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1．雄島と海浜公園 －海岸と松林の野鳥－

東尋坊を含む越前海岸の一角にあり，本県を
代表する景勝地です．雄島を含む安島地区は，
1997年1月のロシア船籍ナホトカ号の重油流出
事故から今では見事に蘇りました．この海浜公
園は，1993年に開催された全国自然公園大会を
きっかけに，クロマツの自然林に遊歩道や休憩
場所などが整備されており，探鳥しやすい場所
となっています．

4月に入ると，雄島へ渡る
紅い欄干の橋ではイワツバメ
が飛び交い，春の渡りの季節
を知らせてくれます．4月末
から5月初めには，雄島のヤ
ブニッケイやトベラの林では，センダイムシクイやオオルリなどの夏鳥に出会えます．また，9
月末からは，北から渡ってくるツグミ，ジョウビタキ，シロハラ，ミヤマホオジロなどの冬鳥が
観察されます．そして，冬には，岩場でカモメ類に混じってウミウ，ヒメウ，時にシノリガモ，
クロサギなどが見られます．荒れた日の外海の岩場ではアカエリカイツブリやウミスズメが波間
に見え隠れすることもあり，運が良ければハヤブサに出会えるかもしれません．
橋のたもとから海を左に見
ながら海岸線を海浜公園の方
へ進みましょう．冬ならばカ
モメ，ウミネコ，オオセグロ
カモメが多く，その中にいる
セグロカモメを探してみよ
う．遠く波間にはオオハムの
群れを見つけることがありま
すが，シロエリオオハムとの
区別は難しいです．また，春
秋の渡りの季節には，キアシ
シギ，オオソリハシシギ，キ
ョウジョシギなどが立ち寄っ
ています．
雄島から30分ぐらいで海浜
公園の駐車場に着きます．ク
ロマツの防風林の中の遊歩道
を進むとホオジロ，カワラヒワ，コゲラなどが近くの枝で餌を探していますし，初夏なら，梢か
らイカル，クロツグミの声が聞こえ，シジュウカラやヤマガラがクロマツに架けられた巣箱をへ
出入りする姿も見られます．春の渡りの季節にはサンコウチョウ，センダイムシクイ，キビタキ，
オオルリなどの声が聞かれ，また，思わぬ野鳥にも出会うこともあります．
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◇アドバイス
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◇アドバイス
国道305号線から三国町の東尋坊と安島方面へ向かいます．駐車場は安島の雄島橋のたもとと海浜
公園にもあります．トイレもこれらの駐車場に完備されています．冬の雄島は荒れた日の岩場の近く
が探鳥のポイントとなりますので，防寒の準備をしてゆきましょう．
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2．加戸の鴨池　－カモたちの駆け込み寺－

カモ類が渡来する秋から早春まで，彼らの休
憩場であり駆け込み寺となっています．最も間
近で鳥を観察できる鴨池「大堤」として知られ
ています．残念ながら周囲の環境が年々悪化し
ていますが，カモたちの駆け込み寺としてこの
まま残してほしいものです．

この池は，芦原温泉から競
艇場の横を三国町方面へ行く
305号線沿いにある，約9haの
潅漑用池です．国道沿いは交
通が激しく，西側の駐車場か
ら観察したいものです．
池は，水深50～60bと浅く，ハス，ヒツジグサ，コウホネなどの水草が茂っていて，夏には可

憐な花をつけます．冬鳥が渡来する秋～春には，一面多くのカモ類でひしめき合うくらいになり
ます．およそ3,000羽のうち，90％をマガモ，カルガモ，コガモの御三家が占めています．これら

に次いでオナ
ガガモ，ヒド
リガモ，ホシ
ハジロが加わ
ります．少数
ですがヨシガ
モ，トモエガ
モ，ハシビロ
ガモ，ミコア
イサ，オカヨ
シガモなどを
探すのも楽し
いものです．
時には珍鳥と
して1980年11
月にはツクシ
ガモが，1991
年の夏にはア
カガシラサギ

が飛来したこともあって，見逃せない場所でもあります．周囲の木々にはアオサギ，コサギ，ゴ
イサギ，カワウなどが餌をねらっている姿が見られます．また，オオタカがこれらの水鳥をねら
って飛来し，騒ぐカモ類をハンティングする姿も見られます．
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◇アドバイス
国道305号線は交通量も多く，隣のワンダーランドの駐車場や池に面した空き地を利用しましょう．

公衆トイレはありません．冬期間には付近の田圃でマガン等が舞い降りていることもあるので探して
みましょう．

ﾏｶ ﾓ゙
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3．北潟湖とその周辺　－冬鳥のメッカ－

国道305号線沿いにあって，湖と周辺の水田，
ヨシ原の環境を好む野鳥たちの楽園となってい
ます．冬にはオオワシとオジロワシが飛来する
こともあります．本県へ飛来するガン類の殆ど
が集まる坂井平野一帯へのアクセスも良く，県
内でも有数の探鳥地です．

冬，北潟湖畔荘の近くから
は，湖面にマガモ，カルガモ，
ヒドリガモと，数は少ないで
すがミコアイサが見られます．
もしホオジロガモを見れた
らラッキーでしょう．カモ類の群れの中にはカンムリカイツブリや，時にハジロカイツブリが混
じっています．また，冬の珍客といえるオオワシやオジロワシも姿を現します．
湖畔荘から左へ坂を登った高台は，冬のガン類を観察するには絶好の場所です．日の出過ぎに
石川県片野の鴨池より千数百羽の群れが坂井平野へ向かう様はまさに圧巻です．
農道を移動して観音川河口に向かうと船着き場があります．この辺りの農耕地では，冬にノス
リ，チョウゲンボウ，ハイイロチュ
ウヒ等が棒杭や電柱に止まっている
こともありますので目が離せません
ね．1995年4月にヤツガシラが，1997
年1月にアカツクシガモなどの珍鳥が
出現しています．
湖岸沿いの林縁では，冬にウソ，
マヒワ，シロハラなどの林の小鳥に
出会うことがありますので，それら
の鳴き声に注意しましょう．ヨシ原
では，初夏に大合唱するオオヨシキ
リと，時にバンやヨシゴイが，冬に
オオジュリン，ホオジロ，アオジな
どが見られます．
赤尾集落に入る手前を湖岸に沿っ
て左へ進むと右側に白山神社があり
ます．この森はアオサギのコロニー
となっており，巣作り，抱卵，給餌，
巣立ちなどをじっくり観察できます．
国道305号線を挟んで反対側に福良ケ池があります．小さい池ながら冬には多種のカモ類が見られ
ます．カワセミやヤマセミ，オオタカも時々姿を見せてくれるので注意しながら探してみましょう．
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◇アドバイス
国道305号線は交通量が多いので，北潟湖畔荘から蓮ケ浦方面への東側コースを探鳥するのがよい
でしょう．車は，湖畔荘の駐車場に止めましょう．農道にも置けますが，釣り人も多いので譲り合い
ましょう．トイレは駐車場の前にありますが，現在，壊れていて使用できません．

ｳｿ
ﾏﾋﾜ
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4．坂井平野　－マガン・ヒシクイの越冬地－

冬になるとマガンとヒシクイの大群が飛来し
ます．これらのガン類は石川県加賀市片野の鴨
池を塒とし，坂井平野一帯を餌場として越冬し
ているのです．竿になり鈎になって飛ぶ姿や，
冬枯れの田圃で餌をついばむ姿は冬の風物詩と
なっています．近年，これらのマガンに混じっ
てハクガンが飛来し，我々の目を楽しませてく
れます．ロシアとアメリカおよび日本によるハ
クガンの飛来復元計画によるもので，今後もっ
と多くのハクガンが飛来するとうれしいですね．

10月下旬になると日の出時
刻から30分ぐらいの間に鴨池
方面から飛来してくるので，
坂井平野のどこにいてもその
姿を見ることができるでしょ
う．集団で舞い降りて離合集散しながら，刈り取りの終わった田圃で二番穂や落ち穂を食べていま
す．雪のないうちは，坂井平野の広い範囲で観察できますが，2月ごろの積雪期になると九頭竜川
に近い田圃周辺にいることが多いです．300～400羽の大集団でいると幼鳥と成鳥の違い，口ばしの
周りの白い部分にも個体差があること，集団の中で採餌や見張り番がいることなどの生態を間近に
観察できます．
また，これら
の群れの中に
カリガネが1
～2羽混じっ
ていることも
あるので，是
非探してみま
しょう．
坂井平野で

は，チョウゲ
ンボウが杭や
畔に止まって
いたり，タヒ
バリやタゲリ
も見つけるこ
とができます．
九頭竜川の河
川敷では，ノ
スリに，希にコミミズクに出会えるかもしれません．冬鳥のミヤマガラスの集団が電線にいたり
田圃で採餌しているのが見られますが，この群れの中にコクマルガラスが1～2羽混じっているこ
とがあるので要注意です．
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ﾁｮｳｹ ﾝ゙ﾎ ｳ゙
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◇アドバイス
坂井平野の農道では，交通量も多いところもあり，また，農作業の迷惑にならないように注意しま
しょう．広い平野なのでガン類の集結地を見つけるのは簡単ではないですが，早朝から平野で飛来し
てくるのを待ち受けているのが，最も見つけやすいです．

ﾏｶ ﾝ゙
ﾋｼｸｲ
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5．刈安山周辺　－秋のタカ類の渡り－

金津町が整備した野鳥観察の森となっていて
観察路や観察小屋が設けてあります．ここから
剣ヶ岳への散策路も春から秋まで自然を楽しむ
多くの人が訪れます．また，この稜線は石川県
方面から福井平野へのタカ類の渡りのコースに
なっていて，9月下旬～10月上旬にはサシバや
ハチクマをゆっくり観察できます．

国道8号線の中川交差点か
ら東へ進み，刈安山(548c )
への案内板に従って権世集落
へ向かいます．舗装された林
道を11dぐらい進むと刈安山
の駐車場に着きます．その手前3dぐらいから野鳥の森への遊歩道があります．クヌギやカエデ
などの雑木林が続き，カラ類，エナガ，ウグイスの常連に加えて，初夏にはオオルリ，クロツグ
ミ，サンショウクイが，早朝なら谷筋からはアカショウビンの声を聞くこともあります．1時間
ぐらいで稜線近くまで来ると尾根の向こうからアオゲラやホトトギスの声が聞こえてきます．
駐車場から左の鳥居をくぐったところにある展望台は，秋のタカの渡りを観察するにはもって

