
 1

目 次

 

 

１：  目次 

２：  なぜノラ猫は減らないの？ 餌やりのルール 

３：  発情と妊娠 

４：  完全室内飼と避妊・去勢のお願い 

５～６：  ノラ猫とは 

７～９：  ノラ猫の捕獲 

１０:  お役立ち情報 

１１～１２： ノラ猫の手術 

１３：  目印をした猫たちを地域ねこへ！！ 

１４：  地域ねこってな～に？ 

１５～１６： 地域ねこの目印 耳ピアス 

１７～１８： 子猫を拾ってしまった 

１９～２０： 子猫デビュー 

２１：  里親さんの探し方 

２３：  猫の為になにかしたいと思っている方へ 

２６：  猫に関する本のご紹介



 26

 

猫に関する本のご紹介

 

★「地域猫」のすすめ（黒澤泰著 文芸社） 
 横浜保健所の職員である著者が「地域猫」を実現するまでを書いた本 
★猫ちゃんを救え！（松浦 美弥子著 桜桃書房） 
 「地域猫」への取り組みを取材した本 
★小さな命を救いたい（西山ゆうこ獣医師著 エフエー出版） 
 外国で獣医師として暮らす著者。特に公共シェルターに関する報告は、 
 ぜひ日本の行政でもおこなってほしい内容です。こういうことができる 
 社会。これこそ私達が望んでいることではないでしょうか。 
★この子達を救いたい（濱井千恵著 動物の命を救う会） 
 TAPS（タップス）『動物の命を救う会』をひきいる著者の熱い思い。 
 捨てないで！ 傷つけないで！ 殺さないで！ 
 生きている命。死ねば二度と帰らない命です。 
★千恵とふしぎの犬那智（濱井千恵著 ハート出版）  
★動物サミット２００１（濱井千恵著 エフエー出版） 
★ピーコの祈り（濱井千恵著 エフエー出版）    
★捨て犬を救う街（渡辺眞子著 角川文庫）文庫最新刊 
 海外・日本の動物事情、処分の数。動物達の処分を減らすために私達 
 ができることはなんでしょうか？ あまりの現状に絶望し途方にくれ 
 ることもあるでしょう。 
  あなたの勇気ある一歩が動物達の処分をなくしていくのです。 
★小さな命を救う人々（渡辺眞子著 ＷＡＶＥ出版）  
★どうぶつたちへのレクイエム（児玉小枝著 桜桃書房） 
★猫ちゃんを救え（松浦美彌子著 桜桃書房） 
 地域ねこの元祖、『ねこだすけ』の取材本。地域ねこ運動って何？  
 猫のトラブルで悩んでいる人、猫の世話をしている人は必読です。 
★猫の衣・食・住（猫の手帖編集部編出版） 
★ネコロジー（坂崎幸之助著 THE ALFEE 音楽専科社） 
 アルフィーの坂崎さんが書いた本。さすが芸能人。 
★マルコの東方犬聞録（マルコ・ブルーノ著 ハート出版）   
★今日もお寺は猫日和り（生全寺 ひみつ日記  明窓出版編集部編） 
★市民プロデューサーが拓くＮＰＯ世紀（大阪ボランティア協会 編） 
 この本にはボランティアをしたい人にとっての心構えや市民活動をし 
 ていくうえでおこる様々なことがらを分かりやすくまとめた本です。 



  

                 発情と妊娠 

 

１．オス猫の発情 

オス猫には周期的な発情はありません。 
メス猫の発情の時に出すフェロモンでオス猫の発情が誘発されます。 
メスを求めてかなり遠くまで遠征に出かけますので、他の猫のナワバリに侵入し、

