
 
 
 

添 付 資 料 １ 

 

 

事業実施区域周辺で確認された種 

（文献調査 確認種リスト） 

哺乳類、鳥類、両生類・爬虫類、昆虫類（蝶類） 

 



 

 



文献調査 確認種リスト（哺乳類） 

 

No. 目 名 科 名 和  名 

1 食虫 トガリネズミ トガリネズミ 

2   ジネズミ 

3 霊長 オナガザル ニホンザル 

4 ウサギ ウサギ ニホンノウサギ 

5 齧歯 リス ニホンリス 

6  ネズミ スミスネズミ 

7   ハタネズミ 

8   ヒメネズミ 

9   アカネズミ 

10   ドブネズミ 

11 食肉 イヌ タヌキ 

12   アカギツネ 

13  イタチ テン 

14   ニホンイタチ 

15   アナグマ 

16  ジャコウネコ ハクビシン 

17 偶蹄 シカ ニホンシカ 

注）学名・和名は原則として、静岡県野生生物目録（静岡県環境森林部自然保護室、2005年 3月）に従った。 

※：静岡県レッドデータブックカテゴリー 
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文献調査 確認種リスト（鳥類） 

 

No. 目 名 科 名 和  名 
1 カモ カモ カルガモ 
2   コガモ 
3 タカ タカ トビ 
4  ハヤブサ チョウゲンボウ 
5 キジ キジ コジュケイ 
6   キジ 
7 ハト ハト キジバト 
8 カッコウ カッコウ ジュウイチ 
9   カッコウ 
10   ツツドリ 
11   ホトトギス 
12 ヨタカ ヨタカ ヨタカ 
13 キツツキ キツツキ アカゲラ 
14   コゲラ 
15 スズメ ツバメ ツバメ 
16   イワツバメ 
17  セキレイ キセキレイ 
18   ハクセキレイ 
19  ヒヨドリ ヒヨドリ 
20  モズ モズ 
21   アカモズ 
22  ミソサザイ ミソサザイ 
23  イワヒバリ イワヒバリ 
24  ツグミ ノゴマ 
25   コルリ 
26   ルリビタキ 
27   ジョウビタキ 
28   トラツグミ 
29   マミジロ 
30   クロツグミ 
31   アカハラ 
32   ツグミ 
33  ウグイス ウグイス 
34   センダイムシクイ 
35  ヒタキ キビタキ 
36   オオルリ 
37  カササギヒタキ サンコウチョウ 
38  エナガ エナガ 
39  シジュウカラ コガラ 
40   ヒガラ 
41   ヤマガラ 
42   シジュウカラ 
43  ゴジュウカラ コジュウカラ 
44  メジロ メジロ 
45  ホオジロ ホオジロ 
46   カシラダカ 
47   ミヤマホオジロ 
48   アオジ 
49  アトリ アトリ 
50   カワラヒワ 
51   マヒワ 
52   ウソ 
53   イカル 
54   シメ 
55  ハタオリドリ スズメ 
56  カラス カケス 
57   ハシボソカラス 
58   ハシブトカラス 

注）学名・和名は原則として、静岡県野生生物目録（静岡県環境森林部自然保護室、2005年 3月）に従った。 

※：静岡県レッドデータブックカテゴリー 
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文献調査 確認種リスト（爬虫類・両生類） 

 

No. 網名 目 名 科 名 和  名 
1 爬虫類 カメ イシガメ クサガメ 
2  トカゲ トカゲ ニホントカゲ 
3   ヘビ ヒバカリ 
4    アオダイショウ 
5    シマヘビ 
6    ヤマカガシ 
7   クサリヘビ ニホンマムシ 
8 両生類 サンショウウオ サンショウウオ ハコネサンショウウオ 
9   イモリ イモリ 
10  カエル ヒキガエル アズマヒキガエル 
11   アマガエル ニホンアマガエル 
12    トノサマカエル 
13   アオガエル カジカガエル 
14    モリアオガエル 

