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城陽環境パートナーシップ会議は、市、市民、市民団体、事業者のパ

ートナーシップにより、地域の環境保全、地球環境保全に取り組んでお

ります。 
事業の推進にあたっては、生活自然、快適、循環、参加、地球環境を

テーマに年度の事業計画を立て、循環・地球環境部会と生活・自然部会

の２つの部会で活動しております。 
『城陽生き物ハンドブック』は、生活・自然部会が、平成２２年度に

刊行したものですが、その後３年が経ち、市内の自然環境の変化や、新

たな生き物たちの発見などによる見直しを行い、改訂版が完成しました。

城陽市の自然環境と野生生物を調査し、みなさんの環境学習に役立てた

いとの思いで精力的に取り組んだものです。 
このハンドブックは、専門的な内容も含み子供の目線からもわかりや

すいよう写真等で構成されております。親子での環境学習など、多くの

市民の方に活用していたただければ幸いです。 
平成２６年９月   

城陽環境パートナーシップ会議会長 大野和宣 



表記について 

＜生き物の名前について＞ 

 本ハンドブックでは、一般的に使われている「標準和名」を使用して
表記しています。 

また、標準和名が「ゴシック体」で書かれたものは、在来種や希少種
といった「城陽の宝もの」を示し、「明朝体」で書かれたものは、外来生
物を示しています。 

＜生き物の大きさの表し方について＞ 

      
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



哺 乳 類 
 
哺乳類の仲間は大型・中型・小型に大別され、肉食や雑食、食虫や草食

などの食性による分類から生息環境の指標となっている。本来、観察や生
息確認の情報が得にくい哺乳類にあって、近年は生息環境の変化による特
定動物の激増と外来生物の侵入による生態系の攪乱が著しく、生息状況の
把握と共に早急な対策が求められている。 
京都府における在来哺乳類と外来種の計 48 種類の記録を基に、城陽市

での文献・聴取記録のある 30 種類をリストアップした。この中には、マ
スコミ報道によるツキノワグマやヤマネの信頼すべき情報の他、識別が難
しいアズマモグラやキクガシラコウモリの記録なども含んでいる。 

城陽市哺乳類リスト 

観察頻度：◎多い ○普通 △少ない ▲極希 
＊記録のみ（聴取、文献・マスコミ記録） 

2010～2014：2014年までの城陽環境パートナーシップ会議での 
確認状況 

京都府レッドデータブック(RDB) 
ＣＲ：絶滅寸前種  ＶＵ：絶滅危惧種 
ＮＴ：準絶滅危惧種 ＤＤ：要注目種 
Ｄ：外来生物    － ：未掲載種 

№ 科 標 準 和 名 京都RDB 観察頻度 2010～2014 記録 
1 

モグラ 
アズマモグラ NT ＊ 未確認 聴取 

2 コウベモグラ － ◎ 確認 観察会 
3 ヒミズ － ○ 確認 観察会 
4 キクガシラコウモリ キクガシラコウモリ NT ＊ 未確認 聴取 
5 ヒナコウモリ アブラコウモリ － ◎ 確認 観察会 
6 オナガザル ニホンザル DD ○ 確認 調査 
7 

イヌ キツネ DD △ 未確認 調査 
8 タヌキ － ◎ 確認 観察会 
9 クマ ツキノワグマ CR ＊ 未確認 聴取 
10 アライグマ アライグマ D △ 確認 調査 
11 

イタチ 

ニホンイタチ － △ 確認 調査 
12 チョウセンイタチ D ◎ 確認 観察会 
13 ホンドテン － △ 確認 観察会 
14 ニホンアナグマ － ▲ 確認 調査 
15 イノシシ ニホンイノシシ － ○ 確認 観察会 
16 シカ ニホンジカ － ◎ 確認 観察会 
17 

リス ニホンリス － △ 確認 観察会 
18 ムササビ NT △ 未確認 調査 
19 

ネズミ 

カヤネズミ NT ○ 確認 観察会 
20 ヒメネズミ － ＊ 未確認 聴取 
21 アカネズミ － ◎ 確認 観察会 
22 ハツカネズミ － ◎ 確認 調査 
23 クマネズミ － △ 未確認 調査 
24 ドブネズミ － ◎ 未確認 調査 
25 ハタネズミ DD △ 確認 調査 
26 トガリネズミ ジネズミ NT ▲ 未確認 調査 
27 ヤマネ ヤマネ VU ＊ 未確認 聴取 
28 ヌートリア ヌートリア D △ 確認 観察会 
29 ウサギ ノウサギ － ◎ 確認 調査 
30 ジャコウネコ ハクビシン D ▲ 確認 調査 



アブラコウモリ（油蝙蝠）               頭胴長41～60mm                

特徴：イエコウモリとも呼

ばれ主に家屋をすみかと

する小型のコウモリで、指

の間にある翼手と呼ばれ

る膜で飛ぶことができる。

前腕長 31～36mm、尾長 29

～45mm、体重 5～11g、体毛

は黒褐色から暗灰褐色で、

皮膚は灰褐色または明る

い褐色である。 

生息場所・環境など：市街

地を中心として平野部に

広く分布し、夕刻に水辺や街灯でよく見られる。カやユスリカ、ヨコバイ

などを捕食する有益なコウモリは「川守」を語源とし、城陽市では木津川

の他、古川・今池川で 4 月中旬ごろから 9 月末まで活発に活動するのが見

られる。 

 
 
ニホンザル（日本猿）頭胴長 雄 53～70 ㎝ 雌 47～55 ㎝ 京都府:要注目種 

特徴：オスの体重は 12～
15kg、メスはやや小さく 8
～13kg ほどで、繁殖期に
は顔や尻が赤くなり、学名
は「マッカッカ」と命名さ
れている。地球上で最も北
に生息するサルで、オナガ
ザル科にあって尻尾が短
いのが特徴である。 
生息場所・環境など：下北
半島の北限の猿に代表さ

れ日本各地で天然記念物に指定されているニホンザルも、生息環境の悪化
から人里に餌を求めるようになり、全国的に有害獣となっている。城陽市
でも農作物への被害が甚大で、住宅地にもはぐれ猿がしばしば現れてニュ
ースになっている。 



 
 

キツネ（狐）             頭胴長 52～76 ㎝ 京都府:要注目種 
特徴：同じイヌ科のタヌキ

は雑食性で人里近くに生

息するのに対し、キツネは

肉食性が強く、ネズミやウ

サギ・小鳥などを捕食する。

豊かな自然を代表する環

境指標が高い希少動物で

ある。ファミリーを基本と

するが、単独で狩りをする

習性はネコ科の肉食獣に

近いといわれている。 
生息場所・環境など：平地か

ら山奥まで生息し、城陽市では昔から木津川河川敷に生息しているのが知

られていたが、近年農耕地での目撃情報も増えている。観音堂で交通事故

死したキツネが剥製標本とされた他、寺田地区で発見された屍も剥製とし

て郷土の環境資料の教材として活用されている。 

 
 
タヌキ（狸）                  頭胴長 50～60 ㎝ 

特徴：本来は森林を生活の

場としてきたタヌキは、適

応能力にすぐれた雑食性

で、人里近くでもよく見ら

れるようになった。中型犬

程の大きさで、体重は3～6

㎏。ずんぐりとした体つき

で足が短く、尾は太く、目

の周りが黒っぽい特徴が

ある。警戒心もあまり強く

なく、餌付けされているの

がニュースとなっている。 

生息場所・環境など：都会では下水道や側溝を利用して残飯あさりをするタ

ヌキも、城陽市では木津川河川敷や丘陵地を生息地とする。竹林などで溜

め糞と呼ばれる共同便所が見られる。雑食性とはいえ、他の動物に比べて

も農業被害が少ないタヌキだが、昔から有害獣の代表として扱われている。



アライグマ（洗熊）      頭胴長41～60 ㎝京都府:外来生物・被害甚大種                

特徴：北アメリカを原産地

とし、ペットとして輸入さ

れたものが、遺棄されたり

逃げ出して野外で繁殖定

着するようになった。体重

約 5～8 ㎏、眼の周りに黒

い斑紋がありタヌキに似

ているが、尾の黒い横縞で

区別することができる。雑

食性で繁殖力が強く、住居

に棲みついて建築物の破

損や糞害の他、農作物への甚大な被害と共に、昆虫や小動物からカエルや

カメにヘビ、鳥の卵の捕食による生態系の攪乱は、侵略的外来生物として

全国的に駆除対策に取り組んでいるが根絶は絶望的な現状にある。 

生息場所・環境など：夜行性で目撃例も多くはないものの、城陽市でもスイ

カに丸く空けた穴など特徴的な農業被害や、庭の金魚や錦鯉の捕食被害、犬

猫の餌を横取りに来るタヌキと思って餌付けしていた事例の報告があり、思

いの外定着していることが分かってきた。木津川や山間部の水辺など広域で、

親子や複数の生息を実証する特徴ある 5本指の足跡が確認されている。 

 
ニホンアナグマ（日本穴熊）           頭胴長 44～68 ㎝ 

特徴：ムジナの別名があり、
昔からタヌキと混同され
てきたイタチの仲間で、体
重は5～14 ㎏。とがった鼻
先のずんぐりした短足が
特徴で、前肢は穴掘りに適
した長く大きい爪を持つ。
夜行性で数も少ないこと
から、生息が知られていな
いことが多い。 
生息場所・環境など：南山城
地方では、近年まで公式な

生息記録がなかったが、富野の荒見神社に棲みついたアナグマが確認され
て以来、宇治田原町や宇治市など近隣からも目撃情報が寄せられている。 



ニホンイノシシ（日本猪）           頭胴長 110～160 ㎝ 
特徴：古くから狩猟の対象

とされ、家畜化された品種

が豚である。多産系でウリ

ボウと呼ばれる縞模様が

入った子どもたちを連れ

た姿を見かけることもあ

る。体重は 100 ㎏を超える

ものもいるが、時速 50 ㎞で

駆けるといわれている。 

生息場所・環境など：低山帯

から平地の雑木林に生息

し、ヌタ場と呼ばれる水揚で泥を体にこすりつける行為は、縄張りの宣言

と共にダニなどの消毒効果があるとされている。神経質で警戒心が強い割

には、電流が流れる防護柵を突破して農作物を荒らすという被害が各地で

おきている。本来は雑食性だが、果実やタケノコなどを好んで食べ、昆虫

類にミミズやサワガニ、カエルやヘビなども食べることが知られている。

城陽市では、青谷地区に被害や目撃例が多く、ゴルフ場にも出没するという。 
 
ニホンジカ（日本鹿）              頭胴長130～160 ㎝ 

特徴：日本には大きく 6 亜

種に分類されるシカが生

息し、地域によっては天然

記念物に指定されている。

オスの角は毎年生え変わ

り、1 年ごとに枝分かれし

て年齢を知る手掛かりに

なる。ひずめは 4 本で牛の

仲間と同じ偶蹄目に属し、

反芻と呼ばれる噛み戻し

の消化をおこなう。 
生息場所・環境など：天敵

となる動物もなく、伐採や単相な植林地による環境の変化から、各地で爆

発的に増えたシカが、農作物に止まらず樹皮まで喰いつくして深刻な森林

被害を与えている。城陽市でも東部の丘陵地を中心に生息を実証するフィ

ールドサインや目撃例も増え、イノシシ同様の被害報告が寄せられている。 



カヤネズミ（萱鼠）      頭胴長 54～79mm 京都府:準絶滅危惧種 

特徴：ハツカネズミと共に最
少の野ネズミの仲間で、スス
キやオギ・ヨシなどで野球の
ボールほどの丸い巣を造る。
カヤネズミの名前も、生息地
の植物で巣材ともなる茅・萱
に由来する。半夜行性で、主
に植物の種子や昆虫などの
小動物を捕食している。 

生息場所・環境など：河川敷

や休耕田など背の高い草原

を好み、ススキやオギ・チガ

ヤなどイネ科の葉を利用し、地表から 1m ほどの高さに巣を架けて出産・

育児を行う。木津川河川敷はカヤネズミの生息に適した環境にあり、冬場

には枯れた葦原で古巣を確認することができる。城陽市では、東部丘陵地

や木津川運動公園、古川の堤防でも生息を実証する古巣が確認されている。 
 

 

ヌートリア（沼狸）    頭胴長 56～63 ㎝ 京都府:外来生物・被害甚大種 

特徴：南アメリカを原産地

とする大型のネズミの仲

間で、尾の長さを入れると

1m にも達する。体重も時

に 10 ㎏になり、2cm もあ

るオレンジ色をした 2本の

大きな前歯をもち、水かき

がある後ろ足を使った巧

みな潜水で 5分間も潜って

いられるという。半夜行性

で、早朝や夕方に活動する。 
生息場所・環境など：水生植物の葉や茎を食べる植物食とされているが、

魚や鶏肉を餌とした捕獲罠にも度々入り、雑食性と思われる。城陽市では、

10 年ほど前に人為的に放されたと思われる古川のヌートリアが旺盛な繁

殖力で爆発的に増え、土手に開けられた巣穴があちこちに見られる。木津

川でも同様で、もはや駆除による根絶ができない程高密度で生息している。 



ジネズミ（地鼠）        頭胴長 54～79mm 京都府:準絶滅危惧種 
 

特徴： 正式名サイゴク

ジネズミは、ヒミズな

どと同じモグラの仲間

で、鼻先がとがってい

るのが特徴のトガリネ

ズミ科に属している。

見た目もネズミの地上

生活に適した手足をし

ていて、体重も 5～12g ほどしかない。小型の昆虫やクモ類、土壌生物を餌

とし、雑木林や人里近くの茂みにも生息しているというが、夜行性でもあ

りめったに見られない希少生物である。 

生息場所・環境など：野外調査ではジネズミの生息を実証する足跡や食痕

跡などのフィールドサインが期待できず、聴取調査でも情報を得ることは

難しく、マスコミ報道や個人の調査資料の文献調査によって生息の記録を

得た。1988 年 11 月、木津川河川敷に於ける旧環境庁への鳥類標識調査報

告書に、モズのはやにえにされているジネズミの記載があり、当地が生息

地であることが分かった。今後の追認記録が期待されている。 

 

