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「遠賀川源流の碑」建立記念式典

第 ３９号

平成 ２６年 １１月

コスモス花鑑賞会 香月・梅崎橋コスモス畑

子ども達、

どこにいるかな？

風船につけたメッセージ

１１月５日には種とりも行われました。
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第６回彦山川ペーロン大会

列車と競争？早い！

子ども達も漕ぎ手に

最後尾で舵取り。

ここも重要!!

しっかり

漕いでーっ!!

岸からは応援や笑いも

河川敷で遊ぼう！ 第８回 遠賀川わくわく夢フェスタ 

ラジコンで空撮が可能な
マルチコプターのデモ飛行
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遠賀川トピックス【JR 直方駅前広場に「大関魁皇」像が完成】
　私たちに､数えきれないほど多くの感動と勇気を与えてくれた大関魁皇。

史上一位の記録となる通算勝利数１０４７勝を達成し､惜しまれながら引退しました。

その活躍を顕彰しようとする多くの市民の方､全国の多くの魁皇ファンのご支援により､ＪＲ直方

駅前広場に大関魁皇像を建立しました。

　大関魁皇像は､高さが２３８ｃｍで｢土俵上で塩を握りしめ､内に闘志を秘めて勝負に望む姿｣

を表現しています｡その雄姿を見るだけでなく､大関魁皇の力強さに触れていただくため､土俵

の形を模した台座の高さを低くしています｡

　直方のまちに､新しいシンボルが誕生いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

左 : 土俵上で今まさに塩を撒こ

うとしている魁皇関の姿。 迫力

があります。

右 : 除幕式の様子｡浅香山親

方 ( 元 ・ 魁皇関 ) も参加され､

直方駅前には大勢のファンが

集まりました。

（寄稿 ： 直方市　政策推進課）

中島 秋の自然観察会 
　１０月２６日 ( 日）､遠賀川の自然再生事業を行っている中間市中島で､｢中島自然再生協議会｣

が主催する毎年恒例の 『秋の自然観察会』 が実施されました。

　今回は､北九州野鳥の会のご協力による野鳥観察や､専門家による植物観察会も行われまし

た｡同じウリ科の植物でも外来種のアレチウリと在来種のカラスウリが違うことや､ススキのようなも

のが実はオギだったりと､新しい発見が多くありました｡また､オギの群落ができている湿地もあり､

自然再生事業の整備効果も確かめられました。

　なお､アレチウリは､観察後に適切に除去しました。 外来種については､８ページの｢遠賀川河

川事務所からのお知らせ｣で詳しくご紹介しています。

同じウリでも葉や茎のさわり具合
（とげとげ感）が違う！

カヤネズミの巣を発見！

ススキのように見えますが､実は
「オギ」です｡（初めて知りました）
ススキは株状に生え、オギは１本
ずつ生えます。

オギは根元から１本の
茎で生えています。

↑本格的な望遠鏡で野鳥観察 （カメラでは撮影できない遠くの野鳥の様子を観察！）。

　　　　　　　　　　観察した鳥の特徴などをパネルでわかりやすく説明いただきました｡→





嘉飯圏域の話題（寄稿：川船製作研究会）嘉飯圏域 話題（寄稿 川船製作研究会）

のんびり川面を遊覧～復元川ひらた乗船会
先のＮＨＫ連続テレビ小説「花子とアン」の効果で、旧伊藤伝右衛門邸が賑わっています。

「川ひらた」は、明治から大正にかけて遠賀川で大活躍した石炭輸送船で、伊藤伝右衛門も

十代の頃に船頭経験があり、妻の白蓮も邸の２階から眺めていたと伝えられています。

観光客に当時の川ひらたを味わっていただくため、９月下旬から１０月末までの週末に、邸近

くの遠賀川で「復元川ひらた乗船会」を初めて開催しました。

４日間にのべ３２回を運行し､約３００人に遠賀川の川面での名ガイドの話と、秋のさわやかな

風を楽しんでいただきました。

お客様からの「いい思い出になった」「次はいつ？」との声に励まされ、また乗船会を開催した

いと考えています｡その際はぜひ一度ご乗船下さい。

日日本で唯一、乗船できる原寸大の復元川ひらた

（長さ114ｍ、幅３ｍ、重さ約２トン）

名ガイドの軽妙な語り口

旧

間
で

旧

間
で

助っ人船頭で参加の大学生と川船製作研究会員

イルミネーションによる光の祭典 in 道の駅おおとう桜街道
田川圏域の話題（寄稿：㈱おおとう桜街道）

道の駅おおとう桜街道では､１１月下旬から2月１日(日)まで､１７時３０分から２２時３０分ま

での予定でイルミネーションを点灯します。

今では大任町の冬の風物詩として定着し､約４ ５万のＬＥＤ球が、道の駅おおとう桜街道

内や周辺の街路樹に鮮やかに装飾され､毎年県内外から数多くの皆様が訪れています。

　ぜひ､道の駅おおとう桜街道のイルミネーションを見にお越し下さい。

※レイアウトは毎回変更しています。写真は過去の開催状況です。
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※ 各イベント名の前に付いている番号は、次ページの地図に表示のイベントを

示しています。

事前申込が必要なイベントがあります。また、天候により開催日が変わることがありますので、お問い合わせ先にご確認ください。

112月月～１月のイベント情報

①第第８回 宮若冬ほたるイルミネー

ション祭り
１１月２８日(金)～Ｈ２７年１月３１日(土)
概要：１１月２８日に点灯式を行い、ブラス

バンドの演奏などで盛り上げる。

多くの市民の方がイルミネーションを

見て温かい気持ちに包まれるように

とのことで毎年開催。

会場：宮若市宮田 宮若リコリス

主催：宮若商工会議所青年部

tel. ０９４９－３２－１２００

④遠遠賀川源流若水くみ

１月１日(祝)
概要：年の神を迎え、一年間の家族の健康

と五穀豊穣を祈願する行事。昔は年

男（世帯主か長男）が暗いうちに起き

て井戸や近くの川から水を汲んで神

棚に供えていたという。

会場：嘉麻市桑野 遠賀川源流公園

（国道211号線 嘉麻峠手前）

主催：I LOVE遠賀川in嘉穂実行委員会

tel.０９０-４５８１-８６４９

②献献鮭祭

１２月１３日(土)
概要：嘉麻市には、鮭神社という鮭を神様

の使いとして祀っている全国でも珍し

い神社があり、その年の遠賀川流域

を遡上してきた鮭を奉納する。

会場：鮭神社（嘉麻市大隈５４２）

主催：氏子総代(田中)
tel．０９４８－５７－３５２３

※今年のサケの遡上の情報は下記をご覧くだ

さい。

⑤第第３８回新春マラソン

１月１１日(日)
概要：誰でも参加できるマラソン大会。３km、

５km、１０km、２０kmの四種目がある。

１５００人の参加者が走ります。

会場：直方市溝掘 水辺館前遠賀川河川

敷公園

主催：新日本スポーツ連盟

tel.０９３－６６２－９２７８

③彦山川クリスマスイルミネーショ ン

１２月２３日(火)～２５日(木)
概要：子や孫に誇れるふるさとの川として

伝えていくため、河川敷にイルミネー

ションを設置。川面に浮かぶイルミネ

ーションを鑑賞しながら、川の現状と

将来を考えよう！

会場：彦山川ばんだごうら河川敷

（田川市伊田：神幸祭の会場）

主催：イルミネーション実行委員会

tel．０８０-５２６１-１７４４

⑥第第３４回ふるさと遠賀川親子

凧あげ大会 １月１８日(日)
概要：「親子のふれあい 子どもたちの笑

顔」を目的に毎年開催。

手作りの凧をあげて（市販の凧も可）

独創性等を審査（賞品もあり）。豚汁

のサービスもあり。

会場：中間市役所前遠賀川河川敷

主催：中間市子ども会育成連絡協議会

tel．０９３－２４６－２３２１

遡上ラッシュ！？ ２年連続、今年も遠賀川にサケが帰ってきました！

１０月３日(金）、芦屋町にある芦屋漁港周辺で、がざみ（ワタリガニ）の網にサケがかかりました。

遠賀川河川事務所で把握しているところでは、これが今年度初めて確認されたサケです。

１１月３日(月)、今度は遠賀川河口から約４．５ｋｍ上流の遠賀町内の戸切川で死んで浮いて

いるサケが発見されました。その後、１１月５日(水)には遠賀町内の西川の支川吉原川に接続す
る水路で３尾目が、１１月９日(日)には１尾目が捕獲されたのとほぼ同じ場所で４尾目が発見され
ました。

遠賀川流域及びその周辺でのサケの確認は、３年ぶりに捕獲された昨年度に引き続き２年連

続となります。遠賀川流域では、「遠賀川源流サケの会」や「遠賀町青少年育成町民会議」がふ

化・育成したサケの稚魚を､地域の皆さんの手で放流する活動が毎年各地で行われています。
　捕獲されたサケは、１２月１３日(土)に嘉麻市の鮭神社で行われる『献鮭祭』(イベント情報②)で
奉納される予定です。

①
卵が覗いています！

捕獲日：2014.10.3
捕獲場所：芦屋漁港周辺がざみ（ワタリガニ）の網で捕獲

全長：約７２cm 性別：メス

②

捕獲日：2014.11.3
捕獲場所：遠賀町戸切川若松橋付近で死んで浮いているの

を通行人が発見

全長：約７８cm 性別：オス

（写真：遠賀町教育委員会提供）

③

発見日：2014.11.7
発見場所：西川の支川吉原川の用水路で発見

全長：約７５cm 性別：メス

（写真：遠賀町教育委員会提供）

④

捕獲日：2014.11.9
捕獲場所：芦屋漁港周辺がざみ（ワタリガニ）の網で捕獲

全長：約７７cm 性別：オス

６



JR筑豊本線
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宗像市宗像市

岡垣町岡垣町

芦屋町芦屋町

若松区若松区

遠賀町遠賀町

鞍手町鞍手町
八幡西区八幡西区

中間市中間市

戸畑区戸畑区

小倉北区小倉北区

香春町香春町

宮若市宮若市

直方市直方市

小竹町小竹町

小倉南区小倉南区

久山町

篠栗町篠栗町

須恵町須恵町

飯塚市飯塚市

川崎町川崎町

大
任
町

大
任
町

赤
村
赤
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桂川町桂川町

糸田町糸田町

福智町福智町

田川市田川市

みやこ町みやこ町

苅田町苅田町

行橋市行橋市

太宰府市太宰府市

宇美町宇美町

筑前町筑前町

嘉麻市嘉麻市

朝倉市朝倉市

筑紫野市筑紫野市

添田町添田町

八幡東区八幡東区

水巻町水巻町

筑後川県⽴⾃然公園筑後川県⽴⾃然公園

⼤宰府県⽴⾃然公園⼤宰府県⽴⾃然公園

筑豊県⽴⾃然公園筑豊県⽴⾃然公園

北九州国定公園北九州国定公園

耶⾺⽇⽥英彦⼭国定公園耶⾺⽇⽥英彦⼭国定公園
玉屋神社（般若窟） 玉屋神社（般若窟） 

英彦⼭神宮奉幣殿
（国指定重要⽂化財） 
英彦⼭神宮奉幣殿
（国指定重要⽂化財） 
大南神社（大南窟）上宮 大南神社（大南窟）上宮 

高住神社（豊前坊） 高住神社（豊前坊） 

中宮（中津宮）中宮（中津宮）

英彦山神宮 英彦山神宮 

下宮下宮

砥上神社（中津屋神社）砥上神社（中津屋神社）
明浄院 明浄院 

砥上岳大山祇神社砥上岳大山祇神社 五玉神社 五玉神社 

首なし地蔵 首なし地蔵 

サヤンカミ サヤンカミ 
内山田天神社 内山田天神社 

鮭神社 鮭神社 

円通寺 円通寺 

麟翁寺 麟翁寺 
北斗宮 北斗宮 

コウゴイシ コウゴイシ 
お菊大明神（皿屋敷跡）お菊大明神（皿屋敷跡）

白馬山景福安国寺 白馬山景福安国寺 

一字一石塔  一字一石塔  

種因寺 種因寺 
⼟師⽼松神社⼟師⽼松神社

長明寺 長明寺 

蒲田天神様

弁財天様 弁財天様 

宮森神社宮森神社

西光寺西光寺

稲築八幡宮 稲築八幡宮 

比叡神社 比叡神社 

⼟居の観⾳様⼟居の観⾳様
⼟居⽼松神社⼟居⽼松神社

九郎丸貴船神社九郎丸貴船神社

豆田天満宮豆田天満宮
土居菩薩堂 土居菩薩堂 

大分八幡宮 大分八幡宮 

箕島神社箕島神社

寿命貴船神社 寿命貴船神社 

小市郎様（小市神社）小市郎様（小市神社）

