
三菱電機株式会社 受配電システム製作所 生きものリスト

 調査期間・範囲について

 調査期間： 2016年5月23日（主に植物相、昆虫）
 調査範囲： 受配電システム製作所
 調査方法： 目視、自動撮影カメラによる撮影
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科名 和名 学名
文化財保

護法
種の保存

法
環境省
RDB

香川県
RDB

香川県条
例

1 トンボ科 オオシオカラトンボ Orthetrum melania
2 カマキリ科 カマキリ科の一種 MANTIDAE sp.
3 マルムネハサミムシ科 ヒゲジロハサミムシ Gonolabis marginalis
4 ヒメギス Eobiana engelhardti subtropica
5 クビキリギス Euconocephalus varius
6 ヒバリモドキ科 マダラスズ Dianemobius nigrofasciatus
7 オンブバッタ科 オンブバッタ Atractomorpha lata
8 マツアワフキ Aphrophora flavipes
9 ハマベアワフキ Aphrophora maritima
10 ヤノズキンヨコバイ Idiocerus yanonis
11 クワキヨコバイ属の一種 Pagaronia sp.
12 ホオズキカメムシ Acanthocoris sordidus
13 ホソハリカメムシ Cletus punctiger
14 ホシハラビロヘリカメムシ Homoeocerus unipunctatus
15 ヒメヘリカメムシ科 ヒメヘリカメムシ科の一種 RHOPALIDAE sp.
16 ナガカメムシ科 オオメナガカメムシ Geocoris varius
17 ウズラカメムシ Aelia fieberi
18 ミナミアオカメムシ Nezara viridula
19 チャバネアオカメムシ Plautia stali
20 マルカメムシ科 マルカメムシ Megacopta punctatissima

備考） 種名及び分類順は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（平成26年度版）」を基本とした。

【重要種の選定基準】
文化財保護法：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
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」の指定種
環境省RDB：「レッドデータブック2014哺乳類」「レッドデータブック2014鳥類」の掲載種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県RDB：「香川県レッドデータブック 香川県の希少野生生物 2004」の掲載種
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県条例：「香川県希少野生生物の保護に関する条例」の指定種

【外来種の選定基準】
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 特定：特定外来生物

「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」の掲載種 定着：定着予防外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種

「外来種ハンドブック」の掲載種 外来：国外から侵入した種

カメムシ科

No.

分類 重要種

キリギリス科

ヘリカメムシ科

ヨコバイ科

アワフキムシ科

外来種
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科名 和名 学名
文化財保

護法
種の保存

法
環境省
RDB

香川県
RDB

香川県条
例

21 クサカゲロウ Chrysopa intima
22 クサカゲロウ科の一種 CHRYSOPIDAE sp.
23 ミノガ科 シバミノガ Nipponopsyche fuscescens
24 マルハキバガ科 シロスジベニマルハキバガ Promalactis enopisema
25 セセリチョウ科 イチモンジセセリ Parnara guttata guttata
26 シジミチョウ科 ルリシジミ Celastrina argiolus ladonides
27 タテハチョウ科 コミスジ Neptis sappho intermedia
28 キタキチョウ Eurema mandarina mandarina
29 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora
30 ツトガ科 ツゲノメイガ Cydalima perspectalis
31 スズメガ科 コスズメ Theretra japonica
32 ムシヒキアブ科 シオヤアブ Promachus yesonicus
33 ヒロクチバエ科 スジブトヒメヒロクチバエ Rivellia alini
34 オサムシ科 オオマルガタゴミムシ Amara gigantea
35 セマダラコガネ Blitopertha orientalis
36 アオヒメハナムグリ Gametis forticula forticula
37 マメコガネ Popillia japonica
38 ヒメヒラタタマムシ Anthaxia proteus
39 クズノチビタマムシ Trachys auricollis
40 コメツキムシ科 サビキコリ Agrypnus binodulus binodulus
41 ジョウカイボン科 セボシジョウカイ Lycocerus vitellinus
42 カツオブシムシ科 カマキリタマゴカツオブシムシ Thaumaglossa rufocapillata

備考） 種名及び分類順は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（平成26年度版）」を基本とした。

