
広島県新 広島県2003 環境省離弁花類 アブラナ ハナナズナ 絶滅 絶滅 絶滅危惧IA類合弁花類 ガガイモ アキノクサタチバナ 絶滅 絶滅単子葉類 カヤツリグサ クロタマガヤツリ 絶滅単子葉類 ラン ナヨテンマ 絶滅 絶滅 絶滅危惧IB類離弁花類 タデ サイコクヌカボ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 ナデシコ オグラセンノウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 ナデシコ タチハコベ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 ナデシコ ワダソウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類離弁花類 アカザ イワアカザ 絶滅危惧Ⅰ類 情報不足 絶滅危惧IA類離弁花類 アカザ ヒロハマツナ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 キンポウゲ アズマレイジンソウ 絶滅危惧Ⅰ類離弁花類 キンポウゲ サンインシロカネソウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 キンポウゲ シロカネカラマツ 絶滅危惧Ⅰ類離弁花類 スイレン オニバス 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 ウマノスズクサ クロフネサイシン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧離弁花類 ボタン ベニバナヤマシャクヤク 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 オトギリソウ アゼオトギリ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IB類離弁花類 アブラナ オオマルバコンロンソウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IB類離弁花類 アブラナ キバナハタザオ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類離弁花類 ユキノシタ ヤシャビシャク 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧離弁花類 バラ イワキンバイ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 バラ シロヤマブキ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IB類離弁花類 ハマビシ ハマビシ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IB類離弁花類 ヒメハギ ヒナノキンチャク 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IB類離弁花類 シナノキ チュウゴクボダイジュ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IA類離弁花類 スミレ サクラスミレ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類離弁花類 スミレ キスミレ（イチゲスミレ） 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類離弁花類 スミレ ホソバシロスミレ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 セリ ホタルサイコ 絶滅危惧Ⅰ類離弁花類 セリ ミシマサイコ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 セリ オオカサモチ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 セリ フキヤミツバ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ツツジ シラタマノキ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類合弁花類 ヤブコウジ ツルマンリョウ(ツルアカミノキ) 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧合弁花類 サクラソウ モロコシソウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 サクラソウ サクラソウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧合弁花類 マチン チトセカズラ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 アカネ ハナムグラ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 アカネ ルリミノキ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ムラサキ ムラサキ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IB類合弁花類 シソ イブキジャコウソウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類合弁花類 ナス アオホオズキ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ナス ヤマホオズキ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IB類合弁花類 ゴマノハグサ ゴマクサ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ゴマノハグサ ミカワシオガマ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ゴマノハグサ ヒメトラノオ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類合弁花類 ゴマノハグサ ダイセンクワガタ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類合弁花類 ゴマノハグサ ゴマノハグサ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キキョウ ヤチシャジン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IA類合弁花類 キク イヌドウナ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類合弁花類 キク ヒゴタイ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キク フジバカマ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧合弁花類 キク コケセンボンギク 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IA類合弁花類 キク ウスユキソウ 絶滅危惧Ⅰ類合弁花類 キク ミコシギク（ホソバノセイタカギク） 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キク ネコヤマヒゴタイ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キク オオダイトウヒレン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類合弁花類 キク セイタカトウヒレン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類合弁花類 キク コウリンカ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 オモダカ トウゴクヘラオモダカ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ホロムイソウ シバナ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧単子葉類 ヒルムシロ リュウノヒゲモ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧単子葉類 ヒルムシロ カワツルモ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧単子葉類 ヒルムシロ イトクズモ（ミカズキイトモ） 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 イバラモ トリゲモ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ホンゴウソウ ウエマツソウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ユリ ステゴビル 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ユリ ヒメユリ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IB類単子葉類 ユリ ホソバノアマナ 絶滅危惧Ⅰ類

上位分類群 科 和名 カテゴリー