メスをめぐる争いでトラブルを起こします。 
マークをつけるおしっこは鼻が曲がるほどくさいです。 

２．メス猫の発情 

生後６ヶ月位で最初の発情がきます。（早熟なメスは３ヶ月でくることもありま

す）シッポを立ててやたらと鳴いて騒ぎだします。 
去勢をしてないオスに追いかけ回されて、交尾をするとその刺激で排卵が行われ

ます。排卵が行われれば一時発情が止まりますが、しばらくするとまた始まりま

す。健康なメス猫では、発情がおさまったときは妊娠した確率が高いです。 
猫には発情にともなう出血はありません。 
出血のある場合はほとんど膀胱や子宮の病気かケガの場合がほとんどです。 
若い健康な猫では一年に２～３回くるようです。 

３．妊娠 

妊娠期間は６３日くらいです。 
外からみて妊娠しているかもしれないと思うころは３０日くらいで、 
絶対に妊娠だろうなと思う頃は４０日以後です。 
おなかは人のように前に張り出すのではなくて、下腹の両脇だけが特に右左に 
大きくふくらんできます。このころはモーレツに食べまくります。 

４．妊娠とよく間違えるケース 

避妊手術をうけた猫はホルモンの関係で手術後に肥満になるものが多くいます。 
オスでもメスでも中性化してくると体の線が丸くなってきて見分けがつきにく 
くなりますが、一般的にオスは体が大きくて、体重もメスの１．５～２倍あり 
顔も大きいので、このポイントで見分けると良いでしょう。 
また腹水のたまる病気や子宮に膿が貯まってくる子宮蓄膿症などもよく間違え 
ることがあります。 

 

３



  

★大人ができること 
 
   自分の家の庭や近所でノラ猫に餌を与えていませんか？ 
   もしそうならば、人になれた猫から避妊・去勢手術をしてください。 

   これが最低線 猫は子猫を産んで、その子猫が親猫になってまた子猫を産む。 

   この悪循環を断ち切るためにも避妊・去勢手術をしてください。また、近隣の迷惑に 
   ならないように猫トイレも設置できれば理想的だと思います。 
 
     ★小学生や中学生、高校生の皆さんができること 

自分の家やご近所または同級生が動物を飼っていませんか？ 
   その動物達は、避妊・去勢の手術がしてありますか？ 
   もし増えて困るなら、お父さんやお母さん、ご近所の人達や友達に手術をしていただ 
   くように頼んでみてはいかがでしょうか？ 
   （難しいですが、増えた時の事を一生懸命説明して理解して貰えるようにがんばりまし 
   ょう）動物を飼うすべての人が、増やすつもりのない動物に手術をすれば、子猫が産 
   まれて捨てられることもありません。不幸にしてノラ猫になっても一代限りです。 
 
   ●もう一つあなた方ができることがあります。 
    学校で動物問題を考えてほしいのです。学校は何百人という生徒達の集まりです。 
    文化祭や学園祭、学級、学校全体でノラ猫・ノラ犬・捨て猫の問題を取り上げて 
    ほしいのです。 
 
      テーマ 「なぜ、ノラ猫・ノラ犬・捨て猫が増えるのか？」 
 
    学校全体の家庭でどのくらいの犬、猫が飼われているのか。 
    その犬猫達は避妊・去勢手術がしてあるかどうか。その飼い方はどうか。 
    アンケートをとってみましょう。一匹のメス猫が一年でどれだけの子猫を生むのか 
    分かれば、手術してない飼い猫が何匹いるかで、どんな風に増えていくかがわかり 
    ます。もしかしたら、飼い猫が捨て猫を増やす最大の原因なのかもしれません。 
    本当の愛護は、今猫を飼っている人達が捨てない、増やさないことです。 
    まず飼い主さんや皆さんが動物の飼い方を考える。それがきっかけで手術や室内飼 
    い、ノラ猫への接し方が変わるかもしれません。そうすれば１００世帯の家で一匹 
    づつ飼っていれば、１００匹の動物達の未来が明るいものになるかもしれません。 
    殺処分もペット産業も、処分を望む人達やペットを購入する人達、つまりは飼い主 
    の問題です。ペット産業も買う人がいなければなりたちません。 
    今現在あることに対する対処も大切ですが、これから起こることを防止することも 
    大事だと思います。

24 
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ノラ猫とは 

 

