
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

猫の餌やり心得 
 

 その一、 
 天候、天災に関わらず、きちんと餌をあげること。 

 その二、 
 避妊・去勢手術は責任を持って行うこと。 

 その三、 
 糞尿の処理は必ず行うこと。 

 その四、 
 自身の飼い猫と心得、疾病等の予防に努めるとともに、 

 病気・ケガの際には獣医の診断と治療を仰ぐこと。 
 その五、 

 いつも笑顔を絶やさず、挨拶、声かけに努めること。 
 

ご協力頂いたサイトです。ありがとうございました 

参加サイト：捨て猫キャンペーン、ＴＡＰＳ、ねこだすけ、ＥＲＩＬＩＮさん 
  ＴＩＮＡさん、ねこまた倶楽部、有閑猫倶楽部、もこどなさん 
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ファイルダウンロード先：http://www.hm.aitai.ne.jp/~ishikawa/noragaku_prt.htm 

 冊子のバナーです。 

iモード対応サイトでも無料公開しています。 

http://www.geocities.jp/noranekogaku/book/i01.html 

バーコード読取機能を搭載した携帯電話からは、 

左のバーコードを読み取るだけで、サイトへアクセスできます。 



 

 
 
 

ノラ猫ゼロを目指して 
（ノラ猫の世話と餌やり） 

 

 

 

 
      ﾉﾗの世話 誰かに迷惑かけていませんか？ 

     でもはじめは飼い猫でした・・・・
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一番の元凶は「飼い主」です 
愛護団体や、個人がやっているノラ猫や子猫を助けることは後からあとから捨てら 
れたら終わりはありません。保護する人の負担が増えるだけです。 
捨てる、増やす飼い主をなんとかしなければダメです。 
「元からたたなきゃダメ」 
最初に猫を飼ったひとが、今飼っている人がキチンとしてくれない限り、野良や捨て 
猫は増え続けていきます。 
 
★小学生、中学生、高校生をお持ちのご父兄・役員・学校の教員の方々へ 
 
ノラ猫の問題を学校で取り上げてもらえるようにお願いできないでしょうか？ 
もちろん役員でなくてもいいです。要は学校に提案をしていただければということです。 
もちろん、教育の一環として先生にテーマとして取り上げていただければ最高です。 
猫を捨てる人がいるからノラ猫の問題がなくなりません。それならどうすればいいの 
か子供達に考えてもらう機会を作ってほしいのです。命の大切さ。これを教える絶好 
の機会だとは思いませんか？ 
学園祭などでもテーマとして取り上げてもらえば、将来大人になる子供達が命という 
ものの大切さを知るよい機会になるでしょう。 
パネルなどを見ながら話し合いや講師の方を招いても良いかと思います。 
猫の世話だけが愛護ではありません。元から絶つために教育の中に織り込んでいくと 
いうのも大きな愛護だと思います。 

★愛護の仕方それぞれ 
 
活動だけが愛護ではありません。自分が動けなくても、援助、インターネットでＨＰ 
へのリンクなどさまざまです。 
自分にあったやり方があるはずです。それを探してみてください。 
 
★糞尿で怒り狂っている人に対して 

うんちやおしっこをした事が死に価してしまうのでしょうか？ 
確かに迷惑な事ですが、殺す、処分ではなく、人の知恵で対抗していただきたいと思い 
ます。植木を大切にしている人には、猫が入りたくない庭になる事を一緒に考え、 
猫が嫌いじゃない人には、猫が好むトイレの場所を作ってもらうなど色々な解決方法が 
あります。 そしてこれが最も大事な事ですが  
 継続してください。細く長く続けてほしいのです。  
   「継続は力なり！！」です。

 



 2

   何故ノラ猫は減らないの？ 

 

どうしてノラ猫はいなくならないのでしょう。捨てられた猫の運命は過酷です。 
ノラ猫の寿命は三年から四年。交通事故や病気、生まれる子猫は育つ確率は非常 
に低いのです。子猫が捨てられた場合人間が手を貸さない限り生き残ることは 
できません。カラスに食べられたり、飢え、病気、事故で死んでいきます。 
しかし、猫達の世話をする「餌やりさん」がいると猫は増えていきます。 
ノラ猫の世話にはルールがあります。 
 

           餌やりさんの心得 
   

猫の世話ができないなら、最初から餌を与えたりかまったりするべきではあり 
ません。一度でもそうされた猫はあなたを頼ってくるからです。 
最初に猫を捨てる飼い主が一番悪いのは誰でも知っていることです。 
捨てられ飢えた猫をかわいそうに思うやさしい気持ちの餌やり。猫を助けている。 
良いことをしているのに、苦情を言われ嫌な思いをしている人もいるでしょう。 
でも捨て逃げできる飼い主と違い、毎日餌をやる餌やりさんは逃げも隠れもで 
きません。 
餌をやる猫はあなたの飼い猫ではないかもしれませんがその行為に責任ができて 
しまうのです。 

