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引退犬飼育ボランティアのご案内 

 

平素より盲導犬育成事業にご理解いただき、誠にありがとうございます。 

日本盲導犬協会では、一頭の子犬の誕生からたくさんのボランティアやスタッフが関わり、一頭一頭が大切

な存在として、生涯を通してどの犬たちも幸せに暮らして欲しいと考えています。そのため家族の一員として

その犬が寿命を全うするまで面倒をみて頂けるご家族を募集しております。ご家族皆様でご検討いただき、

登録申込書に必要事項をご記入のうえ、ご返送頂けますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

引退犬飼育ボランティアとは… 

引退した盲導犬を家族の一員として迎えていただくボランティアです。引退後は、新しい家庭で、一般の

家庭犬のように、のんびりと余生を過ごします。引退犬飼育ボランティアのおかげで、盲導犬ユーザーは

安心して、新しい盲導犬と歩くことができます。 

 

◆◆◆引退犬飼育ボランティアの基本条件◆◆◆ 

１． 室内飼育ができるご家庭 

盲導犬利用者が犬を飼育する環境が室内であるため、当協会の育成プログラムでは子犬の頃より室内

で飼育し、屋内でのマナーや社会性も身につけられるように育てています。そのため犬たちは室外で飼

育される準備が出来ておらず、家の中で飼育されない場合は、疎外感による欲求不満やストレスを受け、

問題行動を起こすことも予測されます。 

２． 留守がちでないご家庭 

家族の一員となるラブラドール・レトリーバーやゴールデン・レトリーバーは人の側にいることが大好きで、

人といることでとても安心します。また盲導犬としてお仕事をしていた時はユーザーと離れることなく一緒

に外出をしていたため、留守番が苦手な犬もいます。留守にされることが多いケースや、半日以上家に

誰もいない生活スタイルのご家庭は犬にとって安心できる環境ではないため、申し訳ございませんが遠

慮させていただいております(お一人暮らしは不可とさせていただいております)。 

◇ ご都合により、登録をキャンセルされる場合は、必ず協会へご連絡ください。 

◇ 室内飼育ができないご家庭のご登録は、ご遠慮させていただきます。 

◇ 集合住宅にお住まいの方は管理側の承諾が得られている場合に限ります 

 →集合住宅の規定で犬の飼育が認められている場合でも、大型犬の飼育は不可な場合もございます。住

宅管理側の許可・承諾が無い場合は飼育をお願いする事は出来ませんので予めご確認ください。 

◇ お預かりして頂く犬の医療費の一部は協会が負担いたします。 

 

◆◆◆犬飼育ボランティアの登録システムについて◆◆◆ 

    登録申込書をご返送いただいた後、仮登録させて頂き、後日協会より詳細についてお伺いするため、ご連絡

させて頂きます。登録申込書に記載された内容を検討して登録させていただくため、返送したら必ずしも犬をお預

かり頂くことになるとは限りませんので、ご了承下さい。 
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◆◆◆引退犬が家族の一員になるまで！◆◆◆ 

 
登録申込書記入後、協会へ返送（お近くの訓練センターへ後郵送ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

協会からご連絡・詳細についてお伺いいたします。 

 

↓ 
引退犬飼育ボランティア待機者登録 

ご家族で十分ご検討頂き、お預かり頂ける場合は登録をさせて頂きます。その後会って頂ける犬が出ましたら、ご

連絡を差し上げますので、それまでお待ちください（お預かり頂く犬が常時訓練センターに待機しているわけでは

ありません。ご家族との相性や条件によって犬とのマッチングをしているため、申し込み後すぐには犬をお渡しでき

ないことをご理解下さい）。 

↓ 
 いよいよご対面！ 

 協会で犬と面会をしていただきます。犬の様子などを確認させていただき、お試し飼育(トライアル)をしていただ

きます。トライアル期間は最低2週間で期間を延ばすことも可能です。トライアル期間中に職員がご自宅へ伺い、

飼育環境と犬の状態を確認させていただきます。生涯飼育の意思確認をさせていただき、犬の飼育委託契約を

締結させていただきます。 

↓ 

今日から家族の一員です！ 

 定期的に犬の様子をお知らせいただく報告書の提出をお願いしています。また、職員がご自宅へ伺い、飼育環

境と犬の状態を確認や飼育相談をさせていただきます。 

 

※PCメールアドレスの登録にご協力お願いします。 

郵送費削減のため、PCメールアドレスの登録にご理解ご協力をお願い申し上げます。 

なお、PCメールアドレスをお持ちでない、あるいは携帯電話のメールアドレスしかお持ちでない方は、PC

メールアドレス記入欄に必ず「なし」とご記入ください。 

※なお、ボランティア活動開始時にボランティア登録費として１家族につき１０００円を申し受けており

ます。ボランティア保険への加入、ＩＤカード発行、通信料として使わせて頂きます。 

 

 

￥ 

● 神奈川訓練センター 

223-0056神奈川県横浜市港北区新吉田町6001-9  

TEL：０４５－５９０－１５９５ ＦＡＸ：０４５－５９０－１５９９  

 

● 仙台訓練センター 

982-0263宮城県仙台市青葉区茂庭字松倉12-2  

TEL：０２２－２２６－３９１０ ＦＡＸ：０２２－２２６－３９９０ 

 

● 日本盲導犬総合センター 

418-0102静岡県富士宮市人穴381 

TEL：０５４４－２９－１０１０ ＦＡＸ：０５４４－５４－３０３０  

 

