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はじめに
　神奈川県自然環境保全センター（以下センター）で
は昭和53年の開設（当時自然保護センター）以来、傷
病鳥獣の保護業務を継続して行ってきた。保護点数は
県民の協力などにより年々増加傾向にあり、近年は
900件程度にも及んでいる。保護された鳥獣は動物名、
保護場所、保護状況、保護原因と言った基礎的情報に
ついて取りまとめを行っており、これらの情報は、県
内の野生動物の保護施策に利用できるばかりでなく、
生態学的考察にも重要なものとして活用できると考え
られており、小田・森村（2000）によって1999年の
記録が報告されている。今回、2000年 1月 1日から
2001年 12月 31日までにセンターに保護された傷病
鳥獣の記録について取りまとめたので報告する。

取りまとめ結果
　2000年の保護実績を表１、2001年の保護実績を表
２に示した。
　2000年１月１日から12月 31日までの保護実績は
鳥類84種750件、ほ乳類12種101件、合計96種851
件であった。
　2000年の保護記録のうち、センター初記録のものは
オオハム、チゴハヤブサ、ヤマヒバリ、ベニマシコで
あった。
　また、数は少ないが、天然記念物であるヤマネ（６
例目）や、オオタカ、コアジサシ、ハイイロウミツバ
メ（２例目）シロハラミズナギドリ（３例目）、マミチャ
ジナイ（３例目）、オカヨシガモ（２例目）などが保護
されてきた。
　一方、2001年１月１日から12月 31日までの保護
実績は鳥類75種712件、ほ乳類10種158件、合計85
種870件であった。
　このうち、センター初記録のものはツキノワグマ、
ケアシノスリ、ケリが挙げられる。
　また、ミゾゴイや、ハヤブサ、ヤマセミ、ハイタカ、

ツミ、フルマカモメといった希少な種も保護されてき
ている。
　センターで傷病鳥獣を受け入れるようになって24
年が経つが、いまだに多くのセンター初記録の鳥獣が
保護されてきていることになる。
　2000年と2001年の保護状況について比較してみる
と、哺乳類ではニホンジカが11件から65件へと急増
している。
　この原因としては例年と比べて雪が多く山間部で衰
弱死した個体が多かった事と、調査研究のため、野外
で死亡している個体のサンプリングを積極的に行った
ことによる。
　調査研究のためのサンプリングは今後、傷病鳥獣保
護記録とは切り離して記録していく事を検討してい
る。
　また、ムササビが増加しているが、両年とも巣から
落ちてしまった幼獣が主な原因で、2001年はこの他に
屋根裏に住み着かれた親を追い出して幼獣が取り残さ
れたケースが２例と一時的に人に飼われた痕跡のある
ケースが１例あった。
　最近、問題になってきたのがアライグマの被害が多
発している地域からのハクビシンの搬入である。
　これまで、罠にかかった個体で健康なものはその場
で放逐し、疥癬症の認められるものは傷病鳥獣として
保護してきた。
　しかし、近年生息域の拡大と共に生活被害が増大
し、同じく生活被害が深刻化している移入動物である
アライグマの罠にハクビシンがかかるケースが多発し
ている。
　市街地に出没するサルの問題と合わせて有害鳥獣と
して捕獲された個体をどう取り扱っていけばよいのか
今後検討していく必要があると思う。
　鳥類では最近のツバメ、イワツバメが多い割にコシ
アカツバメが少ないという傾向が続いており、スズメ
が減少し、キジバト、ドバトが増加した。
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鳥類哺乳類 動物名 計 鳥類哺乳類 動物名 計
鳥類 アオサギ 1 鳥類 タシギ 2

アオバズク 5 タマシギ 1
アオバト 3 チゴハヤブサ 1
アカエリヒレアシシギ 2 チュウサギ 3
アカハラ 1 チョウゲンボウ 10
アマサギ 3 ツグミ 4
イカル 1 ツツドリ 3
イソヒヨドリ 1 ツバメ 85
イワツバメ 26 ツミ 2
ウグイス 2 ドバト 45
ウミネコ 6 トビ 13
オオコノハズク 2 トラツグミ 2
オオセグロカモメ 1 ノスリ 3
オオタカ 8 ハイイロウミツバメ 1
オオハム 1 ハイタカ 1
オオミズナギドリ 3 ハクセキレイ 11
オオルリ 2 ハシブトガラス 12
オカヨシガモ 1 ハシボソガラス 12
オシドリ 1 ヒバリ 1
オナガ 7 ヒメアマツバメ 1
カルガモ 33 ヒヨドリ 60
カワウ 2 フクロウ 7
カワガラス 1 ベニマシコ 1
カワセミ 10 ホオジロ 2
カワラヒワ 6 マミチャジナイ 1
キジ 4 ムクドリ 44
キジバト 74 メジロ 26
キセキレイ 2 モズ 1
キビタキ 2 ヤブサメ 1
クイナ 2 ヤマガラ 3
クロジ 1 ヤマシギ 2
クロツグミ 4 ヤマドリ 3
コアジサシ 1 ヤマヒバリ 1
ゴイサギ 13 ヨシゴイ 1
コゲラ 4 ヨタカ 1
コサギ 5 鳥類 計 750
コシアカツバメ 3 哺乳類 アナグマ 6
ゴジュウカラ 1 アブラコウモリ 17
コジュケイ 7 イタチ 1
コチドリ 1 キツネ 2
ササゴイ 1 タヌキ 32
サシバ 1 テン 1
シジュウカラ 15 ニホンザル 5
シロハラミズナギドリ 1 ニホンジカ 11
スズメ 94 ノウサギ 1
セグロカモメ 2 ハクビシン 19
セグロセキレイ 11 ムササビ 5
センダイムシクイ 1 ヤマネ 1
ダイサギ 4 哺乳類 計 101

総計 851

表１　2000年保護実績
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鳥類哺乳類 動物名 計 鳥類哺乳類 動物名 計
鳥類 アオサギ 1 鳥類 タシギ 1

アオバズク 2 チュウサギ 2
アオバト 3 チョウゲンボウ 5
アカエリヒレアシシギ 1 ツグミ 7
イカル 1 ツツドリ 3
イソヒヨドリ 1 ツバメ 88
イワツバメ 27 ツミ 5
ウグイス 1 ドバト 71
ウミネコ 4 トビ 13
オオコノハズク 2 ハイタカ 2
オオタカ 9 ハクセキレイ 6
オオバン 1 ハシブトガラス 15
オオミズナギドリ 2 ハシボソガラス 10
オオヨシキリ 1 ハシボソミズナギドリ 4
オオルリ 1 ハヤブサ 2
オシドリ 1 バン 2
オナガ 12 ヒバリ 1
オナガガモ 1 ヒメアマツバメ 3
カシラダカ 1 ヒヨドリ 49
カルガモ 22 ビンズイ 1
カワセミ 5 フクロウ 5
カワラヒワ 14 フルマカモメ 2
キジ 4 マガモ 1
キジバト 82 ミゾゴイ 2
キビタキ 1 ムクドリ 47
クロツグミ 1 メジロ 16
ケアシノスリ 1 ヤマシギ 1
ケリ 1 ヤマセミ 1
コアジサシ 1 ユリカモメ 4
ゴイサギ 18 ヨシゴイ 1
コガモ 2 ルリビタキ 1
コゲラ 4 鳥類 計 712
コサギ 4 哺乳類 アナグマ 5
コシアカツバメ 1 アブラコウモリ 8
コジュケイ 3 タヌキ 40
コチドリ 1 ツキノワグマ 1
ササゴイ 3 ニホンカモシカ 3
シジュウカラ 16 ニホンジカ 65
シメ 1 ノウサギ 1
ジョウビタキ 1 ハクビシン 25
シロハラ 4 ヒナコウモリ 1
スズメ 75 ムササビ 9
セグロセキレイ 1 哺乳類 計 158
ダイサギ 3 総計 870

表２　2001年保護実績
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保護原因 鳥類 哺乳類 総計
その他 83 12 95
わな（密猟、・害獣駆除等） 8 5 13
違法飼育 27 27
記載無し 65 3 68
犬、猫等による 106 8 114
誤認保護（誘拐） 45 6 51
交通事故 31 30 61
巣から落ちる 151 7 158
中毒・汚染（鉛・農薬等） 8 8
転落・衝突 127 3 130
伝染病・寄生虫症 2 14 16
不明 84 11 95
網、釣り糸等 13 2 15
総計 750 101 851

表３　2000年保護原因別内訳

表４　2001年保護原因別内訳

　野生動物への餌付けやゴミの不始末が、疥癬症や交
通事故の大きな要因になっていると思われる。
　また、鳥類においては猫による保護原因はかなりの
割合を占めているが、人知れず猫に捕食され、命を落
としている野鳥の数は相当な数に上ることが推察され
る。
　また、直接猫に襲われていなくても、巣立ちしたヒ
ナを近所にたくさんの猫がうろついているので放すこ
とが出来ないという相談を受け、持ち込まれるケース
も多い。
　この場合、保護原因を、巣から落ちる、転落など他
の原因で集計しているが、猫が本質的な原因といえる
と思う。
　最近沖縄では移入動物が生態系を破壊するとして、
マングース以上に放逐された猫が深刻な問題になって
いる。
　移入種問題というと、アライグマやタイワンリスば
かりに目がいきがちだが、人間が野外に放した動物が
在来種を捕食している点では猫も同じであろう。
　ペットは飼い主の責任を明確化し、放逐防止措置や
普及啓発により管理を進めることが今後必要と思われ
る。

おわりに
　センターで傷病鳥獣を受け入れるようになって以
来、哺乳類で20種、鳥類で170種以上、14000件近
い傷病鳥獣が保護されてきた。
　保護件数の多さもさることながら、その種類の多さ
は多種多様な生物が生態系をかたちづくり生きていけ
るだけの自然がまだ神奈川県に残っていることの証明
でもあると思う。
　身近なところにこうした動物達が生きていける自然
が残されていることと同時に野生動物への餌付けや、
ペットの放逐によって多くの命が失われ、生態系に影
響が出ている事実を多くの人に知って頂き、豊かな神
奈川の自然を県民の皆様と共にいつまでも残していき
たいものである。

引用文献
小田慶磨・森村裕之（2000）　神奈川県立自然保護セ
ンターに保護された傷病鳥獣の記録（1999年）　神
奈川県立自然保護センター報告（17）　49－60pp．

　特にドバトは基本的に受け入れない方針にしている
にもかかわらず45件から71件に急増しており、生活
被害や生態系への影響が心配される。
　ドバトのためにも、私達人間のためにもドバトに餌
を与えないと言いう基本的なルールの徹底が必要と思
われる。
　主要な保護原因を表３、４に示した。
　鳥類では転落・衝突、巣から落ちる、犬猫による原
因が、哺乳類では伝染病・寄生虫病、交通事故、わな
（密猟・害獣駆除）が主要な原因となっている。
　哺乳類の伝染病・寄生虫病は全てタヌキとハクビシ
ンの疥癬症であった。
　また、罠については、前出のハクビシンの例が主要
な原因であった。

保護原因 鳥類 哺乳類 総計
その他 71 23 94
わな（密猟、・害獣駆除等） 9 17 26
違法飼育 2 2
記載無し 55 7 62
犬、猫等による 107 4 111
誤認保護（誘拐） 21 2 23
交通事故 25 27 52
巣から落ちる 156 5 161
中毒・汚染（鉛・農薬等） 9 9
転落・衝突 178 9 187
伝染病・寄生虫症 29 29
不明 62 35 97
網、釣り糸等 17 17
総計 712 158 870
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付表１　2000年主要鳥獣別保護状況一覧（鳥類）　　１／４

