
選　定　種　一　覧

・各種類についてはカテゴリー別に記載した。
・科名および科の配列は原則として植物目録 1987（環境庁自然保護局編）に従った。
・和名の配列は米倉浩司・梶田忠（2003-）「BG Plants 和名－学名インデックス（YList）」，
　http://bean.bio.chiba-u.jp/bgplants/ylist_main.html による学名のアルファベット順とした。
・選定理由は選定理由一覧の番号で示した。
・環境省，茨城県および近隣県のカテゴリーはそれぞれのレッドリストに従った。
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　　　　　　　分類群

カテゴリー

シダ植物

種子植物

総計
裸子植物

双子葉類

双子葉類
単子葉類

離弁花類 合弁花類

絶滅 3 8 7 13 31

絶滅危惧ⅠＡ類 12 31 18 19 80

絶滅危惧ⅠＢ類 22 1 39 37 55 154

絶滅危惧Ⅱ類 21 2 59 46 40 168

準絶滅危惧 18 1 41 37 46 143

絶滅危惧　計 76 4 178 145 173 576

情報不足①注目種 10 5 5 9 29

情報不足②現状不明種 6 1 11 12 35 65

情報不足　計 16 1 16 17 44 94

1997 からの削除種 4 1 8 2 9 24

分類群およびカテゴリー別集計表
○今回選定した絶滅のおぞれのある野生植物の種類数は下表の通りである。
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和　　名 科　　名 選定理由
環境省

2012

茨城県

1997

福島県

2002

栃木県

2011

埼玉県

2011

千葉県

2009

ヤチスギラン ヒカゲノカズラ 絶滅

ハマホラシノブ ホングウシダ 絶滅種 要保護

オニイノデ オシダ 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 消息不明・絶滅

ホザキヤドリギ ヤドリギ

イトハコベ ナデシコ 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

リュウキンカ キンポウゲ 危急種 絶滅危惧Ⅱ類

ムジナモ モウセンゴケ 絶滅危惧ⅠA類（CR） 絶滅種 野生絶滅 消息不明・絶滅

マルバシモツケ バラ 絶滅危惧種

センダイハギ マメ 絶滅種

ハマビシ ハマビシ 絶滅危惧ⅠB類（EN） 絶滅種 重要保護

ツクバトウキ セリ 絶滅危惧種

ハイハマボッス サクラソウ 準絶滅危惧（NT） 絶滅種 要保護

オオアオカモメヅル

（ツクバカモメヅル）
ガガイモ

ヤブムグラ アカネ 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅種 重要保護

タチコゴメグサ ゴマノハグサ 希少種 絶滅危惧ⅠＢ類

ヒメトラノオ ゴマノハグサ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＡ類 重要保護

ツクバウグイスカグラ スイカズラ 絶滅種

ホロマンノコギリソウ

（キタノコギリソウ）
キク 絶滅危惧Ⅱ類（VU）　

マルバオモダカ オモダカ 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅 絶滅 消息不明・絶滅

シバナ ホロムイソウ 準絶滅危惧（NT） 絶滅種 最重要保護

エゾヤナギモ ヒルムシロ 希少種

ガシャモク ヒルムシロ 絶滅危惧ⅠA類（CR） 絶滅種 重要保護

コシガヤホシクサ ホシクサ 野生絶滅（EW） 絶滅危惧種 絶滅

ヒンジモ ウキクサ 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅 消息不明・絶滅

トダスゲ カヤツリグサ 絶滅危惧ⅠA類（CR） 絶滅種 絶滅 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

ヒエスゲ カヤツリグサ 絶滅危惧種 未評価 絶滅危惧ⅠＢ類

エゾサワスゲ カヤツリグサ 準絶滅危惧（NT） 絶滅種

カガシラ カヤツリグサ 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅種 絶滅危惧Ⅰ類 重要保護

アツモリソウ ラン 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 野生絶滅

ノビネチドリ ラン 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類

ヒメフタバラン ラン 絶滅種 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足 最重要保護

絶滅　31種
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和　　名 科　　名 選定理由
環境省

2012

茨城県

1997

福島県

2002

栃木県

2011

埼玉県

2011

千葉県

2009

マツバラン マツバラン 1　3　7 準絶滅危惧（NT） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 要注目 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

スギラン ヒカゲノカズラ 1　3　7 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 未評価 要注目 絶滅危惧ⅠＢ類

アスヒカズラ ヒカゲノカズラ 1　3 絶滅危惧種 絶滅危惧ⅠＢ類

キヨスミコケシノブ コケシノブ 1　3 希少種 絶滅危惧ⅠＢ類 最重要保護

ヌリトラノオ チャセンシダ 1　3 危急種 最重要保護

オクタマシダ チャセンシダ 1　3 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 希少 絶滅危惧ⅠＢ類

ヒメサジラン ウラボシ 1　3　7 希少 絶滅危惧ⅠＢ類

イワオモダカ ウラボシ 1　3　8 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 最重要保護

ヒトツバ ウラボシ 1　3 危急種 準絶滅危惧

オオクボシダ ヒメウラボシ 1　3　7 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類

デンジソウ デンジソウ 2　13　14 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅 絶滅危惧ⅠＡ類 重要保護

オオアカウキクサ アカウキクサ 13　14　15 絶滅危惧ⅠB類（EN） 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅 要保護

オキナグサ キンポウゲ 2　5　8 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

バイカモ キンポウゲ 6　12 絶滅危惧種 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類 消息不明・絶滅

ヒメバイカモ キンポウゲ 3　11　12 絶滅危惧ⅠB類（EN） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 消息不明・絶滅

オニバス スイレン 3　9 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

アゼオトギリ オトギリソウ 3　6 絶滅危惧ⅠB類（EN） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

ナガバノイシモチソウ モウセンゴケ 2　3　4 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種

イシモチソウ モウセンゴケ 2　3　4　7 準絶滅危惧（NT） 絶滅危惧種 最重要保護

ハナハタザオ アブラナ 3　10 絶滅危惧ⅠA類（CR） 絶滅危惧種 絶滅 絶滅 消息不明・絶滅

アオノイワレンゲ ベンケイソウ 3　7　8 危急種

イワレンゲ ベンケイソウ 3　7　8 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 消息不明・絶滅

ギンバイソウ ユキノシタ 1　3　7 危急種 準絶滅危惧

ヤワタソウ ユキノシタ 1　3　7 危急種 絶滅危惧ⅠＢ類

ヤシャビシャク ユキノシタ 1　3　7 準絶滅危惧（NT） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類

ホシザキユキノシタ ユキノシタ 3 危急種

イワシモツケ バラ 1　3　7 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類

コキンバイ バラ 1　3 危急種 絶滅危惧ⅠＢ類

ミヤマトベラ マメ 1　3 危急種 重要保護

コミヤマカタバミ カタバミ 1　3　7 危急種 絶滅危惧Ⅱ類

マツバニンジン アマ 2　3　5 絶滅危惧ⅠA類（CR） 危急種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅 絶滅 最重要保護

