
◆　意見募集期間　　：　　平成３１年１月１０日（木）～１月３１日（木）

◆　意見募集方法　　：　　郵便・ファックス・電子メール

◆　意　見　件　数　　：　　３１件
◆　意見提出者数　　：　　２名

番号 分類群 種名 項目 ご意見 ご意見に対する県の考え方

1 植物 シオザキソウ リストにはないが、日高川町で確認。 　ご意見のとおり外来種リストに追加します。

2 植物 ヒレアザミ リストにはないが、紀北～紀中で確認。 　ご意見のとおり外来種リストに追加します。

3 植物 アメリカオニアザミ 県内の分布 岩出市、有田川町（紀北散在） 　ご意見を踏まえ、「紀北地域散在」に修正します。

4 植物 ヘラバヒメジョオン 県内の分布 紀北地方
　県南部でも散在的に認められることから、「紀北地域を
中心として県内散在」に修正します。

5 植物 トゲチシャ 県内の分布 紀北地方
　県南部にも分布を拡げていることから、「県内全域（紀北
地域中心）」に修正します。

6 植物 アレチウリ 県内の分布 紀北地方中心で紀南散在
　ご意見を踏まえ、「紀北地域を中心として紀南地域散在」
に修正します。

7 植物 ヘラオオバコ 県内の分布 紀北地方
　紀北地域以外でも散在的に認められることから、「紀北
地域を中心として県内散在」に修正します。

8 植物 フラサバソウ 県内の分布 県内全域 　ご意見のとおり修正します。

9 植物 ヤブチョロギ 県内の分布 県内ほぼ全域（有田～田辺市中心） 　ご意見を踏まえ、「県内全域」に修正します。

10 植物 ホシアサガオ 県内の分布 県内全域 　ご意見のとおり修正します。

和歌山県の外来種リスト（案）に対する意見募集結果



番号 分類群 種名 項目 ご意見 ご意見に対する県の考え方

11 植物 ノラニンジン 県内の分布 紀北地方
　紀北地域以外でも散在的に認められることから、「紀北
地域を中心として県内散在」に修正します。

12 植物 アメリカミズキンバイ 県内の分布 県内散在 　ご意見のとおり修正します。

13 植物 イヌカキネガラシ 県内の分布 和歌山市
　和歌山市以外でも県内各地で分布を拡大していることか
ら、原案のままとさせていただきます、

14 植物 カラクサケマン 県内の分布 海南市～白浜町間
　ご意見を踏まえ、「紀北～紀南地域（海南市～白浜町）」
に修正します。

15 植物 イヌコモチナデシコ 県内の分布 紀北地方 　ご意見のとおり修正します。

16 植物 ノゲイトウ 県内の分布 県内散在 　ご意見のとおり修正します。

17 植物 ミジンコウキクサ 県内の分布 紀北地方 　ご意見のとおり修正します。

18 植物 ハルガヤ 県内の分布 紀北地方 　ご意見のとおり修正します。

19 魚類
ニッポンバラタナゴ
タイリクバラタナゴ

学名 属名 Rhodeusu  → Rhodeus 　に修正 　ご意見のとおり修正します。

20 魚類 コリドラス類 和名 コリドラス類 → コリドラス属の一種に修正
　複数種がいるとの情報があるので「一種」とはせずに、
和名を「コリドラス類 → コリドラス属」に、学名を
「Corydoras  sp. → Corydoras  spp.」に修正します。

21 魚類 学名
　学名の命名者が複数の場合に“and”、“et”、“＆”が混在
しているので、いずれかに統一

　ご意見を踏まえた上、現在の日本魚類学会の規定に従
い、「and」で統一します。



番号 分類群 種名 項目 ご意見 ご意見に対する県の考え方

22 魚類
オオガタスジシマド
ジョウ

　武内ほか（2011）は富田川水系からオオガタスジシマド
ジョウ　Cobitis magnostriata  Nakajima, 2012を報告してい
る。したがって、本種をリストに追加するべきである。（な
お、リストにおいて、通し番号44のチュウガタスジシマドジョ
ウが県内南部に移入・定着しているとされているが、本種
のミスではないか？）

