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H30侵略的外来生物県民参加モニタリング調査報告書 

 

児嶋 翼 

（トトロのふるさと基金 調査部会） 

 

 

要旨 

埼玉県事業により夏と秋にそれぞれ外来生物の生息状況を調査した。調査地は主に

所沢市内の 1km 四方を 1 メッシュとして、合計 4 メッシュを選定し目視による踏

査を行った。また、近年県内で分布を拡げている外来種クビアカツヤカミキリ

（Aromia bungii）についても同時に重点的に調査を行った。今調査では 76種の外来

生物が確認され、特に生育環境の良い畑周辺や河川沿いに多く見られた。注視すべ

き緊急対策外来種は 5 種確認され、重点対策外来種は 13 種確認されている。今後

の分布拡大に注視する必要がある。クビアカツヤカミキリについては今調査では確

認はなかった。 

キーワード：埼玉県；分布拡大；生態系影響；クビアカツヤカミキリ 

 

調査目的 

埼玉県事業により県内で生物多様性保全活動を行っている団体を調査主体とし、各地域において調

査対象となる侵略的外来生物の生息・生育状況について 3年間にわたって記録することによって、県

内の侵略的外来生物の現状を把握し、その情報を基礎資料としてまとめることを目的としている。今

調査に関して所沢地域は昨年までは未調査でありトトロのふるさと基金の方で調査を請け負うこと

となり、今年で 2回目となる。事業としては最終年であり、所沢市内の侵略的外来生物の生息状況を

網羅的に把握するという観点からも集大成となる調査となる。 

 

調査方法 

調査区域は主に所沢市内の三次メッシュ地図（1km 四方のメッシュ）の黄色枠 4 カ所を選定した

（図 1、2）。また、それぞれの調査区域内では外来生物の発見頻度の高いと思われる場所（畑周辺や

河川沿いなど）を踏査区域に設定し、夏(6 月、7 月)と秋（11 月）にそれぞれ 1 回ずつ調査を行った

（表 1）。それぞれの調査区域内を 1～2時間ほどかけて歩き、出現した外来生物を記録した。記録項

目としては植物では種名、調査日、調査場所、環境、生活段階、広がりの状況（表 2）などを記録、

動物では種名、調査日、調査場所、環境、個体数などを記録した。調査対象種は環境省作成の「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」の掲載種を中心に明治以降侵入の動植物と

した。クビアカツヤカミキリの調査に関しては、主に幼虫の食樹としているバラ科樹木の食痕を重点
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的に観察し、調査日、調査場所、樹種、環境、痕の確認段階（表 3）、等を記録した。その他、調査時

でない状況で発見された外来生物に関しても追加情報として記録した。 

 
 

 
 

 

図 1 調査区域位置図 
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図 2 調査区域位置図 
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表 1 調査区域詳細 

 

 

表 2 広がり状況 

 

 

 

表 3 痕の確認段階 

 

 

 

 

 

  

黄色枠No 場所 環境 日時

① 所沢市上安松 河川（柳瀬川）、市街地 7/6、11/30

② 所沢市糀谷 畑、市街地、河川 6/19、11/24

③ 所沢市堀之内 畑、河川 6/19、11/24

④ 東京都清瀬市野塩１丁目 河川（空堀川）、市街地 7/6、11/30

　　　　(同じ環境で複数出現したときは最大値を記入)

a:1-3株 g:0.05m2未満(20ｃｍ四方)
b:4-9株 h:0.25m2未満(50ｃｍ四方)
c:10-99株 i:1m2未満

d:100-999株 j:10m2未満(3ｍ四方)

e:1000-9999株 k:100m2未満(10ｍ四方)