こいの場所です．ま
た，駐車場から南へ
稜線沿いに付けられ
た林道を辿ると野鳥
の森に入ります．30
分ほどで古い道祖神
がある風谷峠に出ま
すが，ここもタカの
渡りの観察地点にな
っています．この辺
りから坂井平野と日
本海を一望でき，タ
カが福井方面へ飛去
する方向を確認した
いものです．さらに
1dほど先へ進むと

ブナ林の中のキャンプ場になっていて，アカゲラ，コゲラ，ヒヨドリなどの山の鳥が楽しめます．
剣ヶ岳(564c)へ向かう道は，岩場あり，鎖場ありのちょっとした高山気分が味わえる登山道で

す．付近はブナやホオノキの混交林で，カラ類，アカゲラ，ゴジュウカラなどを，秋にはアトリ，
ツグミ，マヒワなどの冬鳥も楽しめます．また，林道脇のススキ原や藪はアオジやミヤマホオジ
ロの他，ベニマシコやウソの声を聞くことがありますので探してみましょう．
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◇アドバイス
駐車場は頂上の広場にありますが，風谷峠への林道も通行可能です．駐車場には，土曜・日曜に開
く小さな売店もトイレもあります．休日は自然を楽しむ人が多く，林道から出てくる時に出口を塞が
れていることもあるので要注意です．この駐車場から石川県山中町へ下り，我谷ダムを経て大内峠か
ら丸岡町竹田地区へ周遊するドライブコースもよいでしょう．ただし，冬期間は通行不能です．

ｻｼﾊﾞ
ﾊﾁｸﾏ
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6．福井大橋周辺　－サギ類とカモ類の楽園－

福井平野を流れる九頭竜川の中流域にあた
り，広い河川敷と砂礫地が形成されています．
この両岸には河川公園やテニスコート，ジョギ
ングコースなど市民の憩いの場として整備され
ています．この散策路や堤防の上を歩くと，野
鳥の姿や野草の花々など、身近な所で四季の変
化を見つけることが出来ます．

九頭竜川の河川敷が探鳥の
中心で周年、数多くの野鳥が
見られます．一時，河川敷の
ヤナギ林が皆伐されたことも
ありましたが，現在は以前と
同じく大きなサギ類のコロニーが見られます．主にコサギ，ゴイサギ，チュウサギ，アマサギが
営巣していますので，繁殖期独特の赤味のある嘴や足の色になった個体を見つけることがありま
すし，子育ての様子が手にとるように観察出来ます．5～6月にはオオヨシキリ，バン，イソシギ，
ヒバリ，ムクドリなどを見ることができます．これらの巣托卵をねらってカッコウが飛び交うの

もこの頃です．そ
して，秋～冬には
カモの仲間が数多
く渡来し，そのほ
とんどはマガモ，
コガモ，カルガモ，
ヒドリガモ，オナ
ガガモです．個体
数は減少したもの
のカワアイサが集
団で越冬する場所
もあります．近年，
釣客が増加したこ
とで定着する種類
が減少したものの，

イカルチドリ，コチドリが中州で繁殖しているのが見られます．また，５～７月にはコアジサシ
が繁殖していますが，梅雨の大雨などで営巣している砂礫地が冠水して巣立ちするまでには至ら
ず失敗しているのはとても残念です．季節によっては猛禽類も出現し，オオタカ，ノスリ，チョ
ウゲンボウを見ることができます．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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◇アドバイス
自家用車の場合は問題はないですが，公共交通機関を利用する時は旧国道8号線の九頭竜川橋詰め
の舟橋で下車し堤防を歩きます．車を利用する時も生コン工場への大型車が頻繁に通り，また，通り
抜けできない個所もありますので注意して下さい．トイレ等は全くありません．ここは広くて初心者
にとってはそのポイントを探すには少々わかりにくい場所ですので，ベテランの人達と同行すること
をすすめます．

ﾏｶ ﾓ゙
ｺｶ ﾓ゙
ﾋﾄ ﾘ゙ｶ ﾓ゙

ｵｵﾀｶ
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7．羽坂林道　－里山の野鳥が楽しめる探鳥地－

早春から雪の積もる初冬まで里山の四季の変
化を気軽に楽しむことができます．ここで繁殖
する留鳥，夏鳥や晩秋から早春まで過ごす冬鳥
など，年間50～60種前後の野鳥に出会うことが
できますし，今までに92種が確認されています．
また，季節の野草や樹木の花を楽しむには最適
の場所です．西安居地区には福井市の葬祭場を
核としたフェニックスパークが建設中であり，
環境整備が進められています．

西安居地区の羽坂町から西
郷林道へ通じる右手の林道へ
入ると農業用水の溜め池と上
水道の配水池があります．こ
こから小さな沢音を聞きなが
ら歩き出すと，早春ならばメジロやカラ類に混じってミソサザイの声が聞こえてきます．クヌギ
の林を抜けると伐採地に出ますが，ホオジロ，ウグイス，ヒヨドリなどがさえずっています．大
きく湾曲した林道に入るとオオルリやキビタキの声がエコーがかかって聞こえてきます．谷の向
こうに見える松林や近くの雑木林からのさえずりを確かめながら，1時間ほど歩くと尾根付近を
通る西郷林道に出ます．ここまできたら同じ林道を引き返した方がよいでしょう．
春の4月下旬から5月
中旬までは，コマドリ，
コルリ，エゾムシクイ
などが順々に立ち寄っ
てくれますし，オオル
リ，キビタキ，ヤブサ
メ，サンコウチョウな
どは，繁殖期の終わる
7月までそのさえずり
を楽しむことができま
す．秋に入ると南下す
るムシクイ類やヒタキ
類が地鳴きをしながら
立ち寄っていきます．
10月も下旬になるとル
リビタキやウソなどの
亜高山帯から降りてき
た漂鳥に混じって，マヒワやアトリ，ベニマシコなどの冬鳥が見られるようになります．冬枯れ
になった林道は見通しも良く，ヤマガラやエナガの留鳥に混じってアカゲラ，アオゲラなども見
られるのが楽しみになります．時にはマツの枝を巧みに渡って餌を探しているニホンリスや上空
を飛翔するクマタカ，オオタカ，ノスリなどを見つけると福井の自然の豊かさを実感できます．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ﾐｿｻｻ ｲ゙ ｵｵﾙﾘ
ｷﾋ ﾀ゙ｷ
ｺﾏﾄ ﾘ゙

◇アドバイス
この林道へ入るまでの安居地区周辺の田圃や日野川沿いや，尾根道に出て西郷林道を大芝山方面や
大安寺方面までも探鳥を楽しめます．駐車は林道沿いにするしかなく，トイレもありませんので注意
して下さい．また，冬期間は西郷林道は通行止めとなりますが，雪が無ければ尾根道から反対側の東
平方面へのアクセスも可能です．

ｻﾝｺｳﾁｮｳ ｳｿ
ﾙﾘﾋ ﾀ゙ｷ
ﾏﾋﾜ
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8．足羽山公園　－野鳥を楽しめる憩いの場所－

福井市内の中心部にある，標高168cの公園
で，朝夕に限らず多くの市民がジョギングや自
然を楽しむ憩いの場となっています．特別自然
保護区に指定されていて，自然林が残っている
ので生息する野鳥も多く，ビギナーにとって山
野の鳥を楽しむのに最適な公園ともなっていま
す．また，広場には福井市立自然史博物館があ
り，動植物から天体まで自然まるごと勉強でき
るのがうれしいですね．

公園内の遊歩道へは，周囲
の道路より幾つかのコースが
あり，自由に散策出来るよう
になっています．中でも自然
史博物館前からスタートする
コースが最もよいでしょう．
早春の3月ともなると，カラ類，メジロ，ホオジロなどがさえずり，膨らみかけた木の芽をウソ

が啄んでいます．4月中旬から5月の連休のころには，南の国から渡ってくる夏鳥が次々と観察され
ます．早く渡来するヤブサメ，センダイムシクイに続いて，オオルリやキビタキのさえずりを6月
まで聞くことができます．渡りの途中にちょっと寄ってくれるコマドリやコルリも，時にはエゾム

シクイなどが一週間ほど
いてくれるので，彼らの
さえずりを確かめてみま
しょう．また，公園内の
木々には多くの巣箱が架
けられており，カラ類が
よく利用していますの
で，驚かさないようにし
て観察してみるのもおも
しろいです．早春の夜明
け前にはフクロウが，初
夏の夜にはアオバズクが
鳴くこともあります．
夏になるとヒヨドリ，
カワラヒワ，ハシブトガ
ラスなどの声が喧しいほ
どにあちこちから聞こえ

てきます．秋にはエナガやカラ類の群れに混じってコゲラなどが枝から枝へ移りながら忙しく餌
探しをしています．10月になるとそろそろツグミに代表される冬鳥が渡ってきます．林の地表で
落ち葉をめくって餌を探しているシロハラなどを見つけられるでしょう．雪の降った冬の林では
カラ類やカケス，ツグミ，ウソなどが餌を求めて一生懸命生きているのが見られます．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ｳｿ ｶﾗ類
ﾒｼ ﾛ゙

◇アドバイス
足羽山への散策コースは周囲各地から設けられているので，いろんなコースを体験できますし，駐
車場やトイレも整備されているのでとても利用しやすいところです．月見町にある八幡山へのコース
も楽しむことができますし，秋から春にかけては足羽川への探鳥コースを体験するのもよいでしょう．

ﾔﾌ ｻ゙ﾒ
ｾﾝﾀ ｲ゙ﾑｼｸｲ
ｴｿ ﾑ゙ｼｸｲ

ｵｵﾙﾘ ｱｵﾊ ｽ゙ ｸ゙ ﾂｸ ﾐ゙
ｼﾛﾊﾗ
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9．足羽川周辺　－カモ類の識別入門－

