
伊豆沼・内沼周辺の鳥情報

年 / 月 / 日 種 / 羽数

2020/3/25

キジ,マガン,オオハクチョウ,コブハクチョウ,オカヨシガモ,マガモ,カルガモ,ハシビロガモ,
オナガガモ,コガモ,ヒドリガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,ミコアイサ,カワアイサ,カイツブ
リ,カンムリカイツブリ,カワウ,アオサギ,ダイサギ,コサギ,オオバン,クイナ,キジバト,カモメ,
ケリ,クサシギ,トビ,オジロワシ,チュウヒ,ミサゴ,ノスリ,カワセミ,コゲラ,アカゲラ,モズ,カケ
ス,ハシボソガラス,ハシブトガラス,ツバメ,ヤマガラ,ヒヨドリ,ヒバリ,ウグイス,エナガ,メジ
ロ,ムクドリ,ツグミ,スズメ,ジョウビタキ,ハクセキレイ,セグロセキレイ,カワラヒワ,ベニマシ
コ,ホオジロ,カシラダカ,アオジ,オオジュリン,コジュケイ，計59種

2020/3/20

ガン類 　　　　            0羽
ハクチョウ類               3羽
カモ類                   534羽
合　計                   537羽

2020/3/6

ガン類 　　　　           36羽
ハクチョウ類               2羽
カモ類                 1,386羽
合　計                 1,424羽

2020/2/21

ガン類 　　　　        4,252羽
ハクチョウ類              57羽
カモ類                 2,587羽
合　計                 6,896羽

2020/2/7

ガン類 　　　　       43,980羽
ハクチョウ類             163羽
カモ類                 3,989羽
合　計                48,132羽

2020/1/24

キジ,ヒシクイ（亜種オオヒシクイ）,マガン,オオハクチョウ,コハクチョウ,アメリカコハクチョ
ウ,ヨシガモ,マガモ,カルガモ,ハシビロガモ,オナガガモ,コガモ,トモエガモ,ホシハジロ,キ
ンクロハジロ,ミコアイサ,カワアイサ,カイツブリ,カンムリカイツブリ,カワウ,アオサギ,ダイ
サギ,オオバン,キジバト,ユリカモメ,タゲリ,トビ,オジロワシ,チュウヒ,オオタカ,ハヤブサ,ノ
スリ,カワセミ,コゲラ,アカゲラ,アオゲラ,モズ,カケス,キクイタダキ,ヤマガラ,シジュウカラ,
ヒヨドリ,ウグイス,エナガ,ムクドリ,ツグミ,アカハラ,スズメ,ジョウビタキ,ハクセキレイ,セグ
ロセキレイ,タヒバリ,カワラヒワ,シメ,ベニマシコ,ミヤマホオジロ,カシラダカ,アオジ,オオ
ジュリン,コジュケイ,計60種

2020/1/24

ガン類 　　　　       28,708羽
ハクチョウ類             263羽
カモ類                 3,847羽
合　計                32,818羽

2020/1/9

ガン類 　　　　       84,948羽
ハクチョウ類             749羽
カモ類                 3,160羽
合　計                88,857羽

2019/12/23

キジ,ヒシクイ（亜種オオヒシクイ）,マガン,ハクガン,オオハクチョウ,オカヨシガモ,ヨシガ
モ,ヒドリガモ,マガモ,ハシビロガモ,オナガガモ,コガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,ミコア
イサ,カワアイサ,カイツブリ,カンムリカイツブリ,キジバト,カワウ,アオサギ,ダイサギ,コサ
ギ,オオバン,クイナ,タシギ,ユリカモメ,クサシギ,トビ,オジロワシ,チュウヒ,オオタカ,ハヤブ
サ,ノスリ,コチョウゲンボウ,カワセミ,コゲラ,アカゲラ,アオゲラ,モズ,カケス,ハシボソガラ
ス,ハシブトガラス,キクイタダキ,ヤマガラ,シジュウカラ,ウグイス,エナガ,ムクドリ,ツグミ,
アカハラ,スズメ,ジョウビタキ,ハクセキレイ,セグロセキレイ,タヒバリ,カワラヒワ,ベニマシ
コ,ホオジロ,アオジ,計60種
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2019/12/20

ガン類 　　　　       97,126羽
ハクチョウ類           1,602羽
カモ類                 1,480羽
合　計               100,208羽

2019/12/6

ガン類 　　　　      116,982羽
ハクチョウ類           2,110羽
カモ類                 1,316羽
合　計               120,408羽

