甲賀市レッドリスト 2012

植物（維管束植物）

◇

甲賀市の植物（植物相および地理分布の特徴, 解明度）

・

甲賀市の植物については, 滋賀県植物誌, 近畿植物誌, 滋賀県レッドデータの記載, 各種
開発に関連した環境影響評価の調査結果などで公表されているが, 市域全体の植物相に
ついては整理されていない.

・

水口町みなくち子どもの森園内では 700 種以上の植物が確認されており, 今後の調査に
より, 市内ではさらに多くの植物が確認できると推察される.

・ 甲賀市の自然環境を特徴づける種, 甲賀地域に特徴的に分布する種として, 鈴鹿山脈に
は, アカヤシオ, コアブラツツジなどの多種のツツジ科植物とスズカカンアオイ, ウスギ
ナツノタムラソウ, コモノギク, ワタムキアザミ, 信楽山地には, コウヤミズキ, キンコウ
カなどが生育している. さらにコウヤマキ, ツガ, アオモジの群落, 水口町野洲川の砂地
のある川原にはカワラハハコが群生する.
・ 古琵琶湖層の丘陵地域から信楽山地にかけて点在する湧水湿地には, 氷河期の遺存種サ
ギスゲ, ヤチスギランをはじめとする多くの湿地性植物が確認されている.
・ 丘陵地や田畑に続く草地には, タヌキマメ, ヒキヨモギ, スズサイコ, コシオガマなど, 多
くの里地で見られなくなった植物が確認されている.
◇

甲賀市レッドリスト 2012 植物

掲載方針

・ 甲賀市レッドリストでは, 市内で実際に確認したか, 確実な情報が得られた植物を評

価対象とした. 当然掲載されそうな種類についても, 現状把握の程度が低く, 評価材
料が不足すると判断した場合は, 要注目種からも除外した.
・ 2007 年のレッドリスト策定後, 市内各地の植物についての更なる調査, 各種報告, 情

報に基づいて, 植物に関する有識者の意見をもとに 2012 年版のレッドリストを作成
した.
・ カテゴリー定義：「絶滅危惧種」は, 生育地が極めて限定され（1～数カ所）, 存続が

困難になりつつある種. および過去に確実な記録, 情報があるが, 未確認の種. 「絶滅
危機増大種」は, 生育地が限定され, 減少傾向が著しい種.「要注目種」は, 減少傾向と
考えられる種, 情報不足の種, それほど減少していないが良好な環境指標となる種.
「地域種」は, 甲賀市に特徴的に生育し, 群落, 群生する種を判断基準として選定した.
◇

甲賀市レッドリスト 2012 植物

掲載種の概要

・ 各カテゴリー掲載種数（甲賀市レッドリスト 2007 と比較）は以下表のとおりであった.

表. 甲賀市レッドリスト 2012 植物 掲載種数
＼
2012 種数
2007 種数
絶滅種
0
0
絶滅危惧種
36
35
絶滅危機増大種
45
37
要注目種
59
43
地域種
7
14
（合計種数）
147
129

増減
０
+1
+8
+16
-7
+18

備考

地域種の定義を変更

・ 絶滅危惧種としてイワヒバ, オキナグサ, セツブンソウ, カザグルマ, ツルフジバカ

マ, ガガブタ, ヒキヨモギ, アギナシ, ミノコバイモ, クマガイソウ, トキソウ, クモラ
ンなど, 絶滅危機増大種としてヤチスギラン, サンショウモ, コウホネ, スズサイコ,
マツムシソウ, ノハナショウブ, ホシクサ, カセンソウなど, 要注目種としてクモノス
シダ, イシモチソウ, タコノアシ, ウメバチソウ, コガンピ, キキョウ, ササユリ, ヒナ
ザサなど, 地域種としてコウヤマキ, スズカカンアオイ, ハルリンドウなどを選定し
た.

◇

甲賀市レッドリスト 2007 植物からの変更とその理由

・ 絶滅危惧種 36 種（前回 35 種）では前回 35 種のうち 31 種が留まった. 2 種が絶滅危

機増大種へ, 1 種が要注目種へ移動した. フクジュソウの記録は不確実との判断で削
除した. 調査進行により, 新たに確認されたツルフジバカマ, ホンゴウソウ, ミノコバ
イモ, ショウキラン, クモランの 5 種を指定した.
・ 絶滅危機増大種 45 種（前回 37 種）では, 前回 37 種のうち 32 種が留まった. 4 種が

要注目種へ移動した. スブタは現状確認が難しく, リストから削除した. 調査進行に
より, サンショウモ, ヤマイバラ, ホシクサ, カセンソウなど新たに 8 種を指定し, 絶
滅危惧種からイヌタヌキモ, エビネ 2 種が, 要注目種からノハナショウブ, ミカヅキ
グサの 2 種, 地域種からアカヤシオを追加した.
・ 要注目種 59 種（前回 43 種）では, 前回 43 種のうち 39 種が留まった. 2 種が絶滅危

機増大種に移動した. また, 自然分布の真偽が疑われてミヤマヨメナを削除し, 現状
確認が難しいヤナギスブタも削除した. 調査進行によりコガンピ, ヒナノシャクジョ
ウ, ヒナザサ, マメスゲなど 9 種を新たに指定した. 絶滅危惧種からコハナヤスリ
（ハマハナヤスリ）1 種を, 絶滅危機増大種からブナ, ヒツジグサ, ムラサキミミカ
キグサ, コショウノキなど 7 種を, 地域種からコウヤミズキ, シロヤシオ, ササユリ 3
種を追加した.
・ 地域種 7 種では（前回 14 種）では, 前回 14 種のうち 6 種が留まり, 1 種が絶滅危機

増大種へ, 3 種が要注目種へ移動し, 4 種を削除した. 調査進行により, 1 種が追加さ
れた. 定義を明確にして, 地域で親しまれる種というだけでは掲載しないことにした

結果, 分布上, 鈴鹿山脈の特徴的な種であるアカヤシオ, シロヤシオ, 信楽山地に生育
するコウヤミズキ, 里地のササユリは開発, 草地の現状維持が困難になりつつあるこ
となどにより, 減少傾向が判断されて, より高いカテゴリーに移動した. いくぶん湿
った草地に生育するハルリンドウは, 県内でも群生地が減少していると判断し, 新た
に加えた.

◇ 今後の対策・留意点
・ 絶滅危惧種の植物は, 限られた環境にのみ生育でき, 現存の生育地が失われてしまう

と, 絶滅の可能性がある. 園芸的な採集圧の強い植物も多い. 生育環境の維持を図り,
開発, 採取などの人為的な環境変化を起こさないように努める必要がある.
・ 現存する植物を確実に把握し, カテゴリーの判断を的確にするために, 今後, 多くの

調査者の参加を得て, さらに調査を深めることが期待される.
・ スブタとヤナギスブタの標本記録（甲賀郡水口町, 1934 年 8 月 16 日採集；大阪市立

自然史博物館 三木茂コレクション）の扱いについて検討したが, 今回はリストに掲
載しなかった. また, ハンカイソウ（水口町）, ユウスゲ（土山町）の記録を確認し,
リスト策定後にサイコクヒメコウホネと考えられる種の自生地（水口町）を確認し
た. 今後の詳細な検討を待ちたい.
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