これから猫を飼おうと考えている方は
このチェックリストを参考にしてみてください
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完全室内飼いできますか？
最期まで面倒を見られますか？
避妊・去勢手術、定期的なワクチン接種ができますか？
家族の同意がありますか？
脱走防止の設備を設置できますか？
猫が住みやすい環境を作れますか？
家族にアレルギーの人はいませんか？
迷子札とマイクロチップの準備はできますか？
高齢になったペットのお世話はできますか？
飼い続けるお金はありますか？
毎日世話をきちんとできますか？
必要なしつけと周囲への配慮ができますか？
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？

高齢者の方へ
□
□

長崎市役所 市民健康部 動物管理センター

毎日世話をする体力がありますか
もしもの時に預けられる人がいますか

長崎市茂里町2番2号

不妊化手術費の助成
犬猫の苦情・相談受付
譲渡会開催

•
•
•

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

町ねこの生息数や行動様式の調査
調査結果を定例会にて発表
などを行っています。

•
•

また、もしもの時のために「愛猫カード」や「家にペットがいますカード」を作っておくこともおすすめします。
緊急情報カード

猫ちゃんの身体的特徴や、行き
つけの病院を記したカードです。
顔や体の模様がわかるような
写真も貼るとよいでしょう。

←家にペットがいますカード

家にペットがいます。
緊急時、ご確認ください。

これらのカードは市販されており、インターネットからダウンロードもできます。
また自作することもできます。財布の中になど入れて、もしもに備えておくことをお勧めします。

猫の譲渡会を実施している団体

飼い主が事故や災害に会うなども
しもの場合、このカードを身に着
けておくと、ペットが家で放置さ
れることを防ぎます。

•

一般社団法人長崎ねこの会

•

長崎地域猫活動

•

R&G 長崎の保健所の命を救う会

•
猫と人間の幸せな共生のために、私たちができることを。

長崎は尾曲がり猫が多い街と言われています。
その理由は江戸時代、鎖国の中唯一の貿易港として開港されていた
長崎、その貿易港にやってき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。この猫たちが尾曲がり猫だったのです。

この猫たちが長崎に上陸し繁殖したため、長崎は尾曲がり猫が多い
とされています。
長崎の猫の尾はバラエティ豊かで、大まかにはこの３つがあります。

しっぽの種類

出典：長崎市

今、世界各国で新型コロナウィルスが問題となっています。この問
題に直面しているのは人間だけではありません。新型コロナウィルスが
動物にも感染した事例が数例報告されています。
猫がかかってしまう感染症は他にも沢山あります。猫から人へ、猫か
ら猫へと感染するウィルスもあります。
猫の感染症にはとても恐ろしいものもありますが、正しい知識を持っ
ていれば予防することができます。

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
われていましたが、現在は休止中です。
興味がある方はぜひ調べてみてください。
出典：「ナガサキインサイトガイド」イーズワークス
Benesse 「いぬのきもち ねこのきもち」WEB MAGAZINE」https://pet.benesse.ne.jp

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

〒850-8512 長崎市弥生町19番1号

長崎県央犬と猫の会 など

濵口ゼミ

Tel：095-826-5344
2021年1月12日発行

飼い主のいない
子猫を見かけたときの注意

長崎県では毎年多くの猫が殺処分されていますが、長崎市は全国で
も特に殺処分数が多く、毎年これだけの数の猫が処分されています。
（匹）
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猫から猫へうつる感染症の例は以下のものがあるよ。この他
にもたくさん病気があるんだ・・・

1,000
500

病気にかからないようにするにはワクチンを打って予防接種す
ることが大切だよ、人間とおんなじだね。

0

 親猫がいる場合触らない

2,670

•

子猫に触って人間のにおいがつくと親猫が子猫を育てな
くなってしまいます。できるだけ子猫には触らないであげ
てください。

•

もしどうしても保護しなければならないのであればタオル
に包むなどしてからだっこしてください。

1,941 1,887 1,935 1,921
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 野良猫に餌をあげない
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

•

無責任に野良猫にエサを与えると、糞尿被害が発生し、
迷惑に感じている人とのトラブルの元になります。

•

無責任に野良猫にエサを与えると、猫が食べなかったエ
サが腐ってひどいにおいがしてしまいます。

•

エサを与えることで体調が整い、発情して子猫が生まれや
すくなって被害が増えてしまいます。

（年度）
グラフ出典：環境省「動物愛護管理行政事務提要」より作成

猫汎白血球減少症（猫伝染性腸炎）

団子
一見、丸い団子状のしっぽ。実際には巻しっぽで、
巻尾とも呼ばれる

リーフレット作成

さくら猫の会

猫の適正飼養ガイドラインhttps://www.city.nagasaki.lg.jp/

短尾
しっぽが切れたように短い
尾曲がり
かぎしっぽとも呼ばれる。しっぽの途中か先端が曲
がっている

などを行っています。

長崎の町ねこ調査隊塾

※高齢者の方が亡くなった後、飼い猫が野生化したりセンターに持ち込まれることがあります。
今一度、最期まで飼うことができるか考えてみてください。

愛猫カード

☏：095－844－2961

殺処分を減らすために、長崎市では以下の取り組みを
行っています

猫のウイルス性呼吸器病
猫白血病ウイルス感染症
猫伝染性腹膜炎

•

猫免疫不全ウイルス感染症

•
•

大切なペットを守るためにも、定期的なワクチン接種をお勧めします。
正しい知識を身に付けてペットを守りましょう。
出典：一般社団法人 日本臨床獣医学フォーラム
厚生労働省
地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所

http://www.jbvp.org/
http://www.mhlw.go.jp
http://www.iph.osaka.jp/

動物の習性等に応じて適正に飼うこと（適正飼養）を、パンフ
レットや動物愛護フェスタ等で市民に働きかける
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）

