地域ねことは、特定の個人ではなく、その地域の住民が共同
で飼育と管理をしている猫のことをいいます。飼い主がいない、
または飼い主がはっきりしない猫は野良猫です。
地域ねこ活動は野良猫を放置するのではなく、地域の住民や
ボランティアが餌やりや、トイレの後始末、健康面などをしっか
り管理する取り組みのことです。必ずTNR活動を行い、猫が繁
殖するのを防ぎます。

TNRとはTrap(捕獲)、Neuter（不妊手術)、Return(猫を
元の場所に放す)の意味です。

Neuter

Trap

Return

元の場所に戻す

不妊手術を
施し

捕獲して

どうぶつ基金が推進するさくらねこTNRとは
スグやる

全部やる

続ける

子猫は6ヶ月たつと妊
娠可能な年齢になる。
猫の繁殖スピードに追
い付くためにも、TNRは
すぐやる！

90％の猫にTNRをして
も、残った猫から増えて
しまう。100％TNRをする
ことが大切。

未手術の猫を見つけた
ら、素早く対応していく
管理体制を維持するこ
とが大切。

「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（さくら耳）した猫のことです。公益財団法人どうぶつ
基金や市町村等で、飼い主のいない猫の不妊化手術の助成を
行っています。
耳をカットするというと残酷に思うかもしれませんが、不妊化
手術の際、麻酔が効いている間に、耳先をカットするので猫が
痛い思いをすることはありません。誰が見ても不妊手術を終え
ている猫だとわかるように、さくら耳は大切な印になります。
「さくらねこ」を増やすことで野良猫の過剰な
繁殖を防止することができます。また、耳を
カットしておくことで不妊化手術を済ませた猫
とそうでない猫を見分けることができます。
「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命
を全うさせ、「飼い主のいない猫」に関わる苦
情や、殺処分の減少にもつなげることができ
ます。

「さくらねこ」を増やすための助成事業
• 長崎市のまちねこ不妊化事業
対象：長崎市在住の個人または自治会等のグループ

尾曲がり猫の原産地は東南アジアで、特にインドネシア近辺に
多いことが調査で確認されています。
江戸時代、鎖国の中で唯一開港されていた長崎に寄港していた
オランダ船には、ネズミ駆除のために猫が乗っていました。オラン
ダが運営していた東インド会社のアジア支店はインドネシアのバ
タビア（現在のジャカルタ）にあったため、現地の尾曲がり猫を乗
せ、その猫が長崎に上陸し繁殖したと言われています。
中国や欧米では尾曲がり猫は希少なためか、「幸せの扉を開く
鍵しっぽ」ともいわれています。
尾曲がりの種類は３種類で、「曲がりしっぽ」「お団子しっぽ」「短
尾」に分類されています。
「曲がりしっぽ」はしっぽの先端が曲がったもので、「短尾」は途
中で切れたしっぽでアメリカでは「ジャパニーズボブテイル」とも言
われています。「お団子しっぽ」は巻尾とも言われており、団子の
ようにしっぽを巻いているものや、短尾がさらに短くなった結果、そ
のように見えるものもあります。
現在長崎では、尾曲がり猫を「長崎の歴史を体現している資
源」と位置づけ、「長崎ねこさるく」や「尾曲がりネコ探索ツアー」
等のイベントも行われ、地域活性化のための活用も期待されて
います。

Ver.3

• 公益社団法人長崎県獣医師会「ノラネコ避妊・去勢支援事業」
対象：町内会（自治会）

• 公益財団法人どうぶつ基金「さくらねこ無料不妊手術事業」
対象：行政、団体、個人

出典：公益財団法人どうぶつ基金https://doubutukikin.or.jp
長崎市猫の適正飼養ガイドライン[改訂版] 地域ねこ活動より

□住宅がペットを飼える状況にありますか？
□ペットを迎える家族全員の合意がありますか？
□家族に動物アレルギーの人はいませんか？
□ペットの寿命まで飼育（終生飼養）する覚悟はありますか？
□毎日欠かさず世話に時間と手間がかけられますか？
また、その体力がありますか？

出典：公益財団法人どうぶつ基金https://www.doubutukikin.or.jp/
長崎市動物管理センターhttps://www.city.nagasaki.lg.jp/
公益社団法人長崎県獣医師会http://www.nagasaki-vet.com/