１.ノラ猫とは 

ノラ猫にはいろいろなタイプの猫がいて、飼い猫に近いものから野生動物に近い

ものまでいます。英語ではつぎのように言い分けています。 
  飼い猫が捨てられたり迷子になったもの ： ｓｔｒａｙ ｃａｔ 
  野生に近く人に馴れていない猫     ： ｆｅｒａｌ ｃａｔ 

２．ノラ猫の群 

猫はふつう単独行動を好む動物ですが、いくつかのエサ場に集まるもので群をつ

くります。その中では闘争と繁殖が繰り返されて、去るものもいれば新しく入っ

てくるものもいます。エサが豊富にあれば、その数はふくれあがります。 

３．数のコントロール 

ノラ猫の数が増え続けると、住民との間で必ずトラブルが発生して、社会問題に

発展します。かつては捕獲して処分という方法がありましたが、今では非人道的

行為として非難され、行政の許可なしでは違法行為となります。また猫のいなく

なった場所には、必ず新顔の猫が現れて、問題の解決にはなりません。 

★バキューム エフェクト（真空効果） 
 

(1)ある地域の野良猫の群れ（ここでは黒猫）を捕獲してすべて処分したとする。 
(2)するとそこに猫のいない真空地帯ができる。この場所にはもう猫がいなくな 
  るかというと、そうはいかない。 
(3)猫のいなくなった場所は、隣接する地域の猫がナワバリを拡大して、真空地 
  帯はすぐに埋まってしまう。そして、短期間の内に再び繁殖が繰り返されて 
  また元の状態に戻ってしまう。真空効果で以前よりも猫の数が増えてしまう 
  こともあるらしい。 
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★ 里親さんをネット募集する時の注意点 
 

      (1)募集に出したサイトをお気に入りなどに登録する。 
      すぐに表示できるようにする。毎日のチェックを忘れずに！！ 
 

      (2)掲載する時に、○○県の○○市に住んでいます。程度の情報は入れてもいい 
      と思います。（一般的にあまり遠方の子猫を希望する人は少ないので） 
       なお、全国にお届けする根性がある人は入れなくてもいいです。 
      （ある愛護の方は全国の仲間に呼びかけてお届けすることもあるようです） 
 
      (3)猫や自分の条件を書き込む。 
      猫の月齢や雄か雌か、手術費用の負担の有・無、ワクチン、お届けできる 
      範囲・時期などその他色々。 
 
     里親さんが見つかったら、里親募集を依頼したサイトへ削除依頼もお忘れなく。 
     さもないと、いつまでもあなたの募集が掲載され続けることになります。 
 
 

    ★里子の子猫に確実に避妊・去勢をしていただく方法 
 
      (1)里親さんに手術をしていただく。 
      避妊・去勢手術の領収書のコピーが送られてきたら完了 
      （お約束しても手術してくれない方もあり、頭の痛い問題ですが） 
 
     (2)里子に出したい人から手術費を預かる。完了したら返金する。 
      この方法は、ボランティアさんが仲介役を務めた場合の方法です。 
      里親さんが手術をしてくれなかった場合も、ボランティアさんが預かって 
      いるお金で手術ができます。 
 

      (3)里子に出したい人が手術費を負担する。 
 
       避妊・去勢手術の徹底を目指して 皆様色々な対策をしています。 
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ノラ猫の捕獲 

 

１．エサで毎日ならしてから捕獲する方法 

ペットを入れるしっかりしたケ－スを用意します。 
一番奥にエサやマタタビを置きます。 
猫が頭から体半分入れて食べだしたら、すばやく尻を押し込んでフタをする。 
しばらくあばれるのでテ－プで補強して、風呂敷などでしっかり包む。 
なるべく厚手の手袋を着用のこと。 
頭をなぜさせるくらいにまで馴れた猫に有効です。 

