
熊本県 環境省

昆虫 シジミチョウ科 ゴイシツバメシジミ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 国指定天然記念物 2

昆虫 シジミチョウ科 ヒサマツミドリシジミ 絶滅危惧1B類(EN) 2

昆虫 シジミチョウ科 タイワンツバメシジミ 絶滅危惧1B類(EN) 2

昆虫 シジミチョウ科 ミヤマカラスシジミ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 タテハチョウ科 オオウラギンヒョウモン 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2

昆虫 ミズスマシ科 オナガミズスマシ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 コガネムシ科 オオチャイロハナムグリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 準絶滅危惧（NT） 2

昆虫 コガネムシ科 アカマダラコガネ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 情報不足（DD) 2

昆虫 タマムシ科 キンヘリタマムシ九州亜種 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 カミキリムシ科 ミドリカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 カミキリムシ科 ヨツボシカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

昆虫 カミキリムシ科 トラフカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 セミ科 エゾハルゼミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ヨコバイ科 ヒラタミミズク 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 セセリチョウ科 キバネセセリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 メスアカミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 エゾミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 ウラキンシジミ 準絶滅危惧(NT) 特定昆虫類（B.C) 1.2

昆虫 タテハチョウ科 ミスジチョウ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 タテハチョウ科 ホシミスジ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 クワガタムシ科 キュウシュウヒメオオクワガタ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 クワガタムシ科 ルリクワガタ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 クワガタムシ科 ニセコルリクワガタ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 コガネムシ科 クロカナブン 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ホタル科 ヒメボタル 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 テントウムシ科 ハラグロオオテントウ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 オオキノコムシ科 オオキノコムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 アカジマトラカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 シナノクロフカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 キュウシュウシナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 オオアオカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 オオホソコバネカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 キュウシュウヘリグロホソハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 ヒゲブトハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 クスベニカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 フタコブルリハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 イガブチヒゲハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 キュウシュウオオクボカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 ムナコブハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 アサカミキリ 情報不足(DD) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

昆虫 キリギリス科 ヒメツユムシ 情報不足(DD) 2

昆虫 コガネムシ科 キョウトアオハナムグリ 情報不足(DD) 2

昆虫 タマムシ科 アオタマムシ 情報不足(DD) 2

昆虫 アリモドキ科 ヒゴケナガクビボソムシ 情報不足(DD) 2

昆虫 タテハチョウ科 オオムラサキ 要注目種(CS) 準絶滅危惧（NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 オオミドリシジミ 要注目種(CS) 2

昆虫 シジミチョウ科 アカシジミ 要注目種(CS) 2

昆虫 シジミチョウ科 カラスシジミ 要注目種(CS) 2

昆虫 シジミチョウ科 ヤクシマルリシジミ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 シジミチョウ科 オオミドリシジミ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 スズメガ科 エゾスズメ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 クワガタムシ科 オニクワガタ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 テントウムシ科 ウンモンテントウ 特定昆虫類（B) 1

両生類 サンショウウオ科 ベッコウサンショウウオ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧II類（VU） 2

種名
RDBカテゴリー

3-5 希少動植物の分布状況
　希少動植物の分布状況について表3-60-1～3-60-9に示した。

表3-60-1 熊本県白髪岳の重要な種

備考 文献科名
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熊本県 環境省
種名

RDBカテゴリー
備考 文献科名

両生類 サンショウウオ科 ブチサンショウウオ 準絶滅危惧(NT) 準絶滅危惧（NT） 学術上重要な種 1,2

両生類 サンショウウオ科 コガタブチサンショウウオ 準絶滅危惧(NT) 準絶滅危惧（NT） 2

鳥類 ツグミ科 コマドリ 絶滅危惧1B類(EN) 2

鳥類 フクロウ科 コノハズク 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

鳥類 ウグイス科 メボソムシクイ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

鳥類 カラス科 ホシガラス 情報不足(DD) 2

哺乳類 ウシ科 ニホンカモシカ 絶滅危惧0B類(EN)
絶滅のおそれのある地

域個体群（LP）
国指定天然記念物 2

哺乳類 ヤマネ科 ヤマネ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 準絶滅危惧（NT） 2

哺乳類 リス科 ニホンモモンガ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 ヒメウラボシ科 オオクボシダ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 スイレン科 ヒメコウホネ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ミソハギ科 ミズキカシグサ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 セリ科 カワラボウフウ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 ミクリ科 ヒメミクリ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 カヤツリグサ科 トケンラン 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 スイレン科 オグラコウホネ 絶滅危惧1B類(EN) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 アカネ科 ミヤマムグラ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 ゴマノハグサ科 スズメハコベ 絶滅危惧1B類(EN) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ハマウツボ科 キヨスミウツボ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 ヒナノシャクジョウ科 シロシャクジョウ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 メシダ科 ハコネシケチシダ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 サトイモ科 キリシマテンナンショウ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 サトイモ科 ツクシヒトツバテンナンショウ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ミクリ科 ヤマトミクリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 ナス科 ヤマホオズキ 準絶滅危惧(NT) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 オトギリソウ科 アゼオトギリ 情報不足(DD) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ゴマノハグサ科 マルバノサワトウガラシ 情報不足(DD) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ニシキギ科 コバノクロヅル 情報不足(DD) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 キク科 モミジコウモリ 情報不足(DD) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 シソ科 ヤマジソ 情報不足(DD) 準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 ヒルムシロ科 イトモ 情報不足(DD) 準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 カヤツリグサ科 ジングウスゲ 情報不足(DD) 準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 キク科 マルバテイショウソウ 要注目種(CS) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 シソ科 ケミヤマナミキ 絶滅危惧ⅠB類（EN） 3

植物 ミズニラ科 ミズニラ 準絶滅危惧（NT） 3

植物群落 白髪岳の自然林
原生林もしくは、そ
れに近い自然林(他）

特定植物群落（A) 1.2

文献： 1.環境庁.1981.熊本県動植物分布図

2.熊本県希少野生動植物検討委員会.2009.レッドデータブックくまもと2009

　改訂・熊本県の保護上重要な野生動植物.熊本県環境生活部自然保護課

3.環境省ホームページ「絶滅危惧種分布情報公開種一覧(408分類群)」
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表3-60-2 熊本県内大臣の重要な種

熊本県 環境省

昆虫 シジミチョウ科 ゴイシツバメシジミ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 国指定天然記念物 2

昆虫 カミキリムシ科 キベリカタビロハナカミキリ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

昆虫 シジミチョウ科 ヒサマツミドリシジミ 絶滅危惧ⅠB類（EN) 2

昆虫 コガネムシ科 オオチャイロハナムグリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 準絶滅危惧（NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 ヨツボシカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

昆虫 キリギリス科 ムサシセモンササキリモドキ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 キリギリス科 クロダケササキリモドキ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 シジミチョウ科 オナガシジミ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 シジミチョウ科 ミヤマカラスシジミ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 タマムシ科 アオナガタマムシ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 タマムシ科 キンヘリタマムシ九州亜種 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 カミキリムシ科 ミドリカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 カミキリムシ科 イッシキキモンカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 カミキリムシ科 トラフカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 カマドウマ科 クチキウマ属の複数種 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 タテハチョウ科 オオムラサキ 準絶滅危惧(NT) 準絶滅危惧（NT) 2

昆虫 ツユムシ科 ウンゼンツユムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 キリギリス科 ヒメツユムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 セミ科 エゾハルゼミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 セセリチョウ科 キバネセセリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 ウラゴマダラシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 メスアカミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 エゾミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 アイノミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 オオミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 アカシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 フジミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 カラスシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 ウラキンシジミ 準絶滅危惧(NT) 特定昆虫類（B.C) 1,2

昆虫 シジミチョウ科 ウラキンシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 タテハチョウ科 ミスジチョウ 準絶滅危惧(NT) 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 タテハチョウ科 ミスジチョウ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 タテハチョウ科 ホシミスジ 準絶滅危惧(NT) 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 タテハチョウ科 ホシミスジ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 アゲハモドキガ科 フジキオビ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ヤガ科 ナマリキシタバ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ヤガ科 オニベニシタバ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ヤガ科 ヒゴキリガ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 クワガタムシ科 キュウシュウヒメオオクワガタ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 クワガタムシ科 ルリクワガタ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 クワガタムシ科 ニセコルリクワガタ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 コガネムシ科 キョウトアオハナムグリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 タマムシ科 アオタマムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ホタル科 ヒメボタル 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 テントウムシ科 ハラグロオオテントウ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ヒラタムシ科 ルリヒラタムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 オオキノコムシ科 オオキノコムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 アリモドキ科 ヒゴケナガクビボソムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 アカハネムシ科 オカモトツヤアナハネムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ゴミムシダマシ科 ソボトゲヒサゴゴミムシダマシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 アカジマトラカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 シナノクロフカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 キュウシュウシナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 オオアオカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 スネケブカヒロコバネカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 オオホソコバネカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 キュウシュウヘリグロホソハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

文献
RDBカテゴリー

科 種 備考
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熊本県 環境省
文献

RDBカテゴリー
科 種 備考

昆虫 カミキリムシ科 ヒゲブトハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 シコクヒメコブハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 クスベニカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 フタコブルリハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 イガブチヒゲハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 キュウシュウオオクボカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 ムナコブハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 スズメガ科 ヒメクチバスズメ 特定昆虫類（B.C) 1

昆虫 クロツヤムシ科 ツノクロツヤムシ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 シロチョウ科 エゾスジグロシロチョウ 特定昆虫類（C) 1

両生類 サンショウウオ科 コガタブチサンショウウオ 準絶滅危惧(NT) 準絶滅危惧（NT) 2

鳥類 ヒタキ科 コマドリ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 2

鳥類 フクロウ科 コノハズク 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

鳥類 ヒタキ科 メボソムシクイ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

鳥類 カラス科 ホシガラス 情報不足(DD) 2

哺乳類 ヒナコウモリ科 クロホオヒゲコウモリ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

哺乳類 ウシ科 ニホンカモシカ 絶滅危惧ⅠB類（EN)
絶滅のおそれのある地

域個体群（LP）
国指定天然記念物 2

哺乳類 リス科 ニホンモモンガ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 2

哺乳類 イタチ科 アナグマ 準絶滅危惧(NT) 1,2

哺乳類 イタチ科 イタチ 準絶滅危惧(NT) 1,2

植物 オシダ科 ツツイイワヘゴ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2

植物 チャセンシダ科 コタニワタリ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

植物 ヒメシダ科 タチヒメワラビ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

植物 イワデンダ科 テバコワラビ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

植物 イワデンダ科 イワヤシダ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

植物 イワデンダ科 イヨクジャク 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

植物 イワデンダ科 テバコワラビ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 準絶滅危惧（NT) 2

植物 キンポウゲ科 ハナカズラ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 バラ科 サナギイチゴ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

植物 カタバミ科 オオヤマカタバミ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 スミレ科 ヒナスミレ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

植物 ウリ科 ミヤマニガウリ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

植物 セリ科 ハナビゼリ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

植物 イチヤクソウ科 シャクジョウソウ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

植物 ナス科 アオホオズキ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ナス科 ヤマホロシ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

植物 キク科 テリハアザミ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

植物 キク科 タカネコウリンギク 絶滅危惧ⅠA類(CR) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 キク科 アキノハハコグサ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 3

植物 ユリ科 ヒメニラ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

植物 カヤツリグサ科 トケンラン 絶滅危惧ⅠA類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 カヤツリグサ科 ムギガラガヤツリ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2

植物 ラン科 ミヤマムギラン 絶滅危惧ⅠA類(CR) 準絶滅危惧（NT) 2

植物 ラン科 ジガバチソウ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

植物 ラン科 アオフタバラン 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

植物 チャセンシダ科 ヒメイワトラノオ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 2

植物 ヒメウラボシ科 オオクボシダ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 2

植物 キンポウゲ科 アズマイチゲ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 2

植物 マメ科 アカササゲ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2

植物 マメ科 クロバナキハギ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ツツジ科 ヨウラクツツジ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 モチノキ科 フウリンウメモドキ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 2

植物 アカネ科 ミヤマムグラ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 2

植物 スイカズラ科 ウスバヒョウタンボク 絶滅危惧ⅠB類(EN) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2.3

植物 カヤツリグサ科 ヒメカンガレイ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ラン科 ムヨウラン 絶滅危惧ⅠB類(EN) 2

植物 ラン科 ヒトツボクロ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 2
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植物 ラン科 トキソウ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 準絶滅危惧（NT) 2