ハクビシン（白眉芯）   頭胴長 60～66 ㎝ 京都府:外来生物・被害危惧種 

特徴と経緯：東南アジア

原産のハクビシンは、ジ

ャコウネコ科に属して

いる。これまで南山城地

方では目撃例もなく、生

息確認はされていなか

った。近年、京都府北部

や奈良・三重の近隣地域

で増加傾向にあり、農業

被害も報告され出した

頃に井手町で有害獣の

捕獲罠にかかり誤捕獲

とのことで放獣された。

その後妊娠した雌なども相次いで捕獲され、木津川市や和束町・宇治市で

も追認されて広域で定着していることが分かった。城陽市では、2014 年 4

月に寺田地区で有害獣の捕獲罠にかかった若い雌が確認されている。 



鳥   類 

 
 城陽市では、1984 年から 2014 年までに、17 目・46 科・208 種類の野鳥

の記録がある。そのうち、一年中生息している留鳥は 52 種類、春に南方か

ら渡ってきて夏に城陽付近で繁殖する夏鳥 16 種類、越冬などのために北方

から飛来する冬鳥 54 種類、北方で繁殖し南方で越冬するための渡りの途中

に城陽付近に立ち寄る旅鳥 62 種類、本来の生息環境外で観察されたり、渡

りのルートから外れて飛来する迷鳥が 24 種類記録されている。 
 城陽市は、山林と山砂利採取跡地の残る東部丘陵地と、西に位置する木

津川とその豊かな水量に支えられた水田や蓮田などの農耕地、南側には青

谷川左岸に残る森林があり、市の中心部から北側には住宅地が多い。この

ように多様な環境が見られる中で、多種類の鳥類が記録されている。  
 木津川周辺では、水辺に生息する種類に限らず多様な鳥類が記録され、

広い河原や河畔林の自然環境の豊かさを証明している。また、生態系の食

物連鎖の頂点に位置する猛禽類が多種みられ、そのエサとなる生物相の多

様性と量は豊かである。さらに、旅鳥のシギの仲間も自然豊かな木津川と

その周辺を休息地として北方や南方への渡りをしていると考えられる。 
 東部丘陵地や青谷川左岸の森林では、山地性の鳥類が記録されている。

夏鳥ではオオルリやヤブサメ、サンコウチョウなど、冬鳥では、ルリビタ

キなどが山地性の鳥の代表として見られる。また、東部丘陵地に続く鴻の

巣山では、水度神社の社寺林として、スダジイの古木がうっそうとした森

をつくり、市街地に隣接しているにも関わらず、いろいろな野鳥が記録さ

れている。鎮守の森の主ともいわれるフクロウの営巣は、鴻の巣山の自然

環境の豊かさを表している。 
 城陽市内の農耕地では、水田や一般的な畑以外に、イチジク畑、花卉栽

培、蓮田、芋畑、梅林と様々な作物が栽培され、水辺環境や草地、林など

多様な環境を生み出している。特に、水田地帯ではケリの個体数が多く、

全国的に見ても局所的分布をする希少鳥類の貴重な繁殖地となっている。 
 京都府版のレッドデータブックと照らし合わせると、208 種類のうち 79
種類の野鳥が該当し、絶滅寸前種 3 種類、絶滅危惧種 40 種、準絶滅危惧種

34 種、要注目種 2 種が記録されている。 



城陽市鳥類リスト 

頻 度：◎多い  ○普通  △少ない  ▲極希  
＊聴取、文献・マスコミ記録 

京都府レッドデータブック(RDB) 
ＣＲ：絶滅寸前種  ＶＵ：絶滅危惧種 
ＮＴ：準絶滅危惧種 ＤＤ：要注目種 
 Ｄ：外来生物   － ：未掲載種 

No 標準和名 分類 京都 
RDB 頻度 

 

No 標準和名 分類 京都 
RDB 頻度 

1 ウズラ 冬鳥 CR ▲ 41 ダイサギ 留鳥 － ◎ 

2 ヤマドリ 留鳥 NT △ 42 チュウサギ 留鳥 NT ○ 

3 コジュケイ 留鳥 Ｄ ◎ 43 コサギ 留鳥 － ◎ 

4 キジ 留鳥 － ◎ 44 クイナ 冬鳥 VU △ 

5 コハクチョウ 迷鳥 NT ＊ 45 ヒクイナ 夏鳥 VU ○ 

6 オシドリ 冬鳥 NT △ 46 ツルクイナ 旅鳥 － ▲ 

7 オカヨシガモ 冬鳥 － ○ 47 バン 留鳥 － ◎ 

8 ヨシガモ 冬鳥 － ○ 48 オオバン 迷鳥 NT △ 

9 ヒドリガモ 冬鳥 － ◎ 49 ジュウイチ 旅鳥 NT ＊ 

10 アメリカヒドリ 迷鳥 － ＊ 50 ホトトギス 旅鳥 － ◎ 

11 マガモ 冬鳥 － ◎ 51 ツツドリ 旅鳥 NT ○ 

12 カルガモ 留鳥 － ◎ 52 カッコウ 旅鳥 NT ◎ 

13 ハシビロガモ 冬鳥 － ◎ 53 ヨタカ 夏鳥 VU ○ 

14 オナガガモ 冬鳥 － ◎ 54 ハリオアマツバメ 旅鳥 － △ 

15 シマアジ 旅鳥 NT ▲ 55 アマツバメ 旅鳥 － △ 

16 トモエガモ 冬鳥 NT ▲ 56 ヒメアマツバメ 留鳥 VU ○ 

17 コガモ 冬鳥 － ◎ 57 タゲリ 旅鳥 NT △ 

18 ホシハジロ 冬鳥 － ◎ 58 ケリ 留鳥 － ◎ 

19 アカハジロ 迷鳥 － ＊ 59 ムナグロ 旅鳥 NT ◎ 

20 キンクロハジロ 冬鳥 － ◎ 60 イカルチドリ 留鳥 NT ○ 

21 スズガモ 冬鳥 － △ 61 コチドリ 留鳥 － ◎ 

22 ホオジロガモ 迷鳥 NT ＊ 62 シロチドリ 留鳥 VU ○ 

23 ミコアイサ 冬鳥 NT ○ 63 セイタカシギ 旅鳥 NT △ 

24 カワアイサ 冬鳥 NT △ 64 ヤマシギ 冬鳥 VU ○ 

25 ウミアイサ 迷鳥 － ＊ 65 アオシギ 冬鳥 VU ▲ 

26 カイツブリ 留鳥 NT ◎ 66 オオジシギ 旅鳥 NT ◎ 

27 カンムリカイツブリ 冬鳥 － △ 67 ハリオシギ 旅鳥 VU ＊ 

28 ハジロカイツブリ 迷鳥 － ＊ 68 チュウジシギ 旅鳥 NT ○ 

29 キジバト 留鳥 － ◎ 69 タシギ 旅鳥 － ◎ 

30 アオバト 冬鳥 NT ○ 70 オグロシギ 旅鳥 VU △ 

31 オオミズナギドリ 旅鳥 DD △ 71 コシャクシギ 迷鳥 － ▲ 

32 コグンカンドリ 迷鳥 － ＊ 72 チュウシャクシギ 旅鳥 NT ◎ 

33 カワウ 留鳥 － ◎ 73 ホウロクシギ 旅鳥 VU ▲ 

34 ヨシゴイ 夏鳥 VU △ 74 ツルシギ 旅鳥 VU △ 

35 ミゾゴイ 夏鳥 CR ▲ 75 コアオアシシギ 旅鳥 VU △ 

36 ゴイサギ 留鳥 － ◎ 76 アオアシシギ 旅鳥 NT ◎ 

37 ササゴイ 夏鳥 NT ○ 77 クサシギ 旅鳥 NT ◎ 

38 アマサギ 夏鳥 － ◎ 78 タカブシギ 旅鳥 － ◎ 

39 アオサギ 留鳥 － ◎ 79 キアシシギ 旅鳥 NT ◎ 

40 ムラサキサギ 迷鳥 － ▲ 80 イソシギ 留鳥 NT ◎ 

           



No 和名 分類 京都 
RDB 頻度 

 

No 和名 分類 京都 
RDB 

頻度 

81 トウネン 旅鳥 VU △ 126 チゴモズ 迷鳥 － ＊ 

82 オジロトウネン 旅鳥 VU ○ 127 モズ 留鳥 － ◎ 

83 ヒバリシギ 旅鳥 VU △ 128 アカモズ 旅鳥 － △ 

84 ウズラシギ 旅鳥 NT ◎ 129 カケス 留鳥 － ○ 

85 サルハマシギ 旅鳥 － △ 130 コクマルガラス 冬鳥 NT ○ 

86 ハマシギ 旅鳥 NT ○ 131 ミヤマガラス 冬鳥 － ◎ 

87 エリマキシギ 旅鳥 － △ 132 ハシボソガラス 留鳥 － ◎ 

88 アカエリヒレアシシギ 迷鳥 － △ 133 ハシブトガラス 留鳥 － ◎ 

89 タマシギ 夏鳥 VU ○ 134 キクイタダキ 冬鳥 － △ 

90 ツバメチドリ 旅鳥 VU △ 135 ツリスガラ 迷鳥 NT △ 

91 ユリカモメ 冬鳥 － ○ 136 コガラ 迷鳥 － ＊ 

92 ウミネコ 冬鳥 DD ▲ 137 ヤマガラ 留鳥 － ◎ 

93 カモメ 迷鳥 － ＊ 138 ヒガラ 留鳥 － ○ 

94 コアジサシ 夏鳥 VU ○ 139 シジュウカラ 留鳥 － ◎ 

95 アジサシ 迷鳥 － ＊ 140 ヒバリ 留鳥 － ◎ 

96 ミサゴ 冬鳥 VU ○ 141 ショウドウツバメ 旅鳥 － ◎ 

97 ハチクマ 旅鳥 VU △ 142 ツバメ 夏鳥 － ◎ 

98 トビ 留鳥 － ◎ 143 コシアカツバメ 夏鳥 － ◎ 

99 チュウヒ 冬鳥 VU △ 144 イワツバメ 旅鳥 － ○ 

100 ハイイロチュウヒ 冬鳥 VU ○ 145 ヒヨドリ 留鳥 － ◎ 

101 ツミ 留鳥 VU ○ 146 ウグイス 留鳥 － ◎ 

102 ハイタカ 冬鳥 NT △ 147 ヤブサメ 夏鳥 － ○ 

103 オオタカ 留鳥 VU ○ 148 エナガ 留鳥 － ◎ 

104 サシバ 夏鳥 VU ○ 149 メボソムシクイ 旅鳥 － ◎ 

105 ノスリ 冬鳥 NT ◎ 150 エゾムシクイ 旅鳥 － ○ 

106 コノハズク 迷鳥 CR ＊ 151 センダイムシクイ 旅鳥 － ◎ 

107 フクロウ 留鳥 NT △ 152 メジロ 留鳥 － ◎ 

108 アオバズク 夏鳥 NT ○ 153 シマセンニュウ 旅鳥 － ＊ 

109 トラフズク 冬鳥 VU ▲ 154 エゾセンニュウ 迷鳥 － ＊ 

110 コミミズク 冬鳥 VU △ 155 オオヨシキリ 夏鳥 － ◎ 

111 ヤツガシラ 迷鳥 － ＊ 156 コヨシキリ 旅鳥 － △ 

112 カワセミ 留鳥 － ◎ 157 セッカ 留鳥 － ◎ 

113 ヤマセミ 留鳥 VU △ 158 キレンジャク 旅鳥 － ○ 

114 アリスイ 冬鳥 NT △ 159 ヒレンジャク 旅鳥 － ◎ 

115 コゲラ 留鳥 － ◎ 160 ミソサザイ 旅鳥 － △ 

116 オオアカゲラ 留鳥 VU ▲ 161 ムクドリ 留鳥 － ◎ 

117 アカゲラ 留鳥 NT △ 162 コムクドリ 旅鳥 VU △ 

118 アオゲラ 留鳥 － ○ 163 カワガラス 留鳥 － ○ 

119 チョウゲンボウ 冬鳥 VU ◎ 164 トラツグミ 冬鳥 NT △ 

120 コチョウゲンボウ 冬鳥 VU ○ 165 クロツグミ 旅鳥 NT ▲ 

121 チゴハヤブサ 旅鳥 NT ▲ 166 マミチャジナイ 旅鳥 － ＊ 

122 ハヤブサ 留鳥 VU ○ 167 シロハラ 冬鳥 － ◎ 

123 サンショウクイ 旅鳥 VU △ 168 アカハラ 旅鳥 － △ 

124 コウライウグイス 迷鳥 － ＊ 169 ツグミ 冬鳥 － ◎ 

125 サンコウチョウ 夏鳥 NT △ 170 コマドリ 迷鳥 － ＊ 

 



 

 

カイツブリ（鳰）            全長 26cm 京都府:準絶滅危惧種 

特徴：ハトより少し小

さい水鳥で黒っぽい。

潜水が得意で、30 秒近

く水中に姿を隠してい

ることもある。フナな

どの小魚や水生昆虫を

捕食する。「ケレケレケ

レ」と大きな声で鳴く。

陸上を歩くことや飛ぶ

ことはあまり得意では

なく水上で見られるこ

とが多い。 
生息場所・環境など：池や河川のヨシ原などに見られる。水の上に水草や

ヨシを集めて「浮き巣」をつくる。近年、ため池などの減少で個体数は少

なくなっている。滋賀県の鳥として「鳰・にお」の名で親しまれている。 
 

No 和名 分類 京都 
RDB 頻度 

 

