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Ⅰ．基本方針 

 新型コロナウイルス感染の先行きが見通せない中、昨年度はコロナ禍

においても事業を止めることなく、感染予防対策の徹底はもちろんのこ

とオンラインの活用など様々な工夫を重ね業務を進めてきました。 

そのような状況の中、今後の事業はどのようにあるべきかということ

の議論を重ねた上で昨年度立案された中長期計画は、SDG’s の１７のゴ

ールのうち協会の目標と一致する「人や国の不平等をなくそう」「住み続

けられるまちづくりを」の項目に関して事業の道筋を示し２０３０年ま

での行動計画をまとめたものです。視覚障害者の方々に盲導犬を安定的

に貸与すること、盲導犬と過ごしやすい社会環境を整えることで、誰も

取り残さない社会を目指しています。 

中長期計画の初年度となった２０２１年度に事業環境の整備や訓練

士育成制度の改革に着手しており、引き続き２０２２年度も with コロ

ナ期としてコロナ禍のなかでも事業を止めることなく引き続き進め参

ります。 

このような厳しい情勢であるからこそ、この先にある社会の変化とニ

ーズに応えるべく、今年度の事業を進めて参りたいと思います。 
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１．盲導犬育成事業 

 

本年度（２０２２年度）は、引き続き①人材育成（特に管理者）、②盲導犬の質、訓練効

率の向上、③未来に向けた環境整備、この３つをテーマとした施策を実施する。 

昨年度登用した若手管理職の経験を積ませることで、より一層の組織強化を図る。盲導犬

育成の各工程（繁殖・出産～ＰＷ～ケンネル・医療及び研究～盲導犬訓練～共同訓練～アフ

ターケアの一連したプロセス）における技術の更なる向上を目指す。また訓練犬がより安定

して過ごせるために犬舎等の環境改善を図る。年間盲導犬ユニット作出目標数は３５ユニッ

トとし、コロナ禍の中でもユーザーが安心して盲導犬と生活し、安全に歩いてもらえるフォ

ローアップ体制の充実と共に盲導犬の安定的育成基盤の強化を図る。 

 

 
（１）視覚障害者に対する歩行指導及び盲導犬貸与 

 本年度の盲導犬育成目標を３５ユニットとし、視覚障害者へ盲導犬を貸与する。 

 

（２）犬の飼育及び訓練 

   ①候補犬の訓練 

   本年度、候補犬１００頭以上を訓練する。共同訓練に供するまでに、ＴＰ(Task 

Performance)１、ＴＰ２、ＴＰＱの３段階のテストを行う。神奈川・仙台訓練セン

ターを訓練重点拠点と位置付けて、他拠点との訓練課題の進捗に応じ、訓練士によ

る相互評価や訓練犬移動などを適宜行い、協会全体の訓練効率を向上していく。 

   ②繁殖 

計画的な繁殖・出産・譲渡により、１００頭以上を目標とした子犬（パピー）を安

定確保する。また繁殖犬の安定飼養頭数に取組み出産適齢を管理する。健康なパピ

ーの出産と発育、安全で安心な産前産後をはかるために、繁殖犬・幼犬の飼育指導

改善、健康理由・稟性理由による CC 犬の減少、ユーザーとの組み合わせに適した

タイプの犬を出産させることを目指し、育種価の向上等交配計画改善に重点を置く。 

③パピーウォーキング委託及び飼育指導 

    １００頭のパピーをパピーウォーカー（ＰＷ）に委託する。 

   パピー飼育期間に、パピーの早期社会化、早期学習、早期評価検証データの蓄積等

の取り組みを更に改善し、ＰＷの理解と協力を得て早期課題解決に取り組む。 

   また、対象パピーに対する評価や観察力を向上する為の環境整備を継続する。 

    島根あさひ盲導犬パピープログラム１４年目。１３期パピープログラム修了を 7月。   

本年度開始は、昨年度同様に猛暑を避けた 11 月開始する。対象犬を４頭とし、よ 

り効果的、効率的なプログラムを検討・実施する。そこで得られた知見を、一般の   

パピープログラムへの応用を図る。 

    ④引退犬飼育 

本年度内に予定される盲導犬の引退は２６頭である。富士ハーネス引退犬棟及び引

退犬飼育ボランティアと連携し、引退犬のＱＯＬ向上に努める。 

⑤犬舎・医療管理 
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引き続き、訓練犬の健康・健全状態を維持するため、ケンネル業務の質の向上と効