植物 ヒカゲノカズラ科 ヒモラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 メシダ科 ハコネシケチシダ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 メシダ科 フクロシダ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ウラボシ科 ヒメサジラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 マツ科 ハリモミ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 マツ科 ヒメコマツ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ヒノキ科 ミヤマビャクシン 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 イラクサ科 チョクザキミズ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 タデ科 クリンユキフデ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ケシ科 ヤマブキソウ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ユキノシタ科 キレンゲショウマ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ユキノシタ科 ヤシャビシャク 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 準絶滅危惧（NT) 2

植物 バラ科 チョウジザクラ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 バラ科 ミヤマザクラ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 バラ科 クロイチゴ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ヤマトグサ科 ヤマトグサ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 シソ科 キセワタ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 3

植物 キク科 ヤブレガサ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ユリ科 カタクリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ユリ科 ホトトギス 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 カヤツリグサ科 アオバスゲ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ラン科 ベニシュスラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ラン科 ツリシュスラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ラン科 サギソウ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 準絶滅危惧（NT) 2

植物 ラン科 マツラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物群落 内大臣の自然林
原生林もしくは、そ
れに近い自然林(他）

特定植物群落（A) 1.2

複合ハビ
タット

内大臣渓谷の哺乳類・昆虫
類

A,B,D,E,F,H 2

文献： 1.環境庁.1981.熊本県動植物分布図

2.熊本県希少野生動植物検討委員会.2009.レッドデータブックくまもと2009

　改訂・熊本県の保護上重要な野生動植物.熊本県環境生活部自然保護課

3.環境省ホームページ「絶滅危惧種分布情報公開種一覧(408分類群)」
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表3-60-3 熊本県国見岳の重要な種

熊本県 環境省

陸産貝類 オオコウラナメクジ科 オオコウラナメクジ 情報不足(DD) 準絶滅危惧（NT） 2

昆虫 シジミチョウ科 ゴイシツバメシジミ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 国指定天然記念物 2

昆虫 カミキリムシ科 キベリカタビロハナカミキリ 絶滅危惧1A類(CR) 2

昆虫 シジミチョウ科 ヒサマツミドリシジミ 絶滅危惧1B類(EN) 2

昆虫 コガネムシ科 オオチャイロハナムグリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 準絶滅危惧（NT） 2

昆虫 カミキリムシ科 ヨツボシカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

昆虫 カマドウマ科 クチキウマ属の複数種 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 キリギリス科 ムサシセモンササキリモドキ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 キリギリス科 クロダケササキリモドキ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 シジミチョウ科 オナガシジミ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 シジミチョウ科 ミヤマカラスシジミ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 タマムシ科 アオナガタマムシ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 タマムシ科 キンヘリタマムシ九州亜種 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 カミキリムシ科 ミドリカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 カミキリムシ科 イッシキキモンカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 カミキリムシ科 トラフカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 ツユムシ科 ウンゼンツユムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 セミ科 エゾハルゼミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 セセリチョウ科 キバネセセリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 ウラゴマダラシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 メスアカミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 エゾミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 アイノミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 フジミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 ウラキンシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 タテハチョウ科 ミスジチョウ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 タテハチョウ科 ホシミスジ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ヤガ科 ナマリキシタバ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ヤガ科 オニベニシタバ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 クワガタムシ科 もり 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 クワガタムシ科 ルリクワガタ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 クワガタムシ科 ニセコルリクワガタ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ホタル科 ヒメボタル 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 テントウムシ科 ハラグロオオテントウ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ヒラタムシ科 ルリヒラタムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 オオキノコムシ科 オオキノコムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 アカジマトラカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 シナノクロフカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 キュウシュウシナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 オオアオカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 オオホソコバネカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 キュウシュウヘリグロホソハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 ヒゲブトハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 シコクヒメコブハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 クスベニカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 フタコブルリハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 イガブチヒゲハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 キュウシュウオオクボカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 ムナコブハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 キリギリス科 ヒメツユムシ 情報不足(DD) 2

昆虫 シジミチョウ科 ウラクロシジミ 情報不足(DD) 特定昆虫類（B.C) 1,2

昆虫 アゲハモドキガ科 フジキオビ 情報不足(DD) 2

昆虫 ヤガ科 ヒゴキリガ 情報不足(DD) 2

昆虫 コガネムシ科 キョウトアオハナムグリ 情報不足(DD) 2

昆虫 タマムシ科 アオタマムシ 情報不足(DD) 2

昆虫 アリモドキ科 ヒゴケナガクビボソムシ 情報不足(DD) 2

RDBカテゴリー
備考 文献科 種
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昆虫 アカハネムシ科 オカモトツヤアナハネムシ 情報不足(DD) 2

昆虫 ゴミムシダマシ科 ソボトゲヒサゴゴミムシダマシ 情報不足(DD) 2

昆虫 カミキリムシ科 スネケブカヒロコバネカミキリ 情報不足(DD) 2

昆虫 ジャノメチョウ科 ヒメキマダラヒカゲ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 クワガタムシ科 ヒメオオクワガタ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 クワガタムシ科 コルリクワガタ 特定昆虫類（B.C) 1

昆虫 クワガタムシ科 オニクワガタ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 クロツヤムシ科 ツノクロツヤムシ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 コガネムシ科 トゲヒラタハナムグリ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 テントウムシ科 ウンモンテントウ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 カミキリムシ科 カンボウホソトラカミキリ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 タテハチョウ科 オオムラサキ 要注目種(CS) 準絶滅危惧（NT） 2

昆虫 シジミチョウ科 オオミドリシジミ 要注目種(CS) 特定昆虫類（C) 1

昆虫 シジミチョウ科 アカシジミ 要注目種(CS) 2

昆虫 シジミチョウ科 カラスシジミ 要注目種(CS) 2

両生類 サンショウウオ科 ベッコウサンショウウオ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧II類（VU） 学術上重要な種 1,2

両生類 サンショウウオ科 ブチサンショウウオ 準絶滅危惧(NT) 準絶滅危惧（NT） 学術上重要な種 1,2

両生類 サンショウウオ科 コガタブチサンショウウオ 準絶滅危惧(NT) 準絶滅危惧（NT） 2

鳥類 ツグミ科 コマドリ 絶滅危惧1B類(EN) 2

鳥類 フクロウ科 コノハズク 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

鳥類 ウグイス科 メボソムシクイ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

鳥類 カラス科 ホシガラス 情報不足(DD) 2

哺乳類 ヒナコウモリ科 クロホオヒゲコウモリ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

哺乳類 ウシ科 ニホンカモシカ 絶滅危惧1B類(EN)
 絶滅のおそれのある地

域個体群（LP）
(九州）

国指定天然記念物 2

哺乳類 イタチ科 アナグマ 要注目種(CS) 1,2

植物 チャセンシダ科 コタニワタリ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 ヒメシダ科 タチヒメワラビ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 メシダ科 テバコワラビ 絶滅危惧1A類(CR) 準絶滅危惧（NT） 2

植物 メシダ科 イワヤシダ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 メシダ科 イヨクジャク 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 キンポウゲ科 ハナカズラ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 バラ科 サナギイチゴ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 ウリ科 ミヤマニガウリ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 キク科 テリハアザミ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 キク科 タカネコウリンギク 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 ナス科 アオホオズキ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ナス科 ヤマホロシ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 ユリ科 ヒメニラ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 カヤツリグサ科 ムギガラガヤツリ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2

植物 カヤツリグサ科 トケンラン 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ラン科 ミヤマムギラン 絶滅危惧1A類(CR) 準絶滅危惧（NT） 2

植物 ラン科 アオフタバラン 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 チャセンシダ科 ヒメイワトラノオ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 オシダ科 ハガクレカナワラビ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 ヒメウラボシ科 オオクボシダ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 キンポウゲ科 アズマイチゲ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 マメ科 クロバナキハギ 絶滅危惧1B類(EN) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 マメ科 アカササゲ 絶滅危惧1B類(EN) 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2

植物 モチノキ科 フウリンウメモドキ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 セリ科 ハナビゼリ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 ツツジ科 ヨウラクツツジ 絶滅危惧1B類(EN) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 アカネ科 ミヤマムグラ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 カヤツリグサ科 ヒメカンガレイ 絶滅危惧1B類(EN) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ラン科 ムヨウラン 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 ラン科 トキソウ 絶滅危惧1B類(EN) 準絶滅危惧（NT） 2
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植物 ラン科 ヒトツボクロ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 ヒカゲノカズラ科 ヒモラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 メシダ科 ハコネシケチシダ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ウラボシ科 ヒメサジラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 メシダ科 フクロシダ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 マツ科 ヒメコマツ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 マツ科 ハリモミ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ヒノキ科 ビャクシン 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 タデ科 クリンユキフデ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ユキノシタ科 キレンゲショウマ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ユキノシタ科 ヤシャビシャク 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 準絶滅危惧（NT） 2

植物 イラクサ科 チョクザキミズ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 ケシ科 ヤマブキソウ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 バラ科 チョウジザクラ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 バラ科 ミヤマザクラ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 バラ科 クロイチゴ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 スミレ科 ヒナスミレ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ヤマトグサ科 ヤマトグサ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 イチヤクソウ科 シャクジョウソウ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 キク科 ヤブレガサ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ユリ科 カタクリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 サトイモ科 ツクシヒトツバテンナンショウ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 カヤツリグサ科 アオバスゲ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ラン科 ベニシュスラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ラン科 ツリシュスラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ラン科 サギソウ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 準絶滅危惧（NT） 2

植物 ラン科 マツラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物群落 国見岳のブナ林
Ａ原生林もしくは、
それに近い自然林

2

植物群落 国見岳のマンサク林
Ａ原生林もしくは、
それに近い自然林

2

ハビタット 国見岳の鳥類 Ｅ特殊な立地 2

文献： 1.環境庁.1981.熊本県動植物分布図

2.熊本県希少野生動植物検討委員会.2009.レッドデータブックくまもと2009

　改訂・熊本県の保護上重要な野生動植物.熊本県環境生活部自然保護課

3.環境省ホームページ「絶滅危惧種分布情報公開種一覧(408分類群)」
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表3-60-4 熊本県白鳥山の重要な種

RDBカテゴリー

熊本県 環境省

陸産貝類 キセルガイモドキ科 ホソキセルガイモドキ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 準絶滅危惧（NT） 2

陸産貝類 キセルガイ科 カワモトギセル 準絶滅危惧(NT) 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2

陸産貝類 キセルガイ科 アメイロギセル 準絶滅危惧(NT) 2

陸産貝類 キセルガイ科 オキモドキギセル 情報不足(DD) 準絶滅危惧（NT） 2

陸産貝類 オオコウラナメクジ科 オオコウラナメクジ 情報不足(DD) 準絶滅危惧（NT） 2

陸産貝類 キセルガイ科 ホソヒメギセル 情報不足(DD) 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2

陸産貝類 ベッコウマイマイ科 オオクラヒメベッコウ 情報不足(DD) 2

陸産貝類 キセルガイ科 シマケルギセル 要注目種(CS) 2

陸産貝類 キセルガイ科 トサギセル 要注目種(CS) 2

陸産貝類 キセルガイ科 アワジギセル 要注目種(CS) 2

昆虫 シジミチョウ科 ゴイシツバメシジミ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2

昆虫 カミキリムシ科 キベリカタビロハナカミキリ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

昆虫 シジミチョウ科 ヒサマツミドリシジミ 絶滅危惧ⅠB類（EN) 2

昆虫 コガネムシ科 オオチャイロハナムグリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU)  準絶滅危惧（NT） 2

昆虫 カミキリムシ科 ヨツボシカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

昆虫 キリギリス科 ムサシセモンササキリモドキ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 キリギリス科 クロダケササキリモドキ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 カマドウマ科 クチキウマ属の複数種 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 シジミチョウ科 オナガシジミ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 シジミチョウ科 ミヤマカラスシジミ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 タマムシ科 アオナガタマムシ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 タマムシ科 キンヘリタマムシ九州亜種 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 カミキリムシ科 ミドリカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 カミキリムシ科 イッシキキモンカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 カミキリムシ科 トラフカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

昆虫 タテハチョウ科 オオムラサキ 準絶滅危惧(NT)  準絶滅危惧（NT) 2

昆虫 ツユムシ科 ウンゼンツユムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 キリギリス科 ヒメツユムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 セミ科 キュウシュウエゾゼミ 準絶滅危惧(NT) 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 セミ科 エゾハルゼミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 セセリチョウ科 キバネセセリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 ウラゴマダラシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 メスアカミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 エゾミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 オオミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 アカシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 フジミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 カラスシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 ウラキンシジミ 準絶滅危惧(NT) 特定昆虫類（B.C) 1,2