福井市の中心部で，最も身近に河川の野鳥た
ちに出会えます．河川環境の違いから便宜的に
天神橋から国道8号線の足羽大橋までの上流域，
足羽大橋から泉橋までの中流域，泉橋から日野
川合流地点までの下流域の3区域に分けてみる
と，上流域で最も多くの種類を観察できます．
しかし，それぞれの区域でバードウォッチング
入門コースとして，四季折々に楽しめる最適の
場所でしょう．

【上流域】河川敷は両岸と
も低木や草本がモザイク状に
茂っていて，年間を通して80
種余りが確認されています．
秋から春までは，多くのマガ
モ，カルガモ，コガモが水面に浮かび，これらに混じってオカヨシガモ，ヒドリガモ，トモエガ
モなども見られ，また，河川敷の林では，ツグミ，シメ，アトリなどの林の鳥が集まり，身近な
山野の鳥も見られます．そ
れらを狙ってオオタカやノ
スリも現れます．珍しいケ
アシノスリが，1994年の冬
に見られたのもここです．
【中流域】8号線の橋から
左岸側をゆっくり上流に向
かって歩いてみましょう．
河川敷の樹木も少ないので
見通しもよく野鳥をじっく
りと観察できます．中州の
砂礫地では，4月初めにはツ
ルシギ，ハマシギの群れが
見られ，晩夏の渇水期には
キアシシギやアオアシシギ
が見られることもあります．
これらに混じってケリやコ
サギ，アマサギも群れてい
ます．カモ類の群れの中にカワアイサやミコアイサも混じります．
【下流域】冬になると花月橋から下流には多くのカモ類が渡来します．カモ類の識別には最適
の場所で，左岸からじっくりと観察しましょう．市営競輪場前辺りには，県内では唯一100羽余
りのハシビロガモが飛来します．ホシハジロやオカヨシガモに混じってヨシガモも見つけてみま
しょう．護岸のコンクリートに50羽余りのハマシギが羽を休めていますが，群れで飛んでいると
きの一斉ターンの様子は見事なものです．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ｶﾓ類 ﾂﾙｼｷﾞ
ﾊﾏｼｷﾞ

◇アドバイス
上流域は左岸が交通量も少なく鳥を探すのにむいていますが，駐車には気配りが必要です．中流域
は両岸とも車が通行できますが，駐車は危険です．下流域は右岸は車が通れますが，左岸は桜並木で
通れません．しかし，河川敷に駐車できます．近くにはトイレは無く，喫茶店等を利用しましょう．

ﾉｽﾘ
ﾂｸ ﾐ゙
ｼﾒ

ｶﾓ類
ｶﾜｱｲｻ
ﾐｺｱｲｻ
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10．文殊山　－里山のバードウォッチング－

福井市の近郊では登山気分の味わえる山です．
登山口は周辺の集落からいくつかあり，どのコ
ースも2時間ほどで登ることが出来ます．途中
には杉の植林地もありますが，雑木林が続く登
山道は早春から晩秋まで野鳥だけでなく，可憐
な山野草の花々や雑木の花や紅葉など，気軽に
山の季節感を楽しめます．

平野部に島状に突きでた山
なので標高が低い割には，里
山の鳥も含め多くの種類の野
鳥が楽しめます．
入り口付近には小さな沢が

あり，早春にはミソサザイが大きな声で鳴いていますし，ヤマドリのホロ打ちも聞こえてくるで
しょう．ヤマガラやホオジロも囀っていて，芽吹き出した木々と道端に咲くヤマルリソウやショ
ウジョウバカマ，スミレサイシンなど々が春を告げてくれます．ヤマガラ，シジュウガラ，イカ
ル，ヒヨトリ，エナガ，ホオジロ，アオゲラ，ヒガラ，モズなどは周年観察されますが，新緑の
頃ともなれば，ヤブサメ，センダイムシクイ，キビタキなどが木々の間から聞こえ，クロツグミ
やオオルリが我が世の春とばかりに枝のてっぺんで大声を張り上げていますし，サンショウクイ
も上空を鳴きながら飛んでいくのも見られます．晩秋にはマヒワ，アトリ，ツグミの群れが見ら
れ，特にマヒワの大群
は枯れ木に黄色い花の
ように見えることもあ
って，秋の深まりを感
じます．大村町の登り
口付近には文殊小学校
の児童の手で巣箱がか
けられていて，ヤマガ
ラ，シジュウカラが利
用しています．
どの季節も探鳥にむ

いていますのでハイキ
ングを兼ねて出かけて
みましょう．ただし，
大勢の人たちよりも少
人数で静かにでかけた
方がよいでしょう．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

◇アドバイス
いずれのコースも半日あれば十分ですが，雨の後は道がぬかるみ滑りますので注意して下さい．登
り口付近には駐車場はないですが，2，3台をとめる程度のスペースはあります．大正寺からの登り
口には寺の境内の設地にトイレがあり，大村からの登り口には案内板があります．

ﾐｿｻｻ ｲ゙ ｶﾗ類
ﾔﾏﾄ ﾘ゙
ｸﾛﾂｸ ﾐ゙

ｻﾝｼｮｳｸｲ ﾓｽﾞ ﾏﾋﾜ
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11．一乗滝周辺　－渓流と森林の野鳥が楽しめる林道－

福井市の郊外にある，落差12cの一乗滝は，
周囲の緑に溶け込んだ市民の憩いの場となって
います．夏は野鳥の声を聞きながら涼を求める
のもよいでしょう．滝から左手の一乗谷川沿い
の開けた林道は，幅広く見通しがよく，初夏の
林の野鳥を見るには最適です．
また，晩秋には冬鳥との出会いを求めて歩い
てみましょう．

一乗滝の駐車場に車を止め
て滝の方に向かうと日差しを
遮る杉木立の中で，春には，
近くの谷川から声量のあるミ
ソサザイの鳴き声が聞こえて
きます．時に，橋の下からカワガラスやキセキレイも飛び出して驚かされることもあります．杉
木立をぬけ，林道を左へ大きく曲がり谷川と別れると，左側の谷向こうからクロツグミや梢から
オオルリのさえずりが聞こえてきます．また，植林地や萱藪では，ホオジロ，ウグイス，ヤマガ
ラ，シジュウカラなどの野鳥が鳴き競っています．つづらおりを過ぎ中腹の林道を1時間も歩く
と，右に植林地，左に雑木林のある良い自然環境になり，森林性のアオゲラやアカゲラ，キビタ
キなどのさえずりが聞こえてきます．5月中旬を過ぎると，ツツドリやカッコウ，ホトトギスの
声が遠くから聞こえ，また，杉のてっぺんに止まるサシバを見つけることもあり，初夏の林の鳥
を満喫できるでしょう．
秋には，ホオジロやアオジ，カラ類の身近な常連たちに混じってミヤマホオジロ，ベニマシコな

どの冬鳥にも会えること
ができます．時には上空
を飛翔するクマタカを見
つけることもありますの
で注意して歩きましょ
う．紅葉とともにさわや
かな1日を過ごすことが
できます．
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ﾐｿｻｻ ｲ゙
ｶﾜｶ ﾗ゙ｽ

ｷﾋ ﾀ゙ｷ
ｵｵﾙﾘ
ｸﾛﾂｸ ﾐ゙
ｶｯｺｳ類

◇アドバイス
一乗滝へは，大野市へ向かう国道158号線を前波町の交差点で右折します．一乗滝から上がる林道
は尾根を越えて美山町まで続いているので，滝から4kmぐらいを2時間ほどで歩いてゆけば殆どの野
鳥に出会えます．しかし，適当な場所で折り返した方がよいでしょう．春であれば，帰りにノブキ，
ウド，ワ ラビ等の山菜を摘みながら下りるのも楽しいものです．しかし，積雪期は浄教寺町までしか
行けないので注意した方がよいです．トイレは一乗滝の前の道沿いにあります．

ﾎｵｼ ﾛ゙
ｳｸ ｲ゙ｽ

ｱｵｼﾞ
ｶﾗ類

ﾐﾔﾏﾎｵｼ ﾛ゙
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12．越前海岸　－海鳥ウォッチングに最適－

越前岬を中心としたこの辺りは「越前加賀
海岸国定公園」に指定されており，多くの奇
岩が連なった入り組んだ海岸線の自然美を楽
しめます．日本海を望む斜面では，福井県の花
「水仙」が栽培されていて，冬には白い可憐な
花を咲かせます．夏は海水浴客で賑わい，磯釣
りを楽しむ人々も訪れます．

カモメウォッチングには冬
が最適です．自動車で移動し
ながら各集落にある小さな港
を重点に見ていきましょう．
消波ブロックに止まっている
のは，カモメ，ウミネコ，オオセグロカモメが多く，セグロカモメは比較的少ないようです．海
へ流れ込む小さな河川でも，その河口付近には多くのカモメ類が集まっていますので，それぞれ
の識別点をよく観察しながらウォッチングしてみましょう．稀にワシカモメやミツユビカモメが
混じっているかもしれません．荒れた日にはウミスズメやアカエリカイツブリが波間や岩場近く

に見え隠れすることもあ
りますので，注意したい
ですね．港には餌が多い
のか，多くのトビとカラ
スが乱舞しており，時に
は餌の奪い合いが始まる
こともあります．
岩場でウミウが羽根を

広げて独特のポーズで止
まっているのも滑稽に見
えます．この中にヒメウ
がいるので是非探してみ
たいですね．カモメ類を
見ていると，イソヒヨド
リやセグロセキレイがさ
えずりながら防波堤や民
家の屋根を行き来してい

ます．春秋の渡りの季節には，ヒヨドリの大群が崖の上から海上へ飛び出す様子がよく見られ，
時にはハヤブサの突撃を見られるかもしれません．また，秋には，305号線をはずれて中腹にあ
る水仙畑が連なる農道や林道をゆっくり探してみると，ジョウビタキやシロハラ，マヒワ，アト
リなどの冬鳥の渡りを確認することができます．
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ｳﾐｽｽ ﾒ゙
ｱｶｴﾘｶｲﾂﾌ ﾘ゙

