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繁殖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。またこの度は繁殖

犬飼育ボランティアについてお問い合わせいただき、ありがとうございました。  

さて、当協会では、一頭の子犬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、生涯を通して幸せに暮らしてほしいと考えています。  

繁殖犬飼育ボランティアは、長期のボランティアとなるためご家族の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上、ご返送頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。  

  

繁殖犬飼育ボランティアとは・・・  

繁殖犬を家族の一員として迎えていただき、日常を一緒に生活しながら、繁殖犬引退にな

るまでお預かりいただくボランティアです。  

繁殖は基本的に協会で行いますので、出産、子育ての経験は無くても可能です。 引退後

引き続きお預かり頂ける場合は、引き続き引退犬ボランティアとして登録することも可能で

す。  

  

繁殖犬とは・・・  

当協会で活躍している繁殖犬は、ラブラドールレトリーバーとゴールデンレトリーバーで

す。 協会の繁殖計画に基づき、交配・出産を行う犬です。 繁殖犬として認定されるのは、お

およそ１歳半くらいからです。 その後繁殖犬として活躍します。   

メス犬の場合は、シーズン（発情出血）がきた時点で交配の有無に関わらず協会に連絡をし

て頂き、交配、出産、子育てを行ないます。 協会出産の際、母犬は子犬が生後５０日頃にな

ると子犬と離れ、繁殖犬飼育ボランティア宅に帰宅します。   

オス犬の場合は、交配の予定がある場合は協会へ連れてきて頂きます。 交配が終了しま

すと繁殖飼育ボランティア宅に帰宅します。  

引退時期と理由は犬によって様々です。 メスの場合は平均７歳ほどで、オス犬の場合

は、メス犬より若干長く活躍します。  

繁殖犬飼育ボランティアの基本条件  

① 神奈川訓練センター近郊にお住いで、移動手段として車をお待ちであること  

→ 交配やメディカルチェックなどで、協会に来所していただくことがあるためです。  

  

② 室内飼育ができること   

→ 家族の一員として生活をさせるため室内で飼育をお願いします。ケージ（ハウス）【５９

ｃｍ×９０ｃｍ×６７ｃｍ】も、玄関ではなく居間などに置いて頂く事になります。  
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③留守がちではないご家庭  

→ 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が大好きで、人のそばにいる

ことでとても安心します。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。  

  

④ 多頭飼育をしていないこと  

→ 繁殖犬は交配・出産という役目を持っています。 1 頭に充分なケアをして頂きたいと

おもっております。  

   

⑤ 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。 

 

⑥ 主な飼育者のご年齢が６０歳未満のご家庭 

１～２歳の繁殖犬の十分な健康管理や運動を安全に行って頂きたいので、６０歳未満と

させて頂きます。 

 

⑦ 単身でないご家庭 

家族のどなたかが犬を世話出来ない状況になった際にも、犬の世話をしっかりと行って

頂く為です。 

 

  

※繁殖犬飼育中のフードや消耗品、日常の診察治療費（ワクチンや狂犬病注射等、出産子育てで

かかった費用は除く）は繁殖犬飼育ボランティア負担となります。その為、月々５，０００円程度

のご負担があることもご了承下さい。  

  

繁殖犬飼育ボランティア登録方法  

① 登録申込書記入後、協会へ郵送（仮登録） 

申込書が届きましたら協会からご連絡、申込書の詳細を確認させていただきます。 

その後、まずは繁殖犬飼育ボランティアについて、説明をしますので来所して頂きます。ご家

族皆様でご協力いただくボランティアですので、できるだけご家族皆様でご参加ください。 

 

② 本登録、ハンドリングレッスン 

説明を受けたうえで繁殖犬飼育ボランティアを希望され、協会からも登録をお願いできると

判断された場合、本登録となります。 



ver. 180401 for HP  

  

                       Japan Guide Dog Association  

  

本登録後は数回訓練センターへご来所いただき、犬の扱い方（ハンドリング）について実践

を踏まえてレッスンを受けていただきます。また、スタッフが家庭訪問を行い、飼育環境の確

認をさせていただきます。 

 