昆虫 シジミチョウ科 ウラキンシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 タテハチョウ科 ミスジチョウ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 タテハチョウ科 ホシミスジ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 アゲハモドキガ科 フジキオビ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ヤガ科 ナマリキシタバ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ヤガ科 オニベニシタバ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ヤガ科 ヒゴキリガ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 アイノミドリシジミ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 クワガタムシ科 ルリクワガタ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 クワガタムシ科 ニセコルリクワガタ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 コガネムシ科 キョウトアオハナムグリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 タマムシ科 アオタマムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ホタル科 ヒメボタル 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 テントウムシ科 ハラグロオオテントウ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 ヒラタムシ科 ルリヒラタムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 オオキノコムシ科 オオキノコムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 アリモドキ科 ヒゴケナガクビボソムシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 アカハネムシ科 オカモトツヤアナハネムシ 準絶滅危惧(NT) 2

備考 文献科 種
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昆虫 ゴミムシダマシ科 ソボトゲヒサゴゴミムシダマシ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 アカジマトラカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 シナノクロフカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 オオアオカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 スネケブカヒロコバネカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 オオホソコバネカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 キュウシュウヘリグロホソハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 ヒゲブトハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 シコクヒメコブハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 クスベニカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 フタコブルリハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 イガブチヒゲハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 キュウシュウオオクボカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 ムナコブハナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 クワガタムシ科 キュウシュウヒメオオクワガタ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 カミキリムシ科 キュウシュウシナカミキリ 準絶滅危惧(NT) 2

昆虫 オトシブミ科 トライクビチョッキリ 情報不足(DD) 2

昆虫 フシダカバチ科 クマモトツチスガリ 情報不足(DD) 2

昆虫 トビケラ科 ムラサキトビケラ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 シジミチョウ科 オオミドリシジミ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 ジャノメチョウ科 ヒメキマダラヒカゲ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 ヤママユガ科 エゾヨツメ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 スズメガ科 ヒメクチバスズメ 特定昆虫類（B.C) 1

昆虫 スズメガ科 エゾスズメ 特定昆虫類（B.C) 1

昆虫 クワガタムシ科 ヒメオオクワガタ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 クロツヤムシ科 ツノクロツヤムシ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 コガネムシ科 トゲヒラタハナムグリ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 コガネムシ科 キンスジコガネ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 コガネムシ科 ヤマウチチャイロコガネ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 テントウムシ科 ウンモンテントウ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 カミキリムシ科 シナノクロフカミキリ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 カミキリムシ科 シナカミキリ 特定昆虫類（B.C) 1

両生類 サンショウウオ科 コガタブチサンショウウオ 準絶滅危惧(NT)  準絶滅危惧（NT) 2

両生類 オオサンショウウオ科 オオサンショウウオ 情報不足(DD) 絶滅危惧II類（VU） 学術上重要な種 1,2

鳥類 ツグミ科 コマドリ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 2

鳥類 フクロウ科 コノハズク 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

鳥類 ヒタキ科 メボソムシクイ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

鳥類 カラス科 ホシガラス 情報不足(DD) 2

哺乳類 モグラ科 ヒメヒミズ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 2

哺乳類 ヒナコウモリ科 クロホオヒゲコウモリ 絶滅危惧ⅠA類(CR) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

哺乳類 ヒナコウモリ科 ノレンコウモリ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 2

哺乳類 ウシ科 カモシカ 絶滅危惧ⅠB類(EN)
 絶滅のおそれのある地

域個体群（LP）
2

哺乳類 リス科 ニホンモモンガ 絶滅危惧ⅠB類(EN) 2

哺乳類 ヒナコウモリ科 ヤマコウモリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

哺乳類 ヒナコウモリ科 コテングコウモリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

哺乳類 ヒナコウモリ科 テングコウモリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧Ⅱ類（VU) 2

哺乳類 ヤマネ科 ヤマネ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 準絶滅危惧（NT） 2

哺乳類 ヒナコウモリ科 モモジロコウモリ 準絶滅危惧(NT) 2

哺乳類 ネズミ科 スミスネズミ 要注目種(CS) 2

植物 チャセンシダ科 シモツケヌリトラノオ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 ヒメウラボシ科 キレハオオクボシダ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 ヒメウラボシ科 ヒロハヒメウラボシ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2

植物 オシダ科 クマヤブソテツ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2

植物 オシダ科 アツギノヌカイタチシダマガイ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 メシダ科 テバコワラビ 絶滅危惧1A類(CR)  準絶滅危惧（NT） 2

植物 メシダ科 サキモリイヌワラビ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 メシダ科 イワデンダ 絶滅危惧1A類(CR) 2
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備考 文献科 種

植物 イヌガヤ科 ハイイヌガヤ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 アブラナ科 ハクサンハタザオ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 アブラナ科 タカチホガラシ 絶滅危惧1A類(CR)  準絶滅危惧（NT） 2

植物 ベンケイソウ科 チャボツメレンゲ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 バラ科 サナギイチゴ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 カタバミ科 オオヤマカタバミ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ウリ科 ミヤマニガウリ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 ウコギ科 ホソバチクセツニンジン 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 サクラソウ科 ユキワリソウ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 リンドウ科 ハナイカリ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 アカネ科 ウスユキムグラ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 ナス科 ヤマホロシ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 ゴマノハグサ科 ナンゴククガイソウ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 キク科 テリハアザミ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 キク科 キクバヤマボクチ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 キク科 カンサイタンポポ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 キク科 ツクシタンポポ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ユリ科 ヒメニラ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 ユリ科 キバナノアマナ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 ユリ科 ノカンゾウ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 イネ科 ミチシバ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 サトイモ科 シコクヒロハテンナンショウ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 サトイモ科 ツクシテンナンショウ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2

植物 カヤツリグサ科 トケンラン 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ラン科 ミヤマムギラン 絶滅危惧1A類(CR)  準絶滅危惧（NT） 2

植物 ラン科 キンセイラン 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ラン科 フガクスズムシソウ 絶滅危惧1A類(CR) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ラン科 ジガバチソウ 絶滅危惧1A類(CR) 2

植物 ハナヤスリ科 ヒロハハナヤスリ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 チャセンシダ科 ヒメイワトラノオ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 ヒメウラボシ科 オオクボシダ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 オシダ科 イツキカナワラビ 絶滅危惧1B類(EN) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 カバノキ科 イワシデ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 ツチトリモチ科 キュウシュウツチトリモチ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 アブラナ科 キバナハタザオ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 ユキノシタ科 ザリコミ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 バラ科 アイズシモツケ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 モチノキ科 フウリンウメモドキ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 アカバナ科 イワアカバナ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 セリ科 ハナビゼリ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 ツツジ科 ヨウラクツツジ 絶滅危惧1B類(EN) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 モクセイ科 ミヤマイボタ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 モクセイ科 マンシュウハシドイ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 アカネ科 ミヤマムグラ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 アカネ科 ヤハズハハコ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 キク科 ヤマボクチ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 キク科 コバンムグラ 絶滅危惧1B類(EN) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 キク科 ヤハズハハコ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 ユリ科 ホソバナコバイモ 絶滅危惧1B類(EN)  準絶滅危惧（NT） 2

植物 ユリ科 ミヤマナルコユリ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 イネ科 ホガエリガヤ 絶滅危惧1B類(EN) 2

植物 ラン科 キバナノショウキラン 絶滅危惧1B類(EN) 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 コバノイシカグマ科 フジシダ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ホングウシダ科 サイゴクホングウシダ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 チャセンシダ科 イチョウシダ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 メシダ科 フクロシダ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 メシダ科 フクロシダ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2
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RDBカテゴリー

熊本県 環境省
備考 文献科 種

植物 ウラボシ科 ヒメサジラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 マツ科 ハリモミ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 マツ科 ヒメコマツ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ヒノキ科 ビャクシン 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 イラクサ科 クサコアカソ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 イラクサ科 ツクシミズ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 キンポウゲ科 ミチノクフクジュソウ 絶滅危惧Ⅱ類(VU)  準絶滅危惧（NT） 2

植物 ウマノスズクサ科 マルミカンアオイ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ケシ科 ヤマブキソウ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ユキノシタ科 キレンゲショウマ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ユキノシタ科 ヤシャビシャク 絶滅危惧Ⅱ類(VU)  準絶滅危惧（NT） 2

植物 バラ科 イワキンバイ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 バラ科 チョウジザクラ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 バラ科 ミヤマザクラ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 トウダイグサ科 ヤマヒハツ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 モチノキ科 タマミズキ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 シソ科 タカクマヒキオコシ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ヤマトグサ科 ヤマトグサ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 キク科 ヤマヒヨドリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 ユリ科 カタクリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 サトイモ科 キリシマテンナンショウ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 サトイモ科 ツクシヒトツバテンナンショウ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 2

植物 シッポゴケ科 コキヌシッポゴケ 情報不足(DD) 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2

植物群落 五家荘の自然林 ＡＢＨ 特定植物群落（A.B) 1.2

文献： 1.環境庁.1981.熊本県動植物分布図

2.熊本県希少野生動植物検討委員会.2009.レッドデータブックくまもと2009

　改訂・熊本県の保護上重要な野生動植物.熊本県環境生活部自然保護課

3.環境省ホームページ「絶滅危惧種分布情報公開種一覧(408分類群)」
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表3-60-5 大分県傾山の重要な種

大分県 環境省

昆虫 カミキリムシ科 ブロイニングカミキリ 絶滅危惧ⅠB類(IB) 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 タテハチョウ科 ミスジチョウ 絶滅危惧II類(II) 特定昆虫類（B) 1,2

昆虫 オサムシ科 クロカタビロオサムシ 絶滅危惧II類(II) 特定昆虫類（B) 1,2

昆虫 シジミチョウ科 ウラクロシジミ 準絶滅危惧(準) 特定昆虫類（B) 1,2

昆虫 カメムシ科 アオクチブトカメムシ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 シジミチョウ科 メスアカミドリシジミ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 シジミチョウ科 エゾミドリシジミ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 シジミチョウ科 ウラキンシジミ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 ジャノメチョウ科 ヒメキマダラヒカゲ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 オサムシ科 ホソムネクロナガオサムシ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 クロツヤムシ科 ツノクロツヤムシ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 ヒラタムシ科 ルリヒラタムシ 特定昆虫類（D) 1

昆虫 ヒラタムシ科 エゾベニヒラタムシ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 オオキノコムシ科 オオキノコムシ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 アトコブゴミムシダマシ科 アトコブゴミムシダマシ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 カミキリムシ科 ハンノオオルリカミキリ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 カミキリムシ科 トガリバホソコバネカミキリ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 カミキリムシ科 オオクボカミキリ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 ヒメカゲロウ科 マルバネヒメカゲロウ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 ヒメバチ科 オオホシオナガバチ 特定昆虫類（B) 1

両生類 サンショウウオ科 オオダイガハラサンショウウオ 地域個体群 地域個体群 学術上重要な種 1,2

両生類 サンショウウオ科 ブチサンショウウオ 準絶滅危惧（NT） 学術上重要な種 1

鳥類 ウグイス科 メボソムシクイ 絶滅危惧II類(II) 2

鳥類 キバシリ科 キバシリ 情報不足 2

鳥類 カラス科 ホシガラス 絶滅危惧II類(II) 2

哺乳類 ウシ科 ニホンカモシカ 絶滅危惧II類(II)
絶滅のおそれのある
地域個体群（LP）

国指定天然記念物 2

哺乳類 モグラ科 ヒメヒミズ 絶滅危惧ⅠB類(IB) 2

哺乳類 ヤマネ科 ヤマネ 絶滅危惧ⅠA類(IA) 準絶滅危惧（NT） 2

哺乳類 イタチ科 ニホンアナグマ 準絶滅危惧(準) 1,2

哺乳類 オナガザル科 ニホンザル 準絶滅危惧(準) 1,2

植物 キンポウゲ科 トウゴクサバノオ 絶滅危惧ⅠA類 2

植物 フウロソウ科 ツクシフウロ 絶滅危惧ⅠA類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 セリ科 ウバタケニンジン 絶滅危惧ⅠA類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2.3

植物 キキョウ科 ヤツシロソウ 絶滅危惧ⅠA類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 ヒカゲノカズラ科 スギラン 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 メシダ科 シイバサトメシダ 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 キンポウゲ科 ミヤマカラマツ 絶滅危惧ⅠB類 2