センダイタイゲキ トウダイグサ 3 準絶滅危惧（NT） 絶滅種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

ヒトツバハギ トウダイグサ 3　6　7 準絶滅危惧

ヒナノキンチャク ヒメハギ 2　3　5 絶滅危惧ⅠB類（EN） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅 絶滅危惧ⅠＡ類 重要保護

ヒナノカンザシ ヒメハギ 2　4　7 絶滅危惧種 Ⅰ類絶滅危惧 重要保護

クロカンバ クロウメモドキ 1　3　7 絶滅危惧Ⅱ類

クロツバラ クロウメモドキ 2　3　4 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類 重要保護

タチスミレ スミレ 2　3　6 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

ヒメビシ ヒシ 3　9 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 未評価 絶滅 絶滅危惧ⅠＢ類 最重要保護

ヤマトグサ ヤマトグサ 1　3 危急種 重要保護

トウキ セリ 3　6 危急種

ミヤマニンジン セリ 1　3 未評価

シムラニンジン セリ 3　6 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

オオウメガサソウ イチヤクソウ 3　10 準絶滅危惧（NT） 絶滅危惧種

絶滅危惧ⅠＡ類　80種
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和　　名 科　　名 選定理由
環境省

2012

茨城県

1997

福島県

2002

栃木県

2011

埼玉県

2011

千葉県

2009

アズマシャクナゲ ツツジ 1　3　8 絶滅危惧種 準絶滅危惧

コメツツジ ツツジ 1　3　7 絶滅危惧ⅠＢ類

ミツガシワ ミツガシワ 2　3　4 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

ムラサキ ムラサキ 2　3　5　7 絶滅危惧ⅠB類（EN） 絶滅危惧種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅰ類 野生絶滅 最重要保護

ヤマホオズキ ナス 1　3 絶滅危惧ⅠB類（EN） 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 最重要保護

シオガマギク ゴマノハグサ 2　3　5 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

ホザキノミミカキグサ タヌキモ 2　4 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅 重要保護

ムラサキミミカキグサ タヌキモ 2　4 準絶滅危惧（NT） 絶滅危惧種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅 重要保護

マツムシソウ マツムシソウ 2　5 絶滅危惧種 希少 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類

ヌマダイコン キク 2　3　4 絶滅種 絶滅

アズマギク キク 2　3　5　7 希少種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅 最重要保護

タカサゴソウ キク 2　3　5 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＡ類 消息不明・絶滅

ミコシギク キク 2　3　4 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 危急種 消息不明・絶滅

クルマバハグマ キク 1　3 希少種

イワキハグマ キク 1　3 危急種

ヒメヒゴタイ キク 2　3　5 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 希少種 希少 絶滅危惧Ⅰ類 消息不明・絶滅

コウリンカ キク 2　5 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類

コバノヒルムシロ ヒルムシロ 3　11 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 危急種 絶滅危惧Ⅰ類 消息不明・絶滅

フトヒルムシロ ヒルムシロ 3　11 希少種 情報不足

ムサシモ イバラモ 9　11　12 絶滅危惧ⅠB類（EN） 危急種 重要保護

ギョウジャニンニク ユリ 1　3　7 危急種 絶滅危惧ⅠＢ類

ステゴビル ユリ 3　14 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類

ヒメアマナ ユリ 2　3　6 絶滅危惧ⅠB類（EN） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅 最重要保護

ヒナザサ イネ 2　4 準絶滅危惧（NT） 絶滅危惧Ⅱ類 消息不明・絶滅

カリヤスモドキ イネ 2　3　16 絶滅危惧種 絶滅危惧ⅠＢ類

マイヅルテンナンショウ サトイモ 3　6 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

カドハリイ カヤツリグサ 2　3　4 絶滅危惧ⅠA類（CR） 危急種

ヒナラン ラン 1　8 絶滅危惧ⅠB類（EN） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類

コアツモリソウ ラン 1　8 準絶滅危惧（NT） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

クマガイソウ ラン 1　8 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＡ類 重要保護

ヒタチクマガイソウ ラン 1　3　8 絶滅危惧種

オオミズトンボ(サワトンボ) ラン 2　4 絶滅危惧ⅠB類（EN） 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 最重要保護

スズムシソウ ラン 1　8 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅

フウラン ラン 1　3　8 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 最重要保護

サギソウ ラン 2　4　8 準絶滅危惧（NT） 絶滅危惧種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅰ類 最重要保護

ウチョウラン ラン 8 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＡ類
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絶滅危惧ⅠＢ類　154種

和　　名 科　　名 選定理由
環境省

2012

茨城県

1997

福島県

2002

栃木県

2011

埼玉県

2011

千葉県

2009

トネハナヤスリ ハナヤスリ 3　6 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧種 要注目 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

カラクサシダ ミズワラビ 1　3　7 絶滅危惧Ⅱ類 最重要保護

シシラン シシラン 1　3 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 消息不明・絶滅

アマクサシダ イノモトソウ 1　3 危急種 絶滅危惧ⅠＢ類

ナンタイシダ オシダ 1　3 希少種 希少

メヤブソテツ オシダ 1　3 準絶滅危惧 準絶滅危惧

サイゴクベニシダ オシダ 1　3 危急種 絶滅危惧Ⅱ類

シラネワラビ オシダ 1　3 希少種 準絶滅危惧

キヨズミオオクジャク オシダ 1　3 要保護

ナガバノイタチシダ オシダ 1　3 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

ホソイノデ オシダ 1　3

チャボイノデ オシダ 1　3 絶滅危惧ⅠＢ類

カタイノデ オシダ 1　3 絶滅危惧Ⅱ類 一般保護

サイゴクイノデ オシダ 1　3 絶滅危惧Ⅱ類 一般保護

ヒカゲワラビ メシダ 1　3 絶滅危惧種 要保護

ノコギリシダ メシダ 1　3 危急種 絶滅 絶滅危惧ⅠＢ類

エビラシダ メシダ 1　3 危急種 絶滅危惧ⅠＢ類

コガネシダ メシダ 3　7 希少種 希少 絶滅危惧Ⅱ類

サジラン ウラボシ 1　3 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

クリハラン ウラボシ 1　3 危急種 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類

オシャグジデンダ ウラボシ 1　7 危急種 絶滅危惧ⅠＢ類 最重要保護

サンショウモ サンショウモ 13　14 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類 重要保護

ツガ マツ 1　3 希少種 一般保護

サクラバハンノキ カバノキ 3 準絶滅危惧 （NT） 危急種 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧

トキホコリ イラクサ 1　16 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 未評価 要注目 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

ミヤマツチトリモチ ツチトリモチ 1　3 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 情報不足

コギシギシ タデ 6 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 未評価 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

マルミノヤマゴボウ ヤマゴボウ 1　3 希少種 Ⅰ類絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類

