
鹿背山地区の環境

1.木津川流域の環境
・生き物
・中流左岸の地質地形
・中流左岸の社会環境、文化
2.平成２３年度調査の結果
・カスミサンショウウオ
・カエル等の両生類
・オオタカ
・鳥類
・動物のフィールドサイン
・植物
・地形
3.平成２４年度調査で新たにわかったこと
・鳥類
・両生類
・植物
・昆虫

資料1



木津川流域の生き物

木津川圏域河川整備計画検討委員会第1回資料



中流域砂岩の地形・地質等

木津川圏域河川整備計画検討委員会第1回資料



中流域左岸の社会環境・文化等

木津川圏域河川整備計画検討委員会第1回資料



カスミサンショウウオの
産卵適地調査・位置

カスミサンショウウオの位置は、重要種保護の観
点から本資料では示していません。



平成23年度両生類の確認位置



確認された両生類



平成23年度鳥類貴重種の確認位置

確認位置は、貴重種保護の観点から本資
料では示していません。



調査対象範囲

群れあるいは確認
数が多い場所

平成23年1月
群れや確認数の多かった
鳥類確認位置

カルガモ
コガモ

カシラダカ
ヒヨドリ
アオジ

メジロ

ヒヨドリ

カシラダカ

カシラダカ
エナガ

ヒヨドリ

ヒヨドリ

カシラダカ

ヒヨドリ（ねぐら）
ツグミ

ヒヨドリ
ツグミ

ヒヨドリ
ツグミ
メジロ

シジュウカラ、コゲ
ラ、エナガ等混群

メジロ

ツグミ

小鳥の餌場になっているカキ畑

カシラダカ

ツグミの群れ

エナガ

カルガモ

鳥類の群れ



№ 目名 科名 種名
奈良県での
渡り区分

京都府RED 環境省RL

1 コウノトリ サギ ダイサギ 留鳥

2 アオサギ 留鳥

3 カモ カモ カルガモ 留鳥

4 コガモ 冬鳥

5 カワアイサ 冬鳥

6 タカ タカ トビ 留鳥

7 オオタカ 留鳥 絶滅危惧種 NT

8 ノスリ 冬鳥(一部留鳥) 準絶滅危惧種

9 キジ キジ コジュケイ 留鳥

10 ヤマドリ 留鳥 準絶滅危惧種

11 キジ 留鳥

12 ツル クイナ オオバン 冬鳥(一部留鳥) 準絶滅危惧種

13 チドリ シギ ヤマシギ 冬鳥 絶滅危惧種

14 アオシギ 冬鳥 絶滅危惧種

15 ハト ハト キジバト 留鳥

16 アオバト 留鳥 絶滅危惧種

17 フクロウ フクロウ フクロウ 留鳥 準絶滅危惧種

18 ブッポウソウ カワセミ カワセミ 留鳥

19 キツツキ キツツキ コゲラ 留鳥

20 スズメ ツバメ イワツバメ 夏鳥(留鳥) 準絶滅危惧種

21 セキレイ キセキレイ 留鳥

22 セグロセキレイ 留鳥

23 ビンズイ 留鳥

24 ヒヨドリ ヒヨドリ 留鳥

25 モズ モズ 留鳥

26 ツグミ ルリビタキ 留鳥(冬鳥)

27 ジョウビタキ 冬鳥

28 アカハラ 夏鳥(冬鳥)