注）学名・和名は原則として、静岡県野生生物目録（静岡県環境森林部自然保護室、2005年 3月）に従った。 

※：静岡県レッドデータブックカテゴリー 
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文献調査 確認種リスト（蝶類） 

 

No. 目 名 科 名 和  名 
1 鱗翅 セセリチョウ ダイミョウセセリ 
2   アオバセセリ 
3   キマダラセセリ 
4   コチャバネセセリ 
5   オオチャバネセセリ 
6   チャバネセセリ 
7   イチモンジセセリ 
8  アゲハチョウ ジャコウアゲハ 
9   キアゲハ 
10   アゲハ 
11   オナガアゲハ 
12   クロアゲハ 
13   キンキアゲハ 
14   カラスアゲハ 
15   アオスジアゲハ 
16  シロチョウ キチョウ 
17   モンキチョウ 
18   ツマキチョウ 
19   モンシロチョウ 
20   スジグロシロチョウ 
21  シジミチョウ メスアカミドリシジミ 
22   ベニシジミ 
23   クロシジミ 
24   ウラナミシジミ 
25   ヤマトシジミ 
26   ゴマシジミ 
27   ツバメシジミ 
28  ウラギンシジミ ウラギンシジミ 
29  テングチョウ テングチョウ 
30  マダラチョウ アザギマダラ 
31  タテハチョウ ウラギンヒョウモン 
32   オオウラギンヒョウモン 
33   イチモンジチョウ 
34   アサマイチモンジ 
35   コミスジ 
36   ホンミズジ 
37   サカハチチョウ 
38   キタテハ 
39   ルリタチハ 
40   アカタテハ 
41   スミナガシ 
42  ジャノメチョウ ヒメウラナミジャノメ 
43   ジャノメチョウ 
44   クロヒカゲ 
45   ヒカゲチョウ 
46   ヤマキマダラヒカゲ 
47   サトキマダラヒカゲ 
48   ヒメジャノメ 
49   コジャノメ 

注）学名・和名は原則として、静岡県野生生物目録（静岡県環境森林部自然保護室、2005年 3月）に従った。 

※：静岡県レッドデータブックカテゴリー 
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添 付 資 料 ２ 

 

 

静岡県で確認された国が指定する 

絶滅危惧ⅠＡ類、ⅠＢ類、Ⅱ 

 



 

 



 
環境省カテゴリー 和  名 科  名 環境省カテゴリー 和  名 科  名 

CR 絶滅危惧ⅠA 類 イッスンテンツキ カヤツリグサ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 イズアサツキ ユリ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 エゾイトイ イグサ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 イズコゴメグサ ゴマノハグサ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ｷﾚﾊｵｵｸﾎﾞｼﾀﾞ ウラボシ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 イトトリゲモ イバラモ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 イズドコロ ヤマノイモ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 イワチドリ ラン科． 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 カイコバイモ ユリ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 ウラジロギポウシ ユリ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ｶﾗﾌﾄｲﾜｽｹﾞ カヤツリグサ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 ｵｵｻﾜﾄﾘｶﾌﾞﾄ キンポウゲ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ガンゼキラン ラン科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 オオツルコウジ ヤブコウジ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ｶﾝﾁﾔﾁﾊｺﾍﾞ ナデシコ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 オオハクウンラン ラン科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 カンラン ラン科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 ｵｵﾊﾞﾅｵｵﾔﾏｻｷﾞｿﾞｳ ラン科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ｷﾀﾀﾞｹｲﾁｺﾞﾂﾅｷﾞ イネ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 オオミズトンポ ラン科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 キタダケナズナ アブラナ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 オノエリンドウ リンドウ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ｷﾊﾞﾅﾉｱﾂﾓﾘｿｳ ラン科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 カイジンドウ シソ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ｺﾊﾞﾉﾁｮｳｾﾝｴﾉｷ ニレ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 カガシラ カヤツリグサ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ｼﾌﾞｶﾜｼﾛｷﾞｸ キク科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 カギガタアオイ ｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ｼﾓﾀﾞｶﾝｱｵｲ ｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 カモメラン ラン科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ジンリョウユリ ユリ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 カワラノギク キク科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 スルガイノデ オシダ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 キクダケカニツリ イネ科 

