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猫に関する活動をしている人たち

猫の正しい飼い方について！
ねこ

か

たし

とく

たい

長崎には保護された猫が新しい家族を見つけられるよう
に活動をしている人がたくさんいるんだ。

せつ

猫を飼うときに確かめてほしいことだよ！特にこの３つはとても大切なことだよ
ぜっ

猫の一生を
見届けてね

長崎市役所 市民健康部 動物管理センター

たい

①絶対にお家の中で飼ってね！
さい

飼い主のいない犬や猫の引き取りや、動物の正しい飼い方を
教えているよ。

お外に出しちゃ
だめだよ

所在地 長崎市茂里町２番２号
長崎市ホームページ https://www.city.nagasaki.lg.jp/

ご

②最期まで飼ってね！
こ

ねこ

う

しゅ

一般社団法人 長崎ねこの会
• 殺されてしまう猫の数を減らすために活動をしている
よ。
• 定期的に、保護されている猫と引き取りたい家族の出会
いの場を作ってくれてるんだ。

じゅつ

③子猫が生まれないように手術をして、
びょうき

う

これで安心！

病気にならないようにワクチンを打ってね！
ほか

長崎猫の会 https://naganekokai.blog.fc2.com/

R&G長崎の保健所の命を救う会

たし

他にも確かめておこう
家族の中にアレルギーを持っている人はいない？
近くの動物病院は知ってる？
猫のお世話はちゃんとできる？
猫を飼うお金はある？
家族のみんなは飼ってもいいって言ってる？

お出かけ用のキャリーバッグ
も用意しておいてね。

こんなものもあるといいよ
家にペットがいますカード
飼い主が事故や災害などにあった
時、ペットが家で放置されないように
するためのカードだよ。

• 犬や猫が保健所に行かないように、連れて行かれないように
するために活動をしているよ。
• 定期的に保護された犬や猫と家族になりたい人が出会える場
を作ってくれてるんだ。
長崎の保健所の命を救う会の代表のブログ

https://ameblo.jp/

もしもみんなが犬や猫を飼いたいと思ったら、ペットショップに
行く前に、こういう保護された猫や犬と出会えるところに行っ
てみてね。素敵な家族に出会えるかもしれないよ。

緊急情報カード

そのほかにも長崎の猫を守るた
めに活動している人たちがたくさ
んいるよ。ぜひ調べてみてね

家にペットがいます。
緊急時、中をご確認ください
参考：長崎市

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
2021年1月12日発行

犬猫適正飼養について、猫の適正飼養ガイドライン
https://www.city.nagasaki.lg.jp/

お ま

さつ しょ ぶん

猫から人にうつる病気について

尾曲がり猫
長崎にはいっぱい猫がいるね。その中でもしっぽが曲がってい
る、または短い猫がいるのは知ってる？ その猫は尾曲がり猫って
やく

猫を通して人が病気になってしまうことがあるんだ。特に猫ひっか
き病には気を付けてね。

呼ばれていて、日本の野良猫の約4割、長崎では約８割が尾曲が
り猫なんだ。長崎にいる尾曲がり猫は「曲がりしっぽ」「短尾」「お
団子しっぽ」の３種類に分けられるよ。ちなみにいわゆる「かぎ
しっぽ」といわれるのは、「曲がりしっぽ」のことだよ。「幸せのと
えん ぎ

びらを開くかぎしっぽ」ともいわれていてとても縁起がいいんだ
よ！
たい じ

尾曲がり猫は、江戸時代にオランダ船の船内のネズミを退治す
るために乗ってきて、そのまま居ついたといわれているんだ。
だから長崎には尾曲がり猫が多いんだね

猫同士でのけんかなどでこの病気にかかった猫にひっかかれたりか
まれたりした傷口からバイキンが入り、発病するよ。特に15歳以下の
子ども・高齢者に多く発症するんだ。
予防方法

猫にかまれない・ひっかれない

あら

しょうどく

もしかまれたりひっかかれた時はケガしたところをよく洗って消毒して
ね。もし具合が悪くなったらすぐに病院に相談しよう。
猫のつめを切ったりノミがつかないようにすることもとても大切だ
よ。

猫から猫へうつる病気
最近新型コロナウイルスが騒がれてるよね。猫には新型コロナ
ウイルスとは違う「猫コロナウイルス」っていう病気があるよ。こ
れもとても怖い病気だから絶対に知っておいてね

しっぽの種類
たん ぴ

短尾
しっぽが切れたように短い
お ま

尾曲がり
よ
と ちゅう
かぎしっぽとも呼ばれる。しっぽの途中か
せんたん

先端が曲がっている

猫コロナウイルス
猫同士の毛づくろいや、トイレ・食器などを
共有することで他の猫にうつるよ。
他の猫と会うことが多い子猫に多く、腸内で
ウイルスが増えて下痢を引き起こす可能性が
あるよ。最悪の場合、死んでしまうことがあ
るんだって。
他にも猫から猫にうつる病気はあるので、興味があったら調べてみてね

だん ご

団子
まき
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
出典：「ナガサキインサイトガイド」イーズワークス

さわ

長崎県、特に長崎市では毎年たくさんの猫が殺処分されているんだ。
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出典：環境省「犬猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」
グラフ出典：環境省「動物愛護管理行政事務提要」より作成

殺処分される猫の多くは野良猫、しかも子猫なんだ。どうして子猫がこ
んなに多いんだろう?
それはね、飼い主が猫を放し飼いしてしまったり、野良猫にエサ
をあげる人がいるからだよ。エサを食べて元気になった野良猫が、
いろんな猫と出会って、子猫を生んで増えてしまうからなんだ。

