犬猫の譲渡会（毎月第１日曜日開催）や地域猫活動のセミ
ナーを行っている団体です。

長崎の町ねこ調査隊塾は、長崎市内の「町ねこ」の頭数や行
動範囲などを調査しているボランティアグループです。猫と人
がともに平和に生きる町づくりのため活動しています。

2017年1月から2018年5月までの調査の概要

活動の目的は、長崎の保健所での殺処分を減らすこと、犬猫
の里親探し、啓蒙活動です。

Q.「町ねこ」とは？

調査回数：21回

町ねことは、人が住むまちなかで自由に生活している猫を言
います。その中には、野良猫または、家の中と外を行き来する
飼い猫も含みます。

調査内容：
• 長崎市中央東部では地域猫活動を行っているボランティアさんや自治
会の協力もあり、町ねこの数は減少傾向がみられるそうです。

Q.ねこ調査の方法は？

• 長崎市中央南部でも地域ボランティアや自治会の協力があり、町ねこ
の数は増加することなく、やや減少傾向とのことです。

活動の主な内容は、犬や猫の里親探し会を月に１度開催して
います。また、犬や猫の適正飼育や管理のためのセミナーも開
催しています。
その他にも、動物のレスキュー活動、災害時の動物レスキュー
や一時的な預かりや必要物資の配送・集荷など行っています。

① 猫の特徴をつかむ
大きさ、体格、しっぽ、目の色、毛柄や色などの特徴をカルテ
に書き込みます。
② 猫に名前をつける

調査地域：長崎市中央東部・中央南部の2か所

• 同じ地域を継続して調査しデータ化することで、自治会や地域ボラン
ティアの方々が協力している地域は、町中の衛生状態も良く、不幸な
町ねこが減少していることが明らかになっています。

カルテに記入することで、猫を区別できるようになります。

困った
エサやり

多額な
費用

子猫が
生まれたら

③ 地図にマークをつける

～私たちも調査に参加しました～

猫を見かけた場所を、観察エリアの地図上にマークします。
同じように他の猫もマークしていくと、そのエリアの猫の数とそ
の行動範囲を記録できます。

日時： 2018年5月12日14時～16時

Q.カルテの描き方は？
まずはカメラで撮影し、その後カルテに、色や模様を色鉛筆
で書き入れます。色は、黒、黄、茶、灰、緑、青などを使います。
Q.写真の撮り方は？

町を清掃して
くれる良い人
に変える

手術のための
お金・助成金
のことを手伝
う・教える

月に一度、子
猫の里親探し
に出せる

町ねこは警戒心が強いため、いきなり近付くと逃げます。静
かにゆっくり忍び寄って、シャッターを押します。正面だけでなく、
胴体からしっぽまで左右両側といろいろな角度から撮影します。
出典：ながさき町ねこハンドブック より

一般的に、動物管理センターの仕事内容は、犬や猫の命を奪う仕事だ
と思っている人も多いのではないでしょうか。

長崎 Ｒ＆Ｇ 長崎の保健所の命を救う会
https://ameblo.jp/nagasakihokennjyonoinoti/
大村・諫早 長崎県央 猫の会
http://inu-neko-satooya.seesaa.net/
大村 木のコトカフェ横（大村市富の原2丁目855-1）
諫早 諫早市本町アーケード内
長崎の町ねこ調査隊塾
Facebook：https://ja-jp.facebook.com/nagasaki.no.matineko/

調査頭数： 21匹
調査内容：
• 地域猫として、餌やりやトイレの清
掃などの管理がされていた
• ほとんどの猫が、サクラカット済み
だった
• 人馴れしている猫が多かったので、
地域の人が優しく対応しているこ
とが伺えた
• 駐車場は猫トラブルが起きやすい
ことがわかった