動物名 受付番号 受付年月日 性別 年齢 保護市町村 保護地域 保護原因 体重(g) 保護場所 保護状況
オオハム 000847 2000年12月23日 不明 成 二宮町 百合丘 犬、猫等による 1950 海岸 その他
ヒメアマツバメ 000769 2000年10月18日 不明 成 藤沢市 転落・衝突 25.6 道路 うつぶせ
ツツドリ 000715 2000年9月20日 不明 幼 厚木市 水引 転落・衝突 138 その他 座っていた
ツツドリ 000761 2000年10月16日 不明 不明 秦野市 曽屋 不明 114 その他 うつぶせ
ツツドリ 000762 2000年10月17日 不明 成 秦野市 曽屋3丁目 不明 その他 座っていた
オカヨシガモ 000010 2000年1月16日 オス 成 横浜市 金沢区並木 不明 930 川の中 横たわっていた
オシドリ 000733 2000年9月30日 メス 成 津久井町 太井 不明 360 自宅の庭 座っていた
キジ 000135 2000年4月13日 オス 成 小田原市 風祭 転落・衝突 自宅の庭 座っていた
キジ 000170 2000年5月7日 メス 成 愛川町 半原 その他 900 その他 記載無し
キジ 000323 2000年6月8日 不明 不明 山北町 玄倉 その他 記載無し 記載無し
キジ 000830 2000年12月2日 メス 成 海老名市 今里 転落・衝突 605 自宅の庭 うつぶせ
コジュケイ 000115 2000年3月21日 オス 成 横浜市 中区寿町 巣から落ちる その他 記載無し
コジュケイ 000116 2000年3月21日 不明 成 海老名市 国分南 犬、猫等による 自宅の庭 うつぶせ
コジュケイ 000150 2000年4月24日 不明 成 厚木市 船子 犬、猫等による 271 その他 横たわっていた
コジュケイ 000312 2000年6月6日 不明 成 秦野市 下大槻 犬、猫等による 312 その他 座っていた
コジュケイ 000382 2000年6月19日 メス 成 県外 町田市 不明 202 道路 その他
コジュケイ 000454 2000年7月8日 メス 成 厚木市 七沢？ 犬、猫等による その他 その他
コジュケイ 000713 2000年9月19日 不明 幼 津久井町 又野 犬、猫等による 71.5 自宅の庭 うつぶせ
ヤマドリ 000149 2000年4月24日 オス 成 城山町 川尻 転落・衝突 940 その他 その他
ヤマドリ 000189 2000年5月9日 オス 成 山北町 玄倉 記載無し 960 自宅の庭 うつぶせ
ヤマドリ 000343 2000年6月12日 メス 成 厚木市 上荻野 その他 700 その他 その他
コゲラ 000030 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 19
コゲラ 000246 2000年5月25日 メス 成 秦野市 東田原 転落・衝突 19.4 その他 横たわっていた
コゲラ 000256 2000年5月28日 不明 幼 県外 道志村 不明 その他 立っていた
コゲラ 000371 2000年6月17日 オス 幼 厚木市 鳶尾 記載無し 20.2 その他 うつぶせ
アオサギ 000785 2000年10月27日 不明 成 小田原市 根府川 転落・衝突 1500 その他 立っていた
アマサギ 000024 2000年1月24日 不明 成 伊勢原市 小稲葉 犬、猫等による 360 自宅の庭 記載無し
アマサギ 000226 2000年5月21日 不明 成 厚木市 妻田東 転落・衝突 自宅 立っていた
アマサギ 000294 2000年6月4日 不明 成 相模原市 大野台 転落・衝突 400 道路 その他
ゴイサギ 000003 2000年1月6日 不明 幼 海老名市 杉久保 犬、猫等による 自宅の庭 座っていた
ゴイサギ 000063 2000年2月5日 不明 幼 伊勢原市 岡崎 誤認保護（誘拐） 300 その他 記載無し
ゴイサギ 000072 2000年2月13日 不明 幼 茅ヶ崎市 十間坂 犬、猫等による 480 川の中 うつぶせ
ゴイサギ 000352 2000年6月15日 不明 成 小田原市 中曽根 転落・衝突 640 自宅の庭 立っていた
ゴイサギ 000414 2000年7月1日 不明 幼 大和市 上草柳 誤認保護（誘拐） 380 その他 立っていた
ゴイサギ 000413 2000年7月1日 不明 成 海老名市 門沢橋 不明 道路 立っていた
ゴイサギ 000457 2000年7月9日 不明 幼 大磯町 国府本郷 その他 530 道路 横たわっていた
ゴイサギ 000597 2000年8月8日 不明 幼 平塚市 東豊田 交通事故 381.5 道路 うつぶせ
ゴイサギ 000682 2000年9月5日 不明 成 小田原市 飯泉 転落・衝突 580 道路 座っていた
ゴイサギ 000684 2000年9月5日 不明 幼 海老名市 今里 不明 その他 立っていた
ゴイサギ 000722 2000年9月26日 不明 幼 藤沢市 西俣野 転落・衝突 道路 座っていた
ゴイサギ 000771 2000年10月20日 不明 成 小田原市 南町 転落・衝突 530 自宅の庭 座っていた
ゴイサギ 000836 2000年12月7日 不明 幼 海老名市 今里 記載無し 川の中 立っていた
コサギ 000102 2000年3月8日 不明 成 小田原市 蓮正寺 不明 530 道路 記載無し
コサギ 000704 2000年9月15日 不明 成 伊勢原市 高森 転落・衝突 490 道路 その他
コサギ 000707 2000年9月16日 不明 幼 平塚市 河内 転落・衝突 400 その他 横たわっていた
コサギ 000804 2000年11月10日 不明 成 厚木市 酒井 転落・衝突 310 その他 立っていた
コサギ 000834 2000年12月6日 不明 成 南足柄市 タケマツ 犬、猫等による 490 その他 その他
ササゴイ 000644 2000年8月24日 不明 幼 寒川町 記載無し 110 道路 うつぶせ
ダイサギ 000094 2000年3月1日 不明 成 小田原市 下河原 不明 その他 立っていた
ダイサギ 000114 2000年3月21日 不明 成 厚木市 旭町 転落・衝突 その他 横たわっていた
ダイサギ 000559 2000年7月30日 不明 成 伊勢原市 下谷 不明 道路 座っていた
ダイサギ 000842 2000年12月18日 不明 成 厚木市 飯山 転落・衝突 650 川の中 仰向け
チュウサギ 000625 2000年8月14日 不明 幼 寒川町 倉見 交通事故 355 側溝の中 座っていた
チュウサギ 000653 2000年8月26日 不明 幼 小田原市 千代 不明 その他 横たわっていた
チュウサギ 000672 2000年9月2日 不明 幼 厚木市 愛甲 転落・衝突 440 その他 座っていた
ヨシゴイ 000723 2000年9月26日 不明 成 綾瀬市 深谷 転落・衝突 99 自宅の庭 座っていた
イカル 000838 2000年12月11日 不明 成 厚木市 七沢 転落・衝突 73 自宅の庭 仰向け
カワラヒワ 000157 2000年4月29日 不明 幼 厚木市 岡田 巣から落ちる 11.4 道路 その他
カワラヒワ 000286 2000年6月3日 不明 幼 厚木市 中町 誤認保護（誘拐） その他 座っていた
カワラヒワ 000631 2000年8月16日 不明 幼 相模原市 上矢部 誤認保護（誘拐） 自宅の庭 その他
カワラヒワ 000651 2000年8月25日 不明 幼 県外 東京都狛江市和泉本 不明 16 その他 座っていた
カワラヒワ 000727 2000年9月28日 不明 成 藤沢市 大庭 記載無し 13.2 その他 うつぶせ
カワラヒワ 000730 2000年9月30日 不明 成 平塚市 万田 記載無し 19 自宅の庭 その他
ベニマシコ 000047 2000年1月27日 オス 成 藤沢市 本町 違法飼育 15
ヤマヒバリ 000027 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 18
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動物名 受付番号 受付年月日 性別 年齢 保護市町村 保護地域 保護原因 体重(g) 保護場所 保護状況
オナガ 000007 2000年1月9日 不明 成 平塚市 達上ヶ丘 不明 59.5 自宅の庭 座っていた
オナガ 000341 2000年6月12日 不明 成 平塚市 榎木町 交通事故 67 道路 立っていた
オナガ 000368 2000年6月17日 不明 成 平塚市 四之宮 転落・衝突 85 道路 横たわっていた
オナガ 000487 2000年7月15日 不明 幼 大和市 中央林間 誤認保護（誘拐） 道路 立っていた
オナガ 000522 2000年7月21日 不明 幼 藤沢市 大庭 巣から落ちる 67 道路 記載無し
オナガ 000553 2000年7月28日 不明 幼 平塚市 諏訪町 巣から落ちる 57 その他 座っていた
オナガ 000614 2000年8月11日 不明 成 川崎市 麻生区上麻生 交通事故 72.1 道路 その他
カワガラス 000554 2000年7月28日 不明 幼 津久井町 青野原 網、釣り糸等 81 川の中 立っていた
ゴジュウカラ 000048 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 24
シジュウカラ 000033 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 14
シジュウカラ 000040 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 14
シジュウカラ 000039 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 12
シジュウカラ 000038 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 13
シジュウカラ 000037 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 13
シジュウカラ 000036 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 13
シジュウカラ 000034 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 15
シジュウカラ 000032 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 14
シジュウカラ 000031 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 13
シジュウカラ 000035 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 15
シジュウカラ 000219 2000年5月19日 不明 幼 平塚市 天沼 誤認保護（誘拐） 9 その他 記載無し
シジュウカラ 000220 2000年5月19日 不明 幼 平塚市 天沼 誤認保護（誘拐） 10.6 その他 記載無し
シジュウカラ 000221 2000年5月19日 不明 幼 平塚市 天沼 誤認保護（誘拐） 10.8 その他 記載無し
シジュウカラ 000320 2000年6月7日 不明 幼 藤沢市 遠藤 巣から落ちる 10.6 自宅の庭 その他
シジュウカラ 000435 2000年7月4日 不明 幼 藤野町 沢井 その他 12.6 道路 その他
ヤマガラ 000028 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 16
ヤマガラ 000708 2000年9月16日 不明 成 箱根町 強羅 記載無し 16 道路 座っていた
ヤマガラ 000798 2000年11月8日 不明 成 厚木市 七沢 違法飼育 15.4 木の上 記載無し
キセキレイ 000210 2000年5月14日 オス 成 座間市 明王 転落・衝突 道路 立っていた
キセキレイ 000257 2000年5月29日 不明 幼 相模原市 大沼 誤認保護（誘拐） 12.4 道路 座っていた
セグロセキレイ 000177 2000年5月9日 不明 幼 山北町 中川 その他 その他 その他
セグロセキレイ 000178 2000年5月9日 不明 幼 山北町 中川 その他 その他 その他
セグロセキレイ 000179 2000年5月9日 不明 幼 山北町 中川 その他 その他 その他
セグロセキレイ 000180 2000年5月9日 不明 幼 山北町 中川 その他 その他 その他
セグロセキレイ 000176 2000年5月9日 不明 幼 山北町 中川 その他 その他 その他
セグロセキレイ 000175 2000年5月9日 不明 幼 山北町 中川 その他 その他 その他
セグロセキレイ 000276 2000年6月1日 不明 幼 山北町 中川 その他 5 その他 その他
セグロセキレイ 000275 2000年6月1日 不明 幼 山北町 中川 その他 4.2 その他 その他
セグロセキレイ 000274 2000年6月1日 不明 幼 山北町 中川 その他 3.9 その他 その他
セグロセキレイ 000273 2000年6月1日 不明 幼 山北町 中川 その他 2.8 その他 その他
セグロセキレイ 000277 2000年6月1日 不明 幼 山北町 中川 その他 5.2 その他 その他
ハクセキレイ 000287 2000年6月3日 不明 幼 厚木市 七沢 その他 道路 その他
ハクセキレイ 000289 2000年6月3日 オス 成 横浜市 青葉区荏田西 転落・衝突 22.4 その他 立っていた
ハクセキレイ 000298 2000年6月4日 不明 幼 海老名市 中央 20.2 その他 座っていた
ハクセキレイ 000297 2000年6月4日 不明 幼 海老名市 中央 その他 21.2 その他 座っていた
ハクセキレイ 000296 2000年6月4日 不明 幼 海老名市 中央 その他 21.4 その他 座っていた
ハクセキレイ 000295 2000年6月4日 不明 幼 海老名市 中央 その他 19.4 その他 座っていた
ハクセキレイ 000299 2000年6月4日 不明 幼 海老名市 中央 22.4 その他 座っていた
ハクセキレイ 000310 2000年6月6日 不明 幼 厚木市 記載無し 16 その他 座っていた
ハクセキレイ 000558 2000年7月30日 不明 幼 厚木市 小野 転落・衝突 22.1 自宅の庭 横たわっていた
ハクセキレイ 000588 2000年8月6日 不明 幼 厚木市 下川入 誤認保護（誘拐） 14 その他 記載無し
ハクセキレイ 000770 2000年10月19日 不明 成 鎌倉市 小町 転落・衝突 21 自宅の庭 記載無し
アカハラ 000795 2000年11月6日 オス 成 二宮町 二宮 不明 自宅の庭 記載無し
イソヒヨドリ 000423 2000年7月2日 不明 幼 厚木市 長谷 不明 54 その他 座っていた
クロツグミ 000301 2000年6月4日 不明 幼 伊勢原市 その他 41 その他 その他
クロツグミ 000366 2000年6月17日 不明 幼 箱根町 元箱根 その他 29.6 道路 座っていた
クロツグミ 000367 2000年6月17日 不明 幼 箱根町 元箱根 その他 35 道路 座っていた
クロツグミ 000365 2000年6月17日 不明 幼 箱根町 元箱根 その他 36.6 道路 座っていた
ツグミ 000103 2000年3月8日 不明 成 秦野市 曽屋 不明 74 その他 横たわっていた
ツグミ 000105 2000年3月11日 不明 成 厚木市 妻田東 不明 48 自宅の庭 立っていた
ツグミ 000118 2000年3月24日 不明 成 平塚市 寺田縄 犬、猫等による 58 自宅 立っていた
ツグミ 000122 2000年4月3日 不明 成 愛川町 角田 犬、猫等による 76 自宅の庭 うつぶせ
トラツグミ 000012 2000年1月17日 不明 成 大磯町 国府本郷 不明 155 記載無し 記載無し
トラツグミ 000806 2000年11月12日 不明 成 厚木市 七沢 転落・衝突 記載無し 立っていた
コシアカツバメ 000474 2000年7月12日 不明 幼 秦野市 下大槻団地 不明 18.9 記載無し 立っていた
コシアカツバメ 000650 2000年8月24日 不明 幼 藤沢市 片瀬 15.6 道路 座っていた
コシアカツバメ 000649 2000年8月24日 不明 幼 藤沢市 片瀬 15.6 道路 座っていた
ウグイス 000049 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 14