率化を図る。獣医師の指導に基づき、疾患の早期発見、発病件数の軽減をすすめ、

盲導犬育成訓練成功率の向上を支える。加えて大学獣医科病院・専門医における医

療協力体制の拡充や緊急医療体制も更に強化する。 

 
（３）盲導犬ユーザーに対するフォローアップ（ＦＵ） 

①定期ＦＵ、②問題解決ＦＵ、③その他に分類されるＦＵのうち、特に共同訓練直

後～１年以内のアフターケア期間の充実をはかる。 

貸与後１年以内のユーザーを対象に宿泊型ＦＵとして拠点毎に盲導犬新ユニット出

発式を実施する。通年では盲導犬歩行状況等情報に基づき、歩行安全性確保のため

に各訓練センターあるいは現地での問題解決ＦＵを行う。加えて犬年齢６歳時を対

象に集中型のＦＵを定着させる。 

フェイスタイムの利用など、リモートによるＦＵも積極的に検討、実施を図る。 

 
（４）盲導犬訓練技術の向上 

   盲導犬訓練工程の課題は、訓練技術強化、訓練期間の短縮と成功率の向上である。 

   盲導犬訓練士、盲導犬歩行指導員の基礎訓練・共同訓練技術の向上をはかるため、 

技術評価、スキルマップの活用による計画的ＯＪＴ、集合研修を行う。 

また共同訓練工程では、ＴＰＱテスト合格犬を使用予定者に合わせてカスタマイズ訓

練をすることでマッチング適正率をより向上させる。 

加えて、盲導犬歩行に関する実務的な研究を行い、新たな技術・手法等の習得や研究

発表大会を開催し、訓練士間での共有を図る。歩行支援技術の研究にも取り組み、安

心安全歩行に繋がる補助具開発を継続する。 

 

（５）各種研修会への参加  

協会内教育や各種研修会等への参加、自己研鑽や自主研究を奨励する。 

 

（６）犬舎・施設改修整備 

本年度は、神奈川訓練センターの犬舎棟の改築に着手する。広島訓練センターの新築

構想、仙台訓練センター改築構想は長期的な視点で、必要性を鑑みて、具体案を検討

する。 

 

 

２．盲導犬歩行指導員等育成事業 

 

（１） 盲導犬訓練士（ＧＤＴ）として、４名を養成する。 

盲導犬准訓練士（盲導犬訓練士研修生）に対して、連合会主催の盲導犬訓練士資格 

試験の受験を推薦できる指導技術レベルに達するように計画的に指導する。 

訓練士学校の運用形態を変更し、有期契約職員として学生を採用しＯＪＴで育成して 

いく。そのために４名を採用する。 
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（２）盲導犬歩行指導員（ＧＤＩ）として、１名を養成する。 

盲導犬訓練士有資格者（歩行指導員研修生）に対して、連合会主催の盲導犬歩行指導

員資格試験の受験を推薦できる指導技術レベルに達するように計画的に指導する。 

 

（３）盲導犬歩行指導力のレベルアップ 

白杖歩行指導員養成のプログラムを実施し、盲導犬使用者に対する指導力のレベルア

ップをはかる。 

 

 

３．調査研究事業 

 

盲導犬の質の確保、健康面の改善、成功率の向上を目的に調査・研究活動を推進する。 

 

（１） 盲導犬の人工繁殖・育種技術の研究の継続および疾患改善の調査  

繁殖技術向上を目的に受胎率向上（排卵日予測など）、皮膚疾患低減や緩和要因解

明、繁殖犬毎の傾向分析と交配組合せ適正化等に取り組む。 

 

（２） 大学との研究協力・連携 

①新規気質評価への協力により、遺伝子解析含め盲導犬成功率との関連性解明に継続

して協力する。 

②イヌのストレス応答性の研究協力 

③GDBartスコアの提供により育種価算出研究 

④東京大学盲導犬歩行学講座において、盲導犬ゲノムプロジェクトに協力し、出現す

る確率の高い遺伝子共通疾患に加えて、稟性（気質）とゲノムとの関連性の解明に

取り組む。 

 

 

４．視覚障害支援事業 

 

 目の見えない、見えにくい人へ盲導犬歩行や視覚障害リハビリテーションに関する情報

提供ならびに訓練サービスの提供を行う。特に、見えにくくなりはじめて、どこの支援機

関とも繋がることのできない当事者を救うべくことへ重点をおく。視覚障害リハ団体、教

育機関、眼科医、そして、特に行政との連携を強化し、地域における視覚障害リハビリテ

ーション拠点となりえる多目的な機能を持たせたコミュニティーセンターの設置を模索す

る。 

 

（１）盲導犬歩行についての理解促進 

   視覚障害リハビリテーション団体、視覚支援学校、当事者団体での盲導犬体験歩行会

を実施する。有用な情報を視覚障害者に正確に速やかに提供できるようにし、深い理
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解の促進をはかり、一人でも多くの盲導犬希望者を募る。 

盲導犬体験歩行会     ８０回 

盲導犬説明会       ３０回 

 

