
＜ツキノワグマの行動調査＞

野生動物を「知る」 ～ ～

野生動物について「伝える」 ～ ～

＜帰還困難区域のイノシシの調査＞

環境創造センター研究部や県庁自然保護課と
連携し、野生動物における放射性物質の動態の
把握や野生鳥獣の保護管理を行うためのデータ
を蓄積しています。

罠に掛かったツキノワグマを眠らせ、GPS
発信器のついた首輪を一定期間装着して、
行動範囲を調査しています。

野生生物共生センターってどんなところ？
野生生物共生センターでは、野生動物について「知る」「伝える」「護る」「適正な関係を保つ」ため
の活動をしています。

＜環境学習会＞
毎年度、福島の生物多様性の保全につい
て学べる環境学習会を開催しています。

専門家からいろいろな話を聞ける楽しい
学習会です。
今年度の開催日は後日、センターのホーム
ページでお知らせします。

＜ワークショップ＞

缶詰の空き缶を利用して、自分だけの
オリジナルクマ鈴を作るワークショップを
実施しています！

来館者は誰でも参加できます。
（毎週月曜日 休館日）

＜展 示＞
展示室では、生物多様性や野生動物の生態について動物のはく製を見ながら学ぶことが
できるほか、復帰訓練中の動物の観察を行うことができます。

生物多様性コーナー はく製展示の写真 観察コーナー

まも



野生動物と「適正な関係を保つ」～ ～

野生動物を「護る」 ～ ～

人間活動の影響（交通事故や窓ガラス衝突など）により、
ケガをした野生鳥獣を保護し、再び野生へ帰すための活動
を行っています。

交通事故にあったタヌキ

※救護対象外となる鳥獣もいます。

稲見専門獣医技師

○ 野生動物救護に関することは、遠慮なくご連絡ください。

○ 保護・治療が必要か、経過観察か、など対応について
お答えします。

搬送

①発見・通報 ⑤野生復帰④リハビリテーション③治療・看護②保護

大まかな流れ

＜野生動物由来の感染症の調査＞
ゆらい

衰弱した野鳥の高原病性鳥インフルエンザ
の検査などを行っています。

＜クマ出没情報のマップ化＞

市町村等から出没・被害データを収集・整理し

地図上に表示、対策会議等で提示しています。

※青色のピンは目撃情報、
橙色は人身被害情報

＜危機対応＞

イノシシ用の罠に掛かって
しまったニホンカモシカ

野生動物の市街地出没や錯誤捕獲に際し、
市町村や自然保護課の要請に応じて麻酔銃
等による対応を行っています。

ツキノワグマ目撃情報は、

県自然保護課のHPでご確

認いただけます。



ハヤブサ看護のここが大変！

3、飛ぶスピードが速すぎる

２、プライドが高い

１、物を掴む力が強い

搬入される野生動物は鳥類とほ乳類がありますが、鳥類はハクチョウ、ツバメ、ノスリ、ハヤブサなど
たくさんの種類が搬入されます。

救護原因は交通事故や窓ガラス・電線等への衝突、ネズミとりもちの付着等があります。

ハヤブサは、鳥全体のなかで飛行速度が最も
速い部類になります。そのため、リハビリを行
うときは広い空間で行います。

ハヤブサなどの猛禽類は、獲物を確実に掴む
ために、頑丈な大きいあしを持ちます。掴まれ
てケガをしないよう細心の注意を払います。

食物連鎖の最上位に位置しているだけあって、
とてもプライドが高いです。人間がエサを与え
ても、食べてくれないときもしばしば・・・。

里山で生まれ育ったので野生生物が身近にいました。
特に野鳥に興味があり「どんな鳥が好き？」という質問
にいつも答えが出せません。全鳥類が愛しいです。1日
の半分は鳥のことを考えています。

野生動物管理員の仕事 （鳥類編）

＜ノスリの給餌＞

エサの準備

仕事の大部分は動物の看護になります。
その中でも動物のエサを作ることは、とても
大事な仕事です。管理員は、それぞれの個体
ごとに食べるエサを考え給餌を行います。

動かないように保定する
（押さえる）ことが、難しい！

自分で食べることができ
ないため、強制的にエサを
与えています

＜鳥の訓練場を作製！＞

ケガが治った動物の野生へ帰るためのリハビリ
も重要な仕事です。
管理員は、動物の特性を考慮した訓練場を

試行錯誤しながら考えています。

リハビリが上手くいかなけ
れば野生復帰できないため、
真剣です。

鳥が留まる木をどのよ
うに配置しようかな？

鳥類の看護の中で、特に大変なのが、猛禽類の看護！
今回は、猛禽類のなかでもハヤブサを例に紹介します。

佐久間 野生動物管理員

野生動物にとってケガを負うという事は死に近づくと
いう事。そして人間に保護されるという事は相当なスト
レスとなります。少しでも痛みを和らげ、過ごしやすい
環境をつくりたいという思いでいっぱいです。
私たち管理員は野生動物に好かれてはいけません。本