２．ケージで捕獲する方法 

組み立て式の小ケージ（おり）を用意します。 
スノコは使用しないのではずしておきます。 
底のトレ－（受け皿）は引き出せるように新聞紙と浅いエサの容器 
（お総菜の使い捨てトレ－など）を入れます。 
エサは一番奥に置いて、２－３日はエサを食べさせるだけにします。 
最初はエサだけ取って外に運んで食べますが、何日かすると中で食べるようにな

ります。あとは扉にヒモをつけて遠くで待ちます。 
ねらった猫だけをとるときに良い方法です。 

 

 

 
 
            

３．トラップで捕獲する方法 

トラップ（捕獲器）は個人での購入はむずかしいのですが、 
動物愛護団体や動物病院で貸し出しをしてくれるところがありますので、 
問い合わせをしてみてください。（悪用を避けるために身分調査があります） 
国産品と輸入品がありますがどちらもよく取れます。 
欠点は警戒心のない猫ばかりが何度も引っ掛かることです。 
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５．子猫の保護 

子猫の学習能力は高く、生後１ヶ月半を過ぎると人に対する警戒心と威嚇をす

ることを母猫から学習します。 
ですから、それを覚える前に親からひきはなして保護するのがベストです。 
里子に出すまでは毎日さわってやり人に馴れさせます。 
エサを自力で食べられればミルクは必要ありません。 
歯がしっかりしていればドライフードをそのまま食べることも覚えさせます。 
検便と回虫駆除、ノミやシラミの駆除のため一度動物病院に連れて行ってくだ

さい。 
予防注射の時期も打ち合わせておいてください。 

６．産後の手術 

出産後の哺乳中の母猫を避妊手術すると、しばらくしてミルクが出なくなって

しまいます。子猫の授乳が必要な期間は４０日くらいです。 
そのあいだは発情や妊娠はありませんから、子猫がエサを食べられるようにな

ってから手術してください。 
子育てを放棄している猫は、また発情がくるのですぐ手術してください。 

７．母猫の妊娠 
 
    子猫がいるからまだ次の妊娠はないだろう。 
    と油断していたらしっかり妊娠していた猫が２件あった。 
    子猫はおおむね生後３ヶ月。最近母猫が子猫に冷たい態度。 
    「早く親離れしなさいよ」と子猫を叱って追い払う光景が何度も観察される。 
    この間までオッパイを吸っていたから乳腺はまだ大きい。でも次の出産と子 
    育ての準備で、今の子猫たちにミルクをやり続けることはできない。おなか 
    は日増しに大きくなってくる。 
    妊娠の日数から逆算すると、子猫が生まれて子育て中の４０日までが安全圏。 
    それを過ぎると次の妊娠の可能性が出てくる。子猫がいても、最短で３ヶ月 
    半で２度の出産をすることになる。猫の３ヶ月は人の１年に相当する。 
    そんなに産んでも半分しか生き残れないのが自然の摂理。 

飼い猫の「室内飼い」が一般常識になれば、「猫ぎらい」がかなり減るはずです。
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  ６．群の捕獲 

ノラ猫の集団で最初の１～２匹は捕獲器を使えば誰でも簡単に捕獲できます。 
捕獲が進行するにしたがって、だんだんと猫も捕獲器の仕掛けを学習していきま

す。たいていの場合群の８割くらいであきらめてしまうことが多いのですが、猫

の繁殖力からすると最後の１匹までやらないと、なかなか数のコントロールは難

しいです。 
最後の１匹を捕獲するのはとにかく忍耐のいることです。 
最後の１匹は頭も良くとっても用心深いのです。 
お手伝いがいれば、じゃまをしにくる手術済みの猫を引きつけておいてもらいま

す。ひとりでやるときは水鉄砲などでじゃま猫を追い払います。 
ターゲットを絞った場合、手動式のケージによる捕獲の方がいいこともあります。 

７．捕獲の前に 

まず現場の猫の情報をたくさん集めましょう。 
できるかぎり事前に土地の管理者に話をしておいたほうが、後々のトラブルが防

げます。 
捕獲器には「ノラ猫避妊手術のための捕獲中です」という趣旨を書いて、 
連絡のための電話番号も書いておきましょう。 
捕獲器を悪用されると社会全体の迷惑になります。 
紛失や盗難など、管理にはじゅうぶんに気を付けてください。 