ワチガイソウ ナデシコ 1　3 危急種 準絶滅危惧

ヒナワチガイソウ ナデシコ 1　3 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 最重要保護

アズマレイジンソウ キンポウゲ 1 絶滅危惧Ⅱ類

ミチノクフクジュソウ キンポウゲ 3　8 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧Ⅱ類

フクジュソウ キンポウゲ 8 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 最重要保護

エンコウソウ キンポウゲ 8 危急種 絶滅危惧Ⅱ類

スハマソウ キンポウゲ 1　8 危急種 要保護

ヒメウズ キンポウゲ 3 危急種 絶滅危惧Ⅱ類

シキンカラマツ キンポウゲ 2　3　5 希少種 絶滅危惧Ⅱ類

ジュンサイ スイレン 9　12 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅 最重要保護

ヒツジグサ スイレン 9　12 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅 最重要保護

ベニバナヤマシャクヤク ボタン 1　3　8 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類

コモウセンゴケ モウセンゴケ 2　4　13 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 要保護

イワハタザオ アブラナ 1　3 絶滅危惧Ⅱ類

オオチチッパベンケイ ベンケイソウ 1　3 絶滅危惧Ⅰ B類 （EN） 危急種 希少

ヒメレンゲ ベンケイソウ 1 危急種

20



和　　名 科　　名 選定理由
環境省

2012

茨城県

1997

福島県

2002

栃木県

2011

埼玉県

2011

千葉県

2009

アズマツメクサ ベンケイソウ 2　3　4 準絶滅危惧 （NT） Ⅰ類絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

イワネコノメソウ ユキノシタ 1　3 絶滅危惧Ⅰ類

ヤグルマソウ ユキノシタ 1　3 危急種

ミヤマザクラ バラ 1　3

アズマイバラ バラ 1　3 希少種 準絶滅危惧

コジキイチゴ バラ 1　3 希少種

ナガボノアカワレモコウ バラ 6 危急種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類

ナンキンナナカマド バラ 1　3 希少種 希少 準絶滅危惧 重要保護

イタチササゲ マメ 2　3　5

マルミノウルシ トウダイグサ 1　3 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類

カラコギカエデ カエデ 2　4　6 危急種

コガンピ ジンチョウゲ 2　3　5 危急種 準絶滅危惧 絶滅 重要保護

ナガハシスミレ スミレ 1　3

ミズキンバイ アカバナ 3　11 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 情報不足 重要保護

フサモ アリノトウグサ 11　12 危急種 情報不足 準絶滅危惧 要保護

エキサイゼリ セリ 2　4　6 準絶滅危惧 （NT） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

ミシマサイコ セリ 2　5　7 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅 要保護

マルバトウキ セリ 10 危急種 希少

サラサドウダン ツツジ 1　3 絶滅危惧種 準絶滅危惧

ヒカゲツツジ ツツジ 1　3 絶滅危惧種 未評価 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 最重要保護

ノジトラノオ サクラソウ 2　5 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

クリンソウ サクラソウ 3　8 絶滅危惧種 絶滅危惧ⅠＢ類

サクラソウ サクラソウ 3　8 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類

ヒメナエ マチン 2　4 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 重要保護

コケリンドウ リンドウ 2　5 要注目 絶滅危惧ⅠＢ類 一般保護

チョウジソウ キョウチクトウ 6 準絶滅危惧 （NT） 危急種 未評価 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 消息不明・絶滅

フナバラソウ ガガイモ 2　5 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＡ類 重要保護

イヨカズラ ガガイモ 10 準絶滅危惧 一般保護

キバナカワラマツバ アカネ 3　7 希少種

サワルリソウ ムラサキ 1　3 希少種 希少 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

ルリソウ ムラサキ 1 絶滅 重要保護

クマツヅラ クマツヅラ 3 絶滅危惧Ⅱ類

カイジンドウ シソ 2　3　5 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 未評価 絶滅 情報不足 消息不明・絶滅

ツルカコソウ シソ 2　3　5 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 準絶滅危惧 絶滅

ミズネコノオ シソ 3　4　13 準絶滅危惧 （NT） 危急種 準絶滅危惧 絶滅 重要保護

ミズトラノオ シソ 3　4　13 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 未評価 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅 重要保護

エゾタツナミソウ シソ 1　3　7 希少

ハシリドコロ ナス 1　3

ゴマクサ ゴマノハグサ 2　4 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 重要保護

キタミソウ ゴマノハグサ 3　6 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧ⅠＢ類

イヌタヌキモ タヌキモ 9　11　12 準絶滅危惧 （NT） 危急種 準絶滅危惧 重要保護

ミミカキグサ タヌキモ 2　4 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅 重要保護

ハヤザキヒョウタンボク スイカズラ 1　7 危急種 希少 絶滅危惧ⅠＡ類

キバナウツギ スイカズラ 1　3 希少種 希少 絶滅危惧Ⅱ類
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イワツクバネウツギ スイカズラ 1　3 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類

キンレイカ オミナエシ 1　3 希少種 準絶滅危惧

ナベナ マツムシソウ 1　3 希少種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

ヒナギキョウ キキョウ 2　5 要保護

ヤハズハハコ キク 3　7 危急種 準絶滅危惧

モリアザミ キク 2　5 絶滅危惧Ⅰ類 最重要保護

ヨツバヒヨドリ キク 2　3　5

ヤナギタンポポ キク 10 危急種 絶滅危惧ⅠＡ類

ホソバオグルマ キク 2　3　4 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧種 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

カワラニガナ キク 6 準絶滅危惧 （NT） 注意 要注目 絶滅危惧Ⅱ類

キオン キク 1　2　4 希少種 準絶滅危惧

センニンモ ヒルムシロ 6　9　12 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 野生絶滅

リュウノヒゲモ ヒルムシロ 6　9　12 準絶滅危惧 （NT） 希少種 絶滅 重要保護

エビアマモ アマモ 3　10 準絶滅危惧 （NT） 危急種 要保護

サガミトリゲモ イバラモ 9　11　12 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

イトトリゲモ イバラモ 9　11　12 準絶滅危惧 （NT） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足 重要保護

ホッスモ イバラモ 9　11　12 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足 重要保護

イバラモ イバラモ 9　11　12 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 最重要保護

トリゲモ イバラモ 9　11　12 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 未評価 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

オオトリゲモ イバラモ 9　11　12　13 準絶滅危惧 重要保護

キバナノアマナ ユリ 1　2　5 準絶滅危惧 準絶滅危惧

ミヤマスカシユリ ユリ 1　3 絶滅危惧Ⅰ B類 （EN） 絶滅危惧種 絶滅危惧ⅠＡ類

ホソバノアマナ ユリ 1　2　5 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

ホトトギス ユリ 1　2　5 危急種 絶滅危惧Ⅱ類

タマガワホトトギス ユリ 1　3 危急種 準絶滅危惧

ヒメドコロ ヤマノイモ 3 希少種

ヒメシャガ アヤメ 3　8 準絶滅危惧 （NT） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 消息不明・絶滅

クロイヌノヒゲ ホシクサ 2　4 準絶滅危惧 （NT） 準絶滅危惧 要注目 絶滅

ホシクサ ホシクサ 2　4 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

イトイヌノヒゲ ホシクサ 2　4 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

ヤマトホシクサ ホシクサ 2　4 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧種 未評価 絶滅危惧Ⅰ類 消息不明・絶滅