f:10000株以上 l:100m2以上

5　生体の確認：成虫を確認した　

4　樹体枯死の確認：樹体に枯死した場所がある　　　　　　　

3　成虫脱出口の確認：樹体に成虫の脱出口がある

2　フラス排出孔の確認：樹体からフラスがひき肉状に飛び出している

1　フラスの確認：根元などに褐色のカリントウ状で比較的硬いフラス（木くず）がある

0　確認できなかった
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調査結果 

今調査では、動植物含め特に注視すべき緊急対策外来種は 5 種確認され、重点対策外来種は 13 種

確認されている。特に生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害が考えられ、外来生物法

で輸入や飼育・栽培、運搬等が規制される特定外来生物は 6 種確認された  

外来動物については、今調査で 7種確認された。所沢市山口の池（菩提樹池）ではウシガエル（Rana 

catesbeiana）、アメリカザリガニ（Procambarus clarkii）が多く記録され、周辺では特定外来生物である

アライグマ（Procyon lotor）の親子も記録された。所沢市堀之内の畑（比良の丘）では、ウマノスズク

サ（Aristolochia debilis）に多数のホソオチョウ（Sericinus montela）の幼虫も確認された。 

外来植物は特に生育環境の良い畑周辺や河川沿いに多く分布しており、今調査では 76 種確認され

た。特定外来生物では、アレチウリ（Sicyos angulatus）、オオキンケイギク（Coreopsis lanceolata）が

記録された。確認回数も多く、拡がりを見せていた種はセイタカアワダチソウ（Solidago altissima）、

アメリカフウロ（Geranium carolinianum）、ウラジロチチコグサ（Gamochaeta coarctata）、オオイヌノ

フグリ（Veronica persica）、オッタチカタバミ（Oxalis stricta）、シロツメクサ（Trifolium repens）、ハキ

ダメギク（Galinsoga quadriradiata）、ヒメオドリコソウ（Lamium purpureum）、ムラサキツメクサ

（Trifolium pratense）、ヤナギバヒメジョオン（Erigeron strigosus）などであった。その他、多種多様な

一般外来植物も多く記録された。 

クビアカツヤカミキリについては今調査では確認はなかった。 

詳細は表 4、表 5、表 6に記載した。 
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和名 調査日 場所 外来種区分 環境 個体数 備考