          ノラ猫の餌やりルール 

 

１．避妊・去勢手術をする 
  猫を増やさないのは餌やりの鉄則です。 
２．餌場まわりをきれいにする 
  自宅の敷地以外の所では、餌やりの痕跡は残さないようにしましょう。 
  餌をやっていることが分かるとそこに猫を捨てにくる不埒な飼い主もいます 
３．餌やり時間を決める。 
  餌の時間になると集まってくるように時間を決めましょう。 
   人はたくさんの猫達がいつもそこにいるのは不安になるものです。 
４．関係するご近所に手術もすみ、増えないことをアピールして猫達がそこで 
  暮らしていくことを認めてもらいましょう。 
  （これは可能ならば実行してください。黙認してもらえればそれにこしたこと 
   はありません）
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猫の為になにかしたいと思っている方へ 

 

 

ネコを飼っている方なら誰でもできるネコ愛護。 

 それは「避妊と去勢」・「完全室内飼い」です。 

★避妊去勢(飼えない子猫をうまれさせない。) 
★完全室内飼い (他人に迷惑をかけず、外ネコとの接触で病気になることもありません。)  

これらをすべての飼い主さんが実行することが最大のネコ愛護です。 

猫愛護ってなんだかとっても重い言葉だと思っていませんか？ 
  もちろん、愛護活動を本格的に行っている人達もいますが、これはできる人と 
  できない人があります。自分にできることをする。それが一番大事なことです。 
   ボランティアは、どこまでやるかはその人の環境とやる気のみです。 
   同じことをしなければいけないという強制はできません。 
   無理をして自分がつぶれては本末転倒だからです。 
   反対にボランティアだから、自分ができないことをやるのが当然と考える人がいた  
    らそれも間違いだと思っています。嫌ならいつでもやめることができる。自分が協 
  力したいことだけするのも無償であるボランティアの強みです。 

バリバリの愛護家の人も初心者の人もいると思う｡共通していることは 
  「避妊手術でノラ猫の数をコントロールする」ということです。 
  それぞれ家庭の事情が違うから「私がここまでやっているのだから、あなたも 
  できるでしょ」と言われてもできない人も多い。 
 
  里親の基準とか安楽死の基準とかお金を使う基準は人それぞれ 
  「まあ避妊手術に協力してさえくれればいい」そう考えるといいと思います。 
 
  ボランティアをする人は、同じボランティアの人に対して厳しい所があるようです。 
  もし自分の基準とあってない場合は、非難ではなく、どんな協力があればいいのか 
  考えたいものです。 
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完全室内飼と避妊・去勢のお願い 
 
 

★飼い主の皆さんへ 
 

猫が一度外にでていけば、私達飼い主の保護はありません。 
虐待・病気の感染・事故・猫の迷惑行為など、私達には止めることができません。 
猫が被害にあう、被害を与えてからでは遅すぎます。 
 
★完全室内飼のお願い。 
  

世の中には、動物嫌いの方、アレルギーの方もいます。その方達の迷惑も考えて

いただけないでしょうか？ 
猫は外に出さなくても飼える動物です。狭い空間でも大丈夫。外に出られなくて

かわいそうだと思うのは人間の感覚です。 
テリトリーとしての安全と食料が確保されていれば、狭さはあまり問題ではあり

ません。（人間と同じ居住空間で暮らせるなら） 
猫の安全を考えるなら、完全室内飼いをお願いいたします。 
 
★子猫が生まれたら全部責任をもって面倒見られますか？ 
   

産まれた子猫を責任持って育てるか、里親を見つける自信がありますか？ 
つぎのような、処置は絶対に避けたいものです。 
 ・保健所（安楽死と言われていますが、実際はガスによる窒息死） 
  処分のための費用は私達の税金です。猫を捨てる人がいる限り何千万という 
  税金が処分のために使われ続けるのです。 
 ・捨てる（拾われる確率は奇跡に近い。カラスに食べられるか、餓死・衰弱死） 
 
★避妊・去勢のお願い。 
  

猫と暮らす中で困るのは、メスの発情とオスのスプレー。 
これらは避妊・去勢手術で防ぐことができます。 
望まれない子猫は哀れな末路をたどります。 
完全室内飼いと、避妊・去勢手術をすればこの世の中にノラ猫はいなくなります。 
不幸にしてノラ猫となってしまった猫もその猫一代限りです。 
猫を捨てるのは、猫を飼っている人達です。命あるものを飼うという自覚を、私

