
調査結果の累積
2022.3.31（R4.3.31）時点
×：陽性イノシシ確認地点
〇：陰性イノシシ確認地点
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2021.4-6月（R3.4-6月）
× 陽性ｲﾉｼｼ確認地点
○ 陰性ｲﾉｼｼ確認地点

2021.7-9月（R3.7-9月）
× 陽性ｲﾉｼｼ確認地点
○ 陰性ｲﾉｼｼ確認地点

2021.10-12月（R3.10-12月）
× 陽性ｲﾉｼｼ確認地点
○ 陰性ｲﾉｼｼ確認地点

2022.1-3月（R4.1-3月）
× 陽性ｲﾉｼｼ確認地点
○ 陰性ｲﾉｼｼ確認地点



野生イノシシの豚熱検査状況
R1.7.16以降捕獲調査開始を決定

合計 捕獲 死亡

検査頭数(累計) 876 842 34
うち陽性 55 29 26

陰性 821 813 8

(年度 小計： （　　）内の数字は、「陽性頭数」:「陰性頭数」）

合計 捕獲 死亡

平成３０及び令和元年度 258 238 (10 : 228) 20 (12 : 8)

令和２年度 379 367 (14 : 353) 12 (12 : 0)

令和３年度 239 237 (5 : 232) 2 (2 : 0)