29 シロハラ 冬鳥

30 ツグミ 冬鳥

31 ウグイス ウグイス 留鳥

32 エナガ エナガ 留鳥

33 シジュウカラ ヒガラ 留鳥

34 ヤマガラ 留鳥

35 シジュウカラ 留鳥

36 メジロ メジロ 留鳥

37 ホオジロ ホオジロ 留鳥

38 カシラダカ 冬鳥

39 ミヤマホオジロ 冬鳥

40 アオジ 冬鳥

41 アトリ アトリ 冬鳥

42 カワラヒワ 留鳥

43 ベニマシコ 冬鳥

44 イカル 留鳥

45 ハタオリドリ スズメ 留鳥

46 ムクドリ ムクドリ 留鳥

47 カラス ハシボソガラス 留鳥

48 ハシブトガラス 留鳥

11目 24科 48種

※分類順は原則として日本鳥類目録第6版による

※重要種の選定基準は京都府レッドデータブック上巻の生生物編による

※渡りの区分の（ ）内は京都、奈良、大阪周辺での区分を示す

平成23年度鳥類出現種一覧

モズ ルリビタキ

コゲラ ミヤマホオジロ

メジロ オオバン・コガモ



調査対象範囲

ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲﾝ確認位置

確認位置

両生類、鳥類以外の動
物及びフィールドサイ
ン等の確認位置

ノウサギのフン

イノシシぬた場 ハイイロゲンゴロウ

テンのフン

ノウサギ目撃

イノシシぬた場
テンのフン

タヌキのフン

アメリカザリガニ
メダカ

ノウサギのフン

イノシシ土耕跡

イノシシぬた場

ノウサギのフン

シロマダラの幼蛇

ドジョウ アライグマ足跡

タヌキのフン

イノシシぬた場

イタチのフン

アライグマ足跡

シロマダラの幼蛇

ノウサギのフン

テンのフン メダカ

平成２３年度動物のフィールドサイン、目撃位置



調査対象範囲

コクラン確認位置

サワオグルマ確認位置

コクラン・サワオグルマ
確認位置

コクランサワオグルマ

留意植物の確認位置

重要種生息（生育）位置は、重要種保護の
観点から本資料では示していません。



コナラ林だが、尾根の一部はクヌギが優占

低木層はモチツツジが優占

コバノミツバツツジは見られない

この辺りのアカマツ林になるとコバノミ
ツバツツジ、モチツツジの両方が生育

低木層にクロバイも多く見られる

≪凡 例≫

アカマツ林

アカマツ・常緑樹林

アカマツ・コナラ林

アカマツ・コナラ林・常緑樹林

コナラ林

コナラ・常緑樹林

常緑樹林

モウソウチク林

マダケ林

ハチク林

スギ・ヒノキ林

草本群落

クズ群落

ネザサ・ケネザサ優占群落

ササ・クズ群落

低木群落

低木群落・コナラ林

低木群落・常緑樹林

低木・ササ群落

ハンノキ林

果樹園

水田・林

植生の留意事項



沢床が深くえぐられている
ネザサのトンネル

沢床が深くえぐられている
通り抜け困難

沢床が深くえぐられている

小崩壊

沢床がえぐられ崩壊が進む

調査対象範囲

歩行可能ルート

沢床の状況悪化場所

地形・地質の留意図

A

崩壊地A

B

C

崩壊地B崩壊地C

D

崩壊地D

平成23年度
地形・地質



１月～７月中旬の間に確認できた動植物
哺乳類：３目６科８種（ノウサギ、キツネ、タヌキ、アライグマ、テン、ｲﾀﾁの

一種、イノシシ、ニホンジカなど）

鳥類：１４目３４科６８種（オオタカ、ミサゴ、ハイタカ、サシバ、フクロウなど）

両生類：２目５科９種（カスミサンショウウオ、モリアオガエルなど）

は虫類：２目６科１０種（イシガメ、トカゲ、シロマダラ、マムシ、ヤマカガシなど）

昆虫類（チョウ類）：５科４６種（オオヒカゲ、オオミドリシジミ、イチモンジセセリなど）

（トンボ類）：９科２８種（ムカシヤンマ、サラサヤンマ、キイロサナエなど）