出典：長崎市のNPO法人－ながさき市民力ネット｜NPO法人一覧

保護猫の譲渡会実施団体

場所： 長崎市中央東部

でも、知っていますか？動物管理センターでは殺処分を行っているとこ
ろもありますが、それ以上に引き取られた犬猫の譲渡会や動物愛護に
関する活動が行われています。
長崎県では、4～6月の保護が一番多く、年間1,000頭以上の猫が動
物管理センターへ持ち込まれています。なお、動物管理センターでは、
野良犬と野良猫の引き取りは行いますが、野生動物は県の自然環境課
が担当しています。
動物管理センターの活動ではボランティアの方々が大きく貢献しており、
週に1回の犬の散歩や、餌や必要な物資の提供などにも協力してもらっ
ています。

9月20日から26日の7日間は動物愛護週間です。動物の愛護と適
正な飼育についての関心と理解を深めることを目的とし、全国で
様々な催しが開催されます。
長崎市では毎年『長崎動物愛護フェスタ』が開催されています。
2018年度は、動物愛護団体によるチャリティーフリーマーケット、犬・
猫の写真展示、長崎県獣医師会による「獣医さんの犬猫なんでも相
談室」などのブースが設けられ多くの人で賑わいました。
飼主は、飼っている犬・猫が命を終えるまで、適切に飼養す
るよう努めなければならないと定められています。
※動物の所有者には終生飼養の努めがある。
「動物の愛護及び管理に関する法律 第7条」

現在ペットを飼っている人も、これから飼いたいと思っている人
も、動物愛護フェスタにぜひ参加してください！

《主な活動》
長崎市役所 市民健康部 動物管理センター

「尾曲がり猫」とはしっぽが短く、先が曲がっている、カギのような
しっぽの猫を指します。地域によって外猫のカギしっぽ率には違いが
あり、東に行くほどカギしっぽの猫が少なく、西に行くほど多いと言わ
れています。

長崎には約8割の「尾曲がり猫」が生息していますが、カギのような
しっぽは、『しっぽで宝物庫のカギをあけ、お金持ちにしてくれる』、
『幸運をひっかけてくる』などとされています。

所在地：長崎市茂里町2-2 ℡：095-844-2961
（出典：成美堂出版『ねこの事典』 今泉忠明 監修）
注）・いずれの団体も、猫の保護依頼は受け付けていません。
・去勢・不妊化費用のためのチャリティーカレンダーを販売して
いる団体があります。裏面掲載のかんざき食堂、DogCatista、
長崎の猫雑貨Nagasaki-no necoなどで購入できます。
《リーフレット作成》
学校法人鶴鳴学園 長崎女子短期大学
生活創造学科 ビジネス・医療秘書コース2年 濵口ゼミ
〒850-8512 長崎市弥生町19番1号 ℡：095-826-5344

動物の愛護と管理

狂犬病の予防

●初級編
初級編では、リーフレットを手にとって頂いた方々にぜひ知ってお
いてもらいたい猫に関する基礎知識を記載しています。
【記載内容】猫の正しい飼い方、地域ねこ活動の紹介など
動物愛護フェスタ
などの啓発活動

●上級編

犬の登録と取締り

2018年12月1日発行
出典：長崎市ホームページ
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/190002/192008/p024454.html

上級編では、長崎で人と猫が共に幸せに暮らすことを願い、猫に
関する活動を行っている団体の紹介しています。
【記載内容】活動団体、動物管理センターへの取材内容など
★観光マップは、初級編・上級編とも同じ内容を掲載しています。

1 かんざき食堂
★猫旅のお昼ご飯は
ココで決まり
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中
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橋
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定食やちゃんぽん
がおいしいお店です。
店内には、お客様が
撮った猫の写真や芸
能人の色紙がたくさ
ん飾ってあります。

TEL：095-824-5531
長崎市諏訪町4-17
営業時間：11時30分～20時30分
定休日：不定休（週2,3回）

2
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TEL：095-893-5117 長崎市浜町4-6
営業時間：10時～20時

2 カメラのフォーカス
★猫写真の現像をこちらにお願いしてみてはいかが？
TEL：095-825-5200
長崎市万屋町5-5
営業時間：10時～19時
定休日：金曜日