アライグマ 2018/7/2 所沢市山口 特定外来生物、緊急対策外来種 水田 5 仔4頭、親1頭 20:30頃

アライグマ 2018/6/17 所沢市北野南２丁目 特定外来生物、緊急対策外来種 水田 ― 畦に多数の足跡

ガビチョウ 2018/6/19 所沢市堀之内 特定外来生物、緊急対策外来種 河川 1 鳴き声のみ

ガビチョウ 2018/11/24 所沢市堀之内 特定外来生物、緊急対策外来種 畑 1 鳴き声のみ

ガビチョウ 2018/6/19 所沢市糀谷 特定外来生物、緊急対策外来種 畑 1 巣が近くにある様子

アカボシゴマダラ 2018/11/24 所沢市堀之内 特定外来生物、重点対策外来種 河川 2 幼虫

ウシガエル 2018/6/22 所沢市山口 特定外来生物、重点対策外来種 池 100以上 成体、幼体多数

アメリカザリガニ 2018/6/22 所沢市山口 緊急対策外来種 池 100以上

アメリカザリガニ 2018/11/24 所沢市堀之内 緊急対策外来種 河川 1 死体で発見

アメリカザリガニ 2018/6/19 所沢市糀谷 緊急対策外来種 河川 1 死体で発見

ハクビシン 2018/6/28 所沢市三ケ島３丁目 重点対策外来種 畑 1 18:30頃

ホソオチョウ 2018/6/19 所沢市堀之内 重点対策外来種 畑 100以上 幼虫と成虫を確認

表 5 記録された外来植物一覧（外来種区分/種名 50 音順） 

和名 調査日 場所 外来種区分 環境 生活段階 広がり 備考

アレチウリ 2018/6/19 所沢市堀之内
特定外来生物

緊急対策外来種
河川 成葉のみ a 砂川

アレチウリ 2018/11/24 所沢市堀之内
特定外来生物

緊急対策外来種
畑 つぼみ c

アレチウリ 2018/11/24 所沢市糀谷
特定外来生物

緊急対策外来種
市街地 成葉のみ h

オオキンケイギク 2018/7/6 清瀬市野塩
特定外来生物

緊急対策外来種
市街地 開花 d

オオブタクサ 2018/6/19 所沢市堀之内 重点対策外来種 河川 成葉のみ c 砂川

オオブタクサ 2018/7/6 清瀬市野塩 重点対策外来種 河川 成葉のみ c 空堀川

オランダガラシ 2018/11/24 所沢市堀之内 重点対策外来種 河川 成葉のみ j 砂川

コマツヨイグサ 2018/6/19 所沢市糀谷 重点対策外来種 畑 開花 c

セイタカアワダチソウ 2018/6/19 所沢市堀之内 重点対策外来種 河川 成葉のみ e 砂川

セイタカアワダチソウ 2018/6/19 所沢市糀谷 重点対策外来種 畑 成葉のみ k

セイタカアワダチソウ 2018/7/6 清瀬市野塩 重点対策外来種 市街地 成葉のみ e

セイタカアワダチソウ 2018/11/24 所沢市堀之内 重点対策外来種 河川 開花・結実 d 砂川

セイタカアワダチソウ 2018/11/30 所沢市上安松 重点対策外来種 市街地 結実 a

セイヨウタンポポ 2018/6/19 所沢市堀之内 重点対策外来種 畑 結実 b

セイヨウタンポポ 2018/6/19 所沢市糀谷 重点対策外来種 畑 開花 a

セイヨウタンポポ 2018/11/24 所沢市堀之内 重点対策外来種 畑 幼植物 a

セイヨウタンポポ 2018/11/24 所沢市糀谷 重点対策外来種 市街地 成葉のみ a

セイヨウタンポポ 2018/11/30 清瀬市野塩 重点対策外来種 河川 つぼみ・開花 a 空堀川

セイヨウタンポポ 2018/11/30 所沢市上安松 重点対策外来種 市街地 幼植物 a

ニワウルシ 2018/6/19 所沢市堀之内 重点対策外来種 河川 成葉のみ a 砂川

ニワウルシ 2018/11/24 所沢市堀之内 重点対策外来種 河川 成葉のみ b 砂川

ノハカタカラクサ 2018/7/6 清瀬市野塩 重点対策外来種 河川 成葉のみ c 空堀川

マルバアサガオ 2018/6/19 所沢市堀之内 重点対策外来種 畑 成葉のみ b

マルバアサガオ 2018/7/6 所沢市上安松 重点対策外来種 河川 開花 a 柳瀬川

マルバアサガオ 2018/11/24 所沢市堀之内 重点対策外来種 河川 開花 b 砂川

マルバアサガオ 2018/11/30 所沢市上安松 重点対策外来種 河川 結実 j 柳瀬川

マルバルコウ 2018/7/6 清瀬市野塩 重点対策外来種 河川 成葉のみ c 空堀川

マルバルコウ 2018/11/30 清瀬市野塩 重点対策外来種 河川 開花・結実 c 空堀川

マルバルコウ 2018/11/30 所沢市上安松 重点対策外来種 市街地 開花 b

ネズミムギ 2018/6/19 所沢市堀之内 産業管理外来種 河川 開花 a 砂川

表 4 記録された外来動物一覧（外来種区分/種名 50音順）  

） 
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和名 調査日 場所 外来種区分 環境 生活段階 広がり 備考