No 和名 分類 京都 
RDB 頻度 

171 ノゴマ 旅鳥 － ○ 190 タヒバリ 冬鳥 － ◎ 

172 コルリ 旅鳥 NT △ 191 アトリ 冬鳥 － ○ 

173 ルリビタキ 冬鳥 － ○ 192 カワラヒワ 留鳥 － ◎ 

174 ジョウビタキ 冬鳥 － ◎ 193 マヒワ 旅鳥 － ○ 

175 ノビタキ 旅鳥 － ◎ 194 ベニマシコ 冬鳥 － ◎ 

176 イソヒヨドリ 留鳥 － △ 195 ウソ 旅鳥 － ○ 

177 エゾビタキ 旅鳥 － ◎ 196 シメ 冬鳥 － ◎ 

178 サメビタキ 旅鳥 － △ 197 イカル 冬鳥 － ◎ 

179 コサメビタキ 旅鳥 VU ○ 198 ホオジロ 留鳥 － ◎ 

180 キビタキ 旅鳥 － △ 199 ホオアカ 冬鳥 － ○ 

181 オオルリ 夏鳥 － ○ 200 カシラダカ 冬鳥 － ◎ 

182 カヤクグリ 旅鳥 － △ 201 ミヤマホオジロ 冬鳥 － ○ 

183 ニュウナイスズメ 冬鳥 － ○ 202 ノジコ 旅鳥 － ▲ 

184 スズメ 留鳥 － ◎ 203 アオジ 冬鳥 － ◎ 

185 ツメナガセキレイ 迷鳥 － ▲ 204 クロジ 冬鳥 VU △ 

186 キセキレイ 留鳥 － ○ 205 シベリアジュリン 迷鳥 － ＊ 

187 ハクセキレイ 留鳥 － ◎ 206 コジュリン 冬鳥 － △ 

188 セグロセキレイ 留鳥 － ◎ 207 オオジュリン 冬鳥 － ◎ 

189 ビンズイ 冬鳥 － ○ 208 ドバト 留鳥 Ｄ ◎ 

 



カワウ（川鵜）                    全長 82cm 
特徴：黒色の水鳥で、河川

や湖の水中に潜って魚を

捕まえる。くちばしは長く

先はかぎ状にまがる。水中

に潜って魚を捕える。水面

を助走して飛び立つ。川岸

や枝の上で日光浴をして

いる姿もよく見られる。鵜

飼に使われるのはウミウ

で、背の色やくちばしの根

元の黄色い部分などに違

いがある。 
生息場所・環境など：集団でねぐらをつくり、同じ場所にいることが多い。

南山城地方ではそれまで冬鳥だったカワウが、1991 年から夏場も見られる

ようになり留鳥化した。城陽市では木津川の岸辺の大木に巣(コロニー)がみ

られ、古川・今池川にまで餌獲りに飛来している。 
 
 
ゴイサギ（五位鷺）                  全長 57.5cm 

特徴：夜行性で、薄暗くな

ってから水田や川の周辺

でカエルやザリガニ、小魚

などを捕食する。夕空を

「ゴァーゴァー」と大きく

鳴きながら、えさ場に向か

うことがよくある。普段は

首を縮め、ずんぐりした形

でじっとしている。成鳥は

頭から背が濃い紺色で、頭

の後ろに白い冠羽を2本持

つ。名前の由来は、醍醐天

皇の勅命に従って、素直に捕まったため｢五位｣を授けられたといわれてい

る。 

生息場所・環境など：昼は水辺の竹やぶや森で休み、夕方にエサ場の水田

や川辺に移動する。 



アマサギ（猩々鷺・飴鷺・亜麻鷺）          全長 50.5cm 
特徴：夏鳥で、コサギと比

べてやや小さく、くちばし

が少し短い。くちばしは黄

色で足が黒い。夏は、頭か

ら首・背中の一部にかけて

オレンジ色の飾り羽があ

る。小魚や昆虫などを捕食

する。春、代掻きなどをし

ている耕運機の後につい

て、追い立てられた昆虫や

カエルなどの小動物を捕

食する姿を水田や畑で見

かけることがよくある。 
生息場所・環境など：4 月頃から夏鳥として飛来し、集団で生活し他のサギ

の仲間と混ざって営巣することがある。 
 
 
 
ダイサギ（大鷺）                   全長 90cm 

特徴：市の鳥｢白鷺｣の仲間

のなかでは最大。足が長く

他のサギよりも深い水辺

でも捕食できる。足は黒い。

くちばしは夏には黒く、冬

は黄色い。魚やカエル、ザ

リガニなどを捕食する。動

きはゆっくりだが、エサを

捕る瞬間はとても素早い。

飛ぶとき、はばたきはゆっ

くりで、尾から出た足が長

く見える。 
生息場所・環境など：木津川や古川の水辺、水田でよく見られる。繁殖期

には巣（コロニー）をつくる。 
 
 



チュウサギ（中鷺）           全長 68.5cm 京都府:準絶滅危惧種 
特徴：コサギより大きく首と足は長い

が、くちばしは短い。夏はくちばしが

黒く、背に飾り羽がある。冬はくちば

しが黄色く、飾り羽はなくなる。他の

サギと同じように小魚やカエル、ザリ

ガニや昆虫などを捕食する。飛ぶとき

は、長い首を曲げるので短く見える。 
生息場所・環境など：夏によく飛来す

る。水田や河川などで見られる。ダイ

サギやコサギと比べると個体数は少

ない。     
 
 
 
 
 

コサギ（小鷺）                   全長 61cm 
特徴：全身が白い小型のサギで、く

ちばしが黒くて長い。足は黒いが、

指先が黄色く他のサギと区別できる。

夏には、頭の後ろに冠毛、背には先

がカールした飾り羽が生えて美しい。

水辺で小魚などを捕食するため、じ

っと動かず獲物を狙い、足で川底を

かき混ぜるしぐさなどをする。 

生息場所・環境など：水田や河川な

どの水辺でエサを探す姿がよく見ら

れる。木津川、古川周辺の水田や蓮

田などに生息している。 

 城陽市の市の鳥「白鷺」の代表種。

白鷺は種名ではなく総称で、他には

ダイサギ・チュウサギ・アマサギが

いる。 



アオサギ（蒼鷺）                  全長 93cm 

特徴：日本最大のサギ。全体が青く

明るい灰色である。翼の先は濃い紺

色で、飛ぶと目立つ。くちばしと足

は黄色い。額の両側と頭の冠羽は黒

い。首は長いが、飛ぶときは曲げる

のでハクチョウやツルのなかまと区

別がつく。川辺や水田で魚やカエル

をおもに捕食する。 
生息場所・環境など：水田や河川な

ど水辺でよく見られる。繁殖期には

高い木の上に巣をつくる。木津川で

は集団的な営巣場所も見られる。 
 
 

                 
 
 
 
ムラサキサギ（紫鷺）                 全長 79cm 

特徴：アオサギより一回り小さく、

羽色も褐色味が強い南方系の大型の

サギで、京都府では 1973 年の巨椋池

干拓田と 2004 年の久美浜での迷鳥

記録が報告されているだけである。

沖縄県の西表島で繁殖記録があるも

のの、九州以北での観察記録は極め

て少なく、全国的な珍鳥である。 
生息場所・環境など：2013 年 6 月 15
日の夕刻、西城陽中学校に隣接する

水田で発見されたムラサキサギは、

アオサギに比べて小型でクチバシや

首も細く、足も短く首を伸ばしての

飛翔などが見られた。翌朝には姿がなく、近郊からの目撃情報もないこと

から、留鳥であるアオサギの黒化個体や雑種説、さらに油汚染説の見方も

あったが、羽毛が左右対称模様であったことから消去法によって同定した。 



ミサゴ（鶚）             全長 雄 54cm 雌 64cm 京都府:絶滅危惧種 
特徴：魚を捕えて食べる。

トビぐらいの大きさでワ

シタカの仲間。体の上面は

黒褐色で、下面は白っぽく

白黒のコントラストがは

っきりして、トビと区別で

きる。翼は長く尾は短めで

ある。海岸や大きな川、湖

の水面上を飛びながら魚

を探す。ときおり、空中で

停止（ホバリング）して、

急降下で大きな魚を捕え

る。 
生息場所・環境など：全国的には、海岸や大きな河川、湖に生息する。城

陽市では、木津川の周辺を中心に、冬に見られることが多い。 
                                 
 

オオタカ（蒼鷹）        全長 雄 50cm 雌 56.5cm 京都府:絶滅危惧種 
特徴：カラスより少し大きいタカ。

成鳥は上面が濃い青灰色、下面は白

く全体に黒く細かい横斑がある。幼

鳥は、全体に褐色で、下面の斑紋は

縦に並ぶ。ハトやムクドリ、カモな

どの鳥、ネズミやウサギなどの小動

物を狩る。オオタカが飛ぶと、カラ

スの群が周囲を飛び、鳴きながら後

追いをすることがよくある。 
生息場所・環境など：山林で繁殖を

する。里山の代表的なタカであるが、

個体数は少ない。城陽市では、秋や

冬を中心に木津川や青谷の森周辺

で見られる。京都府の条例で「希少

野生生物」に指定されている。 
  



ノスリ（鵟）                 全長 54cm 京都府:準絶滅危惧種 
特徴：トビより少し小さい

ワシタカの仲間で、体つき

がふっくらしている。上面

が褐色であるが、下面は白

くトビと区別がつく。里山

や河川の河原など開けた場

所で、木や杭の上から、ネ

ズミや昆虫など、いろいろ

な小動物を狙って捕食する。

晴れた日には、輪を描くよ

うに舞うことがある。 
生息場所・環境など：山林

に見られるワシタカの仲間で、かつては馬糞鷹と呼ばれるほど普通に見ら

れたが、近年は里山の環境の減少もあって生息個体数は減っている。城陽

市では、冬期に青谷の山林や木津川の河川敷などで観察することができる。 
 
 
 
 
 

チョウゲンボウ（長元坊）    全長 雄 30cm 雌 33cm 京都府:絶滅危惧種 
特徴：ハトぐらいの大きさの小

型のタカ。田畑や河原などの開

けた場所で、電柱や杭からネズ

ミやバッタ、小鳥を狙う。空中

で停止（ホバリング）してから

急降下して獲物を捕ることが多

い。ひらひらと舞うように飛ぶ

が、スピードは速い。背は赤茶

色、下面は白っぽく黒い縦斑、

尾は長く先が黒い。 
生息場所・環境など：秋や冬に

木津川周辺や田畑などの開けた

場所で見られる。本来は川岸、山地の崖を利用して営巣するが、市街地の

ビルなどに営巣することもある。2013 年 7 月、城陽市の古川沿いの工場で

京都府では 2 例目となるチョウゲンボウの繁殖が確認され、3 羽の雛鳥が

巣立った。 



コジュケイ（小綬鶏）    全長 27cm 京都府：外来生物・情報不足種 
特徴：ハトよりやや小さく、

ヤブの多い雑木林などに

すむ。数羽の群れで地上を

かさかさと音をたてて餌

を探しているが、目立たな

い。けたたましく｢チョッ

トコイ｣とも聞こえる鳴き

声が特徴的で、いることは

分かるが姿は見つけにく

い。昆虫やクモ、植物の種

などを食べている。 

生息場所・環境など：もと

もと、中国南部原産で、1919 年頃関東で狩猟目的で放鳥されたものが野生

化した。城陽市では東部丘陵地の森林のヤブや木津川河川敷に生息してい

る。近年は全国的に減少傾向にあることが報告されている。 

 

 

 

キジ（雉子）                 全長 雄 80cm 雌 60cm 

特徴：日本の国鳥である

が、狩猟の対象にもなっ

ている。雄は尾が長く、

顔は赤色、腹部が光沢の

ある緑色でニワトリぐら

いの大きさである。繁殖

期に雄は、「ケーンケー

ン」と鋭い声で鳴き、縄

張りを宣言する。地上で

昆虫や草の種子や芽など

を食べている。人などが

近付くと激しく羽ばたい

て飛び立ち、近くのヤブなどに隠れる。 

生息場所・環境など：山地や河原、農耕地にすむ。木津川の河畔林で鳴き

声や姿が確認できる。巣は地表を浅く掘って枯れ葉などを敷いてつくる。 
 



バン（鷭）                     全長 32.5cm 
特徴：ハトぐらいの大きさ

で、警戒心は強いが、水辺

の開けた場所でも見られ

る。長い足指で水辺を歩き

水草や昆虫を食べる。成鳥

は額とくちばしの根元が

赤い。幼鳥は体が褐色で、

くちばしは黄緑色である。

成鳥と幼鳥が一緒に水辺

や水面を移動している姿

もよく見られる。 

生息場所・環境など：湖や

川などでみられ、ヨシやハスなど植物が茂った水辺を好む。城陽市では、

木津川や古川などのヨシの多い茂みや、流れのゆるい水面で姿を見ること

ができ、カルガモと共に 1腹 13 卵の記録がある多産系で、繁殖期には真っ

黒な綿毛のヒナ鳥を連れている姿を観察できることがある。 

 

 

タマシギ（珠鷸）              全長 23.5cm 京都府:絶滅危惧種 

特徴：ハトより小さく水田

などにすむシギの仲間。雌

が色彩豊かで、のどや胸が

赤褐色である。雄雌共に目

の周囲が勾玉のような模

様で白っぽくふちどられ

ている。繁殖期に雌は「コ

ウ、コウ」と夜に鳴く。水

辺で水生昆虫やミミズな

どを食べる。抱卵や子育て

は雄が行う。 
生息場所・環境など：河川

の岸辺や水田、蓮田の水辺に生息する。警戒心が強く危険を感じると、じ

っと地面に伏せて身をひそめる。城陽市では、富野小学校の東の水田でヒ

ナ鳥が保護され初めて繁殖が確認されて以来、蓮田や休耕田などで繁殖が

記録されている。京都府の条例で「希少野生生物」に指定されている。 



コチドリ（小千鳥）                 全長 16cm 
特徴：スズメほどの小型の

チドリで目の周りに黄色い

輪をもつ。体の上面は薄い

褐色で、下面は白い。地表

を動いたり止まったりしな

がら、素早く走る。繁殖期

には、「ピョ、ピュー」と鳴

きながら飛び回る。巣に人

などが近づくと、親鳥は翼

を広げ傷ついたしぐさ（擬

傷）をして、巣から注意を

そらす行動をする。 
生息場所・環境など：海岸や河川の中流域に生息する。木津川の河川敷で

見ることができる。繁殖期には、小石のある砂地で営巣する。1991 年以降、

それまで旅鳥だった河川上流域を生息地とするイカルチドリと海浜性のシ

ロチドリが木津川の河原で繁殖定着するようになり、コチドリと共にチド

リ類 3種類が高密度で繁殖する全国的にも希な記録が残っている。 
 

 

