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猫を飼う場合､ 近所で生まれた子猫をもらったり､ 保護したりして飼い始める方が
多いようです｡ 自分や周囲の状況をよく考えずに飼い始めると､ 後で取り返しのつか
ない問題をかかえてしまうことにもなりかねません｡ 飼い始める前に､ 家族でよく
話し合ってください｡

①�　猫は 10 年以上生きます｡ その間､ 変わらぬ愛情と責任を持って､ きちんと
飼い続けることができますか｡

②�　あなたのお住まいは猫が飼えますか｡ 周囲の環境はどうですか｡ 猫は室内
で飼うのが基本です。

③�　毎日の食費だけでなく､ 飼うために必要な用具、病気の予防や治療､ 不妊
去勢手術などの費用を負担できますか｡

④�　万一､ 猫が外に出てしまい、近所に迷惑をかけたときなど､ 責任を取る
自覚がありますか｡

⑤�　家族の中に一人でも飼うことに反対している人はいませんか。猫に対して
のアレルギーのある人はいませんか。

⑥�　転居など､ 将来のことまで考えていますか｡ 猫をその生涯にわたって飼い
続けられますか｡

⑦�　子供たちの要求に押しきられていませんか｡ 猫は子供だけで世話はできま
せん｡

⑧�　飼い主自身の病気や入院など、万一飼えなくなったときのことを考えて
いますか。

◆飼う前に考えて欲しいこと

猫は数千年前から人とともに暮らしてきました｡
始めは大切な穀物や書物をネズミから守る､
優秀なハンターとして｡
そして､ 現代では､ 人生を共に過ごす
よきパートナーとして・・・。
ひだまりでのんびりと昼寝をしている猫は
私たちを穏やかな気持ちにさせてくれます｡
いつまでもこの平穏が続きますようにと・・・。
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責任を持って動物を飼うには､ まずその動物の習性・生理を知ることから始まり
ます｡ 猫には次のような習性があります｡

①　本来は完全肉食のハンターです｡
②�　根本的に人に服従することはありません｡ 人との基本的な関係は「親子関係」
です｡

③�　神経が繊細で､ 急な環境の変化や、突然の大きな音、騒々しい環境を嫌い
ます｡

④　やたらにいじりまわされるのを嫌います｡
⑤�　狩りをして獲物を食べていた野生の本能が残っていて､ ネズミだけでなく､
小鳥や金魚などの小動物にも興味を示します｡

◆まず､猫の特徴を知りましょう
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道路で車にはねられた猫の死体を見かけることがあります｡ 道路を行き交う車､
様々な感染症や寄生虫・・・、外の世界は､ 猫にとって危険がいっぱいです｡
猫は自由に生きるものであり､ 屋外で放し飼いをするのが本来の飼い方だと考えて
いる人もいるようです｡ しかし､ 屋外にひそむ危険を猫に教育することはできません｡
猫を危険から守るのも飼い主の責任です｡
猫は自分のなわばりの中で生活する習性を持っています｡ なわばりの外に出るのは､
餌が不足したときと異性を探しに行くときといわれています｡
猫は犬ほどのたくさんの運動が必要な生き物ではありません｡ 十分な餌と不妊去勢
手術､ 上下運動ができる場所、そして飼い主の愛情があれば､ 室内でもストレスを
ためずに健康に飼うことが可能です｡
室内で飼うことにより、ふん尿などでご近所に迷惑をかけることもありません。
災害に備えて、家具の転倒防止や窓ガラスの飛散防止等、室内の安全確保を実施
しておけば、人だけでなくペットを守ることにもつながります。

◆室内飼いのススメ

室内飼いのポイント

◎�上下運動ができる場所� ◎�不妊去勢手術
◎�いつもきれいなトイレ� ◎�楽しいおもちゃ
◎�新鮮な水と餌� ◎�飼い主の愛情とスキンシップ
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●どこから猫を入手するか
知人から、ブリーダーやペットショップなどの動物取扱業者から、動物保護施設
からなどの方法があります。健康で社会性※のある猫を選びましょう。子猫から飼い
始めると、成長を見られるという楽しみがある反面、病気になりやすく、食事や排泄