単子葉類 ユリ ミドリヨウラク 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類単子葉類 ユリ ワニグチソウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類単子葉類 ヒガンバナ ハマオモト 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ヒナノシャクジョウ ヒナノシャクジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類単子葉類 ヒナノシャクジョウ シロシャクジョウ 絶滅危惧Ⅰ類単子葉類 ツユクサ アオイカズラ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ホシクサ ゴマシオホシクサ 絶滅危惧Ⅰ類 情報不足 絶滅危惧IB類単子葉類 イネ タイシャクカモジ（コウリョウカモジグサ） 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IA類単子葉類 イネ ムカゴツヅリ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 サトイモ マイヅルテンナンショウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 カヤツリグサ ミカワシンジュガヤ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン ヒナラン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IB類単子葉類 ラン キエビネ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IB類単子葉類 ラン クマガイソウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン イチヨウラン 絶滅危惧Ⅰ類 情報不足単子葉類 ラン エゾスズラン（アオスズラン） 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類単子葉類 ラン タシロラン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧単子葉類 ラン シロテンマ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IA類(G. elata var.単子葉類 ラン ベニシュスラン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類単子葉類 ラン ツリシュスラン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類単子葉類 ラン ノビネチドリ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類単子葉類 ラン ギボウシラン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IB類単子葉類 ラン フガクスズムシソウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン ササバラン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IB類単子葉類 ラン ヒナチドリ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン ツレサギソウ 絶滅危惧Ⅰ類単子葉類 ラン ベニカヤラン（マツラン） 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン モミラン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン ハクウンラン 絶滅危惧Ⅰ類離弁花類 カバノキ テングシデ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧離弁花類 ヤマモガシ ヤマモガシ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧離弁花類 ツチトリモチ ツチトリモチ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 ツチトリモチ ミヤマツチトリモチ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 タデ ヤナギヌカボ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 ナデシコ ワチガイソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類離弁花類 モクレン オオヤマレンゲ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 キンポウゲ キクザキイチゲ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 キンポウゲ トウゴクサバノオ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 キンポウゲ オキナグサ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 キンポウゲ カラマツソウ 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 キンポウゲ ミヤマカラマツ 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 キンポウゲ タイシャクカラマツ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧類離弁花類 キンポウゲ イワカラマツ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 メギ サンカヨウ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧離弁花類 スイレン オグラコウホネ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 スイレン ベニオグラコウホネ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 センリョウ キビヒトリシズカ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 ウマノスズクサ ヒメカンアオイ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 モウセンゴケ イシモチソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧離弁花類 ケシ ヤマキケマン 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 ベンケイソウ アオベンケイ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 ユキノシタ キレンゲショウマ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 ユキノシタ タコノアシ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧離弁花類 バラ コテリハキンバイ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧離弁花類 バラ バクチノキ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧離弁花類 バラ ミヤジマシモツケ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧離弁花類 マメ イヌハギ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 トウダイグサ ノウルシ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧離弁花類 ヒメハギ ヒナノカンザシ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧離弁花類 カエデ タイシャクイタヤ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IB類離弁花類 アワブキ ヤマビワ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧離弁花類 モチノキ ツルツゲ 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 クロウメモドキ クロカンバ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧離弁花類 シナノキ マンシュウボダイジュ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IA類離弁花類 スミレ エゾノアオイスミレ 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 スミレ ゲンジスミレ 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ツツジ ホンシャクナゲ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 モクセイ サイゴクイボタ 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 モクセイ ハシドイ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 リンドウ ムラサキセンブリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧



合弁花類 ミツガシワ ミツガシワ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ミツガシワ ガガブタ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧合弁花類 キョウチクトウ チョウジソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧合弁花類 アカネ シロバナイナモリソウ 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ヒルガオ マメダオシ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IA類合弁花類 シソ キセワタ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 シソ ヤマジソ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧合弁花類 シソ ナツノタムラソウの1種 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 シソ コナミキ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ゴマノハグサ キクガラクサ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧合弁花類 ゴマノハグサ キュウシュウコゴメグサ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ゴマノハグサ タチコゴメグサ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ゴマノハグサ ツクシコゴメグサ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IB類合弁花類 ゴマノハグサ ホソバママコナ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IB類合弁花類 ゴマノハグサ ナンゴククガイソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 タヌキモ ヒメタヌキモ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧合弁花類 タヌキモ ムラサキミミカキグサ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧合弁花類 オオバコ トウオオバコ 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 スイカズラ ヤマヒョウタンボク 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 スイカズラ キンキヒョウタンボク 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IB類合弁花類 スイカズラ ダイセンヒョウタンボク 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 スイカズラ オニヒョウタンボク 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 スイカズラ チョウジガマズミ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧合弁花類 レンプクソウ レンプクソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類合弁花類 キキョウ バアソブ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キク カワラハハコ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キク ヤハズハハコ 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キク バンジンガンクビソウ（コバナガンクビソウ） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キク ムラクモアザミ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キク アキノハハコグサ 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足 絶滅危惧IB類合弁花類 キク タカサゴソウ 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キク ホソバニガナ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IB類合弁花類 キク ヒメヒゴタイ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キク キクアザミ 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キク ハンゴンソウ 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キク イワヤクシソウ（ナガバヤクシソウ） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IB類単子葉類 オモダカ マルバオモダカ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 トチカガミ セトヤナギスブタ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IB類単子葉類 トチカガミ マルミスブタ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ヒルムシロ イトモ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧単子葉類 イバラモ サガミトリゲモ(ヒロハトリゲモ) 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ホンゴウソウ ホンゴウソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ユリ ホソバナコバイモ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧単子葉類 ユリ イワショウブ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 キンバイザサ コキンバイザサ 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 アヤメ ヒオウギ 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 アヤメ ヒメシャガ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧単子葉類 アヤメ カキツバタ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧単子葉類 アヤメ エヒメアヤメ（タレユエソウ） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ホシクサ ヤマトホシクサ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ホシクサ クロホシクサ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 イネ ハネガヤ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 イネ セトウチコスズ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 イネ イナコスズ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 サトイモ オモゴウテンナンショウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IB類単子葉類 サトイモ ヒメザゼンソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ミクリ ヤマトミクリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧単子葉類 ミクリ ナガエミクリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧単子葉類 ミクリ ヒメミクリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 カヤツリグサ ヒロハノオオタマツリスゲ 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 カヤツリグサ アキイトスゲ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧単子葉類 カヤツリグサ アズマスゲ 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 カヤツリグサ ミタケスゲ 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 カヤツリグサ ジングウスゲ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧単子葉類 カヤツリグサ ノスゲ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン キンセイラン 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン ナツエビネ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン サルメンエビネ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン ユウシュンラン 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン キンラン 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン トケンラン 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類