捕獲・発見場所 捕獲・発見日
捕獲方法

(発見状況)
性別 体重 検査日 判定

638 能美市岩本町 令和3年4月19日 捕獲 メス 約30kg 令和3年4月20日 陰性

639 能美市鍋谷町 令和3年4月22日 捕獲 オス 約22kg 令和3年4月27日 陰性

640 小松市若杉町 令和3年4月23日 捕獲 メス 約45kg 令和3年4月27日 陰性

641 能美市岩本町 令和3年4月26日 捕獲 メス 約30kg 令和3年4月27日 陰性

642 小松市大野町 令和3年4月27日 捕獲 メス 約60kg 令和3年5月6日 陰性

643 志賀町大福寺 令和3年4月28日 死亡 オス 約70kg 令和3年5月6日 陽性

644 小松市小山田町 令和3年4月28日 捕獲 オス 約110kg 令和3年5月6日 陰性

645 小松市赤瀬町 令和3年4月30日 捕獲 メス 約30kg 令和3年5月6日 陰性

646 能登町武連 令和3年5月10日 捕獲 オス 約40kg 令和3年5月11日 陽性

647 小松市嵐町 令和3年5月12日 捕獲 メス 約60kg 令和3年5月18日 陰性

648 能登町宇出津山分 令和3年5月13日 捕獲 オス 約30kg 令和3年5月18日 陽性

649 小松市瀬領町 令和3年5月13日 捕獲 メス 約90kg 令和3年5月18日 陰性

650 小松市瀬領町 令和3年5月13日 捕獲 メス 約30kg 令和3年5月18日 陰性

651 宝達志水町針山 令和3年5月14日 捕獲 メス 約60kg 令和3年5月18日 陰性

652 輪島市三井町洲衛 令和3年5月17日 捕獲 メス 約100kg 令和3年5月18日 陰性

653 能美市坪野町 令和3年5月19日 捕獲 メス 約65kg 令和3年5月25日 陰性

654 能美市金剛寺町 令和3年5月20日 捕獲 オス 約65kg 令和3年5月25日 陰性



捕獲・発見場所 捕獲・発見日
捕獲方法

(発見状況)
性別 体重 検査日 判定

655 中能登町瀬戸 令和3年5月24日 捕獲 オス 約60kg 令和3年5月25日 陰性

656 金沢市熊走町 令和3年5月26日 捕獲 オス 約25kg 令和3年6月1日 陰性

657 能美市仏大寺町 令和3年6月3日 捕獲 メス 約46kg 令和3年6月8日 陰性

658 小松市観音下町 令和3年6月7日 捕獲 メス 約26kg 令和3年6月8日 陰性

659 金沢市北方町 令和3年6月10日 捕獲 オス 約30kg 令和3年6月15日 陰性

660 小松市三谷町 令和3年6月11日 捕獲 オス 約62kg 令和3年6月15日 陰性

661 小松市桂町 令和3年6月11日 捕獲 メス 約25kg 令和3年6月15日 陰性

662 小松市金平町 令和3年6月14日 捕獲 メス 約63kg 令和3年6月15日 陰性

663 羽咋市上中山町 令和3年6月14日 捕獲 オス 約70kg 令和3年6月15日 陰性

664 小松市三谷町 令和3年6月19日 捕獲 オス 約37kg 令和3年6月22日 陰性

665 金沢市東原町 令和3年6月24日 捕獲 オス 約42kg 令和3年6月29日 陰性

666 小松市沢町 令和3年7月5日 捕獲 オス 約97kg 令和3年7月7日 陰性

667 金沢市滝下町 令和3年7月6日 捕獲 メス 約65kg 令和3年7月7日 陰性

668 小松市沢町 令和3年7月8日 捕獲 メス 約80kg 令和3年7月14日 陰性

669 小松市那谷町 令和3年7月15日 捕獲 オス 約38kg 令和3年7月20日 陰性

670 志賀町上棚 令和3年7月16日 捕獲 メス 約45kg 令和3年7月20日 陰性

671 志賀町上棚 令和3年7月16日 捕獲 メス 約7kg 令和3年7月20日 陰性

672 小松市軽海町 令和3年7月22日 捕獲 メス 約40kg 令和3年7月28日 陰性

673 志賀町大福寺 令和3年7月29日 死亡 メス 約40kg 令和3年8月4日 陽性

674 志賀町大笹 令和3年7月30日 捕獲 メス 約20kg 令和3年8月4日 陰性

675 小松市三谷町 令和3年7月31日 捕獲 オス 約36kg 令和3年8月4日 陰性

676 小松市遊泉寺町 令和3年8月1日 捕獲 メス 約29kg 令和3年8月4日 陰性



捕獲・発見場所 捕獲・発見日
捕獲方法

(発見状況)
性別 体重 検査日 判定