ウグイス 000026 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 17 記載無し 記載無し
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オオルリ 000253 2000年5月27日 オス 成 藤野町 牧野 転落・衝突 22 その他 横たわっていた
オオルリ 000645 2000年8月24日 メス 成 清川村 宮が瀬 転落・衝突 19.6 その他 座っていた
キビタキ 000751 2000年10月11日 オス 成 厚木市 田村町？ 転落・衝突 12.6 その他 座っていた
キビタキ 000791 2000年11月1日 オス 成 平塚市 平塚市御殿 転落・衝突 20.1 その他 立っていた
センダイムシクイ 000668 2000年8月31日 不明 成 厚木市 元町 転落・衝突 18.4 自宅 記載無し
マミチャジナイ 000782 2000年10月26日 メス 成 相模原市 磯部 犬、猫等による 49.3g 自宅の庭 立っていた
ヤブサメ 000146 2000年4月19日 不明 成 厚木市 七沢 不明 9 その他 うつぶせ
ヒバリ 000315 2000年6月7日 不明 幼 平塚市 岡崎 その他 21 川の中 その他
クロジ 000158 2000年4月30日 不明 成 厚木市 七沢 転落・衝突 31.8 道路 横たわっていた
ホオジロ 000776 2000年10月22日 オス 成 小田原市 曽我梅園 巣から落ちる その他 その他
ホオジロ 000777 2000年10月22日 メス 成 小田原市 曽我梅園 巣から落ちる その他 その他
メジロ 000006 2000年1月9日 不明 成 厚木市 七沢 転落・衝突 11 その他 横たわっていた
メジロ 000008 2000年1月10日 不明 成 茅ヶ崎市 菱沼 犬、猫等による 10.2 自宅の庭 座っていた
メジロ 000041 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 10
メジロ 000043 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 12
メジロ 000044 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 11
メジロ 000045 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 12
メジロ 000046 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 11
メジロ 000042 2000年1月27日 不明 成 藤沢市 本町 違法飼育 12
メジロ 000052 2000年1月29日 不明 成 相模原市 上鶴間 犬、猫等による 道路 座っていた
メジロ 000053 2000年1月30日 不明 成 厚木市 七沢 転落・衝突 12.6 その他 うつぶせ
メジロ 000064 2000年2月6日 不明 成 藤沢市 下土棚 犬、猫等による 9.5 自宅の庭 その他
メジロ 000077 2000年2月18日 不明 成 伊勢原市 高森 記載無し 9.3 自宅の庭 座っていた
メジロ 000090 2000年2月23日 不明 成 座間市 相模が丘 不明 9.7 道路 仰向け
メジロ 000098 2000年3月4日 不明 成 厚木市 旭町 犬、猫等による 道路 横たわっていた
メジロ 000123 2000年4月4日 不明 不明 平塚市 根登坂間 違法飼育 自宅の庭 座っていた
メジロ 000134 2000年4月12日 不明 成 平塚市 御殿 違法飼育 8.3 自宅の庭 記載無し
メジロ 000306 2000年6月6日 不明 幼 茅ヶ崎市 松風台 その他 8 自宅の庭 横たわっていた
メジロ 000403 2000年6月28日 不明 幼 愛川町 半原 誤認保護（誘拐） 7 道路 座っていた
メジロ 000616 2000年8月11日 不明 幼 横浜市 記載無し その他 座っていた
メジロ 000632 2000年8月17日 不明 幼 厚木市 鳶尾 交通事故 7.1 その他 うつぶせ
メジロ 000637 2000年8月18日 不明 幼 厚木市 鳶尾 巣から落ちる 6.7 その他 横たわっていた
メジロ 000694 2000年9月10日 不明 幼 藤沢市 巣から落ちる 7.0 道路 座っていた
メジロ 000703 2000年9月14日 不明 成 真鶴町 交通事故 6.3 道路 横たわっていた
メジロ 000705 2000年9月15日 不明 幼 厚木市 愛名 巣から落ちる 5.6 その他 座っていた
メジロ 000750 2000年10月10日 不明 成 厚木市 愛名 転落・衝突 12 道路 立っていた
メジロ 000841 2000年12月15日 不明 成 厚木市 七沢 不明 24 道路 座っていた
モズ 000725 2000年9月27日 不明 成 厚木市 鳶尾 不明 33.5 その他 座っていた
オオタカ 000075 2000年2月16日 オス 成 茅ヶ崎市 堤 記載無し 625 自宅の庭 立っていた
オオタカ 000081 2000年2月21日 オス 成 秦野市 東田原 600 その他 立っていた
オオタカ 000213 2000年5月15日 オス 成 海老名市 下今泉 転落・衝突 505 その他 座っていた
オオタカ 000230 2000年5月22日 メス 成 厚木市 上古沢 網、釣り糸等 690 その他 その他
オオタカ 000400 2000年6月26日 メス 幼 県外 熱海市泉 不明 620 その他 記載無し
オオタカ 000620 2000年8月11日 メス 幼 小田原市 上曽我 910 道路 座っていた
オオタカ 000660 2000年8月28日 メス 幼 大井町 高尾 網、釣り糸等 720 その他 立っていた
オオタカ 000680 2000年9月4日 オス 成 大和市 大和南 転落・衝突 410 道路 立っていた
サシバ 000154 2000年4月25日 オス 成 厚木市 船子 犬、猫等による 366 その他 記載無し
ツミ 000635 2000年8月18日 不明 成 清川村 煤が谷 転落・衝突 149 自宅の庭 横たわっていた
ツミ 000839 2000年12月11日 メス 幼 海老名市 上今泉 転落・衝突 115.5 その他 記載無し
トビ 000025 2000年1月24日 不明 成 県外 栃木県 1100
トビ 000067 2000年2月9日 不明 成 海老名市 不明 1070 その他 仰向け
トビ 000078 2000年2月18日 不明 成 平塚市 横内 転落・衝突 その他 座っていた
トビ 000099 2000年3月4日 不明 成 鎌倉市 記載無し 1030 道路 うつぶせ
トビ 000107 2000年3月13日 不明 成 藤沢市 不明 940 記載無し 記載無し
トビ 000120 2000年3月31日 不明 成 藤沢市 江ノ島 不明 900 その他 座っていた
トビ 000288 2000年6月3日 不明 成 横須賀市 転落・衝突 道路 うつぶせ
トビ 000565 2000年8月1日 不明 成 藤沢市 片瀬 犬、猫等による 870 自宅の庭 うつぶせ
トビ 000600 2000年8月8日 不明 幼 藤沢市 記載無し 道路 立っていた
トビ 000670 2000年9月1日 不明 成 相模原市 大島 網、釣り糸等 918 川の中 記載無し
トビ 000726 2000年9月27日 不明 成 平塚市 馬入 転落・衝突 1000 道路 うつぶせ
トビ 000773 2000年10月21日 不明 成 茅ヶ崎市 柳島 交通事故 1000 道路 座っていた
トビ 000781 2000年10月25日 不明 成 藤沢市 江ノ島 865g 海岸 記載無し
ノスリ 000002 2000年1月4日 不明 成 小田原市 曽我別所 その他 575 自宅の庭 立っていた
ノスリ 000061 2000年2月4日 不明 成 茅ヶ崎市 浜之郷 不明 460 道路 横たわっていた
ノスリ 000851 2000年12月26日 不明 幼 秦野市 南ヶ丘 わな（密猟、・害獣駆除等） 道路 うつぶせ
ハイタカ 000849 2000年12月23日 不明 成 厚木市 七沢 転落・衝突 250 自宅の庭 仰向け
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チゴハヤブサ 000749 2000年10月11日 不明 幼 茅ヶ崎市 本宿町 転落・衝突 176 自宅の庭 横たわっていた
チョウゲンボウ 000014 2000年1月16日 メス 成 茅ヶ崎市 浜町 不明 180 自宅の庭 横たわっていた
チョウゲンボウ 000091 2000年2月25日 オス 成 厚木市 妻田西 転落・衝突 175 その他 横たわっていた
チョウゲンボウ 000095 2000年3月2日 オス 幼 厚木市 妻田東 交通事故 174 道路 横たわっていた
チョウゲンボウ 000249 2000年5月26日 オス 幼 厚木市 鳶尾 犬、猫等による 260 道路 立っていた
チョウゲンボウ 000293 2000年6月4日 メス 幼 厚木市 関口 不明 220 その他 座っていた
チョウゲンボウ 000325 2000年6月9日 メス 幼 相模原市 大島 網、釣り糸等 192 その他 その他
チョウゲンボウ 000340 2000年6月11日 不明 幼 伊勢原市 巣から落ちる 210 その他 記載無し
チョウゲンボウ 000339 2000年6月11日 不明 幼 伊勢原市 巣から落ちる 215 その他 記載無し
チョウゲンボウ 000787 2000年10月30日 オス 成 綾瀬市 寺尾北 転落・衝突 自宅の庭 座っていた
チョウゲンボウ 000853 2000年12月28日 不明 成 海老名市 転落・衝突 275 その他 座っていた
ウミネコ 000009 2000年1月12日 不明 幼 小田原市 早川 網、釣り糸等 620 その他 記載無し
ウミネコ 000212 2000年5月15日 不明 幼 平塚市 馬入 網、釣り糸等 325 その他 座っていた
ウミネコ 000633 2000年8月17日 不明 幼 県外 宮城県女川町 交通事故 330 海岸 その他
ウミネコ 000657 2000年8月28日 不明 成 茅ヶ崎市 中海岸 交通事故 400 海岸 座っていた
ウミネコ 000801 2000年11月8日 不明 成 小田原市 網、釣り糸等 640 その他 その他
ウミネコ 000826 2000年11月27日 不明 成 小田原市 南鴨宮 転落・衝突 480 海岸 座っていた
オオセグロカモメ 000071 2000年2月11日 不明 幼 小田原市 不明 860 海岸 その他
コアジサシ 000351 2000年6月14日 不明 成 海老名市 門沢橋 転落・衝突 31.5 その他 横たわっていた
セグロカモメ 000015 2000年1月18日 不明 成 小田原市 小八幡 交通事故 1030 海岸 座っていた
セグロカモメ 000132 2000年4月11日 不明 成 二宮町 二宮 不明 860 海岸 立っていた
タシギ 000550 2000年7月28日 不明 幼 伊勢原市 笠窪 誤認保護（誘拐） 52.3 その他 うつぶせ
タシギ 000551 2000年7月28日 不明 幼 伊勢原市 笠窪 誤認保護（誘拐） 52.3 その他 うつぶせ
ヤマシギ 000772 2000年10月20日 不明 成 平塚市 大原 転落・衝突 225 その他 横たわっていた
ヤマシギ 000816 2000年11月20日 不明 成 大和市 下鶴間 犬、猫等による 275 その他 その他
タマシギ 000665 2000年8月31日 メス 幼 座間市 新田宿 不明 45.4 道路 うつぶせ
コチドリ 000322 2000年6月8日 不明 幼 相模原市 南台 その他 道路 立っていた
アカエリヒレアシシギ 000696 2000年9月12日 不明 幼 海老名市 転落・衝突 26.2 道路 うつぶせ
アカエリヒレアシシギ 000698 2000年9月13日 不明 幼 津久井町 青根地内 交通事故 28 道路 立っていた
クイナ 000719 2000年9月23日 不明 幼 相模原市 大野台 犬、猫等による 道路 座っていた
クイナ 000778 2000年10月23日 不明 幼 平塚市 転落・衝突 170 道路 横たわっていた
アオバト 000483 2000年7月14日 メス 成 山北町 玄倉 不明 159 その他 横たわっていた
アオバト 000712 2000年9月19日 メス 成 大磯町 大磯 転落・衝突 236.5 海岸 立っていた
アオバト 000789 2000年10月30日 不明 成 秦野市 並木町 犬、猫等による 164.7 自宅の庭 立っていた
アオバズク 000155 2000年4月29日 不明 成 相模原市 田名 記載無し 178 その他 座っていた
アオバズク 000185 2000年5月9日 不明 成 愛川町 田代 転落・衝突 139 自宅の庭 記載無し
アオバズク 000318 2000年6月7日 不明 成 平塚市 入野 転落・衝突 160 その他 立っていた
アオバズク 000373 2000年6月18日 不明 成 横浜市 泉区上飯田町 不明 190 道路 横たわっていた
アオバズク 000445 2000年7月7日 不明 成 厚木市 愛名 転落・衝突 自宅の庭 その他
オオコノハズク 000023 2000年1月23日 不明 不明 伊勢原市 坪ノ内 交通事故 146 道路 座っていた
オオコノハズク 000840 2000年12月14日 不明 成 南足柄市 雨坪 記載無し 210 道路 横たわっていた
フクロウ 000084 2000年2月22日 不明 成 不明 不明 道路 記載無し
フクロウ 000117 2000年3月21日 不明 成 津久井町 根小屋 犬、猫等による 590 その他 座っていた
フクロウ 000153 2000年4月25日 不明 幼 相模原市 大倉山 巣から落ちる 189 その他 その他
フクロウ 000228 2000年5月22日 不明 幼 厚木市 森の里青山 誤認保護（誘拐） その他 立っていた
フクロウ 000255 2000年5月28日 オス 成 厚木市 愛甲 網、釣り糸等 535 その他 その他
フクロウ 000797 2000年11月7日 不明 成 秦野市 平沢 その他 560 その他 横たわっていた
フクロウ 000803 2000年11月9日 不明 成 厚木市 飯山 不明 799 自宅の庭 座っていた
カワセミ 000062 2000年2月5日 オス 成 寒川町 田端 転落・衝突 27 道路 立っていた
カワセミ 000204 2000年5月13日 不明 幼 相模原市 星ヶ丘 巣から落ちる その他 横たわっていた
カワセミ 000319 2000年6月7日 オス 幼 箱根町 強羅 転落・衝突 21.4 その他 うつぶせ
カワセミ 000493 2000年7月16日 オス 幼 厚木市 金田 犬、猫等による 自宅の庭 記載無し
カワセミ 000576 2000年8月4日 不明 幼 厚木市 妻田北 わな（密猟、・害獣駆除等） 27 道路 座っていた
カワセミ 000595 2000年8月7日 不明 幼 鎌倉市 岡本 転落・衝突 その他 横たわっていた
カワセミ 000621 2000年8月12日 オス 幼 相模原市 田名 交通事故 26 道路 立っていた
カワセミ 000737 2000年10月1日 不明 成 厚木市 七沢 転落・衝突 272 その他 その他
カワセミ 000753 2000年10月8日 不明 成 愛川町 田代 転落・衝突 26.2 その他 座っていた
カワセミ 000792 2000年11月2日 メス 幼 平塚市 転落・衝突 23.6 その他 うつぶせ
カワウ 000546 2000年7月26日 不明 成 横浜市 青葉区荏子田 転落・衝突 自宅の庭 座っていた
カワウ 000808 2000年11月13日 不明 成 相模湖町 寸沢嵐沼本 転落・衝突 その他 仰向け
ハイイロウミツバメ 000022 2000年1月23日 不明 不明 三浦市 三崎町 不明 44 川の中 座っていた
オオミズナギドリ 000375 2000年6月19日 不明 成 茅ヶ崎市 中海岸 網、釣り糸等 500 海岸 その他
オオミズナギドリ 000820 2000年11月22日 不明 成 相模原市 大野台 その他 390 その他 座っていた
オオミズナギドリ 000821 2000年11月22日 不明 成 厚木市 旭町 その他 480 道路 うつぶせ
シロハラミズナギドリ 000677 2000年9月3日 不明 成 茅ヶ崎市 矢畑 93 道路 その他
ヨタカ 000732 2000年9月30日 不明 不明 平塚市 大神 転落・衝突 46 その他 うつぶせ
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動物名 受付番号 受付年月日 性別 年齢 保護場所１ 保護場所２ 保護原因 体重 保護状況１ 保護状況２