平成29年度に長崎県内で動物管理センター等に引き取られ
た猫は、1,286頭（うち、飼い主が持ち込んだのが249頭）。殺処
分されたのは1,179頭（91.7%）。長崎市だけを見ると、1,145頭が
引き取られ926頭（80.9％）が殺処分されてます。
長崎市は人口20万人以上の中核都市で比較すると、平成29
（2017）年度まで9年連続で猫の殺処分数が全国最多でした。
しかし、猫の殺処分数は年々減少していることも事実であり、
平成30年度の殺処分数は過去最小となることが明らかで、下
記に示したような取り組みの効果が出始めているようです。
出典：環境省 動物愛護管理行政事務提要（平成30年度版）

出典:Benesse 「いぬのきもち ねこのきもち」WEB MAGAZINE https://pet.benesse.ne.jp
長崎市 長崎創生プロジェクト事業 https://www.city.nagasaki.lg.jp/

長崎市役所 市民健康部 動物管理センター
行政機関として、動物の愛護と管理等の業務を担当しています。

長崎市茂里町2番2号 Tel:095-844-2961

地域問題

長崎の町ねこ調査隊塾
町なかの猫の個体調査を行い、TNRの効果等をデータ化しています。

Facebook：https://jjp.facebook.com/nagasaki.no.matineko/

□迷子札とマイクロチップ※1の準備はできていますか？
※1

動物の体内に埋め込む電子標識器具。身元証明になる。

□高齢になったペットの介護をする心構えはありますか？
□飼養に伴う経済的負担を考慮していますか？
（平均寿命15歳まで飼養した場合、約112万円かかる※2）

□必要なしつけと周囲への配慮ができますか？

殺処分される猫が保健所や動物管理センターに持ち込まれる
主な理由
• 飼い主による飼育放棄や遺棄
• 無責任な野良猫への餌付け等により繁殖
殺処分を減らすための長崎市の取り組み

□引越しや転勤の際にも継続飼養する覚悟はありますか？
□飼えなくなった場合の受け皿を考えていますか？
～お願い～
ブームに流されて、ペットショップに行くのではなく、まず保護された猫
の譲渡会や動物管理センターへ足を運んでみてください。

• 動物の習性等に応じて適正に飼うこと（適正飼養）を市民に
働きかける
• ボランティア団体と協力し、譲渡会等で動物管理センターに
収容されている猫の新たな飼い主を探す
• 野良猫に対する避妊去勢手術を行う市民に対し、手術費用
の一部を助成する（まちねこ不妊化事業）

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、最後まで責任をもって飼えるかどうか、今一度、考えてから行
動してください。
出典：長崎市 猫の適正飼養ガイドラインhttps://www.city.nagasaki.lg.jp/
※2 一般社団法人ペットフード協会 2018年度のデータ

野良猫の減少や猫による環境被害の軽減を目指す
出典：長崎市への意見：「犬猫の殺処分について」への回答より
http://www.city.nagasaki.lg.jp

• 地域コミュニティの希薄化により、高齢者の社会的
孤立問題が発生している
• 単身高齢者や低所得者が寂しさを紛らわすために
猫に餌を与えた結果、野良猫が増加している
• 飼えなくなった猫を無責任に捨てる人がいる

野良猫問題

•
•
•
•

糞尿の悪臭などの被害
駐車している車に傷がつく（ひっかかれる）
発情期の鳴き声がうるさい
飼い主のいない子猫が増加すると、殺処分の対象
となってしまう

•
•
•
•
•

地域コミュニティに関心を持つ
野良猫が荒らさないように、ごみを分別する
野良猫には無責任に餌を与えない
地域猫活動に参加・協力する
猫の習性や性質など理解し、正しく猫を飼う

定期的に保護猫の譲渡会を実施している団体
長崎市、佐世保市、大村市、諫早市の公園等で、毎月1回譲渡会を実
施しています。裏面掲載のDogCatistaで譲渡会が行われることもあり
ます。

・長崎 一般社団法人 長崎ねこの会
・長崎 R&G 長崎の保健所の命を救う会

改善策

・大村･諫早 長崎県央 犬と猫の会

《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 Tel：095-826-5344
2020年1月10日発行

• 上記も含めたリーフレット「にゃがさきマップ」を作成
し、猫の適正飼養について理解を深めてもらう
• 長崎市民や観光客が立ち寄るような場所に作成し
私たちにできる たリーフレットを設置してもらい、できるだけ多くの
人に行き渡るようにする
啓蒙活動

思案橋バス停

魚市橋
まちぶら
案内所②

くろせ弘風堂

まちやコスメ てふてふ
尾曲がり猫神社

持っているだけで気分があがる可愛いパッケージや長崎産のびわの
葉・東彼杵産のお茶・長崎産の椿を使った商品があり、お土産としても
おすすめです。お店の外にはハートストーンがあるので、ぜひ探してみ
てください。

