３１年度 活動報告書 2019 年 4 月～2020 年 3 月
NPO 法人小鳥レスキュー会
１）埼玉県内における放置または迷子（拾得物扱い）の引取り実数
（届け出当日に飼い主が見つかった件数は除外１２件）
以下 ３５件３５羽警察各署からの持ち込みがありました。
４月１２日 八王子警察署

セキセイ１

５月１８日 川口警察署

セキセイ１

６月 ９日 川口警察署

オカメ１

６月 ９日 蕨警察署

セキセイ１

６月１７日 吉川警察署

セキセイ１

６月２０日 川口警察署

セキセイ１

６月２８日 吉川警察署

オカメ１

７月 ９日 草加警察署

セキセイ１

７月２２日 越谷警察署

セキセイ１

８月 ５日 越谷警察署

セキセイ１

８月 ６日 草加警察署

セキセイ１

８月 ８日 東浦和警察署

コザクラ１

８月１３日 大宮西警察署

セキセイ１奇形放置

８月２２日 加須警察署

セキセイ１

８月２３日 草加警察署

セキセイ１

９月 ３日 川越警察署

セキセイ１

９月 ４日 川越警察署

セキセイ１

９月 ６日 浦和警察署

オカメ１

９月１９日 草加警察署

オカメ１

９月２７日 武南警察署

セキセイ１

９月３０日 川越警察署

セキセイ１

１０月４日 東浦和警察署

セキセイ１

１０月１０日 大宮警察署

セキセイ１

１１月２１日 浦和警察署

セキセイ１

１１月２２日 浦和西警察署 セキセイ１
１２月２４日 川越警察署

セキセイ１

１２月２７日 越谷警察署

セキセイ１

１月 ９日 久喜警察署

セキセイ１

１月２４日 越谷警察署

セキセイ１

２月 ４日 朝霞警察署 ベンガルワシミミズク１
２月１０日 川口警察署

セキセイ１

２月１７日 蕨警察署

セキセイ１

２月２５日 浦和東警察署

駅構内放置 サザナミインコ１

３月 ２日 吉川警察署

白文鳥１

３月 ６日 川口警察署

セキセイ１

２）埼玉県内の放置動物の引取り（警察署、役所経由紹介）
以下１７件の持ち込み引き取りがありました。
鳥類３９羽 以外１８匹 うさぎ８羽 猫２匹
放置チャボ

３羽 回収引き取り 朝霞市

放置にわとり

２羽

回収引き取り 川口市

放置にわとり

１羽

回収引き取り 越谷市

放置にわとり

２羽

回収引き取り 吉川町

放置ハムスター １匹

回収 → 発見者宅

家主死去 金魚 １２匹回収引き取り
家主入院のため セキセイ５羽 回収引き取り
家主死去のため 十姉妹５羽 セキセイ１羽
家主死去のため コザクラ２羽 ニワトリ１羽
放置 十姉妹 ９羽
派出所 飼鳩 ４件
ウズラ ２羽

回収引き取り、１羽死亡

ワカケホンセイインコ２羽 回収引き取り
テグー ２匹 回収 → 発見者宅
ヘビ １ 回収 → 発見者宅
トカゲ２
うさぎ ８羽 （さいたま市愛護センター敷地内１事件扱い）
子猫２匹
※その他 県外からの放置相談件数は２５件引き取り持込数 １２羽
３）埼玉県内における野鳥の相談及び傷病鳥の引き取り数
キジバトの相談１０件 巣立ち雛のため見守る指導

７件

傷病保護 ３羽（回復後リリース２羽・死亡１羽）

カワラバト（ドバト）の相談件数 １１４件 保護飼養対象外のため
巣立ち雛のため見守る指導 ６８件
事故または傷病 → 指導

カラス（２種）の相談件数

２２件 保護飼養対象外のため

巣立ち雛のため見守る指導 １４件
傷病保護８羽 （回復後リリース０羽・死亡２羽）
メジロの相談件数 ８件
巣立ち雛のため見守る指導 ３件
傷病保護５羽 （回復後リリース４羽・死亡１羽）
スズメの相談件数 ９件
巣立ち雛のため見守る指導 ３件
傷病保護 ６羽（回復後リリース４羽 保護宅２羽）
ムクドリの相談件数 ２０件
巣立ち雛のため見守る指導 ９件
傷病保護 １１羽（回復後リリース８羽 保護宅３羽）
ヒヨドリの相談件数 ２４件
巣立ち雛のため見守る指導 ９件
傷病保護 １５羽 （回復後リリース１０羽・死亡２羽・保護宅３羽）
ツバメ（２種）の相談件数

７件

巣立ち雛のため見守る指導 ４件
傷病保護 ３羽（回復後リリース２羽 保護宅１羽）
オナガの相談件数 ５件
巣立ち雛のため見守る指導 ２件
傷病保護 ３羽（回復後リリース２羽 保護宅１羽）
ウグイスの相談件数 ３件
巣立ち雛のため見守る指導 ０件

