
調査結果．１　田んぼの生きもの調査で確認された魚種

科No. 科名 No. 確認魚種 科No. 科名 No. 確認魚種
1 ヤツメウナギ 1 スナヤツメ 13 タイワンドジョウ 55 カムルチー
2 ウナギ 2 ウナギ 14 スズキ 56 オヤニラミ
3 アユ 3 アユ バス 57 オオクチバス

サケ 4 アメマス バス 58 ブルーギル
サケ 5 ヤマトイワナ 16 カワスズメ 59 テラピア
サケ 6 ヤマメ ハゼ 60 ウキゴリ
サケ 7 ニッコウイワナ ハゼ 61 オオヨシノボリ
サケ 8 カワマス ハゼ 62 カワアナゴ
コイ 9 アカヒレタビラ ハゼ 63 カワヨシノボリ
コイ 10 アブラハヤ ハゼ 64 シマヨシノボリ
コイ 11 アブラボテ ハゼ 65 スミウキゴリ
コイ 12 イトモロコ ハゼ 66 チチブ
コイ 13 ウグイ ハゼ 67 トウヨシノボリ
コイ 14 エゾウグイ ハゼ 68 ドンコ
コイ 15 オイカワ ハゼ 69 ヌマチチブ
コイ 16 オオキンブナ ハゼ 70 ハゼ類
コイ 17 カネヒラ ハゼ 71 タナゴモドキ
コイ 18 カワヒガイ 18 カジカ 72 カジカ
コイ 19 カワムツ 計　　　１８科　　７２種
コイ 20 フナ類
コイ 21 ゲンゴロウブナ 希少種一覧
コイ 22 コイ
コイ 23 シロヒレタビラ No 魚種
コイ 24 タイリクバラタナゴ １ ホトケドジョウ
コイ 25 タカハヤ ２ タナゴモドキ
コイ 26 タナゴ ３ アカザ
コイ 27 タモロコ ４ ギバチ
コイ 28 ツチフキ ５ メダカ
コイ 29 ニゴイ ６ スナヤツメ
コイ 30 ビワヒガイ ８ エゾトミヨ
コイ 31 ホンモロコ ７ タナゴ
コイ 32 ムギツク ９ オヤニラミ
コイ 33 モツゴ １０ アカヒレタビラ
コイ 34 ヤリタナゴ 計１０種
コイ 35 ワタカ
コイ 36 カマツカ ※１：汽水・淡水魚類レッドリスト（環境省）
ドジョウ 37 シマドジョウ 絶滅危惧種ⅠＢ類　　　： 近い将来における野生での絶滅の危険性
ドジョウ 38 スジシマドジョウ 　 が高いもの。
ドジョウ 39 ドジョウ 絶滅危惧類Ⅱ種  　　　： 近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行
ドジョウ 40 フクドジョウ することが確実と考えられるもの。
ドジョウ 41 ホトケドジョウ 準絶滅危惧種　　 　　　： 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息
ドジョウ 42 カラドジョウ 条件の変化によっては「絶滅危惧」として
ギギ 43 アカザ 上位ランクに一考する要素を有するもの。
ギギ 44 ギギ
ギギ 45 ギバチ ※２：日本の希少な野生水生生物に関するデ－タブック（水産庁）

8 ナマズ 46 ナマズ 危急種　　　　　　　　　　： 絶滅の危険が増大している種・亜種
9 メダカ 47 メダカ 希少種　　　　　　　　　　：　　存続基盤が脆弱な種・亜種
10 カダヤシ 48 カダヤシ

トゲウオ 49 イトヨ
トゲウオ 50 イバラトミヨ
トゲウオ 51 エゾトミヨ
トゲウオ 52 トミヨ
ボラ 53 ボラ
ボラ 54 セスジボラ
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