◇アドバイス
国道305号線を自動車で移動しますが，観光バスやマイカーの往来が多いので充分気をつけましょ
う．トイレは水仙ランドやドライブインがあるので心配ありません．バードウォッチングに疲れたら，
入浴施設「漁火」や「夕映え」で休憩するのもよいでしょうし，水仙の花束や海産物の土産品もお手
頃でしょう．

ﾋﾖﾄ ﾘ゙ ｶﾓﾒ
ｵｵｾｸ ﾛ゙ｶﾓﾒ



－ 195 －

13．西山公園　－気軽に楽しめる山野の野鳥－

鯖江市の中心地にあって，春の桜に続いて初
夏のツツジのころは行楽客で賑わいます．さら
にミニ動物園もあるので年間を通じて市民の憩
いの場となっています．また，野鳥たちにとっ
ても市街地の中のオアシスとなっています．ツ
ツジ公園から一歩林に入れば，クヌギやナラ類
の自然林が広がり，積雪期を除いて遊歩道を歩
きながら山野の鳥を楽しめる最高の場所と言っ
てもよいでしょう．

桜やツツジの植え込みのあ
る公園広場を通り抜けて林に
入ります．カワラヒワやコゲ
ラ，シジュウカラ，ホオジロ
などの声がそこかしこから聞
こえてきたり，ヒヨドリが騒がしく枝移りをしているのが見られます．春の渡りのころにはアト
リやシメ，ツグミなどの冬鳥の残留組に加えて，オオルリやクロツグミ，ツツドリ，コサメビタ
キ，コルリたちの夏鳥が次々と羽を休めては北へ向かって行きます．遊歩道をゆっくり歩けばコ
ゲラがギィーと鳴きながら小枝を突っついていますし，シジュウカラやエナガが子育てに忙しそ
うに動き回っていて，6月には巣立ちビナを見ることもあります．キビタキやセンダイムシクイ，
ヤブサメ，サンショウクイは，留鳥とともに夏まで彼らの声を楽しむことができ，運がよければ
サンコウチョウの声も聞くこともあります．
秋になると，ツグミをはじめ地上で落ち葉の下の餌を探しているシロハラ，梢で高鳴きをして

いるモズ，枝移りしなが
ら固い木の芽を啄むウソ
や，か細い鳴き声のキク
イタダキを見つけること
もありますので注意した
い．葉が落ちた冬にはア
カゲラやアオゲラの木を
突っつく音が聞こえたら
探して見ましょう．騒々
しいヒヨドリの叫びが過
ぎ去ったとき，静けさが
戻った林の中でヤマガラ
が木の実をコツコツと突
っついて割っている音や，
イカルが群でキョッ，キ
ョッと鳴いている声など

がカケスのしわがれた声と共に聞こえてくるのも冬枯れの林ならではの雰囲気が漂います．夜と
もなればフクロウの声を聞くこともありますので，早春のころも出かけてみたいものです．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ｲｶﾙ
ｱﾄﾘ
ｼﾒ

ｵｵﾙﾘ
ｸﾛﾂｸ ﾐ゙
ｺｻﾒﾋ ﾀ゙ｷ

ｷﾋ ﾀ゙ｷ

◇アドバイス
公園広場からと，忠霊碑がある北側の公園から遊歩道へ入るコースがあり時間に見合ったコースを
楽しめますし，四季折々の草花も見られますので散策に最適です．トイレは公園内にあり，駐車場も
完備しています．

ﾂｸ ﾐ゙
ｼﾛﾊﾗ
ｷｸｲﾀﾀ ｷ゙
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14．日野川中流域　－気軽に楽しめる水辺の野鳥－

武生市と鯖江市の中心部を流れる日野川は，
街からも近く季節や時間を気にせずに，いつで
も多くの野鳥に出会えます．特に繁殖期のサギ
類や越冬期のカモ類の観察にはもってこいの場
所です．また，村国山や西山公園なども近くに
あるので思いっきり探鳥を楽しめます．

鯖江市の吉川橋から上流の
有定橋まで，丹南高校の横辺
りを中心に，冬になると多く
のカモ類が集まってきます．
特にヒドリガモ，オナガガモ
が多く，この他にもミコアイ
サやカワアイサが潜っては採餌していますし，アメリカヒドリやトモエガモが混じっていること
があるので是非探してみたいものです．また，この辺りを中心に数羽のコハクチョウが継続的に
見られますが，確実に越冬しているかどうかはわかっていません．小さな堰より流れ落ちるとこ

ろでは，アオサギやゴイサギがブロックの上でじっと流れを見つめており，時折すばやく小魚を
捕らえる姿が見られ，カワヤナギの茂る渕ではカイツブリが見え隠れしています．
鯖江大橋から上流の福井高専横のヤナギ林では，初夏にアマサギ，コサギ，ダイサギ，ゴイサ

ギなどのコロニーが確認されており，繁殖行動を間近に観察できます．武生市内の万代橋から日
野大橋の間ではカモ類の他に河川敷の低木林やヨシ原では，カラ類，カワラヒワ，アトリ，オオ
ジュリン，ホオジロ，オオヨシキリ，セグロセキレイ，カワセミなど，四季折々の野鳥が楽しめ
ます．春の一時期，ツルシギ，タカブシギ，クサシギなどのシギ類や，時にはオオタカやハヤブ
サ，ノスリなども出現することもあります．さらに上流の日野山が近くに迫っている南条町では，
ヤマセミやキセキレイ，カワガラスなども見られるので，ちょっとの余暇時間を利用してのウォ
ッチングには最適な場所であります．
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ｶﾗ類
ｱﾄﾘ
ｵｵｼ ｭ゙ﾘﾝ

◇アドバイス
鯖江市の下流辺りから武生市の上流域までは堤防沿いに車で移動できるので，どこからでもアクセ
スが可能です．また，遊歩道や自転車道もかなり整備されており散策には最適な場所です．さらに上
流の南条町のパークレインボーや杣山の花はす公園でも探鳥も楽しむことができます．

ｱﾏｻｷﾞ
ｺｻｷﾞ
ﾀ ｲ゙ｻｷﾞ

ｶﾓ類
ｺﾊｸﾁｮｳ

ﾂﾙｼｷﾞ
ﾀｶﾌ ｼ゙ｷﾞ
ｵｵﾀｶ
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15．大滝神社周辺　－ブッポウソウが繁殖する社叢林－

今立町大滝集落にある大滝神社から奥の院ま
での参道は自然林が多く残っています．特に奥
の院付近はブナやクヌギの大木が社叢林として
保護されていて，多くの野鳥たちの生息地とな
っています．参道を登るにつれてその静けさと
幽玄な雰囲気が自然にとけ込む心を倍加してく
れます．

神社の大鳥居をくぐると左
に荘厳な屋根と彫刻を施した
社寺が見えます．イカルやカ
ラ類の声を聞きながら大杉の
並木をゆっくりと歩いてゆく
と，ウグイスやホオジロが鳴き競っている雑木林に入ってゆきます．アオゲラのピョーピョーや
コゲラのギィーという声も聞こえてきます．ヤブツバキの藪ではメジロが蜜を吸っています．4
月下旬には気の早い夏鳥が渡ってきて，梢でクロツグミが鳴き，上空をサンショウクイが鳴きな
がら飛んでゆきます．5月中旬に，谷筋から聞こえるコマドリの声に混じってメボソムシクイの
声が聞こえてくると，いよいよ森も深くなってきたことを感じます．参道でピョンピョンと跳ね
ているトラツグミに出会った
り，クロツグミの幼鳥を見つけ
たりすると自然林の豊かさを感
じます．奥の院は，ブナ林に囲
まれた静かな佇まいを呈してい
ます．このブナの幹にはキツツ
キ類によると思われる穴が随所
に見られ，過去にはブッポウソ
ウも繁殖していました．ここに
立つと，遠くからツツドリやホ
トトギスの鳴き声が聞これ，間
にブッポウソウのダミ声が混じ
ると今年もきてくれたね，と嬉
しくなります．この奥の院まで
は神社から1.5dぐらいですが，
3時間ほどかけてのゆったり探
鳥は深山の野鳥を満喫するには十分です．さらに20分ほどで天然記念物の大杉があり，すぐに尾
根道に出ます．この辺りでニホンカモシカに出会うこともあります．
秋には騒がしいヒヨドリや枝移りしながら採餌しているカラ類，エナガをはじめ冬鳥のツグミ，
シロハラなどのほか静かな声のウソやルリビタキなどを参道脇で見られるのが晩秋の楽しみです．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ｸﾛﾂｸ ﾐ゙
ｻﾝｼｳｸｲ
ｺﾏﾄ ﾘ゙
ｶｯｺｳ類

◇アドバイス
今立町の地場産業である和紙のPR館（和紙の里会館）から標識に従って神社の横を通りすぎると
奥に駐車場があります．大杉から尾根道を行くと大徳山(327m)を経て定友集落の岡太神社へ下りる
ハイキングコースも整備されており，自然探索には程よいコースです．トイレは奥の院にもあります．

ﾌ ｯ゙ﾎ ｳ゚ｿｳ ｳｿ
ﾙﾘﾋ ﾀ゙ｷ
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１6．大師山林道　－大仏殿を見下ろしながら初夏の林の鳥を堪能－

越前大仏の裏山にあたる大師山は，勝山市街
地から近く，整備された林道を気軽に歩くこと
が出来ます．樹間から見下ろす大仏殿は付近の
林と調和し，集落の家並みを従えた，一見古都
を思わせる佇まいです．大師山の頂上からは大
野盆地から勝山市街地を通って福井方面に蛇行
している九頭竜川の景色を望めます．また，山
手には報恩寺山のスキー場から県境の山並みが
見え，自然の雄大さを感じられます．

林道の入口には駐車場が無
いので，車は迷惑にならない
ように止めましょう．その付
近は杉林ですが，カラ類やホ
オジロ，ヒヨドリなどの声に
混じってイカルやウグイスな
どの常連たちの声が聞こえます．30分も歩くと次第にミズナラの大木もある雑木林に変わり，初
夏ならコサメビタキやオオルリ，キビタキ，クロツグミ，センダイムシクイなどの夏鳥が競うよ
うに鳴いています．また，遠くからキツツキ類のドラミングが聞こえてくると山の深さを感じま
す．1時間も登ると左下に大きな大仏殿が見下ろせますので遠望を楽しむこともできます．歩き
やすい砂利道をさらに30分も進むと稜線から平泉寺方面や経ケ岳や荒島岳が望めますので一休み
しましょう．谷の向こうからホトトギスやツツドリの声が聞こえてきます．頂上(550c)までたど

