
種名 受付番号 分類 雌雄 年齢 保護月日 保護場所 保護原因 保護原因（詳細） 転帰 受付時体重（ｇ） 転帰時体重（ｇ）
キジ 180119 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月14日 藤沢市 その他 親の死亡 死亡 21.6
キジ 180120 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月14日 藤沢市 その他 親の死亡 放野 28.8 536.0
キジ 180121 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月14日 藤沢市 その他 親の死亡 死亡 29.0 260.0
キジ 180122 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月14日 藤沢市 その他 親の死亡 死亡 31.3
キジ 180123 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月14日 藤沢市 その他 親の死亡 死亡 35.4

カルガモ 180010 鳥 不明 成鳥 04月17日 茅ヶ崎市 不明 放野 620.0 800.0
カルガモ 180067 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月31日 伊勢原市 犬・猫等による ネコ 死亡 36.1 31.6
カルガモ 180079 鳥 不明 成鳥 06月03日 座間市 犬・猫等による カラス 880.0
カルガモ 180093 鳥 不明 成鳥 06月08日 厚木市 不明 死亡 640.0 620.0
カルガモ 180124 鳥 不明 成鳥 06月18日 茅ヶ崎市 犬・猫等による ネコの疑い 放野 1040.0 1020.0
カルガモ 180312 鳥 不明 成鳥 03月08日 海老名市 不明 死亡 1160.0 1140.0
コガモ 180316 鳥 オス 成鳥 03月13日 横浜市 犬・猫等による カラス 760.0

カンムリカイツブリ 180268 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 12月20日 海老名市 不明 死亡 680.0 680.0
カンムリカイツブリ 180279 鳥 不明 成鳥 01月19日 相模原市 不明 放野 880.0 860.0

キジバト 180005 鳥 不明 巣立ちヒナ 04月10日 秦野市 誤認保護 放野 119.2 119.2
キジバト 180007 鳥 不明 巣立ちヒナ 04月11日 横浜市 交通・鉄道事故 交通事故 死亡 137.8 181.3
キジバト 180011 鳥 不明 巣立ちヒナ 04月17日 横浜市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 104.6 106.6
キジバト 180013 鳥 不明 成鳥 04月19日 横浜市 犬・猫等による ネコ 死亡 245.8 238.6
キジバト 180014 鳥 不明 巣立ちヒナ 04月20日 厚木市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 176.0 132.3
キジバト 180016 鳥 不明 巣立ちヒナ 04月21日 秦野市 犬・猫等による 何かに襲われた疑い 死亡 107.4 107.4
キジバト 180032 鳥 不明 成鳥 05月02日 厚木市 交通・鉄道事故 車の疑い 死亡 217.1 187.2
キジバト 180039 鳥 不明 成鳥 04月14日 相模原市 不明 死亡 153.0 84.5
キジバト 180056 鳥 不明 成鳥 05月23日 相模原市 転落・衝突 衝突 死亡 229.3 225.2
キジバト 180062 鳥 不明 成鳥 05月27日 海老名市 犬・猫等による ネコ 死亡 229.0 213.5
キジバト 180073 鳥 不明 成鳥 05月31日 小田原市 中毒・汚染 粘着剤+ネコの疑い 死亡 170.9 158.0
キジバト 180090 鳥 不明 成鳥 06月08日 中井町 不明 放野 226.0 228.5
キジバト 180136 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月27日 大和市 誤認保護 放野 105.7 105.7
キジバト 180140 鳥 不明 巣内ヒナ 06月28日 相模原市 犬・猫等による ネコ 死亡 108.4 110.6
キジバト 180150 鳥 不明 巣内ヒナ 07月10日 伊勢原市 巣から落ちる 巣から落下 放野 49.9 49.4
キジバト 180158 鳥 不明 巣内ヒナ 07月19日 小田原市 その他 親の死亡 放野 84.0 171.5
キジバト 180168 鳥 不明 成鳥 07月28日 小田原市 転落・衝突 衝突　+　動物に襲われた 178.0
キジバト 180178 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月04日 伊勢原市 犬・猫等による 何かに襲われた疑い 死亡 158.6 124.7
キジバト 180180 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月06日 藤沢市 犬・猫等による ネコの疑い 死亡 151.9 133.6
キジバト 180187 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月13日 相模原市 伝染病・寄生虫症 伝染病の疑い 死亡 105.0 105.0
キジバト 180208 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月30日 小田原市 犬・猫等による ネコの疑い 放野 131.3 191.2
キジバト 180214 鳥 不明 巣立ちヒナ 09月07日 横浜市 誤認保護 放野 148.4 148.4
キジバト 180240 鳥 不明 成鳥 10月26日 平塚市 犬・猫等による カラス 死亡 229.0 171.5
キジバト 180263 鳥 不明 成鳥 12月07日 平塚市 犬・猫等による ネコの疑い 放野 244.9 192.0
キジバト 180267 鳥 不明 成鳥 12月17日 大和市 犬・猫等による ネコの疑い 死亡 202.2 195.1
キジバト 180270 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 12月19日 相模原市 犬・猫等による ネコ 放野 197.7 199.0
キジバト 180274 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 01月11日 厚木市 転落・衝突 衝突の疑い 放野 230.5 230.5
キジバト 180288 鳥 不明 成鳥 01月11日 秦野市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 254.0 254.0
キジバト 180300 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 02月21日 平塚市 犬・猫等による ネコ 死亡 154.0 129.8
キジバト 180324 鳥 不明 巣立ちヒナ 03月29日 厚木市 誤認保護 放野 129.0 129.0
アオバト 180058 鳥 オス 成鳥 05月25日 平塚市 交通・鉄道事故 車 死亡 204.1 204.1
アオバト 180215 鳥 オス 幼羽が残る若鳥 09月09日 茅ヶ崎市 転落・衝突 衝突 死亡 188.4 186.0
アオバト 180217 鳥 メス 幼羽が残る若鳥 09月17日 大磯町 その他 溺れていた 死亡 205.0 178.7
アオバト 180234 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 10月12日 海老名市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 167.9 167.8
アオバト 180248 鳥 メス 成鳥 11月02日 茅ヶ崎市 犬・猫等による ネコ 死亡 200.0 199.2
アオバト 180255 鳥 オス 幼羽が残る若鳥 11月14日 秦野市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 114.2 114.2
アオバト 180313 鳥 オス 成鳥 03月10日 大井町 不明 死亡 215.5 215.0