BK

新大工町ＭＡＰ
千寿庵 長崎屋

4

猫の井戸

長崎市古川町8-8
★尾曲がり猫が見守る井戸で幸せになれるかも
磨屋通りにある井戸、実
は、幸福の象徴といわれ
る尾曲がり猫の像がこっそ
りたたずんでいるんです。
通りかかった際は、記念
に写真を撮るのもいいかも
しれませんね！

新天満市場

6

6

芋原端

BK

3

★元気な店主とでんすけちゃんがお出迎え

新大工新町商店街にある
新天満市場の入口には 、
商店街で大人気の地域猫、
でんすけちゃんがいます
ファンの方によるInstagram
のチェックも忘れずに！

東新橋

チャチャちゃん

新天満市場

でんすけちゃん

長崎市民会館

魚市橋

TEL:095-822-3602 長崎市諏訪町8-4
営業時間：9時30分～20時30分
定休日：元旦のみ

長崎市新大工町6-25
営業時間：9時～19時
定休日：日曜日

魚の町公園

眼鏡橋

くろせ弘風堂

クッキーちゃん

江崎べっ甲店

中華街

長崎ならではの
伝統が詰まった、
おいしい和菓子
のお店です。
県外からの観光
客も多く訪れます。

1964年、東京五輪の日に
生まれたハイカラ菓子クル
スのお店です。
長崎の名所を電車で観光
する猫たちのデザインも！
お菓子を食べた後は小物
入れにもできます。

公会堂前電停 蛍茶屋・新大工

長崎の猫雑貨

長崎銘菓クルス浜町店
★定番のお土産にも猫がチラリ

中央橋バス停
中央橋バス停
万橋

出島
西浜町電停

1

浜の町～中通りＭＡＰ

★看板商品ザボン漬けと猫でほっこり

3

GoogleマップのQR

このリーフレットは、観光マップという多くの人が手にする媒体を利用し、地
域活性化につなげると同時に、人と猫がともに暮らせる街づくりに役立ててい
ただくことを目指し、長崎女子短期大学の学生が作成しました。

千寿庵 長崎屋
★尾曲がり猫がカステラに！

TEL:095-822-0543 長崎市新大工町4-10
営業時間：9時～18時30分
定休日：日曜日

昭和4年創業のカステラや和菓子の
老舗です。
長崎のスイーツコンテストがきっか
けで「にゃまがし」が誕生！
それをきっかけに数々の猫モチーフ
のお菓子が生み出され、今では幅広
い年代の方に愛されています！

5

好文堂書店 DogCatista
★ペット関係の本が充実
TEL:095-8801-1012 長崎市浜町8-29 3F
営業時間：10時～18時
定休日：毎週月曜日
さまざまな団体のチャリティーグッズを販売
しており、長崎女子高校出身で、イラストレー
ターの濱田羊子さんが「殺処分を減らしたい、
不幸な猫達を減らしたい」という想いを込め
てデザインしたグッズもあります。
1階から床の足跡を辿っていくとお店に着く
という遊び心が素敵です。

お写真の専門店ですが、長崎に猫の
グッズを扱っている店舗がないことに気
がついたお店の方が、猫グッズを扱い始
め今でも観光客を中心に人気を集めて
います。
かわいい長崎まちねこキーホルダーも
たくさんありますよ。

3 長崎の猫雑貨 nagasaki-no neco
★店内には猫舌神社も！？
TEL:095-823-0887 長崎市栄町6-7
営業時間：11時～19時
定休日：無休(臨時休あり)

長崎の「尾曲がり猫」をモチーフに
した猫雑貨の専門店。
猫好きなデザイナーの店長が自ら
デザインしたユーモア溢れる猫グッ
ズが並べられた店内は、猫好きに
はたまらない空間です。
長崎デザインアワード2017では
「nagasaki-no neco尾曲がり」が
長崎賞を受賞しました。