（２）ユーザーコミュニケーション 

盲導犬や視覚障害リハビリテーションに関する情報提供や相談によって犬の技術面

以外においてもユーザーをサポートする。訓練部と連携し、盲導犬ユーザーの満足

度向上のため、以下の事を実施する。 

① 盲導犬ユーザーに対して、技術的なFU以外の側面において情報提供や各種相談に

応じる。 

② 盲導犬ユーザーからの聞き取りにより、盲導犬歩行状況や健康・生活状況を把握

し、盲導犬歩行上の課題の早期発見につとめ、訓練部によるＦＵ実施につなげ

る。 

③ 盲導犬６歳時コミュニケーション会の実施。６歳を迎える盲導犬を使用する盲導

犬ユーザーを対象に、犬のシニアライフや引退から代替に向けての説明やアドバ

イスを行う。実開催とオンラインでの実施。 

④ 様々な災害時や新型コロナウイルスなどにおいて、ユーザーの安否確認や生活状

況の聞き取り調査を行う。また、盲導犬に関する防災訓練等にも積極的に関わっ

ていく。 

 

（３）視覚障害者在宅生活訓練 

   全拠点で１，３００コマの在宅訓練を実施する。 

 

（４）視覚障害リハビリテーション相談 

目が見えない、見えにくいことでの困りごと全般の相談に応じる。 

 

（５）短期リハビリテーション 

   スマイルワン仙台で５回、神奈川訓練センターで２回、富士ハーネスで１回開催する。

スマイルワン仙台では訓練センター外での現地短期リハビリテーションや中学生を

対象とした短期リハビリテーションも開催する。 

 

（６）視覚障害児キャンプ 

スマイルワン仙台で開催する。将来の盲導犬ユーザーを育て、視覚障害児のＱＯＬの

向上に貢献する。 

 

（７）関係団体（当事者・行政・支援者・眼科医・盲学校）との連携 

   当事者・支援者向け、行政職員向けの動画配信やオンラインセミナーを開催し、理解 

促進を行う。ロービジョンケアやスマートサイトなどの地域資源との連携を通し、コ 

ミュニティーセンター開設へ向けた積極的な関係作りを行う。また、視覚特別支援学 

校とのコミュニケーションとのさらなる関係構築を図る。 
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（８）各種研修会への参加 

①各種学会等への研究発表を促進し、職員を派遣する。 

②協会内研修会を開催し、リハビリテーション技術の向上をはかる。 

 

（９）生活講習会の開催 

   見えにくくなり始めた視覚障害者の生活に関する当事者向け、当事者家族や東日本大 

震災被災地域他での視覚障害支援に関する支援者向けの講習会を開催する。 

 

（１０）パートナーズの発行 

パートナーズを年 4回発行し、パートナーズカフェ（オンライン交流会）を年４回 

開催する。 

 

 

５．広報・普及推進事業 

 

盲導犬を知ってもらう普及事業と同時に、盲導犬の受け入れ拒否のない社会づくりを目

指した普及推進活動により重点をおき、視覚障害当事者を含めた社会全体が盲導犬歩行を

視覚障害者の一つの歩行手段として正しく理解できるよう情報を発信する。 

視覚障害者が盲導犬と共に行きたい時に行きたい場所に行くことができる未来の社会づ

くりへ向け、若年層の教育にも力を入れていく。 

 

（１）事業者を対象とした盲導犬の受け入れ等理解促進活動 

 

①視覚障害者サポート・盲導犬受け入れセミナー 

   小売店・飲食店・宿泊施設・医療機関・交通事業者向けに実施。視覚障害者への適

切な情報提供や移動支援、障害の捉え方について講習し、視覚障害者を取り巻く社

会環境整備と受け入れが当たり前となる地域づくりを目指し、理解を深める。 

②首長訪問 

  盲導犬ユーザー在住の首長訪問を行い、住みやすい街づくりの協力を依頼する。 

また、報道機関の協力を得て、多くの市民に情報発信する。 

③アドボカシー活動 

 盲導犬ユーザーから「受け入れ拒否があった」「当事者では解決できない」という訴

えに対し、問題解決の対応を積極的に行う。 

 
（２）教育機関へ向けた盲導犬等の理解促進活動 

 
  ①盲導犬小中学校キャラバン 

全国の小中学校への訪問活動を積極的に実施。次世代を担う児童・生徒達に盲導犬

と視覚障害の正しい情報・知識を提供する。 

②教科書や教材への情報掲載の推進 
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盲導犬や視覚障害について掲載されるよう、教科書出版社への積極的な情報提供、

働きかけを行う。 

 
（３） 一般市民へ向けた盲導犬等の理解促進活動 

 