り着くとさらに展望
がきき，奥越の山並
みや法恩寺山の斜面
がくっきりと見えま
す．5月の連休のこ
ろなら付近の薮から
コルリの声が聞こえ
てきますが，渡りの
途中なので中旬にな
ると聞けなくなりま
す．
秋になると，落

ち葉を踏む音に混
じって小枝を渡る
カラ類の地鳴きが
聞こえますし，ツ

グミやマヒワの群れが目につくようになります．上空を見上げると時々オオタカやクマタカ，渡
りの季節ならばアマツバメの飛翔も見られます．また，林道脇のススキ原や藪からはアオジやカ
シラダカが行く先々で出てきます．時にはミヤマホオジロやベニマシコもいますので，鳴き声に
注意しながら歩いてみましょう．植林された斜面にはニホンカモシカがいることもあります．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ｱﾏﾂﾊ ﾒ゙ ｺｻﾒﾋ ﾀ゙ｷ
ｵｵﾙﾘ
ｾﾝﾀ ｲ゙
ﾑｼｸｲ

◇アドバイス
頂上から尾根道を三頭山(777C)までゆったりとした登り道を2時間で行く事ができます．時間に

余裕があれば是非お勧めします．帰りは平泉寺白山神社へと下ります．林道の探鳥を終えたならば，
越前大仏や勝山城の見学もよいですし，足をのばして平泉寺白山神社を訪ねてみるのもよろしいでし
ょう．車で10分ぐらいです．駐車場が無いので農作業の邪魔にならないようにしましょう．トイレ
もありません．

ｶｯｺｳ類
ﾂｸ ﾐ゙
ﾏﾋﾜ
ｸﾏﾀｶ

ｷﾋ ﾀ゙ｷ
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17．赤兎山　－亜高山帯の野鳥を満喫－

県内有数の山岳探鳥地と言える山で，山地
帯から亜高山帯までの鳥を楽しむことができ
ます．赤兎山や大長山の加越国境の山並みは
見事なブナ林が続いています．また，稜線か
ら望む白山は素晴らしく福井県の名峰と言え
るでしょう．林道終点付近は，以前は鬱蒼とし
た自然林でしたが，植林地として伐採されてし
まい，開けた山並みになっているのがとても残
念です．

駐車場付近から小原峠まで
は早暁に歩いてみたい場所
で，ヨタカ，ジュウイチ，コ
ノハズク，マミジロなどの明
るくなると鳴き止む鳥の声が
聞かれます．林道終点付近では，カッコウ，ホオジロ，モズ，ヒヨドリなどの声が聞こえます．登
山道へ入るとウグイス，コルリ，ミソサザイなどが休むことなく鳴いています．時にはコマドリや
クロジの声が木立の奥から，ホトトギスやジュウイチの声が頭越しに聞こえてきたりします．50分
ほどでブナ林に囲まれた小原峠に着き，一休みしているとヒガラやコガラが目の前まで挨拶にきて
くれます．大長山へは左へ，赤兎山へはここから右へ進みます．暫くブナ林の中の急な登りが続き，
30分ほどすると大舟山か
ら経ヶ岳への縦走路の分
岐点に出ます．これを左
に進む尾根道では，左前
方に白山を，右手には経
ヶ岳～法恩寺山の稜線を
望むことができます．ウ
ソ，ビンズイやメボソム
シクイの声を聞くと亜高
山帯へ入ってきたことを
実感できます．20分ほど
で赤兎山(1,629c)の頂上
に着きます．
山頂には360 の゚大パノ
ラマが出現し，遠い山並
みを見ているとアマツバ
メの飛翔が視野に入って
きます．この中にハリオアマツバメがいるかどうかも確認してみたいものです．そこから15分ぐ
らいで池塘とお花畑がある避難小屋に行くことができます．この辺りは，ニッコウキスゲの群落
がみごとで，ビンズイが止まっているかもしれません．また，谷間のダケカンバの林でホシガラ
スの声を聞けたらラッキーです．
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◇アドバイス
赤兎山は本県の名峰にふさわしい山で登山者も多いです．小原峠から左へ折れると90分ほどで大
長山へ行けますが，観察される鳥は殆ど変わりません．大野市の鳩ヶ湯からの登山コースもあります
が健脚向きです．いずれのコースも初夏は野鳥だけでなく多くの山野草も楽しめます．トイレは駐車
場と避難小屋にありますが，利用者が多いと使用できなくなる時もあります．

ﾖﾀｶ
ｶｯｺｳ類

ｸﾛｼﾞ
ｺﾙﾘ
ｺﾏﾄ ﾘ゙

ｱﾏﾂﾊ ﾒ゙
ﾋ ﾝ゙ｽ ｲ゙
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18．刈込池とその周辺　－ブナ林に現れる幻想的な池－

県境で最も高い三ノ峰への登山口であり，本
県では数少ない亜高山帯の鳥が見られる所です．
しかし，探鳥できる時期が限定され，雪の消え
た5月中旬から積雪のある11月下旬までしか入山
できません．白山国立公園の中にあるので，施
設はかなり完備されていますので，自然探索す
るアウトドア派には人気のあるところです．

基点となる上打波の上小池
の駐車場から歩いて出発しま
す．小道を下ってゆくと渓流
沿いの道に出ますので，それ
に従って上ってゆきます．
初夏にはカケス，キセキレイ，ウグイス，ミソサザイなどが瀬音に混じってそこここから聞こ

えてきて，爽やかさを満喫できます．六本桧を経て三ノ峰へは，途中を左に曲がり山道に入って
行きますが，刈込池へはまっすぐ進みます．コガラやゴジュウカラの声が歩く先々に聞こえ，ク
ロツグミ，ジュウイチ，ホトトギス，アオゲラなどがブナ林に響いてくると亜高山帯の趣が出て
きます．ここは標高が高いので他ではあまり出会えないアカショウビン，コルリ，コマドリ，マ

ミジロ，アカゲラも観察
されますが，時にはオオ
アカゲラも出ることがあ
るのでドラミングには要
注意です．駐車場の見通
しのきく所では，運が良
ければイヌワシの飛翔を
見ることがあるでしょう．
秋の紅葉は美しく，ブ
ナ林の黄色とモミジやヤ
マブドウの赤が見事です．
また，池の水面に写る三
ノ峰は美しい姿を見せて
くれます．この頃はカケ
ス，コガラ，ヒガラが地
鳴きをしながら枝移りを

していますし，ツグミやアトリ，シロハラの冬鳥も見られるようになります．
刈込池の周辺には立派なブナ林があり，遊歩道沿いに高山植物や珍しい小動物に会えます．初

夏の池にはモリアオガエルが産卵し，珍しいオオルリボシヤンマが飛んでいます．
刈込池までの周遊にしろ六本桧までの往復にしろ，距離があるので時間は十分にとって入山し

たほうがよいです．ツキノワグマも出没するので単独で行くことはやめましょう．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ﾐｿｻｻ ｲ゙

◇アドバイス
ここは標高が1,300C前後もあるため天気が急変しますので，雨具，防寒具などの準備を怠らない

ようにしましょう．登山者やハイカーも多いので最小限のマナーは心得て入山して下さい．トイレは
上小池の駐車場にあります．近年，多くのガイドブックがでていますので参考にして下さい．

ｶﾗ類
ｱｶｼｮｳﾋ ﾝ゙
ｶｯｺｳ類

ｶｹｽ
ｷﾂﾂｷ類

ﾂｸ ﾐ゙
ｱﾄﾘ
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１9．六呂師高原　－放牧牛に群れるアマサギ－

牧場とスキー場が併設されており，高原的雰
囲気が漂う一帯です．古くからスキー場として，
最近はリゾート感覚の溢れる地域として，四季
折々の県民の憩いの場となっています．この一
角に自然保護センターと奥越青少年自然の家が
あり，自然を学び楽しむ環境が整っています．
8月下旬には，放牧されている牛たちの周りに
アマサギの群れる姿が高原の初秋に彩りを添え
ます．

自然保護センターから神明
山への遊歩道を登ると，10分
ほどで雑木林の中のキャンプ
場にでます．春にはシジュウ
カラ，ヤマガラに混じってエ
ナガ，ウグイス，ホオジロなどの声があちこちから聞こえてきます．初夏には，キビタキ，クロ
ツグミ，ヤブサメ，オオルリなどの夏鳥が仲間入りします．秋にはカケス，ヒヨドリ，ツグミな
どの声が聞こえてくるのも丘陵の秋らしい雰囲気です．1時間の散策で林の野鳥が楽しめます．
センターからスキー場へ下りてゆくと妻平湿原があり，初夏ならミツガシワが咲いていて，セ
グロセキレイやキセキレイが遊んでいるでしょう．そこから奥越高原牧場へいたる道は，右手に
経ヶ岳を望み，牛が集団でのんびりと草を食む牧歌的風景が広がります．初秋には牛の周りに数
十羽のアマサギが群れていて，草を食べる牛にびっくりしたバッタ類を巧みに捕まえています．
天高い澄んだ秋空に群れで飛ぶ白鷺の姿は美しく優雅です．1時間ほどで牧場の管理棟に着き，
この北側の池ヶ原湿原の木
道を歩くと初夏ならトキソ
ウやチドリソウなどの湿原
の野草が目につきます．周
囲の山からモズ，クロツグ
ミ，ホトトギスの声が，渡
りの季節にはオオジシギや
ノビタキも見られ，高原を
満喫できるでしょう．
青少年自然の家周辺には
ミズナラやカエデなどの雑
木林の中に自然探索路が設
けられており，初夏ならカ
ラ類を初めミソサザイ，イ
カル，アオゲラ，ツツドリ
などの山野の鳥のさえずり
が聞こえてきます．1時間ほ
どで法恩寺林道へ出ることができます．
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ｶﾗ類 ｷﾋ ﾀ゙ｷ
ｸﾛﾂｸ ﾐ゙
ｵｵﾙﾘ