捕獲は動管法(改正動物愛護法)・鳥獣保護法などの規定および猫の所有に関わる

そのほかの法規定などがあり 
「避妊手術」「保護救済」目的以外には行えません。 

★ノラ猫に噛まれたり引っかかれた時は、どうすれば良いか？ 
 

 猫の口や爪には、強い毒性をもった特殊な細菌がいます。 
  猫に噛まれたり引っかかれたりした場合は化膿すると考えてください。 
 しっかりと血が出る噛まれ方や引っかかれかたをした場合は酷い場合は腫れ 
 上がります。 
 すぐに外科病院で受診してください。 
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★なかなかミルクを飲んでくれない子猫 
     乾燥機などで、暖かくしたタオルに包んでミルクを飲ませてみてください。 
     クネクネと動いていてなかなか飲んでくれない子猫が大人しく良くミルク 
     を飲んでくれるそうです。 
      （ある人は、お湯をよくしぼったタオルにくるので飲ませるととてもよく飲 
         んでくれたそうですが、毛が濡れると体温低下につながります。子猫は自分 
         で体温調節ができないので、もししめった感じがあれば必ずしっかりと乾か 
         してください） 
 

     

★生まれたての赤ちゃん猫を拾ってしまった、さあどうしよう！！ 

こんな時に強い味方。 
インターネットで学ぶ「赤ちゃん猫の育て方」 

管理人 ERILIN さん  

赤ちゃん猫［手乗りーず］の育て方 

 

（注：手乗りサイズだから［手乗りーず］(笑)） 

 
http://island.geocities.jp/akacyanneko_no_sodatekata/ 

上記は私の一押しサイトです。 
 
 

また、検索サイト“Google”で「子猫の育て方」を検索してみてください。 
http://www.google.co.jp/ 
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ノラ猫の手術

 

１．動物病院の手配 

すべての動物病院でノラ猫をあつかってくれるとは限りません。 
かならず電話で確認をとってください。 
「これからノラ猫の手術のための捕獲に取りかかりますが、 
 いつ捕まるかわからないけれども、捕まったら連絡しますから、 
 受け付けてもらえますか？」 
このとき紹介者があればその名前も告げてください。 

２．料金 

料金は退院して抜糸するまでのトータルでいくらになるかということを最初に
確認してください。 
手術代として表示してある金額以外に、麻酔代・入院代・その他の処置料が加算
されたりすることもあります。予防接種をしない先生もいます。 
ピアス取り付けのときの料金や悪天候などで引き取りが延びたときのことも、聞
いておくと安心です。 

３．運搬                                         

捕獲された猫は興奮してあばれていますが、布

を掛けて暗くしておけば１時間位でたいてい

静かになります。 
このときツメが抜け落ちたり鼻を傷つけたり

する猫もいますがあまり心配する必要はあり

ません。 
タクシ－を利用するときは車内を汚物で汚さ

ないように配慮しましょう。 
都市部ではペット専用の便利屋さんがいます。タクシーよりすこし高いですが安

心してまかせられます。 
籐カゴは長時間入れておくと、穴を開けてしまうのがいるので注意が必要です。 
深夜に捕獲された場合は、急患ではないので翌朝まで待ってから動物病院に連絡

しましょう。 
手術まであまり時間のない場合、エサは与えません。 
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ビーズのサンプルは、NPO ねこだすけのホームページをご覧ください。

http://www.nekodasuke.net 

 
           大きさも様々でカラフルなビーズ 
 

２．いれずみ 

猫の耳の内側にいれずみを入れてもらいます。 
通常いれずみ器で数字やアルファベットを入れて 
もらうのが一般的です。 
一度入れたら消すことができません。 
黒猫では識別困難なことがあります。  