アメリカオニアザミ 2018/11/30 清瀬市野塩 その他の総合対策外来種 市街地 幼植物 a

アメリカセンダングサ 2018/11/24 所沢市堀之内 その他の総合対策外来種 河川 開花 c 砂川

アレチヌスビトハギ 2018/6/19 所沢市堀之内 その他の総合対策外来種 畑 成葉のみ c

エゾノギシギシ 2018/11/24 所沢市堀之内 その他の総合対策外来種 河川 成葉のみ b 砂川

シマスズメノヒエ 2018/6/19 所沢市堀之内 その他の総合対策外来種 畑 結実 c

セイバンモロコシ 2018/7/6 清瀬市野塩 その他の総合対策外来種 市街地 結実 a

セイバンモロコシ 2018/7/6 清瀬市野塩 その他の総合対策外来種 河川 結実 c 空堀川

セイバンモロコシ 2018/7/6 所沢市上安松 その他の総合対策外来種 河川 結実 d 柳瀬川

セイバンモロコシ 2018/11/30 清瀬市野塩 その他の総合対策外来種 河川 結実 d 空堀川

タカサゴユリ 2018/6/19 所沢市堀之内 その他の総合対策外来種 河川 幼植物 a 砂川

ハルシャギク 2018/7/6 清瀬市野塩 その他の総合対策外来種 河川 開花 c 空堀川

ハルシャギク 2018/7/6 所沢市上安松 その他の総合対策外来種 河川 開花 c 柳瀬川

ヒメジョオン 2018/6/19 所沢市堀之内 その他の総合対策外来種 河川 開花 c 砂川

ヒメジョオン 2018/6/19 所沢市糀谷 その他の総合対策外来種 畑 開花 c

ヒメジョオン 2018/11/24 所沢市堀之内 その他の総合対策外来種 河川 開花 c 砂川

ヒメジョオン 2018/11/24 所沢市糀谷 その他の総合対策外来種 市街地 開花 a

ヒメジョオン 2018/11/30 清瀬市野塩 その他の総合対策外来種 河川 開花 a 空堀川

ヒメジョオン 2018/11/30 所沢市上安松 その他の総合対策外来種 河川 開花 a 柳瀬川

ヒメツルソバ 2018/6/19 所沢市堀之内 その他の総合対策外来種 畑 開花 k

ムシトリナデシコ 2018/6/19 所沢市糀谷 その他の総合対策外来種 畑 開花 c

アメリカイヌホオズキ 2018/11/24 所沢市堀之内 一般外来種 河川 結実 a 砂川

アメリカイヌホオズキ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 結実 a

アメリカフウロ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 河川 成葉のみ a 砂川

アメリカフウロ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 結実 i

アメリカフウロ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 結実 c

アメリカフウロ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 市街地 開花 c

アメリカフウロ 2018/11/24 所沢市堀之内 一般外来種 河川 成葉のみ d 砂川

アメリカフウロ 2018/11/24 所沢市糀谷 一般外来種 市街地 成葉のみ k

アメリカフウロ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 成葉のみ j

アメリカフウロ 2018/11/30 所沢市上安松 一般外来種 河川 成葉のみ b 柳瀬川

アレチギシギシ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 畑 結実 c

アレチギシギシ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 開花 a

アレチギシギシ 2018/11/24 所沢市堀之内 一般外来種 河川 幼植物 a 砂川

イヌムギ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 河川 結実 c 砂川

イヌムギ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 結実 i

イヌムギ 2018/11/24 所沢市堀之内 一般外来種 河川 成葉のみ j 砂川

イヌムギ 2018/11/24 所沢市糀谷 一般外来種 市街地 成葉のみ i

イヌムギ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 成葉のみ l

イモカタバミ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 畑 開花 c

イモカタバミ 2018/11/30 所沢市上安松 一般外来種 河川 開花・結実 h 柳瀬川

ウラジロチチコグサ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 畑 成葉のみ b

ウラジロチチコグサ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 開花 a

ウラジロチチコグサ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 結実 k

ウラジロチチコグサ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 幼植物 a

ウラジロチチコグサ 2018/11/30 所沢市上安松 一般外来種 市街地 成葉のみ a

オオアレチノギク 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 成葉のみ b

オオアレチノギク 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 成葉のみ a

オオアレチノギク 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 つぼみ・開花 c
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和名 調査日 場所 外来種区分 環境 生活段階 広がり 備考

