
 

 

平成２７年度事業報告書 

 

特定非営利活動法人 ペットライフネット  

Ⅰ 事業期間 

平成27年１月1日～平成27年１２月３１日 

Ⅱ 事業の成果 

ＮＰＯ法人ペットライフネットの第二期は、「ペットと高齢者」という社会的な課題に取り組むＮＰＯとして着

目され、ＮＨＫをはじめマスコミからの取材があいついだ。 

これを好機にセミナーをはじめ、月一回のペースでイベントを開催。ＰＬＮの活動を広くアピールするとともに、

会員の増強を図った。 

しかしながら、今現在「わんにゃお信託®」の締結者２名、一般会員６名、賛助会員３名、協力会員１名

に留まっている。 

一方、事業の新しい柱として飼育サポートシステムを導入するなど、次年度に向けての事業展開の体制づくり

を始めた。 

Ⅲ 事業の実施状況 

 １ 特定非営利活動に係る事業 

 <１>セミナーおよびイベント事業 

 （１）（事業名）   ＮＰＯ法人ペットライフネット設立１周年記念セミナー 『認知症予防と成年後見』 

（内  容）   ・ＰＬＮ設立１周年記念セミナー 

           ・高齢者がペットと終生ともに暮らすために、認知症を予防するなど自身の健康に配

慮し、 

自分の年齢と体力にみなったペットを選び、もしものときのために任意後見をしておく



 

 

ことを推奨した。   

 （実施場所）  ドーンセンター 

      （実施日時）  平成２７年１月１０日（土） 午後２時～４時３０分  

      （対象者）   ペット関連業者、動物愛護団体、ペット飼養者など、４５名（うち取材２名） 

      （収  入）  ３８，０００円 （資料代１，０００円×参加者３８名／会員は無料）  

      （支  出）  ４６，０１０円 （会場費：１７，６２０円、講師料：２５，０００円、タ

クシー代：１，６４０円、会議費：１，７５０円） 

（２） （事業名）    御堂筋ふれあいバザー 

      （内 容）    ・大阪ガス近畿圏部ソーシャルデザイン室主催のバザー 

                 ・ボランティアネットワークスとの共同出店 

              ・保護犬・保護猫を飼うことを広くアピールするとともに、わずかでも活動原資に得るために

実施した。 

（実施場所）   大阪ガス本社前 

      （実施日時）   平成２７年３月２５日（水） 午前１１時～午後６時 

    （対象者）     御堂筋の歩行者 

（収  入）       ０円  

      （支  出）    ６８０円 （タクシー代） 

 

（３）  （事業名）   わんにゃお座談会 

      （内 容）   ペットに資産を遺す方法を考える座談会 

（実施場所）  キャット・ソシオン 

（実施日時）  平成２７年４月１１日（土） 午後１時３０分～３時３０分 



 

 

（対象者）    行政書士、ペットシッターなど、７名 

（収  入）    ５，０００円 （資料代：１，０００円×参加者５名／会員は無料） 

      （支  出）   ４，１８３円 （会場費：４，０００円、茶菓代：１８３円） 

 

 （４） （事業名）    御堂筋ふれあいバザー 

      （内 容）    ・大阪ガス近畿圏部ソーシャルデザイン室主催のバザー 

                 ・ボランティアネットワークスとの共同出店 

（実施場所）   大阪ガス本社前 

      （実施日時）   平成２７年４月２３日（木） 午前１１時～午後６時 

    （対象者）     御堂筋の歩行者 

（収  入）       ０円  

      （支  出）     ０円  

 

 （５）（事業名）   ボラほり商店街 

      （内 容）   ＮＰＯ法人高齢者外出介助の会主催「ボラほり商店街」に参加、出店。 

（実施場所）  空堀商店街 

（実施日時）  平成２７年５月１０日（日）午前１１時～午後５時 

（対象者）    空堀商店街歩行者 

（収 入）      ２，０００円 （寄附金） 

      （支 出）    ０円  

（６）（事業名）   うつぼ公園バラ祭 

   （内 容）   ドッグワンチャンネル主催のバラ祭に参加。 



 

 

「わんにゃお信託®」のアピールと犬の健康相談を開催。 

       （実施場所）  靭公園 

（実施日時）  ５月２３日（土） 午前１１時～午後５時 

（対象者）    犬の飼養者 

（収 入）       ０円  

      （支 出）     １２，０００円 （会場費：１２，０００円） 

  （7）（事業名） わんにゃお信託 ®勉強会 

      （内 容） 「わんにゃお信託®」他、ペットに資産が遺せる方法の紹介。 

      （実施場所） エートス法 律事務所 

      （実施日時） ６月６日（土）  午前１０時半  ～１２時 

      （対象者） PLNスタッフ、行政書士、ペットシッター  

      （収 入） ０円 

      （支 出） ０円 

  （8）（事業名）「人間とペットと 居住空間」 

  （内 容）大阪市大・大阪市大の三浦研教授のご 推薦で吉本が教養学部学生１０ ０名ほどに

講義をした。 

  （実施場所）大阪市大 

      （実施日時） ６月２６日（金）  午後４時半  ～６時 

      （対象者） 大阪市大教養学部学生１００名 

      （収 入） ０円 

      （支 出） ０円 

  （9）（事業名）「あなたの知ら ないペットの栄 養医学」と「わん にゃお信託®」 



 