ノウサギ 000259 2000年5月29日 メス 成 厚木市 森の里 交通事故 2520 道路 横たわっていた

ニホンジカ 000054 2000年1月30日 オス 幼 秦野市 犬、猫等による その他 その他

ニホンジカ 000080 2000年2月20日 メス 成 厚木市 七沢 交通事故 その他 横たわっていた

ニホンジカ 000093 2000年2月29日 メス 幼 伊勢原市 日向 交通事故 21000 道路 横たわっていた

ニホンジカ 000112 2000年3月18日 メス 成 山北町 玄倉 転落・衝突 川の中 立っていた

ニホンジカ 000119 2000年3月30日 メス 幼 清川村 札掛 不明 川の中 横たわっていた

ニホンジカ 000160 2000年4月30日 メス 成 山北町 帚沢 転落・衝突 42000 その他 横たわっていた

ニホンジカ 000159 2000年4月30日 メス 成 山北町 帚沢 転落・衝突 48000 その他 横たわっていた

ニホンジカ 000520 2000年7月21日 不明 成 山北町 世附 交通事故 道路 横たわっていた

ニホンジカ 000731 2000年9月30日 オス 成 厚木市 小野 網、釣り糸等 76000 その他 その他

ニホンジカ 000744 2000年10月3日 オス 成 秦野市 堀山下 網、釣り糸等 41000 その他 横たわっていた

ニホンジカ 000764 2000年10月17日 成 厚木市 下荻野 交通事故 その他 横たわっていた

アブラコウモリ 000001 2000年1月4日 メス 成 綾瀬市 小園南 その他 自宅 うつぶせ

アブラコウモリ 000060 2000年2月4日 メス 成 相模原市 新磯野 犬、猫等による 5.7 自宅 うつぶせ

アブラコウモリ 000100 2000年3月5日 メス 成 茅ヶ崎市 萩園 不明 5.5 その他 横たわっていた

アブラコウモリ 000130 2000年4月8日 不明 成 相模原市 東橋本 不明 自宅の庭 仰向け

アブラコウモリ 000214 2000年5月16日 不明 成 不明 記載無し

アブラコウモリ 000224 2000年5月21日 不明 不明 茅ヶ崎市 香川 誤認保護（誘拐） 自宅 記載無し

アブラコウモリ 000321 2000年6月7日 オス 成 厚木市 山際 誤認保護（誘拐） 5 その他 うつぶせ

アブラコウモリ 000421 2000年7月2日 オス 幼 湯河原町 中央 巣から落ちる その他 うつぶせ

アブラコウモリ 000473 2000年7月12日 オス 幼 厚木市 妻田北 巣から落ちる 2.3 自宅の庭 うつぶせ

アブラコウモリ 000486 2000年7月15日 不明 幼 平塚市 河内 巣から落ちる 1.2 その他 うつぶせ

アブラコウモリ 000577 2000年8月4日 メス 幼 川崎市 中原区 その他 4.6 その他 うつぶせ

アブラコウモリ 000612 2000年8月11日 オス 幼 横浜市 鶴見区大黒埠頭 誤認保護（誘拐） 4.5 その他 その他

アブラコウモリ 000636 2000年8月18日 メス 幼 相模原市 御園 記載無し 2.8 自宅の庭 うつぶせ

アブラコウモリ 000666 2000年8月31日 メス 成 相模原市 相武台 犬、猫等による 6.3 自宅の庭 うつぶせ

アブラコウモリ 000728 2000年9月27日 オス 成 伊勢原市 高森 不明 その他 うつぶせ

アブラコウモリ 000752 2000年10月12日 オス 成 相模原市 相模台 犬、猫等による 9.4 記載無し 記載無し

アブラコウモリ 000807 2000年11月13日 オス 成 秦野市 富士見町 その他 6.2 自宅 その他

ニホンザル 000272 2000年6月1日 オス 幼 津久井町 根小屋 わな（密猟、・害獣駆除等） 自宅の庭 記載無し

ニホンザル 000521 2000年7月21日 不明 成 清川村 その他 その他 仰向け

ニホンザル 000586 2000年8月6日 オス 幼 津久井町 交通事故 2350 道路 横たわっていた

ニホンザル 000594 2000年8月7日 メス 幼 厚木市 戸田 その他 自宅の庭 その他

ニホンザル 000678 2000年9月3日 メス 成 清川村 宮ヶ瀬 交通事故 8260 道路 仰向け

アナグマ 000186 2000年5月9日 オス 成 南足柄市 関本 犬、猫等による 5430 自宅の庭 座っていた

アナグマ 000201 2000年5月12日 不明 成 清川村 宮ヶ瀬 わな（密猟、・害獣駆除等） その他 その他

アナグマ 000304 2000年6月5日 オス 幼 相模湖町 千木良 犬、猫等による 1305 道路 立っていた

アナグマ 000309 2000年6月6日 不明 成 厚木市 小野 交通事故 道路 うつぶせ

アナグマ 000404 2000年6月28日 オス 成 山北町 向原 交通事故 6700 側溝の中 うつぶせ

アナグマ 000418 2000年7月2日 オス 成 厚木市 七沢 その他 9700 道路 横たわっていた

イタチ 000497 2000年7月17日 メス 幼 平塚市 田村 犬、猫等による 71 自宅の庭 横たわっていた

テン 000790 2000年10月31日 不明 成 秦野市 戸川 交通事故 道路 横たわっていた

キツネ 000671 2000年9月1日 メス 成 清川村 煤ヶ谷 交通事故 4360 道路 横たわっていた

キツネ 000724 2000年9月27日 メス 成 津久井町 長竹 交通事故 4500 道路 横たわっていた

付表２　2000年主要鳥獣別保護状況一覧（哺乳類）　　１／２
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付表２　2000年主要鳥獣別保護状況一覧（哺乳類）　　２／２

動物名 受付番号 受付年月日 性別 年齢 保護市町村 保護地域 保護原因 体重(g) 保護場所 保護状況
タヌキ 000013 2000年1月17日 メス 成 厚木市 伝染病・寄生虫症 3240 自宅の庭 横たわっていた
タヌキ 000050 2000年1月28日 オス 成 伊勢原市 上粕屋 伝染病・寄生虫症 3700 自宅の庭 立っていた
タヌキ 000056 2000年2月1日 不明 成 綾瀬市 早川 伝染病・寄生虫症 2560 自宅の庭 座っていた
タヌキ 000074 2000年2月14日 メス 幼 寒川町 一之宮 伝染病・寄生虫症 3900 その他 その他
タヌキ 000088 2000年2月23日 不明 成 大井町 高屋 交通事故 4280 道路 横たわっていた
タヌキ 000101 2000年3月5日 不明 成 厚木市 棚沢 伝染病・寄生虫症 その他 座っていた
タヌキ 000108 2000年3月13日 オス 成 茅ヶ崎市 交通事故 3700 側溝の中 横たわっていた
タヌキ 000113 2000年3月20日 メス 成 綾瀬市 寺尾北 伝染病・寄生虫症 2830 道路 座っていた
タヌキ 000125 2000年4月5日 オス 成 県外 静岡県松崎町 交通事故 道路 うつぶせ
タヌキ 000128 2000年4月7日 不明 成 厚木市 棚沢 伝染病・寄生虫症 3000 自宅の庭 立っていた
タヌキ 000137 2000年4月14日 メス 成 座間市 栗原中央 伝染病・寄生虫症 2000 自宅の庭 横たわっていた
タヌキ 000138 2000年4月15日 不明 成 大和市 下鶴間 交通事故 道路 その他
タヌキ 000144 2000年4月18日 不明 成 綾瀬市 小園 伝染病・寄生虫症 3320 その他 横たわっていた
タヌキ 000151 2000年4月25日 不明 成 綾瀬市 深谷 伝染病・寄生虫症 2700 自宅の庭 座っていた
タヌキ 000209 2000年5月14日 メス 成 清川村 煤ヶ谷 伝染病・寄生虫症 2600 道路 横たわっていた
タヌキ 000353 2000年6月15日 不明 成 愛川町 田代 伝染病・寄生虫症 自宅の庭 座っていた
タヌキ 000386 2000年6月20日 不明 幼 大和市 大和南 その他 460 その他 立っていた
タヌキ 000495 2000年7月16日 オス 幼 清川村 煤ヶ谷 不明 1060 道路 横たわっていた
タヌキ 000596 2000年8月8日 オス 成 厚木市 中荻野 不明 3300 側溝の中 横たわっていた
タヌキ 000675 2000年9月3日 オス 幼 茅ヶ崎市 東海岸南 誤認保護（誘拐） 3530 自宅の庭 うつぶせ
タヌキ 000687 2000年9月8日 不明 成 伊勢原市 東大竹 その他 2140 その他 座っていた
タヌキ 000697 2000年9月12日 メス 成 大和市 不明 4050 側溝の中 座っていた
タヌキ 000716 2000年9月20日 不明 成 清川村 宮が瀬 不明 4400 道路 横たわっていた
タヌキ 000743 2000年10月3日 オス 成 伊勢原市 上粕谷 交通事故 6360 道路 横たわっていた
タヌキ 000768 2000年10月18日 オス 成 鎌倉市 大船 交通事故 5000 道路 座っていた
タヌキ 000779 2000年10月23日 メス 成 県外 交通事故 3180 道路 横たわっていた
タヌキ 000780 2000年10月24日 メス 成 綾瀬市 大上 交通事故 2900g 自宅の庭 座っていた
タヌキ 000809 2000年11月13日 メス 成 清川村 煤が谷 交通事故 2640 道路 記載無し
タヌキ 000824 2000年11月22日 オス 成 城山町 川尻 交通事故 4750 道路 横たわっていた
タヌキ 000828 2000年12月1日 オス 成 小田原市 扇町 伝染病・寄生虫症 3600 自宅の庭 横たわっていた
タヌキ 000843 2000年12月19日 メス 成 箱根町 湯元 交通事故 3900 道路 うつぶせ
タヌキ 000846 2000年12月22日 オス 成 平塚市 入野 交通事故 4850 道路 横たわっていた
ハクビシン 000082 2000年2月21日 メス 不明 厚木市 七沢 交通事故 道路 うつぶせ
ハクビシン 000097 2000年3月4日 不明 不明 厚木市 緑ヶ丘 記載無し その他 横たわっていた
ハクビシン 000124 2000年4月5日 オス 成 大和市 桜森 その他 4000 自宅の庭 その他
ハクビシン 000139 2000年4月15日 不明 不明 海老名市 杉久保 交通事故 道路 その他
ハクビシン 000147 2000年4月19日 不明 成 伊勢原市 上粕屋 わな（密猟、・害獣駆除等） 自宅 記載無し