達はしっかりと持たなくてはならないと考えます。 



  

里親さんの探し方 

 

子猫や成猫を保護してしまった。しかし自分では飼うことはできない。 
こういう場合の里親さんの探し方です。 

 １．地域のミニコニ紙 
 ２．張り紙 
 ３．友人関係 
 ４．獣医さんの所での募集 
 ５．愛護団体 
 ６．里親募集フェア 
 ７．ネット募集 
 

 考えつく限りのありとあらゆる手段を使って探されることをお勧めします。 
 今までで、一番効率が良かったのは、里親フェアです。 
 やはり目でみて確かめることができるからでしょうか？ 

    どのような場合でも子猫や成猫の一番かわいい写真をお忘れなく。 
    写真が命といっても過言ではありません。 

★最適な里親さんとは 
 
 できるだけ環境が変化しないこと。 
  若い未婚の方は結婚（相手の方が猫好きとは限らない）や出産・転勤・転居（ペット不可） 
 など生活環境が変化します。譲渡の際はこういう事態も含めて生涯を共にするのだという 
 心構えがある方が望ましいと思います。 
 

 

 

 

 

里親詐欺に注意ください！！ 
・ 必ずご自宅までとどけましょう。 
・ 携帯でない電話番号の確認を 
・ 里子に出した猫の報告や確認をさせて頂けるお約束を 
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猫のいない真空状態ができると、それ維持するためにエサとなる小動物や隠れ家とな

る森・建物もなくさなくてはならない。 
つまり殺処分は効果的な方法ではないから、Ｔ．Ｎ．Ｒ．をしなさい、という 
結論になる。手術で中性化した猫たちも、ナワバリを守るという本能はもって 
いるから、繁殖能力のある猫が外から侵入するのを防いでくれている。 
ある程度の猫の数を維持して人と共存するのが、最も進歩的な考え方のようだ。 

 

４．繁殖の制限 

★ T.N.R. 運動とは？ 
「捕獲」「避妊手術」「そして戻す」運動です。 
もっとも人道的で推奨される方法です。オスもメスも手術によって中性化さ

れると、繁殖が止まり、闘争も減って、人にとってもフレンドリーな存在に

近づきます。 

★T.N.R. 運動 

 

 

 

 

     捕獲する         避妊手術する      戻す 
世界のノラ猫サイトで共通して出てくる言葉で、ノラ猫問題の推奨される解決方法です。 

５．のら猫の寿命 

飼い猫では２０歳を越すものも時々いますが、ノラ猫たちは１０歳を越すことが

かなり困難です。伝染病・交通事故・虐待・飢え・そして暑さ寒さのストレスが

その寿命を縮めているからです。 
「ノラ猫問題」で悩む地域も、正しい活動が行われれば、数年で問題解決となり

ます。 
 
６．猫ぎらいの心理 
 
人は小さな生き物でも群れをなしていると、潜在的な恐怖から不快感を感じます。 
でも稀少な動物に対しては守ってやろうします。 
猫嫌いの人を作ってしまう一番の原因は猫の数の問題です。 
飼い猫の「室内飼い」が一般常識となれば、「猫ぎらい」がかなり減るはずです。 

６



  

子猫デビュー 

 

１．出産 

出産が近づくと猫はどこかで巣作りをはじめます。 
馴れていないノラ猫はお産の現場を見られるのをとても嫌がります。 
人間が覗いていたり子猫をいじられたりすると、生まれた子猫を全部食べてしま

うこともあります。一回のお産では平均で３～５匹生まれます。 
子猫についているヘソの緒はひからびて数日で自然に取れます。  

２．新生児  

約１ヶ月の間はミルクだけで育ちます。 
この間はカラスや犬などの外敵から守るため、子供はどこかに隠しています。 

３．子猫の性別 

三毛とサビ色（白、黒、茶の三色のあるもの）をメスと仮定してメスのグループ

に入れます。次にオシッコの穴とウンチの穴の距離をよく観察して長いのがオス、

短いのがメスと分けます。これでだいたい見分けられますが、比較できないとき

は専門家に見せましょう。小さいときは見分けるのは難しいです。 

４．子猫デビューと捕獲 

母猫のエサを食べるようすを見て学習し、エサを盗んで食べるようになります。 
まだオッパイを飲んでいますが、母猫について人前に姿を見せるようになります。 
ふつう人前への子猫デビューは離乳してから（１ヶ月を過ぎた頃から子猫の歯が