オオシロハラミズナギドリ 180228 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 10月03日 不明 その他 台風24号 放野 320.0 320.0
オオミズナギドリ 180144 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 07月06日 海老名市 その他 悪天候 死亡 380.0 399.5
オオミズナギドリ 180251 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 11月08日 寒川町 犬・猫等による カラス 放野 340.0 460.0
ミズナギドリ科 180225 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 10月01日 平塚市 転落・衝突 電線の疑い 死亡 420.0 420.0

カワウ 180222 鳥 不明 巣立ちヒナ 09月28日 藤沢市 転落・衝突 衝突の疑い 放野 1280.0 1180.0
カワウ 180231 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 10月06日 平塚市 網・釣り糸等 釣糸・釣針 放野 1300.0 1440.0
カワウ 180252 鳥 不明 成鳥 11月09日 小田原市 不明 死亡 1100.0 1000.0
カワウ 180302 鳥 不明 成鳥 02月22日 相模原市 交通・鉄道事故 鉄道事故の疑い 死亡 1360.0 1360.0
ミゾゴイ 180205 鳥 不明 成鳥 08月29日 厚木市 不明 死亡 412.5 340.0
アオサギ 180197 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月23日 平塚市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 800.0 840.0
アオサギ 180239 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 10月25日 小田原市 交通・鉄道事故 事故疑い 死亡 1440.0 1340.0
アオサギ 180258 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 11月29日 相模原市 網・釣り糸等 防鳥ネット 放野 1260.0 1720.0
ダイサギ 180183 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月09日 茅ヶ崎市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 740.0 740.0

衝突の疑い　
+ ハクビシンの疑い

ダイサギ 180281 鳥 不明 成鳥 01月24日 平塚市 不明 死亡 960.0 960.0
チュウサギ 180188 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 08月15日 愛川町 不明 死亡 360.0 460.0
チュウサギ 180192 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 08月17日 海老名市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 360.0 300.0
チュウサギ 180218 鳥 不明 巣立ちヒナ 09月20日 寒川町 巣から落ちる 巣から落下 340.0
チュウサギ 180230 鳥 不明 成鳥 10月06日 小田原市 不明 放野 320.0 420.0

コサギ 180244 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 10月31日 小田原市 転落・衝突 衝突 死亡 340.0 340.0
コサギ 180261 鳥 不明 成鳥 12月06日 小田原市 犬・猫等による カラス　+　トビ 死亡 540.0 440.0

オオバン 180243 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 10月30日 秦野市 転落・衝突 衝突　+　ネコ 死亡 560.0 557.0
オオバン 180264 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 12月10日 小田原市 不明 死亡 376.0 339.5

ヨタカ 180242 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 10月28日 平塚市 交通・鉄道事故 車 放野 103.7 98.0
ヒメアマツバメ 180077 鳥 不明 成鳥 06月02日 南足柄市 不明 死亡 23.9 13.6
ヒメアマツバメ 180170 鳥 不明 巣立ちヒナ 07月29日 大磯町 その他 悪天候（台風12号） 放野 18.7 18.9

オオジシギ 180233 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 10月11日 開成町 犬・猫等による ネコ 死亡 209.3 188.8
アカエリヒレアシシギ 180213 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 09月04日 茅ヶ崎市 その他 台風21号 死亡 16.6 14.5
アカエリヒレアシシギ 180220 鳥 不明 成鳥 09月22日 寒川町 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 22.5 16.9

ユリカモメ 180322 鳥 成鳥 03月27日 大磯町 網・釣り糸等 釣糸・釣針 放野 220.0 230.0
ウミネコ 180210 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 09月03日 平塚市 網・釣り糸等 釣糸・釣針　+　衝突の疑い 放野 320.0 400.0
ウミネコ 180219 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 09月22日 平塚市 不明 320.0