大養院大養院

光明寺 光明寺 

岩嶽稲荷 岩嶽稲荷 
建徳寺古墳公園建徳寺古墳公園

諏訪神社 諏訪神社 

須佐神社 須佐神社 

春日神社 春日神社 

我鹿八幡宮 我鹿八幡宮 

岩亀八幡宮 岩亀八幡宮 

光明八幡神社 光明八幡神社 

愛宕山照智院 愛宕山照智院 

奥の院（赤村） 奥の院（赤村） 

鶴岡八幡神社 鶴岡八幡神社 

光願寺 光願寺 須佐神社須佐神社

高座石寺 高座石寺 

風治八幡宮 風治八幡宮 

香春神社 香春神社 

金田菅原神社 金田菅原神社 
円大山常立寺 円大山常立寺 

天照皇大神宮 天照皇大神宮 

古宮八幡神社 古宮八幡神社 

金村神社の天井絵 金村神社の天井絵 

鏡⼭⼤神社鏡⼭⼤神社

定禅寺 定禅寺 

稲荷神社 稲荷神社 

現人神社 現人神社 
清祀殿 清祀殿 

飯土井神社 飯土井神社 

亀山神社 亀山神社 絹干神社絹干神社

貴船神社 貴船神社 

長谷寺 長谷寺 

興国寺 興国寺 大祖神社 大祖神社 
南良津神社 南良津神社 

圓徳寺圓徳寺

西徳寺西徳寺

多賀神社（直方市） 多賀神社（直方市） 
雲心寺雲心寺

随専寺随専寺

清水寺（宮若市） 清水寺（宮若市） 

山口八幡宮山口八幡宮

日吉神社日吉神社

瑞石寺瑞石寺

黒水宮黒水宮

観音堂 観音堂 

梅安天満宮 梅安天満宮 
惣社宮惣社宮惣社宮

龍神社 龍神社 

埴生神社埴生神社
月瀬八幡宮月瀬八幡宮

貴船神社貴船神社

八剱神社八剱神社 河守神社 河守神社 

神武天皇社神武天皇社

岩津神社岩津神社

安養寺安養寺
金台寺金台寺

禅寿寺禅寿寺
岡湊神社岡湊神社
安長寺安長寺

厳島神社 厳島神社 狩尾神社狩尾神社
安楽寺（輪蔵附経蔵） 安楽寺（輪蔵附経蔵） 大願寺大願寺

筑⼭天満宮（菅原神社）筑⼭天満宮（菅原神社）
法輪寺 法輪寺 

大注連縄大注連縄

旧亀石坊庭園旧亀石坊庭園

政所坊庭園政所坊庭園

逆鉾岩逆鉾岩
梵字ヶ岩梵字ヶ岩

英彦山銅鳥居（国指定重要文化財）英彦山銅鳥居（国指定重要文化財）

財蔵坊（県指定有形民俗文化財）財蔵坊（県指定有形民俗文化財）

作の神の大石作の神の大石
投げ込みの井堰投げ込みの井堰

ニノ尾の大石ニノ尾の大石

益富城址益富城址城尾城跡城尾城跡

西田地区遺跡群西田地区遺跡群
十三塚跡十三塚跡

土師地区遺跡群跡土師地区遺跡群跡
八王寺横穴墓群（郡）八王寺横穴墓群（郡）

沖出古墳沖出古墳

明寺原古墳跡明寺原古墳跡

五智如来板碑五智如来板碑
地頭屋敷跡地頭屋敷跡

後藤屋跡後藤屋跡
豆田大日如来堂豆田大日如来堂

大分廃寺塔跡大分廃寺塔跡 天神山古墳天神山古墳

宝塚古墳１・２号墳宝塚古墳１・２号墳

土居の地蔵様土居の地蔵様
筑前竹槍一揆の門筑前竹槍一揆の門中屋古墳群中屋古墳群

茶かすの地蔵茶かすの地蔵

金比羅山古墳金比羅山古墳

瀬戸古墳群瀬戸古墳群
大日隈古墳平古墳大日隈古墳平古墳

茶臼山古墳茶臼山古墳
宮ノ上古墳宮ノ上古墳

一里塚跡一里塚跡 山野の石像群山野の石像群

小正西古墳小正西古墳

虚空蔵堂虚空蔵堂 長崎街道飯塚宿跡長崎街道飯塚宿跡飯の山飯の山

舫石（もやいいし）舫石（もやいいし）

川島古墳川島古墳

立岩遺跡立岩遺跡

旧伊藤伝右衛門邸旧伊藤伝右衛門邸

柳原白蓮歌碑柳原白蓮歌碑

重要文化財中島家住宅 岩石場重要文化財中島家住宅 岩石場
光蓮寺の菩提樹蓮
光寺輪蔵附経蔵
光蓮寺の菩提樹蓮
光寺輪蔵附経蔵

赤坂小梅生誕の地赤坂小梅生誕の地

内田三連橋梁内田三連橋梁

六人仏六人仏

国境石国境石

千人塚千人塚

伊方古墳伊方古墳

糸田城址糸田城址

岩屋古墳岩屋古墳

岩屋鍾乳洞岩屋鍾乳洞