生え始めます）生後４０日以上たっていることが多い。母猫の捕獲と手術を検討

しなければならない時期だ。子猫が缶詰やドライフードを食べるのを確認できた

ら、母猫が何日かいなくても平気だ。 
子猫とはいえ、人への警戒心が刷り込まれてしまうと捕獲はやさしくない。捕 
獲された子猫が人になれず威嚇攻撃をする場合はすぐに里親探しはできない。 
３～７日ケイジの中で様子をみて、少しずつ人との触れあいを覚えさせる。成 
猫よりは順応性が高いけど、どうしても馴れなければ、早期手術をして元の場 
所に戻すしかない。二度と捕まるかどうかわからない場合、これも一つの手法 
です。 
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   ★捕獲器からケイジへ移しかえるときに手間がかかる 
 
    捕獲現場で、この工夫を実物で見たときにすごく感心して、すぐに自分でも作 
  ってみた。捕獲器とケージを結合するには、両方の扉を開けておかなければな 
  らない。でも開けると猫に逃げられてしまう。 

 

 

     

 

 

 

そこで扉の内側にもう一つの扉を外からつけてやる。 
櫛の歯状に並べられた角材は、ケージや捕獲器の網目に上から入るように作ら

れている。猫をケージの隅に押しやって、動ける範囲を狭くすることができる。

エサや水を取り替える時にも便利だ。 
それぞれ規格が違うので、トラップ用とケージ用の２枚作らなくてはならない。 
左がアメリカ T 社製のトラップ用、１８ミリ角の角材を９本並べてネジ釘で固

定してある。右が東京ペット社製エクセレントケージ用に作ったもので、４５

ミリ幅の杉板で作ってある。 
 
４．それでも捕獲できない猫 

マタタビ以外の薬は動物病院に相談してみて下さい。 
猫の不安を和らげるためのスプレ－ 
（商品名：フェリウェイ、フェリフレンドなど）が利用できます。 
またはボランティアで捕獲を手伝ってくれる助っ人をさがして下さい。 
探してみれば、近くに捕獲の経験を積んだ人がかならずいると思います。 

５．マタタビの使い方 

マタタビはペット用として売られているものよりも、漢方薬の専門店で買った

ものの方が純度が高く猫の反応も良いようです。 
マタタビにまったく反応しない猫もたまにいますが。 
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子猫を拾ってしまった 

 

すぐに獣医さんへ連れて行って下さい！！ 

   獣医さんは電話帳で調べられます。緊急時は電話案内で聞きましょう。 

             下記は緊急処置です。 

    １．弱って体の冷たくなった子猫 
 

       １．体を濡らさないようにビニール袋に入れて、ゆっくりとお風呂で温めます。 
      （子猫の体温３９度。仮死状態の小動物は温めると蘇生することがあります。 
      体を濡らさないように気をつけましょう。 
     動き始めるとツメでビニール袋に穴があいて、浸水するので注意） 
  

     ２．生命活動の低下しているときはミルクを受け付けないことが多いので、 
      ブランデーを１滴垂らした砂糖水やポカリスエットを人肌に温めて飲ま 
        せます。 

  

     ３．カロリー吸収の早い順番は アルコール、ブドウ糖、ミルク となります。 
      体温が上がってきて動きが出てきたらミルクや流動食に切り替えていきま 
     す。 
       油分の多いエサほど高カロリーですが、消化吸収に負担がかかることがある 
         ので、少し元気が戻ってからがいいでしょう。 
 

     ２．目の開いている子猫を拾った場合の世話  
  

      耳がたち、目が開いている（すこしブルーの感じ）場合は生後２週間ぐらい。 
    足は八の字開きで歩くと言うよりはっている感じ、元気はよくハイハイも早さ 
    があります。このような子猫を拾った場合、がんばりが必要なのは最初の一週間。 
    目の開いている子猫なら、あと一週間から二週間で歯が生え始めるようです。 
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お役立ち情報 

 

★傷薬 

       

    市販のイソジンで消毒殺菌。獣医さんで見てもらった方がいい場合もあります。 

      ★薬の飲ませ方 

       

    化膿どめの抗生物質は、１日あたりの量を体重で決めるので６日分の薬は６日で 

     使いきります。 

     複数の場合は、頭数分の器に入れて、一匹だけにあげたい場合も器に別に餌を 

     いれてあげましょう。その際はそばで確認した方が確実です。 

     避妊手術では化膿止めの内服薬を出さない病院もあります。手術の傷はふつう 

     化膿しないからです。でも用心のため使っておいたほうがいいでしょう。 

      

