
希少な生物　　植物

アオテンツキ Fimbristylis verrucifera 絶滅危惧IA類
アオフタバラン Listera makinoana 絶滅危惧II類
アオベンケイ Hylotelephium viride 絶滅危惧IA類
アキノハハコグサ Gnaphalium hypoleucum絶滅危惧IA類
アサザ Nymphoides peltata 絶滅
アズマイチゲ Anemone raddeana 準絶滅危惧
アズマツメクサ Tillaea aquatica 絶滅危惧IA類
アズマレイジンソウ Aconitum pterocaule 絶滅危惧IA類
アマナ Tulipa edulis 絶滅危惧II類
アヤメ Iris sanguinea 絶滅
イイヌマムカゴ Platanthera iinumae 絶滅
イチヨウラン Dactylostalix ringens 絶滅危惧IA類
イトイヌノヒゲ Eriocaulon decemflorum var.nipponicum 絶滅危惧IB類
イトトリゲモ Najas japonica 絶滅危惧II類
イナモリソウ Pseudopyxis depressa 絶滅危惧IB類
イヌイワイタチシダ Dryopteris saxifragivaria 絶滅危惧IB類
イヌタヌキモ Utricularia tenuicaulis絶滅危惧IA類
イヌノフグリ Veronica polita var.lilacina 絶滅危惧IB類
イブキザサ Sasa tsuboiana 絶滅危惧IB類
イブキボウフウ Seseli libanotis ssp.japonica 絶滅危惧IB類
イワカラマツ Thalictrum sekimotoanum 絶滅危惧IA類
イワヤナギシダ Loxogramme salicifolia 絶滅危惧IA類
ウシタキソウ Circaea cordata 絶滅危惧IB類
ウスイハナワラビ Botrychium nipponicum var. minus 絶滅危惧II類
ウスバサイシン Asarum sieboldii 絶滅危惧II類
ウスヒメワラビ Acystopteris japonica絶滅危惧IA類
ウメウツギ Deutzia uniflora 絶滅危惧II類
エゾアオイスミレ Viola teshioensis 絶滅危惧IB類
エゾスズラン Epipactis papillosa 絶滅危惧IA類
エゾノヒメクラマゴケ Selaginella helvetica 絶滅危惧II類
エビネ Calanthe discolor 絶滅危惧II類
オオアカウキクサ Azolla japonica 絶滅危惧II類
オオガンクビソウ Carpesium macrocephalum 絶滅危惧IA類
オオキジノオ Plagiogyria euphlebia 絶滅危惧II類
オオキツネノカミソリ Lycoris sanguinea var.kiushiana絶滅危惧IA類
オオツルイタドリ Fallopia dentatoalata 絶滅危惧IA類
オオバナオオヤマサギソウ Platanthera sachalinensis var. hondoensis絶滅危惧IA類
オオバノヨツバムグラ Galium kamtschaticum var.acutifolium 絶滅
オオモミジガサ Miricacalia makineana 絶滅危惧IB類
オオヤマツツジ Rhododendron transiens 絶滅
オカスズメノヒエ Luzula pallescens 絶滅危惧IA類
オキナグサ Pulsatilla cernua 絶滅危惧IA類
オニガヤツリ Cyperus pilosus 絶滅
オニヒカゲワラビ Diplazium nipponicum 絶滅危惧II類
オノエラン Orchis fauriei 絶滅危惧II類
カガミナンブスズ Sasa kagamiana 絶滅危惧II類
カザグルマ Clematis patens 絶滅危惧IB類
カシダザサ Sasa shimidzuana ssp. kashidensis 絶滅危惧II類
カタクリ Erythronium japonicum 絶滅危惧IB類
カメバヒキオコシ Rabdosia shikokiana var.lecantha f.kameba絶滅危惧IA類
カモメラン Orchis cyclochila 絶滅危惧IA類
カヤラン Sarcochilus japonicus 絶滅危惧II類
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カラクサシダ Pleurosoriopsis makinoi 絶滅危惧II類
カリガネソウ Caryopteris divaricata 絶滅危惧IA類
カワラニガナ Ixeris tamagawaensis 絶滅危惧IB類
カワラノギク Aster kantoensis 絶滅危惧IA類
キキョウ Platycodon grandiflorum 絶滅危惧IA類
キクアザミ Saussurea ussuriensis 絶滅危惧IB類
キジカクシ Asparagus schoberioides 絶滅危惧IB類
キセワタ Leonurus macranthus 絶滅危惧IB類
キダチノネズミガヤ Muhlenbergia ramosa 絶滅危惧IB類
キンラン Cephalanthera falcata 絶滅危惧II類
クガイソウ Veronicastrum japonicum 絶滅危惧IA類
クルマバツクバネソウ Paris verticillata 絶滅危惧IA類
クロツバラ Rhamnus davurica var.nipponica 絶滅危惧IA類
クロムヨウラン Lecanorchis nigricans 絶滅危惧II類