ケリ（鳧）                     全長 35.5cm 
特徴：体の大きさはハトぐ

らいで、足が長く黄色い。

くちばしは黄色で先が黒

い。翼の先が黒、腰や翼の

一部が白で、飛ぶと白黒の

コントラストがよく目立

つ。繁殖期には、巣や雛を

守るため、人や犬などを強

く警戒して、「キッキッリ

リ」と鋭い声で鳴く。とき

には急降下して人や犬を

攻撃する。 
生息場所・環境など：城陽市の農耕地で普通に見られるケリも、全国的に

は局所分布をする希少鳥類で、環境省のレッドデータブックでは要注目種

に記載されている。標識調査により、14 年を経ての確認や岡山県・和歌山

県などへの飛来の他、DNA 研究から雌雄判別法も確立されている。 
 



コアジサシ（小鯵刺）            全長 28cm 京都府:絶滅危惧種 
特徴：大きさはムクドリぐら

い、スマートな体つきで尾や

翼が長い。白いツバメのよう

に見える。背や翼の上面は淡

い灰色である。くちばしと足

が黄色く、頭の後ろが黒い。

くちばしの先端が黒い。水面

上空を飛び回り、水にダイビ

ングして小魚をとらえる。 
生息場所・環境など：夏鳥で

４月下旬ごろに飛来し、広い河原や砂浜で繁殖する。繁殖地では巣（コロ

ニー）をつくり、外敵の侵入に対して共同で攻撃するが、カラスや野犬に

襲われることがある。繁殖地周辺への人の侵入などの影響により、観察さ

れる個体数は少ない。城陽市では昔から木津川のカワラバシの愛称で親し

まれ、毎年少数の繁殖が確認されている。また、標識調査によってリター

ンと呼ばれる年度を経ての再飛来が確認されている。現在、国際希少鳥類

であると共に、京都府の条例では「希少野生生物」に指定されている。 
 
 

アオバズク（青葉木菟）       全長 27～30.5cm 京都府:準絶滅危惧種 
特徴：ハトほどの大きさの

夏鳥で新録(青葉)の頃渡っ

てくる。市街地の社寺林や

公園の大木で見ることがあ

る。｢ホッホー｣と鳴く。夕

暮れや日の出前によく活動

し、灯りに集まる昆虫など

の小動物を捕食する。頭や

背は黒褐色で、腹は白っぽ

く縦の斑紋がある。 
生息場所・環境など：営巣

できる洞がある大木の近く

に生息する。城陽市では、荒見神社や水主神社で鳴き声がよく聞かれる。 
 
 
 



フクロウ（梟）              全長 48～52cm 京都府:準絶滅危惧種 

特徴：頭が大きく顔面があり、両目が

正面にある。肉食で夜行性である。昼

は動かず休んでいる。夜に「ゴロスケ

ホッホ」と鳴き声が遠くまで聞こえる。

発達した耳と目でネズミなどの小動物

を見つけると、音を立てずに飛び、獲

物を捕まえる。 
生息場所・環境など：大木のある社寺

林や山地に生息する。近年、水度神社

の森で繁殖が確認されており、５月頃

にヒナの巣立ちも確認されている。大

きな古木やエサに恵まれた自然環境下

で生息する。 
 
 
 
 

 
 
カワセミ（翡翠）                  全長 17cm 

特徴：頭部や翼の緑色、背中のコバル

ト色、胸と腹などのオレンジ色の３色

が目立つ。スズメぐらいの大きさで、

水際の枝や杭から水中に飛び込み、小

魚をねらう。空中で一度停止(ホバリン

グ)し、急降下する。「ピー、ピー」と

高い声を出しながら、水面近くを直線

的に飛ぶ。 

生息場所・環境など：河川の水質浄化

などが進む中で、城陽市でも分布を広

げており、古川などに生息している。

巣は、垂直になった土手などに穴をあ

けてつくられる。水辺の自然環境を表

す環境指標生物としてカワセミは、近畿版レッドデータブックでは準絶滅

危惧種に掲載され、宇治市の市の鳥としても知られている。 
 



コゲラ（小啄木鳥）                 全長 15cm 
特徴：キツツキの仲間のなかで一

番小さい。「ギー、ギー」と特徴の

ある声で鳴くので、他の鳥と区別

ができる。背面と翼には、黒褐色

と白色の斑紋が横に並ぶ。大きさ

はスズメ大で、木の幹や枝に縦に

止まりながら、さかんに移動して

いる。樹皮の下の昆虫を食べる。 
生息場所・環境など：樹木の多い

環境で見られ、雑木林や社寺林に

多く生息しているが、公園や庭先

でも見られることがある。鴻の巣

山や青谷付近の森や木津川の河畔

林では、シジュウカラやエナガの

群に交って移動していることがあ

る。 
 
 
ヒバリ（雲雀）                   全長 17cm 

特徴：スズメより一回り大

きく、体全体は地味な褐色

で、胸に縦に並んだ黒い斑

紋がある。頭上の羽(冠羽)
を立てることが多い。春先

の繁殖期には「ピーチュク、

ピーチュク」と空高く飛び、

大きな声でさえずりとて

も目立つが、それ以外の時

期ではあまり目立たない。 
生息場所・環境など：背の

低い草地に生息する。城陽

市では、木津川の河川敷や、周囲の農地の上空でさえずる姿が春先からよ

くみられるが、春を告げるとされるヒバリのさえずりは近年では 1・2 月に

も聞かれるようになった。 
 



ツバメ（燕）                    全長 17cm 
特徴：春になると飛来する。

スズメぐらいの大きさで

スマートな体つきである。

頭や背、翼は黒く、額との

どが赤い。二股の長い尾を

もち、低空も巧みに素早く

飛びながら、小型の昆虫を

捕える。電線などによくと

まり地上にほとんどおり

ない。コシアカツバメは、

腰が赤くのどから腹にか

けて細かい黒点がある。 
生息場所・環境など：家の軒先など人工の建設物に泥で巣をつくり、昔か

ら人に親しまれている。8 月頃には淀のヨシ原を数万匹の大集団で「ねぐら」

にしている。城陽市では例年 3 月 16 日が南方から渡来する初認日とされて

いるが、近年は早まる傾向にある。 
 
 
セグロセキレイ（背黒鶺鴒）             全長 21cm 

特徴：頭部や胸、肩、背が

黒い。黒い頬に白い眉、腹

部は白い。スズメよりやや

大きく、尾が長い。止まっ

たときに尾を上下によく

振る。羽ばたきと滑空を繰

り返しながら波形に飛ぶ。

よく似ているハクセキレ

イは、額と顔が白く、目の

あたりに黒い線があるの

で区別できる。 
生息場所・環境など：日本

特有のセキレイで川沿いなどに生息する。城陽市でも木津川や周辺の水田

に見られる。数としては、ハクセキレイの方が多い。 
 



ヒヨドリ（鵯）                   全長 27.5cm 
特徴：体全体が灰色で、頬

が茶褐色である。大きさは、

スズメとハトの中間ぐらい

で、尾が長く垂直に枝に止

まり、地面に降りることは

少ない。「ピーピー、ピィー

ヨ」と大きな声で鳴くこと

が多い。波を打つような飛

び方が特徴の一つである。

庭先などのエサ場では、ス

ズメやメジロ、ハトなどを

追い払い、エサを独占する

ことがよくある。 
生息場所・環境など：低地から山林、農地、人家や街路樹など、樹木のあ

るところに生息し、広い範囲で一年中見られるが、大半は渡りをしていて

夏と冬では個体が入れ替わっていることが標識調査によって分かってきた。 
 
 
モズ（百舌鳥）                   全長 20cm 

特徴：スズメぐらいの大きさ

だが、頭が大きく尾が長いの

が特徴。鋭いかぎ型のくちば

しをもち、昆虫やカエルなど

を食べる。獲物を木の枝やト

ゲに刺しておく習性があり、

モズの「はやにえ」という。

秋から冬には見通しの良い場

所に止まり、尾を振りながら

「キー キチキチ」と高く鋭い

声で鳴き、モズの「高鳴き」

とよばれる。 
生息場所・環境など：明るい林や農地、樹木のある河原などで見られ、秋

の「高鳴き」の時期は特に目立つ。身近にみられる鳥であるが、田畑の減

少に伴い数は減っている。木津川でのはやにえでは、モグラの仲間のヒミ

ズや希少なジネズミの他、マムシや魚など特筆すべき記録が残っている。 



ツグミ（鶫）                    全長 24cm 
特徴：冬鳥で、11 月ごろから見

られる。秋は柿などの木の実を

食べ、真冬には、エサを求めて

地上に降り、堤防や畑で、数歩

跳ねては立ち止まり、その動作

を繰り返して移動する。大きさ

はハトより小さく、頭部に白っ

ぽいラインがある。飛んだとき

には翼の栗色がよく見える。胸

の黒斑は個体によって違いがあ

る。 

生息場所・環境など：冬鳥として秋頃に山林に飛来するが、年度によって

はまったく見られないときもある。厳冬期には、平地の田畑、河原や公園

など広い範囲に分散する。通常は 4 月下旬ごろ北方に渡っていく。木津川

では、ツグミの仲間で同じく冬鳥のシロハラが、標識調査によって 2 年連

続してシベリア方面から飛来していることが分かった。 
 

 

 

ウグイス（鶯）                 全長 14～15.5cm 
特徴：春先は樹木の枝で「法

法華経・ホーホケキョ」とさ

えずることから、縁起の良い

春告げ鳥の鳴鳥とされてき

た。ヤブの中にいることが多

いため、さえずる時以外は目

立たず見つけにくい。体色は

茶色っぽく、ウグイス色のメ

ジロと混同されてきた。繁殖

期以外は地鳴きと呼ばれる

鳴き方でチャッチャッと鳴

く。 
生息場所・環境など：通常は標高の高い山地に移動して繁殖するが、城陽

市では木津川の河川敷で繁殖をしており、平地の繁殖地として全国的にも

珍しい貴重な地域とされている。また、初音と呼ばれるウグイスがさえず

り出すのは例年 3 月 1 日とされてきたが、近年は早まる傾向にある。 



エナガ（柄長）                   全長 13.5cm 
特徴：スズメより小さく、

頭部・翼の黒色と、のど・

胸・腹部の白色が目立つ。

丸い体に長い尾が特徴的

で、くちばしは短く小さい。

木の枝先を移動しながら

小さい昆虫を食べ、枝にぶ

ら下がったり逆さになる

など、さかんに動き回る。

「ジュリジュリジュリ」な

どと鳴きながら枝から枝

へと集団で移動する。 
生息場所・環境など：山地の樹林で多く生息する。樹木の多い公園や社寺

林にも見られる。秋や冬は群れで移動することが多い。クモの巣やコケな

どを材料に袋状の巣を造って繁殖する。目立たない小さな巣から、どのよ

うに入っていたのかと思うほどたくさんのヒナ鳥が出てきて驚かされる。

巣立ちした直後にはヒナ鳥たちが整列する「串団子」も見られる。 
 
 
シジュウカラ（四十雀）               全長 14.5cm 

特徴：スズメぐらいの大き

さで、頭の上部は黒く、頬

が白い。のどから胸、そし

て腹にネクタイのような

黒い帯がある。枝から枝へ

飛び回りながら、小さな昆

虫などを食べる。「ツーピ

ー、ツーピー」とよく通る

声でよく鳴く。春早くから

梢でさえずりを始めるこ

とが多い。 
生息場所・環境など：山林

から平地まで樹木の多い場所で見られ、鴻の巣山などの社寺林にも多い。

秋や冬は、エナガなどとも群れをつくって移動する姿がよく見られる。八

幡市の鳥でもあるシジュウカラは、巣箱を利用することで知られているが、

ポストや植木鉢、洗濯物にまで巣を架けて繁殖した記録も残っている。 



メジロ（目白）                   全長 11.5cm 
特徴：スズメより小さく、いわゆ

る美しいウグイス色（黄緑色）で

目の周りの白いリングが目印。「チ

ーチー」と高い声で鳴きながら、

樹木の間を移動する。花の蜜が好

きで、サクラやウメ、ツバキの蜜

を少数の群れでよく吸いにくる。

昆虫や木の芽なども食べ、人家の

庭先でも見られる。 
生息場所・環境など：春や夏は、

林の広葉樹などの茂みの中で多く

見られる。秋や冬は 庭先や公園の木の実や花にも来る。山林や平地、河

原などで身近にいる鳥だが、茂みにいることが多い。花に来るときなどは、

姿を見やすい。宇治田原町や長岡京市の鳥としても知られるメジロは、か

つてはさえずりを競う催しが全国各地で開催されていたが、野鳥の飼育を

制限する風潮に押されて表面上はなくなったものの、未だにメジロの密猟

が後を絶たずマスコミをにぎわしている。 
 

ホオジロ（頬白）                  全長 16.5cm 
特徴：スズメほどの大きさ

で、雄は頬の白黒模様がは

っきりしている。体全体は

赤茶色で、雌の体の色は雄

より薄い。雄は繁殖期に梢

や電線の上でさえずり、

「一筆啓上仕り候」や「源

平つつじ白つつじ」などと

聞き取れる。 
生息場所・環境など：山林

の周辺や河原などの林で

開けたところで見られる。

春の繁殖期には、さえずる雄はよく目立つ。ほぼ 1 年中見ることができる

が、特に冬には、寒冷地から移動してくる個体数も増える。 



カワラヒワ（河原鶸）                全長 14.5cm 
特徴：尾や翼の黄色が目立

つ。尾の先に M 型の凹み

がある。「キリリコロコロ、

チョンチョンジュイーン」

などと鳴きながら飛ぶこ

とも多い。大きさはスズメ

ぐらいでくちばしが太く、

草の実をよく食べる。 
生息場所・環境など：畑や

河原、市街地の公園など草

地があるところに多く見

られる。秋や冬は、河原や

農地で群れて生活することが多い。 
 
 
 
 
 