じゃあどうやって長崎市は殺処分される猫の数を減らしてきたのかな？

•
•
•

エサを食べた猫が、あちこちの庭や道にうんこや
おしっこをするから、困っている人がいるんだ！
くさ
猫が食べなかったエサが腐って、ひどいにおいが
するんだ。
猫がエサを食べて元気になると、子猫が生まれや
すくなって被害が増えてしまうんだ。

 野良猫を保護した後にすること
•
•

まずはおうちの人に飼ってもいいか相談しよう！
飼えない時は、ほかに飼ってくれる人をおうちの
人と一緒に探してね。
絶対に元にいた場所には返さないでね。

長崎市の取り組みとしてはこの３つがあるよ
①これから猫を飼おうとしている人・猫について問題を抱えている人に向
けてパンフレットを作っているよ。
②野良猫が子どもを産めないようにする手術をするときにかかるお金を
2000円だけ出せば、あとは長崎市が助けてくれる場合があるよ。
③ボランティアの人と協力して、猫に新たな家族を見つけるお手伝いをし
ているよ。
くわしくは長崎市や動物管理センターのホームページを見てみてね

https://www.mhlw.go.jp/
http://www.iph.osaka.jp/
https://www.royalcanin.com/jp

•

子猫に触って人のにおいがつくと親猫が子猫を育
てなくなってしまうんだ。だからできるだけ猫には
触らないであげてね。
もしどうしても触らなければならないのであればタ
オルにくるむなどしてからだっこしてね。

 野良猫にえさをあげないでね

926

飼い猫が病気にならないのが一番だけど、もしも時のために近くの動物病院を
確認しておこうね。そしてぜひワクチンも打っておこう！
出典：厚生労働省
大阪健康安全基盤研究所
ロイヤルカナン

 親猫がいる場合は触らない
•

（匹）

猫ひっかき病

わり

飼い主のいない子猫を見かけたときの注意

猫の殺処分について

出展：長崎市

苦情内容と対応について https://www.city.nagasaki.lg.jp/

保護者のみなさまへ
このリーフレットは「こども向け」として作成しました。大人の方向
けのリーフレットもありますのでそちらもぜひ手に取ってみてくださ
い。
私たちのゼミでは、長崎県の猫の殺処分数を少しでも減らすこと
ができたらという思いで活動しております。
もしも今、ペットを飼おうかと迷っていらっしゃるのでしたらペット
ショップ等に行く前に動物愛護センターや譲渡会などにお立ち寄りく
ださい。一匹でも多くの命を救ってくださるよう、お願いいたします。

こう ふう どう

かんざき食堂

くろせ弘風堂
わ

Ver.4

が し

ザボンを使って作られた和菓子が人気の
お店です！
さ

とう づ

もなか

ザボンの砂糖漬けや最中などがあります！
特にザボンの砂糖漬けがおすすめ

対象年齢：小学５年生以上

しょうかい

中央橋バス停

大波止→

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

眼鏡橋

長崎の猫雑貨

魚市橋
かんざき食堂

Cafe Bridge
まちぶら
案内所①

長崎市民会館

かわいい猫ちゃんと美味しい
定食、ぜひ立ち寄ってみてく
ださい。

☎ 095－824－5531
🏠🏠 長崎市諏訪町4－17
ふていきゅう
⌚ 11：30～20：30 お休みの日 不定休（月3回）

元旦のみ

ねこざっか

DogCatista（好文堂書店）

長崎の猫雑貨
お

きっちんはうす
やんの

nagasaki-no neco

ま

「尾曲がり猫」をモチーフにした猫雑貨

かんばんねこ

せんもんてん

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。

の専門店です。
かわいい猫ちゃんグッズがたくさんあり
ます！

ざっし

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愛護団体のチャリ
ティーグッズが売られています。
犬猫好きの方はぜひ訪れてみてくださ
い。

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

きっちんはうす

市民会館電停

東新橋

くろせ弘風堂

蛍茶屋・
新大工

芋原橋
→

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。

☎ 095－822－3602
🏠🏠 長崎市諏訪町8－4
⌚ 9：30～20：30
お休みの日

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。

ドッキャイスタ

浜の町～中通りマップ

万橋

DogCatista

GoogleマップのQR

かんばんねこ

おむか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

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

中央橋バス停

思案橋バス停

諏訪小学校

ていしょく

おい

中央橋

十八親和銀行 浜町バス停

銕橋 鉄(橋 )

浜町バス停

尾曲がり猫井戸

い

看板猫のクッキーちゃんはよくひなた
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

中島川

中華街
←

中華街
←
観光通り電停

十八親和銀行

やさい

かんばんねこ

猫に関するお店を紹介するね

思案橋電停

ぶたにく

た
かつ丼や豚肉野菜炒めなど定食が
おいしいお店です。

やんの

長崎市魚の町、旧公会堂の横にある
あ
おすすめの揚げ物屋さんです。

県内・県外のいろんなイベントにも出店してお
り、オリジナルの猫グッズを売っています。

☎ 095－823－0887
🏠🏠 長崎市栄町6－7
りんじ
⌚ 11：00～18：00 毎週水曜日お休み、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たくさんあります。
 尾曲がり猫神社
お

☎
🏠🏠

095－895－7704
長崎市銀屋町2－15

 Cafe Bridge and Chocolate House Spectacle
☎
🏠🏠

新・長崎市役所
（建設中）

０９５－８９５－５０７１
長崎市魚の町7－17

 まちぶら案内所
長崎駅・赤迫→

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）

☎
🏠🏠

もてなしや２号店

095－895－5186
長崎市諏訪町5-20

 猫の井戸

🏠🏠

土日祝お休み

※コロナウイスの影響により17時から19時までお休み中

長崎市古川町8－8

