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福岡県動物愛護推進員について
動物愛護管理法に基づいて福岡県知事から委嘱を受けたボランティアです。
県内の各地域で、動物の愛護と管理、特に犬や猫の適正飼養や不要な繁殖の防止

（不妊去勢処置）などの普及啓発について、様々な活動を展開しています。
福岡県では、動物愛護推進協議会を組織して推進員の活動を支援しています。 

福岡県獣医師会 事務局長より
高齢化社会の加速に対応できるか？
　近年、定年延長や定年後の再雇用など高齢化社会への対応が話題になり、実際国家公務員は60歳定年から65歳
定年へと延長する等の、現実味を帯びた新聞記事を目にする。高齢でも健康年齢が高くなればそれは何ら問題はな
いのであるが、そうでない場合愛がん動物と共に高齢になると、生活の癒しにはなるが体力的な面では飼主もペット
も苦慮することになる。
　これらの問題に対して、最近言われているのが「ペット信託」や「老犬ホーム」であろう。高齢者が先々ペットの世話
が出来なくなった時の、一生涯のお世話契約を第三者（企業・NPO法人等）に依頼するものである。これらも然り、お
金が無いと契約できないのではないか？と思い調べてみると、飼主加入生命保険金から手当てする方法もあるよう
だ。中身は死亡保険金を信託会社に支払う事で死亡後のペットのお世話を依頼する契約である。飼主にもしものこと

が有った時の、残されたペットがその後も何不自由なく生涯を送るための資金と場所を提供する信託サービスと云うもの。 どうでしょ
う？我々にやすらぎと癒しを与えてくれたペット達に、ここまで考えて飼ってますか？私はと言うと「うっ!むむ…」である。

大牟田市動物管理センター

住　　所：大牟田市大浦町14

電話番号：0944-52-7493

管轄区域：大牟田市

公益財団法人  福岡県動物愛護センター

住　　所：古賀市小竹131-2　電話番号：092-944-1281

犬のしつけ方教室
一 般 コ ー ス（講義1回）一般コースでは、犬連れでの参加は出来ません。

4月21日、6月16日、7月21日、8月18日、10月20日、11月17日、12月15日
1月19日、2月16日、3月15日
 

子 犬 コ ー ス（講義1回・実技2回）参加する子犬は狂犬病予防接種とワクチン注射の接種が必要となります。
6月6日（講義）・13日（実技）・20日（実技）、9月5日（講義）・12日（実技）・19日（実技）
11月7日（講義）・14日（実技）・21日（実技）、3月5日（講義）・12日（実技）・19日（実技）
 

事 前 講 習 会　（子犬の譲渡には事前講習会の受講が必要となります。）
4月3日・21日、5月8日、6月5日・16日、7月3日・21日、8月7日・18日、9月4日・15日
10月2日・20日、11月6日・17日、12月4日・15日
1月19日、2月5日・16日、3月4日・15日

犬・猫の譲渡：犬 / 事前講習会受講後、個別面談の結果譲渡可となった方に後日譲渡
猫 / 随時個別面談の結果譲渡可となった方に後日譲渡

猫と幸せに暮らすための講座　5月29日・7月10日・9月15日・11月13日
新規ボランティア研修会　4月3日・6月5日・8月7日・10月2日・12月4日・2月5日
センターオープンデー　5月19日 夏休み動物愛護教室　7月24日・8月21日
動物愛護フェスティバル　10月開催 ワンパク同総会　4月・11月

その他、譲受団体研修会・ボランティア研修会・保健福祉（環境）事務所との研修会及び情報交換会・譲渡犬の里帰り会・動物
愛護教室・しつけ方教室・その他のイベントは、当センターへお問い合わせ下さい。
また、福岡市・北九州市・久留米市につきましては当該市にお問い合わせ下さい。