【重要種の選定基準】
文化財保護法：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
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」の指定種
環境省RDB：「レッドデータブック2014哺乳類」「レッドデータブック2014鳥類」の掲載種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県RDB：「香川県レッドデータブック 香川県の希少野生生物 2004」の掲載種
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県条例：「香川県希少野生生物の保護に関する条例」の指定種

【外来種の選定基準】
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 特定：特定外来生物

「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」の掲載種 定着：定着予防外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種

「外来種ハンドブック」の掲載種 外来：国外から侵入した種

外来種

外来
シロチョウ科

クサカゲロウ科

タマムシ科

コガネムシ科

No.

分類 重要種
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科名 和名 学名
文化財保

護法
種の保存

法
環境省
RDB

香川県
RDB

香川県条
例

43 ムーアシロホシテントウ Calvia muiri
44 アカホシテントウ Chilocorus rubidus
45 ナナホシテントウ Coccinella septempunctata
46 ナミテントウ Harmonia axyridis
47 ダンダラテントウ Menochilus sexmaculatus
48 ヒメカメノコテントウ Propylea japonica
49 ウリハムシ Aulacophora indica
50 アオバネサルハムシ Basilepta fulvipes
51 ニレハムシ Pyrrhalta maculicollis
52 トゲハラヒラセクモゾウムシ Metialma cordata
53 スグリゾウムシ Pseudocneorhinus bifasciatus
54 ミフシハバチ科 ルリチュウレンジ Arge similis
55 クロオオアリ Camponotus japonicus
56 クロヤマアリ Formica japonica
57 ドロバチ科 ミカドドロバチ本土亜種 Euodynerus nipanicus nipanicus
58 セグロアシナガバチ本土亜種 Polistes jokahamae jokahamae
59 オオスズメバチ Vespa mandarinia
60 ミツバチ科 キムネクマバチ Xylocopa appendiculata circumvolans
61 ハキリバチ科 キヌゲハキリバチ Megachile kobensis

備考） 種名及び分類順は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（平成26年度版）」を基本とした。

【重要種の選定基準】
文化財保護法：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
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」の指定種
環境省RDB：「レッドデータブック2014哺乳類」「レッドデータブック2014鳥類」の掲載種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県RDB：「香川県レッドデータブック 香川県の希少野生生物 2004」の掲載種
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県条例：「香川県希少野生生物の保護に関する条例」の指定種

【外来種の選定基準】
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 特定：特定外来生物

「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」の掲載種 定着：定着予防外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種

「外来種ハンドブック」の掲載種 外来：国外から侵入した種

No. 外来種

スズメバチ科

アリ科

ゾウムシ科

ハムシ科

テントウムシ科

分類 重要種
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科名 和名 学名
文化財保

護法
種の保存

法
環境省
RDB

香川県
RDB

香川県条
例

1 コバノイシカグマ科 ワラビ Pteridium aquilinum var.latiusculum
2 イノモトソウ科 イノモトソウ Pteris multifida
3 オシダ科 ヤブソテツ Cyrtomium fortunei
4 ヒメシダ科 ホシダ Thelypteris acuminata
5 ソテツ科 ソテツ Cycas revoluta 植栽

6 イチョウ科 イチョウ Ginkgo biloba 植栽

7 マツ科 クロマツ Pinus thunbergii 植栽

8 スギ科 メタセコイヤ Metasequoia glyptostroboides 植栽

9 カイヅカイブキ Juniperus chinensis cv.Pyramidalis 植栽

10 ネズ Juniperus rigida 植栽

11 マキ科 イヌマキ Podocarpus macrophyllus 植栽

12 ヤマモモ科 ヤマモモ Myrica rubra 植栽

13 マテバシイ Lithocarpus edulis 植栽

14 クヌギ Quercus acutissima 植栽

15 アラカシ Quercus glauca 植栽

16 ウバメガシ Quercus phillyraeoides 植栽

17 コナラ Quercus serrata 植栽

18 エノキ Celtis sinensis var.japonica 植栽

19 アキニレ Ulmus parvifolia 植栽

20 ケヤキ Zelkova serrata 植栽

21 クワ科 カナムグラ Humulus japonicus
22 イタドリ Reynoutria japonica
23 スイバ Rumex acetosa

備考1） 分類の配列、種名等は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（平成27年度版）」（水情報国土データ管理センター、2016年公表）を基本とした。
備考2） 工場内に植栽されている種については「植栽」、栽培植物が野生化した種については「逸出」として表記した。