植物 キンポウゲ科 モミジカラマツ 絶滅危惧ⅠB類 2

植物 ボタン科 ヤマシャクヤク 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ベンケイソウ科 チャボツメレンゲ 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ユキノシタ科 キレンゲショウマ 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ユキノシタ科 センダイソウ 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ユキノシタ科 ダイモンジソウ 絶滅危惧ⅠB類 2

植物 オトギリソウ科 コウライトモエソウ 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 オトギリソウ科 タカネオトギリ 絶滅危惧ⅠB類 2

植物 ジンチョウゲ科 キガンピ 絶滅危惧ⅠB類 2

植物 ウコギ科 ウラジロウコギ 絶滅危惧ⅠB類 2

植物 ツツジ科 ナンゴクミツバツツジ 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ツツジ科 コメツツジ 絶滅危惧ⅠB類 2

植物 シソ科 キセワタ 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 シソ科 ミヤマナミキ 絶滅危惧ⅠB類 2

植物 キク科 ヒゴタイ 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 キク科 タカネコウリンギク 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 ユリ科 ホトトギス 絶滅危惧ⅠB類 2

植物 ユリ科 ウバタケギボウシ 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 イネ科 タシロノガリヤス 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 3

文献種名
RDBカテゴリー

備考科名
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大分県 環境省
文献種名

RDBカテゴリー
備考科名

植物 サトイモ科 ツクシヒトツバテンナンショウ 絶滅危惧ⅠB類 2

植物 ラン科 エビネ 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ラン科 ソハヤキトンボソウ 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2

植物 ラン科 アケボノシュスラン 絶滅危惧ⅠB類 2

植物 ラン科 オオハクウンラン 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 ラン科 ユウシュンラン 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ラン科 キバナノショウキラン 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 ヒカゲノカズラ科 ヒメスギラン 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 コケシノブ科 オオコケシノブ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 チャセンシダ科 トキワシダ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 メシダ科 コガネシダ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 マツ科 ハリモミ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 イチイ科 イチイ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ナデシコ科 ワダソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 キンポウゲ科 タンナトリカブト 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 キンポウゲ科 ルイヨウショウマ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 キンポウゲ科 オキナグサ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 メギ科 ルイヨウボタン 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ユキノシタ科 ワタナベソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ユキノシタ科 ヤシャビシャク 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ユキノシタ科 ウチワダイモンジソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ユキノシタ科 クロクモソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 バラ科 ツルキジムシロ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 バラ科 クロイチゴ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 カタバミ科 コミヤマカタバミ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 カエデﾞ科 ナンゴクミネカエデ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 セリ科 ミツバグサ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 イチヤクソウ科 ウメガサソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ツツジ科 ツクシドウダン 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ツツジ科 ヨウラクツツジ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 リンドウ科 ムラサキセンブリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 リンドウ科 シノノメソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 ゴマノハグサ科 ツクシシオガマ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ハマウツボ科 キヨスミウツボ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 スイカズラ科 ツクバネウツギ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 キク科 ホソバオグルマ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 3

植物 キク科 ツクシカシワバハグマ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ユリ科 マルバサンキライ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ユリ科 シロバナエンレイソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 サトイモ科 ヒロハテンナンショウ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ラン科 ササバギンラン 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ラン科 セッコク 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ラン科 ヒメノヤガラ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ラン科 ジガバチソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ラン科 アオフタバラン 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ラン科 ツレサギソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ラン科 ミズチドリ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ラン科 トンボソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2

植物 ウマノスズクサ科 クロフネサイシン 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ツチトリモチ科 ミヤマツチトリモチ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 キセルゴケ科 クマノゴケ 準絶滅危惧 絶滅危惧I類(CR+EN) 2

植物 コケシノブ科 コケシノブ 準絶滅危惧 2

植物 ミズワラビ科 ハコネシダ 準絶滅危惧 2

植物 ミズワラビ科 カラクサシダ 準絶滅危惧 2

植物 シシガシラ科 オサシダ 準絶滅危惧 2

植物 ヒノキ科 ネズ 準絶滅危惧 2

植物 メギ科 オオバメギ 準絶滅危惧 2

植物 モウセンゴケ科 モウセンゴケ 準絶滅危惧 2

-287-



大分県 環境省
文献種名

RDBカテゴリー
備考科名

植物 ケシ科 ナガミノツルキケマン 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT） 2

植物 ユキノシタ科 アワモリショウマ 準絶滅危惧 2

植物 バラ科 イワキンバイ 準絶滅危惧 2

植物 フウロソウ科 イヨフウロ 準絶滅危惧 2

植物 ツリフネソウ科 ハガクレツリフネ 準絶滅危惧 2

植物 ジンチョウゲ科 ミヤマガンピ 準絶滅危惧 2

植物 ジンチョウゲ科 シマサクラガンピ 準絶滅危惧 2

植物 セリ科 ツクシゼリ 準絶滅危惧 2

植物 イワウメ科 イワカガミ 準絶滅危惧 2

植物 イチヤクソウ科 マルバノイチヤクソウ 準絶滅危惧 2

植物 ツツジ科 ツクシシャクナゲ 準絶滅危惧 2

植物 ツツジ科 ヒカゲツツジ 準絶滅危惧 2

植物 ツツジ科 ミヤマキリシマ 準絶滅危惧 2

植物 ツツジ科 ツクシアケボノツツジ 準絶滅危惧 絶滅危惧II類(VU) 2

植物 サクラソウ科 ミヤマコナスビ 準絶滅危惧 2

植物 エゴノキ科 ハクウンボク 準絶滅危惧 2

植物 キキョウ科 シデシャジン 準絶滅危惧 2

植物 キク科 アソノコギリソウ 準絶滅危惧 絶滅危惧II類(VU) 2

植物 キク科 ヒロハヤマヨモギ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT） 2

植物 キク科 テバコモミジガサ 準絶滅危惧 2

植物 キク科 オオモミジガサ 準絶滅危惧 2

植物 ユリ科 ケイビラン 準絶滅危惧 2

植物 ユリ科 ヒュウガギボウシ 準絶滅危惧 2

植物 ユリ科 タマガワホトトギス 準絶滅危惧 2

植物 イネ科 ホガエリガヤ 準絶滅危惧 2

植物 イネ科 コメススキ 準絶滅危惧 2

植物 カヤツリグサ科 コハリスゲ 準絶滅危惧 2

植物 ヤナギ科 ノヤナギ 準絶滅危惧 2

植物 ヒメシダ科 ミヤマワラビ 情報不足 2

植物 スギ科 コウヤマキ 情報不足 2

植物 キンポウゲ科 タマカラマツ 情報不足 絶滅危惧IＢ類(EN) 2

植物 オトギリソウ科 クモイオトギリ 情報不足 2

植物 セリ科 オニノダケ 情報不足 2

植物 ハナシノブ科 ハナシノブ 情報不足 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2

植物 キク科 ミヤマヤブタバコ 情報不足 2

植物 キク科 オオバヨメナ 情報不足 2

植物 ビャクブ科 ナベワリ 情報不足 2

植物 イネ科 タカネノガリヤス 情報不足 2

植物 サトイモ科 シコクヒロハテンナンショウ 情報不足 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2

植物 ラン科 ミヤマフタバラン 情報不足 2

植物 ラン科 キソチドリ 情報不足 2

植物 ラン科 オオヤマサギソウ 情報不足 2

植物群落 祖母、傾山系の自然林 特定植物群落（A.D) 1

植物群落 夏木山一帯の自然林 特定植物群落（A) 1

植物群落 河岸断崖のアラカシ林 特定植物群落（E) 1

文献： 1.環境庁.1981.大分県動植物分布図

2.大分県自然環境学術調査会野生生物専門部会.2001.レッドデータブックおおいた

　大分県の絶滅のおそれのある野生生物.大分県生活環境部生活環境課

3.環境省ホームページ「絶滅危惧種分布情報公開種一覧(408分類群)」
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表3-60-6 宮崎県向坂山・白岩山の重要な種

宮崎県 環境省

陸産貝類 ゴマガイ科 ゴマガイｓｐ． 絶滅危惧IA類(CR-r)A 2

陸産貝類 キセルガイ科 シンチュウギセル 絶滅危惧IA類(CR-r)A 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2

陸産貝類 ナタネガイモドキ科 ナタネガイモドキ 絶滅危惧IB類(EN-r)A 準絶滅危惧（NT） 2

陸産貝類 キセルガイ科 ヒゴコンボウギセル 絶滅危惧IB類(EN-r)A 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2

昆虫 シジミチョウ科 ゴイシツバメシジミ 絶滅危惧IA類(CR-r)A 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2

昆虫 シジミチョウ科 ウラゴマダラシジミ 絶滅危惧IA類(CR-r)A 特定昆虫類（D) 1,2

昆虫 シジミチョウ科 オナガシジミ 絶滅危惧IB類(EN-r)A 特定昆虫類（D) 1,2

昆虫 タテハチョウ科 ミスジチョウ 絶滅危惧II類(VU-g)A 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 シジミチョウ科 アイノミドリシジミ 準絶滅危惧(NT-g)B 特定昆虫類（D) 1,2

昆虫 カミキリムシ科 シナカミキリ 準絶滅危惧(NT-r)C 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 カミキリムシ科 オオホソコバネカミキリ 準絶滅危惧(NT-r)C 特定昆虫類（B) 1,2

昆虫 シジミチョウ科 メスアカミドリシジミ 準絶滅危惧(NT-g)B 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 シジミチョウ科 フジミドリシジミ 準絶滅危惧(NT-g)B 特定昆虫類（D) 1,2

昆虫 シジミチョウ科 ウラキンシジミ 準絶滅危惧(NT-g)B 特定昆虫類（D) 1,2

昆虫 シジミチョウ科 アカシジミ 準絶滅危惧(NT-g)C 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 タテハチョウ科 ヒオドシチョウ 準絶滅危惧(NT-g)C 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 タテハチョウ科 シータテハ 準絶滅危惧(NT-g)C 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 ジャノメチョウ科 ヒメキマダラヒカゲ 準絶滅危惧(NT-g)C 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 シジミチョウ科 ウラクロシジミ 準絶滅危惧(NT-r)A 特定昆虫類（D) 1,2

昆虫 セセリチョウ科 スジグロチャバネセセリ 準絶滅危惧(NT-r)B  準絶滅危惧（NT) 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 セセリチョウ科 キバネセセリ 準絶滅危惧(NT-r)C 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 ヤガ科 ジョナスキシタバ 準絶滅危惧(NT-r)C 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 ヤガ科 スギタニゴマケンモン 準絶滅危惧(NT-r)C 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 タテハチョウ科 オオムラサキ 準絶滅危惧(NT-g)A  準絶滅危惧（NT) 2

昆虫 コガネムシ科 オオチャイロハナムグリ 絶滅危惧II類(VU-r)B  準絶滅危惧（NT) 2

昆虫 シジミチョウ科 クロシジミ 絶滅危惧II類(VU-g)A 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2

昆虫 カミキリムシ科 アサカミキリ 準絶滅危惧(NT-r)C 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

昆虫 コガネムシ科 オナガシジミ 絶滅危惧IB類(EN-r)A 2

昆虫 シジミチョウ科 ウラゴマダラシジミ 絶滅危惧IA類(CR-r)A 2

昆虫 シジミチョウ科 ヒサマツミドリシジミ 絶滅危惧II類(VU-g)A 2

昆虫 シジミチョウ科 クロミドリシジミ 絶滅危惧II類(VU-g)A 2

昆虫 シジミチョウ科 ミヤマカラスシジミ 絶滅危惧II類(VU-r)A 2

昆虫 タテハチョウ科 ミスジチョウ 絶滅危惧II類(VU-g)A 2

昆虫 ヤガ科 ジョナスキシタバ 準絶滅危惧(NT-r)C 2

昆虫 カミキリムシ科 イッシキキモンカミキリ 絶滅危惧IB類(EN-r)B 2

魚類 アカメ科 アカメ 絶滅危惧II類(VU-g)A 2

魚類 カジカ科 カマキリ（アユカケ） 準絶滅危惧(NT-g)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