677 小松市原町 令和3年8月3日 捕獲 メス 約34kg 令和3年8月11日 陰性

678 能美市長滝町 令和3年8月7日 捕獲 オス 約10kg 令和3年8月11日 陰性

679 能美市長滝町 令和3年8月7日 捕獲 オス 約8kg 令和3年8月11日 陰性

680 宝達志水町海老坂 令和3年8月10日 捕獲 メス 約7kg 令和3年8月11日 陰性

681 金沢市城力町 令和3年8月12日 捕獲 オス 約15kg 令和3年8月18日 陰性

682 加賀市桂谷町 令和3年8月19日 捕獲 オス 約37kg 令和3年8月25日 陰性

683 宝達志水町針山 令和3年8月20日 捕獲 メス 約66kg 令和3年8月25日 陰性

684 宝達志水町針山 令和3年8月20日 捕獲 メス 約6kg 令和3年8月25日 陰性

685 小松市麦口町 令和3年8月23日 捕獲 オス 約24kg 令和3年8月25日 陰性

686 宝達志水町針山 令和3年8月26日 捕獲 メス 約55kg 令和3年9月1日 陰性

687 金沢市東原町 令和3年8月30日 捕獲 オス 約36kg 令和3年9月1日 陰性

688 七尾市能登島須曽町 令和3年9月6日 捕獲 メス 約70kg 令和3年9月8日 陰性

689 小松市東山町 令和3年9月6日 捕獲 オス 約15kg 令和3年9月8日 陰性

690 小松市東山町 令和3年9月6日 捕獲 オス 約14kg 令和3年9月8日 陰性

691 七尾市中島町山戸田 令和3年9月7日 捕獲 メス 約8kg 令和3年9月8日 陰性

692 小松市那谷町 令和3年9月7日 捕獲 オス 約9kg 令和3年9月8日 陰性

693 小松市那谷町 令和3年9月7日 捕獲 オス 約9kg 令和3年9月8日 陰性

694 七尾市垣吉町 令和3年9月8日 捕獲 オス 約20kg 令和3年9月15日 陰性

695 宝達志水町見砂 令和3年9月10日 捕獲 メス 約60kg 令和3年9月15日 陰性

696 宝達志水町見砂 令和3年9月10日 捕獲 メス 約9kg 令和3年9月15日 陰性

697 小松市池城町 令和3年9月13日 捕獲 オス 約14kg 令和3年9月15日 陰性

698 小松市池城町 令和3年9月13日 捕獲 メス 約12kg 令和3年9月15日 陰性



捕獲・発見場所 捕獲・発見日
捕獲方法

(発見状況)
性別 体重 検査日 判定

699 小松市蓮代寺町 令和3年9月13日 捕獲 オス 約99kg 令和3年9月15日 陰性

700 七尾市三室町 令和3年9月15日 捕獲 メス 約15kg 令和3年9月21日 陰性

701 白山市曽谷町 令和3年9月15日 捕獲 オス 約44kg 令和3年9月21日 陰性

702 小松市吉竹町 令和3年9月16日 捕獲 オス 約66kg 令和3年9月21日 陰性

703 小松市池城町 令和3年9月19日 捕獲 メス 約13kg 令和3年9月29日 陰性

704 小松市池城町 令和3年9月19日 捕獲 オス 約13kg 令和3年9月29日 陰性

705 小松市遊泉寺町 令和3年9月20日 捕獲 オス 約8kg 令和3年9月29日 陰性

706 羽咋市千路町 令和3年9月20日 捕獲 メス 約80kg 令和3年9月29日 陰性

707 小松市瀬領町 令和3年9月26日 捕獲 メス 約12kg 令和3年9月29日 陰性

708 小松市瀬領町 令和3年9月26日 捕獲 メス 約14kg 令和3年9月29日 陰性

709 小松市三谷町 令和3年10月5日 捕獲 オス 約61kg 令和3年10月6日 陰性

710 金沢市滝下町 令和3年10月5日 捕獲 メス 約19kg 令和3年10月6日 陰性

711 七尾市大泊町 令和3年10月6日 捕獲 メス 約15kg 令和3年10月13日 陰性

712 志賀町上棚 令和3年10月7日 捕獲 メス 約10kg 令和3年10月13日 陽性

713 七尾市三室町 令和3年10月7日 捕獲 オス 約10kg 令和3年10月13日 陰性

714 七尾市能登島別所町 令和3年10月11日 捕獲 オス 約16kg 令和3年10月13日 陰性

715 中能登町花見月 令和3年10月15日 捕獲 オス 約23kg 令和3年10月20日 陰性

716 中能登町花見月 令和3年10月15日 捕獲 メス 約23kg 令和3年10月20日 陰性

717 七尾市伊久留町 令和3年10月21日 捕獲 メス 約30kg 令和3年10月27日 陰性