スズメ（雀）                    全長 14.5cm 

特徴：人家・農地など、人

の暮らしの近くで生息する。

頬に黒い斑がある。「チュン

チュン、ジュクジュク」と

鳴く他に「チュ、チィチョ

ッ、チョッ、ジュッチ、ジ

ュウ」などと続けて鳴くこ

ともある。繁殖期には、昆

虫をたくさん食べる。秋や

冬には、草の実などを食べ

る。 
生息場所・環境など：民家周辺にすむ。山や森でも近くに人家があれば生

息する。家屋の隙間などに枯れ草で巣をつくり繁殖する。瓦屋根が減る中

で生息場所が減少している都市もある。秋や冬には群れで生活し、竹やぶ

や街路樹に集団でねぐらをつくる。 
 



ムクドリ（椋鳥）                  全長 24cm 
特徴：長めのくちばしをも

ち、足がオレンジ色、頬は

不規則な模様がある。飛ん

でいるとき腰は白く見え、

翼の先がとがって直線的に

飛ぶ。ヒヨドリとスズメの

中間の大きさで、尾が短い。

「ギャー、ギャー、キュル

キュル、ジー」など大きな

声で鳴く。繁殖期は、つが

いで木の洞や軒先の穴で巣

を作るが、それ以外は群れ

で行動することが多い。 
生息場所・環境など：市街地の公園や農地などの開けた場所に多く見られ

る。秋・冬には、群れで行動することが多い。城陽市の特産であるイチジ

クの天敵として嫌われ者のムクドリも、農業被害の害虫を捕食する有益な

野鳥としての一面をもっている。 
 
 
ハシブトガラス（嘴太烏）              全長 56.5cm 

特徴：人家のある地域に多

く生息するカラスは２種類

ある。２種類ともよく似て

いるが、ハシブトガラスは、

「カー、カー」、ハシボソガ

ラスは「ガー、ガー」と濁

った声で鳴くことが多い。

ハシブトガラスは、額がで

っぱり、くちばしが太く先

が曲がっている。ハシボソ

ガラスは、額はでっぱらず、

くちばしは比較的細い。 
生息場所・環境など：高い木の上に枝を集めて巣をつくるが、針金やビニ

ールひもなど人の生活に関わる材料を使って、カラフルな巣をつくること

もある。市街地では、朝早くから、ゴミをあさる姿がよく見られる。 



爬 虫 類 

爬虫類（はちゅうるい）の仲間には、ヘビ、トカゲ、カメ、ワニがいる。 
京都府ではヘビの仲間が 8 種類、トカゲの仲間が 3 種類、淡水性のカメ

の仲間が 6 種類の合計 17 種類の生息が確認されている。 
  城陽市ではこれまでに 16 種類が記録されていて、珍しいシロマダラやジ

ムグリ、2 タイプのミナミイシガメ (シロイシガメ・ヤエヤマイシガメ)の
生息も確認されている。また、外来生物のカミツキガメが古川で捕獲され、

ワニガメの目撃情報も寄せられているが確認には至っていない。 
  城陽市の木津川右岸域は、京都府の自然 200 選・動物部門 50 選におい

て「スッポンの繁殖地」として選定されていて、2010・2011 年には日本

最大のスッポンが相次いで捕獲され生息環境と共に注目を浴びている。 
 

城陽市爬虫類リスト 

観察頻度：◎多い  ○普通  △少ない  ▲極希  
＊記録のみ（聴取、文献・マスコミ記録） 

2010～2014：2014 年までの城陽環境パートナーシップ会議で 
の確認状況 

京都府レッドデータブック(RDB) 
ＮＴ：準絶滅危惧種 
ＤＤ：要注目種 
Ｄ：外来生物 
― ：未掲載種 

№ 科 標準和名 京都

RDB 
観察 
頻度 

2010~
2014 記録 地方名 

1 

バダグールガメ 

クサガメ DD ◎ 確認 観察会 泥亀 
2 ニホンイシガメ DD ○ 確認 観察会 岩亀 
3 シロイシガメ[ミナミイシガメ] NT・D △ 確認 観察会 南石亀 
4 ヤエヤマイシガメ[ミナミイシガメ] NT・D △ 確認 観察会 南石亀 
5 ヌマガメ ミシシッピアカミミガメ D ◎ 確認 観察会  
6 スッポン ニホンスッポン DD ○ 確認 観察会 マル 
7 ヤモリ ニホンヤモリ － ◎ 確認 調査 いえもり 
8 トカゲ ニホントカゲ DD ○ 確認 観察会 青トカゲ 
9 カナヘビ ニホンカナヘビ － ◎ 確認 観察会 トカゲ 
10 

ナミヘビ 

シマヘビ － ◎ 確認 観察会 クチナワ 
11 ジムグリ DD △ 確認 調査  
12 アオダイショウ DD ◎ 確認 観察会 家守 
13 シロマダラ DD △ 確認 調査  
14 ヒバカリ DD ○ 確認 調査 アズキ蛇 
15 ヤマカガシ NT ○ 確認 調査 蛙喰い 
16 クサリヘビ ニホンマムシ DD ○ 確認 調査 ハメ 
参

考 
カミツキガメ 

カミツキガメ D ▲ － 調査  
ワニガメ D ＊ － 聴取  

 



左（２匹）・ニホンイシガメ(日本石亀)甲長 雄 13cm 雌 20cm 京都府:要注目種 

右（３匹）・クサガメ(臭亀)     甲長 雄 18cm 雌 25cm 京都府:要注目種 

 

特徴：甲らが岩のような色をしていることからイシガメと呼ばれ、クサガ

メは捕獲時にいやな臭いを発することから「臭亀」を語源としている。 
識別では、甲らが黄色の線で縁どられ、キールと呼ばれる三本の筋があ

り、目が黄色いクサガメに対し、イシガメの甲らは単色でキールもなく、

目が黒くて甲らの後ろがギザギザであることで区別できる。両種とも雌雄

の判別は、尻尾の付け根が太いのが雄で、年齢は甲らに刻まれた年輪から

知ることができる。また、クサガメの雄は年を経ると黒化と呼ばれる黒亀

になる。両種の属間雑種もウンチュウやウンキュウ、アイノコの名が残っ

ている。 
生息場所・環境など：平地の水辺を主な生息地とするクサガメに対し、イ

シガメは山地の池や川にも生息し、水質汚染の著しい平地の水辺では激減

傾向にある。 
城陽市の木津川では、龍・鳳凰・麒麟と共に中国の四大幻獣神で、瑞祥

の霊亀と称されるイシガメの甲らに藻が生えた「蓑亀（みのがめ）」が発見

されている。また古川では、標識されたクサガメとイシガメが、それぞれ

11 年・10 年を経て再捕獲され、荒州北橋で放流したクサガメが 5km 上流

の今池川で発見されるなど、城陽市はカメに関する話題に事欠かない。 



シロイシガメ[ミナミイシガメ]（白石亀・南石亀）甲長15～18cm 京都府:準絶滅危惧種 
特徴：京都市の天然記念

物・ミナミイシガメはシロ

イシガメと呼ばれ、亜種の

ヤエヤマイシガメの甲羅

が扁平であるのに対し、縁

取りのないドーム型であ

ることから区別するが、識

別は難しい。本来京都府の

外来生物・情報不足種のミ

ナミイシガメが、希少種と

されている背景には、生態

系に及ぼす影響が少ない

ことと、「遣唐使渡来説」のロマンがあるとされている。 
生息場所・環境など：城陽市では、古くから特徴的な白い腹のカメが木津

川で捕獲されており、シロイシガメとヤエヤマイシガメの両タイプの生息

記録が残っている。古川では、2012 年にもミナミイシガメが捕獲され、こ

れまでにクサガメとの属間雑種も数匹見つかっている。 
ミシシッピアカミミガメ(赤耳亀)甲長 雄20cm 雌28cm  京都府:外来生物・被害甚大種 

特徴：ペットのミドリガメ

が成長したアカミミガメ

は、いくつかの亜種に分け

られ、ミシシッピアカミミ

ガメがもっとも流通して

いる。雄は前肢の爪が発達

し、雌にかざして求愛をす

る。野生化した個体は性格

も荒く、咬みつくことも多

い。日本同様、世界の各国

で外来種として定着して

いる。 

生息場所・環境など：昭和 40 年代から全国各地で野生化し、汚染にも強く、

旺盛な繁殖力で今では平野部の河川や池で最優占種となっている。城陽市

でも、早くから繁殖定着し、古川・今池川では特に高密度で生息している。 

 



ニホンスッポン（日本鼈）       甲長 25～30cm 京都府:要注目種 
特徴：甲らは柔らかな皮膚

に覆われ、水掻きが発達し、

鼻先が突き出るなど、水中

生活に適した形態をしてい

る。神経質で性格が荒く咬

みつくが、水に入れるとす

ぐに離して逃げていく。 
観察する機会が少なく、

情報不足種になっているが、

生息個体総数は決して少な

くない。 
生息場所・環境など：ニホンスッポンは関東から西の平地の湖沼や、河川

の中・下流域に生息し、魚や甲殻類、貝類などを捕食している。中国や台

湾から食用の為に持ち込まれた外来スッポンが各地で野生化している。 
生息地の木津川では、2011 年に甲長 38. 5cm、体重 7.3kg の日本最大の

大物がモンドリ漁で捕獲され、水族館で展示後に学術標本となっている。 
 
ニホントカゲ（日本石竜子）      全長 20～25cm 京都府:要注目種 

特徴：市街地でも見ること

ができる日本固有のニホ

ントカゲは、黒地に黄色の

線が 5 本入り、鮮やかなコ

バルトブルーの尾をもつ

幼体をアオトカゲと呼び、

一般的には茶褐色をした

成体のトカゲとは別種と

思われていた。 
生息場所・環境など：かつ

て民家を住みかにしてき

たニホントカゲも、住宅建

築の変化で生息環境が狭められ、チョウセンイタチの侵入による捕食が、

減少傾向に拍車をかけたといわれている。食物連鎖の中下層を占めるトカ

ゲ類の生息状況の把握が求められている。城陽市では、丘陵環境や梅林・

畑地を主な生息地とし、市街地の神社や公園などでも観察されている。 



ニホンカナヘビ（日本金蛇）               全長16～27cm 

特徴：体に対する尻尾の長

さが半分以上を占める特

徴的な日本固有のニホン

カナヘビは、本家のニホン

トカゲをさしおいてトカ

ゲの俗称で呼ばれてきた。 
トカゲのウロコは光沢が

あってツルツルしている

が、カナヘビはザラザラし

た、かさついた感じのウロ

コが特徴である。 
生息場所・環境など：生息

地は広く、ニホントカゲより見る機会が多いもっとも身近な爬虫類の一種

である。トカゲに比べると平地の草原を主な生息地として、イタチやヘビ、

鳥類たちの貴重な餌となっている。トカゲと同様に、外敵に襲われると自

ら尻尾を切って逃げる性質があることで知られている。 
 

シマヘビ（縞蛇）                  全長 80～150cm  
特徴： 4 本の縦縞模様が

特徴。これに対し、同種だ

が、気性が荒くカミツキヘ

ビや追っかけへビの俗称

があり、毒蛇と思われてい

る、通称「カラスヘビ」は、

シマヘビの黒化型である。 
幼蛇はシマヘビとは思え

ない色と模様でバリエー

ションも多く、瞳が楕円形      

で虹彩が赤いことで識別

できる。 
生息場所・環境など：あらゆる環境に生息し、俊敏で泳ぎも巧みなシマヘ

ビは、ネズミやカエル、同族のへビやトカゲなどを捕食している。城陽市

では、黒化型のカラスヘビの記録も多く、アオダイショウと混同される無

紋のタイプも多い。 
 



上・シロマダラ(白斑)          全長 30～ 70cm 京都府:要注目種 

下・ジムグリ(地潜)                 全長 70～100cm 京都府:要注目種 

  
特徴：共に日本固有種のシロマダラとジムグリは、城陽市で唯一未確認の

タカチホヘビと共に、珍蛇と呼ばれている。限られた環境に隠遁棲息する

夜行性で、京都府でも公式な記録は数えるほどで、レッドデータブックで

は情報不足から「要注目種」とされている。 
「地潜り」が語源のジムグリは、腹の市松模様が特徴の日本一美しい蛇

と称され、小型哺乳類を主食としている。2003 年に青谷の奈島水田で発見

され、2006 年からは毎年木津川河川敷と長池、青谷の中や市辺地区で確認

されている。 
かつて幻の蛇と称されたシロマダラでは、木津川河川敷で 2008 年に確

認されたのをきっかけに、青谷中の梅林で孵化直後の幼体が見つかり、同

じく中地区の庭先の鉢植えやゴキブリホイホイにかかるなど、2014 年現在

8 例の生体捕獲は全国的にも特筆すべき生息記録といえる。 
生息場所・環境など： 本来、森林・丘陵に生息すると思われていた希少種

のシロマダラとジムグリが、城陽市内の人里や河川敷などの広域で継続的

に記録されていることは、府内の数少ない生息地として生態学的な意義が

大きく今後の調査・研究が期待されている。 
 



アオダイショウ（青大将）           全長 110～200cm 京都府:要注目種 

特徴：各地に残る白蛇と大蛇伝説も、ア

オダイショウの色素異常の突然変異個

体が白蛇で、岩国では国の天然記念物に

指定されている。また、最大でも 2m ほ

どとされ、これら白蛇と大蛇の情報提供

が求められている。 
生息場所・環境など：家守 (いえもり)
やネズミヘビの俗称があるアオダイシ

ョウは、かつては人家の屋根裏や蔵に棲

みつき、ネズミを捕食する有益な生き物

とされてきた。 
あらゆる環境に生息し、幼蛇はマムシ

と間違われやすい。木登りが得意で、ネ

ズミなど小型哺乳類のほかに、鳥の卵や

雛鳥を好んで食べる。市街地でもよく見

られ、しばしばツバメの巣を襲うのが報

告されている。  
ヒバカリ（日計・日量）             全長 40～60cm 京都府:要注目種 

特徴：威嚇姿勢をとること

から、咬まれればその日ば

かりが語源とされるヒバ

カリは、実は無毒の蛇であ

り、無毒と思われていたヤ

マカガシが実は毒蛇であ

ったという経緯がある。 
生息場所・環境など：カエ

ルを好み、水田でよく見ら

れたが、近年のカエルの減

少に伴って観察機会も少

なくなっている。オタマジ

ャクシの他、ミミズ、メダカやドジョウなども食べる。南山城地方のアズ

キヘビの俗称で呼ばれているものは、ヒバカリと思われる。ジムグリと間

違われやすいが、首の部分の黄色の帯で識別することができる。城陽市で

は、ゴキブリホイホイにかかった記録もある。 



ヤマカガシ（山棟蛇）            全長 70～150cm 京都府:準絶滅危惧種 
特徴：ヤマカガシの体色や

斑紋は、個体によって異な

り、首の黄色い部分やうろ

この線で見分ける。捕らえ

ようとすると、体を三角に

とがらせたり、首を平たく

広げる威嚇姿勢をとるこ

とがある。近年まで毒のな

い蛇と思われていたが、毒

液を出す奥の牙をもって

いることがわかり、深く咬

まれると命の危険もある。 
生息場所・環境など：平地から山地、水田や湿地でよく見られたヤマカガ

シも、カエルの減少や生息環境の悪化から、生息数は減少傾向にある。ヒ

キガエルを好んで捕食し、未確認生物・ツチノコの正体ともいわれている。 
 
 
ニホンマムシ（日本蝮）             全長 40～65cm 京都府:要注目種 

特徴：マムシは卵胎生で、
口から子蛇を産むために、
人を咬んで牙を折るとの
迷信が今も根強く残って
いる。産まれたばかりのマ
ムシは、尾の先がオレンジ
であること以外、親と同じ
銭型模様に三角形の頭を
し、既に毒を持っている。 
生息場所・環境など：城陽
市では、昔から蛇類一般を
クチナワと呼ぶのに対し、

