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日本身体障害者補助犬学会は、世界で唯一の補助犬訓練に携わる訓練従事者と当事者である補助犬

使用者、医療従事者、福祉関係者、獣医医療従事者、行政関係者、教育関係者など広く、補助犬に関

わる専門職、関係者が横断的に関わる学会です。身体障害者補助犬法が 2002 年 5 月 22 日に成立

してから 13 年、未だその認知度は低く同伴拒否はなくならず、補助犬法の認知度はむしろ低くなっ

ていると危惧される傾向も見受けられます。 

 2020 年東京オリンピック パラリンピック開催が決まり、世界中から補助犬使用者を含めた障

がい者が来日する準備も進めなくてはなりません。未だバリアフリー環境には課題が多い我が国が一

日も早く、「おもてなし」の精神を形にし、世界各国からのあらゆる来訪者に対して、快適に、かつ安

全に受け入れられるような環境をソフト、ハード面ともに整備することにつながることを目指してお

ります。2014 年 9 月 20-21 日には、中部国際空港の全面的なご協力を得て、「第７回学術大会 人

にも動物にもやさしい社会をめざして〜2020 年に向けて〜」を開催致しました。2020 年に向かっ

て、今年も「補助犬が拓く 楽しい旅、やさしい社会 ～2020 年に向けて～」と題して、我が国の

玄関である「空港」という場所で、車椅子使用者、補助犬使用者、すべての障がい者が、快適に日本

国内の旅行、移動、レジャーを楽しめるように、専門職、当事者、受け入れる側の企業関係者が一丸

となれるような取組みと、一般市民への幅広い理解を深めるために調査研究、発信を続けて参りたい

と考えます。 

学術集会の開催経費は会員の参加費より賄うべきところではございますが、運営を滞りなく行うた

めには多額の費用を必要とします。つきましては、誠に恐縮でございますが、開催の意義にご賛同い

ただけますならば、貴社の日頃の取組みを広く市民、研究者に周知する場としても協賛を検討賜りた

く存じます。ご高配の程、何卒宜しくお願い申し上げます。  

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

10 月吉日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご挨拶 

 

日本身体障害者補助犬学会第 8 回学術大会 大会長   

日本身体障害者補助犬学会 理事長 

           秋 田  裕 



 

 

 

１．開催趣旨 

身体障害者補助犬が 2002 年 5 月 22 日に成立してから 13 年、未だその認知度は低く同伴拒否

はなくならず、補助犬法の認知度はむしろ低くなっていると危惧される傾向も見受けられます。 

犬は最も古くからの人間の伴侶動物として生活を共にして来た動物です。補助犬は障がい者に 

とって心の支えとなり、生きがいともなり、機能的自立を支えるに留まらず、精神的安定やエンパ

ワメントにもつながるところが、道具とも介助者による介助ともまったく異なる大きな効果といえ

ます。より多くの専門職、そして一般の方々に、補助犬の素晴らしさと、身体障害者補助犬法のこ

とを知って頂くことで補助犬使用者が暮らしやすい社会 -やさしい社会- をめざしたいと考えま

す。 

 

２．テーマ 「補助犬が拓く 楽しい旅、やさしい社会 ～2020 年に向けて～」 

 

３．主催、後援等 

 主催：日本身体障害者補助犬学会 第 8 回学術大会 

  特別協力：東京国際空港ターミナル株式会社 

  協  力：日本航空株式会社、全日本空輸株式会社 

 後援：厚生労働省、国土交通省、東京都、 

    身体障害者補助犬を推進する議員の会、公益社団法人日本獣医師会、 

    一般社団法人日本小動物獣医師会、公益社団法人日本動物病院協会、 

    公益社団法人日本リハビリテーション医学会、公益社団法人日本看護協会、 

         公益社団法人日本理学療法士協会、一般社団法人日本作業療法士協会、 

    一般社団法人日本義肢装具士協会、一般社団法人日本車椅子シーティング協会、 

    一般社団法人日本リハビリテーション工学協会、 

    特定非営利活動法人日本補助犬情報センター、公益社団法人東京都獣医師会、 

    公益社団法人東京都理学療法士協会、東京都作業療法士会 

    公益財団法人日本盲導犬協会、一般社団法人日本聴導犬推進協会、 

    社会福祉法人日本介助犬協会、京浜急行電鉄株式会社、東京モノレール株式会社、 

     学校法人ヤマザキ学園  （申請中含む） 

 
４．会期：平成 27 年 10 月 31 日（土）～11 月 1 日（日） 

   「公共交通機関関係者向け補助犬受け入れ」セミナーは 10 月 27 日（火）開催 

 

