
 

 

平成３０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３０年１月1日～平成３０年１２月３１日 

Ⅱ 事業の成果 

ペットライフネットは、設立以来、「シニア世代のペットの終生飼育をサポートする」を活動目標に掲げ、

（１）出会いと交流、（２）幸せな飼い方、（３）いのちをつなぐの3つの活動テーマに即したイベントを月一

回のペースで開催。平成28年度には、新たに「動物との共生」を活動テーマに加え、動物に関わるさまざまな社

会的課題（動物愛護管理法の改正、多頭飼育崩壊など）を有識者、さらには大阪府府議・大阪市市議の参

画をえてとともに学ぶ機会をもつことにした。その結果、大阪市域を核に近畿圏内での動物愛護団体およびボラン

ティアでの認知拡大も進み、セミナー等の参加者も安定してきた。 

しかしながら、実際にペットを飼っているシニア層へのアプローチは、インターネットをつかったＳＮＳでの効果が

ほとんど望めないため、なかなか厳しい。そこで、アサヒファミリー社主催の「シニアライフセミナーin千里」に参画した

が、高齢者の参加は多かったが、ペット飼養者が少なく不発に終わった。 

高齢者にアプローチするための具体的な助成物が必要であることを改めて痛感。従来から企画を進めていた

「ペットを愛する方のためのエンディングノート ペットの終活×人の終活」の制作を早急に進めることを理事会に諮り、

承認をえて、11月上旬に上梓することができた。 

  

「わんにゃお信託®」については、「わんにゃお定期」に一名の申込があり、「終生飼養契約」を結んだ。申込者は

今回も60代前半で猫を飼うひとり暮らしで、ペットライフネットの「わんにゃお信託®」の顧客層のモデルと合致して

いる。 

   

「飼育サポートシステム」については、平成28年12月末に奈良フェニックス大学地域リーダーカレッジで講演を

した際に参加者から問い合わせがあり、猫の1ヶ月間の長期サポートの依頼を受けた。キャット・シッターの協力会

員におかげで、無事サポートをすることができた。 

 

 

 

 

 



 

 

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月

21日（土） 4日（日） 16日（金） 24日（土）

犬茶会 ペットの終活×人の終活

第２弾

ペットが変える、日本の

暮らし方、住まい方、そし

て高齢者

保護猫活動勉強会

キャット・ソシオン
大阪市立総合生涯学

習センター

大阪市立住まいの情報

センター
キャット・ソシオン

「戌年始めは犬茶会」を合

言葉にワンちゃん連れで、

犬のしつけについて話し合

う

ペットライフネット設立４

周年記念セミナー

終活を再度とりあげる

大阪ガスＳＥＬのお招

きで、大阪市の職員の

方々にペット問題を紹介

する

保護猫活動に携わる若

手の方々と一緒に猫問

題について考える

1,000枚 1,300枚

辻　綾子

①「愛する家族であるペッ

トのいのちに寄り添って」

今井泉さん

②「ペットと暮らせなくなっ

た時にそなえて」檜山洋

子さん×木村貴裕さん

③「進化したわんにゃお

信託®」吉本由美子

吉本　由美子 荒井　りか

・ＰＬＮ会員　1名

・一般　9名

・参加者５６名

（うちＰＬＮ会員等、

会費不要１０名）

・大阪市立住まいの情報

センター他、市職員13

名

・保護猫活動家16名

参加費 内訳 ・1000円×9名＝9,000円
・1000円×46人＝

46,000円

9,000 46,000 0 0

会場費 5,000 27,540 5,000

設備費 0

10,000 10,000

デザイン 0

印刷代 5,220 6,000

受付人件費 0

その他 4,243 1,192 789

24,463 44,732 0 5,789

-15,463 1,268 0 -5,789

実施日時
２月

事業名

実施場所

内容

チラシ印刷枚数

講師謝金

その他

経費

支出総計

収支

講師

参加者

バザー

寄附金

収入総計

会場費

 



 

 

４月

13日（火）、14日（水） 27日（火） ３１日（土） 8日（日）

御堂筋ふれあいバザー
シニアライフセミナーin千

里
血液検査票の見方

「大阪ねこの会」定期集

会

千里朝日阪急ビル4階

Ａ＆Ｈホール
バル　ミル

大阪市立阿倍野市民

学習センター・講堂

団塊世代をターゲットとし

た終活セミナー

「大阪ねこの会」定期集

会

600枚 ナシ

吉本　由美子

1.「大阪ねこの会」活動

報告&連絡

2.「猫のための栄養」ロイ

ヤルカナンジャポン・プロ

フェッショナル事業部高橋

元さん

3.「人のためペットのため

の終活」NPO法人ペット

ライフネット　吉田由美子

・参加者29名（うちＰ

ＬＮ会員等、会費不要

5名）

・参加者130名

参加費 内訳
・1,000円×24人＝

24,000円

0 0 24,000 0

会場費 5,000 0

設備費

10,000

デザイン 20,000

印刷代 4,020

受付人件費

その他 9,074

0 32,400 48,094

0 -32,400 -24,094 0

その他

経費

支出総計

収支

参加者

バザー

寄附金

収入総計

会場費

講師謝金

事業名

実施場所

内容

チラシ印刷枚数

講師

実施日時
3月

 