 

      （内 容）・石井万寿美先生の動物病院 での栄養療法の講義  

・石井先生の臨床からタンパク 質不足に陥っているペットが多 い現状に警鐘を鳴らす講義 

      （実施場所）大阪市立 綜合生涯 学習セン ター 

      （実施日時）６月２８日（日）  午後１時半  ～４時半 

      （対象者） ペット飼養者４０人 

      （収 入） ３６，０００円（資料代：１，０００円×参加者３６名） 

      （支 出） ２１，９９８円（会場費：１６，３００円、タクシー代：２，０８０円、雑

給：３，０００円、茶菓代：６１８円） 

（10） （事業名）ドッグマッサージ 講座 

      （内 容）ダクタリ動物病院京都医療セ ンターの森惠先生からの依頼で実施したドッグマッサージ講

座 

      （実施場所）ＯＰＰＯアトリエラボ  

      （実施日時）７月１２日（日）  午前１０時～午後４時 

     （対象者） 犬飼養者 

     （収 入） ２３，５００円（資料代：２，０００円×１１名、賛助会員１，５００円×

１名） 

     （支 出）１８，３６６円 （講師料：１８，０００円、茶菓代：３６６円） 

（11） （事業名）ワンちゃん譲渡会 

      （内 容）ボランティアネットワークスとの 協働で保護犬譲渡会を開催 

      （実施場所）キャット・ソ シオン 

      （実施日時）８月１６日（日）  午後１２時～午後５時 

（対象者）保護犬の里親志望者 



 

 

      （収 入）０円 

      （支 出）１２，９６０円（会場費：１０，０００円、タクシー代：２，９６０円） 

（12）（事業名）キャットシッターを囲む 猫茶会 

     （内 容）猫シッターの３人を囲む猫仲間 座談会 ・猫仲間同士が集まる機会が欲 しいとの要望があ

り実施した。 

     （実施場所）「小さな庭と猫の図書館」 

     （実施日時）８月２３日（土）  午後１時半  ～午後３時半 

     （対象者） 猫の飼い主６名参加 

     （収 入） ３，０００円（資料代：１，０００円×３名） 

     （支 出） １３，１４０円（会場費：１１，３４０円、会議費：１，８００円） 

（13）（事業名）「エコねこバッ グ」ワークショッ プ 

     （内 容）イラストレーター（松井さん、島本さん）と一緒ににつくるエコバッグのワークショップ 

     （実施場所）「小さな庭と猫の図書館」 

     （実施日時）９月２６日（土）  午後１時半  ～午後３時半 

     （対象者） 猫飼養者１０名 

     （収 入） １８，０００円（資料代：２，０００円×８人、一般会員１，０００円×２

人） 

     （支 出） ３９，３０６円（会場費：９，９７２円、印刷デザイン：２５，６００円、エコバ

ッグ：３，７３４円） 

（14）（事業名）御堂筋ふれあい バザー 

     （内 容） ・大阪ガス近畿圏部ソーシャルデザイン室主催のバザー 

             ・ボランティアネットワークスとの共同出店 



 

 

     （事業場所）大阪ガス本社前 

     （実施日時）１０月２日（金）  午前１１時～  午後６時 

     （対象者） 御堂筋歩行者 

     （収 入） ４，３００円（寄附金） 

     （支 出） １，３４０円（タクシー代） 

（15）（事業名）猫のためのＤＩＹ 猫茶会 

     （内 容）・江口大輔さんを講師にＤＩＹ講 座を開催 

・参加者から猫のために工夫を 凝らしている様々なアイデアが でるなど、関心度の高さがうか 

がわれた。 

     （事業場所）キャット・ソ シオン 

     （実施日時）１１月１５日 （日）  午後１時半～  午後３時半 

     （対象者） 猫飼養者１２名 

     （収 入） １０，０００円（資料代：１，０００円×１０人） 

     （支 出） １５，０００円（講師料：１０，０００円、会場費：５，０００円） 

<２>「わんにゃお信託®」事業   

① 「わんにゃお信託」®の商標登録     

 「ペット信託」®の商標権者の河合保弘氏から「ペットライフ信託」という名称が類似しているという指摘を受け、信

託名を変更するとともに、商標登録をすることにした。    

辻本法律特許事務所を通じて、平成２７年６月２６日に下記の内容でと登録が完了した。      

  ■商標：わんにゃお信託   

■区分：第３６類       

愛玩動物に関する信託の引受け、愛玩動物に関する信託引受けについての助言及び情報の提供 



 

 