粕屋保健福祉事務所

住　　所：糟屋郡粕屋町戸原東1丁目7-26

電話番号：092-939-1744

管轄区域：古賀市･糟屋郡

http://www.zaidan-fukuoka-douai.or.jp/

平成31年度事業予定

筑紫保健福祉環境事務所

住　　所：大野城市白木原3丁目5-25 筑紫総合庁舎内

電話番号：092-513-5599

管轄区域：筑紫野市･春日市･大野城市･太宰府市･那珂川市

糸島保健福祉事務所

住　　所：糸島市浦志2丁目3-1 糸島総合庁舎内

電話番号：092-322-3268

管轄区域：糸島市

宗像・遠賀保健福祉環境事務所

住　　所：宗像市東郷1丁目2-1 宗像総合庁舎内

電話番号：0940-47-0344

管轄区域：中間市･宗像市･福津市･遠賀郡

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

住　　所：飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎内

電話番号：0948-21-4973

管轄区域：直方市･飯塚市･宮若市･嘉麻市･鞍手郡･嘉穂郡

田川保健福祉事務所

住　　所：田川市伊田3292-2 田川総合庁舎内

電話番号：0947-42-9309

管轄区域：田川市･田川郡

北筑後保健福祉環境事務所 南筑後保健福祉環境事務所

住　　所：柳川市三橋町今古賀8-1 柳川総合庁舎内

電話番号：0944-72-2163

管轄区域：柳川市･八女市･筑後市･大川市･みやま市･

　　　　　三潴郡･八女郡

京築保健福祉環境事務所

住　　所：行橋市中央1丁目2-1 行橋総合庁舎内

電話番号：0930-23-2245

管轄区域：行橋市･豊前市･京都郡･築上郡

住　　所：朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎内
電話番号：0946-22-2741
管轄区域：小郡市･うきは市･朝倉市･朝倉郡･三井郡

6 月
8 月
9 月

10 月
11 月
11 月

1 月
3 月

飼い主のマナーアップ推進キャンペーン
動物愛護教室（春日市）
春日市環境フェア
ペットのフン一掃大作戦（春日市）
かすがっ子ワイワイまつり（春日市）
犬のしつけ方教室（那珂川市）
動物愛護教室（大野城市）
ペットのフン一掃大作戦（春日市）

平成31年度事業予定

6月
11月

飼い主のマナーアップ推進キャンペーン 
飼い主のマナーアップ推進キャンペーン

平成31年度事業予定

平成31年度事業予定

6 月
9 月

11 月

1 月
2 月

飼い主のマナーアップ推進キャンペーン（街頭キャンペーン）
動物愛護週間（街頭キャンペーン）
飼い主のマナーアップ推進キャンペーン 

「老犬・老猫との暮らし方教室」
犬のしつけ方教室（1 回目）
犬のしつけ方教室（2 回目～ 4 回目）

平成31年度事業予定

4月
6月

10月
11月

犬猫里親探し（4 月～ 3 月）
飼い主のマナーアップ推進キャンペーン（ゆめタウン）
犬のしつけ方教室（労働福祉会館）
飼い主のマナーアップ推進キャンペーン（ゆめタウン）

平成31年度事業予定

6月
10月
11月
11月

飼い主のマナーアップ推進キャンペーン
糸島動物いきいきフェスタ
飼い主のマナーアップ推進キャンペーン
飼い犬のしつけ方教室

平成31年度事業予定

6月
8月

11月

動物の適正飼養街頭キャンペーン
動物愛護啓発活動
飼い主のマナーアップ推進キャンペーンイベント

「ペットと生きる～小さないのちと共に～」

平成31年度事業予定
6月
7月

10月
11月
11月
11月

動物適正飼養キャンペーン
夏休み親子動物愛護教室
犬のしつけ方教室（小郡市）
動物適正飼養キャンペーン
動物愛護パネル展示
ペットスケッチコンクール作品展

平成31年度事業予定

平成31年度事業予定

6 月
6 月
7 月
8 月
8 月
9 月

10 月
11 月
11 月

3 月

飼い主のマナーアップ推進キャンペーン
犬のしつけ方教室（遠賀・中間）
動物愛護教室（学童保育所）
犬の育て方セミナー（宗像）
動物愛護教室（学童保育所）
動物愛護週間 「犬や猫との付き合い方講座」（宗像）
犬のしつけ方教室（遠賀・中間）
飼い主のマナーアップ推進キャンペーン
犬や猫との付き合い方講座（宗像）
猫の育て方セミナー（宗像）

