別紙 1

要注意外来生物リスト
哺乳類
リスザル （Saimiri sciureus）
フェレット （Mustela furo）
シマリス （Tamias sibiricus）
鳥類
インドクジャク（Pavo cristatus）
シジュウカラガン大型亜種 （Branta canadensis moffiti）
コリンウズラ (Colinus virginianus)
クロエリセイタカシギ （Himantopus himantops mexicanus）
シリアカヒヨドリ （Pycnonotus cafer）
外国産メジロ（ヒメメジロ：Zosterops japonicus simplex など）
爬虫類
アカミミガメ（ミドリガメ）（Trachemys scripta）
ワニガメ（Macroclemys temmincki）
チュウゴクスッポン（Pelodiscus sinensis sinensis）
アメリカスッポン属（Apalone spp.）
クーターガメ（アカハラガメ）属（Pseudemys spp.）
チズガメ属の３種（Graptemis spp.）
ハナガメ（Ocadia sinensis）
ヒョウモントカゲモドキ（Eublepharis macrarius）
グリーンイグアナ（Iguana iguana）
両生類
アフリカツメガエル（Xenopus laevis）
ヨーロッパミドリヒキガエル等ヒキガエル５種（Bufo spp.）
魚類
タイリクバラタナゴ（Rhodeus ocellatus ocellatus）
ニジマス（Oncorhynchus mykiss）
ブラウントラウト（Salmo trutta）
カワマス（ブルックトラウト）（Salvelinus fontinalis）
グッピー（Poecilia reticulata）
ソウギョ（Ctenopharyngodon idellus）
アオウオ（Mylopharyngodon piceus）
オオタナゴ（Acheilognathus macropterus）
カラドジョウ（Paramisgurnus dabryanus）
ヨーロッパナマズ（Silurus glanis）
ウォーキングキャットフィッシュ（クララ）（Clarias batrachus）
マダラロリカリア（Liposarcus disjunctivus）
ナイルパーチ（Lates niloticus）

タイリクスズキ（Lateolabrax sp.）
マーレーコッド（Maccullochella peelii）
ゴールデンパーチ（Macquaria ambigua）
ナイルティラピア（Oreochromis niloticus）
カワスズメ（ティラピアの一種）（Oreochromis mossambicus）
カムルチー（ライギョの一種）（Channa argus）
タイワンドジョウ（ライギョの一種）（Channa maculata）
コウタイ（ライギョの一種）（Channa asiatica）
昆虫類
クワガタムシ科（Lucanidae）
サカイシロテンハナムグリ（Protaetia orientalis sakaii）
チャイロネッタイスズバチ（Delta pyriforme）
ナンヨウチビアシナガバチ（Ropalindia marginata）
アフリカミツバチ（Apis mellifera scutellata）とアフリカ化ミツバチ（Africanized honey bee）
ホソオアゲハ（ホソオチョウ）（Sericinus montela）
アカボシゴマダラ（Hestina assimilis）
無脊椎動物
アメリカザリガニ（Procambarus clakii）
ムラサキイガイ（Mytilus galloprovincialis）
ミドリイガイ（Perna viridis）
カサネカンザシ（Hydoroides elegans）
タテジマフジツボ（Balanus amphitrite）
チチュウカイミドリガニ（Ｃａｒｃｉｎｕｓ ａｅｓｔｕａｒｉｉ）、ヨーロッパミドリガニ（Ｃａｒｃｉｎｕｓ ｍａｅｎａｓ）
カラムシロ（Nassarius sinarus）
コウロエンカワヒバリガイ（Xenostrobus securis）
イガイダマシ（Mytilopsis sallei）
タイワンシジミ種群（Corbicula fluminea）
シナハマグリ（Meretrix petechialis）
カニヤドリカンザシ（Ficopomatus enigmaticus）
ムネミオプシス・レイディ（ツノクラゲの一種）（Mnemiopsis leidyi）
アフリカマイマイ（Achatina fulica）
スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）（Pomacea canaliculata）
植物
オオカナダモ（アナカリス）（Egeria densa）
コカナダモ（Elodea nuttallii）
ホテイアオイ（ウォーターヒヤシンス）（Eichhornia crassipes）
セイタカアワダチソウ（Solidago altissima）
オオブタクサ（Ambrosia trifida）
オオサンショウモ（サルビニア）（Salvina molesta）
ハゴロモモ（カボンバ・フサジュンサイ）（Cabomba caroliniana）
アメリカミズユキノシタ（レッドルドヴィジア）（Ludwigia repens）
オトメアゼナ(バコパ・モンニエリ)（Bacopa monnieri）