セグロアジサシ 180200 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 08月24日 座間市 その他 悪天候（台風20号） 死亡 107.6 101.3
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ダイサギ 180275 鳥 不明 成鳥 01月15日 綾瀬市 転落・衝突 1320.0
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トビ 180001 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 03月29日 横須賀市 不明 放野 929.5 960.0
トビ 180081 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 06月07日 相模原市 その他 衰弱 放野 1080.0 1100.0
トビ 180162 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 07月24日 平塚市 交通・鉄道事故 車 放野 1080.0 980.0
トビ 180201 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 08月26日 藤沢市 転落・衝突 1020.0
トビ 180202 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 08月28日 平塚市 転落・衝突 衝突の疑い 840.0
トビ 180211 鳥 不明 成鳥 09月05日 大磯町 転落・衝突 衝突　+　台風21号 放野 840.0 1120.0
トビ 180226 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 10月01日 相模原市 転落・衝突 建物への衝突の疑い 死亡 900.0 940.0
トビ 180269 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 12月19日 真鶴町 不明 放野 900.0 900.0
ツミ 180004 鳥 オス 幼羽が残る若鳥 04月09日 綾瀬市 転落・衝突 衝突の疑い 放野 90.5 111.2
ツミ 180157 鳥 メス 幼羽が残る若鳥 07月14日 相模原市 交通・鉄道事故 車の疑い 147.0

ハイタカ 180232 鳥 オス 幼羽が残る若鳥 10月08日 相模原市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 83.6 82.3
オオタカ 180020 鳥 メス 幼羽が残る若鳥 04月25日 横浜市 犬・猫等による カラス 放野 1020.0 1000.0
フクロウ 180031 鳥 不明 巣内ヒナ 05月03日 相模原市 誤認保護 放野 240.0 720.0
フクロウ 180216 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 09月09日 相模原市 網・釣り糸等 防鳥ネット 放野 600.0 580.0
フクロウ 180319 鳥 不明 成鳥 03月14日 小田原市 不明 620.0

アオバズク 180052 鳥 不明 成鳥 05月17日 大井町 転落・衝突 衝突の疑い 180.0
カワセミ 180172 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月01日 厚木市 転落・衝突 衝突の疑い 放野 31.8 29.6
カワセミ 180224 鳥 メス 成鳥 09月30日 厚木市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 20.6 20.6
カワセミ 180229 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 10月04日 小田原市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 20.9 20.4
カワセミ 180320 鳥 メス 成鳥 03月21日 茅ヶ崎市 交通・鉄道事故 車の疑い 放野 34.4 24.5
コゲラ 180127 鳥 オス 巣立ちヒナ 06月19日 伊勢原市 不明 死亡 15.0 12.6

チョウゲンボウ 180114 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月17日 横須賀市 転落・衝突 ビル5Fより転落 放野 208.0 222.0
チョウゲンボウ 180204 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 06月19日 相模原市 不明 放野 240.0 220.0
チョウゲンボウ 180257 鳥 メス 成鳥 11月16日 秦野市 網・釣り糸等 防鳥ネット 放野 165.0 188.6
チョウゲンボウ 180295 鳥 オス 幼羽が残る若鳥 02月13日 大磯町 犬・猫等による カラス 放野 167.5 167.5

モズ 180023 鳥 不明 巣内ヒナ 04月25日 平塚市 その他 営巣木の伐採 放野 19.0 37.4
モズ 180024 鳥 不明 巣内ヒナ 04月25日 平塚市 その他 営巣木の伐採 放野 20.0 35.2
モズ 180025 鳥 不明 巣内ヒナ 04月25日 平塚市 その他 営巣木の伐採 放野 19.9 37.0
モズ 180026 鳥 不明 巣内ヒナ 04月25日 平塚市 その他 営巣木の伐採 放野 20.3 38.1
モズ 180027 鳥 不明 巣内ヒナ 04月25日 平塚市 その他 営巣木の伐採 放野 14.1 32.6
モズ 180028 鳥 不明 巣内ヒナ 04月28日 平塚市 巣から落ちる 巣から落下 放野 29.5 40.0
モズ 180126 鳥 オス 成鳥 06月19日 厚木市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 33.1 31.5

シジュウカラ 180037 鳥 不明 巣内ヒナ 05月06日 海老名市 不明 死亡 9.6 6.6
シジュウカラ 180051 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月16日 厚木市 不明 死亡 7.7 7.7
シジュウカラ 180096 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月11日 相模原市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 9.9 9.7
シジュウカラ 180097 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月11日 相模原市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 8.3 8.3
シジュウカラ 180098 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月11日 相模原市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 8.9 8.9
シジュウカラ 180145 鳥 不明 成鳥 07月07日 厚木市 犬・猫等による ネコ 死亡 13.9 13.7
シジュウカラ 180164 鳥 不明 巣立ちヒナ 07月26日 茅ヶ崎市 誤認保護 死亡 11.9 8.0