CR 絶滅危惧ⅠA 類 
スルガジョウロウ

ホトトギス 
ユリ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 

キバナノショウキ

ラン 
ラン科 

CR 絶滅危惧ⅠA 類 ソナレセンブリ リンドウ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 ｷｮｳﾏﾙｼｬｸﾅｹﾞ ツツジ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ﾀﾇｷﾉｼｮｸﾀﾞｲ ﾋﾅﾉｼｬｸｼﾞｮｳ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 キンセイラン ラン科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ツツイトモ ヒルムシロ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 クモイナズナ アブラナ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 トキワマンサク マンサク科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 クラガリシダ ウラポシ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 トダスゲ カヤツリグサ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 クロホシクサ ホシクサ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ナゴラン ラン科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 ｺｳﾗｲｲﾇﾜﾗﾋﾞ メシダ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ハナハタザオ アブラナ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 コナミキ シソ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ヒモラン ﾋｶｹﾞﾉｶｽﾞﾗ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 コヒナリンドウ リンドウ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ﾋﾛﾊﾋﾒｳﾗﾎﾞｼ ヒメウラボシ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 ゴマクサ ゴマノハグサ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 フサタヌキモ タヌキモ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 ゴマシオホシクサ ホシクサ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 フジタイゲキ トウダイグサ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 サカネラン ラン科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ホテイラン ラン科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 サガミトリゲモ イバラモ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ミスズラン ラン科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 サルメンエビネ ラン科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ミヤマハナワラビ ハナヤスリ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 サワトラノオ サクラソウ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ムカゴサイシン ラン科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 サンプクリンドウ リンドウ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ムカゴトンボ ラン科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 ｼｺｸﾋﾛﾊﾃﾝﾅﾝｼｮｳ サトイモ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ムサシモ イバラモ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 シシンラン イワタバコ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ﾑﾗｻｷﾂﾘｶﾞﾈﾂﾂｼﾞ ツツジ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 シノノメソウ リンドウ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ﾔﾏｵｵｳｼﾉｹｸﾞｻ イネ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 シロウマチドリ ラン科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ヤマタバコ キク科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 シロウマナズナ アブラナ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ユキヨモギ キク科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 スギラン ﾋｶｹﾞﾉｶｽﾞﾗ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ｵﾄﾞﾘｺﾃﾝﾅﾝｼｮｳ サトイモ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 ｽﾙｶﾞﾋｮｳﾀﾝﾎﾟｸ スイカズラ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 キソエビネ ラン科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 センジョウデンダ オシダ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 クゲヌマラン ラン科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 ダイサギソウ ラン科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 クモイジガバチ ラン科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 タカネシダ オシダ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 チャボハナヤスリ ハナヤスリ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 タカネナルコ カヤツリグサ科 
CR 絶滅危惧ⅠA 類 ナヨテンマ ラン科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 タカネマンテマ ナデシコ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 アツモリソウ ラン科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 タキミシダ シシラン科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 カワツルモ ヒルムシロ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 夕チイチゴツナギ イネ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 アカイシリンドウ リンドウ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 タマカラマツ キンポウゲ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 アキノハハコグサ キク科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 ﾁｼﾏﾋｶｹﾞﾉｶｽﾞﾗ ﾋｶｹﾞﾉｶｽﾞﾗ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 マサマフウロ フウロソウ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 ﾁｬﾎﾟｼﾗｲﾄｿｳ ユリ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 アゼオトギリ オトギリソウ科 EN 絶滅危惧ⅠB 類 ツルケマン ケシ科 
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環境省カテゴリー 和  名 科  名 環境省カテゴリー 和  名 科  名 