【重要種の選定基準】
文化財保護法：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
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」の指定種
環境省RDB：「レッドデータブック2014哺乳類」「レッドデータブック2014鳥類」の掲載種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県RDB：「香川県レッドデータブック 香川県の希少野生生物 2004」の掲載種
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県条例：「香川県希少野生生物の保護に関する条例」の指定種

【外来種の選定基準】
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 特定：特定外来生物

「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」の掲載種 定着：定着予防外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種

「外来種ハンドブック」の掲載種 外来：国外から侵入した種

タデ科

ニレ科

ブナ科

ヒノキ科

No.

分類 重要種

外来種
植栽／逸

出
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科名 和名 学名
文化財保

護法
種の保存

法
環境省
RDB

香川県
RDB

香川県条
例

24 アレチギシギシ Rumex conglomeratus 外来

25 ナガバギシギシ Rumex crispus 総合・外来

26 スベリヒユ科 スベリヒユ Portulaca oleracea
27 オランダミミナグサ Cerastium glomeratum 外来

28 ハマナデシコ Dianthus japonicus
29 ツメクサ Sagina japonica
30 マンテマ Silene gallica var.quinquevulnera 総合・外来

31 ノミノフスマ Stellaria alsine var.undulata
32 ミドリハコベ Stellaria neglecta
33 アカザ科 シロザ Chenopodium album
34 ヒユ科 ヒナタイノコズチ Achyranthes bidentata var.tomentosa
35 クスノキ科 クスノキ Cinnamomum camphora 植栽

36 ツヅラフジ科 アオツヅラフジ Cocculus orbiculatus
37 セイヨウカラシナ Brassica juncea 総合・外来

38 マメグンバイナズナ Lepidium virginicum 外来

39 マンサク科 イスノキ Distylium racemosum 植栽

40 ソメイヨシノ Prunus x yedoensis 植栽

41 シャリンバイ Rhaphiolepis umbellata 植栽

42 ノイバラ Rosa multiflora
43 ヤハズソウ Kummerowia striata
44 メドハギ Lespedeza cuneata
45 ネコハギ Lespedeza pilosa
46 クズ Pueraria lobata

備考1） 分類の配列、種名等は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（平成27年度版）」（水情報国土データ管理センター、2016年公表）を基本とした。
備考2） 工場内に植栽されている種については「植栽」、栽培植物が野生化した種については「逸出」として表記した。

【重要種の選定基準】
文化財保護法：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
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」の指定種
環境省RDB：「レッドデータブック2014哺乳類」「レッドデータブック2014鳥類」の掲載種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県RDB：「香川県レッドデータブック 香川県の希少野生生物 2004」の掲載種
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県条例：「香川県希少野生生物の保護に関する条例」の指定種

【外来種の選定基準】
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 特定：特定外来生物

「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」の掲載種 定着：定着予防外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種

「外来種ハンドブック」の掲載種 外来：国外から侵入した種

バラ科

アブラナ科

ナデシコ科

ナデシコ科

タデ科

マメ科

No.

分類 重要種

外来種
植栽／逸

出
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科名 和名 学名
文化財保

護法
種の保存

法
環境省
RDB

香川県
RDB

香川県条
例

47 ハリエンジュ Robinia pseudoacacia 産業・外来

48 シャグマハギ Trifolium arvense 外来

49 コメツブツメクサ Trifolium dubium 外来

50 シロツメクサ Trifolium repens 外来

51 ヤハズエンドウ Vicia angustifolia
52 カスマグサ Vicia tetrasperma
53 フジ Wisteria floribunda 植栽