ツバメ 180002 鳥 オス 成鳥 04月04日 相模原市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 13.8 12.5
ツバメ 180006 鳥 オス 成鳥 04月11日 厚木市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 14.6 13.3
ツバメ 180047 鳥 オス 成鳥 05月13日 海老名市 転落・衝突 衝突の疑い 放野 13.9 14.4
ツバメ 180050 鳥 不明 巣内ヒナ 05月17日 厚木市 犬・猫等による ヘビ 死亡 16.0 10.2
ツバメ 180053 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月21日 海老名市 不明 放野 15.2 12.7
ツバメ 180063 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月29日 大井町 不明 死亡 12.2
ツバメ 180065 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月30日 座間市 転落・衝突 衝突の疑い 12.2
ツバメ 180066 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月31日 厚木市 犬・猫等による 何かに襲われた 16.8
ツバメ 180068 鳥 不明 巣内ヒナ 05月31日 寒川町 不明 放野 18.6 17.1
ツバメ 180071 鳥 不明 巣内ヒナ 06月01日 小田原市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 10.6 10.2
ツバメ 180072 鳥 不明 巣内ヒナ 06月01日 小田原市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 10.7 10.7
ツバメ 180076 鳥 不明 巣内ヒナ 06月02日 大井町 巣から落ちる 巣から落下 死亡 3.0 5.1
ツバメ 180082 鳥 不明 巣内ヒナ 06月06日 湯河原町 その他 巣の撤去（人為的） 放野 17.7 18.8
ツバメ 180083 鳥 不明 巣内ヒナ 06月06日 湯河原町 その他 巣の撤去（人為的） 放野 19.5 19.8
ツバメ 180084 鳥 不明 巣内ヒナ 06月06日 湯河原町 その他 巣の撤去（人為的） 放野 17.1 17.7
ツバメ 180085 鳥 不明 巣内ヒナ 06月06日 湯河原町 その他 巣の撤去（人為的） 放野 17.4 18.6
ツバメ 180101 鳥 不明 巣内ヒナ 06月13日 厚木市 巣から落ちる 巣から落下 放野 14.0 15.1
ツバメ 180102 鳥 不明 巣内ヒナ 06月13日 厚木市 巣から落ちる 巣から落下 放野 14.8 17.0
ツバメ 180103 鳥 不明 巣内ヒナ 06月13日 厚木市 巣から落ちる 巣から落下 放野 14.5 14.9
ツバメ 180108 鳥 不明 巣内ヒナ 06月13日 湯河原町 犬・猫等による 鳥に襲われた 死亡 5.5 4.4
ツバメ 180111 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月16日 伊勢原市 網・釣り糸等 カラス・ネコ除けのネット 放野 14.0 16.3
ツバメ 180115 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月17日 平塚市 転落・衝突 衝突 放野 16.1 16.3
ツバメ 180117 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月16日 相模原市 転落・衝突 衝突 死亡 16.6 15.5
ツバメ 180118 鳥 不明 巣内ヒナ 06月17日 秦野市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 14.6 9.6
ツバメ 180130 鳥 不明 巣内ヒナ 06月24日 厚木市 巣から落ちる 巣から落下 放野
ツバメ 180131 鳥 不明 巣内ヒナ 06月24日 厚木市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 11.8 12.2
ツバメ 180133 鳥 不明 巣内ヒナ 06月27日 厚木市 不明 放野 10.4 15.7
ツバメ 180134 鳥 不明 巣内ヒナ 06月27日 厚木市 巣から落ちる 巣から落下 放野 10.0 15.4
ツバメ 180135 鳥 不明 成鳥 06月27日 厚木市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 18.0 13.7
ツバメ 180141 鳥 不明 巣立ちヒナ 07月01日 厚木市 誤認保護 放野 15.0 15.0
ツバメ 180142 鳥 不明 巣立ちヒナ 07月02日 伊勢原市 誤認保護 放野 13.4 13.4
ツバメ 180143 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 07月03日 綾瀬市 転落・衝突 ガラス窓への衝突の疑い 放野 18.1 18.1
ツバメ 180146 鳥 不明 巣内ヒナ 07月08日 厚木市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 8.4 8.4
ツバメ 180156 鳥 不明 巣内ヒナ 07月18日 厚木市 巣から落ちる 巣から落下　+　親の放棄 放野 12.0 15.5
ツバメ 180163 鳥 不明 巣立ちヒナ 07月22日 伊勢原市 誤認保護 死亡 9.2 9.8
ツバメ 180165 鳥 不明 巣立ちヒナ 07月26日 相模原市 誤認保護 放野 12.7 12.7
ツバメ 180166 鳥 不明 巣内ヒナ 07月28日 伊勢原市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 16.8 18.1
ツバメ 180169 鳥 不明 巣内ヒナ 07月31日 伊勢原市 巣から落ちる 巣から落下 放野 15.0 17.8
ツバメ 180174 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月02日 清川村 誤認保護 放野 14.4 14.4
ツバメ 180176 鳥 不明 巣立ちヒナ 07月20日 松田町 転落・衝突 放野 15.6 14.6
ツバメ 180177 鳥 不明 巣内ヒナ 08月01日 相模原市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 5.1 4.4
ツバメ 180179 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月05日 大磯町 不明 死亡 13.0 16.3
ツバメ 180182 鳥 不明 巣内ヒナ 08月08日 愛川町 巣から落ちる 巣から落下 死亡 6.8 6.9
ツバメ 180184 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月09日 寒川町 不明 放野 11.6 14.4
ツバメ 180185 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月13日 相模原市 転落・衝突 衝突の疑い 放野 15.2 13.4
ツバメ 180186 鳥 不明 巣立ちヒナ 07月30日 横浜市 その他 親の放棄 放野 15.0 12.8
ツバメ 180190 鳥 不明 巣内ヒナ 08月15日 厚木市 巣から落ちる 巣から落下 放野 12.2 12.2
ツバメ 180193 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月17日 座間市 転落・衝突 衝突 死亡 13.6 11.6