ハクビシン 000163 2000年5月5日 メス 成 厚木市 上荻野 交通事故 3100 道路 横たわっていた
ハクビシン 000172 2000年5月8日 不明 成 鎌倉市 浄明寺 わな（密猟、・害獣駆除等） 記載無し 記載無し
ハクビシン 000222 2000年5月19日 不明 幼 藤沢市 白旗 伝染病・寄生虫症 自宅の庭 立っていた
ハクビシン 000283 2000年6月2日 オス 成 秦野市 南矢名 わな（密猟、・害獣駆除等） 自宅 記載無し
ハクビシン 000476 2000年7月12日 不明 成 二宮町 山西 交通事故 2500 道路 横たわっていた
ハクビシン 000617 2000年8月11日 不明 幼 平塚市 交通事故 道路 横たわっていた
ハクビシン 000626 2000年8月15日 オス 成 小田原市 交通事故 3270 道路 立っていた
ハクビシン 000765 2000年10月17日 メス 幼 県外 栃木県宇都宮市 その他 340 その他 その他
ハクビシン 000766 2000年10月17日 メス 幼 県外 栃木県宇都宮市 その他 350 その他 その他
ハクビシン 000799 2000年11月8日 不明 幼 藤沢市 城南 不明 780 道路 その他
ハクビシン 000800 2000年11月8日 不明 幼 藤沢市 城南 不明 780 道路 その他
ハクビシン 000812 2000年11月18日 オス 幼 海老名市 国分寺台 誤認保護（誘拐） 自宅の庭 記載無し
ハクビシン 000811 2000年11月18日 オス 幼 海老名市 国分寺台 誤認保護（誘拐） 自宅の庭 記載無し
ハクビシン 000823 2000年11月24日 不明 幼 海老名市 中央 不明 1050 道路 記載無し
ヤマネ 000388 2000年6月20日 不明 幼 藤野町 名倉 その他 その他 その他
ムササビ 000129 2000年4月7日 オス 幼 清川村 煤ヶ谷 巣から落ちる 176 道路 横たわっていた
ムササビ 000152 2000年4月25日 メス 幼 清川村 煤ヶ谷 巣から落ちる 169 その他 うつぶせ
ムササビ 000161 2000年5月1日 メス 幼 山北町 中川 巣から落ちる 264 その他 うつぶせ
ムササビ 000193 2000年5月10日 メス 成 厚木市 七沢 犬、猫等による 1030 道路 仰向け
ムササビ 000656 2000年8月27日 メス 幼 秦野市 戸川 巣から落ちる 82.4 側溝の中 座っていた
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ヒメアマツバメ 010024 2001年1月18日不明 成 海老名市 転落・衝突 24 道路 うつぶせ
ヒメアマツバメ 010084 2001年3月7日不明 成 伊勢原市 下落合 転落・衝突 自宅の庭 うつぶせ
ヒメアマツバメ 010159 2001年4月30日不明 成 厚木市 水引 転落・衝突 21 道路 横たわっていた
ツツドリ 010754 2001年10月11日不明 幼 伊勢原市 粟窪 不明 143 道路 横たわっていた
ツツドリ 010761 2001年10月15日不明 成 相模原市 上溝 犬、猫等による 132 自宅の庭 座っていた
ツツドリ 010774 2001年10月22日不明 幼 秦野市 落合 転落・衝突 104 自宅の庭 うつぶせ
オシドリ 010035 2001年1月31日オス 成 藤野町 牧野 わな（密猟、・害獣駆除等） 650 その他 横たわっていた
オナガガモ 010811 2001年11月16日オス 成 川崎市 中原区 転落・衝突 川の中 立っていた
コガモ 010747 2001年10月7日不明 幼 平塚市 交通事故 300 道路 座っていた
コガモ 010871 2001年12月25日オス 成 海老名市 転落・衝突 道路 うつぶせ
マガモ 010064 2001年2月20日オス 成 茅ヶ崎市 萩園 交通事故 700 その他 座っていた
キジ 010058 2001年2月17日不明 成 綾瀬市 深谷 転落・衝突 その他 横たわっていた
キジ 010103 2001年3月22日オス 成 茅ヶ崎市 中海岸 犬、猫等による 750 自宅の庭 その他
キジ 010122 2001年4月9日オス 成 二宮町 その他 820 道路 座っていた
キジ 010227 2001年5月19日メス 成 清川村 宮が瀬 交通事故 650 道路 座っていた
コジュケイ 010128 2001年4月13日不明 成 厚木市 下川入 転落・衝突 134.3 道路 横たわっていた
コジュケイ 010518 2001年7月21日不明 幼 大和市 深見 記載無し 54 自宅の庭 座っていた
コジュケイ 010685 2001年9月3日オス 成 厚木市 七沢 交通事故 288 道路 その他
コゲラ 010231 2001年5月20日オス 成 厚木市 七沢 その他 その他 記載無し
コゲラ 010259 2001年5月26日オス 成 相模原市 大野台 転落・衝突 14 道路 横たわっていた
コゲラ 010368 2001年6月20日不明 幼 厚木市 その他 その他 仰向け
コゲラ 010376 2001年6月22日不明 幼 清川村 宮が瀬 その他 その他 座っていた
アオサギ 010491 2001年7月15日不明 成 伊勢原市 転落・衝突 1150 その他 記載無し
ゴイサギ 010021 2001年1月17日不明 幼 平塚市 転落・衝突 281 その他 座っていた
ゴイサギ 010026 2001年1月20日不明 幼 厚木市 戸田 交通事故 その他 うつぶせ
ゴイサギ 010238 2001年5月22日不明 成 藤沢市 大庭 転落・衝突 道路 立っていた
ゴイサギ 010441 2001年7月6日不明 成 寒川町 小動 不明 590 川の中 座っていた
ゴイサギ 010442 2001年7月6日不明 成 茅ヶ崎市 南湖 犬、猫等による 道路 座っていた
ゴイサギ 010492 2001年7月15日不明 幼 寒川町 記載無し 520 その他 横たわっていた
ゴイサギ 010530 2001年7月23日不明 成 津久井町 鳥屋 不明 650 川の中 横たわっていた
ゴイサギ 010622 2001年8月14日不明 幼 平塚市 岡崎 犬、猫等による その他 横たわっていた
ゴイサギ 010628 2001年8月16日不明 幼 厚木市 毛利台 網、釣り糸等 390 その他 その他
ゴイサギ 010647 2001年8月19日不明 幼 茅ヶ崎市 西久保 犬、猫等による 489 道路 横たわっていた
ゴイサギ 010698 2001年9月9日不明 幼 転落・衝突 390 道路 座っていた
ゴイサギ 010744 2001年10月5日不明 幼 平塚市 交通事故 500 道路 立っていた
ゴイサギ 010755 2001年10月12日不明 幼 小田原市 蓮正寺 転落・衝突 500 その他 横たわっていた
ゴイサギ 010756 2001年10月13日不明 幼 相模原市 大島 網、釣り糸等 485 その他 その他
ゴイサギ 010771 2001年10月21日メス 幼 相模原市 下九沢 犬、猫等による 560g 自宅の庭 立っていた
ゴイサギ 010779 2001年10月25日不明 幼 大井町 山田 その他 300 その他 立っていた
ゴイサギ 010809 2001年11月16日不明 幼 愛川町 半原 転落・衝突 403 道路 立っていた
ゴイサギ 010844 2001年12月5日不明 幼 座間市 座間 転落・衝突 473 自宅の庭 座っていた
コサギ 010484 2001年7月15日不明 成 寒川町 宮山 転落・衝突 320 自宅の庭 座っていた
コサギ 010652 2001年8月21日不明 幼 寒川町 宮山 不明 413 川の中 立っていた
コサギ 010735 2001年9月27日不明 成 平塚市 犬、猫等による 446 川の中 立っていた
コサギ 010827 2001年11月26日不明 成 平塚市 岡崎 転落・衝突 自宅の庭 うつぶせ
ササゴイ 010474 2001年7月12日不明 幼 厚木市 中町 その他 150 道路 その他
ササゴイ 010618 2001年8月12日不明 幼 厚木市 旭町 巣から落ちる 230 その他 座っていた
ササゴイ 010751 2001年10月9日不明 幼 茅ヶ崎市 高田 不明 350 自宅の庭 座っていた
ダイサギ 010621 2001年8月14日不明 成 大和市 下鶴間 転落・衝突 道路 記載無し
ダイサギ 010769 2001年10月19日不明 成 開成町 吉田島 網、釣り糸等 道路 座っていた
ダイサギ 010798 2001年11月9日不明 成 厚木市 妻田 網、釣り糸等 その他 座っていた
チュウサギ 010599 2001年8月8日不明 成 伊勢原市 記載無し 410
チュウサギ 010626 2001年8月15日不明 成 海老名市 記載無し 395 その他 横たわっていた
ミゾゴイ 010179 2001年5月8日不明 成 小田原市 城山 記載無し 道路 横たわっていた
ミゾゴイ 010495 2001年7月16日不明 幼 秦野市 巣から落ちる 187 道路 座っていた
ヨシゴイ 010687 2001年9月3日 鎌倉市 手広 転落・衝突 70 記載無し 記載無し
イカル 010350 2001年6月17日不明 幼 津久井町 青野原 犬、猫等による 54.3 自宅の庭 その他
カワラヒワ 010146 2001年4月25日不明 幼 厚木市 金田 巣から落ちる 12 自宅の庭 座っていた
カワラヒワ 010151 2001年4月27日不明 幼 伊勢原市 高森 犬、猫等による 14.6 その他 その他
カワラヒワ 010177 2001年5月8日メス 成 伊勢原市 桜町 交通事故 自宅の庭 横たわっていた
カワラヒワ 010236 2001年5月22日不明 幼 横浜市 高島町 不明 その他 その他
カワラヒワ 010410 2001年6月29日不明 幼 厚木市 妻田西 記載無し 10.3 道路 立っていた
カワラヒワ 010416 2001年7月1日不明 幼 伊勢原市 東成瀬 巣から落ちる 13 自宅の庭 座っていた
カワラヒワ 010456 2001年7月8日不明 幼 厚木市 誤認保護（誘拐） その他 その他
カワラヒワ 010591 2001年8月7日不明 幼 相模原市 宮下本町 誤認保護（誘拐） 14.4 道路 立っていた
カワラヒワ 010642 2001年8月18日不明 幼 厚木市 船子 不明 その他 立っていた
カワラヒワ 010657 2001年8月23日不明 幼 座間市 入谷 巣から落ちる 10.2 その他 座っていた