３．マイクロチップ 

皮膚の下に埋め込むチップです。 
専用の読み取り機が必要ですので、捕獲する前には識別できません。 

４．首輪 

馴れていない猫に首輪はあまりお勧めできません。 
ゆるくしておくと枝にひっかかったり、くわえてサルグツワ状態になったり、 
前足を入れてタスキ状態で脇の下にくい込んだりすることがあります。 
きっちりつけると避妊手術のあとで太った場合にきつくなります。 

・ 首輪：ノミとり首輪で作成したもの←ほとんどの獣医師はこのタイプを勧め

ます。「ひっかかったら切れる」と言いますが猫自体に引っかかると（下あご

や前足）はずれません。 
・ 首輪：髪留めに使う太くて柔らかいゴム これを使用しても良いでしょう。 

５．耳カット 

アメリカのノラ猫サイトではイヤーチッピング（ｅａｒーｔｉｐｐｉｎｇ）を普

及させようという運動があります。 
避妊手術のときに左の耳の尖端を１ｃｍほど切り取る 
方法です。 
直線にカットするので耳が人為的な独特の形になります。 
両耳先端のＶ字カットという方法もあります。
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目印をした猫たちを地域ねこへ！！ 

ピアスを付けた猫たちを判別できるのは、付けた人と獣医さんだけです。 

一般の人々には、ただのアクセサリーに見え、もしくは、「これって虐待？」 

なんて勘違いする人も出てきます 

心ない人に捨てられ、手術後すぐに外で暮らさないといけないノラ猫たちが 

これ以上悲惨なめにあわないようにしてあげなくてはいけません 

そこで、ノラ猫の行動範囲周辺だけでも、なんらかの告知をおこうことをお勧め 

します。 

例：「この地域のノラ猫は、避妊手術を施し、これ以上増えない 

ようにしてあります。 

手術の目印として耳にピアスを装着しています。 

家のないノラ猫がこれ以上増えないように努力しています。 

手術後のノラ猫は、一代かぎりこの地域のノラ猫として皆さんで 

可愛がってあげてください」 

 

上記のような文をチラシにしてポスティングしたり、 

公の場所の猫なら（公園など）そこに張り紙をさせてもらう 

のもいいかもしれません 

ピアス猫が平和に暮らせるようにしてあげることをお願いします  
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地域ねこ 

 

１.地域ねこってなーに？ 

「地域ねこ」とは「地域」と「猫」がひとつになったものです。 
地域ねことは、人間が生活するところで人と猫が上手に共生できている 
地域のことをいいます 

２．地域ねこの考えはなぜできたか？ 

地域ねこは、人が暮らすところに猫も生きているので起こってしまう、人と人

とのトラブルをなくすことが大きな目的です。 
「猫をめぐる住民同士の対立やトラブルを最小限に」 
捨て猫やノラ猫との関わり方は、お腹をすかせた猫をみての哀れみからの 
餌やりから始まります。しかし餌のみでは、増えて近所迷惑になるだけです。 

３．地域ねこのルール 

●捕獲と避妊・去勢手術の徹底。 
●餌やりのルール化とフンの清掃。 
 （餌やりは時間を決めて、後始末をしっかりする。食事を入れた容器 
  や食べ残しなどがあると、まわりに散乱して近隣の迷惑になります。 
  公共の場所、公園などで世話している場合は特にフンなどの清掃を 
  しっかりとしてください。） 
●住民との対話と行政の後押し 
 地域ねことして面倒をみている所に猫を捨てにくる心ない人達も存在します。 
 猫の面倒をみている場所はあまり公にしない方が良い場合もあります。 
 ちらしの内容に付いては状況判断をしっかりしてください。 
 行政に理解して頂くことも大事です。 
 （行政の後押しや理解は時間がかかります。できる範囲で行ってください） 
 
  ★地域ねこに関するお問い合わせさき 
    NPO ねこだすけ 地域ねこ計画チーム 
         http://www.nekodasuke.net 
          〒１６０―００１６ 東京都新宿区信濃町１０ 電話＆ＦＡＸ：０３－３３５０－６４４０ 

 