マムシはハメと呼ばれ、薬用目的などで捕獲されてきた。かつて木津川が
氾濫した時、河川敷から堤防に避難するマムシが捕らえられていたが、赤
蝮の名で知られる赤茶色をした個体も少なくなかった。また、黒蝮とよば
れる希なタイプも、青谷の畑と長池の雑木林で観察されている。 
 



両 生 類 
 
両生類の仲間には、カエル、イモリ、サンショウウオがいる。 
京都府ではカエルの仲間が 16 種類、イモリ・サンショウウオの仲間が 7

種類の合計 23 種類の生息が確認されている。 
  城陽市ではこれまでに 17 種類が記録されていて、そのほとんどが絶滅の

危機に瀕している。特に絶滅寸前種のダルマガエルは、「京都府指定希少野

生生物」として緊急な保護対策が求められている。城陽市では、安定した

個体群が再発見されたものの、依然予断を許さない状況にある。 
  ダルマガエルの保護と、公式な文献記録に残されている絶滅寸前種のカ

スミサンショウウオの生息情報と追認調査が、これからの課題である。 
 

城陽市両生類リスト 

観察頻度（個体数）：◎多い 
○普通 
△少ない 
▲極希 
＊記録のみ（聴取、文献・マスコミ記録） 

2010～2014：2014 年までの城陽環境パートナーシップ会議での 
確認状況 

京都府レッドデータブック(RDB) 
ＣＲ：絶滅寸前種 
ＶＵ：絶滅危惧種 
ＮＴ：準絶滅危惧種 
ＤＤ：要注目種 
ｄｄ：要注目地域固体群 
Ｄ：外来生物 
－：未掲載種 

№ 科 標準和名 京都

RDB 
観察

頻度 
2010~
2014 記録 地方名 

1 
サンショウウオ 

カスミサンショウウオ CR ＊ 未確認 文献  
2 ヒダサンショウウオ NT ＊ 未確認 聴取 黒イモリ 
3 オオサンショウウオ オオサンショウウオ VU ＊ 未確認 聴取 ハンザキ 
4 イモリ アカハライモリ DD ○ 確認 観察会 アカハラ 
5 ヒキガエル ニホンヒキガエル NT ▲ 確認 調査 ガマガエル 
6 アマガエル ニホンアマガエル － ◎ 確認 観察会 雨降らし 
7 

アカガエル 

タゴガエル － ▲ 確認 観察会  
8 ニホンアカガエル DD △ 確認 観察会  
9 ヤマアカガエル DD △ 確認 観察会  
10 トノサマガエル DD ○ 確認 観察会  
11 ダルマガエル CR △ 確認 観察会  
12 ヌマガエル DD ◎ 確認 観察会 ドロガエル 
13 ウシガエル D ○ 確認 観察会 食用・雷蛙 
14 ツチガエル DD △ 確認 観察会 イボガエル 
15 

アオガエル 
シュレーゲルアオガエル DD △ 確認 調査 大雨蛙 

16 モリアオガエル ｄｄ △ 確認 調査 泡蛙 
17 カジカガエル DD ＊ 未確認 聴取  
 



カスミサンショウウオ（霞山椒魚）    全長 60～130mm 京都府:絶滅寸前種                

特徴：西日本に生息するカ

スミサンショウウオは、平

野部から里山の水田や池

に生息する小型サンショ

ウウオの代表種である。か

つての身近な両生類も、今

や国の特別天然記念物・オ

オサンショウウオより絶

滅指標の高い「絶滅寸前

種」に記載され、京都府の

「指定希少野生生物」とし

て緊急な保護対策が求め

られている。 
生息場所・環境など：城陽市では、1996 年に市が実施した調査で確認され

たとあるものの、現在までカスミサンショウウオの追認情報はない。生息

に適した自然環境が残されていないものの、希少種の再発見が期待されて

いる。 
アカハライモリ（赤腹井守）      全長 70～130mm 京都府:要注目種 

特徴：ヤモリが家を守ると
される爬虫類に対し、井戸
を守るに由来するイモリ
は、カエルと並ぶ両生類の
代表である。日本の固有種
で、全国的にアカハラの俗
名で知られるアカハライ
モリは、かつては平地の水
田や池でも普通に見るこ
とができた。黒褐色から灰
色まで、色彩に富んだ個体
が多く、ハコネサンショウ

ウオやマダラサンショウウオと見誤る希な模様のイモリも確認されている。 
生息場所・環境など：城陽市では、花卉栽培の水田で見られる他、丘陵部
の水辺に広く生息しているが、繁殖期でもそう多くを見ることはできない。 
 



ニホンヒキガエル（日本蟇）      全長 80～180mm 京都府:準絶滅危惧種 

特徴：ガマガエルの俗称で

知られるヒキガエルは、淡

黄色から褐色まで体色変

化に富む全身に突起をも

つ大型のカエルである。 
  ミミズや昆虫を主食と

し、ジャンプするより、の

そのそ歩くことが多い。耳

の後ろには毒線があり、キ

ツネやタヌキなどにも捕

食されにくい反面、毒蛇の

ヤマカガシは好んで食べ、ヒキガエルの毒性を利用しているとの説がある。 
生息場所・環境など：生息環境が広いことで知られ、城陽市でも木津川河

川敷の池にもたくさん生息していたというが、近年は森林周辺部で希な観

察記録があるのみである。特徴的なひも状の卵塊情報が期待されている。 
 
 
ニホンアカガエル（日本赤蛙）     全長 35～67mm 京都府:要注目種 

特徴： 赤茶色をしたカエル

には、ニホンアカガエルとヤ

マアカガエルにタゴガエル

がいる。ヤマアカガエルは平

地では見られず、背中側面の

筋が V 字型に折れ曲がって

いることで区別でき、タゴガ

エルは山地の渓流などでの

み見られ、のどが黒いことで

区別できる。 
生息場所・環境など： 城陽

市では、ニホンアカガエルは古くから平地の水田や小川などで見ることが

できたが、現在は丘陵地の水辺を生息地とするようになっている。かつて

生息していた木津川河川敷や平地の水田地帯では、昭和 50 年代を最後に記

録が途絶えた。環境の悪化が要因と思われる。 
 



右・トノサマガエル(殿様蛙)       全長 38～94mm 京都府:要注目種 

左・ダルマガエル(達磨蛙)        全長 35～73mm 京都府:絶滅寸前種 

  
南山城地方では、これまでダルマガエルの存在や名前を知る人は、地元

でもいなかった。よく見られるトノサマガエルには、白と緑と茶色の 3 つ

のタイプがあり、白黒のやや大きいのが雄、小型の緑や茶色のタイプが雌

との認識が一般的であった。トノサマガエルがいない関東でも、別種のト

ウキョウダルマガエルをトノサマガエルと呼んでいる。 
 特徴：両種の明確な識別点は、トノサマガエルには鼻先から尻まで背中線

と呼ばれる明確な線があり、斑紋が連続しているのに対し、ダルマガエル

には背中線がなく独立した水玉模様であることで区別する。 
  達磨に由来する、四肢が短くずんぐりしているのもダルマガエルの特徴

であり、跳躍力が弱いことから圃場整備による用水路のコンクリート化な

どが激減した要因と考えられている。 
 生息場所・環境など：城陽市では、昔からトノサマガエルの雌と混同され

てきたダルマガエルが数多く生息していたが、約 30 年前から減少し、1990
年頃には局所的にみられる希少種となっている。1996 年以降の継続的な観

察会でも記録が途絶えがちであったが、2010 年は 4 年ぶりに再発見され、

以降毎年観察されている。ダルマガエルは、オオサンショウウオなどと共

に、京都府の条例で「指定希少野生生物」に指定されている。 



ヌマガエル（沼蛙）         全長 29～55mm 京都府:要注目種 

 

特徴：かつて、田んぼのイボガエルといえば、ドロガエルやババガエルの

俗称もあるツチガエルだったが、近年はヌマガエルにとって替わられ、ツ

チガエルは湧水のある水田や川の周辺でしか見かけなくなっている。 
よく似た両種の見分け方は、腹が白く目と目が V 字模様でつながってい

ればヌマガエルで、雄がノド袋をハート型に膨らませて鳴くことでも区別

でき、背中のイボもツチガエルより少ない。 
  2010 年 10 月、寺田の古川で捕獲されたヌマガエルは、鼻先から尻まで 
「背中線」と呼ばれる線が入った大変珍しい個体で、日本爬虫両棲類学会

への問い合わせから、1980 年に京都市右京区嵯峨野で発見されて以来 30
年ぶり 2 度目の記録であることがわかった。 
生息場所・環境など：ヌマガエルは、本州中部以西と四国・九州・沖縄に