５．会場及び所在地：羽田空港（住所：東京都大田区羽田空港 3-3-2） 

   学術大会プログラム 国際線ターミナル 4 階 TIAT SKY HALL 

   市民向けプログラム 第 1 ターミナル 2 階  マーケットプレイス 

     国際線ターミナル ４階 江戸舞台 ほか 

 

 

 

開催概要 

 



 

６．学術大会参加対象、人数： 

    学術大会プログラム 300 名 

    補助犬訓練事業者、認定法人、補助犬使用者、医療従事者、福祉関係者、獣医師、 

行政関係者、教育関係者、その他 

市民向けプログラム（10 月 27 日、１０月 31 日） 一般市民 300 名 

ほか学術大会参加者 200 名 

 

 

７．参加費： 

学術大会プログラム 会員：5,000 円（事前登録は 4,000 円）、学生会員：2,000 円、 

          一般：5,000 円、学生：3,000 円 

市民向けプログラム参加費：無料 

 

８. プログラム委員 

 大会長 秋田 裕 日本身体障害者補助犬学会 理事長、 

    公益社団法人神奈川県理学療法士会 監事（理学療法士） 

 委 員 髙栁 友子 日本身体障害者補助犬学会 理事、 

    社会福祉法人日本介助犬協会 事務局長（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科医師） 

     児玉 真一 横浜市総合リハビリテーションセンター研究開発課（義肢装具士）   

     川村 慶 一般社団法人日本車椅子シーティング協会 代表理事 

     海老原 政徳 社会福祉法人日本介助犬協会 評議員 

     竹島 恵子 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ推進部 

     宮地 秀行 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール スポーツ事業課 

     剣持 悟    一般社団法人日本リハビリテーション工学協会 理事 

 

 

 

９．プログラム （予定） 

 

＜プレイベント 10 月 27 日（火）＞ 

羽田空港 第 1 ターミナル１階 ＡＮＡ講堂 

公共交通機関関係者向け補助犬受け入れセミナー 
 

14:30～16:30（予定） 

 

身体障害者補助犬法と補助犬法に基づく補助犬使用者の受け入れとは の 講義 

盲導犬／介助犬／聴導犬 デモンストレーション 

補助犬使用者のお話 〜交通機関に求めること〜 

 

 

 

 



＜第 1 日目 10 月 31 日（土）＞ 

羽田空港 国内線第 1 ターミナル 2 階  マーケットプレイス 

市民公開講座「補助犬デモンストレーション」 

 盲導犬、聴導犬、介助犬によるデモンストレーション 

10:30～11:15 

 

羽田空港 国際線ターミナル ４階 江戸舞台 

市民公開講座「補助犬デモンストレーション」 

 盲導犬、聴導犬、介助犬によるデモンストレーション 

 特別ゲスト・スペシャルトーク（予定） 

  安藤美姫（プロフィギュアスケーター／介助犬サポート大使） 

15:30～16：15 

 

羽田空港 場所：国内線第 1 ターミナル/第 2 ターミナル 

羽田空港体験ツアー  

-飛行機に乗るまでを体験しよう！なんでも質問しよう！－ 

13:00～14：30 

＊本学会団体会員所属の補助犬ユーザー対象 

 

羽田空港 国際線ターミナル 4 階 TIAT SKY HALL 

会員懇親会 

 活動報告（予定） 

  身体障害者補助犬を推進する議員の会 

  一般社団法人 日本車椅子シーティング協会 

  一般社団法人 日本聴導犬推進協会 

  社会福祉法人 日本介助犬協会 

16:30～18:30 

 

＜第 2 日目 11 月 1 日（日）＞ 

羽田空港 国際線ターミナル 4 階 TIAT SKY HALL 

開会挨拶 9:20 

大会長講演 

「補助犬が拓く楽しい旅 やさしい社会」 

演者：秋田 裕（日本身体障害者補助犬学会 理事長、 

     公益社団法人神奈川県理学療法士会 監事） 

司会：神沢 信行（甲南女子大学 看護リハビリテーション学部教授） 

 

9:23～10:00 

 休憩 10:00～10:05 

基調講演 

「2020 年に向けたユニバーサル社会への取り組み」（仮題） 

演者：内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技 

    大会推進本部事務局 

司会：三浦 靖史（神戸大学大学院 保健学研究科 

         リハビリテーション科学領域 運動機能障害学分野 

         准教授（リハビリテーション科医師） 

10:05～10：40 

 休憩 10:40～10：50 



一般演題（8 題） 10：50～12：10 

 昼食休憩 12:10～13:10 

（総会） （12:20～13:00） 

表彰 13:10～13:20 

一般演題（10 題） 13：20～15：00 

 休憩 15：00～15：10 

シンポジウム「2020 年に向かって私達に出来ること」 

演者： 

田中 穂積（日本旅行協会 バリアフリー旅行部会 部会長） 

垣内 俊哉（株式会社ミライロ代表取締役社長、 

      一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会代表理事） 

大槻 正伸（ANA おからだの不自由な方の相談デスク 主席部員） 

司会： 

髙栁 友子（日本身体障害者補助犬学会 理事、 

      社会福祉法人日本介助犬協会 事務局長） 

宮地 秀行（障害者スポーツ文化センター横浜ラポールスポーツ事業課） 

15：10～16：50 

閉会挨拶 16:50～17：00 

 