ｶｯｺｳ類

◇アドバイス
自然保護センターを出発点として探鳥路を選択すれば，どのコースも2～3時間で周遊できます．
車で移動ができるならば，南六呂師集落から勝山市暮見への法恩寺林道を通るのもよいでしょう．ま
た，池ヶ原湿原から小矢谷集落～平泉寺へ廻るのもよろしいでしょう．トイレは，センター，自然の
家，牧場管理棟等を利用できます．駐車場の心配はいりません．

ｱﾏｻｷﾞ  ﾓｽﾞ
ﾉﾋ ﾀ゙ｷ

ｶﾗ類
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20．宝慶寺周辺　－山門に響くサンコウチョウ－

ここは，曹洞宗本山永平寺の修行道場の一つ
として吉峰寺とともに古い歴史があり，静寂な
中にも荘厳さのある寺院です．大野市街地から
も近く，青少年旅行村としてキャンプ場が整備
されていますので，気楽に山野の野鳥を楽しむ
ことができます．また，ここを拠点に銀杏峰の
登山や五条方方面への山麓の散策も楽しめます．
初夏には，サンコウチョウやブッポウソウなど
の普通には見られない野鳥も期待できそうです．

大野市街地から12dで荘厳
な山門をくぐって，池田町へ
通じる林道脇に車を止めて歩
きましょう．植林地もありま
すが，初夏の緑を満喫しなが
らこの林道を辿って行きます．杉や樅のてっぺんで囀るオオルリが出迎えてくれます．カラ類や
エナガが近くの小枝でさえずり，時にアカゲラやアオゲラのドラミングが聞こえてくると，山の
深さを感じます．曲がった林道を辿るとクロツグミやサンコウチョウの声が聞こえてきたり，運
が良ければブッポウソウのダミ声も聞こえてくることがあるので是非探してみましょう．ブッポ

ウソウは和泉村の後野集落や勝山市北谷町の谷間で聞くこともありますが，このような近いとこ
ろでは珍しいと思われます．また，林道を切り開いた赤土の法面ではヤマセミが営巣しているこ
とがあります．巣から遠いお寺近くの川で採餌しているのをみると，かなり広範囲を行動してい
るのに関心させられます．池田町への峠辺りで，クマタカの飛翔に出会えたら最高でしょう．こ
んな市街地に近いところで深山の野鳥に会えることが，この周辺の自然の豊かさを示しています．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ｵｵﾙﾘ
ｸﾛﾂｸ ﾐ゙
ｻﾝｺｳﾁｮｳ

◇アドバイス
大野市から道路案内に従って進めば宝慶寺に迷うことなくたどり着きます．駐車場が少なくお寺へ
の参拝客もあることから，林道脇に迷惑にならないように止めておきましょう．途中にトイレは無い
のでお寺で済ましておきましょう．このいこいの森から銀杏峰への登山道もしっかりしているので，
6～7月に登ってみるのもおもしろいです．

ﾌ ｯ゙ﾎ ｳ゚ｿｳ
ｱｶｹ ﾗ゙
ﾔﾏｾﾐ
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2１．天狗岩ファミリーパーク周辺　－深山と渓谷の野鳥－

緑の豊かな環境が残っている和泉村でも最も
手軽に行ける場所で，多くの夏鳥を見られる探
鳥地です．天狗岩ファミリーパークや前坂キャ
ンプ場でアウトドアを楽しみながら，アカショ
ウビンやコノハズクの声を聞いてみましょう．
自然の豊かさを実感できます．また，ここを拠
点にして渓流に沿って石徹白方面や和泉スキー
場周辺でもバードウオッチングを楽しめます．

ベストは初夏の早朝です．
ファミリーパークに車を止め
て下流の後野集落から伊月橋
を渡って，石徹白川の左岸沿
いを下流の山原ダムの方に進
みます．伊月橋から集落の裏山をみると，ブッポウソウが，深緑をバックに飛んでいたりブナの
梢に止まっているのを確認できます．運が良ければアオバトがオニグルミの花芽を啄んでいるこ
ともあります．伊月の廃家跡や休耕田がある辺りではカラ類やエナガ，コゲラ，ホオジロなどが
見られます．夜明け前にこの辺りに立っていると，あちこちからアカショウビンやフクロウ，コ
ノハズクの声が聞こえてきます．また，稜線や上空を見ているとサシバやクマタカの飛翔を目撃
することもあります．晩秋にはツグミやシロハラをはじめウソ，マヒワ，アトリが道脇の林で見
られますし，ベニマシコの赤い姿を見つけることもあります．
ファミリーパークから後野橋を渡って右へ曲がって川沿いに知奈洞林道を歩くコースは，ミズ
ナラ，カエデ，トチなどの自然林が発達し，初夏にはオオルリ，クロツグミやミソサザイ，カワ
ガラスの声とともにカ
ジカの声も楽しむこと
ができます．ウグイス，
ヒヨドリ，カケスなど
の林の野鳥を楽しみな
がら林道を小1時間進む
と小さな知奈洞ダムに
着くので，来た道を引
き返しましょう．また，
後野橋を渡って石徹白
川沿いに県道を左へ進
めば，前坂キャンプ場
や和泉スキー場まで自
然林を楽しみながら探
鳥することができます．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ﾐｿｻｻ ｲ゙
ｶﾜｶ ﾗ゙ｽ

ﾌ ｯ゙ﾎ ｳ゚ｿｳ
ｱｵﾊ ﾄ゙
ｺﾉﾊｽ ｸ゙

◇アドバイス
天狗岩ファミリーパークに駐車場やトイレも完備されています．県道沿いは車の往来もかなりあり
注意しましょう．積雪期は和泉スキー場への除雪だけで林道は通れません．前坂キャンプ場へ入場す
るときは，清掃協力金として大人100円，子供50円が必要です．

ｱｶｼｮｳﾋ ﾝ゙ ﾂｸ ﾐ゙
ﾏﾋﾜ
ｱﾄﾘ
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22．冠　山　－気軽に楽しめる深山の野鳥－

丹南地区で1,000cを超える山岳探鳥ができ
る山として有名です．県境の冠峠から冠山の姿
を見ればその名の由来が一目瞭然に判ります．
冠平にはコバイケソウやニッコウキスゲが咲く
7～8月頃が最高です．冠岳は岩肌の露出した急
登ですが，ちょっとしたスリルの味わえる山で，
頂上からは福井県側から岐阜県側までの360°
の展望が楽しめます．

池田町の田代から国道417
号線を進みますが，国道とは
言え山腹を切り開いて七曲が
りが続く山岳道路です．岩稜
地帯が多い雑木林の続く山並
みでは，所々で車を降りて耳を澄ましてみましょう．初夏ならばクロツグミ，カッコウ，ホトト
ギスの声々が山合いに響いてきます．ちかくではホオジロ，ウグイス，シジュウカラ，ヒヨドリ
が絶え間なく聞こえてくるでしょう．冠峠からブナ林の続く登山道は素晴らしく，頭上近くでア

カゲラのドラミングに思わ
ず足を止めることもあり，
コマドリ，クロジ，コルリ
の声々にそーっと覗き込む
ようにして探してみたいも
のです．これらはやはり深
山の鳥だけあって，胸がド
キドキすることでしょう．
登山とは言え，緩やかな道
なので路傍の野草にも目を
向けてみたい．ツバメオモ
トやエンレイソウ，イワウ
チワなどの可憐な花々やム
シカリ，ナナカマド，ノリ
ウツギなどの樹木の花々も
図鑑を片手に確認するのも
楽しいものです．

冠平でゆっくり休んだらすぐそこに見える頂上を目指してほしい．両手を使って用心しながら
15分も登ると，360°のパノラマが広がります．双眼鏡で周囲の山並みを楽しんでいると，アマ
ツバメの飛翔が視野を横切ることがあり，高山気分を満喫できます．運が良ければイヌワシの飛
翔も見られるかもしれません．
秋の登山道も素晴らしく紅葉を楽しみながら冬鳥との出会いを期待しましょう．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ｸﾛﾂｸ ﾐ゙
ｶｯｺｳ類
ｸﾛｼﾞ
ｺﾙﾘ

◇アドバイス
冠峠への道は曲がりくねった山岳道路なので，運転には充分気をつけましょう．峠には駐車場もあり
ますが，シーズンには多くの登山者や山岳ドライブを楽しむ人で混雑することもあります．時間があれ
ば，車で岐阜県側の徳山村へ下り，高倉峠を経て今庄町へ至る道もあるので，こちらを回ってみるのも
よいでしょう．トイレは冠峠にありますが，登山の場合は水の用意を忘れないようにしましょう．

ｱﾏﾂﾊ ﾒ゙ ｲﾇﾜｼ
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23．夜叉ケ池周辺　－神秘の池と深山の野鳥－

夜叉伝説が残る神秘の池は，標高1,099mのブ
ナ原生林に囲まれています．水の流れ込む川も
無ければ流れでる川も無く，さらに真夏でも枯
れることの無い神秘的な池です．新緑や紅葉の
ころは，稜線からの岐阜県側の眺めは素晴らし
く，気軽に登山気分が味わえて渓流から森林ま
での鳥が楽しめる探鳥地です．

林道終点の登り口から渓流
沿いに歩きだすと，瀬音の中
からミソサザイの大きな声が
響いてきます．梢からはオオ
ルリやキビタキの声が転げ落
ちてきますし，地上近くではヤブサメやウグイスの声が迫ってきます．もしアカショウビンの声
を聞けたならばラッキーです．爽やかな空気の中，イカルの澄んだ声やクロツグミ，ヒガラの声
に心身共に洗われる思いがします．
1時間余り歩くと渓流とも別れてジグザグの急登が始まります．両方の谷筋ではホトトギスや
ツツドリが，頭上のミズナラの梢ではヒガラやシジュウカラが鳴き，識別するには最適です．初
夏のシャクナゲを愛でながらジュウイチやコマドリの声を聞く気分は最高です．急登も終わりに
なるころはコマドリ，クロジ，コルリ，メボソムシクイ，コガラなど，時にはエゾムシクイの声

