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２０１５年度事業報告書

（２０１５年４月１日－２０１６年３月３１日）

公益財団法人 関西盲導犬協会

１．公益事業部門

１－１．盲導犬および視覚障がいに関する事業

（１）盲導犬の貸与

①盲導犬貸与ならびに共同訓練

ａ．盲導犬貸与数（実働盲導犬数）

２０１６年３月末現在、実働盲導犬数８４頭（ユーザー数８８人）

ｂ．共同訓練

２０１５年度は１１人の視覚障がい者に共同訓練を実施し１０頭の盲導犬貸与を行っ

た。詳細は次のとおりであった。

番号 性別 都道府県 犬名 犬種 性別 貸与日 新代

７３７３ 女 大阪府 ティップ ＬＲ 雌 ４月２５日 代替

７３７４ 男 富山県 タイム ＬＲ 雄 ６月 ４日 代替

７３７５ 男 兵庫県 フェアリー ＧＲ 雌 ８月２１日 代替

７３７６ 女 兵庫県 フェアリー ＧＲ 雌 ８月２１日 代替

７３７７ 男 滋賀県 エーデル ＬＲ 雌 ９月２６日 代替

７３７８ 男 大阪府 ハーモニー ＬＲ 雌 １０月１７日 代替

７３７９ 女 京都府 ハウル ＬＲ 雄 １１月１４日 代替

７３８０ 男 滋賀県 ジョディ ＬＲ 雄 １１月２６日 代替

７３８１ 女 愛媛県 リッキー ＬＲ 雄 １２月２６日 代替

７３８２ 男 兵庫県 フラッシュ ＧＲ 雄 １月２３日 代替

７３８３ 女 高知県 ウィニー ＬＲ 雌 ２月２６日 新規

※ ＬＲ：ラブラドール、ＧＲ：ゴールデン

②公正な盲導犬貸与の実施

盲導犬貸与規程ならびに盲導犬貸与委員会規程に基づく公正な盲導犬貸与を実施することを

目的に、盲導犬貸与委員会を開催し、盲導犬貸与申込者の選定ならびに共同訓練に関する各

事項の手続きの確認を行った。

第５２回盲導犬貸与委員会（ ４月 ４日）

第５３回盲導犬貸与委員会（ ５月 ９日）

第５４回盲導犬貸与委員会（ ６月１３日）

第５５回盲導犬貸与委員会（ ７月 ４日）

第５６回盲導犬貸与委員会（ ８月 １日）

第５７回盲導犬貸与委員会（ ９月 ５日）

第５８回盲導犬貸与委員会（１０月 ３日）

第５９回盲導犬貸与委員会（１１月 ７日）

第６０回盲導犬貸与委員会（１２月１２日）

第６１回盲導犬貸与委員会（ １月 ９日）

第６２回盲導犬貸与委員会（ ２月 ６日）

第６３回盲導犬貸与委員会（ ３月 ５日）
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③盲導犬ユーザーへのフォローアップ

ａ．盲導犬ユーザーに対するフォローアップ

フォローアップ専任職員を中心に、盲導犬ユーザーが安全で快適な盲導犬歩行ならびに生

活が継続できるようフォローアップの充実を図った。２０１５年度のフォローアップ実施

件数は２０２件（前年度２１６件）であった。

・定期 ９１件

・ファミリアリゼーション ２９件

・共同訓練直後 ８件

・犬の健康管理 ３０件（※）

・犬の問題行動 １９件

・その他 ２５件

※１０歳および９歳の高齢犬に対しての引退前健康チェックを含む

（２）盲導犬の育成

①繁殖

ａ．２０１５年３月末の繁殖状況は次のとおりであった。

・当協会で生まれたパピー頭数 ４８頭（うち３５頭をパピーウォーカーに委託）

・他協会から譲り受けたパピー頭数 ３頭（北海道盲導犬協会２頭／中部盲導犬協会１頭）

・２０１６年３月末の繁殖犬総数 ２４頭（内訳 オス １２頭／メス １２頭）

うち新規繁殖犬登録数 １頭

ｂ．ＡＧＢＮ(ｱｼﾞｱ・ｶﾞｲﾄﾞﾄﾞｯｸﾞ･ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ)の実務担当者会議（３回開催）に訓練