2019/11/25

キジ,ウズラ,ヒシクイ（亜種オオヒシクイ）,マガン,ハクガン,シジュウカラガン,コハクチョ
ウ,オオハクチョウ,オカヨシガモ,ヨシガモ,ヒドリガモ,マガモ,カルガモ,オナガガモ,コガモ,
ホシハジロ,キンクロハジロ,ミコアイサ,カワアイサ,カイツブリ,カンムリカイツブリ,キジバ
ト,カワウ,アオサギ,ダイサギ,コサギ,オオバン,クイナ,タシギ,タゲリ,ユリカモメ,クサシギ,ト
ビ,チュウヒ,ハイタカ,ハヤブサ,ノスリ,カワセミ,コゲラ,アカゲラ,モズ,カケス,ハシボソガラ
ス,ハシブトガラス,キクイタダキ,ヤマガラ,シジュウカラ,ヒヨドリ,エナガ,ムクドリ,ツグミ,ス
ズメ,ジョウビタキ,ハクセキレイ,セグロセキレイ,タヒバリ,カワラヒワ,ベニマシコ,ホオジロ,
カシラダカ,アオジ,コジュケイ,計62種

2019/11/22

ガン類 　　　　      104,610羽
ハクチョウ類           2,415羽
カモ類                 3,028羽
合　計               110,053羽

2019/11/7

ガン類 　　　　      107,902羽
ハクチョウ類           2,855羽
カモ類                 1,669羽
合　計               112,426羽

2019/10/25

キジ,ヒシクイ（亜種オオヒシクイ）,マガン,カリガネ,ハクガン,シジュウカラガン,コハクチョ
ウ,オオハクチョウ,オカヨシガモ,ヒドリガモ,マガモ,カルガモ,ハシビロガモ,オナガガモ,コ
ガモ,ホオジロガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,スズガモ,ミコアイサ,カイツブリ,カンムリカ
イツブリ,キジバト,カワウ,アオサギ,ダイサギ,チュウサギ,コサギ,オオバン,クサシギ,トビ,
チュウヒ,オオタカ,ノスリ,カワセミ,コゲラ,アカゲラ,モズ,カケス,ハシボソガラス,ハシブトガ
ラス,ヤマガラ,シジュウカラ,ヒヨドリ,ウグイス,エナガ,ムクドリ,スズメ,ジョウビタキ,ハクセ
キレイ,セグロセキレイ,タヒバリ,カワラヒワ,シメ,ホオジロ,アオジ,オオジュリン,コジュケイ,
計58種

2019/10/25

ガン類 　　　　       88,432羽
ハクチョウ類             402羽
カモ類                 3,348羽
合　計                92,182羽

2019/10/11

ガン類 　　　　       45,618羽
ハクチョウ類               0羽
カモ類                   923羽
合　計                46,541羽

2019/9/25

キジ,マガン,カリガネ,オカヨシガモ,ヒドリガモ,マガモ,カルガモ,ハシビロガモ,オナガガモ,
コガモ,カイツブリ,カンムリカイツブリ,キジバト,カワウ,アマサギ,アオサギ,ダイサギ,チュ
ウサギ,コサギ,バン,オオバン,タシギ,クサシギ,タカブシギ,トビ,オオタカ,ノスリ,カワセミ,コ
ゲラ,アカゲラ,モズ,カケス,ハシボソガラス,ハシブトガラス,ヤマガラ,シジュウカラ,ヒバリ,
ショウドウツバメ,ヒヨドリ,ウグイス,エナガ,メジロ,ムクドリ,スズメ,ハクセキレイ,セグロセ
キレイ,カワラヒワ,ホオジロ,オオジュリン,コジュケイ,計50種
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2019/8/26

キジ,マガン（残留）,カルガモ,コガモ,カンムリカイツブリ,キジバト,カワウ,ヨシゴイ,ゴイサ
ギ,ササゴイ,アマサギ,アオサギ,ダイサギ,チュウダイサギ,チュウサギ,ケリ,クサシギ,ミ
サゴ,トビ,オオタカ,ノスリ,カワセミ,コゲラ,モズ,ハシボソガラス,ハシブトガラス,シジュウカ
ラ,ヒバリ,ツバメ,イワツバメ,ヒヨドリ,ウグイス,エナガ,メジロ,セッカ,オオヨシキリ,ムクドリ,
スズメ,ハクセキレイ,セグロセキレイ,カワラヒワ,ホオジロ,コジュケイ,計43種

2019/7/26

キジ,マガン（残留）,カルガモ,キジバト,カワウ,ヨシゴイ,ゴイサギ,ササゴイ,アカガラシラ
サギ,アマサギ,アオサギ,ダイサギ,チュウサギ,ケリ,クサシギ,オオジシギ,ウミネコ,ミサ
ゴ,トビ,ノスリ,カワセミ,コゲラ,モズ,ハシボソガラス,ハシブトガラス,ヤマガラ,シジュウカラ,
ヒバリ,ツバメ,ヒヨドリ,ウグイス,エナガ,セッカ,オオヨシキリ,ムクドリ,スズメ,ハクセキレイ,
セグロセキレイ,カワラヒワ,ホオジロ,コジュケイ,計41種