EN 絶滅危惧ⅠB 類 ﾄラキチラン ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ウラギク キク科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ﾄリゲモ イバラモ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ウラジロキンパイ バラ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ﾅｶﾞﾊﾞﾉｲｼﾓﾁｿｳ モウセンゴケ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ウンヌケ イネ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ニョホウチドリ ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ウンヌケモドキ イネ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ヌマゼリ セリ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 オオアブノメ ゴマノハグサ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ハコネラン ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 オオビランジ ナデシコ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ハナムグラ アカネ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 オキナグサ キンポウゲ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ハマピシ ハマビシ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 オニバス スイレン科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ヒナノキンチャク ヒメハギ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 オノエスゲ カヤツリグサ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ヒナラン ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ガガブタ ミツガシワ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ヒメアマナ ユリ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 カキツバタ アヤメ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ヒメセンブリ リンドウ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 カゲロウラン ラン科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ヒメナエ マチン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 カザグルマ キンポウゲ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ヒロハアツイタ ツルキジノオ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 カシノキラン ラン科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ヒンジモ ウキクサ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 キキョウ キキョウ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ﾌｶﾞｸｽｽﾞﾑｼｿｳ ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 キスミレ スミレ科． 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 フジチドリ ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 キセワタ シソ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ホソバニガナ キク科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 キタダケヨモギ キク科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ホソバハナウド セリ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ｸｻﾉｵｳﾊﾟﾉｷﾞｸ キク科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ホンゴウソウ ホンゴウソウ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 クマガイソウ ラン科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 マヤラン ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 クモイコザクラ サクラソウ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ﾐｶﾜｼﾝｼﾞｭｶﾞﾔ カヤツリグサ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 コアツモリソウ ラン科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ミカワタヌキモ タヌキモ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 コイワザクラ サクラソウ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ミクリガヤ カヤツリグサ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 コウリンカ キク科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ミズキカシグサ ミソハギ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 コギシギシ タデ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ミヤマカニツリ イネ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 コツブヌマハリイ カヤツリグサ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ミヤマハルガヤ イネ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 コマイワヤナギ ヤナギ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ムシャリンドウ シソ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 サギソウ ラン科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ムラサキ ムラサキ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 サクラソウ サクラソウ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ﾔｸｼﾏｱｶｼｭｽﾗﾝ ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 サンショウモ サンショウモ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ﾔﾏﾅｼｳﾏﾉﾐﾂﾊﾞ セリ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 シコタンハコベ ナデシコ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ヤマホオズキ ナス科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 シナノコザクラ サクラソウ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ｷｼｭｳﾅｷﾘｽｹﾞ カヤツリグサ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 シバナ ホロムイソウ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 スズメノハコベ ゴマノハグサ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 シマジタムラソウ シソ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾔﾏｼｬｸﾔｸ ボタン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 シラタマホシクサ ホシクサ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 キエビネ ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ジングウスゲ カヤツリグサ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ｺｺﾞﾒﾋｮｳﾀﾝﾎﾟｸ スイカズラ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ズソウカンアオイ ｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ﾀｶﾈﾀﾁｲﾁｺﾞﾂﾅｷﾞ イネ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ステゴビル ユリ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ヒメミミカキグサ タヌキモ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 スブタ トチカガミ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ﾋﾛﾊﾂﾘｼｭｽﾗﾝ ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 スルガスゲ カヤツリグサ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 ﾏﾙﾊﾞﾉｻﾜﾄｳｶﾞﾗｼ ゴマノハグサ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 セツブンソウ キンポウゲ科 