（その他）：ヘイケボタル、ゲンジボタル、カブトムシ、ノコギリクワガタ、ヒラタ

クワガタ、ミヤマクワガタなど

魚類他：メダカ、ドジョウ

植物：８７科２５７種（シダ植物は１１科１８種、裸子植物は３科４種、

離弁花は３９科１０７種、合弁花は２２科７３種

単子葉は１２科５５種）

（コクラン、ムヨウラン、ギンラン、イチヤクソウ、ササユリなど）



貴重な鳥類一覧
目名 科名 種名 京都府RED 環境省ＲＬ

カイツブリ カイツブリ カイツブリ 準絶滅危惧種

タカ タカ

ミサゴ 絶滅危惧種 準絶滅危惧種

オオタカ 絶滅危惧種 準絶滅危惧種

ハイタカ 準絶滅危惧種 準絶滅危惧種

ノスリ 準絶滅危惧種

サシバ 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類

ハヤブサ 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類

キジ キジ ヤマドリ 準絶滅危惧種

ツル クイナ オオバン 準絶滅危惧種

チドリ シギ
ヤマシギ 絶滅危惧種

アオシギ 絶滅危惧種

ハト ハト アオバト 絶滅危惧種

カッコウ カッコウ ジュウイチ 絶滅危惧種

フクロウ フクロウ フクロウ 準絶滅危惧種

キツツキ キツツキ アカゲラ 準絶滅危惧種

スズメ

ツバメ イワツバメ 準絶滅危惧種

サンショウクイ サンショウクイ 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類

カササギビタキ サンコウチョウ 準絶滅危惧種

10 12 18 18 5



貴重な両生類一覧

目名 科名 種名 京都府RED 環境省ＲＬ

サンショウウオ

サンショウウオ カスミサンショウウオ 絶滅寸前種 絶滅危惧Ⅱ類

イモリ イモリ 要注目種

カエル

アカガエル

ニホンアカガエル 要注目種

トノサマガエル 要注目種

ヌマガエル 要注目種

アオガエル
シュレーゲルアオガエル 要注目種

モリアオガエル 要注目種

2 4 7 7 1



貴重なは虫類一覧
目名 科名 種名 京都府RED 環境省ＲＬ

カメ イシガメ クサガメ 要注目種

トカゲ

トカゲ トカゲ 要注目種

ナミヘビ

シマヘビ 要注目種

シロマダラ 要注目種

ヒバカリ 要注目種

ヤマカガシ 要注目種

クサリヘビ マムシ 要注目種

1 3 5 5



貴重な植物一覧

科名 種名 京都府RED 環境省ＲＬ

イチヤクソ イチヤクソウ 準絶滅危惧種

ラン

ギンラン 準絶滅危惧種

ムヨウラン 絶滅寸前種

コクラン 準絶滅危惧種

2 4

苔類：イチョウウキゴケ 絶滅危惧種(京都府),準絶滅危惧種（環境省）



貴重な昆虫類一覧

目名 科名 種名 京都府RED 環境省ＲＬ

トンボ

ムカシヤンマ ムカシヤンマ 準絶滅危惧種

サナエトンボ キイロサナエ 準絶滅危惧種

コウチュウ ホタル

ゲンジボタル 要注目種

ヘイケボタル 要注目種

チョウ タテハチョウ オオヒカゲ 準絶滅危惧種

3 4 5



平成２４年生まれのオオタカの幼鳥



トノサマガエル カスミサンショウウオ幼生

モリアオガエル卵塊 シュレーゲルアオガエル



脱皮中のカナヘビ ニホントカゲ

マムシ



ドジョウ メダカ



カブトムシ幼虫
ヘイケボタル

キタテハ オオヒカゲ



ムカシヤンマ

シオヤトンボ
ホソミオツネントンボ

キイロサナエ



オトコヨウゾメ カマツカ

タンナサワフタギ ミヤマガマズミ



コバノミツバツツジ モチツツジ

ノアザミ サワオグルマ



ムヨウランギンラン



ホナガタツナミソウ

ササユリ



イチヤクソウ コクラン




