
 

 

 

 令和 4 年度（2022 年度）の宮崎市から高鍋

町堀之内海岸までのアカウミガメの調査を行っ

た。その速報値を報告します。まだ、最終的なま

とめがしておりませんので、今後、若干の変更

はありますが、おおよその傾向はこの値から分

かると思います。 

本年度は、調査全海岸で、１，００４回上陸し

て、その内で６３８回産卵しました。各海岸に

おいても、白浜海岸と青島海岸を除くと上陸回

数ならびに産卵回数ともに昨年を上回りました。

白浜海岸においては、産卵回数が昨年を上回っ

ており、昨年まで減少傾向であった宮崎市から

高鍋までの海岸は回復してきた。 

 

 

 

 

 

に続く海岸は、上昇へと転じたものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本年は、台風等による高波等による被害は、

９月１８日に来襲した台風まで目立つものでは

なかった。本年も、保護のための卵塊移植は行

わなかった。現在、適切な保護活動ではないこ

とが明らかになってきました。そこで、自然で

の孵化調査や卵巣場所の流出調査を実施した。

未だ、正確には集計ができていませんが、孵化

数も卵巣在留も高い確率であったと思います。

卵の移植や稚ガメの放流について、皆様にも浸

透してきているらしく、情報の提供も出てきた。

本年は川南の海岸からの情報でアオウミガメが

産卵孵化したことを確認した。 

              （出口 智久） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度（2022年度） アカウミガメ調査の速報報告について 

  

2022年5～8月の累計速報値集計 2021年(昨年度）累計実績値
調査海岸 上陸回数 産卵回数 戻り回数 調査海岸 上陸回数 産卵回数 戻り回数
高鍋海岸 65 50 15 高鍋海岸 42 28 14
新富北 94 61 33 新富北 81 54 27
新富南 150 111 39 新富南 121 85 36
一ツ瀬南 88 48 40 一ツ瀬南 79 49 30
大炊田 115 48 67 大炊田 114 31 83
明神山 138 86 52 明神山 62 36 26
住吉 38 15 23 住吉 18 10 8
一ツ葉 32 19 13 一ツ葉 12 8 4
人工ビーチ 9 6 3 人工ビーチ 6 5 1
大淀川 4 4 0 大淀川 1 1 0
空港北 29 21 8 空港北 1 1 0
松崎 107 81 26 松崎 78 50 28
運動公園 63 39 24 運動公園 34 13 21
こどものくに 50 35 15 こどものくに 45 26 19
青島 3 0 3 青島 4 1 3
白浜 19 14 5 白浜 24 12 12
その他 その他
合計 1,004 638 366 合計 722 410 312
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 「カメラルポ 環境異変  

～自然からの警告～１」 
 
宮崎日日新聞の写真映像部記者を中心に 2022

年 1 月 1 日付から 6 月 22 日付まで、写真ルポ
ルタージュ形式の 4 部構成で展開した連載です。
全て１面で計 25 回掲載しました。人類が便利な
生活を求め続けてきたあまりに自然界に異変が生
じていると位置付け、その様子を可視化して読者
に伝えた企画です。温暖化や生物多様性などをシ
リーズのテーマとし、県内の「山」と「海」を舞台
にＹ記者が海を中心に 11 回、Ｎ記者は山をテー
マに 10 回を担当しました。機関誌「わいるどら
いふ」からの寄稿依頼を受け、取材を振り返る機
会をいただいたことに感謝いたします。 

◆      ◆ 
 大気や水といった生命維持に不可欠なものから
衣食住に関わるものまで、人間の暮らしは自然の
恩恵によって支えられています。しかし、18世紀
後半の産業革命以降は温暖化の傾向が強まり、近
年は特に海面上昇や砂漠化、永久凍土の融解など
さまざまな環境問題が浮き彫りになっています。
持続可能な社会への移行が人類に求められており、
限りある地球の資源を上手に利用していかなくて
はなりません。ただ、こうした危機にひんしてな
お「どこか遠い世界で起きている問題だ」といっ
た感覚の人が、私を含めて多数なのではないでし
ょうか。地球上の大多数の人たちが「人ごと」では
なく「自分ごと」と受けとめなければならないほ
どに事態は切迫している―。そう思い立ち、連載
を始めることにしました。 