2019年4月26日OPEN！「猫と人々の健康長寿祈願」をコンセプトとし
たご神体やお賽銭箱を置き、お守りや約200点のネコ関連グッズを販
売しています。年齢問わず幅広い年代に人気があり、お支払いや御賽
銭にPayPayも使えます。

長崎市民会館

9:30～20:30

定休日：元旦のみ

095-822-3602

Cafe Bridge and Chocolate House Spectacle

→

このリーフレットは、
観光マップとして活用する
ことで地域活性化につなげ
ると同時に、人と猫が平和
に暮らせる街づくりに役立
てることを目指し、長崎女
子短期大学の学生が作成し
ました。

長崎市諏訪町8−4
市民会館電停

かんざき食堂

自家製のザボン漬けが人気の和菓子のお店です。お店の看板猫の
クッキーちゃん目当てに、海外からのお客さんも多く訪れます。店頭
にはクッキーちゃんが紹介された雑誌や新聞記事も置いてあります。

まちぶら
案内所①

蛍茶屋・
新大工

095-895-5171

長崎の猫雑貨

Cafe Bridge

芋原橋

Wi-Fi 有り

くろせ弘風堂

クッキーちゃん

東新橋

てふてふ

長崎市魚の町6－24野上ビル1階

親和銀行

高原中央病院

GoogleマップのQR

10:00～19:00 不定休

めがね橋電停

袋橋
眼鏡橋

尾曲がり猫井戸

諏訪小学校

095-895-5186

定休日：不定休（月3回）

尾曲がり猫神社

まちぶら案内所 もてなしや２号店

10:00～19:00 不定休

11:30～20:30
095-824-5531

095-801-1012

もてなしや１号店

看板猫のチャチャちゃんがいる、長崎の名物のちゃんぽんや定食
がおいしいお店です。店の中はたくさんの猫写真、外には本物と見
間違う猫の置物もあります。お食事は、ぜひかんざき食堂で！

十八銀行

10:00～18:00 毎週月曜定休（祝日が重なると火曜、水曜休み）

まちぶら案内所

チャチャちゃん

長崎市諏訪町4-17

長崎市浜町8-29 3F（万屋通り側）

長崎市諏訪町5-20

大波止→

万橋

DogCatista

犬や猫に関する本、ドッグフードやキャットフード、犬猫関連の雑貨や、
さまざまな動物愛護団体のチャリティーグッズを販売しています。犬
や猫を飼っていない方も楽しくお買い物ができますよ♪

長崎県産の食べ物や、珍しいお土産が集められています。昔の町並み
をイメージした町屋風の外観で、無料の休憩スペースやWi-Fiもあるの
で、まちぶらの計画を立てたり、ほっとひと休みはいかがですか？
中島川を挟んで1号店と2号店が向かい合っています。

かんざき食堂

中央橋バス停

十八銀行 親和銀行

中央橋バス停

浜町バス停

中央橋

浜町バス停

思案橋電停

)

DogCatista（好文堂書店）

観光通り電停

銕橋 鉄(橋

095-845-4111 長崎電気軌道株式会社

浜の町～中通りＭＡＰ

長崎の町を「尾曲がり猫」のイラストが描かれている路面電車が走っ
ています！内装も長崎らしさに溢れているので、移動時間も楽しめ
ます♪路面電車の通常運賃の大人130円、子ども70円で乗れますよ。

中島川

長崎電気軌道ドコネのQR

「みなと」の運行状況
が、スマホで確認で
きます。

中華街
←

中華街
←

水戸岡鋭治氏デザインの310号車両「みなと」

長崎の猫雑貨 nagasaki-no neco

長崎の町に多い「尾曲がり猫」をモチーフにした、オリジナル猫雑貨の
専門店。猫愛にあふれるデザイナーが作製した多種多様な猫グッズ
があり、猫好きにはたまらないお店です。キュートな癒しの空間でほっ
こりできます♪

町屋をイメージした外観や、眼鏡橋を模した床のデザインが目を引
くおしゃれな空間！販売されているチョコレートはお土産やギフトに
最適です。カフェの人気メニューは、カステラフレンチトーストやあじ
さいパンケーキなど。長崎をイメージしたオリジナルメニューが楽し
めます。

長崎市諏訪町8-1

長崎県長崎市銀屋町2-15-1F

長崎市栄町6-7

長崎市魚の町7-17みやまビル1F

10:00～18:00 不定休(instagramでご確認下さい

10時30分～17時30分

11:00～19:00（18:00閉店も有り）無休（臨時休み有り）

10：00～19：00 定休日：なし

095-895-5190 Instagram: machiyacosme

095-895-7704

095-823-0887

095-895-5071

定休日：不定休