も聞こえてきて，自然林の
素晴らしさを体験できます．
3時間も歩くとひょっこり

と夜叉ケ池が現れます．小
さな祠の前から池の縁伝い
に県境で出ると岐阜県側の
視界が広がり，涼しい風が
疲れを癒してくれます．初
夏に咲き乱れるニッコウキ
スゲや秋に織りなす錦の紅
葉は最高です．狭い岩稜に
あるスリル満点の夜叉丸で
休憩をとっていると，イヌ
ワシの飛翔に出会えるかも
しれません．秋は，カラ類
やカケスを代表に，時にゴ
ジュウカラが枝移りしてい
る他は少し寂しくなります

が，10月の渡りの季節にはツグミやアトリなどの冬鳥が見られるようになります．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ｵｵﾙﾘ
ｷﾋ ﾀ゙ｷ
ｶｯｺｳ類

◇アドバイス
山開きは6月の第一日曜日に行われ，池に浮かぶ舟が神秘さを醸し出しています．途中の広野ダム
辺りでは早朝ならばアカショウビンの声を聞くこともありますし，上空ではクマタカの飛翔が見られ
るかもしれません．トイレはダムサイト，登山口にあります．初夏には多くの登山者で賑わいますの
で，早朝4時ごろからゆっくり探鳥するのがおすすめです．

ｶﾗ類
ｺ ｼ゙ ｭ゙ｳｶﾗ

ﾂｸ ﾐ゙
ｱﾄﾘ
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24．猪ケ池周辺　－オシドリが周年見られる池－

敦賀市街地から敦賀半島の立石集落に向かう
と，日本原電敦賀発電所と原子力センターがあ
ります．このセンターには付近で見られる野鳥
のポスターや説明があって，雨天の場合でも野
鳥を楽しむことができます．その先にある猪ヶ
池は海岸に近く，シイやコナラの雑木林がその
まま残っている優れた自然環境であり，昭和56
年に特別鳥獣保護区に指定されています．

原子力センターから猪ヶ池
へは遊歩道が整備されていて
センターの駐車場から池へ降
りる階段ではカラ類やコゲラ
やホオジロなど身近な野鳥が
間近でよく見られます．岸へ降り立つと「ハイド」（板で作られた目隠しの囲い）が設けられて
いて，近くの水鳥を驚かさずに観察できます．冬の季節には，マガモ，コガモに次いでキンクロ
ハジロが多く，スズガモ，オナガガモ，ミコアイサが見られますが，ここの特徴はオシドリが多

くしかも周年観察される
ことです．また，海が近
いことからセグロカモ
メ，オオセグロカモメ，
ウミネコ，ユリカモメも
多く入ってきています．
池の中に盛り土で作った
休憩所があって，カモ類
やサギ類のよい観察場所
となっています．岸辺近
くのヨシ地やブッシュで
はホオジロやアオジ，エ
ナガ，ルリビタキ，メジ
ロが行き来しています．
道路沿いには日本原子

力発電所が設置した野鳥
観察舎があって，中にフ

ィールドスコープが2～3台備え付けてあって，水面のカモ類を観察することができます．
車で移動できる場合，この先の立石集落辺りまで行ってみましょう．冬の海岸にはオオセグロ

カモメやウミネコなどが多く消波ブロックや岩場にいます．この中にセグロカモメが混じってお
り，背と初列風切の色の違いから探してみましょう．波の静かな日には沖でオオハムの群が見ら
れることがあったり，クロサギが岩陰にいることもあるので注意して探してみましょう．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ﾙﾘﾋ ﾀ゙ｷ
ﾒｼ ﾛ゙

ｸﾛｻｷﾞ ｵｼﾄ ﾘ゙

◇アドバイス
敦賀市内から車で30分で来れますし，駐車場も原子力センターと観察舎にもあります．トイレも
センターと観察舎の駐車場にあります．敦賀市内から猪ヶ池に行く途中の手ノ浦や色ヶ浜，浦底の
砂浜に渡りの季節にはシギ類がいることもあるので，脇見運転にならないように探してみましょう．
また，猪ヶ池から明神崎の先端に砂浜のきれいな水島があります．

ｶﾓ類
ｶﾓﾒ類
ﾙﾘﾋ ﾀ゙ｷ
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25．笙ノ川河口　－カモメ類の渡来地－

敦賀市内をとおり県内一の港である敦賀港へ
流れ出る川で，カモメ類の渡来地としては県内
有数の場所です．岸壁に接岸しているフェリー
の「すずらん」や「すいせん」に，遠く北海道
への思いを託してしまいます．港から川に沿っ
て歩くと，ちょっとした時間にも探鳥が楽しめ
るとても身近な散策路です．

冬になるとユリカモメ，セ
グロカモメ，オオグセロカモ
メ，カモメ，ウミネコが渡来
します．港に立つとカモメ類
の飛び交う姿が停泊している
船の間から見えます．これらの識別には図鑑と比べながらやってみるのもおもしろいもので，羽
根の色の違いや尾の黒帯があるか無いか，足の色の違いに注意して見ましょう．カモメ類以外に
は，カンムリカイツブリ，カイツブリ，アオサギなどが見られます．稀にホシロハジロ，ヒドリ
ガモ，シマアジ，カワアイサ，オカヨシガモなども観察されます．ここでは，過去10年程の間に

春秋も含めて，セイ
タカシギ，キョウジ
ョシギ，アカエリヒ
レアシシギ，アビ，
トウネンも記録され
ています．
また，距離的に近
い敦賀港内，松原海
岸，花城海岸付近ま
で足をのばすことを
おすすめします．か
つての櫛川地区にあ
った永大産業跡地の
北洋材置場付近は，
森林の鳥も多く観察
されます．この周辺
は人の出入りが少な
いために意外な種類

が見られます．また，立入禁止区域もあるので標識に注意しながら探鳥して下さい．水路が複雑に
入りくんでいるのでなかなかおもしろいです．河口だけではもの足りない人には近くの気比神宮の
森で林の鳥を楽しんでみましょう．ヒヨドリ，メジロ，カラ類，コゲラなどが迎えてくれるでしょ
う．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ｾｸ ﾛ゙ｶﾓﾒ
ｵｵｾｸ ﾛ゙ｶﾓﾒ
ｶｲﾂﾌ ﾘ゙類

ｼｷ 類゙

◇アドバイス
敦賀市内の橋からや川沿いの道では，車の通行に迷惑のならないようにしましょう．気比神社や天
筒山の林では4～5月の早朝に北上の途中に立ち寄る夏鳥も観察されます．海水浴客や釣客の多い時
期はさけた方がよいでしょう．

ﾕﾘｶﾓﾒ
ｶﾓﾒ
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26．池河内湿原とその周辺　－山間の湿地と野鳥－

笙ノ川の源流にふさわしい，阿原ヶ池を中心
とした湿原で，ハンノキなどの自然林が残って
います．湿地内の木道は一帯の植物や野鳥を観
察するのに最適です．池河内集落を抜けて杉箸
集落方面へは，川沿いにせせらぎの音を聞きな
がら谷合いの道を歩くのも楽しいです．また，
敦賀市内からの途中に樫曲集落の横に中池見湿
原があり，是非立ち寄ってみたいところです．

木道に従って湿原へ入ると
春の芽吹きのころは，ミソサ
ザイの高らかなさえずりに混
じって，カラ類やホオジロの
声が四方から聞こえてきます.
また，カシラダカ，ミヤマホオジロ，ベニマシコ，ウソなどの冬鳥も残留しています．しかし，
5月ともなると様相は一変します．オオルリ，クロツグミ，キビタキ，ツツドリなどの夏鳥が留
鳥とともに鳴き競っています．アオゲラやコゲラ，時にはアカゲラなどのキツツキ類の鳴き声も
湿原に響きます．木道沿いには白い花をつけたミツガシワが咲きほこり，流れの奥にはオシドリ
が群れています．運が良ければ茂みの奥からヒクイナの声が聞けるかもしれません．
木道を1時間ほどで探

索したら，笙ノ川に沿っ
て杉箸集落の方へ向かっ
てみましょう．初夏には
山野の鳥のコーラスを楽
しめます．晩秋には，た
わわに実った柿の木にツ
グミやシロハラが群れて
います．それを追い払う
ようにヒヨドリも押しか
けてきます．また，枯れ
かけた雑草の混じる畑で
無心に実を啄んでいるマ
ヒワの群れが，モズの高
鳴きに驚いて一斉に林へ
逃げ込みます．その群れ
の美しさも晩秋ならでは
の光景です．初冬ともなると，キレンジャクの群れが来ることがあります．ヒレンジャクも混じ
るのでよく探してみましょう．
湿原の阿原ヶ池は，積雪で凍結しない限りマガモやコガモが見られますので，真冬でも楽しめ

る探鳥地です．
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◇アドバイス
敦賀駅前から樫曲集落を経て廃棄物処分場を右手に見ながら進み，北陸トンネルの斜坑の看板を右
折して峠を越えると湿原へ20分くらいで着きます．または国道8号線の麻生口から刀根方面に向かい，
杉箸を経て池の河内集落へ入ります．敦賀駅から30分ぐらいです．湿原の一角に公衆トイレがあり
ます．駐車場は無いので迷惑にならないように路肩に止めましょう．また，積雪期は凍結に注意しま
しょう．

ﾂｸ ﾐ゙
ﾏﾋﾜ
ｷﾚﾝｼ ｬ゙ｸ

ｼﾛﾊﾗ

ノ



－ 209 －

27．黒河林道　－ブナの国有林の探鳥地－

嶺南地方では，数少ないブナ林が残っていて，
敦賀市内からも近く四季折々に自然の変化が目
で確かめられる林道で，週末にはハイキング気
分で楽しむ人が見られます．黒河川沿いに歩く
と，山野の野鳥と路傍に咲く山野草を楽しむこ
とができます．