 

＜10 月 31 日 市民向けプログラム＞ 

補助犬デモンストレーション 

 ●「補助犬ってどんな犬？」盲導犬、介助犬、聴導犬によるデモンストレーション 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ●10 月 31 日（江戸舞台での開催）には、スペシャルゲストトークショー出演（予定） 

 

    安藤 美姫さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋生まれ。トリノオリンピック出場、バンクーバーオ

リンピック入賞、世界選手権 2 回優勝等数多くのタイト

ルを獲得 

現在はプロフィギュアスケーターとして介助犬普及等社

会貢献活動にも積極的に取り組み多彩に活躍 



 

 

 

事務局 

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 21-3-3F 

日本身体障害者補助犬学会事務局（公益財団法人日本盲導犬協会東京本部内） 

TEL：03-3468-1733 

Email：info@jssdr.net 

 

お問い合わせ先（運営事務局） 

日本身体障害者補助犬学会 第 8 回学術大会 事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 中部支社 

〒460-0003 名古屋市中区錦 3-6-35 名古屋郵船ビル 4 階 

TEL：052-957-2131 FAX：052-954-2355 

E-mail：jssdr8@convention.co.jp 

運営事務局 



 

 

１．募集内容 

募集 1 口につき、以下（１）～（３）の広告機会を提供します。 

2 口以上お申込みの場合は、口数に応じて、ロゴマーク掲載数を増やします。 

 

２．協賛料金  

1 口：50,000 円（税込み） 

 

３．募集期間 

2015 年 8 月３１日（月）～10 月 3０日（金） 

＊大会当日の看板への掲載は、10 月 15 日（木）までのお申込みが対象となります。 

  

4．協賛団体、企業様の表示方法、媒体 

（１）大会当日のロゴマーク、社名の表示 

 ・市民向けプログラム開催時に、会場ステージ付近に企業ロゴマーク、社名を掲載した看板を設置。 

  

 ・学術大会開催会場（TIAT SKY HALL）において、プログラム開始前後にスクリーンに 

協賛企業ロゴマーク、社名を掲載 

 

  ＊当日は複数のメディア取材を予定しております。メディアでの映像利用がなされることも 

ありますのでご了承願います。 

  

（２）大会ホームページでのロゴマーク、社名の掲示 

掲載期間：2015 年 9 月 1 日（火）～201６年３月 31 日（木） 

         ＊掲載開始はお申し込み後、データをいただき、設定以後の掲載となります。 

掲載場所：日本身体障害者補助犬学会 第 8 回学術大会ホームページ 

         http://www2.convention.co.jp/jssdr８/ 

閲覧対象者：本学会会員、演題応募者、参加事前登録者、一般市民 

 

（３）学術大会抄録集（学会誌 【日本補助犬科学研究】）への社名掲載 

   本大会講演抄録集に、協賛企業・団体として応募企業・団体名を記載します。 

発行日：2015 年 10 月 20 日（予定） 

発行部数：500 冊／配布対象：日本身体障害者補助犬学会会員、非会員購入者（約 400 名） 

   

５．申込み、ご振込方法 

   添付の「協賛申込書」に必要事項をご記入の上、運営事務局までファクスにてお申込みください。 

   協賛金お振込み先：三井住友銀行 日比谷支店（632） （普）８８６３９１２ 

            日本身体障害者 補助犬学会 第８回学術大会 大会長 秋田 裕 

               ニホンシンタイショウガイシャ ホジョケンガッカイ ダイハチカイガクジュツタイカイ 

               タイカイチョウ アキタ ユタカ 

 

 

協賛募集要綱 



 

大会当日のロゴマーク、社名の表示サンプル（市民向けプログラム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊第 7 回大会での補助犬デモンストレーション、トークショー 

 

 

 

 

羽田空港 国際線ターミナル 4 階 江戸舞台  

羽田空港 第 1 ターミナル 2 階  マーケットプレイス 

マーケットプレイス

 

協賛企業ロゴマーク掲載看板 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIqpnKiftMcCFQSUpgodCY8JNA&url=http://www.arukikata.co.jp/webmag/2010/1010/sp/101000sp_02.html&ei=Yf3TVcr0FoSomgWJnqagAw&bvm=bv.99804247,d.dGY&psig=AFQjCNGa3AA2NELwrWs3FEfn_ibU3-S6DQ&ust=1440042620646779�

