
1

第1回 宮崎県河川整備学識者懇談会
＝環境調査の現地調査途中経過報告＝

開催日 ：平成26年8月27日 13：30～16：30

開催場所：KITEN８階ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ

資料-4

１．調査の概要

２．調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）
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1.調査の概要

（1）調査の目的・内容
■水系ごとの河川整備基本方針・整備計画立案において、河川環境の現状と課題の把
握、整備と保全の方針検討のための基礎資料とする。

■文献資料に基づく生物確認情報と今回の現地調査結果を比較することにより、生物生
息状況変化を把握する。

（2）調査のポイント
■河川整備はレベル１津波対策としての堤防の嵩上げ、液状化対策、水門等工事が中
心となるため、各河川の河口域や干潟を重点的に調査を行なう。

■調査対象は、魚類、底生動物、鳥類、植物およびカヤネズミとし、四季調査を行なう。

＜現地調査時期＞ ＜現地調査手法＞

今回報告範囲
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

（1） 概要
生物相の春季調査結果より、河口域での生物確認種数を整理した。

・加江田川と福島川の植物種数が突出している。

・赤岩川、伊比井川、宮浦川は、相対的に生物確認種数が少ない。

（注1）五十鈴川の魚類種数は文献に基づく。（河川水辺の国勢調査など）
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

（1） 熊野江川

（2） 水系別



調査
対象

調査
場所

確認種数 重要種 特定
外来生物

備考
文献に基づく重要種数等

魚類 河口域 4目8科31種 5種 ニホンウナギ、ヒモハゼ、クボハゼ、チクゼン
ハゼ、ゴマハゼ
（今回新規確認種：2種 ニホンウナギ、ヒモハゼ）

－
4種
（今回未確認種：1種 イトミミズハゼ、）

底生
動物

河口域 28目69科114種 30種 クマノエミオスジガニ、コゲツノブエガイ、コヤ

スツララガイ、ナラビオカミミガイ、ソトオリガイ、マメ
コブシガニ 、アミメノコギリガザミ、カワスナガニ、ヒ
メヤマトオサガニ、シオマネキ、ハマガニ、トゲアシヒ
ライソガニモドキ、チゴイワガニ 他
（今回新規確認種：5種 サザンミツボ、ムシロガイ、
クチバガイ、トガリユウシオガイ、ガンヅキ）

－

45種
（今回未確認種：20種 ヒメカノコガイ、

ミヤコドリガイ、アリアケモドキ、ヤマト
オサガニ、トリウミアカイソモドキ 他）

鳥類 河口域 6目17科21種 1種
（今回新規確認種：1種 サンコウチョウ）

1種
ソウシチョウ

【水系内（場所が特定できない）】
4種
（今回未確認種：4種 チュウサギ、アカ
ヤマドリ、ヤイロチョウ、オオルリ）中流域 6目14科19種 1種

（今回新規確認種：1種 ミサゴ）
－

植物 河口域 63科166種 4種 ハママツナ、ハマボウ、ハマサジ、コナミキ
（今回新規確認種：1種 コナミキ） －

5種
（今回未確認種：2種 ハマゼリ、アマ
モ） 5

2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

熊野江川
・魚類【河口域】では、新たに2種の重要種（ニホンウナギ、ヒモハゼ）を確認。文
献記録の（イトミミズハゼ）は未確認。

・底生動物【河口域】では、新たに5種の重要種（サザンミツボ他）を確認。文献記
録の20種（ヒメカノコガイ他）は未確認。なお、県内で唯一確認記録のあるクマノ
エミオスジガニは確認。

・鳥類【河口～中流域】では、新たに2種の重要種（サンコウチョウ、ミサゴ）と特
定外来生物（ソウシチョウ）を確認。水系内では4種の重要種（チュウサギ他）の
文献記録あり。

・植物【河口域】では、新たに重要種（コナミキ）を確認。文献記録の2種（ハマゼ
リ、アマモ）は未確認。

ソウシチョウ
国立環境研究所 進入生物データベース

クマノエミオスジガニ



（2） 沖田川
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）



調査
対象

調査
場所

確認種数 重要種 特定
外来生物

備考
文献に基づく重要種数等

魚類 河口域 6目10科26種 6種 ニホンウナギ、トビハゼ、ヒモハゼ、チクゼ
ンハゼ、アシシロハゼ、マサゴハゼ
（今回新規確認種：3種 ヒモハゼ、チクゼンハ
ゼ、アシシロハゼ）

－

【文献より】

カダヤシ、オオク
チバス

5種
（今回未確認種：2種 カワアイ
ゴ、クボハゼ）

底生
動物

河口域 19目44科71種 20種
（今回新規確認種：20種 タケノコカワニナ、フト

ヘナタリガイ、サザナミツボ、クリイロカワザン
ショウガイ、ハマグリ、カワスナガニ、ヤマトオサ
ガニ、スナガニ、アカテガニ 他）

－

文献なし

鳥類 河口域 7目16科24種 1種 ミサゴ
－

23種 ミサゴ
（今回未確認種：22種 チュウサ
ギ、カラシラサギ、マガン他）

中流域 9目17科19種 － － 該当なし

植物 河口域 56科181種 6種 コギシギシ、ソテツ、タガラシ、ハマナツメ、
ハマボウ、ハマサジ
（今回新規確認種：3種 コギシギシ、ソテツ、タ
ガラシ）

1種
オオキンケイギク

6種
（今回未確認種：3種 ウラギク、
リュウノヒゲモ、コアマモ
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沖田川
・魚類【河口域】では、新たに3種の重要種（ヒモハゼ他）を確認。文献記録の2種（カワアイゴ、クボハゼ）は
未確認。

・底生動物【河口域】では新たに20種の重要種（タケノコカワニナ他）を確認。
・鳥類【河口～中流域】では、重要種（ミサゴ）を確認。文献記録の22種（チュウサギ他）は未確認。但し、文
献記録には冬鳥を含む。

・植物【河口域】では、新たに3種の重要種（コギシギシ他）と特定外来生物（オオキンケイギク）を確認。文
献記録の3種の重要種（ウラギク他）は未確認。

2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

コギシギシ
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

（3） 鳴子川
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

鳴子川
・魚類【河口域】では、新たに3種の重要種（クボハゼ他）を確認。
・底生動物【河口域】では、新たに22種の重要種（ヒメコザラ他）を確認。
・鳥類【河口域】では、新たに重要種（コシアカツバメ）を確認。

・植物【河口域】では、新たに重要種（タイワンスゲ）と特定外来生物（オオキンケイギク）を確認。

調査
対象

調査
場所

確認種数 重要種 特定
外来生物

備考
文献に基づく重要種数等

魚類 河口域 4目10科24種 3種
（今回新規確認種：3種 クボハゼ、ニホ
ンウナギ、トビハゼ）

－
文献なし

底生
動物

河口域 24目47科68種 22種
（今回新規確認種：22種 ヒメコザラ（ツボミ

ガイ型）、イボキサゴ、ウミニナ、クレハガイ、カニ
ノテムシロガイ、コメツブツララガイ、テリザクラガ
イ、ソトオリガイ、マメコブシガニ、マキトラノオガニ、
ヒメヤマトオサガニ、ハクセンシオマネキ、アカテ

ガニ、トリウミアカイソモドキ 他）

－

文献なし

鳥類 河口域 5目9科11種 1種
（今回新規確認種：1種 コシアカツバメ）

－
文献なし

植物 河口域 46科113種 1種
（今回新規確認種：1種 タイワンスゲ）

1種 オオキンケ
イギク

文献なし

クボハゼ
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

（4） 五十鈴川



調査
対象

調査
場所

確認種数 重要種 特定
外来生物

備考
文献に基づく重要種数等

魚類 河口域 【河川水辺の国勢調査より】
5目5科種16

【河川水辺の国勢調査より】

3種 ニホンウナギ、カワアナゴ、スミウキゴリ －
【水系内（場所が特定できない）】
16種 左記記載種以外 ヤマトドジョウ、

ナマズ、ヤマメ、ヨウジウオ、ヒメテングヨ
ウジ、カマキリ、トビハゼ、シロウオ、ヒモ
ハゼ、ウキゴリ、クボハゼ、アシシロハゼ、
ルリヨシノボリ

（河川水辺の国勢調査等より）

中流域 【河川水辺の国勢調査より】
3目3科10種

【河川水辺の国勢調査より】

1種 ニホンウナギ －

上流域 【河川水辺の国勢調査より】
3目3科7種

【河川水辺の国勢調査より】

1種 ニホンウナギ －

底生
動物

河口域 19目39科64種 14種 フトヘナタリガイ 他
（今回新規確認種：13種 カワグチツボ、イリエツボ、ガ

タヅキ、ハザクラガイ、ソトオリガイ、カワスナガニ、チゴイワガ
ニ、ヒメヤマトオサガニ、ハクセンシオマネキ、アカテガニ、ミナ
ミアシハラガニ、トリウミアカイソモドキ、タイワンヒライソモドキ）

－

1種 フトヘナタリガイ

鳥類 河口域 8目18科25種 2種
（今回新規確認種：2種 ミサゴ、コシアカツバメ）

－
文献なし

中流域 8目14科15種 － － 文献なし

上流域 3目15科18種 3種
（今回新規確認種：3種 アカショウビン、オオル
リ、サンコウチョウ）

－
文献なし

植物 河口域 52科173種
－ －

【水系内（場所が特定できない）】
1種 カワラハンノキ
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

五十鈴川
・今回魚類調査は行なっていない。（H19河川水辺の国勢調査文献を活用）

・魚類【河口～上流域】では、河川水辺の国勢調査の文献で3種の重要種（ニホンウナギ他）の確認記録
あり。水系内では16種の重要種（ヤマトドジョウ他）の文献記録あり。

・底生動物【河口域】では、新たに13種の重要種（カワグチツボ他）を確認。

・鳥類【河口～上流域】では、新たに5種の重要種（ミサゴ他）を確認。

・植物では、水系内で重要種（カワラハンノキ）の文献記録があるが、現時点では調査未実施。 カワグチツボ
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

（5） 塩見川



調査
対象

調査
場所

確認種数 重要種 特定
外来生物

備考
文献に基づく重要種数等

魚類 河口域 1目3科5種
－ －

2種
（今回未確認種:2種 アカメ、トビ
ハゼ）

底生
動物

河口域 15目26科32種 10種 フトヘナタリガイ、オチバガイ、シオマ

ネキ、ハクセンシオマネキ 他

（今回新規確認種：6種 ハザクラガイ、ク

レハガイ、アサリ、ソトオリガイ、アリアケモド
キ、トリウミアカイソモドキ）

－

10種
（今回未確認種6種 イボウミニナ、ヘ

ナタリガイ、オオシジミ、アナジャコ、ヤマト

オサガニ、スナガニ）

鳥類 河口域 8目19科27種 1種
（今回新規確認種：1種 コサメビタキ）

－

6種
（今回未確認種:6種 コクガン、シロ

チドリ、ハマシギ、アカアシシギ、ホウロク

シギ、コシャクシギ）

中流域 6目10科12種 － － 該当なし

植物 河口域 65科182種 8種 ハマボウ、シバナ、コアマモ 他

（今回新規確認種：5種 カワヂシャ、コギ

シギシ、ヒキノカサ、マツバニンジン、ヒメナミ

キ）

1種
オオキン
ケイギク

6種
（今回未確認種：3種 サクラバハンノ

キ、ハマサジ、イセウキヤガラ）
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

塩見川
・魚類【河口域】では、文献記録の2種の重要種（アカメ、トビハゼ）が未確認。

・底生動物【河口域】では、新たに6種の重要種（ハザクラガイ他）を確認。文献記録の6種（イボウミニナ他）
は未確認。

・鳥類【河口～中流域】では、新たに重要種（コサメビタキ）を確認。文献記録の6種（コクガン他）は未確認。
但し文献記録には冬鳥を含む。

・植物【河口域】では、新たに5種の重要種（カワヂシャ他）と特定外来生物（オオキンケイギク）を確認。文献
記録の3種の重要種（サクラバハンノキ他）は未確認。 ハザクラガイ
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

（6） 赤岩川
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

赤岩川
・魚類【河口域】では、重要種（トビハゼ）を確認。文献記録の（アカメ）は未確認。

・底生動物【河口域】では、新たに2種の重要種（ハザクラガイ、トリウミアカイソモドキ）を確認。文献
記録の（スナガニ）は未確認。

・鳥類【河口域】では、新たに重要種（コアジサシ）を確認。

・植物【河口域】では、新たに3種の重要種（マツバニンジン他）を確認。

調査
対象

調査
場所

確認種数 重要種 特定
外来生物

備考
文献に基づく重要種数等

魚類 河口域 1目4科9種 1種 トビハゼ
－

2種
（今回未確認種：1種 アカメ）

底生
動物

河口域 7目10科13種 2種
（今回新規確認種：2種 ハザクラガイ、トリ
ウミアカイソモドキ）

－
1種
（今回未確認種：1種 スナガニ）

鳥類 河口域 7目13科15種 1種
（今回新規確認種：1種 コアジサシ）

－
文献なし

植物 河口域 54科159種 3種
（今回新規確認種：3種 マツバニンジン、グ
ンバイヒルガオ、カワヂシャ）

－
文献なし

コアジサシ
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

（7） 新別府川



調査
対象

調査
場所

確認種数 重要種 特定
外来生物

備考
文献に基づく重要種数等

魚類 河口域 5目11科20種 1種
（今回新規確認種:1種 ゲンゴロウ
ブナ）

1種
オオクチバス

2種
（今回未確認種：2種 ニホンウナギ、
メダカ南日本集団）

底生
動物

河口域 19目40科66種 7種
（今回新規確認種:7種 タケノコカワ

ニナ、ナミノコガイ、ハザクラガイ、オチバ
ガイ、ムロミスナウミナナフシ、キンセンガ
ニ、マキトラノオガニ）

－

1種
（今回未確認種：1種 ヤマトシジミ）

鳥類 河口域 7目15科25種 1種 コアジサシ

－

20種
（今回未確認種：19種 ミサゴ、ハヤブサ、

シロチドリ、ハマシギ、ツルシギ、アシアカシ
ギ、コアジサシ、オオルリ、ホオアカ 他）

中流域 5目13科18種 － － 該当なし

植物 河口域 42科110種
－

1種
オオキンケイギク

1種
（今回未確認種：1種 フウラン）
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

新別府川
・魚類【河口域】では、新たに重要種（ゲンゴロウブナ）と特定外来生物（オオクチバス）を確認。文献記録
の重要種2種（ニホンウナギ、メダカ南日本集団）は未確認。

・底生動物【河口域】では、新たに7種の重要種（タケノコカワニナ他）を確認。文献記録の重要種（ヤマト
シジミ）は未確認。

・鳥類【河口～中流域】では、重要種（コアジサシ）を確認。文献記録の19種（ミサゴ他）は未確認。但し、
文献記録には冬鳥も含まれる。

・植物【河口域】では、新たに特定外来生物（オオキンケイギク）を確認。文献記録の重要種（フウラン）は
未確認。

タケノコカワニナ
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

（8） 清武川



調査
対象

調査
場所

確認種数 重要種 特定
外来生物

備考
文献に基づく重要種数等

魚類 河口域 7目12科40種 10種 モツゴ、ニホンウナギ他
（今回新規確認種：10種 モッゴ、ニホンウナギ、ヨウジウオ、
タビラクチ、トビハゼ、チワラスボ、ヒモハゼ、クボハゼ、アシシロハゼ、
マサゴハゼ）

1種 カダヤシ 2種 メダカ南日本集団、カワアナゴ

（今回未確認種：2種 メダカ南日本集団、
カワアナゴ、）

中流域 5目8科19種 5種 モツゴ、ニホンウナギ、カマキリ他
（今回新規確認種：3種 モツゴ、スミウキゴリ、ウキゴリ）

2種 ブルーギル、
オオクチバス

3種 ニホンウナギ、カマキリ、メダカ南日本集団

（今回未確認種：1種 メダカ南日本集団）

底生
動物

河口域 20目38科63種 22種 ヒロクチカノコガイ他
（今回新規確認種：21種 サザナミツボ、ヨコイトカケギリガイ、コ

ヤスツララガイ、ナラビオカミミガイ、ハザクラガイ、ソトオリガイ、ムロミ
スナウミナナフシ、ヒメヤマトオサガニ、スナガニ、ベンケイガニ、トリウ
ミアカイソモドキ 他）

－

1種 ヒロクチカノコガイ

中流域 11目22科47種 1種
（今回新規確認種：1種 ベンケイガニ）

－
該当なし

鳥類 河口域 9目24科39種 4種 コアジサシ 他
（今回新規確認種：3種 チュウサギ、ヒクイナ、シロチドリ）

－
1種 コアジサシ

中流域 4目11科19種 1種
（今回新規確認種：1種 ミサゴ）

－
該当なし

上流域 7目21科31種 － － 文献なし

植物 河口域 67科175種 4種 リュウノヒゲモ、ハマボウ 他
（今回新規確認種：3種 リュウノヒゲモ、カワヂシャ、ニ
ラバラン）

－
1種 ハマボウ
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

清武川
・魚類【河口～中流域】では、新たに11種の重要種（モツゴ他）と3種の特定外来生物（カ
ダヤシ他）を確認。文献記録の2種の重要種（メダカ南日本集団、カワアナゴ）は未確認。
・底生動物【河口～中流域】では、新たに21種の重要種（サザナミツボ他）を確認。
・鳥類【河口～上流】では、新たに4種の重要種（チュウサギ他）を確認。
・植物【河口域】では、新たに3種の重要種（リュウノヒゲモ他）を確認。
・北遊水地内で、3種の重要種（リュウノヒゲモ、ニラバラン、ハマボウ）を確認。

北遊水池

リュウノヒゲモ
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

（9） 加江田川



調査
対象

調査
場所

確認種数 重要種 特定
外来生物

備考
文献に基づく重要種数等

魚類 河口域 4目10科24種 7種
（今回新規確認種：7種 アカメ、ニホンウナギ、ヨウジウ

オ、トビハゼ、チワラスボ、クボハゼ、マサゴハゼ）
－

該当なし

底生
動物

河口域 22目50科76種 25種 ヒロクチカノコガイ、シオマネキ他
（今回新規確認種：24種 フトヘナタリガイ、ヨコイトカケギリ

ガイ、コヤスツララガイ、ナラビオカミミガイ、ハザクラガイ、
ムロミスナウミナナフシ、マメコブシガニ、ハマガニ、ベンケ
イガニ 他）

－

1種 ヒロクチカノコガイ

鳥類 河口域 8目18科26種 2種
（今回新規確認種：2種 ミサゴ、シロチドリ）

－
該当なし

中流域 8目18科25種 1種
（今回新規確認種：1種 ツツドリ）

－
該当なし

植物 河口域 73科228種 3種
（今回新規確認種：3種 ハマボウ、グンバイヒルガ
オ、カワヂシャ）

－
該当なし
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

加江田川
・魚類【河口域】では、新たに7種の重要種（アカメ他）を確認。

・底生動物【河口域】では、新たに24種の重要種（フトヘナタリガイ他）を確認。
・鳥類【河口～中流域】では、新たに3種の重要種（ミサゴ他）を確認。

・植物【河口域】では、新たに3種の重要種（ハマボウ他）を確認。

アカメ
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

（10） 伊比井川
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

伊比井川
・魚類【河口～中流域】では、新たに3種の重要種（ニホンウナギ他）を確認。
・底生動物【河口～中流域】では、新たに3種の重要種（ヒガタスナホリムシ他）を確認。
・鳥類【河口域】では、重要種は未確認。水系内では4種の重要種（クロサギ他）の文
献記録あり。

・植物【河口域】では、新たに重要種（コアマモ）を確認。

調査
対象

調査
場所

確認種数 重要種 特定
外来生物

備考
文献に基づく重要種数等

魚類 河口域 3目3科8種 2種
（今回新規確認種：2種 ニホンウナギ、
カワアナゴ）

－
文献なし

中流域 2目2科7種 1種
（今回新規確認種：1種 ウキゴリ）

－
文献なし

底生
動物

河口域 11目15科26種 3種
（今回新規確認種：3種 ヒガタスナホリ

ムシ、アカテガニ、タイワンヒライソモド
キ）

－

該当なし

中流域 2目4科4種 －
－

該当なし

鳥類 河口域 3目14科17種
－ －

【水系内（場所が特定できない）】
4種 クロサギ、アオバズク、サンショウ
クイ、オオルリ

植物 河口域 35科76種 1種
（今回新規確認種：1種 コアマモ）

－
文献なし

コアマモ
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

（11） 宮浦川



25

2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

宮浦川
・魚類【河口～中流域】では、新たに3種の重要種（ウキゴリ他）を確認。

・底生動物【河口域】では、新たに2種の重要種（ウミゴマツボ、トリウミアカイソモドキ）を確認。

・鳥類【河口域】では、重要種は未確認。水系内では3種の重要種（アカショウビン他）の文献記
録あり。

・植物【河口域】では、重要種は未確認。

調査
対象

調査
場所

確認種数 重要種 特定
外来生物

備考
文献に基づく重要種数等

魚類 河口域 3目3科8種 2種
（今回新規確認種：2種 ヒモハゼ、ゴ
マハゼ

－
文献なし

中流域 2目2科5種 1種
（今回新規確認種：1種 ウキゴリ）

－
文献なし

底生
動物

河口域 14目19科32種 2種
（今回新規確認種：2種 ウミゴマツボ、
トリウミアカイソモドキ）

－
文献なし

鳥類 河口域 3目14科17種
－ －

【水系内（場所が特定できない）】
3種 アカショウビン、サンショウクイ、
サンコウチョウ

植物 河口域 45科113種 － － 文献なし

ウキゴリ
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

（12） 風田川



調査
対象

調査
場所

確認種数 重要種 特定
外来生物

備考
文献に基づく重要種数等

魚類 河口域 3目7科15種 2種
（今回新規確認種：2種 ニホンウナギ、カワ
アナゴ）

－
文献なし

中流域 2目4科9種 1種
（今回新規確認種：1種 スミウキゴリ）

－
文献なし

底生
動物

河口域 17目24科38種 2種
（今回新規確認種：2種 ベンケイガニ、タケ
ノコカワニナ）

－
文献なし

中流域 5目9科13種 1種
（今回新規確認種：1種 ベンケイガニ） －

文献なし

鳥類 河口域 9目21科28種 5種
（今回新規確認種：5種 ミサゴ、シロチドリ、
アカショウビン、サンショウクイ、オオルリ）

－
該当なし

植物 河口域 66科158種 2種
（今回新規確認種：2種 ヒュウガトウキ、グ
ンバイヒルガオ）

－
文献なし
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

風田川
・魚類【河口～中流域】では、新たに3種の重要種（ニホンウナギ他）を確認。

・底生動物【河口～中流域】では、新たに2種の重要種（ベンケイガニ、タケノコカワニナ）を確認。

・鳥類【河口域】では、新たに5種の重要種（ミサゴ他）を確認。

・植物【河口域】では、新たに2種の重要種（ヒュウガトウキ、グンバイヒルガオ）を確認。

ベンケイガニ
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

（13） 細田川



調査
対象

調査
場所

確認種数 重要種 特定
外来生物

備考
文献に基づく重要種数等

魚類 河口域 7目12科29種 6種
（今回新規確認種：6種 メダカ南日本集団、トビハゼ、
チワラスボ、チクゼンハゼ、マサゴハゼ、ゴマハゼ）

－
文献なし

中流域 5目9科16種 2種
（今回新規確認種：2種 ニホンウナギ、ゴマハゼ）

－
文献なし

底生
動物

河口域 21目38科70種 13種
（今回新規確認種：13種 クリイロカワザンショウガイ、カ

ニノテムシロガイ、ウネナシトマヤガイ、オキシジミ、スダレハ
マグリ、アサリ、アミメノコギリガザミ、マキトラノオガニ、チゴ
イワガニ、ヒメヤマトオサガニ、シオマネキ、ハクセンシオマ
ネキ、タイワンヒライソモドキ）

－

該当なし

中流域 6目14科23種 7種
（今回新規確認種：7種 タケノコカワニナ、ハザクラガイ、

ヤマトシジミ、アミメノコギリガザミ、カワスナガニ、シオマネキ、
タイワンヒライソモドキ）

－

文献なし

鳥類 河口域 5目12科18種 1種 クロサギ － 【水系内（場所は特定できない）】
7種 ミサゴ、クロサギ、クイナ、シロ

チドリ、ハマシギ、サンショウクイ、ア
カモズ中流域 5目10科12種 －

－

植物 河口域 50科127種 1種 ハマボウ 1種
オオキンケイギク

1種 ハマボウ
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

細田川
・魚類【河口～中流域】では、新たに7種の重要種（メダカ南日本集団他）を確認。
・底生動物【河口～中流域】では、新たに18種の重要種（クリイロカワザンショウガイ他）を確認。放流されて
いるノコギリガザミは未確認。

・鳥類【河口～中流域】では重要種（クロサギ）を確認。水系内では7種の重要種（ミサゴ他）の文献記録あり。
・植物【河口域】では、重要種（ハマボウ）と特定外来植物（オオキンケイギク）を確認。

メダカ南日本集団
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2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

（14） 福島川



調査
対象

調査
場所

確認種数 重要種 特定
外来生物

備考
文献に基づく重要種数等

魚類 河口域 6目12科36種 8種 カワアナゴ、トビハゼ、ニホンウナギ他
（今回新規確認種：6種 メダカ南日本集団、トビハゼ、チ
ワラスボ、ヒモハゼ、クボハゼ、マサゴハゼ）

－
4種
（今回未確認種：2種 ヨウジウオ、ア
カメ）

中流域 4目5科14種
－ －

2種
（今回未確認種：2種 ニホンウナギ、
ナマズ）

底生
動物

河口域 23目59科93種 21種 ハザクラガイ、シオマネキ他
（今回新規確認種：18種 ミヤコドリガイ、ウミニナ、フトヘナタリ

ガイ、カワアイガイ、ウミゴマツボ、ユウシオガイ、オチバガイ、オキシ
ジミ、スダレハマグリ、ハマグリ、ソトオリガイ、マメコブシガニ、トゲノコ
ギリガザミ、オサガニ、ヒメヤマトオサガニ、アカテガニ、トリウミアカイ
ソモドキ、タイワンヒライソモドキ）

－

4種
（今回未確認種：1種 ヤマトオサガ
ニ）

鳥類 河口域 6目11科20種 1種 カラシラサギ

（今回新規確認種：1種 カラシラサギ） －
2種 チュウサギ、ミサゴ

（今回未確認種：2種 チュウサギ、ミ
サゴ）

中流域 7目19科27種 2種 チュウサギ、キビタキ

（今回新規確認種：1種 キビタキ） －
3種 チュウサギ、オオジシギ、フクロウ

（今回未確認種：2種 オオジシギ、フ
クロウ）

上流域 5目15科23種 2種 アカショウビン、メボソムシクイ
（今回新規確認種：2種 アカショウビン、メボソムシクイ）

－
該当なし

植物 河口域 71科236種 3種
（今回新規確認種：3種 ハマボウ、カワヂシャ、シラン）

1種
オオキンケイギク

1種
（今回未確認種：1種 コアマモ） 31

2.調査結果速報（魚類・底生動物・鳥類・植物）

福島川
・魚類【河口～中流域】では、新たに6種の重要種（メダカ南日本集団他）を確認。文献記録の3種（ヨウジウオ、アカメ、
ナマズ）は未確認。

・底生動物【河口域】では、新たに18種の重要種（ミヤコドリガイ他）を確認。文献記録の（ヤマトオサガニ）は未確認。

・鳥類【河口～上流域】では、新たに4種の重要種（アカショウビン他）を確認。文献記録の3種（チュウサギ他）は未確
認。

・植物【河口域】では、新たに3種の重要種（ハマボウ他）と特定外来植物（オオキンケイギク）を確認。文献記録の（コ
アマモ）は未確認。

アカショウビン


