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別表６
移入種について----近隣に定着している種

No. 園館名 種 学名 場所 いつ頃から
調査の有
無(外部を
含む）

1 江ノ島 3-2の記載種のうち、チチュウカイミドリガニ以外は複数採集されており、定着の可能性
があるが実態は不明。

2 埼玉水 アオウオ Mylopharyngodon piceus 埼玉県利根川水系 1945年代 有

3 遊亀 アオマツムシ
Ｃａｌｙｐｔｏｔｙｐｕ
ｓ ｈｉｂｉｎｏｎｉｓ
Ｍａｔｓｕｍｕｒａ

甲府市内 1985年頃

4 御在所 アオマツムシ
Ｃａｌｙｐｔｏｔｙｐｕ
ｓ ｈｉｂｉｎｏｎｉｓ
Ｍａｔｓｕｍｕｒａ

伊勢市内 1952年頃 有

5 碧南 アオマツムシ Calyptorypos hibinonis 碧南市 1990年7月以降 無

6 上野 アカミミガメ Trachemys scripta 不忍池 不明 過去に有
り

7 井の頭 アカミミガメ Trachemys scripta 井の頭池 不明 有
8 小田原 アカミミガメ Chrysemys scripta 小田原市 不明 無
9 豊橋 アカミミガメ Chrysemys scripta 豊橋市 不明 有
10 東山 アカミミガメ Trachemys scripta 名古屋市内 無
11 天王寺 アカミミガメ Trachemys scripta 大阪府 不明 無
12 とべ アカミミガメ Chrysemys scripta 県内各地 不明
13 徳山 アカミミガメ Chrysemys scripta 不明 無
14 フェニ アカミミガメ Chrysemys scripta 宮崎県
15 沖縄こ アカミミガメ Chrysemys scripta 1970年～
16 埼玉水 アカミミガメ Trachemys scripta 埼玉県 １985年代 無
17 竹島 アカミミガメ Trachemys scripta 海部郡、七宝町
18 姫路水 アカミミガメ Chrysemys scripta 姫路市周辺
19 沖縄こ アミハラ Lonchura punctulata

20 上野 アメリカザリ
ガニ Procambarus clarkii 不忍池 不明 過去に有

り

21 東山 アメリカザリ
ガニ Procambarus clarkii 名古屋市内 無

22 とべ アメリカザリ
ガニ Procambarus clarkii 県内各地 １９５５年頃

23 徳山 アメリカザリ
ガニ Procambarus clarkii 不明 無

24 上越 アメリカザリ
ガニ Procambarus clarkii 上越市 無

25 埼玉水 アメリカザリ
ガニ Procambarus clarkii 埼玉県 1920年代 無

26 越前 アメリカザリ
ガニ Procambarus clarkii 福井県 不明 有

27 竹島 アメリカザリ
ガニ Procambarus clarkii 東三河

28 琵琶湖 アメリカザリ
ガニ Procambarus clarkii 滋賀県 不明 無

29 円山 アライグマ Procyon lotor 石狩、空知、胆振支不明 有



別表６

庁
30 登別 アライグマ Procyon lotor 千歳市、恵庭市 不明 無
31 宇都宮 アライグマ Procyon lotor 烏山市 不明 無
32 野毛山 アライグマ Procyon lotor 鎌倉市周辺 不明 無

33 横金沢 アライグマ Procyon lotor 横浜市、鎌倉市、逗
子市他 １９８８年頃 不明

34 東山 アライグマ Procyon lotor 岐阜県 数十年前から 無
35 モンキ アライグマ Procyon lotor 栗栖地区 1970年頃から 有
36 とべ アライグマ Procyon lotor 伊予市 １９９２年頃

37 上野 ウシガエル Rana catesbeiana 不忍池 不明 過去に有
り

38 とべ ウシガエル Rana catesbeiana 県内各地 大正年間
39 上越 ウシガエル Rana catesbeiana 上越市 無
40 埼玉水 ウシガエル Rana catesbeiana 埼玉県 1936年 有
41 越前 ウシガエル Rana catesbeiana 福井県 不明 有
42 竹島 ウシガエル Rana catesbeiana 東三河