単子葉類 ラン サギソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧単子葉類 ラン ヒメノヤガラ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン ホクリクムヨウラン 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン ムヨウラン 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧単子葉類 ラン ヒメフタバラン 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン ヨウラクラン 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン ウチョウラン 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン ミズチドリ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧単子葉類 ラン マイサギソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン トキソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧単子葉類 ラン ヤマトキソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン トンボソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類裸子植物 ヒノキ イブキ(ビャクシン) 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 クワ カラハナソウ 準絶滅危惧離弁花類 イラクサ ツルマオ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 イラクサ キミズ 準絶滅危惧離弁花類 イラクサ ミヤコミズ 準絶滅危惧離弁花類 ヤドリギ ホザキヤドリギ 準絶滅危惧離弁花類 タデ ヌカボタデ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 タデ マダイオウ 準絶滅危惧離弁花類 ヤマゴボウ マルミノヤマゴボウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 アカザ マツナ 準絶滅危惧 情報不足離弁花類 キンポウゲ サンヨウブシ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 キンポウゲ ミチノクフクジュソウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧(フクジュソウと 準絶滅危惧離弁花類 キンポウゲ アズマイチゲ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 キンポウゲ エンコウソウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 キンポウゲ タカネハンショウヅル 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 キンポウゲ カザグルマ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧離弁花類 キンポウゲ トリガタハンショウヅル 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 キンポウゲ シロバナハンショウヅル 準絶滅危惧離弁花類 キンポウゲ バイカモ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 キンポウゲ セツブンソウ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧離弁花類 キンポウゲ マンセンカラマツ 準絶滅危惧 絶滅危惧IB類離弁花類 メギ スズフリイカリソウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 スイレン サイジョウコウホネ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 スイレン ヒメコウホネ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 ドクダミ ハンゲショウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 コショウ フウトウカズラ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 ボタン ヤマシャクヤク 準絶滅危惧 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 オトギリソウ ダイセンオトギリ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 ケシ ヤマブキソウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 マンサク ベニマンサク(マルバノキ) 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 ベンケイソウ タカネマンネングサ 準絶滅危惧離弁花類 ユキノシタ ツルネコノメソウ 準絶滅危惧離弁花類 バラ ヒメヘビイチゴ 準絶滅危惧離弁花類 バラ カワラサイコ 準絶滅危惧離弁花類 バラ シモツケ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 マメ タヌキマメ 準絶滅危惧離弁花類 マメ レンリソウ 準絶滅危惧離弁花類 マメ ツルフジバカマ 準絶滅危惧離弁花類 マメ エビラフジ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 フウロソウ イヨフウロ(シコクフウロ) 準絶滅危惧 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 トウダイグサ イワタイゲキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 カエデ テツカエデ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 モチノキ ヒメモチ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 モチノキ ミヤマウメモドキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 ツゲ フッキソウ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 クロウメモドキ キビノクロウメモドキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 ジンチョウゲ カラスシキミ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 ジンチョウゲ オニシバリ（ナツボウズ） 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 スミレ ダイセンキスミレ 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 スミレ アソヒカゲスミレ 準絶滅危惧離弁花類 ミソハギ ミズマツバ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 アリノトウグサ オグラノフサモ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 アリノトウグサ タチモ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 セリ オオバセンキュウ 準絶滅危惧離弁花類 セリ ハマウド 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 セリ セリモドキ 準絶滅危惧合弁花類 ツツジ ウラジロハナヒリノキ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ツツジ ゲンカイツツジ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 準絶滅危惧



合弁花類 イソマツ ハマサジ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 準絶滅危惧合弁花類 ハイノキ シロバイ 準絶滅危惧 準絶滅危惧合弁花類 モクセイ ヤマトレンギョウ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧合弁花類 マチン ホウライカズラ 準絶滅危惧 準絶滅危惧合弁花類 リンドウ イヌセンブリ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ミツガシワ アサザ 準絶滅危惧 情報不足 準絶滅危惧合弁花類 ガガイモ フナバラソウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ガガイモ スズサイコ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 準絶滅危惧合弁花類 アカネ ナガバジュズネノキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧合弁花類 クマツヅラ トサムラサキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 シソ ジャコウソウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧合弁花類 シソ マネキグサ(ヤマキセワタ) 準絶滅危惧 準絶滅危惧 準絶滅危惧合弁花類 シソ ミゾコウジュ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 準絶滅危惧合弁花類 シソ ヤマタツナミソウ 準絶滅危惧合弁花類 