6月
9月

10月
11月
11月

飼い主のマナーアップ街頭キャンペーン
出前講座（支部内の小学校）
出前講座（支部内の小学校）
ふるさと香春 秋祭りにおける動物愛護啓発（香春町）
出前講座（支部内の小学校）

平成31年度事業予定

6月
9月
9月

10月
11月
11月
11月
11月
12月

飼い主のマナーアップ推進キャンペーン
動物愛護週間に係るパネル展示
動物愛護教室（複数小学校）
動物愛護教室（複数小学校）
飼い主のマナーアップ推進キャンペーン
動物愛護教室（複数小学校）
犬のフン一掃キャンペーン
犬のしつけ方教室
動物愛護教室（複数小学校）

※年間を通じて「わんにゃ～ねっと」を実施

プーコ

あけび・おくら・シア
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福岡県動物愛護推進員について
動物愛護管理法に基づいて福岡県知事から委嘱を受けたボランティアです。
県内の各地域で、動物の愛護と管理、特に犬や猫の適正飼養や不要な繁殖の防止

（不妊去勢処置）などの普及啓発について、様々な活動を展開しています。
福岡県では、動物愛護推進協議会を組織して推進員の活動を支援しています。 

福岡県獣医師会 事務局長より
高齢化社会の加速に対応できるか？
　近年、定年延長や定年後の再雇用など高齢化社会への対応が話題になり、実際国家公務員は60歳定年から65歳
定年へと延長する等の、現実味を帯びた新聞記事を目にする。高齢でも健康年齢が高くなればそれは何ら問題はな
いのであるが、そうでない場合愛がん動物と共に高齢になると、生活の癒しにはなるが体力的な面では飼主もペット
も苦慮することになる。
　これらの問題に対して、最近言われているのが「ペット信託」や「老犬ホーム」であろう。高齢者が先々ペットの世話
が出来なくなった時の、一生涯のお世話契約を第三者（企業・NPO法人等）に依頼するものである。これらも然り、お
金が無いと契約できないのではないか？と思い調べてみると、飼主加入生命保険金から手当てする方法もあるよう
だ。中身は死亡保険金を信託会社に支払う事で死亡後のペットのお世話を依頼する契約である。飼主にもしものこと

が有った時の、残されたペットがその後も何不自由なく生涯を送るための資金と場所を提供する信託サービスと云うもの。 どうでしょ
う？我々にやすらぎと癒しを与えてくれたペット達に、ここまで考えて飼ってますか？私はと言うと「うっ!むむ…」である。

大牟田市動物管理センター

住　　所：大牟田市大浦町14

電話番号：0944-52-7493

管轄区域：大牟田市

公益財団法人  福岡県動物愛護センター

住　　所：古賀市小竹131-2　電話番号：092-944-1281

犬のしつけ方教室
一 般 コ ー ス（講義1回）一般コースでは、犬連れでの参加は出来ません。

4月21日、6月16日、7月21日、8月18日、10月20日、11月17日、12月15日
1月19日、2月16日、3月15日
 

子 犬 コ ー ス（講義1回・実技2回）参加する子犬は狂犬病予防接種とワクチン注射の接種が必要となります。
6月6日（講義）・13日（実技）・20日（実技）、9月5日（講義）・12日（実技）・19日（実技）
11月7日（講義）・14日（実技）・21日（実技）、3月5日（講義）・12日（実技）・19日（実技）
 

事 前 講 習 会　（子犬の譲渡には事前講習会の受講が必要となります。）
4月3日・21日、5月8日、6月5日・16日、7月3日・21日、8月7日・18日、9月4日・15日
10月2日・20日、11月6日・17日、12月4日・15日
1月19日、2月5日・16日、3月4日・15日

犬・猫の譲渡：犬 / 事前講習会受講後、個別面談の結果譲渡可となった方に後日譲渡
猫 / 随時個別面談の結果譲渡可となった方に後日譲渡

猫と幸せに暮らすための講座　5月29日・7月10日・9月15日・11月13日
新規ボランティア研修会　4月3日・6月5日・8月7日・10月2日・12月4日・2月5日
センターオープンデー　5月19日 夏休み動物愛護教室　7月24日・8月21日
動物愛護フェスティバル　10月開催 ワンパク同総会　4月・11月

