
保護犬ふれあいカフェ GUARDIAN 

トライアルをするにあたってのアンケート 

□ ペット飼育可能な住居にお住まいである方 

(将来、住居事情やライフスタイルが変わる場合も、想定して頂ける方) 

□ 終生室内飼育の出来るご家庭である方 

(玄関･バルコニーでのみの飼育､外飼育､ケージに入れっぱなし､繋ぎっぱなしは不可) 

□ 終生飼育の誓約ができる方(GUARDIAN の許可なく他人への再譲渡をしない) 

□ 犬の習慣を学び理解し「適正飼育」のできる方 

□ 家族全員が犬を迎える事に賛成している方(ｱﾚﾙｷﾞｰ､喘息の有無の確認お願いします) 

□ 毎年必ず狂犬病ワクチン・フィラリア・ノミダニ投薬・注射をしていただける方 

□ 毎日の散歩、健康管理を必ずしていただける方 

□ 保護犬にかかった医療費のご負担をしていただける方 

□ ペット保険への加入を必ずしていただける方 

□ 子犬に関しては、必ず不妊手術をしていただける方 

（手術の時期に関しましては、当団体よりご連絡致します) 

※不妊手術に同意していただけない場合は引取りに伺います 

 

犬猫の避妊去勢のメリット・デメリット 

 メリット デメリット 

メス 

 

・メス特有の病気の発症率低下 

（卵巣腫瘍、子宮蓄膿症、乳腺腫瘍） 

・発情時の出血、雄犬が寄ってくるなどの問題

がなくなる 

・発情期の鳴き声が減る（猫） 

・全身麻酔による手術のため、危険性

は０ではありません。 

・消費カロリーが減るのに食欲は増

すため太りやすくなります。 オス 

 

・オス特有の病気の発症率低下 

（前立腺肥大、精巣腫瘍、肛門周囲腺腫など） 

・マーキング、マウンティングが減る 

・スプレー行動の抑制（猫） 

□ 二度と不幸な目に合わさないようにきちんとリード(散歩慣れしてない子は二重リー

ド)を付け迷子札 鑑札を着用し逃走しないように配慮してくださる方 

 

※ 万が一 逃走し迷子になった場合はすぐに GUARDIAN にご連絡下さい 

♀ 

♂ 



保護犬の里親になるには 

（成犬雑種用） 

公式ラインのご案内 

 保護犬ふれあいカフェ GUARDIAN の公式ラインが出来ました。 

 トライアル中は必ず毎日、ワンちゃんの様子のご連絡をお願い致します。 

[ トライアルの流れ ] 

保護犬ふれあいカフェ GUARDIAN にいる保護犬はペットショップやブリーダーの 

犬とは違い、元捨て犬・野良犬・野犬・繁殖引退犬です。 

飼うリスクも含めてお引取りいただきたいと考えております。 

雑種の子犬は成犬時には１０kg~２５kg の中型犬サイズになる可能性がございます。 

※小型犬 純血種はほとんどいません！！ 

 

◆ トライアルとは実際にご自宅で保護犬が１週間～１０日間、体験生活をすることです。 

先住犬やご家族との相性、実際の飼育環境で無理なく生活ができるのか等を判断して

いただく期間です。 

◆ トライアルの際、飼育環境視察を兼ねてご自宅まで伺います。 

◆ トライアル当日に身分証明書のコピー・譲渡費用・交通費をお預かりさせて頂きます。 

 

※飼育環境が整ってない場合やトライアル中の飼育状況を見て、こちらからお断りする 

場合もございます。 

トライアルのお申し込み 

トライアルスタート 
（１週間から１０日） 

正 式 譲 渡 キャンセルのお申し出 
迎えに行く場合は交通費のご負担をお願いします 

（送って来てもらっても大丈夫です） 

直接ご来店 

希望の犬を選ぶ 



～GUARDIAN から「保護犬を迎える」とは～ 

 

◆はじめに… 

 

この度「保護犬を迎える」という選択肢を選んでいただき、本当に有難うございます。 

以下をご必読いただき、「保護犬を迎える」ということをもう一度、強くお考え下さい。 

 

 

◆保護犬とは… 

 