魚類 ハゼ科 カワアナゴ 情報不足(DD-2)B 2

両生類 オオサンショウウオ科 オオサンショウウオ 情報不足(DD-2)A 絶滅危惧II類（VU） 環境庁指定種 1,2

両生類 サンショウウオ科 ベッコウサンショウウオ 絶滅危惧IB類(EN-r)A 2

鳥類 サギ科 ミゾゴイ 絶滅危惧II類(VU-r)A 絶滅危惧IB類(EN) 2

鳥類 フクロウ科 コノハズク 絶滅危惧II類(VU-r)B 2

鳥類 カラス科 ホシガラス 絶滅危惧II類(VU-r)A 2

鳥類 タカ科 オオタカ 準絶滅危惧(NT-r)A 準絶滅危惧(NT) 2

鳥類 タカ科 ツミ 準絶滅危惧(NT-r)B 2

鳥類 タカ科 ハイタカ 準絶滅危惧(NT-r)B 準絶滅危惧(NT) 2

鳥類 ツグミ科 コマドリ 準絶滅危惧(NT-r)B 2

鳥類 ツグミ科 トラツグミ 準絶滅危惧(NT-g)B 2

鳥類 ツグミ科 コマドリ 準絶滅危惧(NT-r)B 2

哺乳類 ウシ科 ニホンカモシカ
その他保護上重要な

種(OT-1)
 絶滅のおそれのある地
域個体群（LP）(九州）

国指定天然記念物 2

文献種名
RDBカテゴリー

備考科名
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宮崎県 環境省
文献種名

RDBカテゴリー
備考科名

植物 ユキノシタ科 キレンゲショウマ 絶滅危惧Ⅱ類(VU-g)A 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

植物 ユキノシタ科 ヤシャビシャク 絶滅危惧Ⅱ類(VU-g)B  準絶滅危惧（NT） 2

植物
白岩山の岩峰植物群落と
クリンユキフデ群落を含
む原生林

特定植物群落
（A.B.D.H)

1

植物 涸谷のキレンゲショウマ群落 特定植物群落（H) 1

植物 扇山の原生林 特定植物群落（A) 1

文献： 1.環境庁.1981.宮崎県動植物分布図
2.宮崎県版レッドデータブック作成検討委員会.2000.宮崎県版レッドデータブック
  宮崎県の保護上重要な野生生物.宮崎県生活環境部生活環境課
3.環境省ホームページ「絶滅危惧種分布情報公開種一覧(408分類群)」

-290-



表3-60-7 宮崎県烏帽子岳～白鳥山の重要な種

宮崎県 環境省

陸産貝類 キセルガイ科 ケショウギセル 絶滅危惧IA類(CR-r)A 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2

陸産貝類 キセルガイ科 マルクチコギセル 絶滅危惧IA類(CR-r)A 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2

陸産貝類 キセルガイ科 ヒゴコンボウギセル 絶滅危惧IA類(CR-r)A 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2

昆虫 シジミチョウ科 ウラゴマダラシジミ 絶滅危惧IA類(CR-r)A 2

昆虫 タテハチョウ科 オオウラギンヒョウモン 絶滅危惧IB類(EN-g)A 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2

昆虫 シジミチョウ科 オナガシジミ 絶滅危惧IB類(EN-r)A 2

昆虫 カミキリムシ科 イッシキキモンカミキリ 絶滅危惧IB類(EN-r)B 2

昆虫 シジミチョウ科 クロシジミ 絶滅危惧II類(VU-g)A 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2

昆虫 シジミチョウ科 ヒサマツミドリシジミ 絶滅危惧II類(VU-g)A 2

昆虫 シジミチョウ科 ミヤマカラスシジミ 絶滅危惧II類(VU-r)A 2

昆虫 コガネムシ科 オオチャイロハナムグリ 絶滅危惧II類(VU-r)B  準絶滅危惧（NT) 2

昆虫 タテハチョウ科 オオムラサキ 準絶滅危惧(NT-g)A  準絶滅危惧（NT) 指標昆虫類 1,2

昆虫 シジミチョウ科 キリシマミドリシジミ 準絶滅危惧(NT-g)B 2

昆虫 カミキリムシ科 アサカミキリ 準絶滅危惧(NT-r)C 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2

昆虫 ヤガ科 スギタニゴマケンモン 準絶滅危惧(NT-r)C 2

鳥類 タカ科 イヌワシ 絶滅危惧IA類(CR-r)A 絶滅危惧IB類(EN) 2

鳥類 フクロウ科 コノハズク 絶滅危惧II類(VU-r)B 2

鳥類 カラス科 ホシガラス 絶滅危惧II類(VU-r)A 2

鳥類 カッコウ科 カッコウ 準絶滅危惧(NT-r)C 2

鳥類 ツグミ科 コマドリ 準絶滅危惧(NT-r)B 2

哺乳類 ウシ科 ニホンカモシカ
その他保護上重要な種

(OT-1)
 絶滅のおそれのある地
域個体群（LP）(九州）

国指定天然記念物 2

植物 キク科 アキノハハコグサ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 3

植物 キク科 ツクシタンポポ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)A 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 3

植物 扇山の原生林 特定植物群落（A) 1

植物 奥椎葉県境域原生林 特定植物群落（A.B.C) 1

文献： 1.環境庁.1981.宮崎県動植物分布図
2.宮崎県版レッドデータブック作成検討委員会.2000.宮崎県版レッドデータブック
  宮崎県の保護上重要な野生生物.宮崎県生活環境部生活環境課
3.環境省ホームページ「絶滅危惧種分布情報公開種一覧(408分類群)」

文献種名
RDBカテゴリー

備考科名
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表3-60-8 宮崎県霧島山の重要な種

宮崎県 環境省

陸産貝類 ゴマガイ科 シリブトゴマガイ 絶滅危惧IB類(EN-g)A 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2,3

陸産貝類 キセルガイ科 ハナコギセル 絶滅危惧II類(VU-g)B 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2,3

陸産貝類 ベッコウマイマイ科 カサネシタラガイ 絶滅危惧II類(VU-g)C 準絶滅危惧（NT） 2,3

昆虫 タテハチョウ科 オオウラギンヒョウモン 絶滅危惧IB類(EN-g)A 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2,3

昆虫 シジミチョウ科 ルーミスシジミ 絶滅危惧II類(VU-g)A 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

昆虫 シジミチョウ科 ヒサマツミドリシジミ 絶滅危惧II類(VU-g)A 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 タテハチョウ科 ウラギンスジヒョウモン 絶滅危惧II類(VU-g)B  準絶滅危惧（NT) 2,3

昆虫 クワガタムシ科 オオクワガタ 絶滅危惧II類(VU-g)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

昆虫 ヤガ科 ホソバミツモンケンモン 絶滅危惧II類(VU-g)B 2,3

昆虫 コガネムシ科 オオチャイロハナムグリ 絶滅危惧II類(VU-r)B  準絶滅危惧（NT) 2,3

昆虫 シジミチョウ科 フジミドリシジミ 準絶滅危惧(NT-g)B 2,3

昆虫 シジミチョウ科 アイノミドリシジミ 準絶滅危惧(NT-g)B 特定昆虫類（D) 1,2,3

昆虫 シジミチョウ科 メスアカミドリシジミ 準絶滅危惧(NT-g)B 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 タテハチョウ科 オオウラギンスジヒョウモン 準絶滅危惧(NT-g)B 2,3

昆虫 シジミチョウ科 キリシマミドリシジミ 準絶滅危惧(NT-g)B 2,3

昆虫 セミ科 エゾハルゼミ 準絶滅危惧(NT-g)C 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 セミ科 ハルゼミ 準絶滅危惧(NT-g)C 指標昆虫類 1,2,3

昆虫 シジミチョウ科 エゾミドリシジミ 準絶滅危惧(NT-g)C 2,3

昆虫 シジミチョウ科 アカシジミ 準絶滅危惧(NT-g)C 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 タテハチョウ科 ヒオドシチョウ 準絶滅危惧(NT-g)C 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 タテハチョウ科 シータテハ 準絶滅危惧(NT-g)C 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 ヤガ科 ツクシカラスヨトウ 準絶滅危惧(NT-g)C 2,3

昆虫 ヤガ科 ニジオビベニアツバ 準絶滅危惧(NT-g)C 2,3

昆虫 ヤガ科 ヘーネアオハガタヨトウ 準絶滅危惧(NT-g)C 2,3

昆虫 ヤガ科 ハネナガモクメキリガ 準絶滅危惧(NT-g)C 2,3

昆虫 センチコガネ科 オオセンチコガネ 準絶滅危惧(NT-g)C 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 コガネムシ科 オオダイセマダラコガネ 準絶滅危惧(NT-g)C 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 シジミチョウ科 スギタニルリシジミ 準絶滅危惧(NT-g)C 2,3

昆虫 ヤンマ科 オオルリボシヤンマ 準絶滅危惧(NT-r)C 特定昆虫類（C) 1,3

昆虫 ハマキガ科 アセビコハマキ 準絶滅危惧(NT-r)C 2,3

昆虫 セセリチョウ科 キバネセセリ 準絶滅危惧(NT-r)C 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 ヤママユガ科 エゾヨツメ 準絶滅危惧(NT-r)C 2,3

両生類 ヒキガエル科 ニホンヒキガエル 準絶滅危惧(NT-g)C 2,3

鳥類 ヤイロチョウ科 ヤイロチョウ 絶滅危惧IB類(EN-r)A 絶滅危惧IB類（EN） 2,3

鳥類 タカ科 クマタカ 絶滅危惧II類(VU-g)A 絶滅危惧IB類（EN） 2,3

鳥類 タカ科 ハイイロチュウヒ 絶滅危惧II類(VU-r)A 2,3

鳥類 フクロウ科 フクロウ 絶滅危惧II類(VU-g)A 2,3

鳥類 タカ科 ハチクマ 絶滅危惧II類(VU-r)B 準絶滅危惧（NT） 2,3

鳥類 フクロウ科 コノハズク 絶滅危惧II類(VU-r)B 2,3

鳥類 キジ科 ウズラ 準絶滅危惧(NT-g)B 準絶滅危惧（NT） 2,3

鳥類 タカ科 サシバ 準絶滅危惧(NT-g)B 絶滅危惧II類（VU） 2,3

鳥類 フクロウ科 アオバズク 準絶滅危惧(NT-g)B 2,3

鳥類 ツグミ科 トラツグミ 準絶滅危惧(NT-g)B 2,3

鳥類 タカ科 オオタカ 準絶滅危惧(NT-r)A 準絶滅危惧（NT） 2,3

鳥類 ハヤブサ科 ハヤブサ 準絶滅危惧(NT-r)A 絶滅危惧II類（VU） 2,3

鳥類 タカ科 ミサゴ 準絶滅危惧(NT-r)B 準絶滅危惧（NT） 2,3

鳥類 タカ科 ハイタカ 準絶滅危惧(NT-r)B 準絶滅危惧（NT） 2,3

鳥類 ブッポウソウ科 ブッポウソウ 準絶滅危惧(NT-r)B 絶滅危惧IB類（EN） 2,3

鳥類 ヨタカ科 ヨタカ 準絶滅危惧(NT-r)B 絶滅危惧II類（VU） 2,3

鳥類 タカ科 ツミ 準絶滅危惧(NT-r)B 2,3

鳥類 カッコウ科 ジュウイチ 準絶滅危惧(NT-r)B 2,3

鳥類 カワセミ科 アカショウビン 準絶滅危惧(NT-r)B 2,3

鳥類 ツグミ科 コマドリ 準絶滅危惧(NT-r)B 2,3

鳥類 ツグミ科 クロツグミ 準絶滅危惧(NT-r)B 2,3

鳥類 ヒタキ科 キビタキ 準絶滅危惧(NT-r)B 2,3

科名 文献種名
RDBカテゴリー

備考
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宮崎県 環境省
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RDBカテゴリー
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鳥類 ヒタキ科 オオルリ 準絶滅危惧(NT-r)B 2,3

鳥類 ヒタキ科 コサメビタキ 準絶滅危惧(NT-r)B 2,3

鳥類 カササギヒタキ科 サンコウチョウ 準絶滅危惧(NT-r)B 2,3

鳥類 カッコウ科 カッコウ 準絶滅危惧(NT-r)C 2,3

鳥類 キバシリ科 キバシリ 情報不足(DD-2)B 2,3

鳥類 キジ科 コシジロヤマドリ その他保護上重要な種(OT-1)A 準絶滅危惧（NT） 2,3

哺乳類 リス科 ムササビ 準絶滅危惧(NT-g)C 2,3

哺乳類 ヒナコウモリ科 ホンドノレンコウモリ 絶滅危惧IB類(EN-r)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU) 2,3