①商業施設活動 

   大型商業施設の協力を得て、盲導犬デモンストレーションやパネル展示などを実施

し、多くの方々への理解を促進する。 

②センター内普及推進活動 

富士ハーネスでは、個人・団体の見学者を積極的に受け入れ、盲導犬と視覚障害の

正しい理解を促進する。 

③オンライン配信での普及推進活動 

 コロナ禍での盲導犬や視覚障害への理解促進方法として、ZOOMやYouTubeなどを

用いたオンライン配信にも力を入れ、全国の市民へ向け普及推進活動を実施する。 

④団体での普及推進活動 

   街頭に立ち、通行する方々へメッセージを発信し、盲導犬事業への理解促進に努め

る。 

⑤動物介在活動（ＡＡＡ）・動物介在療法（ＡＡＴ） 

  全国の病院・福祉施設等への訪問を実施。犬とのふれあいを通じて、入院患者、入

所者への動物介在活動を行う。また医療機関での動物介在療法に協力、発展に貢献す

る。 

⑥その他 

第２９回 盲導犬育成チャリティゴルフ大会を開催 

開催日 １０月１８日（火） 

会場 厚木国際カントリー倶楽部 

 

（４）広報 

 

①マスメディアでの広報活動 

協会事業、盲導犬・視覚障害への理解と真の共生社会を目指し、マスメディアを 

活用して積極的なメッセージ発信を行う。 

  ②会報誌（盲導犬くらぶ）の発刊・発送 

   年４回各５万部の会報誌「盲導犬くらぶ」発刊。ＳＮＳと連動した企画等ニーズに即   

した新たな会報誌の形態を構築する 

③刊行物の企画・管理 

   子供向け資料「盲導犬といつも一緒」改定版作成、企業研修誘致用パンフレットの 

作成をおこなう。 

④ホームページ・電子コンテンツ運営 

ホームページ訪問者の特性を調査し、ニーズに合ったコンテンツの拡充を図る。

動画配信他各種ＳＮＳを活用した情報発信力を引き続き強化していく。 
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⑤情報管理 

情報管理を徹底し、リスク管理体制を強化する。 

 

 

６．関係団体協力事業 

 

（１）日本盲導犬協会ユーザーの会、ボランティア委員会との協力・連携を深め、協会事

業の発展と事業の質を向上させる。 

 

（２）全国盲導犬施設連合会、全日本盲導犬使用者の会、アジア・ガイドドッグ・ブリー

ディング・ネットワーク（ＡＧＢＮ）など盲導犬育成関連団体との関係強化と相互発

展をはかる。 

 

（３）視覚障害リハビリテーション協会、日本身体障害者補助犬学会との連携や、社会福

祉協議会、介助犬育成団体、聴導犬育成団体等およびその他視覚障害関係団体と協力

し、福祉事業としての一層の充実と発展をはかる。 

 

 

７．国際事業 

 

（１）盲導犬の認定等 

 ①海外等他団体の育成犬を盲導犬として認定し、当協会の正規の使用者証である「認

定証」、②海外からの旅行者に「期間限定証明書」の発行を実施する。 

 

（２）国際的な協力関係 

国際盲導犬連盟（ＩＧＤＦ）に理事およびアセッサーを派遣し貢献する。 

各種交流を通して国際的な協力関係を強化する 

 

８．その他 

 

（１） 未来構想推進（井上ビジョンの展開）に基づき次の諸活動を行う。 

東京大学盲導犬歩行学連携講座において各種研究活動を行う。 

 

（２） ＡＣジャパンによる「支援キャンペーン」の実施。 

２０２１年度は６月３０日まで実施される。 

 

 

（３）人材育成 

① 自由研究・調査、自己啓発、ＱＣサークル活動を積極的に応援し、１２月に協会内

の研究発表大会を開催する。さらに、協会内発表を経て、各種学会やセミナー等に
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て積極的に発表する。 

② 福祉に携わる職員のための研修会や同行援護従事者研修に職員を派遣し、視覚障害

福祉に必要な知識と技術を習得させる。また業務上有益な外部研修にも積極的に参

加できるよう促す。 

 

（４）災害支援 

日本盲人福祉委員会が行う東日本大震災被災者調査や大災害時における視覚障害者 

支援事業に協力する。また、盲導犬を伴う救助訓練や避難所への補助犬同伴避難の周

知に協力をする。引き続き、震災被災者への各種講習会や必要な更生相談、リハビリ

テーション支援を行う。 

 

（５）協会ＩＣＴインフラの整備と活用 

多様な働き方への対応を推進するためのＩＣＴインフラとオフィス環境の整備を進め、 

基幹システムと支援者管理システム、協会ホームページの連携を図るブラッシュアップ 

プロジェクトを引き続き進行する。システムのクラウド活用、業務用ＰＣの入替とスマ 

ートフォンの更なる活用、各種ワークフローシステムの導入等により、職員の業務効率 

改善を推進する。 