43 とべ オイカワ Ｚａｃｃｏ ｐｌａｔｙｐ
ｕｓ 県内各地 1932年

44 上越 オオクチバス Micropterus dolomieu 上越市、長野県野尻
湖 1983年、1989年有

45 埼玉水 オオクチバス Micropterus dolomieu 埼玉県 1970年代 有
46 淡島 オオクチバス Micropterus dolomieu 沼津市 不明 無
47 魚津 オオクチバス Micropterus dolomieu 富山県各地 1980年ごろ 有
48 能登島 オオクチバス Micropterus dolomieu 七尾市 不明 無
49 越前 オオクチバス Micropterus dolomieu 福井県 不明 有
50 竹島 オオクチバス Micropterus dolomieu 東三河
51 琵琶湖 オオクチバス Micropterus dolomieu 滋賀県 1974年頃
52 宮津 オオクチバス Micropterus dolomieu 宮津市 不明 無
53 白浜 オオクチバス Micropterus dolomieu 田辺市、白浜市 不明 無
54 和自博 オオクチバス Micropterus salmoides 和歌山県 不明 無
55 姫路水 オオクチバス Micropterus salmoides 姫路市周辺 不明 有
56 下関 オオクチバス Micropterus salmoides 椹野川 不明 不明

57 碧南 オヤニラミ Coreoperca kawamebari 矢作川水系 1993年頃 有(未発
表）

58 とべ カダヤシ Ｇａｍｂｕｓｉａ ａｆｆ
ｉｎｉｓ 県内各地 1960年代中期

59 高知 カダヤシ Ｇａｍｂｕｓｉａ ａｆｆ
ｉｎｉｓ 園周辺 不明 有

60 佐世保 カダヤシ Ｇａｍｂｕｓｉａ ａｆｆ
ｉｎｉｓ 佐世保市 不明

61 埼玉水 カダヤシ Ｇａｍｂｕｓｉａ ａｆｆ
ｉｎｉｓ 埼玉県 不明 有

62 淡島 カダヤシ Ｇａｍｂｕｓｉａ ａｆｆ
ｉｎｉｓ 沼津市･富士市 不明 無

63 和自博 カダヤシ Ｇａｍｂｕｓｉａ ａｆｆ
ｉｎｉｓ 和歌山県 不明 無

64 姫路水 カダヤシ Ｇａｍｂｕｓｉａ ａｆｆ
ｉｎｉｓ 姫路市周辺

65 多摩 ガビチョウ Garrulax canorus 八王子市 1998年 不明
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66 遊亀 ガビチョウ Garrulax canorus 不明

67 上野 カミツキガメ Chelydra serpentina 不忍池 不明 過去に有
り

68 ノシプ カムルチー Channa ａｒｇｕｓ 幌延町 不明 無
69 上越 カムルチー Channa ａｒｇｕｓ 上越市周辺 不明 無
70 埼玉水 カムルチー Channa argus 埼玉県 1930年代 有
71 能登島 カムルチー Channa argus 七尾市 不明 無
72 越前 カムルチー Channa argus 福井県 不明 有

73 竹島 カムルチー Channa argus 牟呂町、羽島市、七
宝町

74 琵琶湖 カムルチー Channa argus 滋賀県 不明 無
75 和自博 カムルチー Channa argus 和歌山県 不明 無
76 埼玉水 カラドジョウ Misgurnus mizolepis 埼玉県 1975年代 無

77 琵琶湖 カワヒバリガ
イ Limnoperna fortunei 琵琶湖 1992 有

78 大島 キョン Muntiacus reevesi 伊豆大島 不明 無
79 釧路 ギンギツネ Vulpes vulpes 園周辺 不明 無
80 沖縄こ キンパラ Lonchura malacca