EN 絶滅危惧ⅠB 類 オオクグ カヤツリグサ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 タカサゴソウ キク科 
VU 絶滅危惧Ⅱ類 クモマナズナ アブラナ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 タチスズシロソウ アブラナ科 
VU 絶滅危惧Ⅱ類 ﾐギワトダシバ イネ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 タチバナ ミカン科 
VU 絶滅危惧Ⅱ類 ムラサキセンブリ リンドウ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 タヌキモ タヌキモ科 
VU 絶滅危惧Ⅱ類 アカウキクサ アカウキクサ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ﾁｼﾏﾋｮｳﾀﾝﾎﾟｸ スイカズラ科 
VU 絶滅危惧Ⅱ類 アサザ ミツガシワ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 チョウジソウ ｷｮｳﾁｸﾄｳ科 
VU 絶滅危惧Ⅱ類 アマギカンアオイ ｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ科、 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ﾁｮｳｾﾝﾅﾆﾜｽﾞ ジンチョウゲ科 
VU 絶滅危惧Ⅱ類 イシモチソウ モウセンゴケ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ツルギキョウ キキョウ科 
VU 絶滅危惧Ⅱ類 イトテンツキ カヤツリグサ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 デンジソウ デンジソウ科 
VU 絶滅危惧Ⅱ類 イトモ ヒルムシロ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ﾄキソウ ラン科 
VU 絶滅危惧Ⅱ類 イヌハギ マメ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ﾄキホコリ イラクサ科 
VU 絶滅危惧Ⅱ類 ｲﾜﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ スイカズラ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ﾄネテンツキ カヤツリグサ科 
VU 絶滅危惧Ⅱ類 ウエマツソウ ホンゴウソウ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ナガポナツハゼ ツツジ科 
VU 絶滅危惧Ⅱ類 ウチョウラン ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ナギラン ラン科 
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VU 絶滅危惧Ⅱ類 ナギラン ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 マツバラン マッバラン科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ナツエビネ ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 マルバオモダカ オモダカ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヌイオスゲ カヤツリグサ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 マルミスプタ トチカガミ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヌカポタデ タデ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ﾐｶﾜﾊﾞｲｹｲｿｳ ユリ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ネコヤマヒゴタイ キク科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ﾐギワトダシバ イネ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ノウルシ トウダイグサ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ﾐギワトダシバ イネ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ノハラテンツキ カヤツリグサ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ミコシギク キク科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ハコネグミ グミ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ミシマサイコ セリ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ﾊｺﾈｼﾛｶﾈｿｳ キンポウゲ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ミズアオイ ミズアオイ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ハゴロモグサ バラ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ミズトラノオ シソ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ハシナガカンスゲ カヤツリグサ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ミズトンポ ラン科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヒキノカサ キンポウゲ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ミズニラ ミズニラ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヒゲハリスゲ カヤツリグサ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ミズネコノオ シソ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヒナチドリ ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ﾐﾔﾏﾂﾁﾄﾘﾓﾁ ツチトリモチ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヒメシロアサザ ミツガシワ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ムカデラン ラン科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヒメタヌキモ タヌキモ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ムラサキセンブリ リンドウ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヒメハッカ シソ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ﾑﾗｻｷﾐﾐｶｷｸﾞｻ タヌキモ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヒメハナワラピ ハナヤスリ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヤシャビシャク ユキノシタ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヒメヒゴタイ キク科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヤマジソ シソ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヒメピシ ヒシ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヤリテンツキ カヤツリグサ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヒメミクリ ミクリ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ユウシュンラン ラン科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヒメムヨウラン ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 リシリカニツリ イネ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ヒロハノアマナ ユリ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 リュウノヒゲモ ビルムシロ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 フウラン ラン科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 イトクズモ ヒルムシロ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 フクジュソウ キンポウゲ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 キンロバイ バラ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 フジバカマ キク科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ｵｵﾐﾈﾃﾝﾅﾝｼｮｳ サトイモ科 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 ﾏﾂﾉﾊﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ ベンケイソウ科 VU 絶滅危惧Ⅱ類 ミヤマハナシノブ ハナシノプ科 
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