部長ならびに繁殖担当職員を派遣した。また、ＡＧＢＮを通じて繁殖における専門家な

らびに有識者と意見交換を行い、繁殖に関する知識の向上に努めた。

②パピーの育成

ａ．２０１６年３月末のパピーウォーキングの状況は次のとおりであった。

・パピーウォーカーに委託したパピー頭数 ３８頭

ｂ．巡回指導およびパピースクール等の状況は次のとおりであった。

・定期巡回指導 のべ ３１０件

・パピースクール（１６回、のべ２００家族参加）

③盲導犬候補犬の訓練

ａ．パピー引き上げ時期の集約、訓練評価の定期化等、例年どおりの取り組みを実施した。

ｂ．固定柵を設けない新しい犬舎での生活を想定した訓練を行なった。

（３）盲導犬の保健衛生管理

①盲導犬のケア

ａ．引退が近づいた盲導犬に対し、身体的に健康な状態で引退できるよう健康診断を行っ

た。

ｂ．昨年に引き続き、貸与後、特定の病気を有する盲導犬に対して療法食の補助を行った。

②繁殖犬・パピーのケア

定期巡回ならびにセミナー等を通じて、犬の健康管理・衛生管理についての指導を行なった。

③訓練犬のケア

ａ．クイールの会（ボランティアの会）ならびにボランティアの協力のもと、訓練犬のシャ

ンプーならびに犬室の整備を実施し犬舎環境の改善を図った。

ｂ．新しい犬舎を衛生的に保つための建築材質の選定とその管理方法について検討した。
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④リタイア犬のケア

リタイア犬（盲導犬を引退した犬）の飼育ボランティアと連携を取りながら、リタイア犬の

健康管理や介護などの問題に対応し、リタイア犬が快適な余生を過ごせるよう努めた。

ａ．２０１６年３月末のリタイア犬の総数は次のとおりであった。

・リタイア犬総数７０頭

ｂ．リタイア犬のマッサージセミナーの開催

リタイア犬の健康維持を目的に、専門員によるマッサージセミナーを開催した。

（計５回、のべ５０組参加）

・ ９月２３日（午前・午後）

・１１月１１日（午前・午後）

・ ２月１１日（午前）

ｃ．リタイア犬の医療等の支出について

２０１６年度３月末までに、リタイア犬のケアにかかる費用として、下記のとおり支出

した。（合計３,５１９,８９２円）

・リタイア犬のフード代等 １,２３１,３４６円

・ワクチン等の医療費 １,９４２,５５５円

・火葬費 ３４５,９９１円

（４）盲導犬訓練士および歩行指導員の養成

①盲導犬訓練士および歩行指導員の養成

盲導犬訓練士１名について、認定ＮＰＯ法人全国盲導犬施設連合会から盲導犬歩行指導員の

認定を受けた。（２０１６年４月１日 認定予定）

②研修

下記、研修会等に訓練士、歩行指導員ならびに関係職員を派遣した。

ａ．認定ＮＰＯ法人全国盲導犬施設連合会が主催する研修会

・ジャパンセミナー（２０１６年２月）

・他協会の犬舎管理方法の見学（日本盲導犬協会 ２０１６年３月）

（５）その他

①犬舎の移設

建物取得資金積立資産取扱規程に基づく犬舎の移設を完了した。（２０１６年３月３０日引

き渡し完了）

②ボランティアとの連携

ａ．クイールの会（ボランティアの会）ならびにボランティアの方々の協力のもと、訓練犬

のケア・犬舎ならびに前庭の清掃等を定期的に実施した。

ｂ．リタイア犬ならびにキャリアチェンジ犬の活用（フレンドドッグ活動）

４名のボランティアの協力を得て、高齢者福祉施設等を訪問するフレンドドッグ活動を実

施した。（のべ８６件、前年比２５件減）

１－２．相談事業

（１）盲導犬・視覚障がい者に関する問題に対する措置

２０１５年３月末までに受けた苦情は１４件、相談は１９件であった。

①苦情内容ならびに件数（１４件）

・盲導犬ユーザーの盲導犬に対する扱いについて（１１件）

※うち２件が当協会ユーザーであったため状況確認のうえ指導を行い再発防止に努めた。
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・タクシー乗務員からユーザーの犬の管理とマナーについて（１件）