81 遊亀 グッピー Ｐｏｅｃｉｌｉａ ｒｅｔ
ｉｃｕｌａｔａ 石和町内 1965年頃

82 とべ グッピー Ｐｏｅｃｉｌｉａ ｒｅｔ
ｉｃｕｌａｔａ 松山市 不明

83 下田 グッピー Ｐｏｅｃｉｌｉａ ｒｅｔ
ｉｃｕｌａｔａ 下田市 不明 無

84 竹島 グッピー Ｐｏｅｃｉｌｉａ ｒｅｔ
ｉｃｕｌａｔａ 豊橋市

85 沖縄こ グリーンア
ノール Anolis carolinensis 1990年～

86 とべ ゲンゴロウブ
ナ

Ｃｒａｓｓｉｕｓ ｃｕｖ
ｉｅｒｉ 県内各地 不明

87 海中動 コウライキジ Phasianus colchicus 園内 不明 無
88 沖縄こ コウライキジ Phasianus colchicus

89 遊亀 コクチバス Micropterus ｌａｃｅｐｅ
ｄｅ 本栖湖 1996年以降

90 蓼科 コクチバス Micropterus dolomieu 諏訪市 1999年8月頃 無
91 埼玉水 コクレン Aristichthys nobilis 埼玉県利根川水系 1945年代 有

92 琵琶湖
コシダカヒメ
モノアライガ
イ

Gdba truncatula 水田 不明 有

93 横金沢 コジュケイ Bambusicola thoracica 横浜市、鎌倉市、逗
子市他 １９２３年頃 不明

94 豊橋 コジュケイ Bambusicola thoracica 豊橋市 1800年代 有
95 とべ コジュケイ Bambusicola thoracica 県内各地 不明
96 徳山 コジュケイ Bambusicola thoracica 不明 無
97 琵琶湖 サカマキガイ Physa acuta 琵琶湖 不明 有
98 姫路水 シジミ属 加古川 1998 有

99 沖縄こ ジャワマン
グース Herpestes javanicus 1910年頃

100 碧南 スクミリンゴ
ガイ Pomacea canaliculata 高山市、西尾市 1998年、1999年無
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101 琵琶湖 スクミリンゴ
ガイ Pomacea canaliculata 河川 1987年頃 有

102 姫路水 スクミリンゴ
ガイ Pomacea canaliculata 姫路市周辺 1985年ごろ

103 とべ セイヨウミツ
バチ

Ａｐｉｓ ｍｅｌｌｉｆｅ
ｒａ 県内各地 不明

104 沖縄こ セマルハコガ
メ Cyclemys fvomarginata 1990年～

105 上越 ソウギョ Ctenopharyngodon idellus 上越市 無
106 埼玉水 ソウギョ Ctenopharyngodon idellus 埼玉県利根川水系 1945年代 有
107 越前 ソウギョ Ctenopharyngodon idellus 福井県 不明 有
108 竹島 ソウギョ Ctenopharyngodon idellus 天竜川
109 遊亀 ソウシチョウ Leiothrix lutea 不明