 

 



 

 

14日（土） 17日、18日 5日、6日 17日（日）

高齢者への一時預かりに

ついての勉強会

大阪ガス「御堂筋ふれあ

いバザー」

大阪ガス「御堂筋ふれあ

いバザー」

犬猫合同茶会

腎臓をめぐるワン・ニャン

×ヒト対談

キャット・ソシオン バルミル

高齢者への猫の一時預

かりを推進するための具

体策についての勉強会

獣医師と人の医師とによ

る腎臓をめぐる対談

ナシ 500枚

・今井　泉

・吉川　眞由美

・参加者８名（吉本、

荒井りか、辻西さん、土

田さん、夢田さん、西谷

さん、湯浅さん、ヤマダさ

ん）

・参加者2４名（うち、

会員4名）

参加費 内訳 ・無料 ・1,000円

・ポストカード：１００

円×４枚

・缶バッジ：１００円×

0 500 0 20,000

会場費 5,000 5,000

設備費

20,000

デザイン 20,000

印刷代 3,830

受付人件費

その他 3,278

5,000 0 0 52,108

-5,000 500 0 -32,108

その他

経費

支出総計

収支

4月

参加者

バザー

寄附金

収入総計

会場費

講師謝金

事業名

実施場所

内容

チラシ印刷枚数

講師

実施日時
6月

 

 

 



 

 

７月

1日（日） 23日（金） ２５日（日）

2018年動物行政につ

いて現状と課題

犬や猫の保護活動にお

ける獣医師たちの新たな

挑戦！

ペットを愛する方のための

遺言講座

大阪市総合生涯学習セ

ンター

ドーンセンター

特別会議室

大阪市総合生涯学習セ

ンター

動物行政に関して、国、

都道府県、市町村がで

きることは何かを考える

保護動物に注目が集ま

るなかで、気鋭の獣医師

による新たな取り組みが

試みられている

ペットに資産を遺すため

の方法を弁護士、司法

書士から解説してもらう

1,000枚 1,500枚 1,000枚

・細川敦史弁護士

・横山英幸大阪府議

・ホンダリエ大阪市議

・荒井りか（大阪ねこの

会代表）

・ヤマダアミカ（ネコアパー

トメント主宰）

・西山ゆう子

・橋本恵莉子

・木村貴裕

・檜山洋子

・吉本由美子

・参加者88人（うち、会

員6人）

・参加者８９名（うち、

会員５名）

・参加者２３名（うち、

会員６名）

参加費 内訳 ・無料 ・1,000円 ・1,000円

0 84,000 17,000

会場費 27,540
設備費

デザイン 20,000 20,000 20000

印刷代 3,300 5,990 4790
受付人件費

その他

50,840 25,990 24790

-50,840 58,010 -7,790

その他

経費

支出総計

収支

参加者

バザー

寄附金

収入総計

会場費

講師謝金

11月

事業名

実施場所

内容

チラシ印刷枚数

講師

実施日時

 



 

 

<２>「高齢者とペット」啓発事業 

 昨年度から懸案の「ペットを愛する方のためのエンディングノート」の制作が理事会の承認がおり、１１月に上

梓した。本体の価格は税込みで１，０００円とし、さっそく１１月２５日の「ペットを愛する方の遺言講座」の

参加者に配布した。また、ジュンク堂大阪本店書店で取り扱ってくれることになり、３カ月の契約ではあるが、実用

書のペットコーナーならびに社会の遺言書コーナーで販売してもらっている。 

このエンディングノートをもとに、ペット飼養者はもちろん福祉関係者にも広く「高齢者とペット」の問題を具体的に

考えてもらう契機としたい。 

<３>「わんにゃお信託®」事業   

  本年度は、猫の飼養者から「わんにゃお定期」への申込が新たにあった。 

  これにより、「わんにゃお定期」による飼育費用保全二名、「わんにゃお遺言」による飼育費用保全一名、計三

名とペットの終生飼育契約を締結した。 

３年前、「わんにゃお信託®」の発効にともなって里親宅に託された５歳半の猫については、里親からフード類

など購入したレシートをＰＬＮに提出してもらい、ＰＬＮが精査したうえでサーバントラスト信託会社に指示をだ

し、サーバントラスト信託会社から里親の銀行口座に振り込んでもらっている。元気でますますやんちゃに暮らしてい

る。 

<４>「飼育サポートシステム」事業  

  一昨年、奈良フェニックス大学地域リーダーカレッジで「高齢者とペット」の講演を行った。その時の参加者の方か

ら、１ヶ月間海外旅行をするのでシニア猫の訪問シッティングをお願いしたいという依頼がきた。キャットシッターの協

力をえて、無事にサポートすることができた。しかも、本年度の予約もしていただいた。 

 需要は間違いなくあるのだが、ホームページでの告知だけでは、飼育サポートを頼みたいユーザーに情報が届い

ていない。セミナー等のイベント時に、地道にアピールする必要がある。 

  