岩屋ロマンスが丘岩屋ロマンスが丘 御茶屋の門御茶屋の門 呉中平雪穴呉中平雪穴

夜泣き石夜泣き石
仲哀隧道（国の登録文化財）仲哀隧道（国の登録文化財）

呉川眼鏡橋（国の登録文化財）呉川眼鏡橋（国の登録文化財）

伊能忠敬止宿の地伊能忠敬止宿の地

勾金陵墓参考地勾金陵墓参考地

河内王の墓河内王の墓
欅坂橋梁欅坂橋梁

神宮院・高座石寺 神宮院・高座石寺 

ミノ台地遺跡ミノ台地遺跡
石灰窯跡石灰窯跡

神間歩神間歩

百太夫社百太夫社
猿百太夫の墓猿百太夫の墓

草場城址草場城址

合屋古墳合屋古墳

元吉の殿墓元吉の殿墓

鹿毛馬神籠石鹿毛馬神籠石

旧松喜醤油屋旧松喜醤油屋

方城岩屋磨崖梵字曼荼羅方城岩屋磨崖梵字曼荼羅

鷹取城跡鷹取城跡

金辺観音金辺観音

興国寺仏殿興国寺仏殿

嘉麻川橋梁嘉麻川橋梁竹原古墳竹原古墳

損ケ熊古墳損ケ熊古墳

百塚古墳百塚古墳

ターンテーブルガーター橋ターンテーブルガーター橋

ひよく塚ひよく塚

美術館収蔵庫美術館収蔵庫
貝島太助邸跡貝島太助邸跡

徳永邸と桜町小路徳永邸と桜町小路

直方歳時館直方歳時館

猫城址猫城址

感田遺跡感田遺跡

薬師如来薬師如来

十字架の塔十字架の塔

長谷の三尊檜長谷の三尊檜

伊藤常足旧宅伊藤常足旧宅

木造不動明王及二童子像木造不動明王及二童子像

堀川の中間唐戸堀川の中間唐戸堀川の中間唐戸

埴生神社埴生神社

月軒遺跡月軒遺跡

山鹿貝塚山鹿貝塚

通谷電停通谷電停

千光院大蘇鉄千光院大蘇鉄

立屋敷遺跡跡
（稲作文化発祥の地）
立屋敷遺跡跡
（稲作文化発祥の地）

寿命の唐戸寿命の唐戸

地蔵堂（火切地蔵）地蔵堂（火切地蔵）
閻魔堂（立地蔵）閻魔堂（立地蔵）

車返しの
切り通し跡
車返しの
切り通し跡

もやい石もやい石

吉田川の伏越吉田川の伏越

旧高崎家住宅
(伊馬春部(いまはるべ)生家
旧高崎家住宅
(伊馬春部(いまはるべ)生家

土師窯土師窯

直方市石炭記念館　　　直方市石炭記念館　　　

忠隈のボタ山忠隈のボタ山

法橋琳弁石卒都婆法橋琳弁石卒都婆

石炭資料展示場（鞍手町）石炭資料展示場（鞍手町）

宮若市石炭記念館宮若市石炭記念館

九州日立マクセル赤煉瓦記念館九州日立マクセル赤煉瓦記念館

田川市石炭・歴史博物館田川市石炭・歴史博物館

吉隈鉱業所跡吉隈鉱業所跡

三菱飯塚炭礦巻上機台座三菱飯塚炭礦巻上機台座

平山鉱業所跡平山鉱業所跡

遠賀川水源地ポンプ室遠賀川水源地ポンプ室

整理溝（杉の木井堰）整理溝（杉の木井堰）

犬鳴川河川公園犬鳴川河川公園

遠賀川源流公園遠賀川源流公園

遠賀川水辺館遠賀川水辺館

遠賀川河口館遠賀川河口館

石割ビワ石割ビワ

白馬山白馬山

馬見山馬見山屏山屏山

飯岳山（大坂山）飯岳山（大坂山）

戸城山戸城山

岩石山岩石山

戸谷自然ふれあいの森戸谷自然ふれあいの森

戸谷ヶ岳戸谷ヶ岳

古処山古処山

長谷山長谷山

大根地山大根地山

三郡山三郡山

砥石山砥石山

英彦山英彦山

千石峡千石峡

六ヶ岳六ヶ岳

剣岳剣岳

馬頭岳馬頭岳

鷹取山鷹取山
福智山福智山

赤松台赤松台

尺岳尺岳

雲取山雲取山

白谷の池白谷の池

大法山大法山

サイクリングロード
自然歩道
九州自動車道
民間鉄道

JR線
駅

⑥第34回ふるさと遠賀川親子凧揚げ大会　第34回ふるさと遠賀川親子凧揚げ大会　

⑤第３８回新春マラソン第３８回新春マラソン

④遠賀川源流若水くみ遠賀川源流若水くみ
　

③彦山川クリスマスイルミネーション彦山川クリスマスイルミネーション

②献鮭祭献鮭祭

　

①第8回宮若冬ほたるイルミネーション祭り第8回宮若冬ほたるイルミネーション祭り