110 遊亀 ソードテール Ｘｉｐｈｏｐｈｏｒｕｓ
ｈｅｌｌｅｒｉ 石和町内 1980年頃

111 串本 タイリクスズ
キ Lsteolabrax sp 南紀一円 数年前から 有

112 足摺 タイリクスズ
キ Lateolabrax sp 大口町周辺 数年前から 無

113 上野 タイリクバラ
タナゴ Rhodeus ocellatus 不忍池 不明 過去に有

り

114 とべ タイリクバラ
タナゴ Rhodeus ocellatus 県内各地 不明

115 佐世保 タイリクバラ
タナゴ Rhodeus ocellatus 佐世保市 不明

116 埼玉水 タイリクバラ
タナゴ Rhodeus ocellatus 埼玉県 1945年ごろ 有

117 越前 タイリクバラ
タナゴ Rhodeus ocellatus 福井県 不明 有

118 竹島 タイリクバラ
タナゴ Rhodeus ocellatus 東三河

119 和自博 タイリクバラ
タナゴ Rhodeus ocellatus 和歌山県 不明 無

120 とべ タイワンウチ
ワヤンマ

Ｉｃｔｉｎｏｇｏｍｐｈ
ｕｓ ｐｅｒｔｉｎａｘ 県内各地 不明

121 和歌公 タイワンザル Ｍａｃａｃａ ｃｙｃｌｏ
ｐｉｓ 和歌山市 1970年頃から 有

122 姫路水 タイワンシジ
ミ 加古川 1996 有

123 姫路水 タイワンシジ
ミ 揖保川 1999 有

124 沖縄こ タイワンシロ
ガシラ Pycnonotus sinensis

125 沖縄こ タイワンスジ
オ Elaphe taeniura 1970年～

126 和自博 タイワンド
ジョウ Channa maculata 和歌山県 不明 無

127 とべ タイワントビ
ナナフシ

Ｓｉｐｙｌｏｉｄｅｓ ｓ
ｉｐｈｙｌｕｓ 県内各地 1980年代前半

128 大島 タイワンリス Callosciurus erythraeus 伊豆大島 1935年 有

129 野毛山 タイワンリス Callosciurus erythraeus 鎌倉市周辺 不明 神奈川新
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130 横金沢 タイワンリス Callosciurus erythraeus 横浜市、鎌倉市、逗
子市他 １９５０年頃 有

131 伊豆バ タイワンリス Callosciurus erythraeus 伊豆半島東側 不明

132 浜松 タイワンリス Callosciurus erythraeus 浜松市中心街 1971年頃 有（民
間）

133 和歌公 タイワンリス Callosciurus erythraeus 和歌山市 不明 無
134 和自博 タウナギ Monopterus albus 和歌山県 不明 無

135 遊亀 タップミノー Ｇａｍｂｕｓｉａ ａｆｆ
ｉｎｉｓ ｐｅｔｅｒｓ 甲府市内、石和町内 1965年頃

136 とべ チャバネゴキ
ブリ

Ｂｅｔｔｅｌｌａ ｇｅｒ
ｍａｎｉｃａ 県内各地 1965年頃

137 とべ チョウセンイ
タチ

Mustela ｓｉｂｉｒｉｃ
ａ ｃｏｒｅａｎａ 県内各地 １９５５年頃

138 上越 チョウセンブ
ナ Macropodus chinensis 上越市 不明 有

139 埼玉水 チョウセンブ
ナ Macropodus chinensis 埼玉県 不明 有

140 高知 ティラピア Ｔｉｌａｐｉａ ｓｐｐ． 園周辺 不明 有
141 下田 ティラピア Ｔｉｌａｐｉａ ｓｐｐ． 下田市 不明 無
142 竹島 ティラピア Tilapia buettikoeri 名古屋市
143 名港水 ティラピア Tilapia buettikoeri 名古屋市 不明 無