哺乳類 ヤマネ科 ヤマネ 絶滅危惧II類(VU-g)A 準絶滅危惧（NT） 2,3

哺乳類 ネズミ科 スミスネズミ 絶滅危惧II類(VU-r)B 2,3

哺乳類 ヒナコウモリ科 ニホンテングコウモリ 絶滅危惧Ⅱ類（VU) 3

哺乳類 トガリネズミ科 ニホンカワネズミ 準絶滅危惧(NT-r)B
 絶滅のおそれのある地

域個体群（LP）
2,3

哺乳類 ヒナコウモリ科 ニホンユビナガコウモリ 準絶滅危惧(NT-r)B 2,3

哺乳類 ヒナコウモリ科 ニホンコテングコウモリ 情報不足(DD-2)B 2,3

植物 ヒナノシャクジョウ科 キリシマタヌキノショクダイ 絶滅危惧ⅠA類(CR-d)A 絶滅（EX) 2,3

植物 シダ科 キリシマイワヘゴ 絶滅危惧ⅠA類(CR-d)A 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2,3

植物 ヒナノシャクジョウ科 タヌキノショクダイ 絶滅危惧ⅠA類(CR-d)A 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ラン科 カンラン 絶滅危惧ⅠA類(CR-d)B 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2,3

植物 キキョウ科 キキョウ 絶滅危惧ⅠA類(CR-g)A 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ラン科 ササバラン 絶滅危惧ⅠA類(CR-g)B 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 セリ科 ミシマサイコ 絶滅危惧ⅠA類(CR-g)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 4

植物 ラン科 ウチョウラン 絶滅危惧ⅠA類(CR-g)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ゴマノハグサ科 クモイコゴメグサ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)A 絶滅（EX) 2,3

植物 バラ科 ノカイドウ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)A 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 キンポウゲ科 ハナカズラ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)A 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ウキクサ科 ヒンジモ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)A 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 4

植物 ラン科 マツラン 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)A 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 キンポウゲ科 ヤマオダマキ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)A 2,3

植物 ツチトリモチ科 キュウシュウツチトリモチ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)A 2,3

植物 ラン科 マイサギソウ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)A 2,3

植物 ラン科 トキソウ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)B  準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 キク科 チョウセンスイラン 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)B  準絶滅危惧（NT） 4

植物 ラン科 オオバヨウラクラン 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)B 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2,3

植物 ラン科 ムカゴサイシン 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)B 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 シソ科 ミズトラノオ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 4

植物 バラ科 クサボケ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)B 2,3

植物 バラ科 シモツケソウ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)B 2,3

植物 スミレ科 キスミレ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)B 2,3

植物 ヒナノシャクジョウ科 シロシャクジョウ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)B 2,3

植物 キキョウ科 サワギキョウ 絶滅危惧ⅠA類(CR-r)C 2,3

植物 イワタバコ科 シシンラン 絶滅危惧ⅠB類(EN-g)A 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 キク類 ヒナヒゴタイ 絶滅危惧ⅠB類(EN-g)B 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2,3

植物 ラン科 キリシマエビネ 絶滅危惧ⅠB類(EN-g)B 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ラン科 キエビネ 絶滅危惧ⅠB類(EN-g)B 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ラン科 ナゴラン 絶滅危惧ⅠB類(EN-g)B 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 キンポウゲ科 オキナグサ 絶滅危惧ⅠB類(EN-g)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ラン科 クマガイソウ 絶滅危惧ⅠB類(EN-g)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ラン科 ガンゼキラン 絶滅危惧ⅠB類(EN-g)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ブドウ科 クマガワブドウ 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)A 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2,3

植物 ホシクサ科 クロイヌノヒゲモドキ 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)A 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3,4

植物 オシダ科 チャボイノデ 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)A 2,3

植物 ラン科 ダイサギソウ 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)B 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ラン科 キバナノセッコク 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)B 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 サトイモ科 シコクヒロハテンナンショウ 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)B 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3
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植物 ラン科 ムカゴトンボ 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)B 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ヒカゲノカズラ科 スギラン 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ラン科 サルメンエビネ 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ラン科 マヤラン 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 サトイモ科 マイヅルテンナンショウ 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 クロウメモドキ科 ヨコグラノキ 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)B 2,3

植物 キク科 キクバヤマボクチ 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)B 2,3

植物 ヒナノシャクジョウ科 ヒナノシャクジョウ 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)B 2,3

植物 ラン科 クロムヨウラン 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)B 2,3

植物 シソ科 キセワタ 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)C 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 4

植物 イワウメ科 イワカガミ 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)C 2,3

植物 ラン科 ツレサギソウ 絶滅危惧ⅠB類(EN-r)C 2,3

植物 ユキノシタ科 ヤシャビシャク 絶滅危惧Ⅱ類(VU-g)B  準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 タヌキモ科 ムラサキミミカキグサ 絶滅危惧Ⅱ類(VU-g)B  準絶滅危惧（NT） 2,3,4

植物 ラン科 タシロラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU-g)B  準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 ヒカゲノカズラ科 ヒモラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU-g)B 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ラン科 フウラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU-g)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ヒナノシャクジョウ科 キリシマシャクジョウ 絶滅危惧Ⅱ類(VU-g)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ガガイモ科 スズサイコ 絶滅危惧Ⅱ類(VU-g)C  準絶滅危惧（NT） 4

植物 ラン科 エビネ 絶滅危惧Ⅱ類(VU-g)C  準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 リンドウ科 イヌセンブリ 絶滅危惧Ⅱ類(VU-g)C 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ガガイモ科 ロクオンソウ 絶滅危惧Ⅱ類(VU-g)C 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 4

植物 ラン科 ナツエビネ 絶滅危惧Ⅱ類(VU-g)C 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 マツバラン科 マツバラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU-ｒ)B  準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 ラン科 ハルザキヤツシロラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU-ｒ)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ラン科 シラン 絶滅危惧Ⅱ類(VU-ｒ)C  準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 ブナ科 ハナガガシ 準絶滅危惧(NT-g)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3,4

植物 ラン科 ムギラン 準絶滅危惧(NT-g)C  準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 ホシクサ科 ツクシクロイヌノヒゲ 準絶滅危惧(NT-g)C 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ラン科 アオスズラン 情報不足(DD-1)B 2,3

植物 オシダ科 ヤタケイワヘゴ 情報不足(DD-1)B 2,3

植物 カヤツリグサ科 ジングウスゲ 情報不足(DD-1)C  準絶滅危惧（NT） 2,3,4

植物 ラン科 クロヤツシロラン 情報不足(DD-2)B 2,3

植物 マンサク科 キリシマミズキ その他保護上重要な種(OT-1)A  準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 ツツジ科 キリシマミツバツツジ その他保護上重要な種(OT-1)B 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 キク科 サツマアザミ 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 4

植物 ニシキギ科 コバノクロヅル 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 4

植物 霧島山麓のツクシシオガマ
その他保護上重要な種

(OT-２)A
指定公園法の指定種 2

植物 霧島山系御池、小池の照葉樹林 特定植物群落（A.B.C) 1

植物 霧島のサクラソウ群落 特定植物群落（C.G) 1

植物 小林のエヒメアヤメ群落 特定植物群落（C.G) 1

植物 霧島山原生林 特定植物群落（A.C) 1

植物 霧島山のミヤマキリシマ群落 特定植物群落（E) 1

植物 霧島山系湿原植物群落 特定植物群落（D.C) 1

植物 甑岳の針葉樹林 特定植物群落（A) 1

植物 えびの高原のノカイドウ群落 植物群落A 特定植物群落（B) 1,2

文献： 1.環境庁.1981.宮崎県動植物分布図

2.宮崎県版レッドデータブック作成検討委員会.2000.宮崎県版レッドデータブック

  宮崎県の保護上重要な野生生物.宮崎県生活環境部生活環境課

3.環境省ホームページ「絶滅危惧種分布情報公開種一覧(408分類群)」
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表3-60-9 鹿児島県霧島山の重要な種

鹿児島県 環境省

陸産貝類 キセルガイ科 ナンピギセル 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 2,3

陸産貝類 キセルガイ科 オキモドキギセル 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT） 2,3

陸産貝類 オナジマイマイ科 キリシママイマイ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

陸産貝類 オナジマイマイ科 タシナミオトメマイマイ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT） 2,3

陸産貝類 キセルガイモドキ科 キセルガイモドキ 準絶滅危惧 2,3

陸産貝類 キセルガイ科 クロギセル 準絶滅危惧 2,3

陸産貝類 キセルガイ科 ナガシマギセル 準絶滅危惧 2,3

陸産貝類 キセルガイ科 シリオレギセル 準絶滅危惧 2,3

陸産貝類 キセルガイ科 アラナミギセル 準絶滅危惧 2,3

陸産貝類 キセルガイ科 オキギセル 準絶滅危惧 2,3

陸産貝類 ベッコウマイマイ科 ツノイロヒメベッコウ 準絶滅危惧 2,3

陸産貝類 ベッコウマイマイ科 マルシタラガイ 準絶滅危惧 2,3

陸産貝類 ニッポンマイマイ科 コベソマイマイ 準絶滅危惧 2,3

陸産貝類 オナジマイマイ科 オオヒュウガマイマイ 準絶滅危惧 2,3

陸産貝類 オナジマイマイ科 ヒゼンオトメマイマイ 準絶滅危惧 2,3

昆虫 シジミチョウ科 ウスイロオナガシジミ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 シジミチョウ科 ルーミスシジミ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 特定昆虫類（B) 1,2,3

昆虫 シジミチョウ科 ヒサマツミドリシジミ 絶滅危惧Ⅰ類 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 シジミチョウ科 ハヤシミドリシジミ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

昆虫 クワガタムシ科 オオクワガタ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 特定昆虫類（B) 1,2,3

昆虫 カワトンボ科 アオハダトンボ 絶滅危惧Ⅱ類 特定昆虫類（C) 1,3

昆虫 シジミチョウ科 クロシジミ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 シジミチョウ科 コツバメ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

昆虫 アゲハチョウ科 オナガアゲハ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

昆虫 コガネムシ科 ダイコクコガネ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 特定昆虫類（C) 1,2

昆虫 カミキリムシ科 ソボセダカコブヤハズカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

昆虫 シジミチョウ科 ミズイロオナガシジミ 準絶滅危惧 2,3

昆虫 シジミチョウ科 トラフシジミ 準絶滅危惧 2,3

昆虫 シジミチョウ科 カラスシジミ 準絶滅危惧 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 シジミチョウ科 キリシマミドリシジミ 準絶滅危惧 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 シジミチョウ科 スギタニルリシジミ 準絶滅危惧 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 オサムシ科 セアカオサムシ 準絶滅危惧 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 コガネムシ科 オオチャイロハナムグリ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT） 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 カミキリムシ科 ルリボシカミキリ 準絶滅危惧 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 オオゴキブリ科 オオゴキブリ 分布上重要 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 セミ科 エゾハルゼミ 分布上重要 特定昆虫類（C) 1,2,3

昆虫 セミ科 ハルゼミ 分布上重要 指標昆虫類 1,2,3

昆虫 セセリチョウ科 ギンイチモンジセセリ 準絶滅危惧（NT） 特定昆虫類（C) 1

昆虫 ムカシトンボ科 ムカシトンボ 指標昆虫類 1

昆虫 ヤンマ科 オオルリボシヤンマ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 ムカシヤンマ科 ムカシヤンマ 指標昆虫類 1

昆虫 シジミチョウ科 タッパンルリシジミ 特定昆虫類（B) 1

昆虫 シジミチョウ科 フジミドリシジミ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 ツトガ科 アカヘリオオキノメイガ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 ドクガ科 サカグチキドクガ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 ヤガ科 ヒメシロシタバ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 ヤガ科 オオルリオビクチバ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 ジャノメチョウ科 ヤマキマダラヒカゲ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 コガネムシ科 ヨツバコガネ 特定昆虫類（B.C) 1

昆虫 カミキリムシ科 セダカコブヤハズカミキリ 特定昆虫類（C) 1

昆虫 カミキリムシ科 アオカミキリ 特定昆虫類（C) 1

両生類 イモリ科 アカハライモリ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT） 2,3

文献種名
RDBカテゴリー

備考科名
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鹿児島県 環境省
文献種名

RDBカテゴリー
備考科名

両生類 ヒキガエル科 ニホンヒキガエル 準絶滅危惧 2,3

鳥類 タカ科 クマタカ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IB類(EN) 2,3

鳥類 ブッポウソウ科 ブッポウソウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IB類(EN) 2,3

鳥類 ヤイロチョウ科 ヤイロチョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧IB類(EN) 2,3