クロモ Hydrilla verticillata 絶滅危惧IB類
ケスエコザサ Sasaella atamiana var. kanayamensis 絶滅危惧II類
ケネザサ Pleioblastus shibuyanus f.pubescens 絶滅危惧IB類
コアゼテンツキ Fimbristylis aestivalis 絶滅危惧IA類
コイワザクラ Primula reinii 絶滅危惧II類
コウリンカ Senecio flammeus var.glabrifolius 絶滅危惧IA類
ゴキヅル Actinostemma lobatum 絶滅危惧IB類
コバノミツバツツジ Rhododendron reticulatum 絶滅危惧IA類
コマツカサススキ Scirpus fuirenoides 絶滅危惧IA類
コメツガ Tsuga diversifolia 絶滅危惧IA類
ゴヨウマツ Pinus parviflora 絶滅危惧IA類
コンロンソウ Cardamine leucantha 絶滅危惧IA類
ザイフリボク Amelanchier asiatica 絶滅危惧IA類
サガミトリゲモ Najas indica 絶滅危惧II類
サクラスミレ Viola hirtipes 絶滅危惧IB類
サツキ Rhododendron indicum 絶滅危惧IB類
サツキヒナノウスツボ Scrophularia musashiensis 絶滅危惧IA類
ザリコミ Ribes maximowiczianum 絶滅危惧IB類
サワオグルマ Senecio pierotii 絶滅危惧IA類
サワトウガラシ Deinostema violaceum 絶滅
サワルリソウ Ancistrocarya japonica 絶滅危惧II類
サンショウモ Salvinia natans 絶滅危惧IA類
シウリザクラ Prunus ssiori 絶滅危惧IB類
ジガバチソウ Liparis krameri 絶滅危惧IB類
シギンカラマツ Thalictrum actaefolium 絶滅危惧IB類
シソクサ Limnophila chinensis ssp.aromatica 絶滅危惧IB類
シチトウハナワラビ Botrychium atrovirens 絶滅危惧II類
シノブカグマ Arachniodes mutica 絶滅危惧IA類
シャクジョウソウ Monotropa hypopithys 絶滅危惧IA類
シロガヤツリ Cyperus pacificus 絶滅危惧IB類
シロテンマ Gastrodia elata f.pallens 絶滅危惧IA類
ジンバイソウ Platanthera florentii 絶滅危惧II類
スギラン Lycopodium cryptomerinum 絶滅危惧II類
スジヌマハリイ Eleocharis equisetiformis 絶滅
スズサイコ Cynanchum paniculatum 絶滅危惧IB類
セイタカトウヒレン Saussurea tanakae 絶滅危惧IA類
セリモドキ Dystaenia ibukiensis 絶滅危惧IA類
タイワンヤマイ Schoenoplectus wallichii 絶滅危惧IA類
タカオヒゴタイ Saussurea sinuatoides 絶滅危惧II類
タキザワザサ Sasa takizawana 絶滅危惧II類
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タチヒメクグ Kyllinga kamtschatica 絶滅危惧IA類
タニガワハンノキ Alnus hirsuta var.microphylla 絶滅危惧IB類
タヌキモ Utricularia australis 絶滅危惧IA類
チャセンシダ Asplenium trichomanes 絶滅危惧IA類
チョウジソウ Amsonia elliptica 絶滅
ツメレンゲ Orostachys japonicus 絶滅危惧IA類
ツルカコソウ Ajuga shikotanensis 絶滅危惧IA類
ツレサギソウ Platanthera japonica 絶滅危惧IA類
テツカエデ Acer nipponicum 絶滅危惧IA類
トウゴクヘラオモダカ Alisma rariflorum 絶滅危惧IA類
トキホコリ Elatostema densiflorum 絶滅危惧IB類
トダイアカバナ Epilobium formosanum 絶滅危惧IA類
トチカガミ Hydrocharis dubia 絶滅
トリアシショウマ Astilbe thunbergii var.congesta 絶滅危惧IA類
ナガサキシダ Dryopteris sieboldii 絶滅危惧IB類
ナガバノキソチドリ Platanthera ophrydioides var. australis 絶滅危惧IB類
ナガバノヤノネグサ Persicaria breviochreata 絶滅危惧IA類
ナツエビネ Calanthe reflexa 絶滅危惧IA類
ナツツバキ Stewartia pseudocamellia 絶滅危惧IB類
ナツハゼ Vaccinium oldhamii 絶滅危惧II類
ナベナ Dipsacus japonicus 絶滅危惧II類
ネズ Juniperus rigida 絶滅危惧IA類
ネズミサシ Juniperus rigida 絶滅危惧IA類
ノジトラノオ Lysimachia barystachys 絶滅危惧IA類
ノニガナ Ixeris polycephala 絶滅
バアソブ Codonopsis ussuriensis 絶滅危惧IA類
ハイチゴザサ Isachne nipponensis 絶滅危惧II類
ハコネコメツツジ Tsusiophyllum tanakae 絶滅危惧II類