クロホシクサ ホシクサ 2　4 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅰ類 重要保護

シロイヌノヒゲ ホシクサ 2　4 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅰ類

アイアシ イネ 2　4 危急種 準絶滅危惧 一般保護

ウキシバ イネ 3　9 希少種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

フクロダガヤ イネ 3 絶滅危惧Ⅰ B類 （EN） 危急種 絶滅危惧Ⅰ類

ヒトツバテンナンショウ サトイモ 1　3

ムサシアブミ サトイモ 1　3 危急種

ヒメミクリ ミクリ 11 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 最重要保護

ヌマアゼスゲ カヤツリグサ 2　3　4 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 希少種 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類 重要保護

オキナワジュズスゲ カヤツリグサ 1　3 一般保護

アサマスゲ カヤツリグサ 2　4 準絶滅危惧 （NT） 希少種 要保護

ヌマクロボスゲ カヤツリグサ 2　3　4 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 最重要保護

キシュウナキリスゲ カヤツリグサ 1　3 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種
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エゾツリスゲ カヤツリグサ 2　4 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 最重要保護

オオクグ カヤツリグサ 2　3　4 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

ヒトモトススキ カヤツリグサ 3　10 絶滅危惧種 一般保護

マシカクイ カヤツリグサ 2　3　4 危急種 重要保護

サギスゲ カヤツリグサ 2　4 危急種 準絶滅危惧

トネテンツキ カヤツリグサ 3　4　6 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧種 要保護

シラン ラン 2　4　8 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

キンセイラン ラン 1 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類

ベニシュスラン ラン 1　3 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足 最重要保護

アケボノシュスラン ラン 1　3 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類 重要保護

ミズトンボ ラン 2　4 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅰ類 最重要保護

ホクリクムヨウラン ラン 1　3

ウスギムヨウラン ラン 1　3 準絶滅危惧 （NT） 準絶滅危惧

クロムヨウラン ラン 1　3 危急種 準絶滅危惧 重要保護

ギボウシラン ラン 1　3 絶滅危惧Ⅰ B類 （EN） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 最重要保護

コケイラン ラン 1　3 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類 重要保護

マイサギソウ ラン 2　5　7 希少種 絶滅危惧Ⅱ類

トキソウ ラン 2　4　8 準絶滅危惧 （NT） 危急種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 重要保護

ヤマトキソウ ラン 2　3　5 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅 消息不明・絶滅

マツラン ラン 1　3　7 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 準絶滅危惧 最重要保護

モミラン ラン 1　3　7 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類

クモラン ラン 1　3　7 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護
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マンネンスギ ヒカゲノカズラ 1 希少種 絶滅危惧ⅠＢ類

コヒロハハナヤスリ ハナヤスリ 2　5 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

コハナヤスリ ハナヤスリ 2　5 未評価 絶滅危惧ⅠＢ類

ハマハナヤスリ ハナヤスリ 2　5 希少

オオバノハチジョウシダ イノモトソウ 1 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類

オオカナワラビ オシダ 1 準絶滅危惧

ホソバカナワラビ オシダ 1 希少種 絶滅危惧ⅠＡ類

オニカナワラビ オシダ 1 希少種 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

コバノカナワラビ オシダ 1　3

イワヘゴ オシダ 1 希少種 準絶滅危惧 一般保護

オオクジャクシダ オシダ 1 希少種 希少 要保護

サクライカグマ オシダ 1 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 一般保護

ヒメカナワラビ オシダ 1 希少種 希少 絶滅危惧ⅠＢ類

オオキヨズミシダ オシダ 1 希少種 希少 絶滅危惧ⅠＢ類 一般保護

コハシゴシダ ヒメシダ 1　2　5 希少種 絶滅危惧ⅠＢ類

ニッコウシダ ヒメシダ 2　4 希少種 絶滅危惧ⅠＢ類

カラクサイヌワラビ メシダ 1 希少種 要保護

ヘラシダ メシダ 1 希少種 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類

オニヒカゲワラビ メシダ 1 危急種 準絶滅危惧 要保護

ホテイシダ ウラボシ 1 希少種 絶滅危惧Ⅱ類

ミヤマノキシノブ ウラボシ 1 希少種

ヒメコマツ マツ 1 危急種

イブキ ヒノキ 1　10 危急種 準絶滅危惧 要保護

ダケカンバ カバノキ 1 希少種

ウダイカンバ カバノキ 1 希少種

シラカンバ カバノキ 1 希少種

ハシバミ カバノキ 1 一般保護

ハルニレ ニレ 1 最重要保護

コケミズ イラクサ 1 未評価 準絶滅危惧

ウナギツカミ タデ 2　4 絶滅危惧Ⅱ類

ヤナギヌカボ タデ 4　6 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類

ナガバノウナギツカミ タデ 2　4 準絶滅危惧 （NT） 未評価 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅 要保護

ヌカボタデ タデ 4　6 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

ニオイタデ タデ 2　4 危急種

ノダイオウ タデ 4　6 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類

ワダソウ ナデシコ 1 未評価 準絶滅危惧

ナンブワチガイソウ ナデシコ 1 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

ヤマグルマ ヤマグルマ 1

ヒメイチゲ キンポウゲ 1　3 準絶滅危惧

レンゲショウマ キンポウゲ 1　3 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

カザグルマ キンポウゲ 1　8 準絶滅危惧 （NT） 危急種 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類 重要保護

コキツネノボタン キンポウゲ 4　6 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 最重要保護

オトコゼリ キンポウゲ 2　4 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類

ヒキノカサ キンポウゲ 6 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅 絶滅危惧ⅠＡ類 重要保護
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ノカラマツ キンポウゲ 6 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

コウホネ スイレン 6 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 重要保護

オオバウマノスズクサ ウマノスズクサ 1 希少種

ヤマシャクヤク ボタン 1 準絶滅危惧 （NT） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 消息不明・絶滅

モウセンゴケ モウセンゴケ 2　4 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類 要保護

ハクサンハタザオ アブラナ 1

ハマハタザオ アブラナ 10 準絶滅危惧 要保護

コイヌガラシ アブラナ 6 準絶滅危惧 （NT） 要注目 準絶滅危惧 一般保護

ハタザオ アブラナ 2　5 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

ウメバチソウ ユキノシタ 2　4 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類 重要保護

エドヒガン バラ 1 一般保護

オオダイコンソウ バラ 1　2　5 重要保護

リンボク バラ 1 希少種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 一般保護

モリイバラ バラ 1 希少種 準絶滅危惧

ハマナス バラ 10 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 一般保護

ナガボノシロワレモコウ バラ 2　4　6 希少種 準絶滅危惧 準絶滅危惧 一般保護

アイズシモツケ バラ 1

タヌキマメ マメ 2　5 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 要保護

イヌハギ マメ 2　5 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

マキエハギ マメ 2　5 絶滅危惧Ⅰ類

タンキリマメ マメ 2　5 準絶滅危惧

ヨツバハギ マメ 2　5

オオバクサフジ マメ 2　5 準絶滅危惧

ナツフジ マメ 3 危急種

タチフウロ フウロソウ 2　5 一般保護

オオイタヤメイゲツ カエデ 1 希少

サワダツ ニシキギ 1　3 要保護

イソノキ クロウメモドキ 2　4 危急種

シナノキ シナノキ 1 要保護

サクラスミレ スミレ 2　5 絶滅危惧Ⅱ類

ミズマツバ ミソハギ 13 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 希少種 絶滅危惧Ⅰ類 要注目 絶滅危惧Ⅱ類