 ３年前に高齢者施設への入居にともなって急遽預かることになったシニア猫が、平成３０年１０月１０日、里

親の手厚い看護も及ばず永眠した。１６歳だった。亡くなる１週間前に、高齢者施設の飼い主と面談を果たすこ

とができたのが何よりだった。 

 

<５>情報発信事業   

①マスコミ取材協力 

マスコミ取材は、新聞および週刊誌がメインとなった。朝日新聞、毎日新聞は全国紙で、その反響も息長く広

域に及んだ。 

・2018.01  「ペット＆ライフ」新年号で新年のあいさつ 

・2018.02  「大阪の社会福祉」７５４号の「はじめまして！こんにちは♪ＮＰＯ法人のご紹介」で 

ペットライフネットを紹介 



 

 

・2018.06.12 「産経新聞」朝刊の「大阪ワイド」でセミナー紹介 

・2018.06.15 「COMV」7月号でペットライフネットの紹介とセミナー紹介 

・2018.06.19 「週刊朝日」 「最期まで愛犬愛猫と暮らす方法 ～信託・遺贈・贈与…実績120件超の

ＮＰＯ法人の取り組みも紹介」で「わんにゃお信託®」 

・2018.09.19 「朝日新聞」「シニアと暮らし④」の「ペットと生きる励みに」欄で「わんにゃお信託®」 

・2018.10.15 「COMVO」11月号でセミナー告知 

・2018.10.23 「産経新聞」夕刊の「幸せペット時間」でセミナー告知 

・2018.11.20 「アサヒファミリー」でエンディングノートの紹介 

・2018.12.04 「毎日新聞」「くらしナビ・ライフスタイル」の「どうぶつ」コーナーで「わんにゃお信託®」 

 

②ホームページの更新   

 「ペットを愛する方のためのエンディングノート ペットの終活×人の終活」を上梓したのを受けて、ホームページも

刷新。あらたにインスタグラムと連動する「今日のわんにゃお」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/   

  ◎ＮＰＯ法人ペットライフネットのインスタグラム pet_life_net  

 

③ＳＮＳ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。 

ＳＮＳの波及効果は大きいが、読者のほとんどは動物ボランティアに携わっている方か動物に関心

のある３０～５０代。ＰＬＮの活動目標であるペットの飼育支援を求めている高齢者に直結してい

ないのが実情である。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅳ 社員総会の開催状況 

 第４回通常総会 

（日 時）  平成３０年2月４日（日） 午後５時３０分～６時 

（場 所）  大阪市北区梅田１－２－２－５００大阪市立総合生涯学習センター 

（社員総数） 10名 

（出席者数） 6名（うち委任状出席者4名） 

（ 内 容 ） 

 第一号議案 定款変更申請の件 

  議長は、定款変更について、変更案を示しその承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、 

本案は可決された。 

第二号議案 平成２９年度（第四期）事業報告の件 

    議長は、平成２９年度事業報告書の案を示し、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、 

本案は可決された。 

第三号議案 平成２９年度（第四期）会計報告の件 

    議長は、平成２９年度の会計報告書の案を示し、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、 

本案は可決された。 

第四号議案 平成３０年度（第五期）事業計画の件 

 議長は、平成３０年度事業計画書の案を示し、その承認を求めたところ、追加事業として事業継承を 

課題とする旨の提案がなされ、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。 

第五号議案 平成３０年度（第五期）予算案の件 

    議長は、平成３０年度の予算案を示し、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、 

本案は可決された。 

第六号議案 議事録署名人の選任の件 

   議事録署名人について、議長から本日出席の木村貴裕と中窪佐栄子の２名を指名したところ、 

全員異議なく承認し、本案は可決された。 

 

Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 

 第１回理事会 平成30年7月3日（火） 

（内 容）  第一号議案  「ペットを愛する方のためのエンディングノート」について 

 第２回理事会 平成30年８月30日（木） 

（内 容）   第一号議案  「ペットを愛する方のためのエンディングノート」について 



 

 

第３回理事会 平成30年11月8日（木） 

（内 容）   第一号議案 11月25日開催の「ペットを愛する方のための遺言講座」について 

第４回理事会 平成30年11月25日（日） 

（内 容）   第一号議案 設立5周年記念セミナーについて 

          

以上 

 

  

 

 

 


