第二種社会福祉事業届出状況一覧
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

H30.9.1現在
自治体

訓練事業者の名称

設置・経営主体

代表者名

所在地

電話番号

介助犬 聴導犬

茨城県

学校法人佐山学園アジア動物専門学校

学校法人佐山学園アジア動物専門学校

佐山 等

茨城県石岡市貝地2-3508

0299-35-5380

○

○

埼玉県

公益社団法人日本聴導犬推進協会

公益社団法人日本聴導犬推進協会

河野 滋

埼玉県ふじみ野市亀久保2201-5

049-262-2333

千葉県

館山総合訓練センター

社会福祉法人日本介助犬福祉協会

川崎 芳子

千葉県館山市布沼字平砂浦1211-122

0470-28-5662

東京都

社会福祉法人日本聴導犬協会 東京支部

社会福祉法人日本聴導犬協会

増田 美恵子 東京都八王子市横川町７７２番地１２

042-634-9881

○
○

○
○

○

神奈川県 特定非営利活動法人聴導犬育成の会

特定非営利活動法人聴導犬育成の会

松田 治子

神奈川県鎌倉市津519-1

0467-32-4042

神奈川県 神奈川介助犬聴導犬協会

特定非営利活動法人ウェルフェアポート湘南

関水 俊明

神奈川県茅ヶ崎市芹沢876-4

0467-38-5030

○

○
○

長野県

社会福祉法人日本聴導犬協会

社会福祉法人日本聴導犬協会

増田 美恵子 長野県上伊那郡宮田村7030-1

0265-85-4615

○

愛知県

介助犬総合訓練センターシンシアの丘

社会福祉法人日本介助犬協会

大島

0561-64-1277

○

滋賀県

滋賀県聴覚障害者福祉協会

滋賀県聴覚障害者福祉協会

京都府

特定非営利活動法人京都ケアドッグステー
ション

特定非営利活動法人京都ケアドッグステーション

奈良県

日本サポートドッグ協会

特定非営利活動法人日本サポートドッグ協会

阿部 明子

山口県

ドッグスクールSｕｅ

ドッグスクールＳｕｅ

徳島県

慶久 愛知県長久手市福井1590-51

藤田 保

滋賀県草津市大路二丁目11番33号

○

075-953-1884

○

○

奈良県生駒市高山町8134-1

0743-79-9750

○

○

末岡 賢志

山口県山陽小野田市津布田１４５－５

090-9183-6901

○

特定非営利活動法人ボランティアドッグ育成セ 特定非営利活動法人ボランティアドッグ育成セン
ンター
ター

新田 訓由

徳島県板野郡板野町川端字富ノ谷口34-5

088-672-4461

愛媛県

えひめドッグスクール

えひめドッグスクール

田坂 博志

愛媛県新居浜市多喜浜2-6-20

0897-46-3269

○

福岡県

特定非営利活動法人九州補助犬協会

特定非営利活動法人九州補助犬協会

櫻井 恭子

福岡県糸島市志摩井田原76番地の20

092-327-0364

○

熊本県

特定非営利活動法人介助犬協会キスメット

特定非営利活動法人介助犬協会キスメット

松尾 正直

熊本県宇土市栗崎町958番地

0964-22-8011

○

特定非営利活動法人Earth Angel Dog

石原 涼子

鹿児島市下福元町7712-1

099-801-3087

中岡 靖

千葉県千葉市緑区誉田町1-45-2

043-291-1831

○

北澤 光大

千葉県船橋市海神5-27-15-102

047-437-6155

○

045-473-0666

○

○

鹿児島県 特定非営利活動法人Earth Angel Dog
千葉市

社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団 社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団

船橋市

千葉介助犬協会

特定非営利活動法人兵庫介助犬協会

横浜市

社会福祉法人横浜市総合リハビリテーション
センター

社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団

横浜市

公益財団法人日本補助犬協会

公益財団法人日本補助犬協会

横浜市
横浜市

長谷川 佳子 京都府長岡京市友岡西畑25

077-561-6111

大八木 雅之 神奈川県横浜市港北区鳥山町1770

○

○

○

新井 敏之

神奈川県横浜市旭区矢指町1954番地の1

045-951-9221

○

○

社会福祉法人アジアワーキングドッグサポート
社会福祉法人アジアワーキングドッグサポート協会
協会

野地 義行

神奈川県横浜市港北区高田東3-1-21反田ビ
ル1F

045-544-8441

○

○

社会福祉法人日本介助犬協会

大島 慶久

神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-9

045-476-9005

○

社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーショ 社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事
ン事業団
業団

松井 宣夫

愛知県名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山1-2

052-835-3811

○

○

京都市

京都介助犬トレーニングセンター

京都介助犬トレーニングセンター

本岡 一也

京都府京都市左京区岩倉中在地町267-1グ
ランドール坂田1F

075-705-3230

○

○

京都市

京都アシスタントドッグ育成協会

京都アシスタントドッグ育成協会

木村 有希

京都府京都市左京区北白川仕伏町3-13

075-721-1852

○

神戸市

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団

山本 嘉彦

兵庫県神戸市西区曙町1070

078-927-2727

○

○

神戸市

社会福祉法人兵庫盲導犬協会

社会福祉法人兵庫盲導犬協会

岸田 衛幸

兵庫県神戸市西区押部谷町押部24

078-955-3481

○

○

西宮市

特定非営利活動法人兵庫介助犬協会

特定非営利活動法人兵庫介助犬協会

北澤 光大

兵庫県西宮市馬場町4番9号

0798-37-4649

○

奈良市

特定非営利活動法人近畿介助犬協会

特定非営利活動法人近畿介助犬協会

柳本 忠二

奈良県奈良市小倉町1000番地

0743-84-0394

○

岐阜市

特定非営利活動法人日本動物介護センター

特定非営利活動法人日本動物介護センター

山 口 常夫 岐阜県岐阜市藍川町1番地16

058-264-4454

○

松山市

ドッグフォーライフジャパン

一般社団法人
ドッグフォーライフジャパン

砂田 真希

089-992-3872

○

○

計

26

21

名古屋市

社会福祉法人日本介助犬協会
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