
 

はじめに 

みなくち子どもの森では，開園準備中の1995

年頃から，継続して動植物相の調査を続けてい

る。約 15 年間に，園内で確認された哺乳類の

種類および確認状況について整理した。 

 

調査方法 

ネズミ類を対象としたシャーマントラップを

設置した以外は，哺乳類を対象とした調査はほ

とんど実施されていない。主に偶然に確認した

記録や任意調査の方法によっている。 

調査範囲は，みなくち子どもの森の園内であ

る。ただし，場合によって，園内周辺の状況も

参考記述として含めた。 

 

調査結果および考察 

以下に確認した種類を整理した。種名および

配列は，阿部ほか（1994）にしたがった。文献

以外の確認方法の記述は，目撃：生体の目撃，

死体：死体の目撃もしくは採集，足跡：足跡の

確認，糞：糞の確認，塚・坑道：塚・坑道の確

認，とした。個体数など確認した数量を示す場

合は，確認方法の後の（ ）内に示した。 

 

モグラ目（INSECTIVORA） 

１． ヒミズ Urotrichus talpoides 

春と秋に園路上で死体が確認されることが多

い。 

記録： 死体, 森の広場のトイレ, 29-IV-2005； 

死体, 森の広場, 24-X-2005, 河瀬直幹； 死体, 

草沢池畔道路上, 30-III-2008, 横山明子； 

 

２．コウベモグラ Mogera robusta 

 

昆虫広場付近に掘穴が多く確認される。園路

上で死体が確認されている。 

記録： 死体, 園内, 16-VIII-2003, 西村淳子； 

塚・坑道, 昆虫広場, 22-XII-2005, 阿部勇治・

河瀬直幹． 

 

コウモリ目（CHIROPTERA） 

３．アブラコウモリ Pipistrellus abramus 

春～秋の夕刻に館前広場～体験農場付近上空

をいつも数個体が飛翔している。 

記録： 目撃 (2), 自然館前広場, VIII-2009, 

河瀬直幹； 目撃（5），自然館前広場，31-X-2009，

河瀬直幹. 

 

サル目（PRIMATES） 

４．ニホンザル Macaca fuscata 

冬季に，若い雄ザルが1匹で現れることが多

い。近年は秋に群れで現れることもある。 

記録： 目撃（1）, 駐車場, 6-X-2005, 小西省

吾； 目撃（10+の群れ）, 昆虫広場奥, 7-X-2005, 

河瀬直幹； 目撃（1）, 昆虫広場奥, 25-X-2006, 

河瀬直幹； 目撃（1）, 体験農場, 12-I-2007, 河

瀬直幹； 目撃（10+の群れ）, 虫生野茶園の近

く, 6-X-2007, 河瀬直幹； 目撃（雄ザル１頭）, 

虫生野茶園の近く, 3-XI-2007, 河瀬直幹；目撃

（1），体験農場被害あり，29-IX-2008, 河瀬； 目

撃（10+の群れ）が体験農場のトウモロコシを収

奪, VII-2009, 前嶌智美． 

 

ウサギ目（LAGOMRPFA） 

５．ノウサギ Lepus brachyurus 

園内の生息数は少ないと思われる。糞が確認

された。 
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記録：滋賀自然観察指導者連絡会（1996）；糞, 

花の森近くのモウソウチク林, 20-IV-2004, 河

瀬直幹；糞，森の広場のマダケ刈り後，

23-XI-2009, 河瀬． 

 

ネズミ目（RODENTIA） 

６．カヤネズミ Micromys minutus 

体験農場や森の広場付近で，毎年，巣を確認

している。多くはないものの，安定して生息し

ている状況と考えられる。野外トイレに迷いこ

んだ死体を拾得したことがある。 

記録： 巣（1）, 園内, 5-XII-2001, 西村淳子；

巣（1）, 園内, 24-X-2005, 河瀬直幹；巣（4）, 

体験農場水田, 15-X-2006, 杉江智子； 巣（1）, 

体験農場, 27-XII-2007, 杉江智子； 巣（1）, 中

に子ネズミがいる, 17-IX-2008, 中島友継； 巣

（2），森の広場に作りかけの巣，24-VIII-2009, 

西村淳子． 

７．アカネズミ Apodemus speciosus 

体験農場と昆虫広場で，シャーマントラップ

により採集された。時に目撃される場合もあり，

園内でもっとも普通なネズミ類と思われる。ト

ラップ調査は，阿部勇治氏が滋賀県内での鳥獣

捕獲許可証を得て実施した。 

記録： 亜成獣捕獲（1♀）, 体験農場, 

22-XII-2005, 阿部勇治・河瀬直幹； 亜成獣捕

獲（1♀）, 昆虫広場, 22-XII-2005, 阿部勇治・

河瀬直幹. 