鳥類 シギ科 オオジシギ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT） 2,3

鳥類 タカ科 チュウヒ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IB類(EN) 2,3

鳥類 ハヤブサ科 ハヤブサ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

鳥類 キジ科 コシジロヤマドリ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT） 2,3

鳥類 ヒタキ科 キビタキ 準絶滅危惧 2,3

哺乳類 ヤマネ科 ヤマネ 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧（NT） 2,3

哺乳類 トガリネズミ科 ニホンカワネズミ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

哺乳類 ヒナコウモリ科 ホンドノレンコウモリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

哺乳類 ヒナコウモリ科 ニホンコテングコウモリ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

哺乳類 イヌ科 ホンドギツネ 絶滅危惧Ⅱ類 1,2,3

植物 ヒカゲノカズラ科 ヒメスギラン 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ツチトリモチ科 ミヤマツチトリモチ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ツチトリモチ科 オオスミツチトリモチ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 カバノキ科 アサダ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 イラクサ科 イラクサ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 タデ科 ミヤマタニソバ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ナデシコ科 ナンバンハコベ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ナデシコ科 ヤマハコベ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 モクレン科 ホオノキ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 モクレン科 オオヤマレンゲ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 カツラ科 カツラ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 キンポウゲ科 タンナトリカブト 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 キンポウゲ科 ハナカズラ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 キンポウゲ科 ミチノクフクジュソウ 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 キンポウゲ科 ヤマオダマキ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 キンポウゲ科 ハンショウヅル 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 キンポウゲ科 オキナグサ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ケシ科 ジロボウエンゴサク 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ユキノシタ科 ヤハズアジサイ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ユキノシタ科 ヨゴレネコノメソウ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ユキノシタ科 ケナシヤシャビシャク 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 バラ科 シモツケソウ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 バラ科 イワキンバイ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 バラ科 ツルキンバイ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 バラ科 ヤマナシ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 バラ科 コゴメウツギ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 バラ科 ノカイドウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 カエデ科 チドリノキ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 アワブキ科 アオカズラ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ニシキギ科 サワダツ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 クロタキカズラ科 クロタキカズラ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 クロウメモドキ科 ケンポナシ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 グミ科 クマヤマグミ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 スミレ科 エイザンスミレ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 スミレ科 シコクスミレ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 アカバナ科 ミヤマタニタデ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 アカバナ科 タニタデ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 セリ科 シャク 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ツツジ科 ウンゼンツツジ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3
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鹿児島県 環境省
文献種名

RDBカテゴリー
備考科名

植物 ツツジ科 ケアクシバ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 エゴノキ科 コハクウンボク 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 モクセイ科 ミヤマイボタ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 モクセイ科 コバノトネリコ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ガガイモ科 アオカモメヅル 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 シソ科 カイジンドウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 シソ科 アキチョウジ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 シソ科 キバナアキギリ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 シソ科 ヤマタツナミソウ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ゴマノハグサ科 クモイコゴメグサ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅（EX) 2,3

植物 ゴマノハグサ科 ママコナ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ゴマノハグサ科 ツクシシオガマ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ゴマノハグサ科 コクワガタ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 キツネノマゴ科 スズムシバナ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ハマウツボ科 キヨスミウツボ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 スイカズラ科 ミヤマウグイスカグラ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 キク科 オケラ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 キク科 マンシュウスイラン 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 キク科 オタカラコウ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 キク科 カシワバハグマ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 キク科 ミヤコアザミ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 キク科 アオヤギバナ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 キク科 キクバヤマボクチ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 キク科 キリシマヒゴタイ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ホンゴウソウ科 ホンゴウソウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ユリ科 ノヒメユリ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ユリ科 サイコクイワギボウシ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ユリ科 ホソバシュロソウ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ユリ科 ヤクシマショウジョウバカマ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ホシクサ科 ニッポンイヌノヒゲ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ホシクサ科 イヌノヒゲ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 イネ科 ヒロハノコメススキ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 イネ科 キリシマスズ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 イネ科 キリシマノガリヤス 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 サトイモ科 シコクヒロハテンナンショウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 サトイモ科 マイヅルテンナンショウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 カヤツリグサ科 エナシヒゴクサ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 カヤツリグサ科 ショウジョウスゲ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 カヤツリグサ科 コハリスゲ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 カヤツリグサ科 ツルカミカワスゲ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 カヤツリグサ科 エゾハリイ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 カヤツリグサ科 ミカヅキグサ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 カヤツリグサ科 オオイトスゲ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 カヤツリグサ科 ヤマジスゲ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 カヤツリグサ科 ケヒエスゲ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ラン科 キリシマエビネ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ラン科 サルメンエビネ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ラン科 エゾスズラン 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ラン科 ツクシアリドオシラン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2,3

植物 ラン科 オニノヤガラ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ラン科 ムカゴサイシン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ラン科 クモキリソウ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ラン科 アオフタバラン 絶滅危惧Ⅰ類 2,3
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植物 ラン科 ウチョウラン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ラン科 ユウシュンラン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ラン科 ジンバイソウ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ラン科 イイヌマムカゴ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ラン科 ヤマサギソウ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ラン科 カヤラン 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ラン科 ヒトツボクロ 絶滅危惧Ⅰ類 2,3

植物 ヒナノシャクジョウ科 キリシマタヌキノショクダイ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅（EX) 2,3

植物 ヒナノシャクジョウ科 キリシマシャクジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 チャセンシダ科 オオタニワタリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 メシダ科 シマイヌワラビ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 イチイ科 イチイ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 マツ科 バラモミ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 キンポウゲ科 ノカラマツ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 ニシキギ科 アオツリバナ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 セリ科 ミシマサイコ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3,4

植物 モクセイ科 ウスギモクセイ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 ガガイモ科 スズサイコ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT） 2,3,4

植物 ゴマノハグサ科 ゴマノハグサ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 タヌキモ科 ムラサキミミカキグサ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT） 2,3,4

植物 マンサク科 キリシマミズキ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 キキョウ科 バアソブ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 キク科 ヒナヒゴタイ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2,3

植物 キク科 サツマアザミ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3,4

植物 キク科 アキノハハコグサ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 キク科 ホソバオグルマ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 カヤツリグサ科 ジングウスゲ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 カヤツリグサ科 ツクシアブラガヤ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠA類（CR) 2,3

植物 ラン科 マメヅタラン 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 ラン科 ムギラン 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 ラン科 エビネ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 ラン科 タシロラン 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 ラン科 ダイサギソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ラン科 ササバラン 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ラン科 ツクシチドリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 カヤツリグサ科 タイワンスゲ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ホシクサ科 ツクシクロイヌノヒゲ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ラン科 ヒメノヤガラ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ブナ科 ブナ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 タデ科 タニソバ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ヤマゴボウ科 マルミノヤマゴボウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 モクレン科 コブシ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 マツブサ科 マツブサ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 クスノキ科 ヤマコウバシ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 クスノキ科 ケクロモジ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 クスノキ科 ヒメクロモジ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 クスノキ科 アブラチャン 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 クスノキ科 シロモジ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 キンポウゲ科 オオバショウマ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 キンポウゲ科 タカネハンショウヅル 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 メギ科 メギ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ツバキ科 ナツツバキ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ユキノシタ科 チダケサシ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3
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植物 ユキノシタ科 テリハアカショウマ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ユキノシタ科 クサアジサイ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ユキノシタ科 タチネコノメソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ユキノシタ科 ヤマアジサイ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ユキノシタ科 ガクウツギ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ユキノシタ科 ダイモンジソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ユキノシタ科 ウチワダイモンジソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ユキノシタ科 ヤクシマダイモンジソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 バラ科 ヤマブキショウマ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 バラ科 クサボケ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 バラ科 エドヒガン 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 バラ科 ナナカマド 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 バラ科 ウラジロノキ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 マメ科 ユクノキ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 トウダイグサ科 タカトウダイ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 トウダイグサ科 ナツトウダイ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 カエデ科 コミネカエデ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ニシキギ科 ツリバナ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 スミレ科 ヒゴスミレ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 スミレ科 シハイスミレ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 イチヤクソウ科 シャクジョウソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ツツジ科 コバノミツバツツジ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ツツジ科 バイカツツジ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ツツジ科 ハイヒカゲツツジ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 モクセイ科 ヤマトアオダモ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 モクセイ科 サイゴクイボタ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 アカネ科 オオアカネ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 アカネ科 ヒメツルアリドオシ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 シソ科 タニジャコウソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 シソ科 フトボナギナタコウジュ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 シソ科 タカクマヒキオコシ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 セリ科 ツクシゼリ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ナス科 マルバノホロシ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ゴマノハグサ科 オオヒナノウスツボ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 カバノキ科 ヨグソミネバリ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 タヌキモ科 ホザキノミミカキグサ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 スイカズラ科 オオカメノキ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 スイカズラ科 オトコヨウゾメ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 スイカズラ科 コヤブデマリ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 スイカズラ科 ミヤマガマズミ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 オミナエシ科 オミナエシ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 オミナエシ科 カノコソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 キキョウ科 ツルニンジン 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 キキョウ科 サワギキョウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 キク科 ニシノヤマタイミンガサ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 キク科 ハンカイソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 キク科 タムラソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 キク科 ツクシコウモリソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ユリ科 ツクシショウジョウバカマ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ユリ科 コバギボウシ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ユリ科 マイヅルソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ユリ科 ツクバネソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ユリ科 ナルコユリ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3
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植物 ユリ科 アマドコロ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ユリ科 オモト 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ユリ科 ヒメホウチャクソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ヒガンバナ科 キツネノカミソリ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ヒガンバナ科 オオキツネノカミソリ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 イグサ科 タチコウガイゼキショウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 イグサ科 アオコウガイゼキショウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 イネ科 ミヤマヌカボ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 イネ科 カンチク 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 イネ科 ヌマガヤ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 イネ科 オオアブラススキ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 カヤツリグサ科 タニガワスゲ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 カヤツリグサ科 ノゲヌカスゲ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 カヤツリグサ科 ツルナシオオイトスゲ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ラン科 シュンラン 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ラン科 ムヨウラン 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ラン科 ヨウラクラン 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ラン科 コケイラン 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ラン科 オオバノトンボソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ラン科 ヤマトキソウ 絶滅危惧Ⅱ類 2,3

植物 ヒカゲノカズラ科 マンネンスギ 準絶滅危惧 2,3

植物 ヒカゲノカズラ科 ホソバトウゲシバ 準絶滅危惧 2,3

植物 ヒカゲノカズラ科 チャボトウゲシバ 準絶滅危惧 2,3

植物 ヒカゲノカズラ科 ヒモラン 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ハナヤスリ科 ナツノハナワラビ 準絶滅危惧 2,3

植物 ゼンマイ科 ヤマドリゼンマイ 準絶滅危惧 2,3

植物 コケシノブ科 コケシノブ 準絶滅危惧 2,3

植物 ミズワラビ科 ハコネシダ 準絶滅危惧 2,3

植物 チャセンシダ科 トキワシダ 準絶滅危惧 2,3

植物 チャセンシダ科 ヒラグキトキワシダ 準絶滅危惧 2,3

植物 オシダ科 オトコシダ 準絶滅危惧 2,3

植物 オシダ科 ツクシヤブソテツ 準絶滅危惧 2,3

植物 オシダ科 オオベニシダ 準絶滅危惧 2,3

植物 オシダ科 ワカナシダ 準絶滅危惧 2,3

植物 オシダ科 ツヤナシイノデ 準絶滅危惧 2,3

植物 オシダ科 サイゴクイノデ 準絶滅危惧 2,3

植物 メシダ科 ヤマイヌワラビ 準絶滅危惧 2,3

植物 メシダ科 ヒロハイヌワラビ 準絶滅危惧 2,3

植物 メシダ科 キリシマヘビノネコザ 準絶滅危惧 2,3

植物 メシダ科 ケシマイヌワラビ 準絶滅危惧 2,3

植物 メシダ科 ヘビノネコザ 準絶滅危惧 2,3

植物 メシダ科 ムクゲシケシダ 準絶滅危惧 2,3

植物 メシダ科 ハクモウイノデ 準絶滅危惧 2,3

植物 メシダ科 ホソバノコギリシダ 準絶滅危惧 2,3

植物 メシダ科 ウスバミヤマノコギリシダ 準絶滅危惧 2,3

植物 メシダ科 オニヒカゲワラビ 準絶滅危惧 2,3

植物 メシダ科 イヌガンソク 準絶滅危惧 2,3

植物 ウラボシ科 タカノハウラボシ 準絶滅危惧 2,3

植物 ウラボシ科 ヒトツバイワヒトデ 準絶滅危惧 2,3

植物 ウラボシ科 ミヤマノキシノブ 準絶滅危惧 2,3

植物 ウラボシ科 アオネカズラ 準絶滅危惧 2,3

植物 ウラボシ科 ビロウドシダ 準絶滅危惧 2,3

植物 ウラボシ科 イワオモダカ 準絶滅危惧 2,3
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植物 ヒメウラボシ科 オオクボシダ 準絶滅危惧 2,3