718 志賀町三明 令和3年10月24日 捕獲 オス 約70kg 令和3年10月27日 陰性

719 加賀市二ツ屋町 令和3年10月26日 捕獲 オス 約20kg 令和3年10月27日 陰性

720 加賀市二ツ屋町 令和3年10月26日 捕獲 メス 約20kg 令和3年10月27日 陰性



捕獲・発見場所 捕獲・発見日
捕獲方法

(発見状況)
性別 体重 検査日 判定

721 小松市大野町 令和3年10月29日 捕獲 オス 約20kg 令和3年11月4日 陰性

722 小松市大野町 令和3年10月29日 捕獲 オス 約19kg 令和3年11月4日 陰性

723 小松市遊泉寺町 令和3年10月30日 捕獲 オス 約14kg 令和3年11月4日 陰性

724 志賀町中畠 令和3年11月3日 捕獲 メス 約33kg 令和3年11月10日 陰性

725 志賀町中畠 令和3年11月3日 捕獲 メス 約33kg 令和3年11月10日 陰性

726 白山市白山町 令和3年11月4日 捕獲 メス 約20kg 令和3年11月10日 陰性

727 白山市白山町 令和3年11月4日 捕獲 メス 約20kg 令和3年11月10日 陰性

728 七尾市中挾町 令和3年11月5日 捕獲 メス 約15kg 令和3年11月10日 陰性

729 宝達志水町荻谷 令和3年11月7日 捕獲 オス 約25kg 令和3年11月10日 陰性

730 宝達志水町荻谷 令和3年11月7日 捕獲 オス 約25kg 令和3年11月10日 陰性

731 白山市相滝町 令和3年11月8日 捕獲 オス 約18kg 令和3年11月10日 陰性

732 小松市三谷町 令和3年11月8日 捕獲 オス 約9kg 令和3年11月10日 陰性

733 小松市三谷町 令和3年11月8日 捕獲 オス 約8kg 令和3年11月10日 陰性

734 小松市遊泉寺町 令和3年11月8日 捕獲 オス 約30kg 令和3年11月10日 陰性

735 小松市遊泉寺町 令和3年11月8日 捕獲 オス 約25kg 令和3年11月10日 陰性

736 金沢市深谷町 令和3年11月9日 捕獲 メス 約25kg 令和3年11月10日 陰性

737 穴水町沖波 令和3年11月12日 捕獲 オス 約28kg 令和3年11月17日 陰性

738 七尾市三室町 令和3年11月12日 捕獲 オス 約50kg 令和3年11月17日 陰性

739 金沢市駒帰町 令和3年11月15日 捕獲 メス 約20kg 令和3年11月17日 陰性

740 小松市瀬領町 令和3年11月18日 捕獲 オス 約45kg 令和3年11月24日 陰性

741 小松市尾小屋町 令和3年11月22日 捕獲 メス 約21kg 令和3年11月24日 陰性

742 穴水町乙ヶ崎 令和3年11月24日 捕獲 オス 約252kg 令和3年12月1日 陽性



捕獲・発見場所 捕獲・発見日
捕獲方法

(発見状況)
性別 体重 検査日 判定

743 小松市原町 令和3年11月26日 捕獲 オス 約14kg 令和3年12月1日 陰性

744 小松市原町 令和3年11月26日 捕獲 メス 約13kg 令和3年12月1日 陰性

745 小松市麦口町 令和3年11月27日 捕獲 オス 約24kg 令和3年12月1日 陰性

746 小松市麦口町 令和3年11月27日 捕獲 メス 約23kg 令和3年12月1日 陰性

747 白山市小柳町 令和3年11月30日 捕獲 オス 約28kg 令和3年12月1日 陰性

748 小松市金平町 令和3年11月30日 捕獲 オス 約34kg 令和3年12月8日 陰性

749 小松市金平町 令和3年11月30日 捕獲 オス 約36kg 令和3年12月8日 陰性

750 小松市金平町 令和3年11月30日 捕獲 オス 約33kg 令和3年12月8日 陰性

751 小松市金平町 令和3年11月30日 捕獲 メス 約32kg 令和3年12月8日 陰性

752 能美市大口町 令和3年12月3日 捕獲 オス 約82kg 令和3年12月8日 陰性

753 金沢市駒帰 令和3年12月6日 捕獲 メス 約40kg 令和3年12月8日 陰性

754 金沢市駒帰 令和3年12月6日 捕獲 メス 約40kg 令和3年12月8日 陰性

755 小松市中ノ峠 令和3年12月6日 捕獲 メス 約21kg 令和3年12月8日 陰性

756 小松市中ノ峠 令和3年12月6日 捕獲 オス 約21kg 令和3年12月8日 陰性