オオイヌノフグリ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 河川 開花 c 砂川

オオイヌノフグリ 2018/11/24 所沢市堀之内 一般外来種 河川 開花 c 砂川

オオイヌノフグリ 2018/11/24 所沢市糀谷 一般外来種 市街地 つぼみ・開花 l

オオイヌノフグリ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 幼植物 j

オオニシキソウ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 結実 b

オッタチカタバミ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 河川 結実 c 砂川

オッタチカタバミ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 結実 c

オッタチカタバミ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 結実 k

オッタチカタバミ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 河川 結実 d 柳瀬川

オッタチカタバミ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 結実 b

オニノゲシ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 畑 開花 c

オニノゲシ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 結実 a

オニノゲシ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 開花 b

オニノゲシ 2018/11/24 所沢市堀之内 一般外来種 河川 開花 c 砂川

オニノゲシ 2018/11/24 所沢市糀谷 一般外来種 市街地 成葉のみ a

オランダミミナグサ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 結実 c

オランダミミナグサ 2018/11/24 所沢市糀谷 一般外来種 市街地 成葉のみ d

オランダミミナグサ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 幼植物 a

オランダミミナグサ 2018/11/30 所沢市上安松 一般外来種 河川 成葉のみ c 柳瀬川

カラスムギ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 結実 b

キクイモ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 畑 成葉のみ j

キクイモ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 河川 成葉のみ f 柳瀬川

キバナコスモス 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 河川 開花・結実 b 空堀川

キバナコスモス 2018/11/30 所沢市上安松 一般外来種 市街地 開花 b

クルマバザクロソウ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 開花 a

グンバイナズナ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 河川 開花 d 空堀川

グンバイナズナ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 河川 結実 a 柳瀬川

ゴウシュウアリタソウ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 畑 成葉のみ k

ゴウシュウアリタソウ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 成葉のみ c

ゴウシュウアリタソウ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 河川 幼植物 j 柳瀬川

コセンダングサ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 河川 成葉のみ b 砂川

コセンダングサ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 成葉のみ a

コセンダングサ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 河川 開花・結実 b 空堀川

コセンダングサ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 河川 結実 b 柳瀬川

コセンダングサ 2018/11/24 所沢市堀之内 一般外来種 河川 開花・結実 e 砂川

コセンダングサ 2018/11/24 所沢市糀谷 一般外来種 市街地 開花・結実 b

コセンダングサ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 つぼみ・開花 a

コセンダングサ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 河川 結実 c 空堀川

コセンダングサ 2018/11/30 所沢市上安松 一般外来種 河川 開花・結実 a 柳瀬川

コニシキソウ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 畑 成葉のみ b

コニシキソウ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 成葉のみ a

コニシキソウ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 河川 成葉のみ a 柳瀬川

コニシキソウ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 河川 成葉のみ a 空堀川

コハコベ 2018/11/24 所沢市糀谷 一般外来種 市街地 開花 j

コハコベ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 成葉のみ b

コハコベ 2018/11/30 所沢市上安松 一般外来種 市街地 成葉のみ a

コバンソウ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 河川 開花 c 砂川

コバンソウ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 枯死 c
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和名 調査日 場所 外来種区分 環境 生活段階 広がり 備考