体の表面組織を溶かされ痛々しい様子がうかがえる
イシサンゴとその下に身を隠すオニヒトデ 
（2021 年 11 月、日南市） 
 
  第 1 回の元日付で紹介したのは、日南市南郷
町沖のオニヒトデによるイシサンゴの食害です。
昨年 11 月、近くの漁港から船で 20 分ほど沖に
出て潜ると、食害に遭ったイシサンゴが海底に点
在していました。地元ダイバーとダイビングポイ
ントを回り、サンゴの下に身を潜めているオニヒ

トデを発見。夜になると活発に動き、サンゴの表
面組織を溶かして食べ回ります。白くなったサン
ゴは痛々しく、見るも無残でした。 
食害の要因に挙げられているのが「温暖化」と「生
活排水による水質変化」。つまり、海中の異変は人
間が引き起こしたと言えます。人類自らが解決に
乗り出すしかありません。温暖化で増殖したオニ
ヒトデについても、地元ダイバーによる駆除が続
いています。それでも被害が収まらないというこ
とに、環境問題の根深さがあります。 

駆除するため指示棒でオニヒトデを拾い上げるダイバー 

 

 またこうした問題が、漁場に恵まれている明美
な日向灘の「海中」で起こっているため、人々の話
題に上ることはほとんどありません。紙面で大き
く報じましたが、読まなかった人は「たいした問
題ではない」と片付けてしまうでしょう。人間は
実際に見て心にとどめない限り、事象を小さく捉
えてしまいがちだからです。だから、私たちは折
に触れて報道しなければならないのです。 
 ただ、サンゴの死滅は決して小さな問題ではな
く、私たちの暮らしにもさまざまな影響を及ぼし
そうなのです。イシサンゴは「海のオアシス」と呼
ばれていて、魚が育つ上で大切な役割を果たして
います。世界中の海で異変が頻発すれば、消費者
の食卓に魚介類が届きにくくなるかもしれません。
しかもそれは、実際にもう起こり始めています。 
 「2048年、海から魚がいなくなる」。米国の科
学誌「サイエンス（2006）」で憂慮すべき内容の
論文があります。温暖化や乱獲などが今後も続け
ば、25年足らずでマグロやウナギ、サケやエビ、
イカやタコといった食用の魚介類が絶滅するとい
う趣旨です。 
 このようなことが現実になってしまっては、た

まったものではありません。貴重で大切な資源を

未来につなぐのは、責任世代である私たちの使命

です。では私に何ができるのか―。現場に足を運

んで取材するだけでは足りません。何が問題なの

か考え抜き、読者に訴えられるような報道を継続

していきたいです。本連載の取材を通じ、改めて

そのように思いを新たにしました。 （Ｙ記者） 



 「カメラルポ 環境異変  

～自然からの警告～２」 
 

 山で起きているシカの食害を取材しました。五

ケ瀬町や椎葉村などにまたがる霧立山地に登ると

スズタケが食い荒らされたり、ブナの若芽が食べ

られて次の木が育ちにくかったりと、生態系は崩

れ始めていました。食害は、シカの頭数が増えた

ことなどが原因とされています。植物のない山は

弱った末に災害を引き起こしており、私たちの生

活さえ脅かしています。 

 

 ４月下旬、霧立山地に詳しい同町在住のＡさん

（７９）に案内してもらいながら登りました。登

山道に生えていたというスズタケはシカの食害に

遭い、茶色の山肌が広がっています。そのため歩

きやすくなっていて、山登りの経験がない記者は

「登りやすい」と感じましたが、Ａさんは「以前は

スズタケが道を覆い、切り倒そうとすると押し返

された」と振り返ります。 

 地面をよく見ると、至る所にスズタケの根っこ。

「葉を食べられて弱くなったスズタケが根を張れ

なくなり、土から出てきてしまったのだろう」（Ａ

さん）。転がる根っこを見て、激変した山の環境を

思い知らされました。 

 

 スズタケが食い荒らされた影響は、ブナの木に

及んでいます。幹の途中で枝が痛々しく折れたり、

幹だけが残っていたりと、変わり果てた木を多く

見かけました。 

 樹勢が弱った理由について、Ａさんは「ブナの

葉を食べるブナハバチの幼虫が増えたため」と考

えています。スズタケがシカに食べ尽くされたこ

とと関係しているとみており「（スズタケに）営巣

していた野鳥が姿を消しつつあり、天敵が減った

ブナハバチが増えやすくなったのではないか」。 

シカはブナの若芽も食べるため、次の木が育ち

にくいそうです。倒れているブナの枝や幹をまた

いで登りながら、弱りゆく山に危機感を抱きまし

た。 

 

