
茨城県における野生イノシシの 

豚熱確認状況 （2021.7.1現在）          
 

2020 年 6 月 27 日、茨城県で初めて取手市で豚熱に感染した死亡野生イノシ

シが確認されました。以降、2021 年 7 月 1 日までに 40 例（水戸市 1 例、取手

市 1 例、守谷市 1 例、常陸太田市 8 例、常陸大宮市 3 例、大子町 11 例、石岡市

14 例、高萩市 1 例）が確認されています（表１）。40 例のうち死亡イノシシは

15 例、捕獲イノシシは 25 例です。 

4 月以降は、大子町と常陸太田市で相次いで確認されていましたが、5 月 30

日以降は、石岡市で急増しています。 

また、水戸市は 5 月 22 日に、高萩市は 6 月 14 日に初めて確認されました。 

 

表１ 茨城県の野生イノシシの豚熱確認状況 

 発見日 発見場所 発見時の状態 個体情報 備考 

1 例目 2020.6.25 取手市新町 死亡 幼獣・雄 取手市 1 例目 

２例目 2020.12.10 守谷市高野 死亡 成獣・雌 守谷市 1 例目 

３例目 2021.2.12 常陸太田市花房町 死亡 幼獣・雌 常陸太田市 1 例目 

４例目 2121.3.11 常陸大宮市盛金付近 死亡 幼獣・雌 常陸大宮市 1 例目 

５例目 2121.3.14 大子町盛金付近 捕獲 成獣・雄 大子町 1 例目 

６例目 2021.3.27 大子町冥加 死亡 幼獣・雄 大子町 2 例目 

７例目 2021.3.27 大子町盛金 死亡 成獣・雄 大子町 3 例目 

８例目 2021.4.2 大子町盛金付近 死亡 幼獣・雄 大子町 4 例目 

９例目 2021.4.14 大子町頃藤付近 死亡 幼獣・雌 大子町 5 例目 

10 例目 22021.4.16 大子町下津原 捕獲 成獣・雄 大子町 6 例目 

11 例目 2021.4.24 常陸太田市花房町 死亡 成獣・雌 常陸太田市 2 例目 

12 例目 2021.4.28 常陸太田市高柿町 死亡 幼獣・雌 常陸太田市 3 例目 
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13 例目 2021.5.9 大子町南田気 捕獲 成獣・雄 大子町 7 例目 

14 例目 2021.5.11 常陸太田市天神林町 捕獲 幼獣・雌 常陸太田市 4 例目 

15 例目 2021.5.20 常陸太田市中染町 死亡 幼獣・雌 常陸太田市 5 例目 

16 例目 2021.5.22 水戸市谷津町 捕獲 成獣・雌 水戸市 1 例目 

17 例目 2021.5.23 常陸太田市天下野町 捕獲 成獣・雌 常陸太田市 6 例目 

18 例目 2021.5.25 常陸太田市大里町 捕獲 幼獣・雄 常陸太田市 7 例目 

19 例目 2021.5.28 大子町初原 捕獲 成獣・雌 大子町 8 例目 

20 例目 2021.5.31 常陸太田市棚谷町 捕獲 成獣・雄 常陸太田市 8 例目 

21 例目 2021.5.30 石岡市上曽 捕獲 成獣・雄 石岡市 1 例目 

22 例目 2021.6.1 石岡市小山田 捕獲 成獣・雌 石岡市 2 例目 

23 例目 2021.6.2 石岡市瓦谷 捕獲 成獣・雄 石岡市 3 例目 

24 例目 2021.6.4 石岡市小幡 捕獲 成獣・雌 石岡市 4 例目 

25 例目 2021.6.4 石岡市吉生 捕獲 成獣・雌 石岡市 5 例目 

26 例目 2021.6.3 石岡市弓弦 捕獲 成獣・雌 石岡市 6 例目 

27 例目 2021.6.6 石岡市小幡 捕獲 成獣・雌 石岡市 7 例目 

28 例目 2021.6.11 石岡市小屋 死亡 成獣・雌 石岡市 8 例目 

29 例目 2021.6.13 大子町浅川 捕獲 成獣・雄 大子町 9 例目 

30 例目 2021.6.15 常陸大宮市東野 死亡 成獣・雌 常陸大宮市 2 例目 

31 例目 2021.6.15 常陸大宮市東野 死亡 成獣・雄 常陸大宮市 3 例目 

32 例目 2021.6.14 高萩市大能 捕獲 成獣・雄 高萩市 1 例目 

33 例目 2021.6.16 石岡市宮ケ崎 死亡 成獣・雄 石岡市 9 例目 

34 例目 2021.6.17 石岡市上青柳 捕獲 成獣・雄 石岡市 10 例目 

35 例目 2021.6.17 石岡市弓弦 捕獲 成獣・雌 石岡市 11 例目 

36 例目 2021.6.20 石岡市吉生 捕獲 成獣・雌 石岡市 12 例目 

37 例目 2021.6.22 石岡市大増 捕獲 成獣・雄 石岡市 13 例目 

38 例目 2021.6.22 石岡市吉生 捕獲 成獣・雌 石岡市 14 例目 

39 例目 2021.6.28 大子町上金沢 捕獲 成獣・雌 大子町 10 例目 

40 例目 2021.6.28 大子町上金沢 捕獲 成獣・雌 大子町 11 例目 

 

 

    常陸太田市     大子町     石岡市    その他の市町村 