付表３　2001 年主要鳥獣別保護状況一覧（鳥類）　　１／４
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カワラヒワ 010671 2001年8月26日不明 幼 厚木市 その他 15.2 その他 その他
カワラヒワ 010672 2001年8月26日不明 幼 厚木市 その他 16.2 その他 その他
カワラヒワ 010728 2001年9月24日メス 成 厚木市 小野 交通事故 17 道路 その他
カワラヒワ 010782 2001年10月28日不明 幼 相模原市 相模台 誤認保護（誘拐） 17.8 その他 座っていた
シメ 010866 2001年12月22日不明 成 厚木市 七沢 転落・衝突 51 道路 横たわっていた
オナガ 010258 2001年5月26日不明 成 伊勢原市 東大竹 犬、猫等による 79 自宅の庭 うつぶせ
オナガ 010372 2001年6月22日不明 幼 平塚市 諏訪町 犬、猫等による 51.5 その他 記載無し
オナガ 010395 2001年6月27日不明 幼 厚木市 妻田西 巣から落ちる 41 道路 横たわっていた
オナガ 010436 2001年7月4日不明 幼 大和市 福田 犬、猫等による 自宅の庭 その他
オナガ 010438 2001年7月4日不明 幼 平塚市 御殿 記載無し 自宅の庭 座っていた
オナガ 010437 2001年7月5日不明 幼 相模原市 誤認保護（誘拐） その他 記載無し
オナガ 010519 2001年7月21日不明 幼 海老名市 巣から落ちる その他 座っていた
オナガ 010520 2001年7月21日不明 幼 海老名市 巣から落ちる その他 座っていた
オナガ 010517 2001年7月21日不明 不明 平塚市 諏訪町 記載無し その他 座っていた
オナガ 010682 2001年9月1日不明 幼 相模原市 巣から落ちる 57 道路 立っていた
オナガ 010713 2001年9月13日不明 幼 平塚市 田村 巣から落ちる 55 記載無し 座っていた
オナガ 010875 2001年12月28日不明 成 綾瀬市 早川 犬、猫等による 80 自宅の庭 立っていた
シジュウカラ 010036 2001年1月31日不明 成 藤野町 牧野 転落・衝突 15 自宅の庭 記載無し
シジュウカラ 010183 2001年5月10日不明 幼 厚木市 七沢 転落・衝突 道路 横たわっていた
シジュウカラ 010194 2001年5月13日不明 幼 平塚市 立野町 転落・衝突 9.8 自宅の庭 立っていた
シジュウカラ 010216 2001年5月17日不明 幼 津久井町 青野原 巣から落ちる 道路 うつぶせ
シジュウカラ 010221 2001年5月18日不明 幼 津久井町 青野原 巣から落ちる 道路 うつぶせ
シジュウカラ 010223 2001年5月18日不明 幼 厚木市 森の里青山 誤認保護（誘拐） 15.1 道路 その他
シジュウカラ 010232 2001年5月20日不明 幼 平塚市 袖ヶ浜 犬、猫等による 11.9 自宅の庭 横たわっていた
シジュウカラ 010301 2001年6月4日不明 幼 川崎市 麻生区五カ田 犬、猫等による 12.2 自宅の庭 立っていた
シジュウカラ 010374 2001年6月22日不明 幼 相模原市 上鶴間 犬、猫等による 12.3 その他 記載無し
シジュウカラ 010380 2001年6月23日不明 幼 秦野市 戸川 転落・衝突 10.4 その他 仰向け
シジュウカラ 010392 2001年6月25日不明 不明 秦野市 記載無し 10.6
シジュウカラ 010453 2001年7月8日不明 幼 相模原市 相武台団地 記載無し 自宅の庭 座っていた
シジュウカラ 010455 2001年7月8日不明 幼 相模原市 相武台団地 記載無し 自宅の庭 座っていた
シジュウカラ 010584 2001年8月5日不明 幼 藤沢市 高倉 誤認保護（誘拐） 12.8 道路 その他
シジュウカラ 010758 2001年10月14日オス 幼 三浦市 初声町下宮田 巣から落ちる 道路 座っていた
シジュウカラ 010793 2001年11月6日不明 成 大磯町 大磯 犬、猫等による 13.2 自宅の庭 座っていた
セグロセキレイ 010065 2001年2月20日不明 成 愛川町 中津 交通事故 道路 うつぶせ
ハクセキレイ 010124 2001年4月10日不明 成 厚木市 酒井 転落・衝突 18.2 側溝の中 その他
ハクセキレイ 010245 2001年5月23日不明 幼 藤沢市 善行 不明 17 道路 座っていた
ハクセキレイ 010551 2001年7月26日不明 幼 座間市 巣から落ちる 23 道路 その他
ハクセキレイ 010559 2001年7月28日不明 幼 藤沢市 獺郷 その他 17.6 その他 座っていた
ハクセキレイ 010558 2001年7月28日不明 幼 藤沢市 獺郷 その他 17 その他 座っていた
ハクセキレイ 010730 2001年9月25日不明 幼 愛川町 角田 その他 その他 その他
ビンズイ 010851 2001年12月8日不明 成 厚木市 七沢 交通事故 23.8 記載無し 記載無し
イソヒヨドリ 010450 2001年7月8日不明 幼 秦野市 戸川 巣から落ちる 37.3 その他 座っていた
クロツグミ 010627 2001年8月15日不明 幼 愛川町 半原 転落・衝突 53 その他 横たわっていた
シロハラ 010032 2001年1月26日メス 成 厚木市 七沢 転落・衝突 その他 記載無し
シロハラ 010105 2001年3月28日不明 成 平塚市 中原 犬、猫等による 68 道路 記載無し
シロハラ 010767 2001年10月19日不明 成 厚木市 飯山 転落・衝突 自宅の庭 座っていた
シロハラ 010795 2001年11月8日メス 成 海老名市 上今泉 転落・衝突 82 道路 横たわっていた
ツグミ 010023 2001年1月18日不明 成 茅ヶ崎市 荻園 転落・衝突 73 自宅の庭 その他
ツグミ 010034 2001年1月30日不明 成 大磯町 転落・衝突 72.8 その他 立っていた
ツグミ 010054 2001年2月15日不明 成 座間市 緑ヶ丘 犬、猫等による 道路 座っていた
ツグミ 010056 2001年2月16日不明 成 厚木市 森の里 転落・衝突 63 道路 立っていた
ツグミ 010055 2001年2月16日不明 成 厚木市 森の里 犬、猫等による 55.2 自宅の庭 うつぶせ
ツグミ 010137 2001年4月24日不明 成 厚木市 七沢 転落・衝突 77.1
ツグミ 010849 2001年12月8日不明 成 小田原市 下大井 不明 自宅の庭 横たわっていた
コシアカツバメ 010349 2001年6月17日不明 幼 秦野市 下大槻 その他 17.5 その他 座っていた
ウグイス 010802 2001年11月13日不明 成 相模原市 下鶴間 転落・衝突 14.6 その他 仰向け
オオヨシキリ 010644 2001年8月18日不明 幼 平塚市 高浜台 不明 23.7 その他 うつぶせ
オオルリ 010158 2001年4月30日メス 成 寒川町 一之宮 違法飼育 自宅の庭 立っていた
キビタキ 010739 2001年9月29日メス 成 平塚市 岡崎 転落・衝突 12.4 その他 その他
ジョウビタキ 010770 2001年10月20日オス 成 清川村 転落・衝突 その他 横たわっていた
ルリビタキ 010038 2001年1月31日メス 成 藤野町 牧野 転落・衝突 自宅の庭 記載無し
ヒバリ 010619 2001年8月14日不明 幼 伊勢原市 上粕屋 犬、猫等による 28.3 道路 うつぶせ
カシラダカ 010048 2001年2月10日不明 成 厚木市 七沢 転落・衝突 その他 横たわっていた
メジロ 010014 2001年1月14日不明 成 厚木市 愛甲 不明 10.8 道路 立っていた
メジロ 010033 2001年1月30日不明 成 伊勢原市 上粕屋 転落・衝突 自宅の庭 横たわっていた
メジロ 010037 2001年1月31日不明 成 藤野町 牧野 転落・衝突 12.4 自宅の庭 記載無し
メジロ 010046 2001年2月8日不明 成 厚木市 吾妻町 転落・衝突 9.8 その他 横たわっていた
メジロ 010160 2001年5月1日不明 幼 伊勢原市 日向 誤認保護（誘拐） 木の上 座っていた
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メジロ 010169 2001年5月3日不明 幼 秦野市 堀川 その他 側溝の中 うつぶせ
メジロ 010197 2001年5月13日不明 幼 厚木市 幸町 犬、猫等による 自宅の庭 その他
メジロ 010274 2001年5月29日不明 成 藤沢市 鵠沼松が岡 犬、猫等による 12.4 自宅の庭 横たわっていた
メジロ 010336 2001年6月13日不明 幼 横浜市 戸塚区上矢部 巣から落ちる 道路 その他
メジロ 010367 2001年6月19日不明 幼 記載無し
メジロ 010460 2001年7月9日不明 成 清川村 宮が瀬 違法飼育 木の上 記載無し
メジロ 010601 2001年8月8日不明 幼 厚木市 誤認保護（誘拐） 道路 座っていた
メジロ 010631 2001年8月16日不明 幼 清川村 上丹沢 転落・衝突 7.7 道路 うつぶせ
メジロ 010676 2001年8月28日不明 幼 横浜市 泉区 巣から落ちる 11 自宅の庭 横たわっていた
メジロ 010777 2001年10月24日不明 成 相模原市 上鶴間 転落・衝突 8.6 道路 立っていた
メジロ 010839 2001年12月4日不明 成 厚木市 旭町 転落・衝突 10.7 記載無し 記載無し
オオタカ 010062 2001年2月19日不明 幼 秦野市 西大竹 転落・衝突 500 木の上 うつぶせ
オオタカ 010089 2001年3月11日メス 成 厚木市 中荻野 不明 698 その他 うつぶせ
オオタカ 010129 2001年4月16日オス 幼 清川村 煤ヶ谷 転落・衝突 450 道路 立っていた
オオタカ 010458 2001年7月9日メス 幼 平塚市 南金目 転落・衝突 850 自宅の庭 うつぶせ
オオタカ 010475 2001年7月12日オス 成 相模原市 西大沼 転落・衝突 650 その他 立っていた
オオタカ 010768 2001年10月19日オス 幼 湯河原町 吉浜 転落・衝突 自宅の庭 横たわっていた
オオタカ 010797 2001年11月9日不明 幼 伊勢原市 下糟屋 転落・衝突 600 自宅の庭 記載無し
オオタカ 010807 2001年11月15日メス 幼 南足柄市 沼田 転落・衝突 730 自宅の庭 立っていた
オオタカ 010868 2001年12月22日不明 成 平塚市 纏 転落・衝突 417 道路 座っていた
ケアシノスリ 010873 2001年12月25日オス 成 秦野市 三廻部 その他 650 その他 その他
ツミ 010091 2001年3月11日メス 成 秦野市 戸川 転落・衝突 161 その他 横たわっていた
ツミ 010565 2001年7月30日メス 幼 藤沢市 高倉 転落・衝突 88.7 その他 座っていた
ツミ 010625 2001年8月14日不明 幼 相模原市 麻溝台 巣から落ちる 117 その他 座っていた
ツミ 010723 2001年9月19日不明 幼 藤沢市 高倉 巣から落ちる 179.8 道路 座っていた
ツミ 010741 2001年10月3日不明 幼 厚木市 下荻野 網、釣り糸等 152 その他 記載無し
トビ 010009 2001年1月11日不明 成 伊勢原市 沼目 転落・衝突 950 道路 立っていた
トビ 010041 2001年2月3日不明 成 相模原市 上溝 転落・衝突 その他 立っていた
トビ 010193 2001年5月12日不明 成 藤沢市 犬、猫等による 海岸 うつぶせ
トビ 010504 2001年7月18日不明 幼 藤沢市 鵠沼藤ヶ谷 記載無し その他 横たわっていた
トビ 010538 2001年7月25日不明 成 藤沢市 網、釣り糸等 760 記載無し 記載無し
トビ 010549 2001年7月25日不明 成 小田原市 早川 交通事故 910 道路 横たわっていた
トビ 010537 2001年7月25日不明 成 藤沢市 遠藤 不明 940 その他 うつぶせ
トビ 010607 2001年8月9日不明 幼 藤沢市 本鵠沼 転落・衝突 950 自宅の庭 座っていた
トビ 010608 2001年8月10日不明 成 藤沢市 片瀬 不明 記載無し 横たわっていた
トビ 010609 2001年8月10日不明 成 藤沢市 片瀬 不明 自宅の庭 横たわっていた
トビ 010612 2001年8月11日不明 成 藤沢市 片瀬海岸 不明 636 その他 座っていた
トビ 010675 2001年8月28日不明 成 鎌倉市 犬、猫等による その他 立っていた
トビ 010765 2001年10月16日オス 幼 清川村 交通事故 道路 横たわっていた
ハイタカ 010804 2001年11月13日不明 成 伊勢原市 白根 転落・衝突 道路 座っていた
ハイタカ 010829 2001年11月27日不明 成 山北町 向原 転落・衝突 139 道路 座っていた
チョウゲンボウ 010005 2001年1月5日オス 成 秦野市 渋沢 不明 135 道路 立っていた
チョウゲンボウ 010102 2001年3月23日不明 成 相模原市 下九沢 転落・衝突 220 道路 座っていた
チョウゲンボウ 010120 2001年4月7日メス 成 厚木市 船子 転落・衝突 その他 立っていた
チョウゲンボウ 010257 2001年5月25日不明 幼 相模原市 その他 187 その他 座っていた
チョウゲンボウ 010555 2001年7月27日メス 幼 茅ヶ崎市 交通事故 223 道路 記載無し
ハヤブサ 010861 2001年12月17日オス 幼 大井町 金子 交通事故 556 その他 立っていた
ハヤブサ 010863 2001年12月18日メス 幼 開成町 牛島 転落・衝突 その他 その他
ウミネコ 010039 2001年2月1日不明 成 横須賀市 津久井浜海岸 転落・衝突 海岸 その他
ウミネコ 010097 2001年3月19日不明 成 大磯町 転落・衝突 500 道路 立っていた
ウミネコ 010640 2001年8月17日不明 幼 平塚市 転落・衝突 440 海岸 立っていた
ウミネコ 010655 2001年8月22日不明 幼 平塚市 須賀 記載無し 970 道路 うつぶせ
コアジサシ 010230 2001年5月20日不明 成 寒川町 転落・衝突 40 川の中 うつぶせ
ユリカモメ 010003 2001年1月4日不明 成 南足柄市 斑目 不明 277 その他 座っていた
ユリカモメ 010002 2001年1月4日不明 成 平塚市 撫子原 転落・衝突 274 道路 立っていた
ユリカモメ 010004 2001年1月5日不明 成 平塚市 河内 転落・衝突 200 道路 立っていた
ユリカモメ 010031 2001年1月25日不明 幼 相模原市 古渕 不明 120 川の中 座っていた
タシギ 010726 2001年9月22日不明 成 清川村 宮ヶ瀬 不明 237 その他 横たわっていた
ヤマシギ 010772 2001年10月21日不明 成 平塚市 平塚 転落・衝突 263g 道路 座っていた
ケリ 010063 2001年2月19日不明 成 平塚市 豊田 犬、猫等による 255 その他 横たわっていた
コチドリ 010323 2001年6月10日不明 幼 厚木市 巣から落ちる 5.3 川の中 その他
アカエリヒレアシシギ 010684 2001年9月2日不明 成 厚木市 鳶尾 その他 26.8 道路 その他
オオバン 010753 2001年10月9日 成 大和市 上草柳 524 その他 座っていた
バン 010746 2001年10月6日不明 幼 秦野市 平沢 不明 その他 立っていた
バン 010869 2001年12月23日不明 成 平塚市 幸町 不明 480 道路 立っていた
アオバト 010677 2001年8月29日オス 成 山北町 神縄 犬、猫等による 180 道路 座っていた
アオバト 010763 2001年10月17日メス 成 相模湖町 転落・衝突 190g その他 立っていた
アオバト 010854 2001年12月11日不明 成 清川村 煤ヶ谷 犬、猫等による 255 自宅の庭 座っていた

