
                              

第14回大阪市動物愛護推進協議会 次第 

 
 

 

１ 会議名称   第14回大阪市動物愛護推進協議会 

 

 

２ 開催日時   平成 21年 3月 25日（水） 午後 2時 30分～4時 
 
 
３ 開催場所   大阪市役所 地下 1階 第 11共通会議室 

（大阪市北区中之島 1-3-20） 
 

 

４ 内  容 

 

（１）あいさつ 

 

 

（２）議題 

 
・ 保育所関係研修会への参加結果について 
 
・ 教育委員会関係研修会への参加結果について 
 
・ 動物愛護推進協議会委員の任期満了に伴う次期委員の選任について 
 
・ 動物愛護推進員の任期満了に伴う次期推進員の選任について 
 
・ その他 

 
 
（３）連絡事項 
 
 



資料1

（敬称略　　５０音順）　

氏　　名 所　　属　・　職　　名

小野　昌子 （社）日本動物福祉協会　南大阪支部　常任委員

櫂谷　敏江 （社）日本愛玩動物協会　大阪府支部　副支部長

 馬場　栄一郎 公立大学法人　大阪府立大学　名誉教授

本田　善久 （社）日本動物病院福祉協会　会員

山本　博起 （社）大阪市獣医師会　会長

大阪市動物愛護推進協議会　委員名簿



配　席　表 資料1 

小野 委員 ○ ○ 山本 委員
（副委員長）

櫂谷 委員 ○ ○ 長瀬 委員

本田 委員 ○ ○ 堀 委員

○ ○ ○ ○

資料
等

○
馬場 委員長

北村

所長
松本

保健主幹

須田

保健主幹
上田

○ ○ ○ ○

傍聴
受付
表

入口

傍 聴 席

津崎

係員

松村 槙山

担当係長

宮前



資料 2-1 

保育所関係研修会への参加結果について 

 

 

名 称 ：「子どもの健康講座 ～明日をつくる豊かな子育てをめざして～」 

 

日 時 ：平成 20年 10月 16日（木） 14:00～（講演時間 30分） 

 

場 所 ：大阪市立鶴見区民センター 

 

演 題 ：「動物愛護について－動愛法のあゆみ－」 

 

参加者数：133 名（公立 122 名、私立 11 名） 
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動物愛護について

－動愛法のあゆみ－

健康福祉局健康推進部

生 活 衛 生 担 当

法律のあゆみ

昭和24年 「動物虐待防止法案」（国会未提出）

昭和46年4月 大阪府「飼い犬の管理に関する条例」

昭和48年10月 「動物の保護及び管理に関する法律」

平成12年12月 「動物の愛護及び管理に関する法律」改正

平成13年3月 「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」

平成13年4月 「大阪市動物の愛護及び管理に関する条例」

平成18年6月 「動物の愛護及び管理に関する法律」改正

動物の保護及び管理に関する法律

●目的

この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の
保護に関する事項を定めて国民に動物を愛護する気風を招来し、生命
尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関
する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を
防止することを目的とする。

●基本原則

何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないように
するのみでなく、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければ
ならない。

動物の保護及び管理に関する法律

●適正な飼養及び保管

動物の所有者は、動物を適正に飼養することにより、動物の健康及び
安全に努め、人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

●犬及びねこの繁殖制限

犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖して適正な飼養
が困難となるおそれがある場合には、その繁殖を防止するため、不妊
手術等の措置をとるように努めなければならない。

●罰則

保護動物を虐待し、又は遺棄した物は、３万円以下の罰金又は科料
に処する。

動物の保護及び管理に関する法律

●動物愛護週間

●犬及びねこの引取り

●負傷動物等の発見者の通報措置

●動物を殺す場合の方法

●動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後処置

●動物保護審議会

以上の１３条からなる法律

法律の改正

★ ペットを単なる愛玩動物としてではなく、家族の一員あるいは
人生のパートナーとする認識の広まり。

★ ペットの遺棄、不適切な飼養、虐待等の社会問題化。

★ 動物の保護及び管理に関する規定が、現行の法律では、
所有者の努力義務規定に留まっている。

法 律 の 改 正



2

動物の愛護及び管理に関する法律（主な改正点）

動物の適正な飼養及び保管

●総則

（動物の所有者又は占有者の責務・動物販売業者の責務等）

●動物取扱業の規制

●周辺の生活環境の保全に係る措置

●動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置

●動物愛護担当職員

動物の愛護及び管理に関する法律

●動物取扱業者の規制

都道府県知事は、動物取扱業者（動物の販売、保管、貸出、訓練、
展示を業として行う者）が環境省令又は条例で定められた基準を
遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、
改善すべきことを勧告することができる。

勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期
限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることが
できる。

罰則：三十万円以下の罰金

動物の愛護及び管理に関する法律

●周辺の生活環境の保全に係る処置

都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の
生活環境が損なわれている事態が生じていると認めるときは、
当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態
を除去するために必要な措置を執るべきことを勧告することが
できる。

勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合、そ
の者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきこ
とを命ずることができる。

罰則：二十万円以下の罰金

動物の愛護及び管理に関する法律

●罰則

・愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者
→ 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

・愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させ
る等の虐待を行った者
→ 三十万円以下の罰金

・愛護動物を遺棄した者
→ 三十万円以下の罰金

動物の愛護及び管理に関する法律

★愛護動物
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、ねこ、いえうさぎ、
鶏、いえばと、あひる
及び人が占有する哺乳類、鳥類、爬虫類

☆保護動物
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、ねこ、いえうさぎ、
鶏、いえばと、あひる
及び人が占有する哺乳類、鳥類

動物の愛護及び管理に関する法律（概要）

● 基本指針と推進計画
● 動物の飼い主等の責任
● 動物取扱業者の規制
● 周辺の生活環境の保全
● 危険な動物の飼養規制
● 犬及びねこの引取り等
● 動物愛護推進員と協議会
● 罰則
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動物の愛護及び管理に関する法律（概要）

●基本指針と推進計画（第5～6条）

動物の愛護及び管理に関する施策と総合的に推進するため、環境大
臣が基本指針を、都道府県は推進計画を定めます。

○基本指針
「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための
基本的な指針」

○動物愛護管理推進計画
「大阪府動物愛護管理推進計画」

動物の愛護及び管理に関する法律（概要）

●動物の飼い主等の責任（第7条・第37条）

動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と
安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑
を及ぼすことのないように努めなければなりません。
また、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のた
めに必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにす
るための措置を講ずること等に努めなければなりません。
なお、動物の所有情報を明らかにするためにマイクロチップなどの装着
を推進しています。

みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等の措置を行う
よう努めなければなりません

動物の愛護及び管理に関する法律（概要）

●動物取扱業者の規制（第10～24条）

動物取扱業者（動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う
者）は、都道府県知事等の登録を受けなければなりません。

また、都道府県知事等は、施設や動物の管理の方法等について問題
がある場合、改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要がある場
合には立入検査をすることができます。
悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消や業務の停止命令を
受けることがあります。

動物の愛護及び管理に関する法律（概要）

●周辺の生活環境の保全（第25条）

多数の動物を飼うことによって周辺の生活環境が損なわれている場
合、都道府県知事等はその飼い主に対して必要な措置をとるように
勧告や命令を行うことができます。

動物の愛護及び管理に関する法律（概要）

●危険な動物の飼養規制（第26～33条）

人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがあるとして国が定めた
動物を飼う場合は、法律に基づき都道府県知事等の許可を受ける必要
があり、動物が脱出できない構造の飼養施設を設けるなどして、事故
防止を図らなければなりません。
また、飼うにあたってはマイクロチップなどの個体識別措置が義務づけ
られています。

動物の愛護及び管理に関する法律（概要）

●犬及びねこの引取り等（第35～36条）

都道府県等は、犬及びねこの引取りを行うとともに、道路、公園、
広場、その他の公共の場所において発見された負傷動物等の収
容を行います。

●動物愛護推進員と協議会（第38～39条）

都道府県知事等は動物の愛護と適正な飼養を推進するため、動
物愛護推進員を委嘱するとともに、動物愛護推進員の活動を支援
するため協議会を組織することができます。
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動物の愛護及び管理に関する法律（概要）