その他、譲受団体研修会・ボランティア研修会・保健福祉（環境）事務所との研修会及び情報交換会・譲渡犬の里帰り会・動物
愛護教室・しつけ方教室・その他のイベントは、当センターへお問い合わせ下さい。
また、福岡市・北九州市・久留米市につきましては当該市にお問い合わせ下さい。

粕屋保健福祉事務所

住　　所：糟屋郡粕屋町戸原東1丁目7-26

電話番号：092-939-1744

管轄区域：古賀市･糟屋郡

http://www.zaidan-fukuoka-douai.or.jp/

平成31年度事業予定

筑紫保健福祉環境事務所

住　　所：大野城市白木原3丁目5-25 筑紫総合庁舎内

電話番号：092-513-5599

管轄区域：筑紫野市･春日市･大野城市･太宰府市･那珂川市

糸島保健福祉事務所

住　　所：糸島市浦志2丁目3-1 糸島総合庁舎内

電話番号：092-322-3268

管轄区域：糸島市

宗像・遠賀保健福祉環境事務所

住　　所：宗像市東郷1丁目2-1 宗像総合庁舎内

電話番号：0940-47-0344

管轄区域：中間市･宗像市･福津市･遠賀郡

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

住　　所：飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎内

電話番号：0948-21-4973

管轄区域：直方市･飯塚市･宮若市･嘉麻市･鞍手郡･嘉穂郡

田川保健福祉事務所

住　　所：田川市伊田3292-2 田川総合庁舎内

電話番号：0947-42-9309

管轄区域：田川市･田川郡

北筑後保健福祉環境事務所 南筑後保健福祉環境事務所

住　　所：柳川市三橋町今古賀8-1 柳川総合庁舎内

電話番号：0944-72-2163

管轄区域：柳川市･八女市･筑後市･大川市･みやま市･

　　　　　三潴郡･八女郡

京築保健福祉環境事務所

住　　所：行橋市中央1丁目2-1 行橋総合庁舎内

電話番号：0930-23-2245

管轄区域：行橋市･豊前市･京都郡･築上郡

住　　所：朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎内
電話番号：0946-22-2741
管轄区域：小郡市･うきは市･朝倉市･朝倉郡･三井郡

6 月
8 月
9 月

10 月
11 月
11 月

1 月
3 月

飼い主のマナーアップ推進キャンペーン
動物愛護教室（春日市）
春日市環境フェア
ペットのフン一掃大作戦（春日市）
かすがっ子ワイワイまつり（春日市）
犬のしつけ方教室（那珂川市）
動物愛護教室（大野城市）
ペットのフン一掃大作戦（春日市）

平成31年度事業予定

6月
11月

飼い主のマナーアップ推進キャンペーン 
飼い主のマナーアップ推進キャンペーン

平成31年度事業予定

平成31年度事業予定

6 月
9 月

11 月

1 月
2 月

飼い主のマナーアップ推進キャンペーン（街頭キャンペーン）
動物愛護週間（街頭キャンペーン）
飼い主のマナーアップ推進キャンペーン 

「老犬・老猫との暮らし方教室」
犬のしつけ方教室（1 回目）
犬のしつけ方教室（2 回目～ 4 回目）

平成31年度事業予定

4月
6月

10月
11月

犬猫里親探し（4 月～ 3 月）
飼い主のマナーアップ推進キャンペーン（ゆめタウン）
犬のしつけ方教室（労働福祉会館）
飼い主のマナーアップ推進キャンペーン（ゆめタウン）