傷病保護 ３羽（回復後リリース２羽 保護宅１羽）

セキレイの相談件数 ４件
巣立ち雛のため見守る指導 ２件
傷病保護 ６羽（回復後リリース４羽・死亡１羽・保護宅１羽）
シジュウカラの相談件数 ２件
巣立ち雛のため見守る指導 ２件
フクロウの相談件数３件（飼い個体２件）
巣立ち雛のため見守る指導 １件
オオコノハズクの相談件数４件
傷病保護 ４羽（回復後リリース４羽）
チョウゲンボウの相談１件
傷病保護 １羽
カワラヒワの相談件数１件
傷病保護 １羽
カワセミの相談件数３件
傷病保護 ２羽（回復後リリース１羽・死亡１羽）
カルガモの相談件数２件
傷病保護 ５羽（回復後リリース５羽）
マガモの相談件数１件
傷病保護 ０羽 病院紹介１
オオミズナギドリの相談件数３件
傷病保護 ２羽（保護後 → 指定病院引き取り２羽）病院紹介１
ヒメウミクロツバメの相談件数１件

傷病保護 １羽（保護後 → 指定病院引き取り１羽）
※２０１９年秋は大型の台風通過のため、普段見られない渡り鳥の相談が
６件ほど来た。
※その他 県外からの相談 アマサギ・カモメ・イソヒヨドリ・ムシクイ他
５１件の問い合わせが来た。
遠方については自治他の環境課や指定病院に問い合わせいただくように指
導、巣立ちびなについては見守っていただくように指導している。
※カラス（２種）ドバト（カワラバト）については県外の持ち込みも含む。
４）一般からの飼い鳥についての相談と引き取り件数
引き取り相談件数９８件
実際の引き取り１４件 鳥類１１０羽 他２匹 うさぎ２羽 ハムスター２匹

十姉妹 ４件 １９羽
キンカ鳥 ２件 ３羽
文鳥 １６件 １５羽
セキセイインコ １８件 ３１羽
カナリヤ １件 １羽
コザクラインコ ６件 ７羽
タイハクオウム １件 １羽
キバタン １件１羽
ヨウム １件１羽
オカメインコ ３件３羽
ギンバト ２件２羽
伝書バト ３件 ２６羽
ハムスター ２匹
うさぎ ２匹
猫６件 愛護団体紹介
犬１件 愛護団体紹介
５）放置また手放されたペットの新しい里親を探す活動の結果
鳥類の里親への譲渡が決定した件数

鳥類 ８３羽 他８匹 うさぎ７羽を譲渡しました

鳩

１２羽

セキセイインコ ２４羽
文鳥 ２３羽
十姉妹 ９羽
キンカ鳥 ４羽
コザクラインコ ６羽
オカメインコ ４羽
うさぎ ７羽
ハムスター ２匹
テグー ２匹
爬虫類 ３匹
猛禽類 １羽
６）動物愛護法 鳥獣保護法について周知させる活動
以下のイベントを開催し、命の大切さ、生涯飼育、放置されるペットについて、
里親になるための説明や会員募集、募金活動を行った。
２０１９年５月１１日１２日 愛鳥週間イベント「鳥よ、天まで」
JR 埼京線駅前にて ハガキの配布及び募金活動
保護施設「とりの駅」公開見学会の開催
美女木１丁目会館にて 命の大切さ、活動内容のパネル展示を行った。
２０１９年７月２１日～ Twitter 再開
毎日の活動内容を発信
２０１９年８月１１日～ 屋外野鳥リハビリハウスの施工開始
２０１９年９月１１日～ 運営事務局の開設 事務局を借りる
２０１９年１１月２日３日

我孫子市ジャパンバードフェスティバル

総会については大型台風のため、延期となった。
２０１９年１２月２５日 追悼式「とりの灯」チャリティイベント開催。
７）その他の活動と成果
メディア等の取材については取材後の引き取り数や施設前の放置が増えること
から取材については断り、内部の環境やレスキュー体制を強化することに重点
をおいた年となった。
（コロナや台風の影響もあり）
関東地域の動物病院にペットの放置が犯罪であることを PR したハガキを作成し

置いて頂いたり、配布してもらった。
また毎日の活動を発信することにより、施設の現状を知っていただき、会員数
寄付とも昨年の倍になった。
県内の迷子についても１０年ぶりに再開した Twitter のおかげで飼い主発見の
数が過去最大となった。
来期は認定 NPO を目指すため、内部の管理体制の強化を目指します。
そのための一歩として、外部税理士事務所への管理の委託を依頼しました。
施設については管轄の保健所により、年１回の視察を受け、問題点があるよう
であれば更なる改善を目指します。