●罰則（第44～50条）

愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、１年以下の懲役又は
100万円以下の罰金に処されます。
また、愛護動物に対して、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰
弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以
下の罰金に処されます。

動物の愛護及び管理に関する法律（概要）

★動物の飼養及び保管等に関するガイドライン

家庭動物、展示動物、畜産動物、実験動物のそれぞれについて、動物
の健康と安全を確保するとともに動物による人への危害や迷惑を防止
するための飼養及び保管等に関する基準を定めています。
また、動物を科学的利用に供する場合は、いわゆる「３Rの原則（苦痛の
軽減等）」等に配慮するように努めなければなりません。実験動物を利
用する際には苦痛の軽減、動物に代わり得るものの利用、数の少数化
などの基準を定めています。

「動物の愛護及び管理に関する法律」関係法規

○各種基準に係る告示等

◆動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目
◆特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目
◆特定動物の飼養又は保管の方法の細目
◆動物の飼養及び保管に関する基準
・家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
・展示動物の飼養及び保管に関する基準
・実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準
・産業動物の飼養及び保管に関する基準
◆動物の処分方法に関する指針
◆動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置
◆犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置



資料 3-1 

教育委員会関係研修会への参加結果について 

 

 

名 称 ：大阪市小学校教育研究会生活部主催 全体研修会 

 

日 時 ：平成 21年 1月 9日（金） 16:00～17:00 

 

場 所 ：大阪市立豊新小学校 

 

演 題 ：「学校飼育動物（ハムスター及び小鳥）の飼育方法について」 

 

参加者数：約 40 名（小学校 26 名、他十数名） 

 

 

 



ハムスターの飼い方 

 

ハムスターの種類 

■□ゴールデンハムスター 

 シリア、レバノン、イスラエルが原産地です。体重は 100～150ｇ程で、メスはオスより大きい

のが特徴です。一般的に性格は温和でおとなしく、人によくなつきます。ただ単独生活を好む

種類のため、ハムスター同士の協調性はなく同一ケージでの複数飼育はほとんど不可能で

す。交尾時の雌雄以外は必ず別々のケージで飼育しないといけません。足の裏に毛がなく、

左右の脇腹に黒っぽい臭腺があります。 

■□ドワーフハムスター 

 ドワーフ(小人)系と言われる小型ハムスターにはジャンガリアンハムスター(シベリア原産)、

キャンベルハムスター(モンゴル原産)、ロボロフスキーハムスター(ロシア原産)などがいます。

体重は40ｇ前後で、オスのほうが大きいのが特徴です。野生では家族単位の集団生活をして

いるため、複数での飼育も可能ですが、必ずしもけんかしないとは言い切れずまた健康管理

上の問題からも注意が必要です。足の裏やしっぽに毛が生えていて、おなかの中央に黒っぽ

い臭腺があります。 

■□チャイニーズハムスター 

 中国が原産地です。大きさはジャンガリアンハムスターと同じぐらいですが、体系はほっそり

としてややネズミに近い印象があります。しっぽも他のハムスターの２倍ぐらいの長さがある

のが特徴です。性格は一般的に温和でおとなしく、臭いの少ない飼いやすい種類といわれて

います。 

 

ハムスターの生活 

 ハムスターはいずれの種も草原のような半乾燥地帯に生息し、地中に穴を掘って生活をし

ています。基本的に夜行性で日中のほとんどは穴の中で寝ており、夜になると活動を始め、

食べたり巣穴を掘ったりと活発に動き回ります。 

 