ミズキカシグサ ミソハギ 13 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅰ類

ウシタキソウ アカバナ 1 準絶滅危惧 一般保護

イワアカバナ アカバナ 2　4

ミズユキノシタ アカバナ 11 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 重要保護

ホタルサイコ セリ 2　5　7 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 重要保護

イワセントウソウ セリ 1

ヌマゼリ セリ 2　4 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 準絶滅危惧 要注目 絶滅危惧ⅠＡ類

シャクジョウソウ イチヤクソウ 1 希少種 準絶滅危惧 一般保護

シロヤシオ ( ゴヨウツツジ ) ツツジ 1 準絶滅危惧

ヤナギトラノオ サクラソウ 9 絶滅種 希少 絶滅危惧Ⅰ類

イヌセンブリ リンドウ 2　5 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧種 希少 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅 重要保護

ガガブタ ミツガシワ 9 準絶滅危惧 （NT） 危急種 絶滅 絶滅危惧ⅠＡ類 要保護

アサザ ミツガシワ 9 準絶滅危惧 （NT） 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 要注目 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護
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コカモメヅル ガガイモ 2　5 準絶滅危惧 最重要保護

スズサイコ ガガイモ 2　5 準絶滅危惧 （NT） 希少種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

アリドオシ アカネ 1 希少種 絶滅危惧Ⅱ類

オオアリドオシ
( ニセジュズネノキ )

アカネ 1 一般保護

ハナムグラ アカネ 2　4 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 希少種 未評価 要注目 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

スナビキソウ ムラサキ 10 未評価 要保護

オニルリソウ ムラサキ 1 重要保護

ヒイラギソウ シソ 1 絶滅危惧Ⅰ B類 （EN） 希少種 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類

キセワタ シソ 2　5 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 希少 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

ヒメハッカ シソ 2　4 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 重要保護

ヤマジソ シソ 2　5 準絶滅危惧 （NT） 危急種 希少 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

ナミキソウ シソ 10 未評価 絶滅 消息不明・絶滅

マルバノサワトウガラシ ゴマノハグサ 13　14 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 希少種 未評価 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅 重要保護

オオアブノメ ゴマノハグサ 2　4 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 最重要保護

ヤマウツボ ゴマノハグサ 1 絶滅危惧Ⅱ類

クチナシグサ ゴマノハグサ 1 希少種 準絶滅危惧 準絶滅危惧 消息不明・絶滅

ゴマノハグサ ゴマノハグサ 6 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 未評価 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 要保護

オオヒキヨモギ ゴマノハグサ 2　5 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類

イヌノフグリ ゴマノハグサ 15 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

ハマウツボ ハマウツボ 10 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅰ類 情報不足 最重要保護

オミナエシ オミナエシ 2　5 絶滅危惧ⅠＢ類 一般保護

ツルギキョウ キキョウ 1 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

バアソブ キキョウ 2　5 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 希少 要注目 絶滅危惧ⅠＢ類 重要保護

キキョウ キキョウ 2　5　8 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

ノコギリソウ キク 2　5

カワラハハコ キク 6 絶滅危惧Ⅱ類

シロヨモギ キク 10 危急種 準絶滅危惧

ヒメシオン キク 2　4 危急種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

ウラギク キク 6 準絶滅危惧 （NT） 希少種 要保護

コハマギク キク 10 希少種 準絶滅危惧

フジバカマ キク 6 準絶滅危惧 （NT） 危急種 希少 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 最重要保護

アキノハハコグサ キク 2　5 絶滅危惧Ⅰ B類 （EN） 希少 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＡ類 重要保護

マルバダケブキ キク 1 準絶滅危惧

ハマギク キク 10 希少種

ミヤコアザミ キク 1 危急種 絶滅危惧ⅠＢ類 消息不明・絶滅

キクアザミ キク 2　5 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

ハバヤマボクチ キク 1 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

オカオグルマ キク 2　5 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

サワオグルマ キク 2　4 絶滅危惧ⅠＢ類 一般保護

ネコノシタ キク 10 希少種 絶滅

トウゴクヘラオモダカ オモダカ 2　4 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 要保護

アギナシ オモダカ 2　4 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類 要保護

スブタ トチカガミ 13　14 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅 重要保護
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クロモ トチカガミ 9　11　12 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

トチカガミ トチカガミ 11 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

コウガイモ トチカガミ 6　12 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

セキショウモ トチカガミ 6　12 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 準絶滅危惧 要保護

オオササエビモ ヒルムシロ 9 希少種 保護参考雑種

イトモ ヒルムシロ 6　9 準絶滅危惧 （NT） 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 最重要保護

ササバモ ヒルムシロ 6　9 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 一般保護

ノギラン ユリ 1　2　5 希少種 準絶滅危惧

アマナ ユリ 2　5 希少種 準絶滅危惧 要保護

キジカクシ ユリ 1　5 希少種 準絶滅危惧 準絶滅危惧 要保護

スズラン ユリ 1　2　5 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅

ヒメマイヅルソウ ユリ 1　3 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

ヒオウギ アヤメ 2　5 危急種 絶滅危惧Ⅰ類 重要保護

カキツバタ アヤメ 2　4 準絶滅危惧 （NT） 危急種 注意 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

アヤメ アヤメ 2　5 準絶滅危惧 重要保護

ハイチゴザサ イネ 1 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

ヤマトミクリ ミクリ 11 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧種 準絶滅危惧 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類 最重要保護

ナガエミクリ ミクリ 6　11 準絶滅危惧 （NT） 危急種 注意 要注目 絶滅危惧Ⅱ類 最重要保護

イトテンツキ カヤツリグサ 2　4 準絶滅危惧 （NT） 未評価 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類

ヒメスゲ カヤツリグサ 2　3　5 絶滅危惧種

シオクグ カヤツリグサ 2　4 一般保護

コツブヌマハリイ カヤツリグサ 2　4 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 重要保護

オオイヌノハナヒゲ カヤツリグサ 2　4 危急種 情報不足 重要保護

タタラカンガレイ カヤツリグサ 2　4 希少種 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類 一般保護

シズイ カヤツリグサ 2　4 危急種 準絶滅危惧 最重要保護

マメヅタラン ラン 1 準絶滅危惧 （NT） 危急種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 最重要保護