 シカの食害が起きている理由の一つに、頭数自

体の増加が考えられます。森林総合研究所（茨城

県）などによると、狩猟者の減少や戦後のシカ保

護政策などが影響しています。国は捕獲に力を入

れていますがシカは繁殖力が強く、落ち葉など何

でも食べて生きられるため、なかなか減らないそ

うです。 

2003年９月の霧立山地の登山道。スズタケが道

の脇に茂っています（Ａさん提供） 

記者が登山した 2022年４月。同じ場所にスズタ

ケはありませんでした 

ブナハバチの影響で倒れたとみられるブナの枝 

 

 このまま食害が進むと山の土壌は弱くなり、災

害が起きます。実際に霧立山地でも土砂崩れの痕

を確認しました。Ａさんは「大雨の時は土石流が

発生し、麓の川の護岸が壊れたこともある」と話

します。毎年のように異常気象が続く中、今後さ

らに大きな災害が起きる可能性があると思いまし

た。 

 食害から植物を守ろうと、霧立山地には至る所

に防護柵が張り巡らされ、その内側でスズタケな 

いうことです． 

どの植物が復活しつつあります。しかし落石など



で柵に穴が空くことがあり、完全には被害を防げ

ません。Ａさんは「柵をしなければ植物は守れな

い。定期的なメンテナンスが大事だ」と強調して

いました。 

下山してから、霧立山地を仰ぎました。どう見

ても緑が豊かで、異変が起きていると言われても

信じられません。山から離れた場所に住んでいる

記者にとっては、取材するまで実感が湧かなかっ

たでしょう。しかし山中はほとんど下草がなく、

木々は倒れ、災害を引き起こしています。緑のな

い土壌には恐怖すら感じ、生態系は一つ崩れると

大きくバランスを失うのだと実感しました。Ａさ

んも「大変なことになっている。もっと関心を持

ってほしい」と訴えています。 

自然の恵みを受けて生活をしている私たちは、

山の生態系が崩れている事実をまずは知らなけれ

ばなりません。山をシカの食害から守れるのは人

間です。再び緑豊かな山に戻し、災害を防げるよ

う一人一人が異変と向き合い、行動することが求

められていると思います。 

霧立山地の白岩山から見える風景。緑豊かな山地

に見えますがシカの食害が深刻です 

シカが食べないというアセビだけは、生き生き 

していました          （N 記者） 

 

三訂・宮崎県版レッドデータブック 
（RDB）が発行されました 

 
はじめに 
 今年（2022年）3月末，三訂・宮崎県版レ
ッドデータブック（以下 RDB）が宮崎県自然環
境課より出版されました．今回の RDB は 2000
年の初版，2010年の第二版に続き，3回目の
発行となります．予定では 2021 年 3月
（2020年度中）発行の予定でしたが，諸般の
事情によりほぼ 1年遅れになってしまいまし
た．今回の出版物は第三版とはせず，全国的な改
訂の呼び方に合わせ「三訂」（三回目の改訂の意
味）としました． 
 今回の RDB も従来と同様に全ページカラーと
なっており，きれいな装丁ですが，ページ数は
380ですので，かなり重い書籍です．ぜひ書店
の店頭で手に取ってみて中身を見て欲しい，と言
いたいところですが，県と印刷所との契約の関係
で購入は印刷所への直接注文ということになって
しまいました．購入されたい方は県のHP，
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shizen/kura
shi/shizen/page00193.html 
をご覧ください．なお，価格は 1冊 5,000円と
いうことです． 

 

三訂・宮崎県版レッドデータブックの表紙 

 ただ，県内すべての各学校，市町村の図書館等

には出版のたびに贈呈されているとのことですの

で，そちらでこの RDB を手に取って見ることも

できます． 

 

１．RDB とは何か 
 さて，RDB とは一言でいうならば「生息環境
の悪化により危機的状況に陥っている動植物が，
どのような状況にあるかを 1 冊の本にまとめた
もの」となります。なお RDBの最後にはレッド
リスト（RL）として，下記のカテゴリーに含ま
れるすべての種が，表として整理・掲載されてい
ます． 
 危機的状況は種類により異なりますので，それ
を下記のようにランク分けしています．これは国 

