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亜高山帯

シマリス

ホシガラス

ハイマツ

リス科のほ乳類。体長約
23cm、体 重 90〜165g。
日本では北海道のみに生
息する。秋になるとドン
グリなどの木の実を口に
蓄え、冬眠に供える。

スズメ目カラス科。全長
35cm。亜高山や高山の
針葉樹林に生息し、ハイ
マツの実や昆虫などを好
む。黒っぽい体に白い斑
点があることからホシガ
ラスと呼ばれる。

マツ科マツ属。漢字では
「這う松」と書いて這松。
文字通り、全長 2m くら
いの低木。6 月頃に開花
し、翌年の夏から秋にか
けて熟す。

山地帯（針広混交林）

エゾシカ

クマゲラ

エゾマツ

ウシ目シカ科。草食性の反
すう動物。ニホンジカの亜
種で北海道全域に分布。
雌は体長 90〜190cm、体
重 90〜140kg。多発する
農林業被害や交通事故の
対策が進んでいる。

キツツキ目キツツキ科。
全長 46cm。全身が真っ
黒く、頭のてっぺんが赤
いのが雄。雌は後頭部の
みが赤い。アリが主食で、
キャラ キャラ キョーン
キョーンと鳴く。

マツ科トウヒ属。北海道
に自生する常 緑 針 葉 高
木。高さ 40m ほど。トド
マツとともに北海道を代
表する針葉樹。アカエゾ
マツとあわせて「北海道
の木」に指定されている。

海、山、湖に恵まれた小清水町
大自然の鼓動が刻む多様性のリズム

小清水町動植物大図鑑
オホーツク海沿いに広がる原生花園をはじめ、
もことやま

標高 1000m の藻琴山、

とうふつこ

道内最大級の渡り鳥の中継地・濤沸湖など、
海・山・湖に恵まれた小清水町には、さまざまな動植物が生息している。
大自然が育む豊かな生態系が守られている。

低地帯（耕地防風林）

エゾモモンガ

フクロウ

ミズナラ
ブナ科コナラ属。北海道
の代表的な落葉広葉樹。
30m ほどの高さにまで成
長する。開花は 5 月、10
月頃には 2cm ほどのドン
グリが成熟する。町の街
路樹にも活用されている。

オホーツク海

釧網本
線

藻琴湖

とうふつこ

涛沸湖

A. 植物群系の垂直分布比較（国内緯度別）
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タカ目タカ科。雄の全長
は 80cm、雌 95cm。翼
を広げると約 2m になり、
陸鳥としてはオオワシと
並んで最大級の大きさを
誇る。天然記念物に指定
されている。

図。北緯が低い左側が
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高山帯

オジロワシ
バラ科。100〜150cmの
落 葉 低 木。寒 冷 地 の 海
外沿いに分布する日本
の代表的な野性バラ。
英語名は Japanese rose。
花に上品な芳香があり、
実はビタミンが豊富。

いまちの宝物のひとつになっ

ハマナス
ナガスクジラ科。ヒゲク
ジラの仲間では 2 番目に
小型種。体長 8m 前後。
体 重 5〜10t。餌 は オキ
アミや小魚。小清水町沿
岸では主に 4〜10 月頃
に観察できる。

アヤメ科。北海道や本州
中部以北に多く分布する
多 年 草。草 丈 は 30〜
90cm。6〜8 月にかけて
宮中で用いられた「桧扇」
（ひおうぎ）に 似た葉と
紫色の花をつける。

浜

南 国の 沖 縄 方 面、利

ヒオウギアヤメ
カモ目カモ科。全長140cm。
翼を広げると 250cm も
ある。全身純白でくちばし
の基部が黄色、先端が黒
い。脚も黒 色。コォーと
甲高くのびる大声で、よく
鳴き交わす。

海

ミンククジラ

屈斜路湖

B. 本州中部と小清水町の
植物群系の垂直分布比較

原

オオハクチョウ
ネズミ目ネズミ科。9〜
14cm ほどの小型ネズミ。
冬にさまざまな樹の皮
を か じ り、植 林 地 な ど
に甚大な被害を与える
ことも。

1000m

ている。

湿

ユリ科。草丈 20〜90cm。
だいだい色の花弁の根元
に隙間があり、内部を透
かして見ることができた
のが名前の由来。原生花
園に多く咲き、小清水町
の町花でもある。

尻 山 で 終 わる 右 側 が

ヒタキ科ツグミ亜科。全長
13cm。雄は上面が黒く、翼
に白い斑点、下面は白く胸
はオレンジ色。雌は全身う
す茶色。雄は渡来すると電
線や茎にとまり、
ヒーヒョー
ヒョロリーとさえずる。

藻琴山

北緯

ネコ目イヌ科。北半球に
広く生息するアカギツネ
の仲間。体長 60〜80cm、
体 重 5〜10kg。ふっくら
とした薄茶色の尻尾は約
40cm。ネズミや鳥、コク
ワなども食べる。

エゾヤチネズミ

釧網本線

原生花園
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みなみしゃり

フクロウ目フクロウ科。首
が 180 度回転し、
「森の番
人」
と呼ばれる。夜行性で、
ノネズミやウサギ、小鳥
などを餌とする。
「不苦労」
と書き、幸運のシンボル
としても人気。

きたはま

きよさとちょう

ネズミ目リス科のほ乳類。
体重 100g ほどと小柄。
夜行性で、愛くるしく大
きな目が特徴。両手両足
を広げ、体にある飛膜を
使って木から木へと飛ん
で移動する。

もこと

清里町