ハムスターの食生活 

 ハムスターの仲間は草食中心の雑食性です。そのために盲腸の中に多数の細菌が生きて

いて（常在細菌叢という）これらが消化に大きな役割を果たしています。盲腸の中で常在細菌

叢によって発酵された栄養物（盲腸便という）を、ハムスターは上半身を折り曲げて肛門に口

をつけて直接これをたべます。この行動を食糞といい日に何度も（20回程度）この行動が見ら

れます。盲腸便には多量のビタミンB群と良質なたんぱく質が含まれており、ハムスターの栄

養源の大切な部分を占めています。ハムスターはこの盲腸便栄養のメカニズムによって、カ

ロリー源として利用しにくい草から効率よくエネルギーを得ているのです。 



飼育環境の注意点 

 ハムスターは半乾燥地帯の地中に穴を掘って暮らしていますが、この中は温度変化は少な

く、涼しくて湿度も安定しており、静かで安全なハムスターにとって快適なねぐらとなっていま

す。ゴールデンハムスターは緯度の低い地域に生息しているため、暑さに強いと思われがち

ですが、夜行性で暑い日中はこの涼しい地下のねぐらで過ごしているため、思いのほか暑さ

には弱い動物です。小型種は緯度の高い地域に生息しているため、暑さに弱く寒さには強い

のですが、寒すぎると擬似冬眠に陥ることがあります。擬似冬眠に陥ったハムスターは体温

低下で動けなくなり、そのまま放置すると死亡することもあります。飼育下のハムスターには

擬似冬眠をさせる必要はないので寒さにも注意します。 

 ハムスターを飼育する上での温度管理は重要で、特に高温多湿に弱く極度な低温環境にも

注意が必要な動物であることを認識しましょう。種類を問わずハムスターにとって快適な環境

は温度18～21℃、湿度60%以下といわれています。 

これを維持するのは容易ではありませんが、すくなくても夏冬問わず 15～25℃の範囲で、１

日の温度差を±５℃以内にとどめるようにしましょう。 

 