来の「人間との距離」を保ちながら治療やリハビリを
行っています。

どういう思いで仕事をしていますか？

普段どんなことに興味を持っていますか？

野生動物管理員の声

野生生物共生センターには、傷ついた野生動物が年間約２５０体搬入されます。
きゅうじ

傷ついた動物の看護や給餌、野生へ帰るためのリハビリを行っているのが、野生動物管理員です。

そんな野生動物管理員の仕事を鳥類編とほ乳類編に分けてご紹介します。

つか

もうきん



毎年１１月から１２月にかけて、センターに
「海鳥が飛べずにいる」と連絡が入ります。
保護地は全て会津・中通り地方。一体何が起
きているのでしょうか。

山越えをするオオミズナギドリ

オオミズナギドリは全長約５０㎝、羽を広げると１２０㎝にもなる海鳥です。

春に日本近海の小島で繁殖し、秋にフィリピン近海などで越冬します。繁殖期に巣にいる時間以外は生涯、海上

で生活しています。

細長い翼でグライダーのように風をとらえ、海面すれすれを滑るように飛びます。その様子が薙刀(なぎなた)で

水を切るように見えることから「大水薙鳥(おおみずなぎどり)」と名前が付いたと言われています。

令和３年度はオオミズナギドリの保護数が８羽で比較的多い年でした。保護地は全て会津地方でした。そして全

て巣立ったばかりの幼鳥でした。ここで謎が生まれます。「海鳥であるオオミズナギドリが、なぜ内陸で保護され

たのでしょうか。」

写真１ 入院時

目立った外傷はなく衰弱していることが多いです
図1 令和３年度 オオミズナギドリの保護地 ●

オオミズナギドリは今まで台風などの強風で内陸に飛ばされて落下していると考えられていました。しかし最近

の研究で幼鳥は南の越冬地へ向かうために山越えをするルートを選択していることが分かりました。

親鳥は安全のため遠回りでも海上のルートで先に越冬地へ向かいます。

しかし残された幼鳥たちは経験がなく山越えをして越冬地へ向かいます。

ルートは年によって変わりますが、令和３年度保護されたオオミズナギ

ドリは新潟県粟島で巣立ち、会津地方を通るルートを選択していたと考え

られます。

粟島

また、オオミズナギドリは長距離飛行をするために筋肉や脂肪を落とし

て体をより軽くなるよう進化してきたといわれています。そのため斜面や

高い場所から落下する加速を利用しないと上手く飛び立てません。

写真２ 放鳥時

令和３年度はいわき市塩屋崎灯台から放鳥しました

つまり謎の答えは「オオミズナギドリの幼鳥が山越えをしている途中に

何らかの原因で地上に落下し、飛び立てずにいた」となります。

まだまだ謎が多い野生動物。日々解明される動物の生態を考慮して適切な救護活動を行っています。

あわしま

佐久間野生動物管理員のレポートです。



搬入されてくるほ乳類は、タヌキやニホンカモシカ、ムササビなどですが、その8割以上はタヌキです。

タヌキ看護のここが大変！

タヌキの救護原因の多くは、交通事故と疥癬症という病気によるものです。

＜疥癬症のタヌキを野生復帰！＞

ほ乳類の野生復帰訓練の例として、ムササビの
復帰訓練の様子を紹介します。

他のタヌキにうつさないよう
に、防護服を着て対応します。

疥癬症とは、ダニが原因で発生する皮膚の病
気です。他のタヌキにうつさないよう、防護服
を着て対応するなど感染症対策を行っています。

皮膚がきれいにな
るまで看護します。

疥癬症で毛が抜け
た状態で搬入。

ここまで、生えてきたら
野生復帰訓練に移ります。

１、衛生面の管理

２、体調管理

３、ストレスを極力与えない

鳥類と同様、ほ乳類の場合もエサの準備や看護など
大切な仕事がたくさんあります。

疥癬症によって運ばれてきたタヌキの例です。

感染症にかかり弱ってしまうと、なかなかエ
サを食べてくれません。少しでも食べて元気に
なるように工夫しています。

疥癬症のタヌキは弱っている事が
多いです。少しでもストレスを与え
ないように配慮しています。

ムササビには、皮膜を使用
して木から木へ飛び移る習性
があります。

＜ムササビの野生復帰訓練＞

菊地 野生動物管理員

疥癬症のタヌキの看護はとても大変です！
今回は、疥癬症のタヌキの大変なポイント
を紹介します。

獣医さんと管理員さんが
ケガを治療してくれるポン！

マスコットキャラクター
あだぽん

野生動物管理員の声

野生動物管理員の仕事 （ほ乳類編）

普段は動物の身体の仕組み等に興味をもって見ています。
この角度だとどのような羽の流れになるのか、手足の運び
になるのか等・・・
また、初めて対応する動物も多いため、図鑑とにらめっ

こしながら野生で食べているものや習性について調べてい
ます。

野生動物が自己の体、能力のみで生き抜けるように、
一線引いた距離で人間の責任を果たそうと心がけています。
特に気をつけていることは、動物が人間に慣れないよう

にすることです。野生動物は人間とは異なる地域に住んで
いるため、人間との距離を考えながら仕事をしています。

どういう思いで仕事をしていますか？

普段どんなことに興味を持っていますか？

管理員は、木の間隔等
を考えながら設置してい
ます。

かいせん

かいせん

かいせん



ごめん ありがとうと
『ヒナを拾わないで！』

とは、どういうこと？

４コマ漫画 「野生動物管理員から皆さんへ」



•菊地さんの絵（クリアファイルに使用している
もの）



クマがいる目印を見つけたら注意しよう！

クマのご飯となるもの（生ごみやジュースの飲み残し）は

クマから目を離さずに、ゆっくりその場から離れる。

クマと出会わないために・・・

私たちが注意すること

クマと出会ってしまったら・・・

クマがおそってくるかもしれないので、走って逃げない。

見つけたクマが子グマでも、その場から離れましょう。

右・前足 右・後ろ足

くま棚

クマと出会ってしまったとき、どうしたらいいかな？

どうしたらクマと人間がお互いに幸せな生活を送れるのかな

クマは朝と夕方によく出るよ！

音が出るものを身につけよう！（鈴やラジオなど）

大きな声で歌うこと
もいいよ！
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似ているよ！

ちゅうい

きちんと片づける。

手をたたいたり、
て

※令和4年3月25日～令和4年7月末まで