巣から落下　
+ 親の死亡の疑い

ツバメ 180196 鳥 不明 巣内ヒナ 08月23日 藤沢市 巣から落ちる 放野 10.6 12.5



種名 受付番号 分類 雌雄 年齢 保護月日 保護場所 保護原因 保護原因（詳細） 転帰 受付時体重（ｇ） 転帰時体重（ｇ）
コシアカツバメ 180260 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 10月02日 箱根町 不明 放野 18.6

イワツバメ 180018 鳥 不明 成鳥 04月24日 相模原市 交通・鉄道事故 車の疑い 死亡 16.2 11.1
イワツバメ 180061 鳥 不明 巣内ヒナ 05月27日 厚木市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 18.6 11.3
イワツバメ 180064 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月29日 藤沢市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 15.1 11.3
イワツバメ 180159 鳥 不明 成鳥 07月19日 海老名市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 16.0 11.8

ヒヨドリ 180070 鳥 不明 成鳥 06月01日 厚木市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 66.5 66.5
ヒヨドリ 180161 鳥 不明 巣立ちヒナ 07月07日 大和市 不明 放野 46.7 57.0
ヒヨドリ 180191 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月13日 相模原市 その他 悪天候 放野 27.5 61.2
ヒヨドリ 180194 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月19日 大和市 不明 死亡 29.9 27.7
ヒヨドリ 180195 鳥 不明 巣内ヒナ 08月19日 二宮町 巣から落ちる 巣から落下 放野 39.4 56.7

悪天候（台風20号）による
巣ごと落下

ヒヨドリ 180203 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月28日 相模原市 誤認保護 放野 29.0 29.0
ヒヨドリ 180241 鳥 不明 成鳥 10月28日 厚木市 不明 死亡 71.6 71.6
ヒヨドリ 180246 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 11月01日 川崎市 不明 死亡 49.7 53.4
ヒヨドリ 180271 鳥 不明 成鳥 12月08日 秦野市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 70.0 70.0
ヒヨドリ 180272 鳥 不明 成鳥 12月15日 秦野市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 79.0 79.0
ヒヨドリ 180273 鳥 不明 成鳥 12月15日 秦野市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 70.0 70.0
ヒヨドリ 180276 鳥 不明 成鳥 01月14日 厚木市 不明 放野 64.3 60.6
ヒヨドリ 180285 鳥 不明 成鳥 01月26日 藤沢市 犬・猫等による 動物に襲われた疑い 死亡 67.1 66.5
ヒヨドリ 180287 鳥 不明 成鳥 01月10日 秦野市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 68.0 68.0
ヒヨドリ 180301 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 02月22日 藤沢市 転落・衝突 衝突の疑い 放野 68.4 68.4
ヒヨドリ 180303 鳥 不明 成鳥 02月24日 海老名市 犬・猫等による ネコ 64.7
ヒヨドリ 180307 鳥 不明 成鳥 03月02日 秦野市 犬・猫等による ネコ 死亡 62.0 61.0

メボソムシクイ 180223 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 09月28日 平塚市 転落・衝突 衝突の疑い 放野 8.8 7.8
メジロ 180019 鳥 不明 巣立ちヒナ 04月22日 小田原市 誤認保護 放野
メジロ 180057 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月22日 藤沢市 巣から落ちる 巣から落下の疑い 放野 7.6 11.7
メジロ 180059 鳥 不明 成鳥 05月20日 秦野市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 12.0 12.0
メジロ 180181 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月06日 大和市 転落・衝突 衝突の疑い 放野 6.2 6.2
メジロ 180189 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月05日 厚木市 不明 放野 7.8 8.2
メジロ 180280 鳥 不明 成鳥 01月23日 伊勢原市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 放野 11.3 11.3
メジロ 180282 鳥 不明 成鳥 01月25日 相模原市 中毒・汚染 粘着剤 放野 10.2 9.7
メジロ 180283 鳥 不明 成鳥 01月25日 相模原市 中毒・汚染 粘着剤 放野 12.0 8.9
メジロ 180284 鳥 不明 成鳥 01月25日 相模原市 中毒・汚染 粘着剤 放野 11.6 9.2
メジロ 180286 鳥 不明 成鳥 01月10日 秦野市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 11.0 11.0
メジロ 180306 鳥 不明 成鳥 02月26日 相模原市 不明 放野 8.3 7.7