生息し、京都府の日本海側が生息地の北限に当たる日本固有の南方系のカ

エルである。 
  生息環境の悪化から、絶滅の危機にあるカエル類が多い中、ヌマガエル

は要注目種に掲載されているものの、もっとも普通に見られ、生息地を拡

大している。 



ウシガエル（牛蛙）    全長 110～185mm 京都府:外来生物・被害危惧種 
特徴：大正時代にアメリカ

から食用の為に輸入された

ウシガエルは、餌として持

ち込まれたアメリカザリガ

ニと共に、またたく間に全

国各地に拡がっていった。

元祖外来生物のウシガエル

は、同族の蛙から小動物ま

で何でも食べてしまう悪食

で、水辺の生態系を撹乱し

てきた。ダルマガエルやア

カガエル激減の要因のひと

つと考えられている。  
生息場所・環境など：城陽市では、昔はたくさん生息していたが、名前の

由来となった牛のような鳴き声も近年はあまり聞かれなくなった。ウシガ

エルの減少傾向の裏に、同じく、外来生物のアカミミガメの繁殖増加によ

るオタマジャクシ捕食説が挙がっている。 
モリアオガエル（森青蛙）      全長 42～82mm 京都府:要注目個体群 

特徴：白い泡状の卵塊を樹

上に産むことで知られる

モリアオガエルは、地域に

よって天然記念物に指定

されている環境指標の高

い丘陵・森林性のカエルで

ある。近似種のシュレーゲ

ルアオガエルとは、眼の光

彩が赤く皮膚がざらざら

していることで区別でき

る。また、同じアオガエル

の仲間に鳴き声のきれいなカジカガエルもいるが、こちらは渓流に生息し、

色も茶色をしている。 
生息場所・環境など：城陽市では、丘陵地で局所的な産卵場所が確認され

ているが、生息個体数はごく少ない。2010 年に久津川地区の市街地でも見

つかったが、人為的な移動と思われる。 



魚  類 

   城陽市では、木津川水系を中心とした淡水魚類記録は 54 種類を数え、

過去 30 年間では 43 種類の確認と 5 種類の聴取記録がある。1990 年から

近年までの希少種から外来種までをリストアップし、生息概要を表記した。

2011 年に木津川と古川にボラの遡上があり、聴取調査により得たスズキと

チヌの参考記録と共に、最新の生息状況の把握を今後の課題としている。 
城陽市魚類リスト 

観察頻度：◎多い  ○普通  △少ない  ▲極希  
＊記録のみ（聴取、文献・マスコミ記録） 

京都府レッドデータブック(RDB) 
ＣＲ：絶滅寸前種   ＶＵ：絶滅危惧種 
ＮＴ：準絶滅危惧種  ＤＤ：要注目種 
Ｄ：外来生物     －：未掲載種 

№ 科 標 準 和 名 
京都
RDB 

観察
頻度 

№ 科 標 準 和 名 
京都
RDB 

観察
頻度 

1 ヤツメウナギ カワヤツメ ＤＤ ＊ 28 

コイ 

カワムツ － ◎ 
2 ウナギ ウナギ － △ 29 ヌマムツ ＮＴ ○ 

3 アユ アユ － ◎ 30 ハス ＤＤ ○ 

4 
サケ 

ニジマス Ｄ ＊ 31 ワタカ ＤＤ ▲ 

5 アマゴ Ｄ ＊ 32 ギンブナ － ◎ 
6 

コイ 

ヤリタナゴ ＮＴ ▲ 33 ゲンゴロウブナ － ◎ 
7 カネヒラ VU ○ 34 コイ － ◎ 
8 シロヒレタビラ ＣＲ ▲ 35 ソウギョ Ｄ ▲ 

9 イチモンジタナゴ ＣＲ ▲ 36 ハクレン Ｄ ＊ 

10 イタセンパラ ＣＲ ＊ 37 

ドジョウ 

アユモドキ ＣＲ ＊ 

11 タイリクバラタナゴ Ｄ ◎ 38 ドジョウ － ◎ 

12 ムギツク － ▲ 39 シマドジョウ － △ 

13 カワヒガイ ＣＲ ▲ 40 スジシマドジョウ ＣＲ ▲ 

14 ツチフキ ＣＲ △ 41 
ナマズ 

ナマズ － ○ 
15 カマツカ － ○ 42 ビワコオオナマズ ＤＤ ＊ 

16 コウライニゴイ － △ 43 ギギ ギギ － ○ 
17 ニゴイ － ◎ 44 メダカ ミナミメダカ ＶＵ ◎ 

18 ズナガニコイ ＣＲ ○ 45 カダヤシ カダヤシ Ｄ ◎ 
19 タモロコ － ○ 46 

サンフィッシュ 
オオクチバス Ｄ ◎ 

20 ホンモロコ ＤＤ ○ 47 ブルーギル Ｄ ◎ 
21 コウライモロコ － △ 48 

ハゼ 

ドンコ － ◎ 

22 ゼゼラ ＣＲ ◎ 49 トウヨシノボリ － ○ 

23 ヨドゼゼラ ＣＲ ▲ 50 カワヨシノボリ － ◎ 

24 モツゴ － ◎ 51 ヌマチチブ Ｄ ○ 

25 アブラハヤ ＣＲ △ 52 タイワンドジョウ カムルチー Ｄ ○ 

26 タカハヤ － △ 53 タウナギ タウナギ Ｄ ◎ 

27 オイカワ － ◎ 54 ボラ ボラ － △ 



カネヒラ（金平）         体長 10～13cm 京都府:絶滅危惧種 
特徴：貝に卵を産みつける

ことで知られるタナゴの

仲間にあって、カネヒラと

イタセンパラは秋に産卵

することで知られ、大型で

婚姻色鮮やかな両種は鑑

賞用に乱獲され絶滅の危

機にある。 
生息場所・環境など：琵琶

湖以西の本州・九州に分布。

1991 年に城陽市の木津川

で発見された天然記念物

のイタセンパラは、現在公式な記録はない。一方、木津川のカネヒラは途

絶える事なく安定した個体群の生息が確認されている。 
近年、タナゴ類の減少傾向が著しく、最も絶滅指標が高い絶滅寸前種の

イチモンジタナゴやシロヒレタビラと共に生息地の保全が求められている。 
 
タイリクバラタナゴ（大陸薔薇鱮） 体長 7cm 京都府:外来生物・被害甚大種 

特徴：メダカと共に小川の

代表種であった日本固有

のニッポンバラタナゴは、

タイリクバラタナゴの野

生化で駆遂され、交雑によ

る雑種化がさらに追い打

ちをかけ、京都府でも絶滅

している。 
生息場所・環境など：中国

南部と朝鮮半島が原産。

1940 年代の観賞魚として

輸入された。希少種が多い

タナゴ類にあって、唯一生息域を拡大しているのがタイリクバラタナゴで

あり、在来種保護の為に駆除されているところも多い。城陽市では、昭和

30 年代後半にはタイリクバラタナゴが定着し、現在は木津川をはじめ各地

の水辺で確認されている。 



カマツカ（鎌柄）                  体長 12～20cm 
特徴：口が下向きに付いてい

るカマツカは、川底の砂地を

生息環境とする底生魚で、昔

から甘露煮などで食されてき

た。 
生息場所・環境など：岩手県・

山形県以南の本州・四国・九

州と朝鮮半島・中国に生息し

ている。城陽市の木津川では

やや減少傾向にあるものの、

上流部の南山城村では依然、

高密度で生息している。本来

支流では生息していないが、八幡市や宇治市ではかなり生息している川も

ある。城陽市では、古川と奈島流域の川で希な記録があり、近年では、古

川で捕獲確認されていることから、生息定着の実証となる追認記録が求め

られている。 
 

モツゴ（持子）                     体長 7cm 
特徴：関東ではクチボソと

呼ばれるモツゴも、オイカ

ワなどと同様にハイジャ

コと称される雑魚の代表

種で、生息環境も広く個体

数も多い。南山城地方のモ

ツゴは、タモロコが俗称で、

本家のタモロコはギンモ

ロコと呼ばれており、記録

には注意を要する。 
繁殖期の雄は青味がか

かった暗色となり、タモロコや他のモロコ類など近似種とは、受け口であ

ることや体型に大きさ、側線の有無などで区別することができる。 

生息場所・環境など：北日本全土と朝鮮半島・台湾、アジア一帯に生息し

ている。城陽市の古川では、特に最優占率が高くなっている。 
 



オイカワ（追河）                   体長 8～14cm 
特徴：コイ・フナと並んで

もっとも身近なオイカワ

は、南山城地方ではカワム

ツなどと共にハエと呼ば

れ、またハイジャコとも称

されて親しまれてきた。繁

殖期の雄には、追い星と呼

ばれるブツブツが頭部に

現れ、大きな尻ビレと派手

な婚姻色で雌とは同種と

思われないほどである。 
生息場所・環境など：北海

道を除く日本全土と朝鮮半島・台湾に生息。木津川のオイカワは昔から、

冬の寒バエは甘露煮に、夏場のハイジャコは揚げ物などにして食していた。 
 
 
 
ヌマムツ（沼陸）          体長 10～15cm 京都府：準絶滅危惧種 

特徴：繁殖期の雄は、オイ

カワ同様に大きな尻ビレ

に派手な婚姻色と追い星

も現れるが、側線に添った

黒い筋で判別できる。 
生息場所・環境など：日本

の中部以西と朝鮮半島・中

国に生息。オイカワと共に

身近な川魚として甘露煮

などで食され、南山城地方

ではムツやモツとも呼ば

れ、丘陵の渓流など最上流

部でも見られる広域環境生息魚である。 
城陽市では木津川の他、青谷川や丘陵の池などでも普通に見られ、カワ

ムツの A 型と分類されていたが近年になって見直され、背びれの朱色など

で区別するヌマムツは、新種登録され準絶滅危惧種に掲載されている。 



奥:シマドジョウ（縞泥鰌）              体長 6～12cm  
手前：スジシマドジョウ（筋縞泥鰌）  体長 6～12cm 京都府:絶滅寸前種 

特徴：水のきれいな砂地で

見られ、両種は体の縞と尾

ヒレの模様で区別できる。 
生息場所・環境など：宇治

川・木津川の淀川水系に大

型種などが生息している。

南山城地方では、近年にお

ける生息記録が限られ、丘

陵地の小川から淀川の流

域といった異なった環境

で極少数が捕獲確認され

ているだけである。2013 年に数亜種が別種分類されたが、本市に生息する

のがどの種かは分からない。 
城陽市では、木津川で希な記録が残るだけであったが、2009 年と 2012

年に山城大橋の下で生息が確認され、今後の追認調査が求められている。 
 
 

ミナミメダカ（南目高）         体長 3.5cm 京都府:絶滅危惧種 
特徴：北海道を除く日本全

土とアジア大陸東部・台湾

に生息。日本最小の淡水魚。 
かつては水田や小川の代

表的な魚として、全国に

4000 を超える地方名を持

ち、南山城地方でコメンジ

ャコと呼ばれていた身近

なメダカも、絶滅危惧種に

掲載されるほど激減した。 
外来種・カダヤシとは混同

されがちだが、メダカの尻

ヒレの形が平行四角形であることで区別できる。 
生息場所・環境など：城陽市では、カダヤシに駆逐され見られなくなって

いたが、古川で残存種の生息が確認された 2000 年以降、各河川で復活の

兆しがみられる。2013 年、キタメダカ・ミナミメダカに別種登録された。 



オオクチバス（ブラックバス） 体長 40～60cm 京都府:外来生物・被害甚大種 
特徴：琵琶湖の在来種を駆

遂し、生態系の破壊と共に

莫大な漁業被害をもたら

しているブラックバスだ

が、被害対策としてビワバ

スの名で食用に供したり、

ペットフード化の取り組

みなどがなされている。 
生息場所・環境など：北ア

メリカ原産で、昭和の初頭

に芦ノ湖へ移入され、スポ

ーツフィッシングの普及

と共に、心ない釣り人によって全国の河川や池に密放流されてきた。 

木津川では、昭和 50 年代から見られるようになり、ブラックバスの稚魚

を確認した 1987 年以降、繁殖定着している。湾処（ワンド）や溜りで、

親魚が卵を世話しているのが観察されている。 
 
 
ブルーギル        体長 15～20cm 京都府:外来生物・被害甚大種 

特徴：北アメリカ東部原産

で、1960 年にシカゴの水

族館から当時の皇太子（現

在の天皇）に贈られたのが

最初といわれている。ブラ

ックバス同様、人為的に全

国の河川や池に放流され

たブルーギルは、生態系と

漁業資源に多大な被害を

与えている。南山城地方で

は、1977 年頃の地方紙に

「木津川でタイが釣れた」

「今度は熱帯魚」のタイトルの記事が掲載され、それがアフリカ原産のテ

ィラピアとブルーギルの初記録であった。 

生息場所・環境など：城陽市では、木津川のほか、古川・今池川などでも

稚魚が見られ、広域に定着が見られるようになった。 



ドンコ（鈍甲）                       体長 23cm 
特徴：周囲に溶け込んだ色

彩をしていて、鋭い歯で小

魚やエビなどを捕食する。

南山城地方では、大ゴリと

も呼ばれ、古くから飴炊き

などで食された身近な川

魚だったが、水質汚染によ

り激減した。 

生息場所・環境など：茨城

県・新潟県から九州に分布。

代表的な生息環境は里山

の小川である。 
城陽市では、木津川に生息している他、丘陵地の池などでも確認されて

いる。また近年では、青谷や奈島流域の川や十六川、富野小学校区の今池

川でも捕獲記録があり、復調の兆しも見られる。 
 
 
カワヨシノボリ（河葦登）                 体長 6cm 

特徴：生息域が重なる近似

種のトウヨシノボリとの

識別は難しく、主に上流部

で見られヒレの形や赤味

がかった色で区別するこ

とができる。 
生息場所・環境など：静岡

県・富山県から九州に分布

する日本固有種。平地から

丘陵の渓流まで生息し、川

の堰堤を登ることから命

名された。南山城地方では、

ゴリの名前で呼ばれ、田植え前の水田に登る小魚と共に罠で捕獲し、甘露

煮や掻き揚げなどにして食してきた歴史がある。城陽市では、木津川から

古川・今池川・青谷川・丘陵の池まで広域水辺環境で見られる。 
 



カムルチー（雷魚）    体長 50～80cm 京都府:外来生物・情報不足種 
特徴：元祖外来魚のカムル

チーは、水質汚染にも強く、

魚やエビ、カエルの他、ヘ

ビや水鳥の雛まで捕食す

る悪食で、以前から生態系

を攪乱する害魚とされて

きた。 
生息場所・環境など：シベ

リア・朝鮮半島原産で、大

正時代に鑑賞用や食用、釣

魚などの多目的利用を目

的に移入され、本州から九

州の河川や池に定着した。現在は、木津川などでも、卵や稚魚が同じ外来

魚のブラックバスやブルーギルに食べられ、個体数を減らしている。城陽

市では、別種の雷魚である台湾原産のタイワンドジョウと混同して呼ばれ

てきた。 
 
タウナギ（田鰻）       体長 50cm 京都府:外来生物・情報不足種 

特徴：全国的にはチョウセ

ンドジョウの俗称があり、

古くから知られている。城

陽市では、ヒレのない姿か

らカワヘビの名で呼ばれ

てきた。マウスブリーダー

と呼ばれる口内での子育

てをし、雄で生まれて雌と

なり、さらに成長して再び

雄になる性転換する魚と

しても知られている。 
生息場所・環境など：中

国・朝鮮半島・台湾原産で、日本に生息するものは移入と考えられている。

城陽市をはじめ南山城地方の水田地帯で多く見られるタウナギのルーツは、

奈良県桜井市の天理教布教師が台湾から持ち帰った数匹が、大雨のときに

逃げ出して広まったものとされている。 
 



そ の 他 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

クワコ（桑子）                     全長 6㎝ 

特徴：絹糸の生産に欠かせないカイ

コは、中国産の野生種を品種改良し

て世界中に広まったものといわれて

いる。その原種の幼虫がクワコと呼

ばれる。カイコの餌となる桑の木で

育ち葉に繭をかけるクワコは鳥の糞

に擬態していて、その確認は研究者

とて容易ではない。 
生息場所・環境など：2008 年 5 月、

木津川河川敷において京都府工芸繊

維大学の伊藤雅信教授によってクワ

コが発見され、それまで中国に採集

に出かけていた研究課題に大きな進展が見られた。城陽市が誇るお宝生物

のひとつに数えられる希少種である。 
 

前述の脊椎動物以外にも、城陽市にはさまざまな生き物が生息してい

る。 
昆虫をはじめとするその他の動植物に於いても、希少で地域性の高い

種の生息が知られており、その多くは自然環境の豊かさを実証する環境

指標生物として高ランクに位置している。 
城陽市が誇る生き物として、木津川河川敷で生息が確認された学術的

にも大変貴重な野生の蚕・クワコをはじめ、絶滅危惧種である陸生貝類

のアズキガイやカワラバッタ、オオムラサキなどと共に 10 種類をその他

として追加選定している。 
城陽市が誇るこうした生き物たちは、木津川、青谷川、古川、今池川

などの流域、鴻ノ巣山、また水度神社や荒見神社等の社寺林などに生息

しており、これらの良好な自然環境を有する代表的な生息環境の保全が

求められている。 
 



セミガラ（蝉殻）                       
特徴：セミは、地中で幼虫

時代を長い期間すごしなが

ら成長する昆虫である。セ

ミの種類によって、生息環

境や樹木の種類の好みが違

っている。セミの抜け殻(セ
ミガラの種類)を調べると、

その場所の樹木環境を知る

ことができる。また、セミ

ガラ調査は、セミはもちろ

ん他の生物への影響もなく、

自然にもやさしい。 
 

セミガラの見分け方と、生息環境などの特徴 
 大きさ 色など 特 徴 

クマゼミ 33mｍ以上 
大型で太い 淡褐色 

市街地の樹木でよく見られる。胸部腹側の足
の間にへそのような突起がある。樹木の豊か
な森林にはいない。 

アブラゼミ 26～32mm 褐色 
つや有 

市街地から山地の森林まで広範囲に適応し
ている。触角の第 3 節が長く、ミンミンゼミ
と区別できる。もっとも身近なセミと言え
る。 

ニイニイゼミ 20mm 以下 丸っこい 
森林を好み、果樹などの幹の低い位置に多
い。 
カラは、泥をかぶった状態になっている。 

ツクツクボウシ 21～25mm 薄い褐色 
細長い 

森林を好み市街地には少ない。カラにつやは
なく、8 月下旬から見られるようになる。 

チッチゼミ 20mm 以下 濃い褐色 
つや有 

山地の雑木林を好む。腹部に濃淡の縞模様が
ある。成虫の鳴き声は「チッチッ」と目立た
ない。 

ヒグラシ 21～25mm 茶色 
つや有 

山地の針葉樹の森を好む。広葉樹にも見られ
る。森林性の高いセミである。 

ミンミンゼミ 26～32mm 暗褐色 
山地に見られる。城陽でも鳴き声は聞かれる
が、カラはなかなか見つからない。触角が細
く、第 3 節が短い。 

ハルゼミ 20mm 以下 薄い褐色 ５～6 月ごろ松林で見られる。城陽でもカラ
は見つかっているが希少。 

 