ハコネラン Ephippianthus sawadanus 絶滅危惧II類
ハナビゼリ Angelica inaequalis 絶滅危惧IA類
ハマホラシノブ Sphenomeris biflora 絶滅危惧IB類
ハリモミ Picea polita 絶滅危惧II類
ヒトツボクロ Tipularia japonica 絶滅危惧II類
ヒメアカバナ Epilobium fauriei 絶滅危惧IB類
ヒメイワトラノオ Asplenium capillipes 絶滅危惧II類
ヒメウキガヤ Glyceria depauperata 絶滅危惧IB類
ヒメウラジロ Cheilanthes argentea 絶滅危惧IB類
ヒメコウガイゼキショウ Juncus bufonius 絶滅危惧IA類
ヒメコケシノブ Hymenophyllum coreanum 絶滅危惧II類
ヒメナミキ Scutellaria dependens 絶滅危惧II類
ヒメニラ Allium monanthum 絶滅危惧IB類
ヒメフタバラン Listera japonica 絶滅
ヒメモエギスゲ Carex tristachya var.pocilliformis 絶滅危惧IA類
ヒロハノカワラサイコ Potentilla nipponica 絶滅危惧IB類
フクシマシャジン Adenophora divaricata 絶滅危惧IA類
フクジュソウ Adonis ramosa 絶滅危惧II類
フジバカマ Eupatorium japonicum 絶滅
フナバラソウ Cynanchum atratum 絶滅危惧IA類
ベニシュスラン Goodyera macrantha 絶滅危惧IB類
ベニバナヤマシャクヤク Paeonia obovata 絶滅危惧IA類
ホソイノデ Polystichum braunii 絶滅危惧IA類
ホソバツルリンドウ Pterygocalyx volubilis 絶滅危惧IB類
ホソバノヨツバムグラ Galium trifidum var.brevipedunculatum 絶滅危惧II類
ホソバミズヒキモ Potamogeton octandrus 絶滅危惧IB類
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マツグミ Taxillus kaempferi 絶滅危惧IB類
マツバスゲ Carex biwensis 絶滅危惧IB類
マツバラン Psilotum nudum 絶滅危惧II類
ミカワザサ Sasa pubiculmis ssp. sugimotoi 絶滅危惧II類
ミシマサイコ Bupleurum scorzoneraefolium var.stenophyllum 絶滅危惧IA類
ミズニラ Isoetes japonica 絶滅危惧IB類
ミズハナビ Cyperus tenuispica 絶滅危惧IA類
ミズマツバ Rotala pusilla 絶滅危惧II類
ミチシバ Melica onoei 絶滅危惧IB類
ミツバフウロ Geranium wilfordii 絶滅危惧IB類
ミツバベンケイソウ Hylotelephium verticillatum 絶滅危惧II類
ミドリアカザ Chenopodium bryoniaefolium 絶滅危惧IA類
ミドリカナワラビ Arachniodes nipponica 絶滅危惧II類
ミドリワラビ Deparia viridifrons 絶滅危惧IB類
ミノボロ Lophochloa cristata 絶滅危惧IB類
ミヤマアオダモ Fraxinus apertisquamifera 絶滅危惧IA類
ミヤマイラクサ Laportea macrostachya 絶滅危惧IA類
ミヤマツチトリモチ Balanophora nipponica 絶滅危惧IB類
ミヤマモジズリ Gymnadenia cucullata 絶滅危惧IA類
ムクゲシケシダ Deparia kiusiana 絶滅危惧II類
ムラサキツリガネツツジ Menziesia lasiophylla 絶滅危惧IB類
メタカラコウ Ligularia stenocephala 絶滅危惧IB類
メニッコウシダ Thelypteris nipponica var.borealis 絶滅危惧IB類
モミジカラマツ Trautvetteria japonica 絶滅危惧IB類
ヤガミスゲ Carex maackii 絶滅危惧IB類
ヤシャビシャク Ribes ambiguum 絶滅危惧II類
ヤブザクラ Prunus incisa var. tomentosa 絶滅危惧II類
ヤブムグラ Galium niewerthii 絶滅危惧II類
ヤマジノホトトギス Tricyrtis affinis 絶滅危惧IA類
ヤマドリトラノオ Asplenium x kobayashii 絶滅危惧IA類
ヤマブキソウ Hylomecon japonicum 絶滅危惧II類
ヤマホオズキ Physalis chamaesarachoides 絶滅危惧II類
ユウシュンラン Cephalanthera erecta var. subaphylla 絶滅危惧IB類
ヨコグラノキ Berchemia berchemiaefolia 絶滅危惧IB類
リュウキンカ Caltha palustris var.nipponica 絶滅危惧IB類
ルイヨウボタン Caulophyllum robustum 絶滅
ルリソウ Omphalodes krameri 絶滅危惧IA類
レンゲショウマ Anemonopsis macrophylla 絶滅危惧IB類
レンゲツツジ Rhododendron japonicum 絶滅
ワダソウ Pseudostellaria heterophylla 絶滅危惧IB類