1月18日（日）
⑥第３４回ふるさと遠賀川親子凧揚げ大会  

⑤第３８回新春マラソン　1月11日（日）

1月1日（祝）
④遠賀川源流若水くみ　    　   

12月23日(火）～12月25日（木）
③彦山川クリスマスイルミネーション 

②献鮭祭 12月13日（土）

11月28日(金）～1月31日（土）
①第８回宮若冬ほたるｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ祭り

自然（山・森）
国定公園

水辺の施設

都道府県立自然公園

①～⑥水辺のイベント

史跡・名勝

神社・仏閣

炭坑遺構
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遠遠賀川河川事務所からのお知らせ
外外来種について！

1.  1.  外来種問題
｢外来種｣は､もともとその地域にいなかったのに､人間の活動によって他の地域から入ってきた生物です｡

外来種は､もとからいた種(在来種)を食べてその数を大幅に減らしてしまったり､在来種と交わって血筋

を絶やすなど､生態系に悪い影響を与えることがあります｡また､伝染病を持ち込んだり､花粉症の原因にな

ったり､あるいは､噛んだり刺したりするなど､人に直接病気や危害を加えることもあります｡そのほかにも､

農業･林業･漁業へ影響を及ぼすことがあります｡

遠賀川では､平成２６年１月､アリゲーター･ガー(右の写真)が

捕獲されました｡ペットが野外に放たれたものですが､調査の結

果､遠賀川で６～７年冬を越しており､複数個体いれば､繁殖の可

能性もあるということが判りました｡また､遠賀川の河川敷の植

物の中にも､たくさんの外来種をみかけます｡

下の写真は外来種の一例です｡

２２．外来種が川に入ってくる原因

堤防ののり面や河川敷に持ち込まれた外来植物が繁殖し､その種が､川

に流されたりして広がるケースがあります｡また､ペットとして飼われて

いた外来動物や観賞用の外来植物が捨てられたり､逃げ出したりするケー

スや食用や釣りのため放流されたりするケースなどもあります｡

３３．豊かな自然環境を守るために（外来種への対策 !!））

外来種問題を改善するためには､外来種が入ってくるのを防ぐ｢予防｣と､入ってしまった外来種を除く｢

除去｣などの方法があります｡広がってしまった外来種を除去することは､とても大変で､費用がかかります｡

このため､外来種による被害を予防することが大切です｡

外外来種被害予防三原則！

※生き物は､最後まで責任をもって飼えるかどうか､事前によく考えてから飼うようにしましょう｡

飼えなくなったり､釣りなどを楽しむために生き物を野外に放つことはやめましょう｡

【体長 116ｃｍ】

セイタカアワダチソウ (特)オオキンケイギク オオブタクサ セイバンモロコシ (特)アレチウリ

ブルーギル(特) ブラックバス(特) ミドリガメとして縁日

などで売られているカメ

で､飼育できなくなって

野外に捨てられたものが

川や池などに広がったと

考えられています。

すみ場所やエサをめぐ

って在来のカメに悪影響

を与えていると考えられ

れています。
ミシシッピアカミミガメ

※(特)；特定外来生物

※特定外来生物とは､外来生物による被害を防止するため､｢特定外来生物に

よる生態系等に係る被害の防止に関する法律｣で指定されたものをいいます｡

特定外来生物を許可なく運搬したり､植えたり､野外に放つなどの行為を行う

と罰せられます｡

８
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