757 能登町武連 令和3年12月7日 捕獲 メス 約59kg 令和3年12月15日 陰性

758 能登町武連 令和3年12月7日 捕獲 メス 約60kg 令和3年12月15日 陰性

759 穴水町中居 令和3年12月10日 捕獲 オス 約35kg 令和3年12月15日 陰性

760 穴水町中居 令和3年12月10日 捕獲 メス 約35kg 令和3年12月15日 陰性

761 小松市金平町 令和3年12月13日 捕獲 オス 約30kg 令和3年12月15日 陰性

762 小松市金平町 令和3年12月13日 捕獲 メス 約24kg 令和3年12月15日 陰性

763 白山市河原山町 令和3年12月15日 捕獲 オス 約30kg 令和3年12月22日 陰性

764 小松市中海町 令和3年12月21日 捕獲 オス 約40kg 令和3年12月27日 陰性



捕獲・発見場所 捕獲・発見日
捕獲方法

(発見状況)
性別 体重 検査日 判定

765 七尾市田鶴浜町 令和3年12月24日 捕獲 オス 約50kg 令和3年12月27日 陰性

766 七尾市田鶴浜町 令和3年12月24日 捕獲 オス 約50kg 令和3年12月27日 陰性

767 小松市花坂町 令和4年1月4日 捕獲 メス 約40kg 令和4年1月5日 陰性

768 小松市花坂町 令和4年1月4日 捕獲 オス 約40kg 令和4年1月5日 陰性

769 穴水町山中 令和4年1月5日 捕獲 オス 約45kg 令和4年1月12日 陰性

770 七尾市伊久留町 令和4年1月5日 捕獲 メス 約51kg 令和4年1月12日 陰性

771 七尾市伊久留町 令和4年1月5日 捕獲 オス 約41kg 令和4年1月12日 陰性

772 中能登町花見月 令和4年1月6日 捕獲 オス 約35kg 令和4年1月12日 陰性

773 白山市河内町板尾 令和4年1月6日 捕獲 オス 約28kg 令和4年1月12日 陰性

774 中能登町上後山 令和4年1月7日 捕獲 メス 約40kg 令和4年1月12日 陰性

775 中能登町上後山 令和4年1月7日 捕獲 メス 約37kg 令和4年1月12日 陰性

776 小松市中海町 令和4年1月7日 捕獲 オス 約34kg 令和4年1月12日 陰性

777 小松市中海町 令和4年1月7日 捕獲 オス 約35kg 令和4年1月12日 陰性

778 小松市中海町 令和4年1月7日 捕獲 オス 約32kg 令和4年1月12日 陰性

779 小松市東山町 令和4年1月8日 捕獲 メス 約46kg 令和4年1月12日 陰性

780 小松市東山町 令和4年1月8日 捕獲 メス 約41kg 令和4年1月12日 陰性

781 志賀町矢駄 令和4年1月11日 捕獲 オス 約40kg 令和4年1月12日 陰性

782 志賀町貝田 令和4年1月11日 捕獲 メス 約15kg 令和4年1月12日 陰性

783 志賀町貝田 令和4年1月11日 捕獲 メス 約14kg 令和4年1月12日 陰性

784 志賀町貝田 令和4年1月11日 捕獲 オス 約16kg 令和4年1月12日 陰性

785 志賀町貝田 令和4年1月11日 捕獲 メス 約13kg 令和4年1月12日 陰性

786 穴水町旭ヶ丘 令和4年1月11日 捕獲 メス 約45kg 令和4年1月12日 陰性



捕獲・発見場所 捕獲・発見日
捕獲方法

(発見状況)
性別 体重 検査日 判定

787 白山市白山町 令和4年1月11日 捕獲 メス 約60kg 令和4年1月19日 陰性

788 白山市鶴来日吉町 令和4年1月11日 捕獲 メス 約20kg 令和4年1月19日 陰性

789 白山市鶴来日吉町 令和4年1月11日 捕獲 メス 約18kg 令和4年1月19日 陰性

790 穴水町乙ヶ崎 令和4年1月12日 捕獲 メス 約40kg 令和4年1月19日 陰性

791 小松市花坂町 令和4年1月13日 捕獲 オス 約28kg 令和4年1月19日 陰性

792 小松市花坂町 令和4年1月13日 捕獲 オス 約27kg 令和4年1月19日 陰性

793 小松市花坂町 令和4年1月13日 捕獲 メス 約26kg 令和4年1月19日 陰性

794 小松市花坂町 令和4年1月13日 捕獲 メス 約23kg 令和4年1月19日 陰性

795 七尾市能登島佐波町 令和4年1月14日 捕獲 オス 約35kg 令和4年1月19日 陰性