・ビル管理事業者からユーザーの犬の管理について（１件）

・一般の人から盲導犬の行動について（１件）

②相談内容ならびに件数（１９件）

ａ．盲導犬ユーザーからの受け入れ拒否等に関する相談（１２件）

・商業施設３件、観光施設１件、飲食店４件、病院１件、レンタカー１件、高速バス１件

・盲導犬に危害を加えようとしたことについて１件

ｂ．受け入れ側からの相談（７件）

・飲食店２件、事業所１件、マンション１件、旅館１件、寺社仏閣１件、タクシー会社１件

１－３．啓発普及事業

（１）盲導犬の必要性ならびに身体障害者補助犬法についての啓発活動

①視覚障がい者に対する啓発普及活動

ａ．以下の団体からの要請を受けて、盲導犬の体験歩行を行った。

２０１５年 ５月１５日 長岡京市視覚障害者協会

２０１５年 ５月１５日 大津市視覚障害者協会

２０１５年 ９月２７日 高知県身体障害者連合会

２０１５年１０月 ４日 丹後視力障害者福祉センター

２０１５年１２月１１日 兵庫県視覚障害者福祉協会

２０１６年 ２月２８、２９日 滋賀県視覚障害者福祉協会

ｂ．機関誌「ハーネス通信」の点字・ＣＤ・電子データ版を４回発行した。

（２０１５年４月１日、７月１日、１０月１日、２０１６年１月１ 日発行）

②行政ならびに関係団体と連携した啓発普及活動

京都府身体障害者 更生相談所が開催する視覚相談会、京都ライト ハウスが開催する南部サ

テライト事業に職員を派遣し、盲導犬に関する情報提供を行った。

２０１５年 ５月２０日 長岡京市

２０１５年 ５月２９日 舞鶴市

２０１５年 ７月２７日 亀岡市

２０１５年 ９月１８日 城陽市

２０１５年１１月 ２７日 弥栄町

２０１６年 １月 ２８日 木津川市

２０１６年 ３月 １７日 向日市

③一般市民に対する啓発活動

ａ．訓練センターの見学

・定例見学会（３月を除く毎月第３日曜日）参加者数３２０名（前年度 比２７９名減）

・その他の見学 ３６団体

ｂ．オープンデー （２０１５年４月２９日）

・参加者 約７００名

ｃ．講演活動（学校・ 企業・社会奉仕団体等からの依頼）

・学校での講演 １４５件（うち２３件は盲導犬ユーザーが講演）

・イベントならびに社会奉仕団体の例会等での講演と実演 ６１件

④ホームページや機関誌による情報提供

ａ．ホームページのリニューアル
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・写真を多用したホームページにした。