これらの取り組みにより長崎市の猫の殺処分数は年々減少傾向にあり
ます。しかし、それでもまだ多くの猫が殺処分されているのです。
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

 猫を保護したけどどうしたらいいかわからない人へ
•

動物管理センターに子猫を連れて行っても3日以内に殺
処分されてしまいます。

•

できる限り自分で面倒を見ましょう。どうしても飼えない
場合は責任を持って里親を探してください。不安でしたら、
動物病院に相談してみましょう。

かんざき食堂

くろせ弘風堂

Ver．4
大人向け

中央橋バス停

大波止→

お出迎えしてくれる看板猫の
とってもかわいい
チャチャちゃん。

万橋

浜の町～中通りマップ

)

思案橋バス停

☎ 095－822－3602
🏠🏠 長崎市諏訪町8－4
⌚ 9：30～20：30
定休日

DogCatista

十八親和銀行

袋橋

め がね橋電停

十八親和
銀行

尾曲がり猫神社

元旦のみ

眼鏡橋

長崎の猫雑貨

看板猫のミヤケさんとマミコさ
ん、猫らしくマイペースに
それぞれくつろいでいます。

魚市橋
かんざき食堂

長崎の猫雑貨

店内には犬や猫に関する本や雑誌、ドッ
グフードや猫ちゃんのおもちゃなど、
様々なグッズや動物外語団体のチャリ
ティーグッズが販売されています。
室内ドッグランもあり、譲渡会が開催さ
れることもあります。

☎ 095－801－1012
🏠🏠 長崎市浜町8－29 3階（万屋通り側）
⌚ 10：00～18：00 毎週月曜定休（祝日が重なると火、水休み）
Instagram
https://www.instagram.com/dogcatista/

やんの

長崎市魚の町、旧公会堂の横にある
イチ押しの揚げ物屋さんです。
お弁当がとても美味しいです。

県内・県外のいろんなイベントにも出店し
ており、多種多様な猫グッズを取り扱っ
ているお店です。

☎ 095－823－0887
🏠🏠 長崎市栄町6－7
⌚ 11：00～18：00
水曜日、臨時休みあり
Facebook
https://www.facebook.com/nagasakineco/

その他にも猫モチーフのグッズを取り扱っている
お店や猫に関する場所があります。

☎
🏠🏠

きっちんはうす
やんの

蛍茶屋・
新大工

芋原橋

新・長崎市役所
（建設中）
GoogleマップのQR

長崎駅・赤迫→

ｎagasaki-no neco

 尾曲がり猫神社

Cafe Bridge
まちぶら
案内所①

長崎市民会館

不定休（月3回）

かわいい猫ちゃんグッズがたくさんあります！

きっちんはうす

市民会館電停

東新橋

くろせ弘風堂

かわいい猫ちゃんと美味
しい定食、ぜひとも訪れ
てみてください。

「尾曲がり猫」をモチーフにしたオリジナル
猫雑貨の専門店です。

高原中央病院

まちぶら
案内所②

外にはベンチと可愛い猫
の置物があります。

☎ 095－824－5531
🏠🏠 長崎市諏訪町4－17
⌚ 11：30～20：30
定休日

DogCatista（好文堂書店）

中央橋バス停

十八親和銀行

中央 橋

浜町バス停

銕橋 鉄(橋

浜町バス停

思案橋電停

諏訪小学校

特にザボンの砂糖漬けがおすすめです。

海外のお客様もクッキーちゃん目当てによく訪れており、お店の中には
クッキーちゃんの写真や記事がたくさん飾ってあります。

中島川

中
←華街

中
←華街
観光通り電停

尾曲がり猫井戸

かつ丼や豚肉野菜炒めなど定食が
おいしいお店です。

看板猫のクッキーちゃんはよく日向
ぼっこしているので通行人の方々に
可愛がられています。

このリーフレットは、長崎の猫に関する情報を伝えるとともに、観光
マップを兼ねています。地域活性化と人と猫が平和に暮らせるまち
づくりに役立てることができたらと思い、長崎女子短期大学の学生
が作成しました。

十八親和
銀行

ザボンを使って作られた和菓子が人気の
お店です！
お饅頭や最中などがあります！

095－895－7704
長崎市銀屋町2－15

 Café Bridge and Chocolate House Spectacle
店主さんがさくら猫の会の代表を務めて
おり、店内には可愛らしい猫グッズがたく
さんありました。

☎ 095－807－6461
🏠🏠 長崎市魚の町3－21
⌚ 11：00～14：30（金曜は21：00まで）

土日祝定休

→

※17：00～19：00の午後の部はコロナウィルスの影響で休業中です。
Twitter
https://twitter.com/yanno2015518
Instagram
https://www.instagram.com/ni.yanno/

☎
🏠🏠

０９５－８９５－５０７１
長崎市魚の町7－17

 まちぶら案内所
☎
🏠🏠

もてなしや２号店

095－895－5186
長崎市諏訪町5-20

 猫の井戸

🏠🏠

長崎市古河町8－8

