
 

平成 ２７年 度事業報告書  

 

特定非営利活動法人 Ｌｅｅｌｏｏ  

 

 

１  事業実施の概略  

特定非営利活動法人 Ｌｅｅｌ ｏｏは、名 古屋市 を中心に、避妊去勢 手術 という人道的な方法

で野良猫の数を減 らすことによって、ふん尿 ・騒音等の被害及びそれによって生 じる住民間のト

ラブル等 、野良猫に関する諸問題の改 善 ・解決 を図るとともに、猫 の殺処分 数 を減少させるこ

とを目的 として、地 域猫 活動 を行 うなかでの野良猫 の救 護 と保護 に関する事業 、猫 の譲 渡会

事業 、野良猫の避妊去勢手術の実施 を希望するボランティアを対象に避妊去勢手術費用の

助成事業を実施した。  

また、物品販売事業を行い、その収益を特定非営利活動事業に充当した。  

 

２  事業の実施に関する事項  

（１）特定非営利活動に係る事業  

①野良猫の避妊去勢手術費用の助成事業  

（ア）事業内容  

助成 を希 望するボランティアから、野 良 猫の状 態 及び周囲の状 況等 を聴取 の上 、避

妊去勢手術費用の助成を決定し、ボランティアに対 し当法人が提携する動物病院で使

用できる避妊去勢手術無料チケットを交付 した。  

（イ）実施日時   

平成 ２７年 ９月  １０頭分  

平成 ２８年 １月  ２０頭分  

平成 ２８年 ３月  ３０頭分  

相談内容により随時  

（ウ）費用    

４４９，２３７円   

（内訳 ）  

支払助成金 ４４８，２００円 （５，４００円×８３頭分 ）  

雑費 ・封筒 、切手代 １，０３７円  

（エ）収益        

 ０円  

 

 



②動物救護事業  

(ア )  事業内容  

 動物愛護の一環 として、活動地域において病気や負傷などで苦痛 を強いられる猫 を

保護し、治療を行った。  

(イ )  実施時期  

  通年  

(ウ )  従事者  

  正会員       

(エ )  費用  

  ３４７，９５４円  委託費 （動物病院での治療費 ）     

(オ )  収益  

  ０円     

③譲渡会事業  

（ア）事業内容  

猫 の里 親探 しのため、名 古 屋 市 天白 生涯学習 センターの一 室 を借 り、譲 渡 会 を開

催した。里親希望者には適正飼育について説明の上 、猫を里親宅まで届けた。  

（イ）実施日  

毎月 ２回計 ２４回  各回 １３時 ３０分～１５時 ３０分     

（ウ）従事者    

正会員各回 ３～５名 、ボランティア各回 ３～５名     

（エ）譲渡猫数    

１１６頭 /年  

（オ）費用  

５７，６００円  会場借上げ料 ２，４００円×２４回   

（カ）収益  

 ７２，０００円  参加費 １，０００円 /回  

（２）その他の事業に係る事業  

（ア）物品販売事業  

    オリジナル商品を、一般を対象に有料で販売した。  

（イ）実施日時  

通年  

（ウ）方法  

        ホームページ、リーフレットでの案内  

（エ）収益  

 ６７，３００円  

 



（オ）費用  

５５，９１２円   

（内訳 ）売 上原価 ４１，５００円  通信運搬費 １２，９００円  雑費 １，５１２円  

   

３  会議の開催に関する事項  

（１） 総会  

 ア  通常総会  

（ア）開催日時及び場所  

平成 ２７年 ５月 ９日  １３時 ３０分～１４時 ３０分  当法人事務所にて  

(イ )議題  

①平成 ２６年 度事業報告の承認について  

②平成 ２６年 度決算の承認について  

③平成 ２７年 度事業計画の承認について  

④平成 ２７年 度予算の承認について  

イ  第 １回臨時総会  

    （ア）開催日時及び場所  

  平成 ２７年 １０月 １０日  １３時～１４時  当法人事務所にて   

（イ）議題  

 定款第 １５条の変更について  

  ウ  第 ２回臨時総会  

(ア )開催日時及び場所  

平成 ２８年 ３月 ２６日  １３時～１４時  当法人事務所にて  

（イ）議題  

平成 ２８年 度事業計画及び予算の承認について  

 

（２） 理事会  

ア  第 １回理事会  

（ア）開催日時及び場所  

平成 ２７年 ４月 １９日  １６時～１６時 ３０分  天白生涯学習センター２階和室  

（イ）議題  

平成 ２７年 度通常総会提出議題について  

イ  第 ２回理事会  

 （ア）開催日時及び場所  

平成 ２７年 ５月 ２４日  １６時～１６時 ３０分  天白生涯学習センター２階和室  

（イ）議題  

平成 ２７年 度の避妊手術費用助成事業の計画について  



 

ウ  第 ３回理事会  

（ア）開催日時及び場所  

平成 ２７年 ７月 １２日  １６時～１６時 ３０分  天白生涯学習センター１階 ロビー  

（イ）議題  

①事業の報告  

②物品販売の方法について  

   エ  第 ４回理事会  

（ア）開催日時及び場所  

平成 ２７年 １０月 １日  １３時～１４時  天白生涯学習センター１階 ロビー  

（イ）議題  

定款第 １５条の変更案について  

   オ  第 ５回理事会  

（ア）開催日時及び場所  

平成 ２８年 ３月 ６日  １６時～１６時 ３０分  天白生涯学習センター１階 ロビー  

（イ）議題  

         平成 ２８年 度事業計画案及び予算案について  

 