敦賀市山地区から黒河川沿
いに敦賀営林署跡まで車でゆ
っくり進んでみましょう．カ
ワガラスが川面の石にひょっ
こり出てきたり，キセキレイ
やセグロセキレイが車に追われるように先へ先へと飛んでゆきます．林道沿いにはコナラ，ヤブ
ツバキ，ウラジロガシなどが茂り，カラ類やカワラヒワ，ウグイスが鳴き競い，梢ではオオルリ
が高らかにさえずっています．30分ほどゆくと芦谷川付近に出ます．谷川沿いには，春にはオオ
バギボウシや草本のホトトギス，秋にはダイモンジソウやヤマシロギクなどが咲いています．さ
らに30分ほどでブナ林が続く林道に入りますので，この辺りで車を止めて歩きましょう．

林道脇には，春な
らイワウチワやマル
バキスミレなどの山
野草も可憐な花を付
けています．峠まで
は1時間30分ぐらい
ですが，オオルリや
キビタキ，クロツグ
ミに混じってアカゲ
ラやアオゲラなどが
迎えてくれます．5
月に入ると夏鳥のブ
ッポウソウの声を聞

くことがあります．県内でも数少ない渡来地です．早朝の暗いうちにくれば，ヨタカやホトトギ
ス，マミジロ，コノハズクなどのコーラスが林に響いているはずで，ブナ林の豊かさを再確認す
ることでしょう．
秋にはブナの黄色にカエデの紅色が錦を織りなし，やがては冬鳥の餌となるガマズミの実も赤
く熟しています．ツグミやシロハラが地面で餌を探していますし，カラ類やエナガの群れが木々
の梢でせわしなく餌を探しています．明るい林道ではアオジやカシラダカが，時にはミヤマホオ
ジロが飛び立って道ばたの薮へ隠れたりします．木枯らしのとやみに耳をすまし，ルリビタキの
「カッ，カッ」，ウソの「フィ，フィ」，ベニマシコの「ヒッ，ホッ，ホッ」を聞き分けて下さい．
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◇アドバイス
林道の途中に3ヶ所ほど別の谷へ入る道があって鎖がかかっていますが，間違わないようにして下
さい．雨の後は荒れた林道になるので，注意しながら移動しましょう．トイレはありません．駐車場
も無いので迷惑にならないように路肩に止めましょう．

ﾖﾀｶ
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28．三方五湖　－冬鳥の野外博物館－

嶺南地方でも屈指の景勝地で年間を通じて多
くの観光客が訪れます．野鳥を楽しむには冬が
最適で，水鳥はもちろん湖岸沿いの遊歩道では
林の冬鳥も多く見られます．特にオオワシとオ
ジロワシの飛来地として有名な探鳥地です．こ
の湖岸沿いは三方梅の生産地で，早春の梅林は
小さな春を見つけに来る人たちで賑わっていま
す．

【久々子湖周辺】汽水湖で
ある久々子湖は水深が2cほ
どで浅く，所々にヨシ原や砂
浜のある環境です．冬には，
マガモ，コガモ，ヒドリガモ，
キンクロハジロなどが普通に見られ，それらに混じってホオジロガモ，オカヨシガモもいます．
ここでは，キアシシギ，アオアシシギ，ハマシギなどや珍しいホウロクシギ，オバシギなどが春
秋の渡りの季節に砂浜や近くの水田で観察されます．1995年10月に本県で初めてミヤコドリが記
録されたのも記憶に新しいところです．また，湖岸の草地を歩くと足もとからウズラが飛び出す
こともあります.
【管湖周辺】湖岸道路に観察小屋もあって湖面のカモ類を観察するには最適の場所です．特に，
対岸のヤブツバキ林の付近では50羽余りのオシドリの群れが，稀にビロードキンクロ，シノリガ
モなどが見られます．また，長尾山から向こうの水月湖や三方湖からオオワシやオジロワシが出
現し，魚を狙って水面に突っ込
み，付近のアカマツまで運んで
食べる光景が見られます．
【水月湖および三方湖周辺】
湖面上では，カモ類に加えてカ
イツブリ類，カモメ類，サギ類
が間近で見られますので，識別
力アップにチャレンジしてみま
しょう．湖面の棒杭には，区別
は難しいですが，ウミウかカワ
ウが止っていますし，時にミサ
ゴが魚を狙っているのも見られ
ます．
これらの湖をつなぐ遊歩道

沿いには梅林があり，早春の3
月には白い花を満開に咲かせ，
メジロ，ホオジロ，アオジ，ミヤマホオジロ，カシラダカなどの小鳥が集まってきます．三方湖へ
注ぐ　川周辺のヨシ原ではアトリやオオジュリン，時に珍しいベニヒワも小群で観察されています．
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◇アドバイス
最近は，早春に咲く梅林が有名になり，県外からの観光ツアーに組み入れられて多くの人が訪れ
ます．三方五湖は広いですし，水鳥を驚かさないためにも車で移動して探鳥するのがよいでしょう．
ただし，レインボーラインへ向かう車も多いので，注意して下さい．トイレはJR気山駅，三方湖畔
沿いの駐車場にもあります．

ｷｱｼｼｷﾞ ｶﾓ類
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29．北川・南川の下流域　－河口と河川敷の野鳥－

北川と南川が小浜市内を通って小浜湾に流れ
込む流域は，付近の山稜が近くまで迫り，田圃
や畑などが入り組んで豊かな自然環境を保って
います．小京都と言われる若狭の寺院仏閣巡り
も兼ねて身近な探鳥を楽しむことができます．

最も海に近い西津橋付近で
北川と南川が一緒になってい
ます．ここでは，春から白い
腰の鮮やかなイワツバメの群
れを見ることができ，毎年数
羽が越冬しています．河口に近いこともあって，ホオジロガモやウミネコ，ユリカモメ，オオセ
グロカモメなどの群れが見られ，屋根でイソヒヨドリの声を聞くこともあります．その上流の丸
山橋から国道までの遠敷川沿いは，ヨシの茂みや中州などの河川環境に恵まれていて，初夏には
カイツブリの子育てやサギ類の餌とりの様子，一直線に飛ぶカワセミ，時には上空から餌を狙う
ミサゴを見ることができます．河川敷ではノビタキやオオヨシキリ，コチドリなど，運が良けれ
ばカッコウの托卵も見られ，中州ではツルシギやハマシギなども見られます．冬にはカモ類の群
れの中にオシドリが，河川敷ではハクセキレイ，ビンズイなどが遊んでいますし，その上をノス
リが飛ぶこともあ
ります．田圃ではタ
シギ，タヒバリ，ケ
リ，アトリの群れ，
時にはコミミズクに
出会えます．秋のヘ
リポート周辺から河
川敷では，冬羽のノ
ビタキが旅の途中に
立ち寄ってくれます
し，セグロセキレイ
やカワラヒワが忙し
く採餌している姿が
見られ，退屈しない
ひとときを過ごすこ
とができます．遠敷川の上流にある鵜の瀬付近の渓流的環境ではいつもヤマセミが見られ，初夏に
はアカショウビンの声に胸がときめくことがあります．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ｺﾐﾐｽ ｸ゙
ﾀｼｷﾞ
ｱﾄﾘ

ｲﾜﾂﾊ ﾒ゙
ｵｵﾖｼｷﾘ
ﾉﾋ ﾀ゙ｷ

ﾔﾏｾﾐ

◇アドバイス
市内の中心部と言ってもよいほどの所で，ちょっとした余暇をうまく利用したいものです．南川の
上竹橋上流では3月に“いさざ漁”が行われ，神宮寺では“お水送り”とともに春の風物詩となって
います．また，この周辺の山縁には，若狭姫神社，若狭彦神社，万徳寺，多田寺，羽賀寺，明通寺，
妙楽寺等々名園の神社仏閣がありますが，周辺の山野の野鳥を楽しむのもお忘れなく．

ｶﾓ類
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30．青葉山　－若狭富士と山岳の野鳥－

嶺南地方の名峰に挙げられる青葉山は，若狭
湾の海と相まって実に美しい姿をしています．
京都府との県境にあって気軽に登山ができ，そ
こからの若狭湾の美しい眺めも楽しむことがで
きます．山麓の本県側には由緒ある中山寺が，
京都府側には松尾寺があって縦走するのもおも
しろいです．ミスミソウやオオキンレイカなど
山野草の種類も多く，自然を満喫できる楽しい
探鳥路です．

国道27号線から中山寺に向
かってゆけばその奥に青葉山
青少年旅行村があります．そ
の横から登ってゆくと海が近
いだけにシイなどの常緑広葉
樹が多く，ヒヨドリやメジロの声がまず聞こえてきます．
4月中旬には早くも夏鳥が渡来しオオルリやキビタキ，ヤブサメなどの初認に心が弾みます．よ

く手入れされた杉林を過ぎれば自然林も多くなり，ヤマガラ，ホオジロ，ヒガラ，イカルなどの，
春を感じさせる明るいさえずりが聞こえてきます．中腹の雑木林ではゴジュウカラやアカゲラ，ア
オゲラ，時にはオオアカゲラも観察されます．展望台からは美しい海岸線が光って見えます．ヤブ
サメやウグイス，コガラやクロツグ
ミなど，さらに北上する種も含めて
5月の連休のころはとても賑やかで
す．頂上の東峰には青葉神社があり，
ここで休憩をとりながら周りの樹々
から転げ落ちる鳴き声と展望を楽し
みたいものです．西峰へは岩稜の吊
り尾根の部分に鎖場もある道でスリ
ル満点の雰囲気を楽しめますが，野
鳥の声まで耳に入るかどうか？50分
ほどで西峰に着き，松尾寺方面へ下
れば，眼下に舞鶴市が見えてきます．
6月中旬までは夏鳥が楽しめますが，
7月に入ると次第に海岸辺りが賑や
かになって交通が不便になるので海
水浴シーズンが終わるまでは避けた
方が良さそうです．
秋にはカラ類やカケス，コゲラ，

アオゲラなどの常連に加えてツグミ
やシロハラなどの冬鳥の渡来を確か
められます．
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◇アドバイス
西峰から松尾寺方面へ下る場合は，車の移動も考えて東峰で引き返した方がよいでしょう．若狭に
は神社仏閣が多く，福井方面からの探鳥者は古都の歴史に触れて行くのも一考です．福井方面からは
2時間以上はかかるので，十分な余裕をもって行きたいものです．トイレは旅行村にあり，駐車場も
完備されています．
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