
記入日付   年   月   日

保護犬譲渡申請申込書

＜申請代表者情報＞

■申請代表者氏名

フリガナ

■住所 〒

■電話（申請代表者）※自宅/携帯電話

■PC メールアドレス

＜家族構成＞ ※全員のご記入をお願いします。

名前（フリガナ）
性

別

続

柄

生年月日/年齢 
（西暦）

ご職業

（会社名・業種・学校名）

a 
本

人

b 

c 

d 

e 
※個人情報について/いただいた個人情報は、本登録用のみに利用しそれ以外の目的では使用いたしません。 



＜確認情報＞ ※当てはまる□にチェック☑を付けてください

■ご家族について

１．犬を飼育していますか？ □はい（頭数/ ）(犬種/ ) □いいえ 

２．過去に、犬を飼育した経験がありますか？  □はい □いいえ

・「はい」の場合/いつ頃（   ）期間（  ）犬種（ ）

３．現在、犬以外の動物を飼育していますか？  □はい □いいえ

・「はい」の場合/期間（  ）種類（       ） 

４．日中家で犬の世話するのは主に誰ですか？（家族構成表の記号） 

□a □b □ｃ □d □e

５．散歩に行くのは主に誰ですか？（家族構成表の記号）  

□a □b □ｃ □d □e

６．「保護犬の譲渡」を考えられたのは誰ですか？（家族構成表の記号）  

□a □b □ｃ □d □e

７．アレルギーを持った方は、ご家族の中にいらっしゃいますか ？ 

□はい □いいえ

８．介護が必要な方は、ご家族の中にいらっしゃいますか？ 

□はい □いいえ

９．「保護犬の譲渡」を希望された理由をお聞かせください？ 

（自由にご記入ください） 



■飼育環境について  

10．お住まい 

□一戸建て  

□共同住宅（マンション等）/犬の飼育は認められていますか □はい□いいえ 

11．家を留守にする時間は１日平均どれくらいですか ? 

□ほとんど無し □   時間程度  

（主に世話をする方の外出理由                                     ）  

12．１日数回の排便する場所を用意することができますか？ □はい□いいえ 

「はい」の場合の場所/□室内 □屋外→□庭 □ベランダ □その他（   ） 

13．ワンちゃんは、室内での飼育をお願いしています。可能ですか？  

□はい□いいえ 

14．ケージを使用する場合、置く場所は？ 

                  □家の中 □家の外 □その他（   ） 

15．家の周りにフェンス（塀）はありますか ？（一戸建ての場合）      

□はい□いいえ 

 

■ワンちゃんの行動/性格/健康/飼育について 

16・最初は、ワンちゃんの性格/行動が把握しずらい場合もあることを、あら

かじめご了承ください                      □はい  

17. 健康上（軽度股関節形成不全、眼精疾患、アレルギー等）の多少の問題が

あっても良い？                     □はい□いいえ 

18．多少シャイで怖がりでも良い？             □はい□いいえ 

19．多少吠えても良い？                  □はい□いいえ 

20．多少猫が苦手でも良い（猫を飼っていて一緒に暮らす、あるいは近隣に猫

が多い場合）                       □はい□いいえ 

21．多少犬が苦手でもよい（犬を飼っていて一緒に暮らす、あるいは近隣に犬

が多い場合）                       □はい□いいえ 

22. 飼育上困ったことが起きても、諦めずに飼育について学び、いつも真剣に

向き合える自信がある                                   □はい□いいえ 

23. もし体調や様子が思わしくなさそうな時には、迅速な対応を行い、適正な

治療を受ける                                            □はい□いいえ 

24. 毎日のお世話を、必ず思いやり持って欠かさずできる    □はい□いいえ 

 

 



■情報ご提出のお願い

25. ご登録者の確認用に、ご家族皆様のお写真のご添付をお願いいたします

26. ご自宅敷地内配置/間取り/広さ等を、簡単に下記枠内にご記入ください

■確認事項

・本申込書は、データ添付によるメールまたは郵送（いずれの場合も＜わんこ

のうち中海岸＞宛て、＜保護犬申し込み＞とご明記ください）で、お送りくだ

さい 

・本件につきましての、電話でのお問い合わせやご来訪は、ご遠慮いただいて

おります、ご不明な事やご質問は、必ずメールまたは郵送でお願いいたします 

・いただいた個人情報は、本登録用のみに利用し、それ以外の目的では使用いたし

ません。 
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