 

ネコ目（CARNIVORA） 

８．アライグマ Procyon lotor 

体験農場付近やタンポポの丘の池周辺などで，

足跡がよく見られる。体験農場で檻ワナにより

捕獲された。甲賀市水口町，甲南町，甲賀町に

かけて捕獲駆除の事例が増加している。 

記録：足跡, 虫生野茶園, 4-III-2005, 河瀬直

幹； 足跡. 体験農場の休憩舎柱に5本指の爪跡, 

20-XII-2007, 河瀬直幹； 足跡, 体験農場近く

の雪の上, 19-I-2008, 河瀬直幹； 目撃，体験

農場裏の檻ワナで亜成獣を捕獲, 27-IV-2008, 

河瀬直幹； 目撃，夕刻に駐車場で目撃, 

27-VII-2008, 河瀬直幹． 

９．タヌキ Nyctereutes procyonoides 

目撃記録があるほか，西尾根や東尾根付近に

ため糞が見つかっているため，園内に安定して

生息すると考えられる。 

記録：滋賀自然観察指導者連絡会（1996）；目

撃, 森の広場～たんぽぽ丘へ抜ける階段, 

28-IV-2007, 小西省吾；糞，ため糞を昆虫広場

～森の広場へ抜ける尾根の四辻で確認，

29-XI-2007, 河瀬；足跡，たんぽぽ丘の池，

22-XI-2007, 河瀬； 糞, ため糞を西尾根の小道

上で確認, 23-XII-2008, 河瀬直幹． 

１０．キツネ Vulpes vulpes 

糞や足跡から生息が推定されたが，確かな記

録はなかった。しかし，2009年に自然館前の広

場で2回目撃されて，生息が明らかになった。

また,北内貴の川田神社前で轢かれた（2000年3

月31日）キツネ♀, 1個体が剥製として自然館

に収蔵されている。 

記録：滋賀自然観察指導者連絡会（1996）；目

撃，自然館前の広場を横切る, 21-V-2009, 河瀬

直幹・西村淳子； 目撃, 自然館前の広場を横切

る, 7-VII-2009, 河瀬直幹． 

１１．テン Martes melampus 

テンらしき糞は冬に多く確認されるが,同定

が確実でないので，目撃記録を掲載する。 

記録： 目撃, 数ｍよこを夏毛のキテンが走りぬ

けた, 昆虫広場, 16-VIII-2007, 河瀬直幹. 

１２．イタチ類 Mustela spp. 

以下の記録以外にも目撃される。園内にはホ

ンドイタチが多いようだが，チョウセンイタチ

も目撃されており，判別不能のことが多いため，

“イタチ類”とした。なお，自然館には市内の

ホンドイタチ標本が保管されている。 

記録： 目撃, 体験農場, 7-X-2004, 河瀬; 目撃，

薄黒くてかなり小型な個体（ホンドイタチ？），

園内，10-V-2005, 河瀬直幹；目撃, 大沢池堤, 

25-III-2006, 小西省吾； 目撃, 非常に小型個

体でホンドイタチ♀（？）, 草沢池堤, 

26-X-2006, 河瀬直幹；目撃, 昆虫広場, 

1-IV-2007, 河瀬直幹；目撃, 虫生野茶園近く, 

6-X-2007, 河瀬直幹； 目撃，チョウセンイタチ

のように見えた，森の広場，31-X-2009, 河瀬直

幹． 

 

ウシ目（ARTIODACTYLA） 

１３．ニホンジカ Cervus nippon 

冬季に足跡および糞が確認されることが多い。

目撃記録もある。水口大橋付近の河川敷では，



冬季に糞を頻繁に見かけるため，野洲川沿いに

移動して来た個体が，冬季に一時的に園内に侵

入すると考えられる。夏季には確認されない。 

記録： 足跡, 森の広場, 12-I-2007, 河瀬直幹； 

糞, 森の広場のマダケ林近く, I-2009, 西村淳

子・河瀬直幹； 目撃, 走り去る後ろ姿を確認, 

V-2009, 小西省吾． 

 

園内は地理的に，野洲川岸の急斜面（河岸段

丘）と市街地に挟まれた半島状の丘陵地に存在

しており，そのことが大型哺乳類の確認が少な

い理由と考えられる。今後に，ネズミ類やアブ

ラコウモリ以外のコウモリ類，イノシシなどが

記録される可能性がある。 
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