まず、はじめに GUARDIAN はペットショップではありません。 

そして保護犬達も勿論、当団体で売られているわけではありません。 

GUARDIAN にいる子達は、保健所で殺処分される運命だった子や、ペットショップに

並ぶ仔犬たちを産ませるため繁殖を強要させられてきた子、そして信じていた飼い主に

裏切られ幸せを失ってしまった子などがいます。 

GUARDIAN から「保護犬を迎える」ということは、この子達の『過去を全て受け入れ

る』そして、この子達の『未来を全て託される』という「人間側の覚悟」が重要です。 

 

 

◆雑種(元野犬)の子達について… 

 

例えば GUARDIAN へ来る雑種(元野犬)の子達は、生まれてから現在まで人間を知らず

必死で生きてきた子達や、むしろその人間から怖い思いをさせられたりした経験のある

子達です。 

GUARDIAN へ来た時には、この子達の父母も分からず、当然生まれた日も分からない

ため、もちろん年齢も月齢も推定でしかありません。 

また、将来的に「大型犬」と呼ばれるほどの大きさへ成長する子も中にはいます。 

もともと基本的に群れていることが多い野犬の気質上、お留守番は下手なのが当たり前、

一人ぼっちになるとお家の中のありとあらゆる物を破壊する事もあるかもしれません。 

トイレの躾、おすわりやお手、お散歩やそもそも触れ合うことにも半年も一年もかかる

子も過去に何頭もいましたが、野犬の子の良さはお迎えされた方にだけ必ず分かります。 

 

 

上記について最初に読んでいただきましたが、「保護犬を迎える」にはとても大切な事

なので、それでも犬は賢くいつか本当に、心を許してくれる日が必ず訪れます。 

 

あなたが「保護犬を迎える」という選択をして下さったことにより、受け入れることの

出来る枠がひとつ増え、そしてまた一頭つながる命が増えたことになります。 

 

優しい選択をしていただき、命をつないでいただき、心より感謝申し上げます。 



当団体で譲渡する犬自体は無料ですが、譲渡時にワクチン・駆虫・不妊手術・飼育費用等の
一部を里親様にご負担いただいております。 

いただいた費用は次の一頭を救うための活動費となりますので、ご寄付としてのご理解
ご協力の程、よろしくお願い致します。 

 
☆ 犬の譲渡費用 

 
子 犬 ···· ３５，０００円[不妊手術実施・未] 
 
成 犬 ···· ５５，０００円[体重２０ｋｇまで]※尚、２０ｋｇ以上の場合は６０，０００円～となります 

 

（狂犬病登録、予防注射済の場合は、別途６，２００円が必要となります） 

 

目録 備考 

手術前検査 血液検査・フィラリア検査・レントゲン・エコー（仔犬の場合は未済） 

避妊去勢手術 生後 6 ヶ月以上の個体は性別問わず不妊手術を行った上で譲渡しております 

駆虫 

・腸管寄生虫(回虫 瓜実条虫) 使用薬ソルビー錠 フラジール  

ドロンタールプラス その他 

・耳ダニ駆除 

・ノミダニ駆除 使用薬フロントライン マイフリーガード 

・フィラリア予防 陰性の子はイベルメック 陽性の子はモキシデック  

※予防の季節に定期的に投薬をしていますが、仔犬は投薬前検査を行っており

ません。 

※駆虫薬や予防薬の投与を保護飼育中に複数回行いますが 環境上再感染す

る可能性もあり 譲渡後に検査や再度の駆虫が必要になる場合もございますの

でご了承下さい。 

混合ワクチン 

当団体で接種するのは 5種以上の混合ワクチンです。 

1歳未満の仔犬は、2回（１ヶ月間隔）のワクチン接種が必要です。 

お引き取り後、接種予定日にお近くの動物病院で２回目以降のワクチン接種を

お願いします。（２回目以降は里親様ご負担となります） 

狂犬病予防注射 狂犬病の予防注射です。（成犬は当団体で接種済みの場合があります） 

マイクロチップ 突然の迷子、災害、盗難、事故等での確実な身元証明になります。 

飼育費用 譲渡までにかかった食費や医療費などです。 

事務手数料 お渡しする印刷物の制作費・譲渡申込書類の郵送費・人件費などです。 

 

☆交通費 

神戸市内…３，０００円 ※但し市内でも高速道路代金は別途必要となります 

神戸市外…距離×２×３０円+高速代往復 

 

※医療明細書や領収書等はお渡しできませんのでご了承ください 

 

トライアル期間中、譲渡予定動物飼育にかかる食費、治療費などを含むすべての費用は、

里親予定者様ご負担となります。 

 