付表３　2001 年主要鳥獣別保護状況一覧（鳥類）　　３／４
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動物名 受付番号 受付年月日 性別 年齢 保護市町村 保護地域 保護原因 体重(g) 保護場所 保護状況

アオバズク 010011 2001年1月13日 不明 成 海老名市 河原口 不明 自宅の庭 立っていた

アオバズク 010709 2001年9月12日 不明 幼 藤沢市 葛原 187 自宅の庭 うつぶせ

オオコノハズク 010051 2001年2月12日 不明 成 海老名市 河原口 転落・衝突 145 自宅の庭 座っていた

オオコノハズク 010083 2001年3月5日 不明 成 相模原市 南台 転落・衝突 152 自宅の庭 立っていた

フクロウ 010783 2001年10月28日 不明 成 相模原市 橋本 不明 その他 立っていた

フクロウ 010819 2001年11月20日 不明 成 小田原市 上曽我風越 転落・衝突 道路 座っていた

フクロウ 010826 2001年11月24日 不明 成 秦野市 上大槻 転落・衝突 610 側溝の中 うつぶせ

フクロウ 010856 2001年12月11日 不明 成 厚木市 三田 不明 その他 横たわっていた

フクロウ 010877 2001年12月31日 不明 成 相模原市 横山 転落・衝突 400 道路 座っていた

カワセミ 010220 2001年5月18日 不明 幼 厚木市 愛甲 犬、猫等による 30.2 自宅の庭 その他

ヤマセミ 010394 2001年6月26日 メス 幼 山北町 転落・衝突 248 その他 座っていた

カワセミ 010457 2001年7月8日 不明 不明 開成町 宮台 記載無し 道路 うつぶせ

カワセミ 010526 2001年7月21日 不明 幼 厚木市 森の里 転落・衝突 27.8 その他 横たわっていた

カワセミ 010533 2001年7月23日 不明 幼 愛川町 一本松 交通事故 36.8 道路 横たわっていた

カワセミ 010678 2001年8月30日 不明 成 厚木市 下津古久 転落・衝突 21.4 その他 横たわっていた

オオミズナギドリ 010750 2001年10月9日 不明 小田原市 江の浦 転落・衝突 410 海岸 その他

オオミズナギドリ 010828 2001年11月26日 不明 成 厚木市 金田 その他 450 その他 座っていた

ハシボソミズナギドリ 010226 2001年5月18日 不明 不明 茅ヶ崎市 南湖 記載無し 248 海岸 うつぶせ

ハシボソミズナギドリ 010275 2001年5月29日 不明 成 藤沢市 鵠沼海岸 不明 228 道路 横たわっていた

ハシボソミズナギドリ 010287 2001年6月1日 不明 成 平塚市 袖ヶ浜 網、釣り糸等 292 海岸 記載無し

ハシボソミズナギドリ 010432 2001年7月4日 不明 成 茅ヶ崎市 中海岸 転落・衝突 350 海岸 その他

フルマカモメ 010081 2001年3月5日 不明 成 藤沢市 鵠沼松が岡 転落・衝突 425 自宅の庭 立っていた

フルマカモメ 010574 2001年8月1日 不明 幼 茅ヶ崎市 東海岸南 記載無し 400 海岸 座っていた

付表３　2001 年主要鳥獣別保護状況一覧（鳥類）　　４／４

動物名 受付番号 受付年月日 性別 年齢 保護場所１ 保護場所２ 保護原因 体重 保護状況１ 保護状況２

ノウサギ 010547 2001年7月25日 不明 成 平塚市 交通事故 2550 道路 記載無し

ニホンカモシカ 010072 2001年3月1日 メス 幼 山北町 玄倉 その他 11.1 その他 横たわっていた

ニホンカモシカ 010150 2001年4月27日 不明 不明 清川村 煤ヶ谷 不明

ニホンカモシカ 010347 2001年6月16日 オス 成 津久井町 神ノ川 その他 川の中 横たわっていた

ニホンジカ 010019 2001年1月16日 不明 成 山北町 山北 わな（密猟、・害獣駆除等） 川の中 横たわっていた

ニホンジカ 010040 2001年2月3日 不明 幼 清川村 煤ヶ谷 不明 その他

ニホンジカ 010045 2001年2月6日 オス 成 清川村 宮ヶ瀬 その他 その他

ニホンジカ 010047 2001年2月10日 メス 幼 清川村 煤ヶ谷 わな（密猟、・害獣駆除等） 21.25 その他 横たわっていた

ニホンジカ 010057 2001年2月16日 不明 幼 山北町 帚沢 不明 不明

ニホンジカ 010070 2001年2月24日 メス 成 清川村 煤ヶ谷 わな（密猟、・害獣駆除等） その他 その他

ニホンジカ 010076 2001年3月3日 メス 幼 清川村 煤ヶ谷 その他 19.5 その他

ニホンジカ 010079 2001年3月3日 不明 成 伊勢原市 子易 不明 その他

ニホンジカ 010075 2001年3月3日 オス 幼 清川村 煤ヶ谷 その他 17.5 その他 横たわっていた

ニホンジカ 010077 2001年3月3日 不明 幼 清川村 煤ヶ谷 その他 不明

ニホンジカ 010078 2001年3月3日 不明 成 清川村 煤ヶ谷 その他 その他 横たわっていた

ニホンジカ 010082 2001年3月5日 メス 幼 山北町 神縄 その他 道路 座っていた

ニホンジカ 010094 2001年3月16日 メス 成 山北町 中川 転落・衝突 その他 その他

ニホンジカ 010101 2001年3月23日 メス 成 伊勢原市 大山 不明

ニホンジカ 010110 2001年4月2日 不明 幼 清川村 煤ヶ谷 その他

ニホンジカ 010111 2001年4月2日 オス 成 清川村 煤ヶ谷 転落・衝突

ニホンジカ 010116 2001年4月5日 オス 幼 秦野市 寺山 犬、猫等による 18 道路 その他

ニホンジカ 010117 2001年4月5日 オス 成 山北町 中川 不明 道路 記載無し

ニホンジカ 010125 2001年4月10日 メス 成 秦野市 菖蒲 交通事故 その他 その他

ニホンジカ 010126 2001年4月10日 不明 成 秦野市 不明

ニホンジカ 010127 2001年4月12日 メス 幼 山北町 尾崎 転落・衝突 13 道路 座っていた

ニホンジカ 010134 2001年4月21日 オス 成 秦野市 戸川 不明 その他

ニホンジカ 010132 2001年4月21日 不明 幼 清川村 宮ヶ瀬 不明 その他

付表４　2001 年主要鳥獣別保護状況一覧（哺乳類）　　１／３



61神奈川県自然環境保全センターに保護された傷病鳥獣の記録（2000 年、2001 年）

動物名 受付番号 受付年月日 性別 年齢 保護市町村 保護地域 保護原因 体重(g) 保護場所 保護状況

ニホンジカ 010133 2001年4月21日 不明 成 秦野市 戸川 不明

ニホンジカ 010139 2001年4月24日 メス 成 清川村 煤ヶ谷札掛 転落・衝突 35500 川の中 横たわっていた
ニホンジカ 010140 2001年4月24日 不明 幼 秦野市 寺山 不明 道路 記載無し

ニホンジカ 010147 2001年4月26日 不明 幼 清川村 宮ヶ瀬 不明

ニホンジカ 010148 2001年4月26日 メス 成 清川村 煤ヶ谷 不明 40000
ニホンジカ 010149 2001年4月26日 メス 成 清川村 煤ヶ谷 不明 35000

ニホンジカ 010162 2001年5月1日 オス 成 津久井町 鳥屋 交通事故 49300 道路 記載無し

ニホンジカ 010167 2001年5月3日 不明 幼 山北町 中川 不明
ニホンジカ 010166 2001年5月3日 メス 成 山北町 中川 不明

ニホンジカ 010165 2001年5月3日 不明 幼 山北町 中川 不明 川の中

ニホンジカ 010201 2001年5月12日 オス 成 津久井町 南山 その他 記載無し その他
ニホンジカ 010202 2001年5月12日 メス 不明 秦野市 菩提 その他

ニホンジカ 010203 2001年5月12日 不明 不明 清川村 宮が瀬 不明 その他 記載無し

ニホンジカ 010215 2001年5月16日 オス 成 南足柄市 内山 その他 その他 立っていた
ニホンジカ 010302 2001年6月4日 オス 幼 秦野市 転落・衝突 31000 その他 立っていた

ニホンジカ 010346 2001年6月16日 不明 幼 山北町 山北 交通事故 10350 道路 記載無し

ニホンジカ 010377 2001年6月22日 オス 成 山北町 玄倉 交通事故 道路 横たわっていた

ニホンジカ 010386 2001年6月24日 オス 不明 山北町 中川 その他
ニホンジカ 010385 2001年6月24日 オス 不明 山北町 中川 記載無し 川の中 記載無し

ニホンジカ 010391 2001年6月25日 不明 幼 秦野市 羽根 交通事故 10850 道路 横たわっていた

ニホンジカ 010440 2001年7月5日 不明 成 津久井町 鳥屋 不明 川の中 横たわっていた
ニホンジカ 010531 2001年7月23日 不明 幼 清川村 煤ヶ谷札掛 不明 その他 記載無し

ニホンジカ 010595 2001年8月7日 不明 不明 秦野市 戸川 記載無し 川の中 記載無し

ニホンジカ 010594 2001年8月7日 不明 不明 松田町 寄 記載無し 川の中 記載無し
ニホンジカ 010641 2001年8月18日 オス 幼 秦野市 寺山 交通事故 道路 座っていた

ニホンジカ 010649 2001年8月20日 オス 幼 厚木市 交通事故 12800 道路 立っていた

ニホンジカ 010722 2001年9月18日 不明 幼 津久井町 鳥屋鳥居腹 不明 その他 横たわっていた
ニホンジカ 010732 2001年9月26日 オス 成 愛川町 半原 その他 横たわっていた

ニホンジカ 010733 2001年9月26日 メス 成 清川村 煤ヶ谷 交通事故 25600 記載無し 記載無し

ニホンジカ 010743 2001年10月4日 記載無し 記載無し
ニホンジカ 010745 2001年10月6日 メス 幼 厚木市 七沢 交通事故 その他 横たわっていた

ニホンジカ 010752 2001年10月9日 オス 成 松田町 松田庶子 道路

ニホンジカ 010749 2001年10月9日 メス 成 伊勢原市 上粕屋 不明 自宅の庭 その他
ニホンジカ 010781 2001年10月28日 オス 成 津久井町 鳥屋 不明 その他 横たわっていた

ニホンジカ 010786 2001年10月30日 メス 成 清川村 法論堂 わな（密猟、・害獣駆除等）

ニホンジカ 010830 2001年11月28日 オス 成 厚木市 上荻野 交通事故 45500 道路 横たわっていた
ニホンジカ 010835 2001年12月1日 メス 成 清川村 別所 交通事故 56450 道路 横たわっていた

ニホンジカ 010836 2001年12月1日 メス 成 山北町 世附 交通事故 道路 横たわっていた

ニホンジカ 010857 2001年12月9日 オス 成 山北町 玄倉 不明 その他 横たわっていた
ニホンジカ 010855 2001年12月11日 メス 成 津久井町 青野 不明 川の中 その他

ニホンジカ 010858 2001年12月14日 メス 成 清川村 煤ヶ谷 交通事故 道路 横たわっていた

ニホンジカ 010872 2001年12月25日 オス 成 津久井町 その他 記載無し 記載無し
ヒナコウモリ 010086 2001年3月9日 不明 成 清川村 札掛 その他 11500 その他 うつぶせ

アブラコウモリ 010310 2001年6月5日 不明 成 秦野市 北矢名 転落・衝突 自宅の庭 横たわっていた

アブラコウモリ 010324 2001年6月10日 不明 成 厚木市 上依知 転落・衝突 自宅 その他
アブラコウモリ 010525 2001年7月21日 メス 幼 厚木市 不明 2.8 その他 うつぶせ

アブラコウモリ 010529 2001年7月23日 メス 幼 平塚市 中原 不明 2.7 道路 うつぶせ

アブラコウモリ 010699 2001年9月9日 メス 成 伊勢原市 小稲葉 その他 5.7 その他 その他
アブラコウモリ 010717 2001年9月15日 不明 成 海老名市 今里 転落・衝突 5.6 自宅の庭 記載無し

アブラコウモリ 010821 2001年11月21日 不明 成 厚木市 南町 犬、猫等による 自宅 その他

アブラコウモリ 010867 2001年12月22日 メス 成 相模原市 田名 誤認保護（誘拐） 6.1 その他 その他
アナグマ 010211 2001年5月16日 オス 成 厚木市 飯山 その他 自宅の庭 座っていた

アナグマ 010364 2001年6月19日 メス 成 厚木市 七沢 不明 その他 横たわっていた

アナグマ 010360 2001年6月19日 不明 成 厚木市 愛甲 その他 5700 自宅の庭 座っていた
アナグマ 010409 2001年6月29日 オス 幼 津久井町 青野原 不明 840 その他 横たわっていた

アナグマ 010686 2001年9月4日 メス 幼 津久井町 中野 交通事故 3950 道路 横たわっていた

タヌキ 010028 2001年1月22日 オス 成 伊勢原市 坪の内 伝染病・寄生虫症 2250 自宅の庭 立っていた
タヌキ 010043 2001年2月4日 メス 成 伊勢原市 岡津古久 伝染病・寄生虫症 道路 横たわっていた

タヌキ 010044 2001年2月6日 メス 成 清川村 宮ヶ瀬 交通事故 2380 道路 横たわっていた

タヌキ 010068 2001年2月23日 オス 成 海老名市 中新田 伝染病・寄生虫症 3550 その他 その他

タヌキ 010098 2001年3月19日 オス 成 小田原市 久野 犬、猫等による 3450 自宅の庭 座っていた
タヌキ 010099 2001年3月20日 オス 成 厚木市 七沢 伝染病・寄生虫症 その他

タヌキ 010119 2001年4月6日 オス 成 綾瀬市 深谷 伝染病・寄生虫症 2800 自宅の庭 座っていた

タヌキ 010121 2001年4月9日 オス 成 藤野町 名倉 伝染病・寄生虫症 2800 自宅の庭 横たわっていた
タヌキ 010136 2001年4月22日 メス 成 伊勢原市 岡崎 伝染病・寄生虫症 3700 自宅の庭 座っていた

タヌキ 010161 2001年5月1日 メス 成 綾瀬市 早川 伝染病・寄生虫症 自宅の庭 横たわっていた

タヌキ 010191 2001年5月12日 メス 幼 伊勢原市 不明 213 側溝の中 横たわっていた
タヌキ 010250 2001年5月24日 メス 成 厚木市 戸室 伝染病・寄生虫症 3400 自宅の庭 その他

付表４　2001年主要鳥獣別保護状況一覧（哺乳類）　　２／３
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動物名 受付番号 受付年月日 性別 年齢 保護市町村 保護地域 保護原因 体重(g) 保護場所 保護状況

タヌキ 010482 2001年7月15日 オス 幼 伊勢原市 子易 その他 2300 川の中 その他

タヌキ 010483 2001年7月15日 オス 幼 伊勢原市 子易 その他 2700 川の中 その他

タヌキ 010500 2001年7月18日 メス 成 厚木市 七沢 伝染病・寄生虫症 3200 自宅の庭 立っていた

タヌキ 010650 2001年8月20日 メス 成 鎌倉市 扇ヶ谷 わな（密猟、・害獣駆除等） 2950 記載無し 記載無し

タヌキ 010674 2001年8月28日 不明 成 相模原市 大畠 不明 その他 その他

タヌキ 010692 2001年9月7日 不明 幼 相模原市 下九沢 不明 700 自宅の庭 うつぶせ

タヌキ 010719 2001年9月15日 オス 成 茅ヶ崎市 赤羽根 伝染病・寄生虫症 自宅の庭 うつぶせ
タヌキ 010738 2001年9月29日 メス 成 県外 交通事故 道路 うつぶせ

タヌキ 010775 2001年10月22日 オス 成 横浜市 金沢区富岡東 伝染病・寄生虫症 2250 自宅の庭 その他

タヌキ 010778 2001年10月24日 オス 成 海老名市 上今泉 転落・衝突 3850 道路 座っていた

タヌキ 010784 2001年10月29日 オス 幼 県外 御殿場市小山町 伝染病・寄生虫症 1200 道路 横たわっていた

タヌキ 010796 2001年11月8日 オス 成 秦野市 下大槻 交通事故 4950 道路 横たわっていた

タヌキ 010803 2001年11月13日 オス 成 藤沢市 弥勒寺 交通事故 4250 その他 横たわっていた

タヌキ 010810 2001年11月16日 メス 成 藤沢市 打戻 伝染病・寄生虫症 3600 自宅の庭 横たわっていた

タヌキ 010812 2001年11月17日 不明 成 伊勢原市 善波 わな（密猟、・害獣駆除等） 3300 自宅の庭 立っていた

タヌキ 010815 2001年11月19日 オス 成 津久井町 三井 交通事故 4250 道路 横たわっていた

タヌキ 010818 2001年11月20日 メス 成 秦野市 三屋 伝染病・寄生虫症 2500 自宅 立っていた

タヌキ 010824 2001年11月22日 メス 成 茅ヶ崎市 堤 伝染病・寄生虫症 2700 自宅の庭 横たわっていた

タヌキ 010825 2001年11月22日 メス 幼 鎌倉市 寺分 伝染病・寄生虫症 1800 自宅の庭 記載無し

タヌキ 010834 2001年11月30日 メス 成 横浜市 金沢区富岡東 伝染病・寄生虫症 自宅の庭 その他

タヌキ 010833 2001年11月30日 オス 成 厚木市 七沢 伝染病・寄生虫症 3100 自宅の庭 座っていた

タヌキ 010840 2001年12月4日 不明 成 厚木市 鳶尾 伝染病・寄生虫症 3000 自宅の庭 立っていた

タヌキ 010850 2001年12月8日 不明 成 清川村 煤ヶ谷 伝染病・寄生虫症 その他 記載無し

タヌキ 010852 2001年12月9日 不明 成 厚木市 鳶尾 伝染病・寄生虫症 2400 自宅の庭 座っていた

タヌキ 010853 2001年12月10日 不明 成 厚木市 金田 伝染病・寄生虫症 2400 自宅の庭 座っていた

タヌキ 010859 2001年12月14日 不明 成 藤野町 沢井 交通事故 2750 道路 横たわっていた

タヌキ 010870 2001年12月23日 オス 成 茅ヶ崎市 下寺尼 伝染病・寄生虫症 4000 道路 座っていた

ツキノワグマ 010516 2001年7月21日 オス 成 清川村 宮が瀬 交通事故 57000 道路 記載無し

ハクビシン 010030 2001年1月24日 不明 幼 逗子市 新宿 わな（密猟、・害獣駆除等） 950 その他 座っていた

ハクビシン 010052 2001年2月14日 不明 成 箱根町 仙石原 伝染病・寄生虫症 2700 その他 立っていた

ハクビシン 010100 2001年3月22日 不明 成 茅ヶ崎市 芹沢 伝染病・寄生虫症 その他

ハクビシン 010131 2001年4月19日 オス 幼 藤沢市 片瀬 伝染病・寄生虫症 900 自宅の庭 横たわっていた
ハクビシン 010152 2001年4月27日 メス 成 湯河原町 宮上 交通事故 1050 自宅の庭 座っていた

