
伊豆沼・内沼周辺の鳥情報

年 / 月 / 日 種 / 羽数

2023/3/24

ガン類 　　　　             0羽
ハクチョウ類                0羽
カモ類                    340羽
合　計                    340羽

2023/3/10

ガン類 　　　　            63羽
ハクチョウ類                4羽
カモ類                    759羽
合　計                    826羽

2023/2/26

オオヒシクイ,亜種ヒシクイ,マガン,オオハクチョウ,オカヨシガモ,キジ,コジュケイ,マガモ,
カルガモ,オナガガモ,ハシビロガモ,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,カンムリカイツブリ,カワウ,アオサギ,ダイサギ,コサギ,クイナ,オオバン,タゲリ,タシ
ギ,ユリカモメ,トビ,オオワシ,オジロワシ,チュウヒ,ハイイロチュウヒ,ノスリ,フクロウ,カワセ
ミ,コゲラ,アカゲラ,アオゲラ,キジバト,カケス,ハシボソガラス,ハシブトガラス,キクイタダ
キ,モズ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ウグイス,エナガ,シジュウカラ,ムクドリ,シロハラ,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,ベニマシコ,シメ,ホオジロ,アオジ,カシラ
ダカ,オオジュリン,ジョウビタキ，計63種

2023/2/23

ガン類 　　　　        61,481羽
ハクチョウ類               21羽
カモ類                  6,578羽
合　計                 68,080羽

2023/2/10

ガン類 　　　　        66,129羽
ハクチョウ類              304羽
カモ類                  6,951羽
合　計                 73,384羽

2023/1/30

オオヒシクイ,亜種ヒシクイ,マガン,ハクガン,シジュウカラガン,オオハクチョウ,キジ,コジュ
ケイ,マガモ,カルガモ,オナガガモ,ハシビロガモ,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,カワウ,アオサギ,ダイサギ,コサギ,クイナ,オオバン,ユリカモメ,トビ,オジ
ロワシ,チュウヒ,ノスリ,コゲラ,アカゲラ,アオゲラ,キジバト,カケス,ハシボソガラス,ハシブ
トガラス,キクイタダキ,モズ,ツバメ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ウグイス,エナガ,シジュウカラ,ムクド
リ,シロハラ,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,ベニマシコ,ホ
オジロ,カシラダカ,オオジュリン,ジョウビタキ,ルリビタキ，計57種

2023/1/27

ガン類 　　　　        71,137羽
ハクチョウ類              316羽
カモ類                  2,324羽
合　計                 73,777羽

2023/1/12

ガン類 　　　　        80,718羽
ハクチョウ類              492羽
カモ類                  4,411羽
合　計                 85,612羽

2022/12/25

オオハクチョウ, マガン, シジュウカラガン, ハクガン, オオヒシクイ, 亜種ヒシクイ, コガモ,
オナガガモ, マガモ, ハシビロガモ, ヒドリガモ, カルガモ, ホシハジロ, キンクロハジロ,
オオバン, バン, カンムリカイツブリ, ハジロカイツブリ, カイツブリ, クイナ, タシギ,  ハマ
シギ, ムクドリ, キジバト, ハシボソガラス, ハシブトガラス, ウグイス, カワラヒワ, ヒヨドリ,
ルリビタキ, ベニマシコ, ジョウビタキ, シロハラ, ツグミ, シジュウカラ, エナガ, ヤマガラ,
ハクセキレイ, セグロセキレイ, キジ, スズメ, コジュケイ, ホオジロ, モズ, カワセミ, カケ
ス, アカゲラ, アオゲラ, コゲラ, カワウ, トビ,  ノスリ, チュウヒ, ダイサギ, アオサギ, コサ
ギ, タヒバリ, オオジュリン, カシラダカ, ミコアイサ, カワアイサ, ハイイロチュウヒ, オジロ
ワシ, ユリカモメ，計64種
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伊豆沼・内沼周辺の鳥情報

年 / 月 / 日 種 / 羽数

2022/12/23

ガン類 　　　　        99,319羽
ハクチョウ類              418羽
カモ類                  2,397羽
合　計                102,134羽

2022/12/9

ガン類 　　　　        94,621羽
ハクチョウ類              420羽
カモ類                  2,787羽
合　計                 97,828羽

2022/11/28

オオヒシクイ,亜種ヒシクイ,マガン,ハクガン,シジュウカラガン,オオハクチョウ,キジ,コジュ
ケイ,ヒドリガモ,マガモ,オカヨシガモ,カルガモ,オナガガモ,ハシビロガモ,トモエガモ,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,ハジ
ロカイツブリ,カワウ,アオサギ,ダイサギ,チュウサギ,コサギ,クイナ,オオバン,タゲリ,セイタ
カシギ,タシギ,オオハシシギ,クサシギ,ウズラシギ,ユリカモメ,クロハラアジサシ,トビ,オジ
ロワシ,チュウヒ,オオタカ,ノスリ,カワセミ,コゲラ,アカゲラ,アオゲラ,ハヤブサ,キジバト,カ
ケス,ハシボソガラス,ハシブトガラス,モズ,ツバメ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ウグイス,エナガ,シ
ジュウカラ,ムクドリ,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,カ
シラダカ,オオジュリン，計68種