シロハラ 180262 鳥 オス 成鳥 12月07日 厚木市 犬・猫等による ネコ 死亡 76.8 58.2
ツグミ 180015 鳥 不明 成鳥 04月20日 海老名市 犬・猫等による 何かに襲われた疑い 死亡 66.4 60.0
ツグミ 180277 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 01月18日 厚木市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 59.8 41.1
ツグミ 180290 鳥 不明 成鳥 01月19日 秦野市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 83.0 83.0

イソヒヨドリ 180250 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 11月08日 相模原市 中毒・汚染 粘着剤 死亡 53.7 52.3
イソヒヨドリ 180314 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 03月14日 厚木市 不明 放野 58.5 52.9
キビタキ 180021 鳥 オス 成鳥 04月25日 相模原市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 11.1 11.1
キビタキ 180238 鳥 オス 成鳥 10月11日 秦野市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 17.0 17.0
ムクドリ 180041 鳥 不明 巣内ヒナ 05月11日 横浜市 不明 死亡 12.0 12.0
ムクドリ 180049 鳥 不明 巣内ヒナ 05月13日 厚木市 巣から落ちる 巣から落下 放野 44.0 58.2
ムクドリ 180054 鳥 不明 巣内ヒナ 05月22日 藤沢市 誤認保護 死亡 52.5 43.7
ムクドリ 180074 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月23日 鎌倉市 犬・猫等による カラス 放野 35.6 62.5
ムクドリ 180075 鳥 不明 巣内ヒナ 06月01日 開成町 犬・猫等による + 親放棄 放野 41.7 82.5
ムクドリ 180078 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月03日 相模原市 不明 死亡 55.1 51.1
ムクドリ 180086 鳥 不明 巣内ヒナ 06月08日 厚木市 中毒・汚染 機械用の油 死亡 60.3 38.5
ムクドリ 180087 鳥 不明 巣内ヒナ 06月08日 厚木市 誤認保護 放野 61.1 61.1
ムクドリ 180088 鳥 不明 巣内ヒナ 06月08日 厚木市 誤認保護 放野 48.3 48.3
ムクドリ 180089 鳥 不明 巣内ヒナ 06月08日 厚木市 誤認保護 放野 66.8 66.8

汚染（ヘドロ臭のする黒い物質）
+巣から落ちる

汚染（ヘドロ臭のする黒い物質）
+巣から落ちる

ムクドリ 180094 鳥 不明 成鳥 06月08日 南足柄市 誤認保護 放野
ムクドリ 180095 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月08日 南足柄市 誤認保護 放野
ムクドリ 180148 鳥 不明 巣立ちヒナ 07月10日 厚木市 誤認保護 放野 30.2 30.2
ムクドリ 180245 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 10月31日 秦野市 転落・衝突 衝突 死亡 54.0 54.7
ムクドリ 180253 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 11月02日 茅ヶ崎市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 60.5 79.3
ムクドリ 180289 鳥 不明 成鳥 01月19日 秦野市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 89.0 89.0
ムクドリ 180293 鳥 不明 成鳥 02月08日 平塚市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 69.2 68.0
ムクドリ 180304 鳥 不明 成鳥 02月11日 秦野市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 102.0 102.0
スズメ 180022 鳥 不明 成鳥 04月25日 平塚市 犬・猫等による ネコ 放野 22.5 21.0
スズメ 180029 鳥 不明 巣内ヒナ 04月29日 伊勢原市 巣から落ちる 巣から落下 放野 15.6 21.6
スズメ 180030 鳥 不明 巣内ヒナ 04月30日 茅ヶ崎市 不明 死亡 1.8 1.8
スズメ 180034 鳥 不明 巣内ヒナ 05月05日 平塚市 誤認保護 放野
スズメ 180035 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月05日 平塚市 犬・猫等による 何かに襲われた疑い 放野 15.2 15.2
スズメ 180036 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月05日 平塚市 犬・猫等による 何かに襲われた疑い 死亡 13.4 16.6
スズメ 180038 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月06日 秦野市 巣から落ちる 巣から落下 放野 10.6 14.0
スズメ 180042 鳥 不明 巣内ヒナ 05月11日 厚木市 不明 死亡 11.3 11.9
スズメ 180043 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月11日 厚木市 不明 死亡 16.0 10.9
スズメ 180044 鳥 不明 巣内ヒナ 05月12日 厚木市 不明 死亡 10.1 10.1
スズメ 180045 鳥 不明 成鳥 05月11日 相模原市 転落・衝突 車の疑い 死亡 19.7 16.9
スズメ 180055 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月22日 平塚市 誤認保護 放野 17.0 17.0
スズメ 180060 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月27日 相模原市 転落・衝突 衝突 放野 16.8 16.8
スズメ 180069 鳥 不明 巣立ちヒナ 05月30日 横浜市 誤認保護 放野 10.3 10.3
スズメ 180080 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月07日 茅ヶ崎市 不明 死亡 12.6 10.0
スズメ 180099 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月11日 藤沢市 不明 死亡 15.1 12.1
スズメ 180100 鳥 不明 巣内ヒナ 06月12日 大和市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 3.6 3.4
スズメ 180104 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 06月14日 清川村 犬・猫等による 放野
スズメ 180105 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月14日 海老名市 不明 死亡 15.9 11.3
スズメ 180106 鳥 不明 巣内ヒナ 06月13日 厚木市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 8.4 5.0
スズメ 180107 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月13日 厚木市 犬・猫等による ネコ 放野 10.9 10.9
スズメ 180109 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月15日 伊勢原市 誤認保護 放野 12.9 12.9
スズメ 180110 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月16日 厚木市 転落・衝突 衝突の疑い 死亡 15.2 11.1