ハクビシン 010200 2001年5月14日 オス 成 厚木市 森の里 交通事故 3400 道路 横たわっていた

ハクビシン 010243 2001年5月23日 不明 成 湯河原町 福浦 交通事故 4500 道路 立っていた

ハクビシン 010294 2001年6月2日 不明 成 厚木市 小野 不明 2250 自宅の庭 立っていた

ハクビシン 010338 2001年6月14日 オス 成 大井町 金手 交通事故 3700 道路 横たわっていた

ハクビシン 010339 2001年6月14日 不明 成 藤沢市 片瀬海岸 伝染病・寄生虫症 6500 自宅の庭 記載無し

ハクビシン 010369 2001年6月20日 メス 幼 不明 誤認保護（誘拐） 700

ハクビシン 010443 2001年7月6日 不明 幼 横浜市 金沢区富岡西 わな（密猟、・害獣駆除等） 自宅 記載無し

ハクビシン 010497 2001年7月16日 不明 成 川崎市 宮前区 わな（密猟、・害獣駆除等） 4600 その他 記載無し

ハクビシン 010610 2001年8月10日 不明 成 藤沢市 片瀬海岸 わな（密猟、・害獣駆除等） 405 自宅の庭 立っていた

ハクビシン 010693 2001年9月7日 不明 成 藤沢市 片瀬海岸 わな（密猟、・害獣駆除等） 3850 自宅の庭 横たわっていた

ハクビシン 010748 2001年10月8日 幼 清川村 煤ヶ谷 不明 710 道路 座っていた

ハクビシン 010776 2001年10月23日 不明 幼 愛川町 半原 その他 226 自宅の庭 うつぶせ

ハクビシン 010785 2001年10月30日 メス 幼 清川村 宮ヶ瀬 不明 273 道路 横たわっていた

ハクビシン 010792 2001年11月5日 オス 幼 平塚市 上吉沢 その他 560 自宅の庭 記載無し

ハクビシン 010816 2001年11月19日 オス 成 藤沢市 片瀬山 わな（密猟、・害獣駆除等） 2950 自宅の庭 記載無し

ハクビシン 010841 2001年12月4日 不明 成 藤沢市 片瀬山 わな（密猟、・害獣駆除等） 4150 自宅の庭 座っていた

ハクビシン 010846 2001年12月6日 メス 成 藤沢市 川名 わな（密猟、・害獣駆除等） 4550 記載無し 記載無し

ハクビシン 010860 2001年12月17日 オス 幼 中井町 井ノ口 交通事故 道路 横たわっていた

ハクビシン 010865 2001年12月20日 不明 不明 藤沢市 鵠沼松が岡 わな（密猟、・害獣駆除等） 記載無し 記載無し

ハクビシン 010874 2001年12月28日 メス 幼 厚木市 寿町 その他 1000 その他 その他

ムササビ 010135 2001年4月22日 オス 幼 愛川町 半原 巣から落ちる 193 道路 横たわっていた

ムササビ 010154 2001年4月29日 メス 幼 清川村 煤ヶ谷 犬、猫等による 260 道路 うつぶせ

ムササビ 010180 2001年5月9日 メス 幼 清川村 煤ヶ谷 わな（密猟、・害獣駆除等） 78 自宅 その他
ムササビ 010181 2001年5月9日 メス 幼 清川村 煤ヶ谷 わな（密猟、・害獣駆除等） 75 自宅 その他

ムササビ 010356 2001年6月18日 メス 成 箱根町 強羅 その他 その他 座っていた

ムササビ 010648 2001年8月19日 メス 幼 山北町 皆瀬川 巣から落ちる 82 道路 うつぶせ

ムササビ 010697 2001年9月7日 メス 幼 県外 巣から落ちる 300 その他 記載無し

ムササビ 010716 2001年9月14日 メス 幼 県外 巣から落ちる 197 記載無し 横たわっていた

ムササビ 010737 2001年9月27日 オス 幼 厚木市 七沢 巣から落ちる 330 自宅の庭 座っていた

付表４　2001年主要鳥獣別保護状況一覧（哺乳類）　　３／３
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目名 科名 動物名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 総計
鳥類 アビ アビ オオハム 1 1

アマツバメ アマツバメ ヒメアマツバメ 1 1
カッコウ カッコウ ツツドリ 1 2 3
カモ カモ オカヨシガモ 1 1

オシドリ 1 1
カルガモ 1 1 3 2 14 9 2 1 33

キジ キジ キジ 1 1 1 1 4
コジュケイ 2 1 2 1 1 7
ヤマドリ 1 1 1 3

キツツキ キツツキ コゲラ 1 2 1 4
コウノトリ サギ アオサギ 1 1

アマサギ 1 1 1 3
ゴイサギ 1 2 1 3 1 3 1 1 13
コサギ 1 2 1 1 5
ササゴイ 1 1
ダイサギ 2 1 1 4
チュウサギ 2 1 3
ヨシゴイ 1 1

スズメ アトリ イカル 1 1
カワラヒワ 1 1 2 2 6
ベニマシコ 1 1

イワヒバリ ヤマヒバリ 1 1
カラス オナガ 1 2 3 1 7

ハシブトガラス 2 5 1 2 1 1 12
ハシボソガラス 2 5 2 1 1 1 12

カワガラス カワガラス 1 1
ゴジュウカラ ゴジュウカラ 1 1
シジュウカラ シジュウカラ 10 3 1 1 15

ヤマガラ 1 1 1 3
セキレイ キセキレイ 2 2

セグロセキレイ 6 5 11
ハクセキレイ 8 1 1 1 11

ツグミ アカハラ 1 1
イソヒヨドリ 1 1
クロツグミ 4 4
ツグミ 3 1 4
トラツグミ 1 1 2

ツバメ イワツバメ 1 2 17 5 1 26
コシアカツバメ 1 2 3
ツバメ 2 7 27 29 19 1 85

ハタオリドリ スズメ 1 1 37 18 26 6 4 1 94
ヒタキ ウグイス 2 2

オオルリ 1 1 2
キビタキ 1 1 2
センダイムシクイ 1 1
マミチャジナイ 1 1
ヤブサメ 1 1

ヒバリ ヒバリ 1 1
ヒヨドリ ヒヨドリ 4 10 2 1 1 9 13 13 3 3 1 60
ホオジロ クロジ 1 1

ホオジロ 2 2
ムクドリ ムクドリ 1 1 1 1 12 13 12 1 1 1 44
メジロ メジロ 10 3 1 2 2 3 3 1 1 26
モズ モズ 1 1

付表５　2000年傷病鳥獣受付月別一覧　　１／２
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付表５　2000 年傷病鳥獣受付月別一覧　　２／２

目名 科名 動物名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 総計
鳥類 タカ タカ オオタカ 2 2 1 2 1 8

サシバ 1 1
ツミ 1 1 2
トビ 1 2 3 1 2 2 2 13
ノスリ 1 1 1 3
ハイタカ 1 1

ハヤブサ チゴハヤブサ 1 1
チョウゲンボウ 1 1 1 1 4 1 1 10

チドリ カモメ ウミネコ 1 1 2 2 6
オオセグロカモメ 1 1
コアジサシ 1 1
セグロカモメ 1 1 2

シギ タシギ 2 2
ヤマシギ 1 1 2

タマシギ タマシギ 1 1
チドリ コチドリ 1 1
ヒレアシシギ アカエリヒレアシシギ 2 2

ツル クイナ クイナ 1 1 2
ハト ハト アオバト 1 1 1 3

キジバト 2 1 3 1 5 8 6 10 15 12 8 3 74
ドバト 2 4 4 2 3 4 6 8 4 3 5 45

フクロウ フクロウ アオバズク 1 1 2 1 5
オオコノハズク 1 1 2
フクロウ 1 1 1 2 2 7

ブッポウソウ カワセミ カワセミ 1 1 1 1 3 2 1 10
ペリカン ウ カワウ 1 1 2
ミズナギドリ ウミツバメ ハイイロウミツバメ 1 1

ミズナギドリ オオミズナギドリ 1 2 3

シロハラミズナギドリ 1 1
ヨタカ ヨタカ ヨタカ 1 1

鳥類 計 49 31 20 26 100 132 142 97 55 46 28 24 750
ウサギ ウサギ ノウサギ 1 1
ウシ シカ ニホンジカ 1 2 2 2 1 1 2 11
コウモリ ヒナコウモリ アブラコウモリ 1 1 1 1 2 1 3 4 1 1 1 17
サル オナガザル ニホンザル 1 1 2 1 5
ネコ イタチ アナグマ 2 3 1 6

イタチ 1 1
テン 1 1

イヌ キツネ 2 2
タヌキ 2 3 3 6 1 2 1 1 4 4 2 3 32

ジャコウネコ ハクビシン 1 1 3 3 1 1 2 2 5 19
ネズミ ヤマネ ヤマネ 1 1

リス ムササビ 2 2 1 5
哺乳類 計 4 7 7 14 11 9 9 10 9 10 8 3 101
総計 53 38 27 40 111 141 151 107 64 56 36 27 851

哺乳
類
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目名 科名 動物名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月総計
鳥類 アマツバメ アマツバメ ヒメアマツバメ 1 1 1 3

カッコウ カッコウ ツツドリ 3 3
カモ カモ オシドリ 1 1

オナガガモ 1 1
カルガモ 4 1 5 6 5 1 22
コガモ 1 1 2
マガモ 1 1

キジ キジ キジ 1 1 1 1 4
コジュケイ 1 1 1 3

キツツキ キツツキ コゲラ 2 2 4
コウノトリ サギ アオサギ 1 1

ゴイサギ 2 1 4 3 1 5 1 1 18
コサギ 1 1 1 1 4
ササゴイ 1 1 1 3
ダイサギ 1 1 1 3
チュウサギ 2 2
ミゾゴイ 1 1 2
ヨシゴイ 1 1

スズメ アトリ イカル 1 1
カワラヒワ 2 2 1 2 5 1 1 14
シメ 1 1

カラス オナガ 1 2 6 2 1 12
ハシブトガラス 1 4 2 5 1 1 1 15
ハシボソガラス 5 5 10

シジュウカラ シジュウカラ 1 6 4 2 1 1 1 16
セキレイ セグロセキレイ 1 1

ハクセキレイ 1 1 3 1 6
ビンズイ 1 1

ツグミ イソヒヨドリ 1 1
クロツグミ 1 1
シロハラ 1 1 1 1 4
ツグミ 2 3 1 1 7

ツバメ イワツバメ 5 4 16 2 27
コシアカツバメ 1 1
ツバメ 1 8 27 31 19 2 88

ハタオリドリ スズメ 1 1 24 23 18 6 2 75
ヒタキ ウグイス 1 1

オオヨシキリ 1 1
オオルリ 1 1
キビタキ 1 1
ジョウビタキ 1 1
ルリビタキ 1 1

ヒバリ ヒバリ 1 1
ヒヨドリ ヒヨドリ 2 3 6 2 2 10 9 10 2 1 1 1 49
ホオジロ カシラダカ 1 1
ムクドリ ムクドリ 2 1 21 18 4 1 47
メジロ メジロ 3 1 4 2 1 3 1 1 16

タカ タカ オオタカ 1 1 1 2 1 2 1 9
ケアシノスリ 1 1
ツミ 1 1 1 1 1 5
トビ 1 1 1 4 5 1 13
ハイタカ 2 2

ハヤブサ チョウゲンボウ 1 1 1 1 1 5
ハヤブサ 2 2

チドリ カモメ ウミネコ 1 1 2 4
コアジサシ 1 1
ユリカモメ 4 4

シギ タシギ 1 1
ヤマシギ 1 1

チドリ ケリ 1 1
コチドリ 1 1

ヒレアシシギ アカエリヒレアシシギ 1 1
ツル クイナ オオバン 1 1

バン 1 1 2
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目名 科名 動物名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月総計
ハト ハト アオバト 1 1 1 3

キジバト 7 4 6 5 7 3 6 11 12 7 12 2 82
ドバト 4 1 2 5 7 4 12 15 8 3 4 6 71

フクロウ フクロウ アオバズク 1 1 2
オオコノハズク 1 1 2
フクロウ 1 2 2 5

ブッポウソウカワセミ カワセミ 1 3 1 5
ヤマセミ 1 1

ミズナギドリミズナギドリ オオミズナギドリ 1 1 2
ハシボソミズナギドリ 2 1 1 4
フルマカモメ 1 1 2

鳥類 計 34 23 24 28 110 111 143 101 45 37 31 25 712
ウサギ ウサギ ノウサギ 1 1
ウシ ウシ ニホンカモシカ 1 1 1 3

シカ ニホンジカ 1 5 8 15 8 6 2 4 3 6 1 6 65
コウモリ ヒナコウモリ アブラコウモリ 2 2 2 1 1 8

ヒナコウモリ 1 1
ネコ イタチ アナグマ 1 3 1 5

イヌ タヌキ 2 3 2 3 3 3 2 3 3 10 6 40
クマ ツキノワグマ 1 1
ジャコウネコ ハクビシン 1 1 1 2 2 4 2 1 1 3 2 5 25

ネズミ リス ムササビ 2 2 1 1 3 9
哺乳類 計 4 9 13 23 16 17 11 8 13 12 14 18 158
総計 38 32 37 51 126 128 154 109 58 49 45 43 870

哺乳
類