せつ

などの世話が大変です。成猫は、大きさや性質がすでにわかっていて食事の世話など
が子猫に比べて楽であるという利点があります。

◆新しく家族に迎える準備

※猫の社会化について
生後２～９週齢を社会化期といいます。この間に、親猫や兄弟猫などとの関係を通して
猫としての大切なことを学んだり、人間や他の動物、様々な環境を経験することで、社会性
（相手や状況に応じた適切な行動をとる能力）を身につけます。この時期に適切に社会化
されないと、成猫になってから様々な問題行動を起こすことがあります。子猫から飼う
場合には、この時期に親兄弟と過ごした猫を選び、飼い始めてからもいろいろな経験を
させて社会性を身につけさせるようにしてください。

●必要な用具類

寝　床

トイレ

　飼うために必要な用具類には、食器・水容器・寝床・トイレ・首輪・迷子札・
ブラシ・遊び道具などがあります。様々なものが市販されていますが、猫の体格
や好みに合った、安全なものを選びましょう。
	 猫は箱に入るのが大好きです｡体がすっぽり入る程度の大きさのダンボー
ル箱などにタオルなどを敷いてあげましょう｡ 市販のキャリーケージを普段から寝床
として使うと､ 病院に行くときや災害が発生したときなど、ストレスを与えずに運ぶ
ことができます｡
	 トイレの数は、猫の頭数＋１個が目安です。市販の猫用トイレに猫用砂を
入れたものを用意します｡ 猫用砂は水に流せるタイプなど､ 様々なものがあります｡
猫によって好みがあるので､ いろいろなタイプを試してみてください｡ 猫は汚れた
トイレを嫌います｡ いつもきれいにしておきましょう｡
　　　　　　　　万一､ 迷子になっても、飼い主の元に戻れるように、連絡先を書い
た迷子札をつけておきましょう｡ マイクロチップを装着しておくのもいいでしょう。
首輪と迷子札

●ご近所への配慮
飼い主にとっては気にならない鳴き声や毛なども、猫を飼っていない人には気に
なるものです。日ごろから良好な近所付き合いに努め、猫を飼う前にあいさつに行く
などのコミュニケーションも大切です。
●かかりつけの動物病院を探しましょう
猫の健康状態を確認するため、まず、動物病院で健康診断をしましょう。猫が病気
にかからないようワクチン接種をしたり、不妊去勢手術をすることも大切です。猫が
病気になったときにあわてないように、かかりつけの動物病院を決め、日ごろから
いろいろ相談しておくことも大切です。
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●注意すること
❶   偏食をさせない｡

猫は幼い時に食べたものを一生食べ続ける傾向があります｡ 好物だからといって､
偏ったものをだけを与えていると栄養バランスが崩れてしまいます｡ 子猫のときから
バランスのよい餌を与えましょう｡

❷  人の食べ物は与えない。
タマネギ、ネギ類、生イカ、生魚は与えてはいけません。猫の食事に味付けは
不要ですので、塩分や糖分は控えましょう。固い骨や大きな骨は取り除いてくだ
さい。

❸  食べ残しはすぐに片付ける｡
「猫は一度に全部食べずに少しずつ食べるから」
といつまでも食べ残しをそのままにしている人が
いますが､ これは誤りです｡ 時間を決めて与え､
残したときはすぐに片付けて間食をさせないよう
にすれば､ 残さずに全部食べるようになります｡
食べ残しをそのままにしておくと､ 不衛生なだけ	
でなく､ 傷んだものを食べて体調を崩す原因に	
なりかねません｡

●飲み水
いつでも新鮮な水が飲めるように、きれいな容器に入れておきましょう｡

◆正しい食事と水は健康の源
猫は本来肉食の動物です｡ 昔ながらの「ごはんにオカカ」では栄養が不足してしま
いますし､ 魚だけを長期間与えているとビタミン欠乏になってしまいます｡
キャットフードを利用すれば栄養のバランスもよく､ 手間もかかりません｡ ドライ

タイプや缶詰など､ 猫の年齢に合わせて必要な栄養を配合したものが市販されています｡
キャットフードに書かれた量・回数を参考に､ 猫の体格を考慮して与えてください｡

猫の膀
ぼうこう
胱結石

猫はもともと砂漠の動物なので､ 水をあまり飲まない傾向があり
ます｡ 水分が不足すると尿が濃くなり､ 膀胱に結石ができることが
あります｡ 結石が尿道に詰まってしまい尿が出なくなると、１～２日で
死んでしまうこともあります｡ 日ごろから尿の回数や量に注意すると
共に、餌も水分の多いものを与えるなどして予防してあげましょう｡
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◆手入れは猫まかせではダメですよ