ムギラン ラン 1 準絶滅危惧 （NT） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 最重要保護

エビネ ラン 1　8 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 一般保護

ユウシュンラン ラン 1 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類

クゲヌマラン ラン 1 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅰ類 情報不足 重要保護

マヤラン ラン 1 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 情報不足 情報不足 要保護

セッコク ラン 1　8 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類 最重要保護

カキラン ラン 1 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅 重要保護

ムカゴソウ ラン 2　5 絶滅危惧Ⅰ B類 （EN） 危急種 未評価 絶滅危惧Ⅰ類 最重要保護

コフタバラン ラン 1 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

ツレサギソウ ラン 1　2　5 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

ハクウンラン ラン 1 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類
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準絶滅危惧　143種

和　　名 科　　名 選定理由
環境省

2012

茨城県

1997

福島県

2002

栃木県

2011

埼玉県

2011

千葉県

2009

エゾノヒメクラマゴケ イワヒバ 1 希少種

カタヒバ イワヒバ 1 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 要保護

イワヒバ イワヒバ 8 危急種 準絶滅危惧 準絶滅危惧 重要保護

ミズニラ ミズニラ 2　4 準絶滅危惧 （NT） 希少種 準絶滅危惧 要注目 絶滅危惧Ⅱ類

ヤシャゼンマイ ゼンマイ 6 危急種 絶滅危惧Ⅱ類

オオキジノオ キジノオシダ 1 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類 要保護

アオホラゴケ コケシノブ 1 希少種 希少 情報不足 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

ハイホラゴケ コケシノブ 1 希少種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

コバノイシカグマ コバノイシカグマ 1 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 最重要保護

シノブ シノブ 1　8 重要保護

クモノスシダ チャセンシダ 1 希少種 準絶滅危惧 要保護

コタニワタリ チャセンシダ 1 危急種 重要保護

マルバベニシダ オシダ 1 希少種 希少 準絶滅危惧

イノデモドキ オシダ 1 希少種 未評価 要保護

ミヤマワラビ ヒメシダ 1

ウスヒメワラビ メシダ 1 希少種 準絶滅危惧

ミヤマシダ メシダ 1

ビロードシダ ウラボシ 1 要保護

ネズミサシ ヒノキ 1 準絶滅危惧 準絶滅危惧

シバヤナギ ヤナギ 1

コゴメヤナギ ヤナギ 6 絶滅危惧Ⅰ類

オノオレカンバ カバノキ 1 希少種

ツクバネガシ ブナ 1 絶滅危惧Ⅰ類 要保護

ホソバイヌタデ タデ 6 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

フジナデシコ (ハマナデシコ ) ナデシコ 10 危急種 準絶滅危惧

カワラナデシコ ナデシコ 2　5 絶滅危惧Ⅱ類

オオヤマフスマ ナデシコ 2　5 絶滅危惧ⅠＢ類 重要保護

フシグロセンノウ ナデシコ 1 準絶滅危惧 要保護

カゴノキ クスノキ 1 希少種 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧

イチリンソウ キンポウゲ 1　8 準絶滅危惧 準絶滅危惧 要保護

キクザキイチゲ キンポウゲ 1 最重要保護

アズマイチゲ キンポウゲ 1 準絶滅危惧 重要保護

コセリバオウレン キンポウゲ 1 未評価 要保護

ミヤマカラマツ キンポウゲ 1

コウモリカズラ ツヅラフジ 1 危急種 準絶滅危惧

マツモ マツモ 11　12 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

トモエソウ オトギリソウ 1 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

ミズオトギリ オトギリソウ 2　4 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

ナガミノツルキケマン ケシ 1 準絶滅危惧 （NT） 準絶滅危惧 要注目

ヤマブキソウ ケシ 1 希少種 準絶滅危惧 重要保護

ムカゴネコノメ ユキノシタ 1 準絶滅危惧 （NT） 準絶滅危惧　 要注目 要保護

タコノアシ ユキノシタ 2　4 準絶滅危惧 （NT） 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 要注目 絶滅危惧Ⅱ類

チョウジザクラ バラ 1

カワラサイコ バラ 6　10 絶滅危惧Ⅱ類 要保護
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和　　名 科　　名 選定理由
環境省

2012

茨城県

1997

福島県

2002

栃木県

2011

埼玉県

2011

千葉県

2009

エゾノヒメクラマゴケ イワヒバ 1 希少種

カタヒバ イワヒバ 1 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 要保護

イワヒバ イワヒバ 8 危急種 準絶滅危惧 準絶滅危惧 重要保護

ミズニラ ミズニラ 2　4 準絶滅危惧 （NT） 希少種 準絶滅危惧 要注目 絶滅危惧Ⅱ類

ヤシャゼンマイ ゼンマイ 6 危急種 絶滅危惧Ⅱ類

オオキジノオ キジノオシダ 1 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類 要保護

アオホラゴケ コケシノブ 1 希少種 希少 情報不足 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

ハイホラゴケ コケシノブ 1 希少種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

コバノイシカグマ コバノイシカグマ 1 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 最重要保護

シノブ シノブ 1　8 重要保護

クモノスシダ チャセンシダ 1 希少種 準絶滅危惧 要保護

コタニワタリ チャセンシダ 1 危急種 重要保護

マルバベニシダ オシダ 1 希少種 希少 準絶滅危惧

イノデモドキ オシダ 1 希少種 未評価 要保護

ミヤマワラビ ヒメシダ 1

ウスヒメワラビ メシダ 1 希少種 準絶滅危惧

ミヤマシダ メシダ 1

ビロードシダ ウラボシ 1 要保護

ネズミサシ ヒノキ 1 準絶滅危惧 準絶滅危惧

シバヤナギ ヤナギ 1

コゴメヤナギ ヤナギ 6 絶滅危惧Ⅰ類

オノオレカンバ カバノキ 1 希少種

ツクバネガシ ブナ 1 絶滅危惧Ⅰ類 要保護

ホソバイヌタデ タデ 6 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

フジナデシコ (ハマナデシコ ) ナデシコ 10 危急種 準絶滅危惧

カワラナデシコ ナデシコ 2　5 絶滅危惧Ⅱ類

オオヤマフスマ ナデシコ 2　5 絶滅危惧ⅠＢ類 重要保護

フシグロセンノウ ナデシコ 1 準絶滅危惧 要保護

カゴノキ クスノキ 1 希少種 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧

イチリンソウ キンポウゲ 1　8 準絶滅危惧 準絶滅危惧 要保護

キクザキイチゲ キンポウゲ 1 最重要保護

アズマイチゲ キンポウゲ 1 準絶滅危惧 重要保護

コセリバオウレン キンポウゲ 1 未評価 要保護

ミヤマカラマツ キンポウゲ 1

コウモリカズラ ツヅラフジ 1 危急種 準絶滅危惧

マツモ マツモ 11　12 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

トモエソウ オトギリソウ 1 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

ミズオトギリ オトギリソウ 2　4 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

ナガミノツルキケマン ケシ 1 準絶滅危惧 （NT） 準絶滅危惧 要注目

ヤマブキソウ ケシ 1 希少種 準絶滅危惧 重要保護

ムカゴネコノメ ユキノシタ 1 準絶滅危惧 （NT） 準絶滅危惧　 要注目 要保護

タコノアシ ユキノシタ 2　4 準絶滅危惧 （NT） 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 要注目 絶滅危惧Ⅱ類