796 小松市花坂町 令和4年1月14日 捕獲 オス 約34kg 令和4年1月19日 陰性

797 小松市花坂町 令和4年1月14日 捕獲 メス 約30kg 令和4年1月19日 陰性

798 小松市花坂町 令和4年1月14日 捕獲 メス 約33kg 令和4年1月19日 陰性

799 白山市木滑 令和4年1月16日 捕獲 オス 約118kg 令和4年1月19日 陰性

800 穴水町小又 令和4年1月17日 捕獲 メス 約78kg 令和4年1月19日 陰性

801 穴水町小又 令和4年1月17日 捕獲 メス 約66kg 令和4年1月19日 陰性

802 穴水町瑞鳳 令和4年1月17日 捕獲 メス 約32kg 令和4年1月19日 陰性

803 穴水町瑞鳳 令和4年1月17日 捕獲 オス 約29kg 令和4年1月19日 陰性

804 穴水町中居 令和4年1月24日 捕獲 メス 約27kg 令和4年1月26日 陰性

805 穴水町中居 令和4年1月24日 捕獲 オス 約29kg 令和4年1月26日 陰性

806 穴水町中居 令和4年1月24日 捕獲 メス 約38kg 令和4年1月26日 陰性

807 中能登町花見月 令和4年1月27日 捕獲 メス 約80kg 令和4年2月2日 陰性

808 志賀町矢駄 令和4年1月28日 捕獲 オス 約41kg 令和4年2月2日 陰性



捕獲・発見場所 捕獲・発見日
捕獲方法

(発見状況)
性別 体重 検査日 判定

809 志賀町和田 令和4年1月30日 捕獲 オス 約50kg 令和4年2月2日 陰性

810 七尾市能登島半浦町 令和4年1月31日 捕獲 オス 約35kg 令和4年2月2日 陰性

811 白山市吉野 令和4年1月31日 捕獲 オス 約72kg 令和4年2月2日 陰性

812 七尾市能登島半浦町 令和4年2月1日 捕獲 オス 約55kg 令和4年2月2日 陰性

813 穴水町東中谷 令和4年1月31日 捕獲 メス 約41kg 令和4年2月2日 陰性

814 白山市坂尻町 令和4年2月1日 捕獲 オス 約23kg 令和4年2月9日 陰性

815 白山市坂尻町 令和4年2月1日 捕獲 オス 約21kg 令和4年2月9日 陰性

816 宝達志水町杉野屋 令和4年2月4日 捕獲 オス 約45kg 令和4年2月9日 陰性

817 宝達志水町杉野屋 令和4年2月4日 捕獲 オス 約45kg 令和4年2月9日 陰性

818 羽咋市菅池町 令和4年2月7日 捕獲 オス 約21kg 令和4年2月9日 陰性

819 七尾市三室町 令和4年2月7日 捕獲 オス 約40kg 令和4年2月9日 陰性

820 白山市木滑新 令和4年2月8日 捕獲 メス 約85kg 令和4年2月16日 陰性

821 中能登町花見月 令和4年2月9日 捕獲 メス 約50kg 令和4年2月16日 陰性

822 志賀町八幡 令和4年2月9日 捕獲 オス 約17kg 令和4年2月16日 陰性

823 志賀町八幡 令和4年2月9日 捕獲 オス 約17kg 令和4年2月16日 陰性

824 志賀町八幡 令和4年2月9日 捕獲 メス 約15kg 令和4年2月16日 陰性

825 志賀町八幡 令和4年2月9日 捕獲 メス 約15kg 令和4年2月16日 陰性

826 穴水町瑞鳳 令和4年2月9日 捕獲 オス 約43kg 令和4年2月16日 陰性

827 穴水町瑞鳳 令和4年2月9日 捕獲 メス 約40kg 令和4年2月16日 陰性

828 穴水町中居 令和4年2月14日 捕獲 オス 約31kg 令和4年2月16日 陰性

829 穴水町中居 令和4年2月14日 捕獲 メス 約30kg 令和4年2月16日 陰性

830 穴水町曽福 令和4年2月14日 捕獲 オス 約12kg 令和4年2月16日 陰性



捕獲・発見場所 捕獲・発見日
捕獲方法

(発見状況)
性別 体重 検査日 判定

831 穴水町曽福 令和4年2月14日 捕獲 オス 約12kg 令和4年2月16日 陰性

832 穴水町曽福 令和4年2月14日 捕獲 メス 約15kg 令和4年2月16日 陰性

833 穴水町曽福 令和4年2月14日 捕獲 オス 約15kg 令和4年2月16日 陰性

834 七尾市能登島曲町 令和4年2月15日 捕獲 オス 約40kg 令和4年2月16日 陰性

835 七尾市能登島曲町 令和4年2月15日 捕獲 オス 約45kg 令和4年2月16日 陰性

836 七尾市能登島曲町 令和4年2月15日 捕獲 メス 約90kg 令和4年2月16日 陰性