おふろ嫌いにさせない３つのポイント

●ブラッシング
猫は体をなめてきれいにする習性があるので､ 抜け毛を放っておくと飲み込んだ毛
を吐き出したり、胃腸にたまって病気になることがあります｡ 定期的にブラッシング
して抜け毛をとってあげましょう｡ また､ 長毛種の猫では､ ブラッシングを怠ると､
毛が絡まって玉になり､ 手がつけられなくなってしまいますから、こまめに手入れ
する必要があります｡

●つめ切り
猫のつめは鋭く尖っていて､ 家具を傷つけたり､ 飼い主の思わぬ怪我の原因になっ
たりします｡ つめが伸びたら猫用のつめ切りで切ってあげましょう｡

●入浴
ほとんどの汚れはブラッシングして蒸しタオルでふけば取れます｡ ひどく汚れた
場合など入浴が必要なときは猫用のシャンプーで手早く洗い､ よく水気をふき取って
からドライヤーで十分に乾かしてあげましょう｡ 猫は一度嫌な思いをすると､ 次から
は断固として受け入れなくなることがあります｡ 恐怖心を抱かせないよう、やさしく
洗ってあげましょう｡

●ノミ対策
ノミの成虫にさされるとかゆいだけでなく、皮膚病の原因にもなります｡ また､
猫だけでなく人も刺されることがあります｡ 背中にたらすタイプなど様々なノミとり
薬・シャンプーがありますので､ 獣医師に相談してください｡ また、ノミの卵や幼虫
は､ カーペットや部屋のすみのほこりの中にもいます｡ こまめに掃除機をかけるよう
にしてください｡
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◆きちんとしたしつけをしましょう
猫も人と共に生活している以上､ 適切なしつけは欠かせません｡ しかし､ 猫は
もともと人に服従する生き物ではないので､ 強くしかって無理に言うことをきかせ
ようとしても効果がないばかりか､ 飼い主は自分のことを嫌いなのだと思ってしまい
ます｡ 猫が理解できる他者との基本的な関係は「親子関係」です｡ 猫のお母さんに
なったつもりで､ 根気よく教えてやりましょう｡

●トイレのしつけ
猫は決まった場所で排泄

せつ
する習性があります｡ 食事の後など､ 臭いをかいで回った

りして場所を探している様子を見たら､ すぐに用意したトイレに連れて行ってあげ
ましょう｡ これを２～３回繰り返すと､ 自分から
行くようになります｡ どうしてもトイレ以外の場所
で排泄をする場合は、トイレの置き場所や大きさ、
砂の種類、清潔さなどを見直してみてください｡
また､ 今まで猫用トイレでできていたのに失敗する
ようなときは､ 病気も考えられます｡

●つめとぎ
家具や柱でつめをとぐのは飼い主として困りものですが､ これも猫の習性の一つ
です｡ しかったりして無理にやめさせるのではなく､ 専用のつめとぎを用意してあげ
ましょう｡ ダンボールやカーペット地など､ 猫によって好みがあります｡ 飼い猫に
合ったものをお気に入りの場所においてあげましょう｡

●テーブルの上などに登らせない
猫は高い所に登るのが得意ですが､ テーブルや食卓にあがることは衛生上よくあり
ませんし、ガスコンロに飛び乗ったりすると思わぬ事故につながります｡ 登ってほし
くない場所では、飛び乗った瞬間に大きな音をたてて驚かせたり、飛び乗る場所に両面
テープを張っておくなど、危険のない方法で不愉快な経験をさせて教えましょう｡
センサーで猫の嫌いな臭い（忌避剤）をスプレーするしつけ用の器具も市販されて
います｡

●人につめをたてたり強く咬
か

んだりするとき
遊びが高じて人の手を傷つけてしまうほど強く咬

か
んだり引っかいたりしてしまう猫

がいます｡ 本来は、子猫のときに親猫や兄弟猫とじゃれ合って、加減を覚えるのです
が、早くに親兄弟から離された猫は学習していないことがあります｡ その場合は、
母猫が子猫をしかるように、「シッ」と言いながら猫の鼻を軽く押して教えましょう｡


