
哺乳類
No. 目名 科名 種名 学名 確認数 確認形態 重要種 特定外来生物
1 モグラ(食虫) モグラ アズマモグラ Mogera imaizumii - 塚 ○
2 ネズミ(齧歯) ネズミ アカネズミ Apodemus speciosus 2 捕獲
3 ネコ(食肉) イヌ タヌキ Nyctereutes procyonoides 1 自動撮影 ○
4 イタチ テン Martes melampus - 糞 ○
5 ウシ(偶蹄) イノシシ イノシシ Sus scrofa - 掘り返し ○
6 ウシ カモシカ Capricornis crispus - 食痕 ○
- 4目 6科 6種 - - - 5種 0種

※ 種名は河川水辺の国勢調査のための生物リスト　令和3年度生物リスト(河川環境データベース　国土交通省　2021年)に準拠した。

爬虫類
No. 目名 科名 種名 学名 確認数 確認形態 重要種 特定外来生物
1 有鱗 ナミヘビ ヤマカガシ Rhabdophis tigrinus 1 死体（幼体）
- 1目 1科 1種 - - 1種 0種 0種

 ※ 種名は河川水辺の国勢調査のための生物リスト　令和3年度生物リスト(河川環境データベース　国土交通省　2021年)に準拠した。

両生類
No. 目名 科名 種名 学名 確認数 確認形態 重要種 特定外来生物
1 無尾 アカガエル タゴガエル Rana tagoi tagoi 1 成体 ○
- 1目 1科 1種 - - 1種 1種 0種

※ 種名は河川水辺の国勢調査のための生物リスト　令和3年度生物リスト(河川環境データベース　国土交通省　2021年)に準拠した。

昆虫
No. 目名 科名 種名 学名 重要種 特定外来生物
1 トンボ(蜻蛉) トンボ アキアカネ Sympetrum frequens ○
2 バッタ(直翅) ツユムシ セスジツユムシ Ducetia japonica
3 キリギリス コバネササキリ Conocephalus japonicus
4 ササキリ Conocephalus melaenus
5 クサキリ Ruspolia lineosa
6 コオロギ ツヅレサセコオロギ Velarifictorus micado
7 バッタ ショウリョウバッタ Acrida cinerea
8 カメムシ(半翅) マツモムシ マツモムシ Notonecta triguttata
9 チョウ(鱗翅) タテハチョウ キタテハ Polygonia c-aureum c-aureum
10 コウチュウ(鞘翅) ガムシ ガムシ Hydrophilus acuminatus ○
11 ハムシ ヨモギハムシ Chrysolina aurichalcea
12 ヤナギルリハムシ Plagiodera versicolora
- 5目 9科 12種 - 2種 0種

※ 種名は河川水辺の国勢調査のための生物リスト　令和3年度生物リスト(河川環境データベース　国土交通省　2021年)に従った
が、一部他の文献を参考にした。



鳥類
No. 目名 科名 種名 学名 重要種 特定外来生物
1 カモ カモ カルガモ Anas zonorhyncha
2 タカ タカ トビ Milvus migrans
3 ハイタカ Accipiter nisus ○
4 ノスリ Buteo buteo ○
5 キツツキ キツツキ コゲラ Dendrocopos kizuki
6 アオゲラ Picus awokera ○
7 スズメ モズ モズ Lanius bucephalus ○
8 カラス カケス Garrulus glandarius
9 ハシブトガラス Corvus macrorhynchos
10 シジュウカラ ヤマガラ Poecile varius
11 シジュウカラ Parus minor
12 ヒヨドリ ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis
13 チメドリ ガビチョウ Garrulax canorus ○
14 セキレイ セグロセキレイ Motacilla grandis ○
15 ホオジロ ホオジロ Emberiza cioides ○
- 4目 10科 15種 - 6種 1種

※ 種名は河川水辺の国勢調査のための生物リスト　令和3年度生物リスト(河川環境データベース　国土交通省　2021年)に準拠した。

魚類
No. 目名 科名 種名 学名 生活型 個体数 重要種 特定外来生物
1 コイ コイ コイ(飼育型) Pseudaspius hakonensis 淡水性 1
2 オイカワ Opsariichthys platypus 淡水性 8
3 ウグイ Pseudaspius hakonensis 淡水性 3 ○
4 ドジョウ ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus 淡水性 1 ○
5 フクドジョウ ホトケドジョウ Lefua echigonia 淡水性 5 ○
6 ナマズ ナマズ ナマズ Silurus asotus 淡水性 3
7 スズキ サンフィッシュ ブルーギル Lepomis macrochirus macrochirus 淡水性 2 ○
8 カジカ カジカ Cottus pollux 淡水性 3 ○
9 ハゼ トウヨシノボリ類 Rhinogobius sp.OR unidentified 淡水性 20
- 3目 7科 9種 - - - 4種 1種