54 イモカタバミ Oxalis articulata 外来

55 カタバミ Oxalis corniculata
56 ムラサキカタバミ Oxalis corymbosa 外来

57 オッタチカタバミ Oxalis stricta 外来

58 フウロソウ科 アメリカフウロ Geranium carolinianum 外来

59 コニシキソウ Euphorbia supina 外来

60 アカメガシワ Mallotus japonicus
61 ユズリハ科 ヒメユズリハ Daphniphyllum teijsmannii 植栽

62 センダン科 センダン Melia azedarach 植栽

63 ウルシ科 ヌルデ Rhus javanica var.chinensis
64 カエデ科 イロハモミジ Acer palmatum 植栽

65 モチノキ科 クロガネモチ Ilex rotunda 植栽

66 ヤブガラシ Cayratia japonica
67 ツタ Parthenocissus tricuspidata
68 ホルトノキ科 ホルトノキ Elaeocarpus sylvestris var.ellipticus 植栽

69 アカバナ科 メマツヨイグサ Oenothera biennis 外来

備考1） 分類の配列、種名等は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（平成27年度版）」（水情報国土データ管理センター、2016年公表）を基本とした。
備考2） 工場内に植栽されている種については「植栽」、栽培植物が野生化した種については「逸出」として表記した。

【重要種の選定基準】
文化財保護法：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
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」の指定種
環境省RDB：「レッドデータブック2014哺乳類」「レッドデータブック2014鳥類」の掲載種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県RDB：「香川県レッドデータブック 香川県の希少野生生物 2004」の掲載種
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県条例：「香川県希少野生生物の保護に関する条例」の指定種

【外来種の選定基準】
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 特定：特定外来生物

「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」の掲載種 定着：定着予防外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種

「外来種ハンドブック」の掲載種 外来：国外から侵入した種

ブドウ科

トウダイグサ科

カタバミ科

マメ科

No.

分類 重要種

外来種
植栽／逸

出



■植物　4/6

科名 和名 学名
文化財保

護法
種の保存

法
環境省
RDB

香川県
RDB

香川県条
例

70 コマツヨイグサ Oenothera laciniata 総合・外来

71 ユウゲショウ Oenothera rosea 外来

72 ヒルザキツキミソウ Oenothera speciosa 外来

73 ウコギ科 セイヨウキヅタ Hedera helix 植栽

74 セリ科 マツバゼリ Apium leptophyllum 外来

75 モクセイ科 ネズミモチ Ligustrum japonicum
76 キョウチクトウ科 キョウチクトウ Nerium indicum 外来 植栽

77 ガガイモ科 ガガイモ Metaplexis japonica
78 ヤエムグラ Galium spurium var.echinospermon
79 ヘクソカズラ Paederia scandens
80 ヒルガオ科 アメリカネナシカズラ Cuscuta pentagona 総合・外来

81 ムラサキ科 キュウリグサ Trigonotis peduncularis
82 シソ科 ホトケノザ Lamium amplexicaule
83 マツバウンラン Linaria canadensis 外来

84 トキワハゼ Mazus pumilus
85 タチイヌノフグリ Veronica arvensis 外来

86 ムシクサ Veronica peregrina
87 オオバコ科 タチオオバコ Plantago virginica 外来

88 スイカズラ科 ハナツクバネウツギ Abelia x grandiflora
89 キキョウソウ Specularia perfoliata 外来

90 ヒナギキョウ Wahlenbergia marginata
91 ブタクサ Ambrosia artemisiifolia var.elatior 外来

92 ヨモギ Artemisia indica var.maximowiczii
備考1） 分類の配列、種名等は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（平成27年度版）」（水情報国土データ管理センター、2016年公表）を基本とした。
備考2） 工場内に植栽されている種については「植栽」、栽培植物が野生化した種については「逸出」として表記した。

【重要種の選定基準】
文化財保護法：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
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」の指定種
環境省RDB：「レッドデータブック2014哺乳類」「レッドデータブック2014鳥類」の掲載種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県RDB：「香川県レッドデータブック 香川県の希少野生生物 2004」の掲載種
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県条例：「香川県希少野生生物の保護に関する条例」の指定種

【外来種の選定基準】
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 特定：特定外来生物

「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」の掲載種 定着：定着予防外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種

「外来種ハンドブック」の掲載種 外来：国外から侵入した種

キク科

キキョウ科

ゴマノハグサ科

アカネ科

アカバナ科

No.