シロツメクサ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 畑 開花 l

シロツメクサ 2018/11/24 所沢市糀谷 一般外来種 市街地 成葉のみ k

チチコグサモドキ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 畑 結実 b

チチコグサモドキ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 開花 a

チチコグサモドキ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 結実 c

チチコグサモドキ 2018/11/24 所沢市堀之内 一般外来種 畑 幼植物 b

チチコグサモドキ 2018/11/24 所沢市糀谷 一般外来種 市街地 つぼみ・開花 a

チチコグサモドキ 2018/11/30 所沢市上安松 一般外来種 市街地 結実 a

ツルマンネングサ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 河川 成葉のみ a 空堀川

ツルマンネングサ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 河川 成葉のみ h 柳瀬川

ナガエコミカンソウ 2018/11/30 所沢市上安松 一般外来種 河川 結実 a 柳瀬川

ナガミヒナゲシ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 畑 結実 d

ナガミヒナゲシ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 結実 b

ナガミヒナゲシ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 結実 d

ナガミヒナゲシ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 市街地 結実 b

ナガミヒナゲシ 2018/11/24 所沢市堀之内 一般外来種 河川 幼植物 b 砂川

ナガミヒナゲシ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 幼植物 a

ナガミヒナゲシ 2018/11/30 所沢市上安松 一般外来種 河川 幼植物 c 柳瀬川

ノボロギク 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 河川 結実 a 砂川

ノボロギク 2018/11/24 所沢市糀谷 一般外来種 市街地 開花・結実 b

ノボロギク 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 つぼみ・開花 a

ノボロギク 2018/11/30 所沢市上安松 一般外来種 市街地 つぼみ・開花 a

ハキダメギク 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 河川 開花 b 砂川

ハキダメギク 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 開花 c

ハキダメギク 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 開花 b

ハキダメギク 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 河川 開花 d 柳瀬川

ハキダメギク 2018/11/24 所沢市堀之内 一般外来種 河川 開花 c 砂川

ハキダメギク 2018/11/24 所沢市糀谷 一般外来種 市街地 開花 k

ハキダメギク 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 開花 j

ハキダメギク 2018/11/30 所沢市上安松 一般外来種 河川 開花 c 柳瀬川

ハナヤエムグラ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 畑 開花 b

ヒメオドリコソウ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 河川 成葉のみ i 砂川

ヒメオドリコソウ 2018/11/24 所沢市堀之内 一般外来種 畑 成葉のみ c

ヒメオドリコソウ 2018/11/24 所沢市糀谷 一般外来種 市街地 幼植物 k

ヒメオドリコソウ 2018/11/30 所沢市上安松 一般外来種 河川 つぼみ・開花 c 柳瀬川

ヒメムカシヨモギ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 成葉のみ j

ヒメムカシヨモギ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 河川 成葉のみ c 柳瀬川

ヒメムカシヨモギ 2018/11/24 所沢市堀之内 一般外来種 河川 幼植物 a 砂川

ブタナ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 河川 開花 c 砂川

ブタナ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 開花 c

ブタナ 2018/11/24 所沢市堀之内 一般外来種 河川 開花 b 砂川

ブタナ 2018/11/24 所沢市糀谷 一般外来種 市街地 開花 c

ヘラオオバコ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 河川 開花・結実 c 柳瀬川

ヘラオオバコ 2018/11/30 所沢市上安松 一般外来種 河川 幼植物 a 柳瀬川

ホナガイヌビユ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 結実 a

マメグンバイナズナ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 河川 結実 d 空堀川

ミチタネツケバナ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 つぼみ・開花 b

ムラサキカタバミ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 畑 開花 a
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和名 調査日 場所 外来種区分 環境 生活段階 広がり 備考

ムラサキツメクサ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 河川 開花 d 柳瀬川

ムラサキツメクサ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 市街地 開花 f

ムラサキツメクサ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 成葉のみ k

メキシコマンネングサ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 畑 結実 b

メキシコマンネングサ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 成葉のみ a

メマツヨイグサ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 河川 開花 b 柳瀬川

モミジルコウ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 開花 b

モミジルコウ 2018/11/24 所沢市糀谷 一般外来種 市街地 開花 a

ヤナギバヒメジョオン 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 河川 開花 c 空堀川

ヤナギバヒメジョオン 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 開花 a

ヤナギバヒメジョオン 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 河川 開花 d 柳瀬川

ヤナギバヒメジョオン 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 市街地 開花 f

ユウゲショウ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 畑 開花 b

ユウゲショウ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 開花 a

ユウゲショウ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 河川 開花 j 空堀川

ユウゲショウ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 開花・結実 b

ユウゲショウ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 河川 開花 c 柳瀬川

ユウゲショウ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 河川 開花 b 空堀川

ヨウシュヤマゴボウ 2018/6/19 所沢市堀之内 一般外来種 河川 開花 a 砂川

ヨウシュヤマゴボウ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 結実 a

ヨウシュヤマゴボウ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 河川 成葉のみ a 空堀川

ヨウシュヤマゴボウ 2018/7/6 所沢市上安松 一般外来種 河川 開花・結実 b 柳瀬川

ヨウシュヤマゴボウ 2018/11/24 所沢市糀谷 一般外来種 市街地 結実 a

ヨウシュヤマゴボウ 2018/11/30 清瀬市野塩 一般外来種 河川 結実 c 空堀川

ワルナスビ 2018/6/19 所沢市糀谷 一般外来種 畑 成葉のみ a

ワルナスビ 2018/7/6 清瀬市野塩 一般外来種 市街地 成葉のみ a

2018/6/19 所沢市堀之内　金仙寺 ソメイヨシノ 5本 畑 0 0 大木が多い

2018/7/6 清瀬市野塩　都営清瀬野塩アパート前 ソメイヨシノ 3本 河川 0 0 枯れた木が1本あった

場所 環境
確認

段階

被害

本数
備考調査日 樹種 本数

表 6 クビアカツヤカミキリの調査結果（日付順） 
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H29・30の調査結果 