144 遊亀 ティラピア・
ニロチカ

Ｏｒｅｏｃｈｒｏｍｉｓ
ｎｉｌｏｔｉｃｕｓ 石和町内 1965年頃

145 遊亀 ティラピア・
モザンビカ

Ｏｒｅｏｃｈｒｏｍｉｓ
ｍｏｚａｍｂｉｃｕｓ 石和町内 1965年頃

146 上野 ドバト Columba livia (dom.) 周辺一帯 不明 無

147 小田原 ナミハリネズ
ミ

Erinaceus ｅｕｒｏｐａｅ
ｒｕｓ 小田原市 不明 無

148 登別 ニジマス Oncorhynchus mykiss 登別市 不明 無

149 東山 ヌートリア Ｍｙｏｃａｓｔｏｒ ｃｏ
ｙｐｕｓ 名古屋市内 数十年前から 無

150 モンキ ヌートリア Ｍｙｏｃａｓｔｏｒ ｃｏ
ｙｐｕｓ 市内全域 1980年頃から 有

151 御在所 ヌートリア Ｍｙｏｃａｓｔｏｒ ｃｏ
ｙｐｕｓ 四日市市内 1987年頃 無

152 宝塚 ヌートリア Ｍｙｏｃａｓｔｏｒ ｃｏ
ｙｐｕｓ 武庫川流域 3～5年前頃から無

153 広島 ヌートリア Ｍｙｏｃａｓｔｏｒ ｃｏ
ｙｐｕｓ 太田川 かなり以前 無

154 竹島 ヌートリア Myocastor coypus 海津郡

155 琵琶湖 ヌノメカワニ
ナ Melanades tuberculatus 河川 1990年代 有

156 八木山 ハクビシン Paguma larvata 市内全域 10年ぐらい前か
ら 無

157 宇都宮 ハクビシン Paguma larvata 今市市 不明 無
158 桐生 ハクビシン Paguma larvata 桐生市付近 昭和60年 不明
159 かみね ハクビシン Paguma larvata 日立市周辺 10年以上前から無
160 多摩 ハクビシン Paguma larvata 多摩南部 不明 不明
161 羽村 ハクビシン Paguma larvata 青梅市・あきる野市不明 無
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162 行川 ハクビシン Paguma larvata 勝浦市 不明 無
163 野毛山 ハクビシン Paguma larvata 県西部 不明 無

164 横金沢 ハクビシン Paguma larvata 横浜市、鎌倉市、逗
子市他 １９８０年頃 不明

165 富山 ハクビシン Paguma larvata 富山市 不明 無
166 高岡 ハクビシン Paguma larvata
167 石川 ハクビシン Paguma larvata
168 大町 ハクビシン Paguma larvata 大町市周辺 1995年頃 有
169 楽寿園 ハクビシン Paguma larvata 園内 不明 無
170 豊橋 ハクビシン Paguma larvata 豊橋市 不明 有
171 東山 ハクビシン Paguma larvata 名古屋市内 数年前から 無
172 京都 ハクビシン Paguma larvata 岡崎市内 不明 無
173 とべ ハクビシン Paguma larvata 県内各地 不明
174 のいち ハクビシン Paguma larvata 県内一円 不明 無
175 淡島 ハクビシン Paguma larvata 沼津市 不明 無
176 下田 ハクビシン Paguma larvata 下田市 不明 無
177 アンデ ハクビシン Paguma larvata 伊豆地方 不明 無

178 上越 ハクレン Hypohthalmichthys
molitrix 清里村 無

179 埼玉水 ハクレン Hypophthalmichthys
molitrix 埼玉県利根川水系 1945年代 有

180 碧南

ハゲギギ、ゲンゴロウブナ、ハス、ムラ
サキイガイ、
シマメノウフネガイ、イッカククモガ
ニ、
ブーギル、ブッラクバス、カダヤシ、タ
ウナギ、
タイリクバラタナゴ、アメリカザリガ
ニ、
ショウヨウガエル、カムルチー、アカミ
ミガメ