      ★ノミとり薬について 

 

     １．フロントライン（ノミ・マダニにもきく） 

      ●スプレー式 

      （約４時間で駆除 生後２日目から使用可）効果は約１ヶ月 

       生後２日目や、まだ小さな子猫の場合は、両手にまんべんなくスプレーし 

       て子猫の体全体に塗り込むようにする。直接スプレーしない方がいい。 

       換気の良い所で、２回くらい繰り返して様子をみる。 

      ●スポット式 

      （約１８時間で駆除 生後１２週目から使用可）効果は約１ヶ月 

       首筋にたらすだけでＯＫです。 

     ２．プログラム 

      ●成虫用プログラムＡ 

        錠剤飲ませて３０分で効果を発揮。６時間で全滅。難点は効果が一日しか 

            ないことです。 

        ●卵と幼虫用プログラムC 

       この薬を与えられた猫の血を吸うとノミの卵は育たなくなります。液体。 

       <投与方法> 

        食事にまぜる液体（月に一回薬をまぜたゴハンを食べさせる） 

       経口投与のものは生まれたての子猫から使用可能。
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地域ねこの目印 耳ピアス 
 

一つのエサ場に沢山ノラ猫がくると、そっくりなのが必ずいて見分けがつかな
くなります。手術済みの猫は耳ピアス・イレズミ・写真などで識別します。 

１．耳ピアス 

１ 手術済み猫として判別できる 

２ 猫の体に危険がない 

３ 見た目がとても、かわいい 

４ 猫にとっても気にならない大きさ、重さ 

５ コストが安い 

６ 回りの人にもう手術が終わっている事のアピールが出来る 

１．取り付ける場所は？ 

地域ねこの避妊・去勢手術時に、麻酔が切れる前に獣医さんに取り付けていた
だきます。毛細血管に注意して皮の薄い疾患のない部位を選びます。 
地域ねこ計画の現場では、オスは右、メスは左と決めている場合もあります。 

２．糸・ピアスの大きさは？ 

ナイロンやステンレスのコーティングした手術糸が無難のようです。釣り具用

のフラッシュビーズはわずかな光で識別できます。（発泡スチロール製は壊れ

ますので使えません）外側内側の大きさが違うものを付けた方がきちっと着く

ようです。ビーズは内と外の色違いがかわいらしく見えます。 

着色素材は練って加工しているものにしたほうが消毒液で色がはげません。 
できれば貝などの自然の素材を選べば安心です。 
 
 
 

 

●ご注意…ピーズの穴の大きさによって、玉結びでは装着後すぐに外れる場合 
     があります。小さなビーズを結ぶ細かい手仕事のため、取り付けに 
     は熟練も必要です。獣医さんと充分にご相談ください。 
 
     取り付ける方法は獣医さんによって様々ですので獣医さんとご相談ください。 
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４．避妊手術 

オス猫は去勢手術（睾丸を二つとも摘出） 
メス猫は避妊手術（開腹して卵巣と子宮を摘出するのが一般的） 
生後２－３ヶ月から手術可能ですが色々と不都合 
なことがあるので、生後６ヶ月または 
体重２㎏以上を目安にしている先生が多いと思 
います。ノラ猫の場合は麻酔をしてからでない 
と性別が確認できないこともあります。 
そのためオス・メス両方打ち合わせておきま 
しょう。 
入院日数と料金は病院ごとに違いますので、 
よく問い合わせして下さい。 

５．麻酔 

麻酔の効いているのは１～３時間位ですが、翌日まで薬の影響が残ることが多

いです。麻酔後２４時間くらいは普通ふらつきや吐き気があり、食欲がなくて

もそれほど心配する必要はありません。 
暖かくして安静にしておけば自然に回復します。 
ただ麻酔は心臓、肺、肝臓の機能に負担をかけるので、 
潜伏している病気の引き金を引いてしまうかもしれないというこ

とを充分に承知しておいて下さい。 

６．抜糸 

抜糸をするかしないかは糸の材質と先生の考え方によって違ってきます。 
★絹糸は感染や炎症を起こしやすいので、普通１～２週間で抜糸が必要です。 
★溶ける糸（動物の腸から作った糸）は数週間で自然になくなります。 
 埋没縫合（皮内縫合）は皮膚の表面に糸が出ないので抜糸はありません。 
 オス猫の去勢手術は傷口を縫わない先生が多いようです。この場合抜糸 
  はありません。縫う先生でも溶ける糸を使うことが多いようです。 

 いずれも獣医師がベストと考えている方法を選択しますので、どれが一番の方法かは 
一概には言えません。

 