※ 種名は河川水辺の国勢調査のための生物リスト　令和3年度生物リスト(河川環境データベース　国土交通省　2021年)に準拠した。



底生動物
No. 門名 綱名 目名 科名 種名 学名 確認数 重要種
1 軟体動物 腹足 新生腹足 カワニナ カワニナ Semisulcospira libertina 1
2 汎有肺 ヒラマキガイ ヒラマキミズマイマイ Gyraulus spirillus 2 ○
3 節足動物 軟甲 ワラジムシ ミズムシ(甲) ミズムシ(甲) Asellus hilgendorfi hilgendorfi 1
4 エビ ヌマエビ ヌカエビ Paratya improvisa 13
5 昆虫 カゲロウ(蜉蝣) モンカゲロウ フタスジモンカゲロウ Ephemera japonica 1
6 モンカゲロウ Ephemera strigata 1
7 チラカゲロウ チラカゲロウ Isonychia valida 2
8 ヒラタカゲロウ タニガワカゲロウ属 Ecdyonurus sp. 2
9 エルモンヒラタカゲロウ Epeorus latifolium 2
10 ユミモンヒラタカゲロウ Epeorus nipponicus 1
11 トンボ(蜻蛉) カワトンボ ハグロトンボ Atrocalopteryx atrata 2
12 ニホンカワトンボ Mnais costalis 4
13 ヤンマ クロスジギンヤンマ Anax nigrofasciatus nigrofasciatus 1
14 コシボソヤンマ Boyeria maclachlani 1
15 ミルンヤンマ Planaeschna milnei milnei 1
16 サナエトンボ ヤマサナエ Asiagomphus melaenops 1
17 コオニヤンマ Sieboldius albardae 1
- サナエトンボ科 Gomphidae sp. 1
18 オニヤンマ オニヤンマ Anotogaster sieboldii 1
19 エゾトンボ コヤマトンボ Macromia amphigena amphigena 2
20 カワゲラ(セキ翅) カワゲラ カミムラカワゲラ属 Kamimuria sp. 3
21 カメムシ(半翅) アメンボ オオアメンボ Aquarius elongatus 1
22 アメンボ Aquarius paludum paludum 1
23 シマアメンボ Metrocoris histrio 1
24 ヘビトンボ ヘビトンボ タイリククロスジヘビトンボ Parachauliodes continentalis 1
25 ヘビトンボ Protohermes grandis 1
26 センブリ センブリ属 Sialis sp. 1
27 トビケラ(毛翅) シマトビケラ シマトビケラ属 Hydropsyche sp. 3
28 イワトビケラ イワトビケラ科 Polycentropodidae sp. 1
29 ヒゲナガカワトビケラ ヒゲナガカワトビケラ Stenopsyche marmorata 2
30 ニンギョウトビケラ ニンギョウトビケラ属 Goera sp. 3
31 カクツツトビケラ カクツツトビケラ属 Lepidostoma sp. 1
32 ハエ(双翅) ブユ ブユ科 Simuliidae sp. 1
33 コウチュウ(鞘翅) ゲンゴロウ モンキマメゲンゴロウ Platambus pictipennis 3
34 ガムシ コガムシ Hydrochara affinis 1 ○
35 ガムシ Hydrophilus acuminatus 1 ○
- 2門 3綱 12目 24科 35種 - 35種 3種

※ 種名は河川水辺の国勢調査のための生物リスト　令和3年度生物リスト(河川環境データベース　国土交通省　2021年)に従った。



植物
No. 科名 種名 学名 確認数 重要種 特定外来生物
1 オシダ ジュウモンジシダ Polystichum tripteron 13 ○
2 イチョウ イチョウ Ginkgo biloba
3 センリョウ フタリシズカ Chloranthus serratus
4 ラン サイハイラン Cremastra variabilis
5 イネ カモガヤ Dactylis glomerata
6 マダケ Phyllostachys reticulata
7 ユキノシタ ユキノシタ Saxifraga stolonifera 約30 ○
8 マメ ヌスビトハギ Hylodesmum podocarpum ssp. oxyphyllum var. japonicum
9 クズ Pueraria lobata ssp. lobata
10 シロツメクサ Trifolium repens
11 フジ Wisteria floribunda
12 イラクサ アカソ Boehmeria silvestrii
13 バラ ヤマブキ Kerria japonica 10 ○
14 ブナ クヌギ Quercus acutissima
15 コナラ Quercus serrata ssp. serrata var. serrata
16 ウリ アレチウリ Sicyos angulatus 4 ○
17 スミレ エイザンスミレ Viola eizanensis
18 ミツバウツギ ミツバウツギ Staphylea bumalda
19 ミカン コクサギ Orixa japonica
20 タデ ハナタデ Persicaria posumbu
21 ミゾソバ Persicaria thunbergii var. thunbergii 約50 ○
22 アカネ ヘクソカズラ Paederia foetida
23 シソ ナギナタコウジュ Elsholtzia ciliata
24 カキドオシ Glechoma hederacea ssp. grandis
25 イヌコウジュ Mosla scabra
26 キツネノマゴ キツネノマゴ Justicia procumbens var. procumbens
27 キク シロヨメナ Aster leiophyllus var. leiophyllus
28 タマブキ Parasenecio farfarifolius var. bulbiferus
29 セイヨウタンポポ Taraxacum officinale
30 セリ ミツバ Cryptotaenia japonica
- 20科 30種 - - 4種 1種

※ 種名は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト　令和3年度生物リスト(河川環境データベース　国土交通省　2021年)」に従ったが、一部の種に
ついては図鑑などの文献を参照した。