飼育設備 

■□飼育ケージ 

 ハムスター本来の活動場所は地面と地中であるため、高さのあるケージは必要ありません。

できる範囲で底面積の大きなものを選択するべきです。金網製のケージは通気性が良いとい

う面では日本の高温多湿の時期には適していますが、網をよじ登って落下したり足を挟んで

骨折したりという外傷事故が頻繁に起こることが問題となります。水槽を用いる場合は外傷事

故は少なく、冬には保温性も高いという利点がありますが、夏には熱や湿気がこもりやすく、

またガラス製の水槽は重いため掃除がしにくいといった問題点があります。プラスチック製の

ハムスターケージにはさまざまなバリエーション（観察可能なトンネルを自由に組むことができ

るものなど）があり観賞性や娯楽性が高く飼育を楽しめるものがあります。これらはガラス水

槽より軽いのですが複雑であるため掃除がしにくく、やはり通気性はよくありません。このよう

にハムスターを飼育する上で完璧といえるケージは存在しないため、飼育者は各々の条件を

検討した上でどのようなケージを用いるのか選択することになります。安価で軽く加工しやす

い市販の衣装ケースなどを改良してケージとして使用する飼育者も多いようです。 

■□床材 

 ハムスターは地面と地下で活動する動物であり掘るという行動が好きな動物です。満足さ

せるほどの土を敷き詰めて飼育するのは一般家庭では困難です。せめて巣作り行動に必要

な素材を床に敷き詰めて自由に使用させてあげましょう。適当な床材を敷き詰めると器用に

自分のプライバシーを守れるねぐらをつくります。また床材は保温効果やその吸収性から排

泄物を吸着し、足や毛が汚れるのを防ぐ効果もあります。 

 保温性・吸収性が高く、掃除が簡単でもしも食べてしまった場合も安全である素材が最良の



床材ですが、さまざまな床材が市販されてはいるもののすべてにおいて満足できるものはな

かなかありません。紙製のチップ、木製のチップ、コーン製のチップ、牧草（わら）などが市販

されています。また新聞紙やティッシュペーパー、キッチンペーパーなどを利用することもでき

ますがやはり一長一短であるため、ケージ選択と同様に飼育者各々が飼育条件を検討したう

えで選択することになります。 

木製チップには針葉樹（パイン、ヒノキなど）製のものと広葉樹（ポプラなど）製のものがあり

ますが、広葉樹製は良い床材ですが入手がやや困難で、針葉樹製は入手しやすく値段が手

ごろで選択されやすい床材ではありますが、ハムスターによってはその揮発性物質に反応し

呼吸器症状やアナフィラキシーショックを起こす可能性があるので注意が必要です。 

不適切と考えられるものとしては綿や布でこれらは爪や指、足に繊維が絡まり大ケガを起

したり、飲み込んでしまって腸閉塞をおこす可能性があります。またペットシーツもかじって食

べてしまうことがありこれも吸水素材を食べることによって腸閉塞をおこすことがあります。 

■□給水器 

 ハムスターは湿気が苦手です。一般的な容器では倒して水をこぼしたり、水の入った容器

に落ちて濡れてしまったりというトラブルの可能性があります。蒸発によってケージ内に湿気

がこもる原因にもなるため給水器によって水を与えることがハムスター飼育では一般的です。

給水器とはケージ内に取り付ける水飲み用ボトルで先端の飲み口に口をつけると水が出てく

るようになっているため湿気がこもることはありません。ただし飲み口の不良によって水がこ

ぼれたり、また飲もうとしても水が出てこないといったトラブルが起こることがまれにあるため

こまめなチェックが必要です。通常は毎日ボトル内の水を入れ替えるべきなのでそのたびに

チェックしましょう。 

■□巣箱 

 ハムスターは明るい日中のほとんどを地中の巣穴の中で過ごしています。巣穴と同様に暗

くてプライバシーが守れる場所を与えてあげる必要があります。 

特に飼育され始めたばかりのハムスターは新しい環境になれず神経質になっており、大き

なストレスとなりやすいため最初から準備してあげましょう。ハムスター用に市販された巣箱

でなくてもティッシュの箱や半分に割った植木鉢などとりあえず身を隠せる場所をあげるべき

です。市販されているハムスター用の巣箱にはプラスチック製、陶器製、木製などがあります。

木製の文鳥用の巣箱なども使用できます。巣材を敷き詰めて寝場所が作れるように体の２～

３倍の広さがあると良いでしょう。ハムスターは前述した床材を巣材として利用します。 

■□その他 

◇トイレ 

 ハムスターは決まった場所に排泄する習性があるためそれを利用してトイレのしつけが可

能です。トイレを覚えると掃除が簡単でケージ内を衛生的に保ちやすくなります。市販されて

いるハムスター用のトイレやその他倒れにくく安定した容器を利用し、ハムスターが好んで排

泄する場所に設置します。 



◇かじり木 

 ハムスターの切歯は生涯伸びつづける（これを常生歯という）ため、適度に磨耗する機会が

必要です。固形飼料や殻つきの種子を食べることによっても磨耗しますが、自由にかじれる

木を与えることでなによりもかじるという本来の習性を満足させストレスの発散になるかもしれ

ません。 

◇回し車 

 野生のハムスターと違い、制限されたケージ内で飼育されるハムスターは運動不足と栄養

過剰のため肥満になりやすい傾向があります。走り回れる十分なスペースのないケージで飼

育する場合、回し車は運動不足の解消になるでしょう。しかし回している最中に足を挟んで骨

折したり、回転についていけなくなって弾き飛ばされたり、回し車とケージの間に挟まったりと

トラブルがおこることもあるため注意が必要です。 

 