2022/11/25

ガン類 　　　　       102,918羽
ハクチョウ類            1,573羽
カモ類                  2,047羽
合　計                106,538羽

2022/11/10

ガン類 　　　　       102,218羽
ハクチョウ類            1,115羽
カモ類                  2,182羽
合　計                105,515羽

2022/10/24

オオヒシクイ,亜種ヒシクイ,マガン,シジュウカラガン,オオハクチョウ,キジ,コジュケイ,マガ
モ,オカヨシガモ,カルガモ,オナガガモ,ハシビロガモ,トモエガモ,コガモ,ホシハジロ,キンク
ロハジロ,スズガモ,ハジロカイツブリ,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,チュウサギ,コサギ,クイナ,バン,オオバン,セイタカシギ,タシギ,トビ,オオタカ,ノスリ,カ
ワセミ,コゲラ,アカゲラ,アオゲラ,ハヤブサ,キジバト,カケス,ハシボソガラス,ハシブトガラ
ス,モズ,ショウドウツバメ,ツバメ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ウグイス,エナガ,シジュウカラ,ムクドリ,
ジョウビタキ,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,カシラダ
カ,オオジュリン，計60種

2022/10/21

ガン類 　　　　        85,015羽
ハクチョウ類              511羽
カモ類                  1,696羽
合　計                 87,222羽

2022/10/7

ガン類 　　　　        40,869羽
ハクチョウ類                0羽
カモ類                    423羽
合　計                 41,292羽

2022/9/25

亜種ヒシクイ,マガン,カリガネ,シジュウカラガン,キジ,コジュケイ,マガモ,カルガモ,オナガ
ガモ,コガモ,スズガモ,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,チュウサ
ギ,コサギ,バン,オオバン,ムナグロ,セイタカシギ,タシギ,ツルシギ,タカブシギ,ヒバリシギ,
クロハラアジサシ,ミサゴ,トビ,オオタカ,ノスリ,カワセミ,コゲラ,アカゲラ,アオゲラ,キジバト,
カケス,ハシボソガラス,ハシブトガラス,モズ,ショウドウツバメ,ツバメ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ウ
グイス,エナガ,セッカ,シジュウカラ,ムクドリ,ノビタキ,ヒバリ,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，計56種
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伊豆沼・内沼周辺の鳥情報

年 / 月 / 日 種 / 羽数

2022/8/28

マガン（残留）,オオハクチョウ（残留）,キジ,コジュケイ,カルガモ,オナガガモ,カイツブリ,カ
ンムリカイツブリ,カワウ,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,バン,オオバン,ツバメ,ケリ,トウネン,ミサゴ,トビ,ハイタカ,ノスリ,カワセミ,コゲラ,アカ
ゲラ,キジバト,ハシボソガラス,ハシブトガラス,モズ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ウグイス,エナガ,オ
オヨシキリ,ムクドリ,シジュウカラ,ヒバリ,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，計45種

2022/7/24

キジ,コジュケイ,カルガモ,オナガガモ,カイツブリ,カンムリカイツブリ,カワウ,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,オオバン,ツツドリ,ツバメ,ケリ,セイタカ
シギ,アカエリヒレハシシギ,クロハラアジサシ,ミサゴ,トビ,サシバ,ノスリ,カワセミ,コゲラ,ア
カゲラ,チョウゲンボウ,キジバト,ハシボソガラス,ハシブトガラス,モズ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ウ
グイス,エナガ,オオヨシキリ,ムクドリ,シジュウカラ,ヒバリ,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，計47種

2022/6/12

キジ,マガン（残留）,オオハクチョウ（残留）,コジュケイ,ヒドリガモ,カルガモ,オナガガモ,カ
イツブリ,カンムリカイツブリ,カワウ,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,オオバン,ツツドリ,カッコウ,ツバメ,ケリ,セイタカシギ,クロハラアジサシ,ハジロク
ロハラアジサシ,ミサゴ,トビ,ノスリ,カワセミ,コゲラ,アカゲラ,キジバト,ハシボソガラス,ハシ
ブトガラス,モズ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ウグイス,ヤブサメ,エナガ,オオヨシキリ,ムクドリ,シジュ
ウカラ,ヒバリ,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，計50種