837 七尾市能登島須曽町 令和4年2月16日 捕獲 メス 約10kg 令和4年2月24日 陰性

838 かほく市八野 令和4年2月17日 捕獲 メス 約35kg 令和4年2月24日 陰性

839 志賀町八千代 令和4年2月17日 捕獲 メス 約40kg 令和4年2月24日 陰性

840 宝達志水町山崎 令和4年2月17日 捕獲 メス 約22kg 令和4年2月24日 陰性

841 穴水町比良 令和4年2月18日 捕獲 メス 約50kg 令和4年2月24日 陰性

842 穴水町瑞鳳 令和4年2月21日 捕獲 メス 約33kg 令和4年2月24日 陰性

843 穴水町瑞鳳 令和4年2月21日 捕獲 メス 約38kg 令和4年2月24日 陰性

844 穴水町山中 令和4年2月21日 捕獲 オス 約40kg 令和4年2月24日 陽性

845 志賀町福浦港 令和4年2月24日 捕獲 オス 約20kg 令和4年3月2日 陰性

846 志賀町福浦港 令和4年2月24日 捕獲 メス 約11kg 令和4年3月2日 陰性

847 穴水町鹿島 令和4年2月24日 捕獲 オス 約25kg 令和4年3月2日 陰性

848 志賀町相神 令和4年2月24日 捕獲 オス 約23kg 令和4年3月2日 陰性

849 白山市釜清水町 令和4年2月26日 捕獲 メス 約64kg 令和4年3月2日 陰性

850 白山市釜清水町 令和4年2月26日 捕獲 メス 約45kg 令和4年3月2日 陰性

851 白山市釜清水町 令和4年2月26日 捕獲 メス 約23kg 令和4年3月2日 陰性

852 白山市釜清水町 令和4年2月26日 捕獲 オス 約30kg 令和4年3月2日 陰性



捕獲・発見場所 捕獲・発見日
捕獲方法

(発見状況)
性別 体重 検査日 判定

853 穴水町花園 令和4年2月28日 捕獲 オス 約20kg 令和4年3月2日 陰性

854 穴水町花園 令和4年2月28日 捕獲 メス 約18kg 令和4年3月2日 陰性

855 七尾市能登島南町 令和4年2月28日 捕獲 オス 約100kg 令和4年3月2日 陰性

856 穴水町山中 令和4年3月1日 捕獲 オス 約99kg 令和4年3月9日 陰性

857 羽咋市福水町 令和4年3月2日 捕獲 メス 約32kg 令和4年3月9日 陰性

858 羽咋市福水町 令和4年3月2日 捕獲 メス 約32kg 令和4年3月9日 陰性

859 七尾祖能登島野崎町 令和4年3月4日 捕獲 オス 約35kg 令和4年3月9日 陰性

860 七尾祖能登島野崎町 令和4年3月4日 捕獲 オス 約35kg 令和4年3月9日 陰性

861 志賀町直海 令和4年3月7日 捕獲 オス 約90kg 令和4年3月9日 陰性

862 穴水町此木 令和4年3月7日 捕獲 オス 約45kg 令和4年3月9日 陰性

863 志賀町荒屋 令和4年3月7日 捕獲 メス 約107kg 令和4年3月9日 陰性

864 志賀町福浦港 令和4年3月7日 捕獲 オス 約70kg 令和4年3月9日 陰性

865 金沢市竹又町 令和4年3月8日 捕獲 オス 約33kg 令和4年3月9日 陰性

866 穴水町明千寺 令和4年3月10日 捕獲 オス 約47kg 令和4年3月16日 陰性

867 穴水町明千寺 令和4年3月10日 捕獲 メス 約43kg 令和4年3月16日 陰性

868 志賀町和田 令和4年3月13日 捕獲 オス 約40kg 令和4年3月16日 陰性

869 志賀町直海 令和4年3月15日 捕獲 オス 約85kg 令和4年3月16日 陰性

870 志賀町広地 令和4年3月15日 捕獲 オス 約34kg 令和4年3月23日 陰性

871 志賀町広地 令和4年3月15日 捕獲 オス 約35kg 令和4年3月23日 陰性

872 金沢市直江野町 令和4年3月21日 捕獲 オス 約25kg 令和4年3月23日 陰性

873 金沢市直江野町 令和4年3月21日 捕獲 メス 約25kg 令和4年3月23日 陰性

874 羽咋市福水町 令和4年3月23日 捕獲 メス 約45kg 令和4年3月29日 陰性



捕獲・発見場所 捕獲・発見日
捕獲方法

(発見状況)
性別 体重 検査日 判定

875 羽咋市福水町 令和4年3月23日 捕獲 メス 約45kg 令和4年3月29日 陰性

876 七尾市中島町鳥越 令和4年3月28日 捕獲 メス 約60kg 令和4年3月29日 陰性