愛玩動物の医療保険契約の締結の媒介、愛玩動物の医療保険についての助言及び情報提供、       

愛玩動物の共済保険についての助言及び情報の提供、愛玩動物の損害保険についての助言及び情報

の提供   

 ②「わんにゃお信託」の新規契約   

   ＮＨＫ「サキどり！」で「わんにゃお信託」®が紹介されたことを受けて、全国から問い合わせがあったが、そのな

かのお一人と「わんにゃお信託」®を締結した。     

対象ペットは猫で１歳半、石井万寿美獣医師の助言を受け、各種健康診断等をしても らった結果、信託契

約を結んだ。    

<３>新事業「飼育サポートシステム」の導入   

  ＰＬＮ発足時から、高齢者のペット飼育を支援する飼育サポートシステムの導入を考えていたが、愛護団体と

の連携が深まり、導入に向けての体制が整った。    

ＰＬＮはサポートの依頼を受ける窓口として機能し、サポート内容に応じて見積を提出し、 受注する。 

実際のサポートについては、犬は、Ｌｅｙ－Ｌｉｎｅと傘下のケアファミリー（動物 取扱業の資格取得者）

に。 

猫は、猫シッター（同じく動物取扱業の資格取得者）に依頼することにした。   

 また、飼い主の病気入院などによる長期サポートについては、檜山弁護士の監修のもと契約書を作成。依頼

者との間で契約書を交わしたうえで受けることにした。    

今年７月、石井万寿美獣医師の紹介で手術入院をする猫の飼い主のサポートを３週間 にわたって実施した。

猫シッターに毎日依頼者宅まで訪問してもらい、 

給餌とトイレ清掃を行った。退院後の飼い主から大いに喜ばれた。    

しかし、「飼育サポートシステム」については、ＰＬＮのホームページやパンフレットで紹介するにとどまるため、認

知度が低い。来年度は、このサービスについてアピールを強化する必要がある。    



 

 

<４>情報発信事業   

本年度、ＰＬＮにとって幸いなことにマスコミから注目を集め、テレビ、新聞、雑誌にとりあげ られた。 そのため、

ホームページや facebookの閲覧も多くなった。   

① マスコミ   

    マスコミからの取材が相次ぎ、ペットライフネットの知名度もアップした。問い合わせは累 計５０件、関東方

面からの反響が目立った。     

 １月１３日：朝日新聞・東京本社版（社会面）「ペットに遺産残したい」   

１月２５日：日経新聞『人とペットの未来』―「高齢者も飼いやすく」   

２月４日：ＣＢＣラジオ（名古屋）   

５月３日：ＮＨＫ『サキどり！』―「どうする！ペットの高齢化問題！」   

６月１６日：『女性自身』―「自分の死後。ペットの命を守る方法」   

７月１８日・８月１日：東京新聞「わんにゃん ここが変―ペットを飼う心構え」   

９月１日：産経新聞「猫のエコバッグワークショップ」  

１１月１６日：毎日新聞『くらしナビ』―「大切な家族だから ペット信託を」  

１２月号：『サライ』―「最も大きな『不安』に備える各種サービス」   

② ホームページの更新   

 ＮＰＯ法人ペットライフネットのホームページを随時更新した。  また、「飼育サポートシステム」のコーナーを新

設した。   

    ● ＮＰＯ法人ペットライフネットのホームページのＵＲＬ    http://petlifenet.org/   

③ ＳＮＳでの情報提供     

ＮＰＯ法人ペットライフネットのセミナー告知やホームページの更新のお知らせにＳＮＳ（facebook、

twitter、mixi）を活用している。   



 

 

なお、facebookの「いいね」は、２４１件（１１月２６日現在）。男女比は３対７。大阪を中心  に

近郊の在住者がほとんどを占める。     

④ＮＰＯ法人ペットライフネットのパンフレットの刷新      

 「飼育サポートシステム」の導入にともなって、Ａ３変形・観音開きのものに刷新。   第三次パンフレットを２

０１５年４月２０日発行した。  

Ⅳ 社員総会の開催状況 

 第２回通常総会 

（日 時）  平成２７年１２月３日（木） １０時３０分～１２時 

（場 所）  大阪市北区西天満３丁目１４−１６ 西天満パークビル3号館 7F 

         エートス法律事務所 

（社員総数） 11名 

（出席者数） ４名（うち委任状出席者６名） 

（ 内 容 ） 第一号議案 平成２７年度事業報告 

         第二号議案 平成２７年度会計報告 

         第三号議案 事業計画 

         第四号議案 予算案 

         第五号議案 設立２周年記念セミナーの運営と役割分担 

Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 

 第１回理事会 平成２７年２月１１日（水） 

   （内 容）  第一号議案 今年度事業計画の件 

 第２回理事会 平成２７年３月１９日（木） 

（内 容）  第一号議案 ペット飼育サポートシステムの件 



 

 

 第３回理事会 平成２７年４月１９日（日） 

（内 容）   第一号議案 「あなたの知らないペットの栄養医学」セミナーの件 

          第二号議案 ペット飼育サポートシステムの件 

第４回理事会 平成２７年９月１８日（金） 

（内 容）  第一号議案 設立二周年記念セミナーの件 

第５回理事会 平成２７年１２月１３日（日） 

  （内 容）  第一号議案 設立二周年記念セミナーの件 

          

以上 

 

  

 

 

 