③ 待機 

お預かり頂く繁殖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繁殖犬をお渡しで

きないことをご理解下さい。 

 

④ トライアル開始(お試し預け) 

繁殖スタッフが、繁殖犬と共にご自宅に伺い、飼育方法、散歩などを指導させていただき、

約 1 か月間のトライアルを開始します。この期間に繁殖犬と生活して頂き、飼育委託ができ

るか、ボランティア側、協会側の双方で確認、検討します。この時期はスタッフが数回家庭訪

問を行います。 

 

⑤ 契約を結び、繁殖犬飼育ボランティアとして活動開始 

契約を結び、今日から正式に家族の一員です。最初の数ヶ月は担当スタッフが家庭訪問を

行いながら指導をさせていただく場合があります。最初は人も繁殖犬もソワソワするかもし

れません。犬が新しい環境に慣れて落ち着くまで、ゆっくり見守ってあげてください。 

 

 

 

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。 
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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  

あてはまる回答の□に「 レ 」印を付けてください  

  

１．繁殖犬飼育ボランティア制度に関する当協会の趣旨に御賛同いただけますか？  

□Ｙｅｓ       □ＮＯ  

２．お住まいは？  

□ 一戸建て       

□ 集合住宅（マンションなど）  

→大型犬（体重 20～30kg）の飼育は認められていますか？  

□Ｙｅｓ      □Ｎｏ  

３．お住まいの周辺状況は？  

    □住宅地区  □商業地区  □工場地区  □郊外  □田園地区  

  

４．「繁殖犬ボランティアをしよう！」と提案された方はどなたですか？   家族構成表の記号

をみて、お答えください。  

□ａ  □ｂ  □ｃ  □ｄ  □e  □ｆ  □g  

  

５．日中、家で主に犬の世話をするのはどなたですか？  

□ａ  □ｂ  □ｃ  □ｄ  □e  □ｆ  □g  

  

６．現在、ペットを飼育していますか？  

□Ｙｅｓ（種類・性別            ）    □Ｎｏ  

   

７．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（                           ）  

  

８．１年以内にペットを亡くした経験がある方はお答えください。  

 （伝染性の病気である場合を考えてお聞きしています。）  

→ ペットの種類（         ） 死亡時期（           ） 

死因（                                      ）  

  

９．ご家族の中にアレルギーや喘息を持った方はいらっしゃいますか？  

    □Ｙｅｓ（         のアレルギー）    □Ｎｏ  
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１０．交配やメディカルチェックなどで協会へご来所頂くことがあります。自家用車でのご来所

は可能ですか？  

□Ｙｅｓ      □Ｎｏ  

  

１１．平日の車移動は可能ですか？その際、来所いただける方を教えてください。  

      □ａ  □ｂ  □ｃ  □ｄ  □e  □ｆ  □g  □その他の方  

  

１２．犬に留守番させる（犬を単独で待たせる）時間はどれくらいありますか？  

□ ほとんどない（誰かが在宅している）  

□ １日数時間留守にする。（約    時間）  

□ 週に何日かは留守にする。（  曜日・  曜日、各   時間程度）  

□ その他（                    ）  

  

１３．繁殖犬を預かる場合、オス・メス どちらを希望されますか？  

□オス      □メス   

  

１４．繁殖犬と認定されても、交配の予定がコンスタントには入らない可能性があります、 

御理解いただけますか？   

□Ｙｅｓ      □Ｎｏ 
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１５．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。  

  

  

    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 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。  
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 １６．申込みのきっかけを教えてください。  
 □協会ＨＰ     □協会メルマガ    □盲導犬くらぶ    □知人の紹介   

□イベント（どこで                           ）  

    □ポスター（どこで                           ）   

□チラシ（どこで                             ）   

□新聞（                   新聞）  

□雑誌（                         ）    □ブログ（だれの                    ）  

□その他（                              ）  

  

 

１７．ご要望・その他何かございましたらご自由にお書き下さい。  

 

  

登録申込書のご記入、ありがとうございました。  

神奈川訓練センターへ返送をお願いします。  

  

  

 

公益財団法人 日本盲導犬協会 神奈川訓練センター繁

殖犬飼育ボランティア登録担当者宛  

〒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  

  