館のできる前に
広範囲に定着し
ており、移入時
期が不明なもの

181 横金沢 ハッカチョウ Acridotheres cristatellus 横浜市 １９８０年頃 有

182 琵琶湖 ハブタエモノ
アライガイ Pseudosuccineu cdunella 河川 1990年代 有

183 姫路水 ハブタエモノ
アライガイ Pseudosuccineu cdunella 姫路市、芦屋市 1992 有

184 東山 バリケン Ｃａｉｒｉｎａ ｍｏｓｃ
ｈａｔａ 名古屋市近郊 近年 無

185 伊豆バ ハリネズミ Erinaceus 伊東市 不明 無
186 シャボ ハリネズミ Erinaceus 伊東市 1995.5.22 無

187 小樽水 ブラウントラ
ウト Salmo trutta 尻別川 1995年頃 無

188 桐生 ブラックバス Micropterus salmoides 桐生市付近 不明 不明

189 上野 ブラックバス Micropterus salmoides 不忍池 不明 過去に有
り

190 井の頭 ブラックバス Micropterus salmoides 井の頭池 不明 有
191 遊亀 ブラックバス Micropterus salmoides 山梨県内全域 1971年頃
192 高岡 ブラックバス Micropterus salmoides
193 石川 ブラックバス Micropterus salmoides 県内広範囲 1980年代後半 有
194 東山 ブラックバス Micropterus salmoides 名古屋市内 無
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195 とべ ブラックバス Micropterus salmoides 県内各地 1970年代前半
196 佐世保 ブラックバス Micropterus salmoides 佐世保市 不明
197 鴨川 ブラックバス Micropterus salmoides 鴨川市内 1974年頃 採集記録
198 足摺 ブラックバス Micropterus salmoides 土佐清水市周辺 数年前から 無
199 お魚館 ブラックバス Micropterus salmoides 四万十川流域 不明 無
200 天草 ブラックバス Micropterus salmoides 本橋市内 不明 有
201 桐生 ブルーギル Lepomis macrochirus 桐生市付近 不明 不明

202 上野 ブルーギル Lepomis macrochirus 不忍池 不明 過去に有
り

203 井の頭 ブルーギル Lepomis macrochirus 井の頭池 不明 有
204 遊亀 ブルーギル Lepomis macrochirus 山梨県内全域 198１年頃
205 高岡 ブルーギル Lepomis macrochirus
206 石川 ブルーギル Lepomis macrochirus 県内広範囲 1977年頃 有
207 東山 ブルーギル Lepomis macrochirus 名古屋市内 無
208 天王寺 ブルーギル Lepomis macrochirus 大阪府 不明 無
209 とべ ブルーギル Lepomis macrochirus 県内各地 1970年代前半
210 佐世保 ブルーギル Lepomis macrochirus 佐世保市 不明
211 上越 ブルーギル Lepomis macrochirus 上越市 1994年 無
212 鴨川 ブルーギル Lepomis macrochirus 鴨川市内 1982年頃 採集記録
213 埼玉水 ブルーギル Lepomis macrochirus 埼玉県 1970年代 有
214 淡島 ブルーギル Lepomis macrochirus 沼津市 不明 無
215 魚津 ブルーギル Lepomis macrochirus 富山県西部 1990年ごろ 有
216 能登島 ブルーギル Lepomis macrochirus 七尾市 不明 無
217 越前 ブルーギル Lepomis macrochirus 福井県 不明 有
218 竹島 ブルーギル Lepomis macrochirus 東三河
219 琵琶湖 ブルーギル Lepomis macrochirus 滋賀県 1954年頃 無
220 白浜 ブルーギル Lepomis macrochirus 田辺市 不明 無
221 和自博 ブルーギル Lepomis macrochirus 和歌山県 不明 無
222 姫路水 ブルーギル Lepomis macrochirus 姫路市周辺 不明 有
223 お魚館 ブルーギル Lepomis macrochirus 四万十川流域 不明 無
224 上野 ベニスズメ Amandava amandava 上野動物園周辺 不明 無

225 遊亀 ホソオチョウ Ｓｅｒｉｃｉｎｕｓ ｍｏ
ｎｔｅｌａ 甲府市内 1985年頃

226 三津 ミドリガイ Perna viridis 沼津市 1993年頃 有(江ノ
島）

227 碧南 ミドリガイ Perna viridis 碧南市 1995年1月以降
有（年
報8号報
告）

228 沖縄こ ミナミイシガ
メ Clemmys mutica 1990年～

229 旭山 ミンク Mustela vison 全道 不明
230 釧路 ミンク Mustela vison 園周辺 不明 無

231 越前 ムラサキイガ
イ Mytilus edulis 福井県 不明 有

232 竹島 ムラサキイガ
イ Mytilus edulis 三河湾、遠州灘

233 上野 ライギョ Channa argus 不忍池 不明 過去に有
り

234 遊亀 ライギョ Channa argus 甲府市内 不明
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235 とべ ライギョ Channa argus 県内各地 不明

236 上野 ワカケホンセ
イインコ

Psittacula krameri
manillensis 文京区その他 不明 無

237 多摩 ワカケホンセ
イインコ

Psittacula krameri
manillensis 世田谷区 不明 不明

238 とべ ワモンゴキブ
リ

Ｐｅｒｉｐｌａｎｅｔａ
ａｍｅｒｉｃａｎａ 松山市周辺 1980年代前半
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