 



際自然保護連合（IUCN）のランクに日本独自の
区分名をつけたものです． 

 絶滅  Extinct(EX) 

 野生絶滅 Extinct in the wild (EW) 

  絶滅危惧 Threatened 

  絶滅危惧 IA類 Critically endangered (CR) 

  絶滅危惧 IB 類 Endangered (EN) 

  絶滅危惧 II 類  Vulnerable (VU) 

 準絶滅危惧 Near threatened (NT) 

 情報不足 Data deficiency (DD) 

  その他保護上重要な種 Others (OT) 
 
 なお最後の「その他保護上重要な種」は，宮崎
県の RDB に独自のカテゴリーです．国のカテゴ
リーにはこれら以外に「絶滅のおそれのある地域
個体群(LP:Local population)」が含まれます． 
 
２．RDB の絶滅危惧種の数の変化 
 過去 3版の間に県内の絶滅危惧種数はどう変
化したのでしょうか．動植物合わせて，初版では
1,188種，第二版で 1,486種，三訂版では
2,274種がレッドリストに記載されています． 
動植物ごとにみると，前回の 2011年度第二

版のときには，植物 873種，動物 607種がレ
ッドリストに記載されました．そして今回，すな
わち 2,022年度の三訂版では植物 1,436種，
動物 838種が記載されています．植物で 60％
以上，動物で 40％近くの大幅な増加となってい
ます．ちなみに県内の維管束植物種数は大体
2,600種くらいだと考えられていますが，その
うち三訂版ではレッドリスト記載種として
1,200種(46%)が挙げられています． 
なぜこれほど急激な危惧種数の変化があったの

でしょうか．もちろん，生物種によって絶滅危惧
種になった原因はそれぞれ異なりますが，全般的
に言えることは，県内のいたるところにシカが増
えすぎて植生を破壊したことが大きな理由だと考
えられます． 
他には，森林破壊(伐採)，温暖化，違法な採取 

・捕獲，水辺の環境の改変等の影響があります． 
これら希少な動物や植物は，生態系の中でそれ

ぞれ重要な役割を担っています．もしこれらの種
が絶滅したら県内の生態系は次第に歪んでいくこ
とになります．例えば，ある植物が絶滅すると， 
それを食べている動物の餌がなくなり動物の生活 
が厳しくなるということは，容易に想像できると 

思います． 
 
３．身近な絶滅危惧種について 

 県民の皆さんが種名を聞いたことのある種類に

ついて，簡単にカテゴリーの変化を説明すると， 

・ニホンカモシカ：第二版 OT → 三訂版
CR，シカ害により林床の餌植物が無くなり，
県内頭数が大幅に減少した．国では LP． 

・コノハズク：第二版リスト外（ランク外） → 
三訂版 CR，森林伐採，餌動物の減少．県内
でほとんど生息情報が得られなくなった． 

・アオウミガメ：第二版リスト外（ランク外） 
→ 三訂版VU，アオウミガメの上陸はこれ
まで県内では確認されていなかったが，
2020年に始めて上陸・産卵が確認されて，
ランク入りした．温暖化により今後上陸が増
えてくる可能性がある． 

・ミナミメダカ：第二版リスト外（ランク外） 
→ 三訂版 CR，特に小川や溝の改修により
生息できる環境がなくなっている．また，最
近のメダカブームにより，乱獲が進んでい
る．なお，2012年の研究で，昔のメダカは
ミナミメダカとキタメダカに分類し直され
た．宮崎県生息のメダカはミナミメダカとな
っている． 

・ゴマシジミ：第二版 EN → 三訂版 CR，シ
カ害によりこの蝶の食草であるワレモコウ
（草原の草本）がシカ害やイノシシの食害に
より激減した． 

 
となります．これらのうち絶滅危惧ランクが上が
ったのではなく，宮崎でも確認され始めた種のた
め掲載されたのはアオウミガメだけであり，他の
種はすべて生息数の減少によるカテゴリーの変化
です． 
 
４．おわりに 
 最後に RDBは非常に多くの各種分類群の研究
者のたゆまない努力で，出版されたことを申し添
えます．ただ，大きな問題は研究者の高齢化とそ
れとも関わる減少です．若い皆さんがもし少しで
も特定の植物や動物群について興味があるなら
ば，ぜひ今後調査に加わって頂きたいと思ってい
ます．さもないと，レッドデータブックに係る研
究者そのものが絶滅危惧類となってしまうとい
う，決して笑えない結果になることは間違いあり
ません．どうぞ，よろしくお願いします． 
 