 H29侵略的外来生物県民参加モニタリング調査報告書（児嶋 2018）から 2年間の調査の結果をま

とめた。動物の外来種区分では緊急対策外来種が 5種（昨年は今年確認のないカミツキガメ(Chelydra 

serpenina)を確認）、植物では 2種が確認された。重点対策外来種では動物 3種、植物 11種（昨年は今

年確認のないキショウブ(Iris pseudacorus)、トウネズミモチ(Ligustrum lucidum)を確認）が確認された。

産業管理外来種では植物 3 種（昨年は今年確認のないハリエンジュ(Robinia pseudoacacia)、ホソムギ

(Lolium perenne)を確認）が確認され、動物の確認はなかった。その他の総合対策外来種では植物 17種

（昨年は今年確認のないエゾノギシギシ(Rumex obtusifolius var. agrestis)、シャクチリソバ(Fagopyrum 

dibotrys)、セイヨウカラシナ(Brassica juncea)、ナガバギシギシ(Rumex crispus)、ハナニラ(Ipheion 

uniflorum)、フランスギク(Leucanthemum vulgare)を確認）が確認され、動物の確認はなかった。一般外

来種では植物 62 種確認され、動物の確認はなかった。一般外来種については昨年確認されたが、今

年確認のなかったものを表 7に記載した。 

また、確認回数の多かった外来種をグラフに示した（図 3、図 4）。外来動物では、ガビチョウ（Garrulax 

canorus）、アメリカザリガニが確認回数で上位に入っている。外来植物では、ハキダメギク、ヒメジ

ョオン（Erigeron annuus）、コセンダングサ（Bidens pilosa）が確認回数で上位に入っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オオケタデ
カキネガラシ
キキョウソウ
コヒルガオ
ジュズダマ
ショカツサイ
セリバヒエンソウ
タチイヌノフグリ
ツボミオオバコ
バラモンジン
ハルジオン
ヒナキキョウソウ
ヒルザキツキミソウ
ホオズキ
マルバアメリカアサガオ
ヤセウツボ

表 7 今年確認のなかった一般外来種（50 音順） 
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図 4 2 年間の確認回数の多い外来植物（上位 20 種） 

図 3 2 年間の外来動物の確認回数 

確認回数 

確認回数 
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評価と今後について 

今調査では、緊急対策外来種や特定外来生物が多数確認されている。今後も分布拡大や生息状況の

変化に注視する必要がある。また、2 年間調査地点を変えて行ったが、調査地点によって出現する外

来種も違うことがわかり所沢市内では、まだ知見のない外来種が新たに発見される可能性が考えられ

る。今後の未調査区域での調査の重要性が高まっている。 

また、今年から行ったクビアカツヤカミキリの調査に関しては、現在のところ所沢市内ではまだ確

認はないものの、平成 30 年度侵略的外来生物県民参加モニタリング調査報告書（埼玉県 2019）に

よれば、行田市、熊谷市、草加市、深谷市などでも確認されており、拡大を食い止めることができな

い場合、近い将来所沢市でもクビアカツヤカミキリ蔓延といった事態が起こる可能性も考えられる。

重要なことは、継続的な調査と侵入初期段階での発見だと考える。 

また、今年も近年急速に分布を拡大させているアカボシゴマダラ（Hestina assimilis）やアライグマ、

ガビチョウ（Garrulax canorus）、一般家庭から逸出したと思われるオオキンケイギクの確認があり、

昨年に比べ確認回数の増えている種もあった。上記のクビアカツヤカミキリも同様で、いずれも飼養

されていたものが逸出して、環境に順応し分布を拡大させているという 1 つの特徴を持つ種である

（環境省 2017）。在来生物に大きな影響を与えるこういった外来種は、人の手で拡がっていったも

のが多く、今後更なる外来種を侵入させないようにするためには、外来種（国内移入も含む）を飼養

する者の認識と教育が重要となってくる。 
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