文献
武内啓明・朝井 俊亘・内山りゅう・細谷和海．2011．近畿
大学農学部所蔵の内山りゅう魚類標本コレクション．近畿
大学農学部紀要，44：63－87

　ご指摘いただいた時期に富田川では、チュウガタスジシ
マドジョウとオオガタスジシマドジョウが確認されています。
ただし、標本を精査した結果、標本確認ができた種はオオ
ガタスジシマドジョウのみであった事から、本リストでは
チュウガタスジシマドジョウを削除し、オオガタスジシマド
ジョウとして追加いたします。
　なお、今回リストより削除したチュウガタスジシマドジョウ
に関しては、今後も確認作業と標本作製について進めて
いきます。

23 魚類 ズナガニゴイ カテゴリー
　ズナガニゴイのカテゴリーが重点啓発外来種となってい
るが、これは適当か？

　本種は近年、県内の水系で急速に分布を広げています
が、確かな分布拡大要因が明らかになっておりません。こ
のままでは在来個体群と区別できなくなる恐れがあるた
め、今回は原案のまま重点啓発外来種とし、啓発の対象
といたします。

24 魚類
レッドテールキャット
フィッシュ

主な原産地
学名

　レッドテールキャットフィッシュの主な原産地は北米～中
米ではなく南米のアマゾン川およびオリノコ川水系である。
また、本種の学名を下記のとおり修正。
Phractocephalus hemioliopterus  Bloch & Schneider, 1801
→Phractocephalus hemioliopterus  (Bloch & Schneider,
1801)

　ご意見を踏まえ、主な原産地を「南米」に修正します（他
との整合性のため詳細は割愛）。
　学名については、ご意見のとおり修正します。

25 魚類 ワカサギ 目名 目名をキュウリウオ目に修正 　ご意見のとおり修正します。

26 魚類 アユ 目名 目名をキュウリウオ目に修正 　ご意見のとおり修正します。

27 魚類 ニジマス 主な原産地
　ニジマスはヨーロッパには自然分布しない。したがって主
な原産地からヨーロッパを削除。

　ご意見のとおり、主な原産地を「北米」のみに修正しま
す。

28 魚類 サツキマス（アマゴ） 主な原産地
　サツキマス（アマゴ）は静岡県以西の本州太平洋側だけ
ではなく、四国および九州の一部にも分布するため、その
旨を明記。

　ご意見を踏まえ、「本州および四国と九州の一部」に修
正します。

29 魚類 オヤニラミ 主な原産地
　オヤニラミは九州、四国の一部だけではなく、京都府由
良川以西の本州にも分布するため、その旨を明記。

　ご意見を踏まえ、「本州、九州、四国の一部」に修正しま
す。



番号 分類群 種名 項目 ご意見 ご意見に対する県の考え方

30 魚類 主な原産地

　魚類リストの1ページ目と2ページ目で国内移入種の主な
原産地の記載の詳細さに大きな差があるため（ex. 1ペー
ジ目においてゲンゴロウブナの分布は「国内」とだけ記載
されているが、2ページ目においてチチブの分布は「本州、
四国、九州の河川中、下流域、汽水域」と記載されてい
る、など）、どちらかに統一するべき

　ご意見を踏まえ、国内移入種の主な原産地を一部修正
いたします。

31 爬虫類 クサガメ

　クサガメはSuzuki et al. (2011)などで、その外来性が指
摘されているが、リストには含めないのか？

文献
Suzuki, D., Ota, H., Oh, H-S. and Hikida, T. (2011) Origin
of Japanese populations of Reeves' pond turtle,
Mauremys reevesii (Reptilia: Geoemydidae), as inferred by
a molecular approach. Chelonian Conservation and
Biology 10(2): 237–249.

　ご意見いただいたように、クサガメの外来性を指摘する
論文が発表されていますが、なお議論されているところで
もあり、また、本県の外来種リストは原則として明治以降
に国内へ導入された種としていることから、今回の外来種
リストには追加せず、原案のままとさせていただきます。

※ 植物リストの訂正及び追加

・植物分類群No.219カキネガラシの和名を「カキネガラシ（ケカキネガラシ）」として、植物分類群No.220ケカキネガラシを削除。

・クスノキ科　アオモジを追加。

・アヤメ科　チリアヤメを追加。