2019/6/26

キジ,マガン（残留）,オオハクチョウ（残留）,カルガモ,カンムリカイツブリ,キジバト,ヨシゴ
イ,ゴイサギ,ササゴイ,アマサギ,アオサギ,ダイサギ,チュウサギ,コサギ,オオバン,ホトトギ
ス,アマツバメ,ケリ,ウミネコ,ミサゴ,トビ,ノスリ,カワセミ,コゲラ,モズ,ハシボソガラス,ハシ
ブトガラス,ヤマガラ,シジュウカラ,ヒバリ,ツバメ,ヒヨドリ,ウグイス,エナガ,メジロ,セッカ,オ
オヨシキリ,ムクドリ,スズメ,ハクセキレイ,セグロセキレイ,カワラヒワ,ホオジロ,ホオアカ,ア
オジ,コジュケイ,計47種

2019/5/29

キジ,マガン（残留）,オオハクチョウ（残留）,カルガモ,キジバト,ゴイサギ,ササゴイ,アオサ
ギ,ダイサギ,チュウサギ,バン,オオバン,ケリ,タシギ,クサシギ,キアシシギ,クロハラアジサ
シ,ミサゴ,トビ,ノスリ,カワセミ,コゲラ,モズ,ハシボソガラス,ハシブトガラス,ヤマガラ,シジュ
ウカラ,ヒバリ,ツバメ,ヒヨドリ,ウグイス,エナガ,メジロ,オオヨシキリ,ムクドリ,スズメ,ハクセ
キレイ,セグロセキレイ,カワラヒワ,ホオジロ,ホオアカ,アオジ,コジュケイ,計44種

2019/4/26

キジ,マガン（残留）,オオハクチョウ（残留）,オカヨシガモ,ヒドリガモ,マガモ,カルガモ,ハシ
ビロガモ,オナガガモ,コガモ,キンクロハジロ,カイツブリ,カンムリカイツブリ,キジバト,カワ
ウ,ゴイサギ,ササゴイ,アオサギ,ダイサギ,チュウサギ,バン,オオバン,ケリ,ムナグロ,タシ
ギ,クサシギ,アジサシ,ミサゴ,トビ,ノスリ,コゲラ,アカゲラ,モズ,カケス,ハシボソガラス,ハ
シブトガラス,ヤマガラ,シジュウカラ,ヒバリ,ツバメ,ヒヨドリ,ウグイス,エナガ,ムクドリ,ツグ
ミ,スズメ,ハクセキレイ,セグロセキレイ,タヒバリ,カワラヒワ,ホオジロ,アオジ,オオジュリ
ン,コジュケイ,計54種

2019/3/25

キジ,マガン,オオハクチョウ（残留）,オカヨシガモ,ヨシガモ,ヒドリガモ,マガモ,カルガモ,ハ
シビロガモ,オナガガモ,シマアジ,コガモ,キンク,ハジロ,ミコアイサ,カワアイサ,カイツブリ,
カンムリカイツブリ,キジバト,カワウ,アオサギ,ダイサギ,オオバン,ケリ,コチドリ,クサシギ,
ケリ,コチドリ,クサシギ,ユリカモメ,ミサゴ,トビ,オジロワシ,チュウヒ,ノスリ,コゲラ,アカゲラ,
モズ,カケス,ハシボソガラス,ハシブトガラス,キクイタダキ,ヤマガラ,ヒバリ,ショウドウツバ
メ,ヒヨドリ,ウグイス,エナガ,ムクドリ,シロハラ,ツグミ,ジョウビタキ,スズメ,ハクセキレイ,セ
グロセキレイ,カワラヒワ,ベニマシコ,シメ,ホオジロ,カシラダカ,アオジ,オオジュリン,コジュ
ケイ,計62種

2019/3/7

ガン類 　　　　           81羽
ハクチョウ類               5羽
カモ類                   537羽
合　計                   623羽

2019/2/22

ガン類 　　　　       30,020羽
ハクチョウ類              82羽
カモ類                 1,705羽
合　計                31,807羽

2019/2/8

ガン類 　　　　       44,486羽
ハクチョウ類             222羽
カモ類                 7,369羽
合　計                52,077羽
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2019/1/25

ガン類 　　　　       26,546羽
ハクチョウ類             438羽
カモ類                 1,968羽
合　計                28,952羽

2019/1/10

ガン類 　　　　       97,696羽
ハクチョウ類             640羽
カモ類                 2,235羽
合　計               100,571羽
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