平成31年度事業予定

6月
10月
11月
11月

飼い主のマナーアップ推進キャンペーン
糸島動物いきいきフェスタ
飼い主のマナーアップ推進キャンペーン
飼い犬のしつけ方教室

平成31年度事業予定

6月
8月

11月

動物の適正飼養街頭キャンペーン
動物愛護啓発活動
飼い主のマナーアップ推進キャンペーンイベント

「ペットと生きる～小さないのちと共に～」

平成31年度事業予定
6月
7月

10月
11月
11月
11月

動物適正飼養キャンペーン
夏休み親子動物愛護教室
犬のしつけ方教室（小郡市）
動物適正飼養キャンペーン
動物愛護パネル展示
ペットスケッチコンクール作品展

平成31年度事業予定

平成31年度事業予定

6 月
6 月
7 月
8 月
8 月
9 月

10 月
11 月
11 月

3 月

飼い主のマナーアップ推進キャンペーン
犬のしつけ方教室（遠賀・中間）
動物愛護教室（学童保育所）
犬の育て方セミナー（宗像）
動物愛護教室（学童保育所）
動物愛護週間 「犬や猫との付き合い方講座」（宗像）
犬のしつけ方教室（遠賀・中間）
飼い主のマナーアップ推進キャンペーン
犬や猫との付き合い方講座（宗像）
猫の育て方セミナー（宗像）

6月
9月

10月
11月
11月

飼い主のマナーアップ街頭キャンペーン
出前講座（支部内の小学校）
出前講座（支部内の小学校）
ふるさと香春 秋祭りにおける動物愛護啓発（香春町）
出前講座（支部内の小学校）

平成31年度事業予定

6月
9月
9月

10月
11月
11月
11月
11月
12月

飼い主のマナーアップ推進キャンペーン
動物愛護週間に係るパネル展示
動物愛護教室（複数小学校）
動物愛護教室（複数小学校）
飼い主のマナーアップ推進キャンペーン
動物愛護教室（複数小学校）
犬のフン一掃キャンペーン
犬のしつけ方教室
動物愛護教室（複数小学校）

※年間を通じて「わんにゃ～ねっと」を実施

プーコ

あけび・おくら・シア
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17
KIZUNA

人と動物の共生と福祉

近年、人獣共通感染症や食の安全確保など
安全で安心な社会の構築が求められています。

これらの課題に　人・動物・環境　三者全ての関係者が
連携して取り組む考え方のことをワンヘルスと
いいます。

福岡県では、ワンヘルスの理念の啓発などの施策を
推進しています。

人と動物が共生できる社会作りのため地域に密着した動物愛護の普及啓発活動ニュース

福岡県　　公益社団法人 福岡県獣医師会

編集後記

One Health（ワンヘルス）って知っていますか？One Health（ワンヘルス）って知っていますか？

福岡県動物愛護センターのマスコットキャラクター

愛称が決まりました！！
未来に命をつなぎ、動物も人間も幸福に暮らしていける
世の中になってほしいとの思いが込められています。

福
（ふく）

命（めい）

日頃からご自分のワンちゃんネコちゃんを触ることは、皮膚
疾患や体調の変化の発見にも繋がります。

マッサージやTタッチ（テリントンタッチ）などを夜、眠る前や
くつろいだ時間に行うと、マッサージをやっている側の人間も

オキシトシンというホルモンが出て癒され、受けているワンちゃんネコちゃんも
気持ちよくリラックスしてスキンシップを受け取れます。
またスキンシップは、飼い主さんとペットとの最強のコミュニケーションであり、
より強い「絆」が育まれます。

少しずつ知らない人や行ったことが無い場所でも触られることに慣れさせて、
人と動物とが穏やかな楽しい共存生活を送ることが出来るといいですね。

北筑後支部　　野見山　典子

2005年、生後4ヶ月くらいの頃に福岡県動物愛護センターへ収容される。同年5月の譲渡
会の時に動物愛護推進員の森竜一が飼い主となる。二人合わせてもりもぉり♡
6か月の頃から行政が主催する犬のしつけ方教室のモデル犬として活躍。2歳の頃に優良
家庭犬普及協会が実施するＧ．Ｃ．Ｔ（グッドシチズンテスト）に合格。今現在もモデル犬とし
て活躍中。保護された猫（2歳♂）と秋田犬（7ヶ月♀）と一緒に生活を送る。

動物の健康環境保全

人の健康

表紙のワンちゃん：

もぉりくん　現在14歳
（♂・去勢済）