・盲導犬ならびに盲導犬ユーザーへの理解が深まるようページ立てを変更した。

ｂ．機関誌「ハーネス通信」

・犬の健康管理を通年のテーマとした特集を毎回掲載した。

（２）啓発に関する調査および研究

同志社大学と共同で、京都の寺社仏閣、観光施設、旅館等での補助犬ユーザー受け入れの理解を

進めることを目的に、同大学生と共に補助犬ユーザー受け入れについて資料収集、受け入れに関

するインタビューなどを実施し、「京都発！補助犬受け入れガイドブック」を作成した。

２.管理部門

（１）安定的な事業運営のための働きかけ

①会員

２０１６年３月末の会員数は次のとおりであった。

総会員数１,３０９件（２０１５年度３月末１,３４３件）

・正会員 １,１９６件（前年度２７件減）

・青少年会員 １８件（前年度 ４件減）

・法人会員 ２７件（前年度 ５件減）

・後援会員 ３１件（前年度 ８件増）

・マンスリー会員３７件（前年度 ６件減）

②募金箱

２０１６年３月末の募金箱回収状況は次のとおりであった。

・２０１６年３月末の設置店舗数２,０９８件（２０１５年３月末比１５件増）

・回収金額 １１,４１０,３８６円（前年度１０,８７４,９９３円）

③街頭募金

２０１６年３月末のクイールの会と協会職員による街頭募金を８５回実施し、募金金額は

９,７７１,９５５円（前年度１０９回実施、１２,８５１,９１８円）であった。

④募金自動販売機の設置

２０１６年３月末の設置台数は７１台（新規５台、サントリーウォーターサーバー２台）

寄付額総計８８３,１７１円（前年度８１５,３０３円）であった。

協力企業（関西キリンビバレッジサービスグループ・アサヒ飲料販売・サントリービバレッ

ジサービス・他５社）

３．施設整備計画

（１）犬舎移設、前庭整備、既存棟１階トイレならびに既存棟宿泊室の改修工事を完了した。

（総額１５２,０００,０００円）

（２）軽自動車（１台）の入れ替えを行なった。（車両購入費１,０５０,６２８円）
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４．その他

（１）職員について

正職員数 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ 資格取得年数

管理部門 管理・事務職 ４ ２

普及啓発 ２

訓練部門

盲導犬歩行指導員 ５

1999年１名、2002年2名、2014

年１名、

2016年（4月1日）１名

※上記５名は盲導犬訓練士の有

資格者

盲導犬訓練士 ２ 2011年１名、2012年1名

パピー担当者 １

繁殖担当者 １

犬舎管理担当者 1

計 １５ ３

（２）訓練士等のキャリアアップの状況

訓練犬の訓練頭数ならびに視覚障がい者の歩行指導回数等、日本盲人社会福祉施設協議会の自

立支援部会盲導犬委員会ならびに認定NPO法人全国盲導犬施設連合会の策定した基準に則り、

訓練士ならびに歩行指導員を養成。その他に、国際盲導犬連盟、アジアブリーディングネット

ワーク、視覚障害リハビリテーション協会等の主催するセミナーや会合などに積極的に参加し

て、訓練技術や視覚障害に関する知識のキャリアアップを実施。

（３）訓練について

犬のス

テージ

期間

（犬年齢）
訓練のステージ 担当職員 内容

子犬
生後60日～

１歳
パピーウｫーキング パピー担当

パピーウォーカー（子犬飼

養ボランティア）宅での基

本的な躾や生活

訓練犬

１歳～

約２歳
候補犬の訓練

訓練士

歩行指導員

犬舎管理担当者

直線歩行・障害物回避・段

差発見・公共交通機関の利

用・ステイ（待つこと）・

生活訓練（食餌・排泄等）

約２歳
共同訓練

（２週間～４週間）
歩行指導員

視覚障がい者と訓練犬との

歩行訓練ならびに生活訓練

盲導犬
２歳～

１０歳
フォローアップ 歩行指導員

盲導犬ユーザーが安全な歩

行かつ快適な生活を持続す

るために、盲導犬貸与後年

１回以上のフォローアップ

を実施
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（４）施設について

①施設の場所

〒６２１－００２７ 京都府亀岡市曽我部町犬飼未ケ谷１８－２

②敷地面積

亀岡市曽我部町犬飼未ケ谷１８－２ （５,７１５.７１㎡）

亀岡市曽我部町犬飼未ケ谷１８－３ （２,４８６㎡）

亀岡市曽我部町犬飼未ケ谷１８－４ （３９３㎡）

亀岡市曽我部町犬飼未ケ谷２４－２ （１０５.９８㎡）

③建物

ａ．訓練センター棟（鉄筋コンクリート２階建て） ８２６㎡

事務所・厨房・食堂・ホール・宿泊室（７室）・犬用医務室・犬舎

ｂ．新犬舎（鉄骨平屋建て）犬室４室 ９４．６０㎡

ｃ．ハーネス研修センター（木造２階建て） 宿泊室３室 厨房・食堂 １２２．８４㎡

ｄ．訓練棟「木香テラス」（木造 一部２階建て） ５４９．７９㎡


