①逃げ出さないように対策すること
身元の表示をすること
猫を外に出すと、糞尿や鳴き声でご近所に迷惑をか
けたり、交通事故などで命を落とす可能性があるため、
完全室内飼いが必要です。
また、玄関や窓には脱走防止策施し、連絡先を書い
た首輪などを装着させましょう。

②不妊・去勢手術を施すこと
1づかいの親猫からは、1年間で最大70匹の子猫・
孫猫が生まれます。頭数の少ないうちに不妊・去勢手
術を行いましょう。
参考：長崎市 猫の適正飼養ガイドライン

最後に
ブームに流されて、ペットショップに行くのではなく、ま
ず譲渡会や動物管理センターへ足を運んでみてくだ
さい。かわいいから、子猫だからという理由で選ぶの
ではなく、一生を共に暮らしたいと思えるような猫を
探してみてください。
そして、最後まで責任を持って飼えるかどうか、
今一度、考えてみてください。

猫を飼うときは、完全室内飼いが原則です。キャットフード、猫
用トイレ、猫砂は必ず用意し、爪とぎ、爪切り、キャットタワーや
毛づくろい用のブラシ、おもちゃ、ペットキャリーなどもあるとよい
でしょう。室内飼いのメリットは、ペットの健康管理がしやすくコ
ミュニケーションがとりやすいことです。
しかし、ベランダやお風呂などに猫が誤って入ってしまうと大変
危険です。電気コードは床に貼り付ける、家の壁を守るためにカ
バーを付ける、ペットゲートで猫が入れないところを作るなど、飼
い主も猫も快適に暮らせる工夫も必要です。






ペットを最後まで責任を持って飼う
ペットの所有者を首輪や名札などで明示する。
犬や猫の繁殖制限をする。
動物を遺棄・虐待した場合、罰則が適応される。

これらは動物愛護法※によって定められている飼い主の義
務です。もしも外猫がいる場合、糞尿の処理などは、飼い
主が責任を持って行いましょう。

「地域ねこ」は、野良猫とは違います。「地域の中で人間と猫
が共生できるように、適切に管理されているお外にいる猫」そ
れが地域ねこです。
放し飼いされている飼い猫と言うわけではなく、ちょっと難し
く言うと、「特定の飼い主はいないけれど、その猫がいる地域
の複数の住民やボランティア団体によって定期的に餌を与え
られ、排泄も含む清掃をし、不妊手術を施されている猫」なの
です。無理やり猫を追い払ったり捕獲・駆除をするのではなく、
猫の寿命を待ってその数を緩やかに減らすことで「猫の被害
に困っている人」「猫に優しくしたい人」双方に配慮しながら、
人と猫が地域で共生できるようにしていくことが「地域ねこ活
動」の目標です。

定期的に餌を
与えられる

不妊手術を施
されている

糞尿の清掃
を行う

ゴミを漁らなくなり、
ゴミステーションの
周りが清潔に保た
れる

発情期のうるさい鳴
き声が減り、子猫が
生まれないので猫
の数が減る

糞尿被害で悩んで
いる人が減り、町が
キレイになる

※正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法」

主食用キャットフードの平均購入金額は1ヶ月3,187円という
データがあります。その他、猫砂代、混合ワクチンなどの医
療費、おもちゃ、爪切り、爪とぎなどのペット用品や、ペットホ
テル代などが必要な場合もあります。猫と暮らすためにはあ
る程度の費用がかかることを覚悟しておきましょう。

出典：ながさき地域ねこ活動支援ネットワーク
http://www.noraneko-0.com/

参考：一般社会法人ペットフード協会
平成29年 全国犬猫飼育実態調査

保護猫の譲渡会実施団体

みなさんはどんな猫を飼いたいですか？かわいい子猫を、
できればお手頃な値段で手に入れたい、動物管理センターに
はそんな思いで訪ねてくる人が大半を占めています。

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/

長崎市役所 市民健康部 動物管理センター
所在地：長崎市茂里町2-2 ℡：095-844-2961

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。

動物管理センターで働いてる人はたくさんの猫のお世話をし
ています。好奇心旺盛な猫、元気な猫、少し成長が遅い猫、
いろんな猫のお世話をしています。その中でも幼く、かわいい
猫から順に引き取られていきます。残った猫は…殺されます。

猫は自分を癒す道具ではありません。もし猫を飼うときは、
猫はあなたを癒す道具でなく、あなたと共に生きる一つの命で
あることを思い出してください。
猫の殺処分頭数ランキング ワースト10
（2016年度 環境省まとめ 単位:頭数）

「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。

どうぶつ基金が推進する「さくらねこTNR」とは？

私たちが取材に行ったとき、動物管理センターの人はとても
優しい顔で猫と接していました。しかし、引き取られなかった猫
は殺さなければいけません。引き取られても、しばらくすると捨
て猫として帰ってくることもあるそうです。自分に懐いた猫の甘
えた声と、殺すときの叫び声がずっと耳に残っている、と動物
管理センターの方は話していました。

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。

飼い主がはっきりしない猫や飼い主がいない猫に対し
「さくらねこTNR」を実施することで繁殖を防止し、「地域猫」や
「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、行政などへの苦
情や殺処分の減少に寄与する活動です。

（出典：成美堂出版『ねこの事典』 今泉忠明 監修）
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《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
2018年12月1日発行

「さくらねこ」とは、不妊手術済みの
印に耳先を桜の花びらの形にカットし
た猫のことです。この耳のことを「さ
くら耳」と言います。オス猫は右の耳、
メス猫は左の耳をカットしています。
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「不幸な猫を減らしたい」
あなたの想い、動物たちに届きます
出典：公益財団法人 どうぶつ基金
https://www.doubutukikin.or.jp/activity/campaign/story

●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

●上級編
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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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

中央橋

浜
町
バ
ス S東美
停

賑橋

西浜町電停
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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。