● 島根あさひ訓練センター 

697-0426島根県浜田市旭町丸原155－15 

TEL：０８５５－４５－８３１１ ＦＡＸ：０８５５－４５－１１３９ 
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記入日   年   月   日                        協会返送用（ＨＰ） 

 

 

 

※代表者は20歳以上の方に限ります。 

ふりがな 

氏名（登録代表者名）                  印 

 

住所 〒（   －    ） 

 

                                          

ＴＥＬ（    ）   －        携帯電話（    ）   －         

ＦＡＸ（    ）   －          ※携帯電話の所有者(           )  

 

PCﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                        

 ※PCメールアドレスの登録にご協力お願いします。・・・前の頁参照 

（メールアドレスをお持ちでない、あるいは携帯電話のメールアドレスしかお持ちでない場合、上記PCメ

ールアドレス欄に必ず「なし」とご記入下さい） 

 

ご連絡可能な時間                                            

 

家族構成 【同居のご家族についてご記入下さい。】※生年月日は西暦でご記入ください 

 名前 
性

別 
続柄 

生年月日 

（西暦） 

年

齢 

ご職業 

（会社名・業種・学校名等） 

ａ   
代表者 

本 人 
年 月 日   

ｂ       

ｃ       

ｄ       

ｅ       

ｆ    
 

  

ｇ    
 

  

【個人情報保護について】 

いただいた情報は、飼育ボランティア登録及び協会からの情報発信にのみ利用し、それ以外の目的では利用いたしません。 
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☆ 以下の質問にお答え下さい 

◇希望された理由をご記入ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あてはまる回答の□に「 レ 」印を付けてください 

◇ご家族の方について 

１．ご家族の中にアレルギーを持った方はいらっしゃいますか    □Yes  □No 

２．ご家族の中に介護を必要とする方はいらっしゃいますか     □Yes  □No 

３．現在犬を飼育していますか       □Yes（飼育頭数   頭  犬種               年齢       ） 

                        □No 

４．犬を飼育した経験がありますか  □Yes  □No 

    Yesの場合：いつ頃（         ）飼育年数（         ） 

        犬種（                        ） 

５．現在、犬以外の動物を飼育していますか      □Yes（        ）  □No 

６．日中家で主に犬の世話する人は誰ですか（家族構成表の記号） 

   □a  □b □ｃ □d □e  □ｆ  □g  

 

◇飼育環境について 

７．お住まいは？□一戸建て  

           □共同住宅（マンション等）：大型犬の飼育は認められていますか  □Yes □No 

８．家を留守にする時間は１日平均どれくらいですか   □ほとんどない   □    時間程度 

９．１日６回程度排便させ、その場所を用意することができますか     □Yes  □No 

    Yesの場合の場所：□室内  

                □屋外→□庭  □ベランダ □その他（              ） 

10．留守番をさせる時、犬をどこで待たせる予定ですか  

□家の中 具体的な場所 （                                    ） 

    □その他（                                              ） 

11．夜寝る時、犬はどこにおく予定ですか       

 □家の中 具体的な場所 （                                    ）   

 □その他（                                               ） 

12．家にフェンス（塀）はありますか          □Yes □No 
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◇ 犬について 

13.犬種の希望はありますか ※必ずしもご希望に添えない場合があることを予めご了承ください 

    □ラブラドール  □ゴールデン  □ラブラドールとゴールデンの掛け合わせ □どれでも 

14．性別の希望はありますか ※必ずしもご希望に添えない場合があることを予めご了承ください        

    □オス（去勢手術済み）   □メス（避妊手術済み）    □どちらでも 

15．毛色の希望はありますか ※必ずしもご希望に添えない場合があることを予めご了承ください 

 □イエロー   □ブラック    □どちらでも 

  

◇ 家族の一員として迎えるにあたり、ご家族で次の犬の性格や行動から、家族として迎えること 

が可能な項目を教えてください。 

16． 多少の健康上（白内障、軽度股関節形成不全、アレルギーなど）の問題を持っていてもよい 

                                                   □Yes □No 

17． とても元気があり、活動的な犬でもよい                           □Yes □No 

18． 少しシャイで怖がりでもよい                                      □Yes  □No 

19． 少し吠えてもよい                                     □Yes □No 

20． 猫が苦手でもよい（猫を飼っていて一緒に暮らす、周りに猫が多いことを考慮して）   □Yes □No 

21． 犬が苦手でもよい（犬を飼っていて一緒に暮らす、周りに犬が多いことを考慮して）   □Yes □No                      

23.恐縮ですが、ご自宅の敷地、建物の配置、間取りなどを簡単に下の枠内にご記入ください。 

  (可能な範囲で犬を置く部屋の場所、排泄の場所などのご記入もお願いいたします) 
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ご記入ありがとうございました。 

 

登録先の訓練センターへご返送ください。 

 

公益財団法人 日本盲導犬協会  

 

 

 

   

 

 

 

登録者識別のためご家族の写真を一枚、添付をお願いします。 

その際、写真裏面にお名前・電話番号を記入して下さい。 

 

 

 

 

仙台訓練センター（スマイルワン仙台） 

982-0263宮城県仙台市青葉区茂庭字松倉12-2  

TEL：022-226-3910 FAX:022-226-3990  

神奈川訓練センター 

223-0056横浜市港北区新吉田町6001-9  

TEL：045-590-1595 FAX:045-590-1599   

 

日本盲導犬総合センター(富士ハーネス) 

418-0102静岡県富士宮市人穴381 

TEL：0544-29-1010 FAX:0544-54-3030 

島根あさひ訓練センター(島根パピネス) 

697-0426島根県浜田市旭町丸原155－15 

TEL：0855-45-8311 FAX:0855-45-1139  