チョウジザクラ バラ 1

カワラサイコ バラ 6　10 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

和　　名 科　　名 選定理由
環境省

2012

茨城県

1997

福島県

2002

栃木県

2011

埼玉県

2011

千葉県

2009

フジキ マメ 1 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

マルバヌスビトハギ マメ 1 準絶滅危惧

ノアズキ マメ 2　5 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類

レンリソウ マメ 2　5 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

ミヤマタニワタシ マメ 1 未評価

ノウルシ トウダイグサ 6 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

フユザンショウ ミカン 1 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 要保護

クロガネモチ モチノキ 1 希少種

ツクバグミ

（ニッコウナツグミ）
グミ 1 絶滅危惧Ⅱ類　

アリアケスミレ スミレ 6 危急種

ヒメミソハギ ミソハギ 13 希少種 準絶滅危惧

ウスゲチョウジタデ アカバナ 13 準絶滅危惧 （NT） 要注目 絶滅危惧Ⅱ類

ハナビゼリ セリ 1 未評価 絶滅危惧Ⅱ類

シャク セリ 1

ハマボウフウ セリ 10 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

オオバチドメ セリ 1 希少種 準絶滅危惧 準絶滅危惧

イワウチワ イワウメ 8 危急種

ホツツジ ツツジ 1

レンゲツツジ ツツジ 1　8 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

イズセンリョウ ヤブコウジ 1 希少種

アイナエ マチン 2　4 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 重要保護

コイケマ ガガイモ 2　5 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

キジョラン ガガイモ 1 希少種 準絶滅危惧 一般保護

クルマムグラ アカネ 1

オオハシカグサ アカネ 1 準絶滅危惧

カリガネソウ クマツヅラ 1 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

ヒキオコシ シソ 1 要保護

タカクマヒキオコシ シソ 2　4 未評価 情報不足

ミゾコウジュ シソ 6 準絶滅危惧 （NT） 希少種 未評価 要注目 準絶滅危惧 一般保護

ヒメナミキ シソ 2　4 絶滅危惧ⅠＢ類 一般保護

ミヤマナミキ シソ 1 未評価

イブキジャコウソウ シソ 1 危急種

オオマルバノホロシ ナス 2　5 要保護

ミヤマママコナ ゴマノハグサ 1 準絶滅危惧

カワヂシャ ゴマノハグサ 6　15 準絶滅危惧 （NT） 準絶滅危惧 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類

オオナンバンギセル ハマウツボ 2　5 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

コウグイスカグラ スイカズラ 1

ゴマギ スイカズラ 6 準絶滅危惧

フクシマシャジン キキョウ 1 希少種 準絶滅危惧

シデシャジン キキョウ 1

サワシロギク キク 2　4 情報不足 重要保護

オオガンクビソウ キク 1 準絶滅危惧

キクタニギク キク 2　5 準絶滅危惧 （NT） 要注目 準絶滅危惧 要保護
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和　　名 科　　名 選定理由
環境省

2012

茨城県

1997

福島県

2002

栃木県

2011

埼玉県

2011

千葉県

2009

ノニガナ キク 6 準絶滅危惧 準絶滅危惧 一般保護

オオモミジガサ キク 1 希少 絶滅危惧Ⅱ類

オオカニコウモリ キク 1

ヤマタイミンガサ キク 1

オヤリハグマ キク 1 希少種

オオニガナ キク 2　4 準絶滅危惧 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類 要保護

アサマヒゴタイ キク 1 希少種 希少 絶滅危惧Ⅱ類

ハンゴンソウ キク 1

タムラソウ キク 2　5

ウスギタンポポ キク 2　5

サジオモダカ オモダカ 9 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類 重要保護

ヤナギスブタ トチカガミ 13 準絶滅危惧 絶滅 要保護

ミズオオバコ トチカガミ 13 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 要注目 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

ヤナギモ ヒルムシロ 6　12 準絶滅危惧

ヤマラッキョウ ユリ 2　5 絶滅危惧Ⅱ類 一般保護

ゼンテイカ ユリ 2　5 絶滅危惧Ⅱ類

コオニユリ ユリ 2　5 準絶滅危惧 要保護

マイヅルソウ ユリ 1 危急種

シロバナエンレイソウ

( ミヤマエンレイソウ )
ユリ 1 準絶滅危惧

ニガカシュウ ヤマノイモ 6 希少種 準絶滅危惧

ウチワドコロ ヤマノイモ 1

ミズアオイ ミズアオイ 13　14 準絶滅危惧 （NT） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＡ類 要保護

ノハナショウブ アヤメ 2　4 注意 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

ヒロハノイヌノヒゲ ホシクサ 2　4 絶滅危惧Ⅱ類

ニッポンイヌノヒゲ ホシクサ 2　4 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

ヒメコヌカグサ イネ 2　4 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧種 未評価 要注目 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

ムツオレグサ イネ 13 準絶滅危惧 準絶滅危惧

カモノハシ イネ 2　4 絶滅危惧Ⅰ類

セイタカヨシ イネ 9 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

イヌアワ イネ 1 一般保護

ヒゲシバ イネ 2　4 希少種 準絶滅危惧 準絶滅危惧 最重要保護

ザゼンソウ サトイモ 1 希少種 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類

ヒメザゼンソウ サトイモ 1 希少種 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類

ミクリ ミクリ 6　11 準絶滅危惧 （NT） 希少種 注意 要注目 準絶滅危惧 要保護

ツクバスゲ カヤツリグサ 1 希少種 準絶滅危惧 一般保護

アワボスゲ カヤツリグサ 2　4 希少種 絶滅危惧Ⅱ類

ジョウロウスゲ カヤツリグサ 2　4 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類 一般保護

ヤマクボスゲ カヤツリグサ 1　3 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧Ⅱ類

ヤガミスゲ カヤツリグサ 2　4 準絶滅危惧 要保護

カンエンガヤツリ カヤツリグサ 2　4 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 一般保護

ビロードテンツキ カヤツリグサ 10 要保護

イトイヌノハナヒゲ カヤツリグサ 2　4 希少種 絶滅危惧ⅠＢ類 重要保護

ノグサ カヤツリグサ 2　4 準絶滅危惧 情報不足 一般保護
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和　　名 科　　名 選定理由
環境省

2012

茨城県

1997

福島県

2002

栃木県

2011

埼玉県

2011

千葉県

2009

ギンラン ラン 1 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

キンラン ラン 1　8 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 一般保護

ハマカキラン ラン 10 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 最重要保護

オニノヤガラ ラン 1 絶滅危惧Ⅱ類 要保護

ムヨウラン ラン 1 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 情報不足 重要保護

ジガバチソウ ラン 1 準絶滅危惧 準絶滅危惧 重要保護

アオフタバラン ラン 1 希少種 絶滅危惧Ⅰ類

ヨウラクラン ラン 1 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 絶滅 一般保護

ジンバイソウ ラン 1 希少種 絶滅危惧ⅠＢ類

ミズチドリ ラン 2　4 希少種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 重要保護

オオヤマサギソウ ラン 1 希少種 絶滅危惧Ⅱ類

カヤラン ラン 1 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 重要保護

ヒトツボクロ ラン 1 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 重要保護
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情報不足①注目種　29種