08月24日 伊勢原市 その他 死亡 5.2ヒヨドリ 180199 鳥 不明 巣内ヒナ

06月08日 小田原市 中毒・汚染

ムクドリ 180092 鳥 不明 巣内ヒナ 06月08日 小田原市 中毒・汚染

ムクドリ 180091 鳥 不明 巣内ヒナ 死亡

放野

48.8

54.0

48.8

79.0

4.8



種名 受付番号 分類 雌雄 年齢 保護月日 保護場所 保護原因 保護原因（詳細） 転帰 受付時体重（ｇ） 転帰時体重（ｇ）
スズメ 180112 鳥 不明 成鳥 06月16日 横浜市 不明 放野 19.3 19.6
スズメ 180113 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月17日 平塚市 転落・衝突 衝突 死亡 16.9 14.0
スズメ 180116 鳥 不明 巣内ヒナ 06月17日 藤沢市 転落・衝突 大きな鳥が落としていった 死亡 11.4 10.6
スズメ 180125 鳥 不明 巣内ヒナ 06月19日 厚木市 巣から落ちる 巣から落下 放野 13.5 21.3
スズメ 180128 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月21日 相模原市 網・釣り糸等 金網 死亡 11.3 10.4
スズメ 180129 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月22日 藤沢市 網・釣り糸等 糸 死亡 15.6 12.4
スズメ 180132 鳥 不明 成鳥 06月24日 平塚市 転落・衝突 衝突の疑い 放野 18.0 19.5
スズメ 180137 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月27日 横浜市 その他 巣の撤去 放野 13.0 19.4
スズメ 180138 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月27日 横浜市 その他 巣の撤去 放野 15.5 21.8
スズメ 180139 鳥 不明 巣立ちヒナ 06月27日 横浜市 その他 巣の撤去 放野 14.5 21.0
スズメ 180149 鳥 不明 巣内ヒナ 07月10日 愛川町 犬・猫等による カラス 放野 13.7 19.9
スズメ 180153 鳥 不明 巣内ヒナ 07月15日 厚木市 巣から落ちる 巣から落下 放野 13.7 19.9
スズメ 180154 鳥 不明 巣内ヒナ 07月15日 藤沢市 巣から落ちる 巣から落下の疑い 死亡 12.5 12.9
スズメ 180160 鳥 不明 成鳥 07月03日 秦野市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 21.0 21.0
スズメ 180171 鳥 不明 巣内ヒナ 07月26日 開成町 巣から落ちる 巣から落下 死亡 12.0 9.3
スズメ 180198 鳥 不明 巣内ヒナ 08月24日 平塚市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 6.8 12.2
スズメ 180207 鳥 不明 巣立ちヒナ 08月28日 綾瀬市 不明 死亡 10.6 10.1
スズメ 180278 鳥 不明 幼羽が残る若鳥 01月18日 海老名市 転落・衝突 衝突 放野 22.9 21.0
スズメ 180305 鳥 不明 成鳥 02月26日 座間市 不明 放野 21.8 18.7
スズメ 180308 鳥 不明 成鳥 03月04日 伊勢原市 交通・鉄道事故 車 死亡 24.2 24.2

ハクセキレイ 180152 鳥 不明 巣内ヒナ 07月13日 寒川町 巣から落ちる 巣から落下 放野 15.5 23.1
ハクセキレイ 180155 鳥 不明 巣立ちヒナ 07月15日 秦野市 不明 死亡 17.4 14.1
ハクセキレイ 180167 鳥 不明 巣立ちヒナ 07月29日 伊勢原市 誤認保護 放野 15.2 15.2
カワラヒワ 180209 鳥 不明 巣立ちヒナ 09月03日 平塚市 転落・衝突 死亡 20.6 20.6

シメ 180297 鳥 メス 成鳥 02月16日 厚木市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 放野 57.3 54.6
コジュケイ 180017 鳥 メス 成鳥 03月18日 秦野市 転落・衝突 ガラス窓への衝突 死亡 248.0 248.0

アブラコウモリ 180147 獣 メス 授乳中 07月10日 伊勢原市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 1.1 1.0
アブラコウモリ 180151 獣 メス 授乳中 07月11日 海老名市 巣から落ちる 巣から落下 死亡 1.3 1.2
アブラコウモリ 180206 獣 オス 成獣 08月29日 中井町 転落・衝突 ガラス窓への衝突の疑い 死亡 6.9 5.7
アブラコウモリ 180221 獣 オス 成獣 09月24日 綾瀬市 転落・衝突 建物 放野 7.3 7.3
アブラコウモリ 180265 獣 オス 成獣 12月12日 厚木市 誤認保護 放野 6.0 6.0