2022/5/29

キジ,マガン（残留）,オオハクチョウ（残留）,コジュケイ,ヒドリガモ,マガモ,カルガモ,オナガ
ガモ,コガモ,カイツブリ,カンムリカイツブリ,カワウ,ゴイサギ,ササゴイ,アマサギ,アオサギ,
ダイサギ,コサギ,オオバン,ツツドリ,カッコウ,ツバメ,アマツバメ,ケリ,セイタカシギ,タシギ,
アオアシシギ,タカブシギ,クロハラアジサシ,ミサゴ,トビ,オオタカ,ノスリ,カワセミ,コゲラ,ア
カゲラ,キジバト,ハシボソガラス,ハシブトガラス,モズ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ウグイス,エナガ,
オオヨシキリ,ムクドリ,シジュウカラ,ヒバリ,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,アオジ，計54種

2022/5/1

キジ,コジュケイ,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,コガモ,キンクロハジロ,カイツブリ,カンムリカイツブリ,カワウ,ササゴイ,アマサギ,ア
オサギ,ダイサギ,コサギ,クイナ,オオバン,ツバメ,アマツバメ,ケリ,セイタカシギ,タシギ,
チュウシャクシギ,アオアシシギ,タカブシギ,ウズラ,ミサゴ,トビ,ノスリ,オオタカ,コゲラ,アカ
ゲラ,キジバト,ハシボソガラス,ハシブトガラス,モズ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ウグイス,エナガ,オ
オヨシキリ,ムクドリ,ツグミ,シジュウカラ,ヒバリ,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,アオジ，計55種

2022/3/25

ガン類 　　　　            35羽
ハクチョウ類                0羽
カモ類                    620羽
合　計                    655羽

2022/3/22

マガン,オオハクチョウ,キジ,コジュケイ,オカヨシガモ,ヨシガモ,マガモ,カルガモ,ハシビロ
ガモ,オナガガモ,トモエガモ,コガモ,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,タゲリ,ケリ,セイタカシギ,タシギ,ミサゴ,トビ,
オジロワシ,チュウヒ,ノスリ,オオタカ,カワセミ,コゲラ,アカゲラ,アオゲラ,キジバト,ハシボ
ソガラス,ハシブトガラス,カケス,モズ,ヒヨドリ,ヤマガラ,チョウゲンボウ,ハヤブサ,ウグイ
ス,エナガ,ムクドリ,ツグミ,シジュウカラ,ヒバリ,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,ホオジロ,アオジ,コジュケイ,オオジュリン，計60種

2022/3/11

ガン類 　　　　         4,750羽
ハクチョウ類               11羽
カモ類                  1,675羽
合　計                  6,436羽
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伊豆沼・内沼周辺の鳥情報

年 / 月 / 日 種 / 羽数

2022/3/3

ガン類 　　　　        33,996羽
ハクチョウ類                9羽
カモ類                  2,414羽
合　計                 36,419羽

2022/2/26

オオヒシクイ,亜種ヒシクイ,マガン,コハクチョウ,オオハクチョウ,キジ,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,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,クイナ,オオバン,タシギ,
トビ,オジロワシ,チュウヒ,ノスリ,オオタカ,カワセミ,コゲラ,アカゲラ,アオゲラ,キジバト,ハシ
ボソガラス,ハシブトガラス,カケス,モズ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ウグイス,エナガ,ムクドリ,ツグミ,
シジュウカラ,ジョウビタキ,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,ベニ
マシコ,シメ,ホオジロ,カシラダカ,アオジ,コジュケイ,オオジュリン，計58種

2022/2/25

ガン類 　　　　        49,858羽
ハクチョウ類            1,123羽
カモ類                  1,773羽
合　計                 52,754羽

2022/2/10

ガン類 　　　　        67,527羽
ハクチョウ類            3,109羽
カモ類                  3,007羽
合　計                 73,643羽

2022/1/28

ガン類 　　　　        72,800羽
ハクチョウ類            2,826羽
カモ類                  4,540羽
合　計                 80,166羽

2022/1/22

オオヒシクイ,亜種ヒシクイ,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,キジ,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,トモエガモ,コ
ガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,スズガモ,ミコアイサ,カワアイサ,カンムリカイツブリ,ハ
ジロカイツブリ,カワウ,アオサギ,ダイサギ,ヘラサギ,オオバン,タゲリ,タシギ,クサシギ,ト
ビ,チュウヒ,ノスリ,オオタカ,カワセミ,コゲラ,アカゲラ,アオゲラ,ハヤブサ,キジバト,ハシボ
ソガラス,ハシブトガラス,カケス,モズ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ウグイス,エナガ,ギンムクドリ,ムク
ドリ,シジュウカラ,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,シメ,ホオジロ,
カシラダカ,アオジ,コジュケイ,オオジュリン，計63種

2022/1/13

ガン類 　　　　        52,130羽
ハクチョウ類            3,626羽
カモ類                  2,586羽
合　計                 58,342羽
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