和　　名 科　　名 選定理由
環境省

2012

茨城県

1997

福島県

2002

栃木県

2011

埼玉県

2011

千葉県

2009

アカハナワラビ ハナヤスリ 準絶滅危惧 重要保護

ウスイハナワラビ ハナヤスリ

ヤマソテツ キジノオシダ 希少種

フモトカグマ コバノイシカグマ 要保護

フジシダ コバノイシカグマ 希少 準絶滅危惧

ミヤコヤブソテツ オシダ

ハチジョウベニシダ オシダ

ギフベニシダ オシダ 情報不足 要保護

キノクニベニシダ オシダ

エンシュウベニシダ オシダ 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

ハスノハカズラ ツヅラフジ

ワタラセツリフネソウ ツリフネソウ 絶滅危惧ⅠＢ類

オオアカバナ アカバナ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅱ類

ホソバアカバナ アカバナ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類

ミヤマヤブニンジン セリ

ヒメシロアサザ ミツガシワ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 最重要保護

コナミキ シソ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 情報不足 消息不明・絶滅

ヒシモドキ ゴマ 絶滅危惧Ⅰ B類 （EN） 絶滅 野生絶滅

キヨスミウツボ ハマウツボ 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類 消息不明・絶滅

ソナレマツムシソウ キク 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

ツツイトモ ヒルムシロ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅱ類 最重要保護

ネジリカワツルモ ヒルムシロ 準絶滅危惧 （NT）

ヒロハノアマナ ユリ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

ベンケイヤワラスゲ カヤツリグサ

クロヒナスゲ カヤツリグサ 要注目

チャボイ カヤツリグサ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

サガミランモドキ ラン 絶滅危惧Ⅰ B類 （EN） 情報不足

タシロラン ラン 準絶滅危惧 （NT） 準絶滅危惧 情報不足 要保護

クロヤツシロラン ラン 準絶滅危惧 要保護

32



情報不足②現状不明種　65種

和　　名 科　　名 選定理由
環境省

2012

茨城県

1997

福島県

2002

栃木県

2011

埼玉県

2011

千葉県

2009

タチクラマゴケ イワヒバ 絶滅危惧Ⅱ類

ヒメミズニラ ミズニラ 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

ミズニラモドキ ミズニラ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 未評価 情報不足

シナミズニラ ミズニラ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

オオバシナミズニラ ミズニラ 絶滅危惧Ⅰ B類 （EN）

コハチジョウシダ イノモトソウ 要保護

クロベ ヒノキ 絶滅種

アベマキ ブナ 希少

マツグミ ヤドリギ 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類 重要保護

ヒメタデ タデ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 要保護

マダイオウ タデ 未評価 絶滅危惧Ⅱ類

センウズモドキ キンポウゲ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 希少種 未評価

ヒロハノカワラサイコ バラ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅱ類 一般保護

ミチノクナシ バラ 絶滅危惧Ⅰ B類 （EN）

モメンヅル マメ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅

ヒメミヤマスミレ スミレ 絶滅危惧ⅠＢ類

ミヤマニガウリ ウリ

オグラノフサモ アリノトウグサ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

ムラサキセンブリ リンドウ 準絶滅危惧 （NT） 未評価 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅 最重要保護

イワダレソウ クマツヅラ 絶滅種 一般保護

ムシャリンドウ シソ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 準絶滅危惧 絶滅 消息不明・絶滅

エゾニガクサ シソ 絶滅危惧Ⅰ B類 （EN）

スズメハコベ ゴマノハグサ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 未評価 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類

ノタヌキモ タヌキモ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧種 絶滅 絶滅 重要保護

コタヌキモ タヌキモ 情報不足 絶滅

ヒメタヌキモ タヌキモ 準絶滅危惧 （NT） 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 消息不明・絶滅

タヌキモ タヌキモ 準絶滅危惧 （NT） 危急種 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足 絶滅危惧ⅠＡ類 重要保護

エゾオオバコ オオバコ 絶滅危惧種 準絶滅危惧

イソギク キク 絶滅種 一般保護

オナモミ キク 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類

コスブタ トチカガミ 絶滅危惧種

ミズヒキモ ヒルムシロ 絶滅危惧Ⅱ類 重要保護

ヒロハノエビモ ヒルムシロ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 野生絶滅

コアマモ アマモ 危急種 絶滅危惧Ⅰ類 一般保護

コキンバイザサ キンバイザサ 危急種 絶滅 重要保護

イチハツ アヤメ 危急種

ヒナノシャクジョウ ヒナノシャクジョウ 絶滅危惧種 最重要保護

サイコクヌカボシ イグサ

クロイヌノヒゲモドキ ホシクサ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 未評価 絶滅危惧Ⅱ類

ツクシクロイヌノヒゲ ホシクサ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

ヒメアブラススキ イネ 危急種 準絶滅危惧 準絶滅危惧 一般保護

ミズタカモジ イネ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 未評価 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類

コゴメカゼクサ イネ 希少種 絶滅 最重要保護

ミノボロ イネ 絶滅 要保護
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和　　名 科　　名 選定理由
環境省

2012

茨城県

1997

福島県

2002

栃木県

2011

埼玉県

2011

千葉県

2009

アワガエリ イネ 希少種

スズメノカタビラ イネ 準絶滅危惧

タイワンスゲ カヤツリグサ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅱ類

オオタマツリスゲ カヤツリグサ 絶滅危惧Ⅱ類

スナジスゲ カヤツリグサ

アブラシバ カヤツリグサ 準絶滅危惧 重要保護

チュウゼンジスゲ カヤツリグサ 希少種 準絶滅危惧 一般保護

ニイガタガヤツリ カヤツリグサ 絶滅危惧Ⅰ A類 （CR） 危急種 重要保護

ツクシオオガヤツリ カヤツリグサ 絶滅危惧Ⅰ B類 （EN） 危急種 消息不明・絶滅

スジヌマハリイ カヤツリグサ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 一般保護

ヒメマツカサススキ カヤツリグサ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

ミカワシンジュガヤ カヤツリグサ 絶滅危惧Ⅱ類 （VU） 危急種 最重要保護

イチヨウラン ラン 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類

エゾスズラン ラン 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類

アキザキヤツシロラン ラン 絶滅危惧種 絶滅危惧ⅠＢ類 重要保護

シュスラン ラン 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 要保護

セイタカスズムシソウ ラン 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類

タンザワサカネラン ラン 絶滅危惧Ⅰ B類 （EN）

イイヌマムカゴ ラン 絶滅危惧Ⅰ B類 （EN） 情報不足 絶滅

ナガバキソチドリ ラン

コバノトンボソウ ラン 危急種 重要保護
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