 

宮崎県龍房山で撮影されたカモシカ（宮崎県文化財

課）．三訂版ではカテゴリーが大きく上がり，CR と

なった． 

 

（野生研 岩本俊孝） 



寅 虎 トラ（続編） 

 

 

 

本年 2 月発行の「わいるどらいふ」№53 に記

載された「寅 虎 トラ」の続編です。 

トラはアジアに生息する最大級の肉食動物です。

昔は、東はロシアと中国の国境周辺から、西はカ

スピ海までの広大な地域に棲んでいました。しか

し、20世紀にバリトラ、カスピトラ、ジャワトラ

の 3亜種が絶滅し、今は 6亜種が限られた地域に

追い込まれて生息しています。絶滅の原因は、密

猟と生息地の減少です。未だにトラの毛皮や骨が

売買されています。また、人口増加や経済活動の

拡充によって生息地が大幅に減っています。 

現存する 6 亜種は、インドに生息するベンガル

トラ、ロシアと中国の国境に流れるアムール川（黒

竜江）周辺に生息するアムールトラ（シベリアト

ラ）、中国華南地方に生息するアモイトラ、インド

シナ半島に生息するインドシナトラ、マレー半島

に生息するマレートラ、スマトラ島に生息するス

マトラトラですが、いずれも絶滅の危機に瀕して

います。20 世紀の初頭にはトラ全体で 10 万頭

いたといわれていますが、現在は 4,000頭ほどに

減少しています。 

日本国内ではアムールトラ、スマトラトラ、亜

種不明トラの 3亜種が飼育されています。亜種不

明トラとは、過去に国内で飼育されていたトラに

おいて亜種間で繁殖させた経過があるため、純粋

な〇〇トラと確認できない個体群のことです。当

園で飼育している 18 歳のメスの「ジュン」もこ

れにあたるので、表記は単純に「トラ」としていま

す。この「ジュン」、今年の 8 月 15日に天寿を全

うしました。19歳でした。 

 

 

 

実は、ホワイトタイガーも純粋な亜種ではなく、

ベンガルトラやアムールトラ、およびこの 2 亜種

のミックスの白変種の総称です。 

現在、公益社団法人日本動物園水族館協会

（JAZA）では、純粋なアムールトラとスマトラ

トラを保存すべく優先的に取り組んでいます。特

にスマトラトラはその生息数が 300～500 頭と

言われ、最もヤバい亜種の1つです。当園もJAZA

の方針に沿って、3 年前によこはま動物園ズーラ

シアからスマトラトラのオス「ファントム」を借

り受けました。彼らの特徴は、まずトラの中で最

も小型ということです。これはまさにベルクマン

の法則に当てはまります。また、体毛は赤みが強

い黄土色で、黒い縞が太くて多いようです。 

 

 

在りし日のくつろぐ「ジュン」 

精悍な「ファントム」 

「ファントム」名前の由来 



ちなみに、「ファントム」の名前の由来は、ズー

ラシアの担当飼育員が、眉間にある黒色の縞模様

が「幻」見えることから、「幻」を英訳して名付け

たものです。 

自然哺育で育って２歳で来園した「ファントム」

君、展示し始めたころは、右にいる知らないおば

さんトラや左にいるライオンの夫婦を見てビビっ

ていましたが、５歳になる頃には、おばさんトラ

に恋心を抱き、ライオンのオスにはしっかり対抗

できるまでに成長しました。 

 

 

 

また、最近では当園のスタッフにもかなり慣れ

て、時折甘えた声を出したり、悠々自適に過ごし

ています。この「ファントム」君、昨年某テレビ番

組で開催されたイケメントラ部門でグランプリに

輝きました(^_^)v 近い将来的にはメスを導入して

繁殖は図りたいと考えています。 

 

（動物園 竹田正人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹下さんから紹介いただきました、宮崎県