分類 重要種

外来種
植栽／逸

出



■植物　5/6

科名 和名 学名
文化財保

護法
種の保存

法
環境省
RDB

香川県
RDB

香川県条
例

93 コセンダングサ Bidens pilosa 外来

94 コスモス Cosmos bipinnatus 外来 逸出

95 ヒメムカシヨモギ Erigeron canadensis 外来

96 ハハコグサ Gnaphalium affine
97 チチコグサ Gnaphalium japonicum
98 チチコグサモドキ Gnaphalium pensylvanicum 外来

99 ブタナ Hypochoeris radicata 外来

100 アキノノゲシ Lactuca indica
101 セイタカアワダチソウ Solidago altissima 総合・外来

102 オニノゲシ Sonchus asper 外来

103 ノゲシ Sonchus oleraceus
104 ヒメジョオン Stenactis annuus 総合・外来

105 セイヨウタンポポ Taraxacum officinale 総合・外来

106 オニタビラコ Youngia japonica
107 アヤメ科 ニワゼキショウ Sisyrinchium atlanticum 外来

108 クサイ Juncus tenuis
109 スズメノヤリ Luzula capitata
110 ツユクサ科 ツユクサ Commelina communis
111 アオカモジグサ Agropyron racemiferum
112 メリケンカルカヤ Andropogon virginicus 総合・外来

113 カラスムギ Avena fatua
114 コバンソウ Briza maxima 外来

115 ヒメコバンソウ Briza minor 外来

備考1） 分類の配列、種名等は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（平成27年度版）」（水情報国土データ管理センター、2016年公表）を基本とした。
備考2） 工場内に植栽されている種については「植栽」、栽培植物が野生化した種については「逸出」として表記した。

【重要種の選定基準】
文化財保護法：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
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」の指定種
環境省RDB：「レッドデータブック2014哺乳類」「レッドデータブック2014鳥類」の掲載種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県RDB：「香川県レッドデータブック 香川県の希少野生生物 2004」の掲載種
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県条例：「香川県希少野生生物の保護に関する条例」の指定種

【外来種の選定基準】
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 特定：特定外来生物

「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」の掲載種 定着：定着予防外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種

「外来種ハンドブック」の掲載種 外来：国外から侵入した種

イネ科

イグサ科

キク科

No.

分類 重要種

外来種
植栽／逸

出



■植物　6/6

科名 和名 学名
文化財保

護法
種の保存

法
環境省
RDB

香川県
RDB

香川県条
例

116 イヌムギ Bromus catharticus 外来

117 シナダレスズメガヤ Eragrostis curvula 総合・外来

118 チガヤ Imperata cylindrica var.koenigii
119 ネズミホソムギ Lolium x hybridu 産業・外来

120 ススキ Miscanthus sinensis
121 ネザサ Pleioblastus chino var.viridis 植栽

122 スズメノカタビラ Poa annua
123 ナギナタガヤ Vulpia myuros 産業・外来

124 ガマ科 ヒメガマ Typha angustifolia
125 ヤワラスゲ Carex transversa
126 ハマスゲ Cyperus rotundus
127 ラン科 ネジバナ Spiranthes sinensis var.amoena

備考1） 分類の配列、種名等は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（平成27年度版）」（水情報国土データ管理センター、2016年公表）を基本とした。
備考2） 工場内に植栽されている種については「植栽」、栽培植物が野生化した種については「逸出」として表記した。

【重要種の選定基準】
文化財保護法：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
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」の指定種
環境省RDB：「レッドデータブック2014哺乳類」「レッドデータブック2014鳥類」の掲載種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県RDB：「香川県レッドデータブック 香川県の希少野生生物 2004」の掲載種
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

香川県条例：「香川県希少野生生物の保護に関する条例」の指定種

【外来種の選定基準】
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 特定：特定外来生物

「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」の掲載種 定着：定着予防外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種

「外来種ハンドブック」の掲載種 外来：国外から侵入した種

カヤツリグサ科

イネ科

No.

分類 重要種

外来種
植栽／逸

出