セミガラについての詳しい資料は下記のホームページでも見ることができます。

http://www.kyoto-21.com/shisyokuro/html/tokusyu/semigara/semigara-ichiran/semigara-ichiran-s.html

アブラゼミ ニイニイゼミ 



オオムラサキ（大紫）              前翅長 50～55mm 

特徴：日本の国蝶で美しい

青紫の翅を持つタテハチョ

ウの仲間。里山の雑木林を

代表するチョウで、成虫は

クヌギやコナラの樹液を吸

う。大量の樹液を吸うので、

環境の整った雑木林が必要

で、最近は減少している。

幼虫は、エノキを食樹にし

ている。成虫を見る機会が

少ない理由は、個体数が減

少していることも原因であ

るが、多くのチョウと異なり、花を訪れることがないことも原因のひとつ

である。 
生息場所・環境など：樹上などを素早く飛ぶことが多く、人目に付きにく

い蝶である。冬越しをする幼虫は、エノキの根元の落ち葉の下で春を待つ。 
 
ゲンジボタル（源氏蛍）         体長 雄 約 12mm 雌 約 18mm 

特徴：夏の水辺を飛ぶホタ

ルの姿が、城陽市でもとて

も少なくなり、限られた場

所でしか見られない。梅雨

の頃、日没の 2 時間後ぐら

いによく光り、飛び始める。

光りながら飛びまわってい

るのはオスが多く、メスは、

草むらにいることが多い。

幼虫は、カワニナを餌に成

長する。 
生息場所・環境など：山間

の河川によく現れるゲンジボタルは、城陽市では青谷川の流域の一部に残

っている。幼虫は春に蛹になるために、川辺の土にもぐり込むため、コン

クリート護岸の水路や河川では、ホタルはすめない。城陽市で唯一の自然

護岸の青谷川が貴重な環境を残している。ヘイケボタルは、平地の水田や

水路などで見られるホタルの仲間で、城陽市でも少なくなっている。 



カワラバッタ（河原飛蝗） 体長 雄25～30mm 雌40～43mm 京都府：絶滅寸前種 
特徴：名前のとおり「河原」

にだけ生息するバッタであ

る。体色は灰褐色で淡い模

様があり、砂地や砂利の多

い河原では保護色になる。

カワラバッタが近くにいて

も、飛び立つまでは、ほと

んど気付かれない。飛ぶと

後翅の内側の美しい青色が

よく目立つ。環境の変化に

弱く近年減少している。 
生息場所・環境など：広い

河原の残る大きな河川に見られる。京都府のレッドデータブックでは、絶

滅寸前種に指定され、城陽での生息は、貴重なものである。生息環境の保

全が求められる。 
  
                                    

コバントビケラ（小判引螻）               体長 約 15mm 
特徴：幼虫は山地渓流の緩

やかな流れの川底にすむ。

水底の落ち葉を小判の形に

大小の 2 枚切り取る。その

異なる 2 枚を上下に重ね合

わせて特徴的な巣をつくる。

秋や冬にはその大きさはま

だ小さいが、春からは幼虫

自身の成長に合わせて切り

取り、約 3cm までになる。 
生息場所・環境など：トビ

ケラのなかまの水生昆虫の

多くは、イモムシ型の細長い体に、移動などのための歩脚を持っている。

自分の出した糸で、小石や落ち葉を利用した巣をつくるトビケラも多い。

コバントビケラはその中でも特徴的な巣をつくる水生昆虫である。 
 



キヌガサタケ（衣笠茸）            京都府：準絶滅危惧種 

特徴：「キノコの女王」ともいわれる。

シルクのドレスをまとったような優

美な姿は一度見れば忘れない。梅雨の

頃と秋、竹林内に発生する。幼菌と呼

ばれる時期は 4cm 程度の白い卵形(こ
すると赤紫色になるものがある)で、

成熟すると殻が破れる。柄やマントを

２〜３時間で伸ばし、高さは 15cm か

ら 20cm になり、繊細なレース状のマ

ントを広げ、地表近くまで伸ばす。そ

の姿は、とても美しい。 
生息場所・環境など：城陽市では、木

津川の河川敷の竹林などでその姿を

みることがある。近年の宅地開発など

により竹林がなくなり、発生が見られ

なくなったところもある。 
 
オニフスベ（鬼燻）                       

特徴：白く大きな球形のキ

ノコ、直径が 30cm 以上に

達することもある。梅雨の

頃から初秋まで、雑木林や

草地、庭園や竹林で発生す

るが、数は多くない。白く

大きくなった表面は、皮の

ような弾力性があり、革製

のボールのようである。成

熟すると臭い液を出し、乾

燥すると外側の皮が剥がれ

て、黄褐色の皮が見えてく

る。やがて褐色になり、大量の胞子を飛散させる。 
生息場所・環境など：城陽市では、水度神社の参道や寺院の境内や民家の

庭などで発生の記録がある。 
 



ヤンマタケ（冬虫夏草の一種）         京都府：準絶滅危惧種 

特徴：虫などにつく冬虫夏

草の一種。 
 湿度の高い山林の川や湿

地の樹木の枝や倒木や笹の

上で、トンボの体から発生

する。一年中みられるが、

希少なものである。 
冬虫夏草は、昆虫などの

体に寄生して発生する。ト

ンボ、カメムシ、セミ、ア

リ、ハチ、クモ、オサムシ

などにつくものが知られて

いる。昆虫の体はミイラ化し、棒状などの柄を出す。一般に見つけにくい

ものが多い。 
生息場所・環境など：城陽では、鴻の巣山などで何種類かの冬虫夏草が見

つけられている。写真のヤンマタケは 2007 年 11 月、鴨谷で小学 3 年生が 
発見したものである。 
アズキガイ（小豆貝）           殻高 約 1㎝ 京都府:絶滅危惧種 

特徴：その名の通り小豆色

をした先がとがった円筒形

の陸生貝類で、角質のフタ

を持ち、殻の口を完全に閉

じることができる。アズキ

ガイの幼貝は、親とはまっ

たく違った円錐形をしてお

り、類似種のベッコウマイ

マイとは色や光沢で区別で

きる。 

生息場所・環境など：日本

固有種のアズキガイは、京

都府では美山町など数ヶ所の生息地が知られているだけの希少種である。

城陽市で近年発見された生息地は、府内随一の生息密度であったが、その

後の造成によって大きく環境は変化した。 
 
 



標準和名 ページ 

アオサギ ｷ 鳥類 17 

アオダイショウ ｵ 爬虫類 39 

アオバズク ｷ 鳥類 23 

アカハライモリ j 両生類 42 

アズキガイ h その他 60 

アブラコウモリ i 哺乳類 4 

アマサギ ｳ 鳥類 15 

アライグマ ｵ 哺乳類 6 

ウグイス p 鳥類 28 

ウシガエル j 両生類 46 

エナガ ｷ 鳥類 29 

オイカワ i 魚類 50 

オオクチバス i 魚類 52 

オオタカ ｷ 鳥類 18 

オオムラサキ e その他 57 

オニフスベ l その他 59 

カイツブリ ｵ 鳥類 13 

カスミサンショウウオ i 両生類 42 

カネヒラ ｵ 魚類 48 

カマツカ ｵ 魚類 49 

カムルチー ｵ 魚類 54 

カヤネズミ ｴ 哺乳類 8 

カワウ ｷ 鳥類 14 

カワセミ ｲ 鳥類 24 

カワヨシノボリ i 魚類 53 

カワラバッタ e その他 58 

カワラヒワ p 鳥類 31 

キジ ｷ 鳥類 20 

キツネ o 哺乳類 5 

キヌガサタケ g その他 59 

クサガメ i 爬虫類 34 

クワコ★ ｱ その他 55 

ケリ ｵ 鳥類 22 

標準和名 ページ 

ゲンジボタル e その他 57 

コアジサシ ｶ 鳥類 23 

ゴイサギ p 鳥類 14 

コゲラ b 鳥類 25 

コサギ j 鳥類 16 

コジュケイ ｷ 鳥類 20 

コチドリ p 鳥類 22 

コバントビケラ e その他 58 

シジュウカラ p 鳥類 29 

ジネズミ★ ｵ 哺乳類 9 

シマドジョウ★ ｵ 魚類 51 

シマヘビ a 爬虫類 37 

ジムグリ i 爬虫類 38 

シロイシガメ[ミナミイシガメ] ｵ 爬虫類 35 

シロマダラ i 爬虫類 38 

スジシマドジョウ ｵ 魚類 51 

スズメ ｷ 鳥類 31 

セグロセキレイ ｲ 鳥類 26 

セミガラ e その他 56 

ダイサギ ｳ 鳥類 15 

タイリクバラタナゴ i 魚類 48 

タウナギ ｵ 魚類 54 

タヌキ o 哺乳類 5 

タマシギ ｷ 鳥類 21 

ダルマガエル n 両生類 44 

チュウサギ b 鳥類 16 

チョウゲンボウ ｷ 鳥類 19 

ツグミ j 鳥類 28 

ツバメ ｳ 鳥類 26 

トノサマガエル n 両生類 44 

ドンコ i 魚類 53 

ニホンアカガエル ｵ 両生類 43 

ニホンアナグマ o 哺乳類 6 
 

索 引（五十音順） 
※標準和名横のアルファベットは初版より、カタカナは改訂版での写真提供者を表します。 

※標準和名の「ゴシック体」は在来種や希少種、「明朝体」は外来生物を示しています。 

※標準和名右肩に★のついた種は、今回改訂時に追加となった種を示しています。 

 



標準和名 ページ 

ニホンイシガメ i 爬虫類 34 

ニホンイノシシ o 哺乳類 7 

ニホンカナヘビ ｵ 爬虫類 37 

ニホンザル ｵ 哺乳類 4 

ニホンジカ o 哺乳類 7 

ニホンスッポン ｷ 爬虫類 36 

ニホントカゲ j 爬虫類 36 

ニホンヒキガエル i 両生類 43 

ニホンマムシ ｵ 爬虫類 40 

ヌートリア o 哺乳類 8 

ヌマガエル i 両生類 45 

ヌマムツ ｵ 魚類 50 

ノスリ j 鳥類 19 

ハクビシン★ ｵ 哺乳類 9 

ハシブトガラス j 鳥類 32 

バン o 鳥類 21 

ヒバカリ i 爬虫類 39 

標準和名 ページ 

ヒバリ p 鳥類 25 

ヒヨドリ b 鳥類 27 

フクロウ ｷ 鳥類 24 

ブルーギル i 魚類 52 

ホオジロ p 鳥類 30 

ミサゴ p 鳥類 18 

ミシシッピアカミミガメ p 爬虫類 35 

ミナミメダカ ｵ 魚類 51 

ムクドリ ｷ 鳥類 32 

ムラサキサギ★ ｵ 鳥類 17 

メジロ ｷ 鳥類 30 

モズ p 鳥類 27 

モツゴ i 魚類 49 

モリアオガエル i 両生類 46 

ヤマカガシ d 爬虫類 40 

ヤンマタケ f その他 60 

    
 

協力（五十音順・敬称略） 
 

※本冊子の作成にあたり写真を提供いただいた方々です。また、多くの情報提供者からの協力

に感謝し、この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。 

▸写真提供者（※氏名横のアルファベットあるいはカタカナは、索引欄の生き物ごとの写真提供者を表します。） 

伊藤雅信(ｱ)、植杉茂樹(a)、岡林猛(b)、久保基治(ｲ)、竹内寛彦(d)、竹内康(e)、田中昭夫(f)、

田部富男(g､ｳ)、坪井翔治(ｴ)、中井克樹(h)、中川宗孝(i､ｵ)、中島昭(j)、中田良三(ｶ)、久田晴生(l)、

松浦吉剛(n)、村上良博(o)、山中十郎(p､ｷ)、脇坂英弥(q) 
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生き物たちは豊かな自然環境を測るバロメーターです。 

そこにすむ生き物たちで自然の豊かさがわかります。 

市の鳥：しらさぎ 

 市の鳥、しらさぎは、城陽市全域で見られる鳥類であ

り、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、アマサギの４種類

が存在する。 

それぞれのしらさぎには特徴があり、季節ごとに容姿

が異なるものも存在する。 

本書の内容について無断転載・複製を禁じます。 

▸表紙写真：左上「オオタカ」田部富男 撮影 

（敬称略） 右上「シロマダラ」中川宗孝 撮影 

左下「ダルマガエル」中川宗孝 撮影 

右下「チュウサギ」田部富男 撮影 

▸裏 表 紙：「原色非実用 野鳥おもしろ図鑑」富士鷹なすび著 



 

 