食餌管理 

 良質なハムスター用ペレット（固形飼料）はそれと水だけで十分な栄養が確保できるように

製造されています。しかし本来雑食性であるハムスターの習性を満足させる、あるいは人との

コミュニケーションの道具として副食を与えるのは良いことかもしれません（賛否両論）。ただ

し飼育下では肥満傾向にあるため与える内容は十分検討すべきです。 

■□主食 

さまざまなものがハムスター用として市販されていますが良質なものを選択するポイントは

賞味期限や製造年月日、原材料、栄養成分が明記されていることで、着色料や保存料が使

われておらず、ナッツ類やヒマワリの種などがミックスされていないもの、ある程度の固さがあ

るものを選びましょう。ハムスター用ペレットを１日量として体重の約５～１０％与えます。ゴー

ルデンハムスターなら１０～１５ｇぐらい、ドワーフ種なら３～４ｇぐらいになります。 

■□副食 

 雑食性ですが草食傾向の強い動物なので基本的には植物性のものを選択します。さまざま

な野菜や果物、穀類などを与えることができます。ヒマワリの種やピーナッツが大好物ですが

高カロリーであるため与えすぎには注意しましょう。 

 タマネギやナガネギ類は赤血球を破壊する成分を含むため与えてはいけません。チョコレ

ートやコーヒー、お茶などはカフェイン中毒を起こすことがあるため注意が必要です。その他

ニラやニンニク、アボガドなども与えてはいけないといわれています。 

野生のハムスターは昆虫などを食べることもあるようで、肉、魚、チーズ、卵、粉ミルクなど

の動物質を与えることも可能ではありますが極少量にとどめるべきであり、特に与える必要も

ありません。 

ハムスターは食物を頬袋に入れて巣穴に運び貯蔵する習性があるため、腐りやすい食品

の与えすぎにも注意が必要です。また粘着性の高い菓子類は頬袋を詰まらせる原因となる

ため与えないようにしましょう。 



ハムスターとの接し方（遊び方） 

 ハムスターはおとなしく人に馴れやすい動物ですが、本来天敵に襲われる弱い立場の動物

であるため、優しく接する必要があります。急に大きな声で話しかけたり、わしづかみにしよう

とすると恐怖心をあおります。危機感から人の手を咬むことがあるでしょうが、そのような状況

を繰り返すことによって咬むことが習慣的になってしまわないように注意が必要です。 

■□ハムスターと遊ぶ手順 

 ①優しく声をかける（人であることを認識させる） 

 ②そっと手を近づける 

 ③手のひらにすくうように乗せる（絶対にわしづかみにしない！） 

 ④嫌がっているようなら無理に遊ぼうとしない 

  *寝ているときや食事中はさわられるのをいやがります（当然ですが…） 

 

 



小鳥の飼い方 

 

セキセイインコおよび文鳥について 

■□セキセイインコ 

原産国は、オーストラリア大陸です。草の実や若芽を食べるため多くは草原、乾燥地帯に

住んでいます。他の鳥（文鳥）に比べて水浴びは少ないです。本来群れで生活しているため

寂しがり屋で人にもよく馴れます。 

雌雄判別の仕方は、並セキセイであれば嘴の根元にあるろう膜が、雄では青く、雌では薄い

茶色から肌色をしています。しかし、品種によっては異なることもあり、またホルモンの病気に

よってはろう膜の色が変色することもあるため一概には判別できません。判別のためには普

段から鳥の行動（繁殖行動など）を注意してよく観察しましょう。寿命は約１０年と言われてい

ます。 

■□文鳥 

原産国は、アジア、インドネシアです。平野に住み雑草の種子類を主食とし穀類も食べて

います。水浴びが大好きで性格は勝ち気です。 

雌雄判別の仕方は雄の方が目の周りの赤いリングが赤く濃くて、嘴も盛り上がっています。ま

たジャンピングしたりよくさえずります。判別には外見だけではなく行動もよく観察しましょう。

寿命は約１０年といわれています。 

 

ケージ（鳥かご）の選び方 

 飼育の仕方によってどんな鳥かごが必要か変わってきます。観賞用であれば、運動不足に

ならないようになるべく広いケージ、手乗りであれば、毎日かごから出せるためそれほど広く

なくても大丈夫ですが、鳥が翼を広げてもケージの中でぶつからず上下 2本の止まり木を移

動できる広さが必要です。屋外で飼育するときは禽舎という大型の飼育ケージを作ります。住

みやすそうで、危険がなく世話がしやすいレイアウトにしましょう。 

 

ケージの中に必要な物 

■□エサ入れ･水入れ 

固定出来る物か、ひっくり返せない安定している物を選びます。 

■□止まり木 

太すぎたり細すぎたりせず、鳥のサイズに合った物を選びます。自然の木を使用する場合

は木の毒性を調べ熱湯消毒してから使用しましょう。 



■□巣箱 

巣引きする（繁殖させる）気がなければ特に必要はありません。 

■□おもちゃ 

鳥のストレス解消に良いが、発情などの問題行動をおこすこともあり、必ずしも必要とはい 

えない。 

 

ケージの置き場所 

ケージの置き場所が悪ければケガや病気になったり、ストレスを小鳥に与えてしまいます。 

■□適した場所                                                                

*日当たりが良くて、風通しのいいところで大きな物音がしないところ 

*少し高いところ 

*カラスや猫などの外敵に襲われないところ 

*小鳥が安全に快適に過ごせる場所を探しましょう 

■□×ダメな場所 

*直射日光が当たるところ 

*すきま風のはいる窓際や寒暖の差が激しいところ 

*日当たりが悪かったり、湿っぽいところ 

*出入り口に近かったり騒がしいところ 

*エアコンから直接風があたるところ 

 

