
表２　佐伯市鳥類重要種一覧
№ 目 科 種名 環境省RL *1 大分県RDB *2 天然記念物 *3 種の保存法*4

1 ミズナギドリ目 アホウドリ科 コアホウドリ 絶滅危惧ⅠB類
2 カワウ 地域個体群
3 ヒメウ 絶滅危惧ⅠB類
4 ヨシゴイ 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠB類
5 ミゾゴイ 絶滅危惧ⅠB類 準絶滅危惧
6 チュウサギ 準絶滅危惧 準絶滅危惧
7 クロサギ 準絶滅危惧
8 コウノトリ科 コウノトリ 絶滅危惧ⅠA類 特別天然記念物 国内希少野生動植物種
9 ヘラサギ 情報不足 絶滅危惧ⅠB類

10 クロツラヘラサギ 絶滅危惧ⅠA類 情報不足
11 コクガン 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 天然記念物
12 マガン 準絶滅危惧 情報不足 天然記念物
13 ツクシガモ 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧ⅠB類
14 オシドリ 情報不足 絶滅危惧Ⅱ類
15 トモエガモ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類
16 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧
17 ハチクマ 準絶滅危惧 準絶滅危惧
18 オオタカ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 国内希少野生動植物種
19 ツミ 絶滅危惧Ⅱ類
20 ハイタカ 準絶滅危惧 準絶滅危惧
21 サシバ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧
22 クマタカ 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧ⅠB類 国内希少野生動植物種
23 ハヤブサ科 ハヤブサ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 国内希少野生動植物種
24 ウズラ 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠB類
25 ヤマドリ 準絶滅危惧
26 ナベヅル 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足 国際希少野生動植物種
27 マナヅル 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足 国際希少野生動植物種
28 ヒクイナ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧
29 オオバン 絶滅危惧Ⅱ類
30 タマシギ科 タマシギ 準絶滅危惧
31 コチドリ 準絶滅危惧
32 シロチドリ 準絶滅危惧
33 ホウロクシギ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類
34 コシャクシギ 絶滅危惧ⅠB類 情報不足 国際希少野生動植物種
35 オオジシギ 準絶滅危惧 準絶滅危惧
36 セイタカシギ科 セイタカシギ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類
37 ツバメチドリ科 ツバメチドリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類
38 ズグロカモメ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類
39 コアジサシ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類 国際希少野生動植物種
40 ウミスズメ 絶滅危惧ⅠA類 情報不足
41 カンムリウミスズメ 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足 天然記念物
42 カラスバト 準絶滅危惧 準絶滅危惧 天然記念物
43 シラコバト 絶滅危惧Ⅱ類
44 カッコウ目 カッコウ科 ジュウイチ 絶滅危惧Ⅱ類
45 コミミズク 絶滅危惧Ⅱ類
46 アオバズク 準絶滅危惧
47 フクロウ 絶滅危惧Ⅱ類
48 ヨタカ目 ヨタカ科 ヨタカ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類
49 アマツバメ目 アマツバメ科 アマツバメ 準絶滅危惧
50 カワセミ科 アカショウビン 絶滅危惧Ⅱ類
51 ブッポウソウ科 ブッポウソウ 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類
52 ヤイロチョウ科 ヤイロチョウ 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧ⅠB類 国内希少野生動植物種
53 サンショウクイ科 サンショウクイ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類
54 チゴモズ 絶滅危惧ⅠA類 情報不足
55 アカモズ 絶滅危惧ⅠB類 準絶滅危惧
56 イワヒバリ科 カヤクグリ 準絶滅危惧
57 コマドリ 絶滅危惧Ⅱ類
58 コルリ 絶滅危惧Ⅱ類
59 クロツグミ 準絶滅危惧
60 ウグイス科 メボソムシクイ 絶滅危惧Ⅱ類
61 ヒタキ科 キビタキ 準絶滅危惧
62 カササギヒタキ科 サンコウチョウ 準絶滅危惧
63 キバシリ科 キバシリ 情報不足
64 ホオアカ 準絶滅危惧
65 シマアオジ 絶滅危惧ⅠA類
66 ノジコ 準絶滅危惧
67 カラス科 ホシガラス 絶滅危惧Ⅱ類

＊１　環境省RL：環境省レッドリストに記載されている種
＊２　大分県RDB：大分県レッドデータブックに記載されている種
＊３　天然記念物：文化財保護法により天然記念物に指定されている種
＊４　種の保存法：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律における希少野生動植物種
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