【トライアル開始までにご準備いただくもの】 

＊ケージまたはクレート 

＊ペットシーツ 

＊エサ入れ・水入れ 

＊フード 

  仔犬の場合は、急にフードを変えると下痢になる可能性があるため、最初のフードは 

当団体よりブラックウッドというメーカーのフード（５kg５，０００円）のご購入を

お願いしています。 

＊リード（中型犬をご希望の方は、必ず２本ご準備ください） 

＊中型成犬雑種をお迎えの場合は、チェーンチョークまたはハーネスは、当団体指定の

物を買い取りしていただきます。 

 

【事故等について】 

＊逃亡等を防ぐため、首輪、リードの破損がないか、また散歩慣れをしていない犬には

二重リードを付ける、迷子札、鑑札を着用する等、逃走しないよう配慮してください。 

※万が一逃がしてしまった場合は、速やかに当団体へ連絡を入れてください。 

＊トライアル中であっても、逃走中の事故により他者からの損害賠償請求が生じた場合

いかなる場合においても里親予定者が一切の責任を負い、当団体は責任を負いません。 

＊咬傷事故等、またそれに関わる損害賠償請求が生じた場合については、当団体はその

責任を問われないものとし、里親予定者が一切の責任を負い、誠意をもって対応して

いただきます。 

 

【後見人、保証人について】 

＊お一人暮らしの方及びご高齢の方は、必ず後見人を付けて頂きます。 

 ※後見人は原則親族の方となります。また５５歳以上の方への仔犬の譲渡は 

  当団体では行っておりません。 

 

【キャンセルについて】 

＊一緒に生活をして飼うことが難しいと判断された場合はすぐにご連絡下さい。 

＊キャンセルされた犬を迎えに行く場合は、本文記載による交通費をいただきます。 

(ご自身で連れて来られても構いません) 

 ＊身勝手な理由による返還と判断された場合は、譲渡金の返還は一切致しません。 

 

【正式譲渡の流れ】 

正式譲渡になりましたら、譲渡の手続きとして当団体から誓約書・ワクチン証明書 

マイクロチップ登録書類・行政への手続き書類などを郵送させていただきます。 

書面に署名捺印後 返送していただて譲渡完了となります。 

尚、書類の返送がない場合、所有権は GUARDIAN のままになります。 

※飼育環境の変化や飼育困難になった場合は必ずご連絡下さいますようお願い致します。 

 

 



トライアル期間      年     月     日  ～      年      月      日 

 

トライアル契約書 

 

□希望の犬の説明 

□トライアルの説明 

□犬の譲渡に関わる諸経費の説明 

□トライアル中のキャンセルについての説明 

□トライアルから正式譲渡の説明 

□ペット保険についての説明 

 

契約書の内容に違反する行為が認められた場合には、譲渡動物の返還を求められる、又は
飼育環境や飼育態度の改善を求められます。 

これは里親が譲渡動物を家族として迎えるための譲渡です。 

譲渡動物の業者への転売（里親詐欺）、動物虐待目的、繁殖目的など、契約書の主旨に反
する行為が若干でも認められた場合、またはその疑いを抱かせるような行為や態度が認め
られた場合、里親は NPO 法人 DOGBASE 保護犬ふれあいカフェ GUARDIAN の請求に
従い、直ちに譲渡動物を返還しなくてはなりません。 

また責任を問われ法的措置を取られても異存はありません。 

                                              以 上 

 

里親希望者およびその家族全員が上記についてすべて承諾し両者合意のもと、トライアル

の契約を結ぶことといたします。 

 

申込日   年   月   日 

 

 NPO 法人 DOGBASE 保護犬ふれあいカフェ GUARDIAN    

 代 表 者 名           秋 山   文 子     ㊞ 

住 所 

〒652-0801 

   神戸市兵庫区中道通一丁目 2-11 金城ビル 3 階         

 連  絡  先             078-381-9890     

 

里親希望者                後見人 

（ふりがな）                                 （ふりがな） 

氏名              ㊞   氏名               ㊞ 

 

住所（世帯主名       ）     住所（世帯主名       ） 

〒                   〒 

 

                                    

連絡先                 連絡先 

 

（緊急連絡先）             （緊急連絡先） 

                                    

 

【個人情報取り扱いについて】＊犯罪防止活動のために関係諸機関及び警察に情報を開示する場合がございます。 