タヌキ 180003 獣 オス 成獣 04月08日 川崎市 犬・猫等による 何かに襲われる　+　疥癬 死亡 2540.0 2680.0
タヌキ 180008 獣 オス 成獣 04月13日 海老名市 伝染病・寄生虫症 疥癬 放野 3880.0 3620.0
タヌキ 180009 獣 メス 成獣 04月17日 海老名市 伝染病・寄生虫症 疥癬 放野 2960.0 3380.0
タヌキ 180012 獣 メス 成獣 04月20日 座間市 伝染病・寄生虫症 疥癬 放野 2940.0 3480.0
タヌキ 180033 獣 オス 成獣 05月04日 川崎市 伝染病・寄生虫症 疥癬 放野 3340.0 4280.0
タヌキ 180040 獣 メス 授乳中 05月11日 平塚市 誤認保護 放野 124.5 124.5
タヌキ 180046 獣 オス 成獣 05月13日 伊勢原市 交通・鉄道事故 交通事故　+　疥癬 死亡 3960.0 3960.0
タヌキ 180048 獣 メス 亜成獣 05月13日 相模原市 伝染病・寄生虫症 疥癬 死亡 3460.0 3040.0
タヌキ 180173 獣 オス 授乳後 08月01日 海老名市 伝染病・寄生虫症 疥癬 放野 1020.0 2780.0
タヌキ 180175 獣 オス 授乳後 08月02日 海老名市 伝染病・寄生虫症 疥癬　+　箱罠 放野 1120.0 2620.0
タヌキ 180212 獣 メス 亜成獣 09月05日 座間市 交通・鉄道事故 車の疑い 放野 2580.0 3900.0
タヌキ 180235 獣 オス 亜成獣 10月16日 厚木市 交通・鉄道事故 死亡 3120.0 2800.0
タヌキ 180237 獣 オス 亜成獣 10月23日 相模原市 交通・鉄道事故 車 4920.0
タヌキ 180247 獣 オス 成獣 11月01日 海老名市 不明 放野 3900.0 4540.0
タヌキ 180249 獣 オス 成獣 11月07日 綾瀬市 伝染病・寄生虫症 疥癬 死亡 3520.0 3840.0
タヌキ 180254 獣 オス 亜成獣 11月14日 相模原市 わな等捕獲行為 箱罠 放野
タヌキ 180256 獣 オス 成獣 11月16日 海老名市 伝染病・寄生虫症 疥癬 放野 2880.0 2980.0
タヌキ 180259 獣 メス 亜成獣 11月30日 愛川町 伝染病・寄生虫症 疥癬　+　交通事故（車）の疑い 死亡 1800.0 1620.0
タヌキ 180266 獣 オス 成獣 12月15日 厚木市 伝染病・寄生虫症 疥癬 放野 3000.0 3000.0
タヌキ 180291 獣 メス 成獣 02月01日 愛川町 その他 衰弱 死亡 2200.0 2160.0
タヌキ 180292 獣 オス 成獣 02月04日 相模原市 伝染病・寄生虫症 疥癬 死亡 2720.0 2720.0
タヌキ 180294 獣 メス 成獣 02月11日 綾瀬市 伝染病・寄生虫症 疥癬　+　カラスに襲われた 2400.0
タヌキ 180296 獣 メス 成獣 02月14日 大和市 伝染病・寄生虫症 疥癬 死亡 3320.0 3320.0
タヌキ 180298 獣 オス 成獣 02月18日 伊勢原市 不明 放野 3920.0 4160.0
タヌキ 180299 獣 オス 成獣 02月19日 綾瀬市 伝染病・寄生虫症 疥癬 死亡 2780.0 2780.0
タヌキ 180309 獣 メス 成獣 03月04日 相模原市 伝染病・寄生虫症 疥癬　+　箱罠 3400.0
タヌキ 180310 獣 オス 成獣 03月04日 海老名市 伝染病・寄生虫症 疥癬　+　箱罠 3640.0
タヌキ 180311 獣 オス 成獣 03月07日 厚木市 伝染病・寄生虫症 疥癬 2100.0
タヌキ 180315 獣 メス 成獣 03月14日 座間市 伝染病・寄生虫症 疥癬 死亡 3500.0 3400.0
タヌキ 180317 獣 オス 成獣 03月16日 寒川町 伝染病・寄生虫症 疥癬　+　交通事故 死亡 3400.0 3250.0
タヌキ 180318 獣 メス 成獣 03月17日 秦野市 伝染病・寄生虫症 疥癬 3120.0
タヌキ 180321 獣 オス 成獣 03月21日 愛川町 伝染病・寄生虫症 疥癬 3140.0
タヌキ 180323 獣 オス 成獣 03月28日 茅ヶ崎市 わな等捕獲行為 トラバサミ　+　疥癬 3220.0

アナグマ 180236 獣 メス 成獣 10月23日 伊勢原市 交通・鉄道事故 車 死亡 8600.0 8600.0
ノウサギ 180227 獣 メス 成獣 10月03日 厚木市 不明 死亡 2000.0 1820.0

*平成31年3月31日現在


