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鳥

天塩川下流域に生息 ・ 生育している動植物

類

稚内方面

天塩川下流

天塩大橋

106

幌延町
40

232

ツメナガセキレイ

コハクチョウ

日本では夏鳥として、 農耕地、 湿原、
海岸草原などで見られ、 夏羽は体の
下面が黄色でよく目立つ。

１０～１２月、 ３～５月上旬頃に日本へ渡
来し、 湖沼、 河川、 河口などで見ら
れる。 くちばしの黄色が特徴。

オオヒシクイ
１０～１２月、 ３～５月に日本へ渡来し、
湖沼、 河川、 水田などで見られる。
橙色の口先と白いお腹が特徴。

オオジシギ
4 中旬～ 9 月上旬頃に全道の草地で
普通に見られる夏鳥。 背や翼には黒
い褐色の地に黄色の太い線がある。
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天塩河口大橋
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名寄方面

551

天塩町

遠別方面

2km

新問寒別橋

855

256

中川町

オジロワシ

チュウヒ

コガラ

オオワシ

10 月頃～ 3 月頃に冬鳥として飛来。
主に海、 湖沼、 幅広い河川に近い
森林で見られる。 くちばしは淡い黄色。

夏鳥で 3 月～ 9 月頃までヨシ原、 農
耕地、 牧草地などで見られる。 飛ぶ
時は、 翼を上に反らし V 字型に保つ。

日本では、 一年を通して、 主に山地、
低地の森林などで見られる。 針葉樹
林を好むと言われる。 天塩町の町鳥。

10 月下旬頃～ 4 月上旬頃まで、 沿
岸の河川、 海岸で見られる。 大きな
黄色のくちばしと黒白の羽色が特徴。

魚介類

イトウ

日本国内の分布はほぼ北海道の
みで、 主に河川下流域の湿地帯
や湖沼に生息し、 産卵期は４～５月
である。

スナヤツメ
繁殖期は４～６月で、 変態後、 海
へは下らず成長しないで翌年の春
に産卵する。 成魚の全長は 20cm
程度になる。

ウグイ

成魚の全長は降海型３０～３５cm、
淡水型２０～２５cm 程度である。 体は
銀白色で、 腹部は白みを帯びる。

植

サケ

太平洋側では利根川以北、 日本
海側ではほぼ全域の沿岸や流入
河川に生息。 成魚の全長は５０～８
０cm 程度になる。

カワシンジュガイ

北海道と本州に分布し、 夏季の水
温が 20℃を超えない、 清冽な水
が緩やかに流れる水域の礫～泥底
に生息する。

ヤマメ

ウチダザリガニ

シマウキゴリ

サクラマスのうち海へ下らずに河川
で一生を過ごすもので北海道全域
でみられる。 全長は約 30cm 程度
になる。

昭和初期頃に北米から輸入された
特定外来生物。 体長は 15cm 程
度でハサミの付け根が白色という特
徴がある。

河川の下流から中流域に生息。
日没後から深夜にかけて餌を求め
て活発に動いて水生昆虫の幼虫や
小動物を捕食する。

オオバナエンレイソウ

花期は５～６月で低地～低山や林、
草地などに生育する。 草丈２０～４０
cm 程度の多年草で群生することが
多い。

ハマヒルガオ
花期は６～７月で、 海岸の砂地に
生育する。 草丈１０～１５cm 程度の
つる性の多年草で群生していること
が多い。

物

ハマナス

花期は６～８月で海岸の砂丘や草
地、 山地のれき地に生育する。
草丈５０～１５０cm 程度の落葉低木で
果実は赤く熟す。 天塩町の町花。

ミクリ

花期は７～８月で、 低地の水辺や
水路に生育する。 草丈５０～１００cm
程度の多年草で、 茎は直立し地
下茎が伸びて群生する。

スイレン

エゾクガイソウ

多年草で、 草丈２０～５０cm 程度の
ヒツジグサが自生する。 ヒツジグサ
の花期は７～９月で、 低地～山地
の湖沼に生育する。

花期は７～８月で、 低地～山地の
明るいところに生育する。 草丈１５０
～２００cm 程度の大型の多年草であ
る。

トミヨ

モクズガニ

フクドジョウ

ハナカジカ

エゾヤマザクラ

ハマボウフウ

エゾカンゾウ

背びれに１０～１３本の小さな棘があ
り、 産卵期は 4 月上旬～ 7 月初
旬である。 成魚の体長は 7cm 程度
になる。

淡水域に生息し甲幅 7mm 程度まで
成長すると初夏～秋にかけて川を
上る。 甲はほぼ六角形でハサミに
は毛が密生する。

日本では北海道に分布する。 川
底に生息し、 産卵期は 4 月下旬
～ 7 月である。 口ひげはやや長く 6
本、 体は円筒形で長い。

日本固有種で北海道ほぼ全域の
河川 （中 ・ 上流域） に生息する。
成魚の体長は８～１６cm 程度で定住
性が強い。

開花は 5 月で６～７月に紫黒色の果
実を熟す。 山地に生える北海道の
代表的なサクラで高さ 20ｍ、 太さ５０
～８０cm になる。 天塩町の町木。

花期は６～８月で、 海岸の砂地に
生育する。 草丈２０～３０cm 程度の
多年草で、 根茎や若芽が食材とし
て採取されて数が激減した。

花期は６～８月で海岸に近い砂地に
生育する。 草丈４０～８０cm 程度の
多年草で、 朝開花して夕方閉じる
一日花といわれる。
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