総合博物館の田口道士と申します。博物館で

は、動物担当として今年度 2年目の勤務とな

りましたが、偉大な諸先輩方の教えを請いな

がら、野生動物の調査や研究に奔走する毎日

を送っています。もともと生き物が大好きで、

ゴキブリやムカデをはじめ、イタチやクジャ

クなどいろんなものを飼育してきました。そ

の中で、私が研究テーマとして調査している

のは「モグラ」です。身近にいて、誰でも知

っている動物ですが、実際に生きている姿を

見たことがある人はあまりいないのではない

でしょうか。今でもよく分かっていないこと

が多い謎の動物です。そんな魅力に取り憑か

れて、モグラの生態を中心に調査しています。

今後は、宮崎大学の篠原明男先生や科博の川

田先生方とも連絡取り合って、宮崎県にいる

かもしれない「アズマモグラ」を探していき

たいと思います。次は、宮崎大学院の椎槙子

さんにバトンタッチしたいと思います。ウミ

ガメ調査でも精力的に活動されている素晴ら

しい方です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

力が強いので、噛まれて破傷風にな

らないように･･･ 

ご機嫌「ファントム」 

「え～気持ちやぁ～」 

会員ペンリレー 
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202２年 
４／１９  4 月度月例会議をリモートにて開催。 
４／２５  昨年に続き、文化財課主催で県指定天然

記念物のアカウミガメの保全活動に役立てよう
と、保護団体や産卵地域の行政職員らの連絡協
議会が開かれた。産卵に関する最新の調査デー
タを学び、それぞれの地域で取り組んでいる保
護活動の内容などに理解を深めた。講師を岩本
理事長が努めた。 

５／１５  令和4年度総会ならびに５月度月例会議
をリモートにて開催。 

      ウミガメの保全として卵塊の移植はふ化
に悪い影響があるので極力行わない。 

      野生動物から卵塊を守る手段としてメッ
シュを使用する。 

５／２０  アカウミガメ一斉調査を開始。  
５／２７  宮崎市広瀬西小学校にてアカウミガメに

ついて出張授業を実施 
      MRT の野生シカの取材に協力 
６／１  宮崎県レッドリスト、外来種の調査始ま

る。 
６／4     大分鶴崎高校にアカウミガメ校外授業に

説明（石崎川右岸） 
６／２１  ６月度月例会議をリモートにて開催。 
      ウミガメ調査の中間報告 
６／１８  宮崎佐土原北地区のウミガメ教室協力 
７／１１  青島小学校に出前授業 
７／１２  アカウミガメの発生についての研究（菅

沼氏）に協力 
７／２６  ７月度月例会議をリモートにて開催。 
８／４   砂浜への車両乗り入れへの対策協議（県

文化財課に依頼） 
８／１５  アカウミガメ調査見学（宮崎河川国道事

務所職員） 
８／１０  アカウミガメの一斉調査終了 
８／２２  ８月度月例会議をリモートにて開催。 
８／２４  日南市風田海岸の孵化調査指導協力 
８／3０   宮崎県自然豊かな水辺の工法研究会で

の講演(中村) 
９／８   カモシカ３県会議のリモート会議参加 
９／１０  えびの中央公民館講座（アカウミガメの

話他）講師派遣 

９／２１  野生研の雑草除去清掃 

９／２６  9 月度月例会議をリモートにて開催 

 

202２年 

４／８   青島海岸にアオウミガメ亜成体が死亡漂 

着 

４／１５  県北でニホンカモシカの幼獣が保護され 

る。残念ながら死亡 

４／１７  ニホンコウノトリ発見。宮崎市池内の水田 

で発見。国内で繁殖個体。 

４／１７  日南市富土にハセイルカが死亡漂着 

４／２０  アカウミガメの本年初上陸は新富北海岸 

５／６   アカウミガメの本年初産卵は新富南海岸 

５／１１   串間市下石波にスジイルカが死亡漂着 

５／１１   串間市市木にアオウミガメ亜成体および 

白骨化したウミガメ類が死亡漂着 

６／２０   日南市梅ヶ浜にハンドウイルカが死亡漂 

着 

７／２６  川南町伊倉浜にてアオウミガメ上陸産卵 

を発見 

７／３１   高鍋町南高鍋の海岸にハナゴンドウが死 

亡漂着。本会・高鍋班が発見・対応。 

９／１０  7／26 伊倉浜産卵・アオウミガメの孵化 

確認 

１０／２２ 青島海岸にアオウミガメ亜成体が死亡漂 

着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 22日に青島に漂着したアオウミガメ 
（背甲長：41.7cm） 

動物記録 野生研のあしあと 

 
県から依頼された不快害虫 

ヤンバルトサカヤスデ 