食餌について 

■□主食 

◇穀物種子 

混合エサが一般的で殻付きと殻をむいたエサがあります。むきエサは掃除が楽という利点

がありますが殻付きより栄養価が低いため殻付きをあげるようにして下さい。緑や赤などに着

色されたエサも避けてください。また、カナリーシードだけ増量したり、ひまわりの種、麻の実、

サフラワーなどの油種子を常食させないよう注意しましょう。 

◇ペレット 

ペレットはそれだけで必要な栄養がすべて摂取できるようにつくられた食餌です。しかし、

嗜好性が低く、種子類からの切り替えが難しいこと、高価であることが欠点であまり普及して

いません。またメーカーによっても成分の違いがあるため、良質な製品を選ばなくてはなりま

せん。しかし種子類だけではタンパク質を摂取し難いと考えられているため、ペレットを食べる

ようになることで栄養的により良いものとなるのでチャレンジしてみると良いでしょう。すぐには



食べないので混合エサに混ぜて徐々に食べてもらえるようにしてみましょう。 

■□副食 

◇青菜 

小松菜・青梗菜・白菜などの色の濃い野菜を与えましょう。レタスやキャベツなどの野菜は

水分ばかりで、栄養価が低いためあまりよくありません。 

◇ボレー粉 

カルシウム補給のために必要です。古くなる前にこまめに取り替えましょう。 

◇塩土 

塩分とミネラルの補強になりますが、塩分を過剰に摂取しすぎると水を多く飲む事につなが

ります。過食する場合は週 1回与えましょう。ケージの床に放置しておくと糞で汚れて不衛生

になるので注意しましょう。 

■□小鳥に与えてはいけないもの 

アボガドは深刻な消化器症状を起こし死亡する例も報告されています。チョコレートやコー

ヒー、お茶も多量に摂取するとカフェイン中毒をおこす可能性があります。アルコールも少量

の摂取で具合が悪くなることがあり手乗りの鳥ではうっかり飲まれてしまわないように注意が

必要です。キャベツは過剰摂取により甲状腺の機能障害を起こすことが知られています。 

 

小鳥の健康チェック 

小鳥はぎりぎりまで病気を隠します。人間が見て分かかるほど体調が悪いと、かなり病気

は進行しています。初期の段階で病気を発見してあげる事がとても大切です。病気の兆しを

見逃さないように健康チェックをしましょう。 

■□チェックポイント 

＊羽を逆立てて膨らんでいないか？ 

＊翼をさげていないか？ 

＊嘴や足の色はよいか？ 

＊目・鼻・口の周囲はきれいか？ 

＊エサはちゃんとたべているか？ 

＊1日中寝ていないか？ 

＊肛門の周囲は汚れていないか？ 

＊便の形状に異常はないか？ 

＊変な音を出していないか？ 

 



季節によって注意してあげたいこと 

■□梅雨 

セキセイインコは、１年中少しずつ換羽しているためあまり関係ありませんが、文鳥は 1年

に1度４月～6月のこの時期に羽が抜け換わります。とても体力を消耗するので体調を崩しや

すく、この頃の水浴びも少し止めておきましょう。羽毛の生えそろっていない状態で水浴びし

てしまうと、体温を下げてしまいます。 

■□夏 

エサや水の傷みが早く、カビが生えてしまうこともあるので、特に衛生面には気をつけまし

ょう。 

■□冬 

◇幼鳥・老鳥などは抵抗力もあまりないのでどうして体調を崩しやすいです。 

◇雌は卵を産むとき卵詰まりになることがあります（卵の産みすぎで栄養不足であったり、偏

ったエサばかり食べたりなど）。 

◇寒さに十分注意し、風が直接吹き込まないようにしましょう。 

*１年中屋外でも帰るほどですから、寒さ暑さには強いといえますが、それでも真夏の３５℃以

上や真冬の０℃以下はまいってしまいます。 

     

 

 

 