ハナガガブタ（バナナプラント）（Nymphoides aquatica）
ナガバオモダカ(ジャイアントサジタリア)（Sagittaria graminea）
キショウブ（Iris pseudoacorus）
チョウセンアサガオ属（Datura sp.）
ムラサキカタバミ（Oxalis corymbosa）
ネバリノギク（Aster novae-angliae）
タチアワユキセンダングサ（Bidens pilosa var.radiata)
ハルジオン（Erigeron phiadephicus）
オオアワダチソウ（Solidago gigantea var leiophylla）
ヒメジョオン（Stenactis annuus）
ノハカタカラクサ（トキワツユクサ）（Tradescantia fluminensis）
キクイモ（Helianthus tuberosus）
外来タンポポ種群（Taraxacum spp.）
オランダガラシ（クレソン）（Nasturtium officinale）
ハリビユ（Amaranthus spinosus）
イチビ（Abutilon theophrasti）
エゾノギシギシ（Rumex obtusifolius）
ハルザキヤマガラシ（Barbarea vulgaris）
ドクニンジン（Conium maculatum）
メマツヨイグサ（Oenothera binnis）
コマツヨイグサ（Oenothera laciniata）
ワルナスビ（Solanum carolinensis）
ヤセウツボ（Orobanche minor）
ヘラオオバコ（Plantago lanceolata）
アメリカネナシカズラ（Cuscuta pentagona）
セイヨウヒルガオ（Convolvulus arvensis）
オオフタバムグラ（Diodia teres）
アメリカオニアザミ（Cirsium vulgare）
カミツレモドキ（Anthemis cotula）
ブタクサ（Ambrosia artemisiaefolia var. elatior）
ブタナ（Hypochoeris radicata）
オオオナモミ（Xanthium occidentale）
アメリカセンダングサ（Bidens frondosa）
コセンダングサ（Bidens pilosa）
オオアレチノギク（Conyza sumatrensis）
ヒメムカシヨモギ（Erigeron canadensis）
メリケンカルカヤ（Andropogon virginicus）
メリケンガヤツリ（Cyperus eragrostis）
ショクヨウガヤツリ（Cyperus esculentus）
ハリエニシダ（Ulex europaeus）
ランタナ（Lantana camera）
ヒマワリヒヨドリ（Chromolaena odorata）
テリハバンジロウ（ストロベリー・グァバ）（Psidium cattleianum）
サンショウモドキ（Schinus terebinthifolius）
アメリカハマグルマ（Sphagneticola trilobata）

モリシマアカシア（Acacia mearnsii）
セイロンマンリョウ（Ardisia elliptica）
ヤツデグワ（Cecropia peltata）
キバナシュクシャ（Hedychium gardnerianum）
オオバノボタン（Miconia calvescens）
カエンボク（Spathodea campanulata）
アカキナノキ（Cinchona pubescens）
アメリカクサノボタン（Clidemia hirta）
タマリクス・ラモシッシマ（Tamarix ramosissima）
リグストルム・ロブストゥム（Ligustrum robustum）
カユプテ（Melaleuca quinquenervia）
ミカニア・ミクランサ（Mikania micrantha）
ミモザ・ピグラ（Mimosa pigra）
モレラ・ファヤ（Morella faya）
オプンティア・ストリクタ（Opuntia stricta）
フランスカイガンショウ（Pinus pinaster）
プロソピス・グランドゥロサ（Prosopis glandulosa）
キミノヒマラヤキイチゴ（Rubus ellipticus）
イタチハギ（クロバナエンジュ）（Amorpha fruitcosa）
ギンネム（Leucaena leucocephala）
ハリエンジュ（ニセアカシア）（Robinia pseudoacacia L.）
トウネズミモチ（Ligustrum lucidum）
ハイイロヨモギ（Artemisia sieversiana）
シナダレスズメガヤ(ウィーピングラブグラス)（Eragrostis curvulas）
オニウシノケグサ（トールフェスク）（Festuca arundinacea）
カモガヤ（オーチャードグラス）（Dactylis glomerata）
シバムギ（Agropyron repens）
ネズミムギ(Lolium multiflorum)・ホソムギ(L.perenne)(イタリアンライグラス・ペレニアルライグラス)
キシュウスズメノヒエ（Paspalum distichum）
オオアワガエリ（チモシー）（Phleum pratense）