シソ ナミキソウ 準絶滅危惧合弁花類 ゴマノハグサ マルバノサワトウガラシ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ゴマノハグサ スズメハコベ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ゴマノハグサ オオヒキヨモギ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ハマウツボ ハマウツボ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ハマウツボ キヨスミウツボ 準絶滅危惧 準絶滅危惧合弁花類 タヌキモ イトタヌキモ(ミカワタヌキモ) 準絶滅危惧 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 タヌキモ コタヌキモ 準絶滅危惧 準絶滅危惧合弁花類 スイカズラ ウスバヒョウタンボク 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 スイカズラ イワツクバネウツギ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キキョウ フクシマシャジン 準絶滅危惧合弁花類 キキョウ シデシャジン 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キク ホソバノヤマハハコ 準絶滅危惧 準絶滅危惧合弁花類 キク フクド(ハマヨモギ) 準絶滅危惧 準絶滅危惧 準絶滅危惧合弁花類 キク ヒトツバヨモギ 準絶滅危惧合弁花類 キク ヒロハヤマヨモギ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 準絶滅危惧合弁花類 キク ウラギク 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧合弁花類 キク モリアザミ 準絶滅危惧合弁花類 キク テリハアザミ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 準絶滅危惧合弁花類 キク ウスバアザミ 準絶滅危惧 絶滅危惧IB類合弁花類 キク アオヤギバナ 準絶滅危惧単子葉類 トチカガミ スブタ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 トチカガミ ヤマトウミヒルモ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類(ウミヒルモとし 準絶滅危惧(ウミヒルモとし単子葉類 トチカガミ ミズオオバコ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ユリ ヒメニラ 準絶滅危惧 準絶滅危惧単子葉類 ユリ マイヅルソウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧単子葉類 ユリ シロバナエンレイソウ(ミヤマエンレイソウ) 準絶滅危惧 準絶滅危惧単子葉類 ホシクサ ツクシクロイヌノヒゲ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 イネ イワタケソウ 準絶滅危惧単子葉植 イネ ツクシガヤ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 イネ イトスズメガヤ 準絶滅危惧単子葉類 イネ ヒロハノハネガヤ 準絶滅危惧単子葉類 イネ アイアシ 準絶滅危惧 準絶滅危惧単子葉類 イネ サイヨウザサ 準絶滅危惧 準絶滅危惧単子葉植 サトイモ ムサシアブミ 準絶滅危惧単子葉類 サトイモ アオテンナンショウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧単子葉類 サトイモ タカハシテンナンショウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 絶滅危惧IB類単子葉類 ミクリ ミクリ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 準絶滅危惧単子葉類 カヤツリグサ ミセンアオスゲ 準絶滅危惧 準絶滅危惧単子葉類 カヤツリグサ サワヒメスゲ 準絶滅危惧 準絶滅危惧単子葉類 カヤツリグサ シオクグ 準絶滅危惧 準絶滅危惧単子葉類 カヤツリグサ アンペライ(ネビキグサ) 準絶滅危惧単子葉類 カヤツリグサ ケシンジュガヤ 準絶滅危惧単子葉類 ラン マメヅタラン 準絶滅危惧 準絶滅危惧 準絶滅危惧単子葉類 ラン ムギラン 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧単子葉類 ラン エビネ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧単子葉類 ラン ギンラン 準絶滅危惧 準絶滅危惧単子葉類 ラン ミズトンボ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン ムカゴソウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 絶滅危惧IB類単子葉類 ラン オオヤマサギソウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧単子葉類 ラン コバノトンボソウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧単子葉類 ラン クモラン 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 ヤナギ ノヤナギ 要注意種 情報不足離弁花類 ブナ イチイガシ 要注意種 準絶滅危惧離弁花類 タデ ヒメタデ 要注意種 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 ヒユ ヤナギイノコズチ 要注意種



離弁花類 モクレン オガタマノキ 要注意種 準絶滅危惧離弁花類 ケシ ホザキキケマン 要注意種離弁花類 ケシ シマキケマン 要注意種離弁花類 アブラナ ハナハタザオ 要注意種 情報不足 絶滅危惧IA類離弁花類 アブラナ コイヌガラシ 要注意種 準絶滅危惧離弁花類 ベンケイソウ ツメレンゲ 要注意種 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 バラ チョウジザクラ 要注意種 準絶滅危惧離弁花類 バラ キンキマメザクラ 要注意種離弁花類 バラ クロイチゴ 要注意種離弁花類 バラ ミヤマニガイチゴ 要注意種離弁花類 バラ サナギイチゴ 要注意種 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 バラ ユキヤナギ 要注意種 準絶滅危惧離弁花類 マメ モメンヅル 要注意種 情報不足離弁花類 フウロソウ ヒメフウロ 要注意種離弁花類 ツゲ チョウセンヒメツゲ 要注意種 準絶滅危惧 準絶滅危惧離弁花類 クロウメモドキ タイシャククロウメモドキ 要注意種 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 ブドウ ウドカズラ 要注意種 情報不足離弁花類 ヒシ ヒメビシ 要注意種 情報不足 絶滅危惧Ⅱ類離弁花類 アカバナ トダイアカバナ 要注意種 情報不足 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ツツジ キシツツジ 要注意種 準絶滅危惧合弁花類 サクラソウ サワトラノオ 要注意種 情報不足 絶滅危惧IB類合弁花類 ハイノキ ミミズバイ 要注意種合弁花類 ハイノキ カンザブロウノキ 要注意種合弁花類 マチン アイナエ 要注意種合弁花類 キョウチクトウ サカキカズラ 要注意種合弁花類 アカネ ビンゴムグラ 要注意種 情報不足合弁花類 アカネ コバノヘクソカズラ 要注意種合弁花類 ムラサキ アキノハイルリソウ 要注意種 絶滅危惧Ⅰ類(ハイルリソウ 絶滅危惧IA類(ハイルリソウ合弁花類 シソ ツクバキンモンソウ 要注意種合弁花類 シソ ホソバヤマジソ 要注意種 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ゴマノハグサ オオアブノメ 要注意種 情報不足 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 ゴマノハグサ ウンラン 要注意種 情報不足合弁花類 ゴマノハグサ クチナシグサ 要注意種合弁花類 ゴマノハグサ カワヂシャ 要注意種 準絶滅危惧合弁花類 キク シオン 要注意種 情報不足 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キク ビッチュウアザミ 要注意種合弁花類 キク イズハハコ(ワタナ) 要注意種 情報不足 絶滅危惧Ⅱ類合弁花類 キク タイシャクトウヒレン 要注意種合弁花類 キク オナモミ 要注意種 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 トチカガミ トチカガミ 要注意種 準絶滅危惧単子葉類 ユリ スズラン 要注意種 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ユリ セトウチホトトギス 要注意種単子葉類 ユリ ヒロハノアマナ 要注意種 情報不足 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 イネ トウササクサ 要注意種単子葉類 サトイモ ヒガンマムシグサ 要注意種 準絶滅危惧単子葉類 カヤツリグサ サンインヒエスゲ 要注意種単子葉類 カヤツリグサ オオムギスゲ 要注意種単子葉類 カヤツリグサ フサスゲ 要注意種単子葉類 カヤツリグサ グレーンスゲ 要注意種単子葉類 カヤツリグサ アリマイトスゲ 要注意種単子葉類 カヤツリグサ キイトスゲ 要注意種単子葉類 カヤツリグサ オオカワズスゲ 要注意種単子葉類 カヤツリグサ チャボイ 要注意種 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 カヤツリグサ ハタベカンガレイ 要注意種 絶滅危惧Ⅱ類単子葉類 ラン タカネ 要注意種 絶滅危惧Ⅰ類単子葉類 ラン アオテンマ 要注意種