植物 イヌガヤ科 イヌガヤ 準絶滅危惧 2,3

植物 ツチトリモチ科 ツチトリモチ 準絶滅危惧 2,3

植物 ヤナギ科 イヌコリヤナギ 準絶滅危惧 2,3

植物 ヤナギ科 タチヤナギ 準絶滅危惧 2,3

植物 カバノキ科 ヤマハンノキ 準絶滅危惧 2,3

植物 ブナ科 ナラガシワ 準絶滅危惧 2,3

植物 ブナ科 カシワ 準絶滅危惧 2,3

植物 ブナ科 ミズナラ 準絶滅危惧 2,3

植物 ニレ科 エゾエノキ 準絶滅危惧 2,3

植物 ニレ科 ハルニレ 準絶滅危惧 2,3

植物 ニレ科 ケヤキ 準絶滅危惧 2,3

植物 イラクサ科 ムカゴイラクサ 準絶滅危惧 2,3

植物 イラクサ科 イワガネ 準絶滅危惧 2,3

植物 ヤドリギ科 マツグミ 準絶滅危惧 2,3

植物 ヤドリギ科 オオバヤドリギ 準絶滅危惧 2,3

植物 ヤドリギ科 ヤドリギ 準絶滅危惧 2,3

植物 ナデシコ科 カワラナデシコ 準絶滅危惧 2,3

植物 ヒユ科 ヤナギイノコズチ 準絶滅危惧 2,3

植物 フサザクラ科 ヤマグルマ 準絶滅危惧 2,3

植物 マタタビ科 サルナシ 準絶滅危惧 2,3

植物 マタタビ科 マタタビ 準絶滅危惧 2,3

植物 オトギリソウ科 ハイオトギリ 準絶滅危惧 2,3

植物 オトギリソウ科 ナガサキオトギリ 準絶滅危惧 2,3

植物 モウセンゴケ科 モウセンゴケ 準絶滅危惧 2,3

植物 マンサク科 マンサク 準絶滅危惧 2,3

植物 ユキノシタ科 ヤマネコノメソウ 準絶滅危惧 2,3

植物 ユキノシタ科 イワボタン 準絶滅危惧 2,3

植物 バラ科 ワタゲカマツカ 準絶滅危惧 2,3

植物 バラ科 イヌザクラ 準絶滅危惧 2,3

植物 バラ科 ウワミズザクラ 準絶滅危惧 2,3

植物 バラ科 ミヤマザクラ 準絶滅危惧 2,3

植物 バラ科 ミヤマフユイチゴ 準絶滅危惧 2,3

植物 バラ科 バライチゴ 準絶滅危惧 2,3

植物 バラ科 ニガイチゴ 準絶滅危惧 2,3

植物 バラ科 コバノフユイチゴ 準絶滅危惧 2,3

植物 バラ科 エビガライチゴ 準絶滅危惧 2,3

植物 バラ科 シロバナシモツケ 準絶滅危惧 2,3

植物 マメ科 ホドイモ 準絶滅危惧 2,3

植物 マメ科 ケヤブハギ 準絶滅危惧 2,3

植物 マメ科 ノササゲ 準絶滅危惧 2,3

植物 マメ科 ミヤマトベラ 準絶滅危惧 2,3

植物 マメ科 ツルマメ 準絶滅危惧 2,3

植物 マメ科 クララ 準絶滅危惧 2,3

植物 ユズリハ科 ユズリハ 準絶滅危惧 2,3

植物 ミカン科 マツカゼソウ 準絶滅危惧 2,3

植物 ミカン科 コクサギ 準絶滅危惧 2,3

植物 ミカン科 キハダ 準絶滅危惧 2,3

植物 ウルシ科 ツタウルシ 準絶滅危惧 2,3

植物 カエデ科 イロハモミジ 準絶滅危惧 2,3

植物 カエデ科 フカギレオオモミジ 準絶滅危惧 2,3

植物 カエデ科 イタヤカエデ 準絶滅危惧 2,3

植物 アワブキ科 アワブキ 準絶滅危惧 2,3
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植物 ツリフネソウ科 ツリフネソウ 準絶滅危惧 2,3

植物 モチノキ科 アオハダ 準絶滅危惧 2,3

植物 モチノキ科 オオバイヌツゲ 準絶滅危惧 2,3

植物 モチノキ科 ツクシイヌツゲ 準絶滅危惧 2,3

植物 スミレ科 アリアケスミレ 準絶滅危惧 2,3

植物 スミレ科 ヒメミヤマスミレ 準絶滅危惧 2,3

植物 スミレ科 マルバスミレ 準絶滅危惧 2,3

植物 スミレ科 ホコバスミレ 準絶滅危惧 2,3

植物 スミレ科 シロバナスミレ 準絶滅危惧 2,3

植物 ウリ科 モミジカラスウリ 準絶滅危惧 2,3

植物 ミズキ科 ハナイカダ 準絶滅危惧 2,3

植物 ウコギ科 コシアブラ 準絶滅危惧 2,3

植物 ウコギ科 ハリギリ 準絶滅危惧 2,3

植物 ウコギ科 トチバニンジン 準絶滅危惧 2,3

植物 セリ科 ホソバノダケ 準絶滅危惧 2,3

植物 セリ科 カワラボウフウ 準絶滅危惧 2,3

植物 セリ科 ミツバグサ 準絶滅危惧 2,3

植物 イワウメ科 イワカガミ 準絶滅危惧 2,3

植物 イチヤクソウ科 ウメガサソウ 準絶滅危惧 2,3

植物 イチヤクソウ科 イチヤクソウ 準絶滅危惧 2,3

植物 ツツジ科 ベニドウダン 準絶滅危惧 2,3

植物 ツツジ科 シロドウダン 準絶滅危惧 2,3

植物 ツツジ科 ネジキ 準絶滅危惧 2,3

植物 ツツジ科 ヒカゲツツジ 準絶滅危惧 2,3

植物 ツツジ科 キリシマツツジ 準絶滅危惧 2,3

植物 ツツジ科 キリシマミツバツツジ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 カキノキ科 リュウキュウマメガキ 準絶滅危惧 2,3

植物 ハイノキ科 サワフタギ 準絶滅危惧 2,3

植物 リンドウ科 ハルリンドウ 準絶滅危惧 2,3

植物 ガガイモ科 コカモメヅル 準絶滅危惧 2,3

植物 アカネ科 キクムグラ 準絶滅危惧 2,3

植物 アカネ科 ツルアリドオシ 準絶滅危惧 2,3

植物 シソ科 オオマルバノテンニンソウ 準絶滅危惧 2,3

植物 シソ科 ヒキオコシ 準絶滅危惧 2,3

植物 シソ科 ハルノタムラソウ 準絶滅危惧 2,3

植物 シソ科 タツナミソウ 準絶滅危惧 2,3

植物 シソ科 シソバタツナミソウ 準絶滅危惧 2,3

植物 ナス科 イガホオズキ 準絶滅危惧 2,3

植物 ゴマノハグサ科 シオガマギク 準絶滅危惧 2,3

植物 ゴマノハグサ科 ホソバヒメトラノオ 準絶滅危惧 2,3

植物 イワタバコ科 イワタバコ 準絶滅危惧 2,3

植物 ハエドクソウ科 ハエドクソウ 準絶滅危惧 2,3

植物 スイカズラ科 ニワトコ 準絶滅危惧 2,3

植物 スイカズラ科 ゴマギ 準絶滅危惧 2,3

植物 スイカズラ科 ヤマシグレ 準絶滅危惧 2,3

植物 スイカズラ科 ニシキウツギ 準絶滅危惧 2,3

植物 キク科 ノブキ 準絶滅危惧 2,3

植物 キク科 ホソバノヤマハハコ 準絶滅危惧 2,3

植物 キク科 ヒメヨモギ 準絶滅危惧 2,3

植物 キク科 ノコンギク 準絶滅危惧 2,3

植物 キク科 モミジガサ 準絶滅危惧 2,3

植物 キク科 ヒメガンクビソウ 準絶滅危惧 2,3

植物 キク科 ヒメアザミ 準絶滅危惧 2,3
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植物 キク科 ヤナギアザミ 準絶滅危惧 2,3

植物 キク科 ツクシアザミ 準絶滅危惧 2,3

植物 キク科 クサヤツデ 準絶滅危惧 2,3

植物 キク科 センボンヤリ 準絶滅危惧 2,3

植物 キク科 フクオウソウ 準絶滅危惧 2,3

植物 キク科 オカオグルマ 準絶滅危惧 2,3

植物 キク科 ヤブレガサ 準絶滅危惧 2,3

植物 キク科 ヤマコガネギク 準絶滅危惧 2,3

植物 キク科 ハバヤマボクチ 準絶滅危惧 2,3

植物 ラン科 ギボウシラン 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠB類（EN） 2,3

植物 ニシキギ科 コバノクロヅル 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3,4

植物 ノボタン科 ヒメノボタン 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ガガイモ科 ロクオンソウ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3,4

植物 ガガイモ科 フナバラソウ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 カヤツリグサ科 イトテンツキ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 カヤツリグサ科 ツクシテンツキ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ラン科 キンラン 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 リンドウ科 ムラサキセンブリ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 ユリ科 ヤマラッキョウ 準絶滅危惧 2,3

植物 ユリ科 シライトソウ 準絶滅危惧 2,3

植物 ユリ科 カラスキバサンキライ 準絶滅危惧 2,3

植物 ユリ科 ウバユリ 準絶滅危惧 2,3

植物 ユリ科 オオナルコユリ 準絶滅危惧 2,3

植物 ユリ科 タチシオデ 準絶滅危惧 2,3

植物 アヤメ科 ヒオウギ 準絶滅危惧 2,3

植物 ヒナノシャクジョウ科 シロシャクジョウ 準絶滅危惧 2,3

植物 ホシクサ科 イトイヌノヒゲ 準絶滅危惧 2,3

植物 イネ科 ノガリヤス 準絶滅危惧 2,3

植物 イネ科 サヤヌカグサ 準絶滅危惧 2,3

植物 イネ科 ネズミガヤ 準絶滅危惧 2,3

植物 イネ科 ヤマミゾイチゴツナギ 準絶滅危惧 2,3

植物 サトイモ科 ヒメウラシマソウ 準絶滅危惧 2,3

植物 サトイモ科 ツクシヒトツバテンナンショウ 準絶滅危惧 2,3

植物 サトイモ科 ヒトヨシテンナンショウ 準絶滅危惧 2,3

植物 カヤツリグサ科 イトハナビテンツキ 準絶滅危惧 2,3

植物 カヤツリグサ科 ハリガネスゲ 準絶滅危惧 2,3

植物 カヤツリグサ科 カサスゲ 準絶滅危惧 2,3

植物 カヤツリグサ科 サツマスゲ 準絶滅危惧 2,3

植物 カヤツリグサ科 ゴウソ 準絶滅危惧 2,3

植物 カヤツリグサ科 ヒメシラスゲ 準絶滅危惧 2,3

植物 カヤツリグサ科 アキカサスゲ 準絶滅危惧 2,3

植物 カヤツリグサ科 ヒメスゲ 準絶滅危惧 2,3

植物 カヤツリグサ科 コイワカンスゲ 準絶滅危惧 2,3

植物 ラン科 セッコク 準絶滅危惧 2,3

植物 ラン科 ツチアケビ 準絶滅危惧 2,3

植物 ラン科 アケボノシュスラン 準絶滅危惧 2,3

植物 マメ科 ニワフジ 情報不足 2,3

植物 イチヤクソウ科 アキノギンリョウソウ 分布上重要 2,3

植物 イチヤクソウ科 ギンリョウソウ 分布上重要 2,3

植物 リンドウ科 リンドウ 分布上重要 2,3

植物 リンドウ科 センブリ 分布上重要 2,3

植物 ユリ科 コオニユリ 分布上重要 2,3

植物 サトイモ科 ヒメテンナンショウ 分布上重要 2,3
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植物 カヤツリグサ科 イヌノハナヒゲ 分布上重要 2,3

植物 ラン科 カキラン 分布上重要 2,3

植物 ラン科 ミヤマウズラ 分布上重要 2,3

植物 ラン科 シュスラン 分布上重要 2,3

植物 ラン科 ムカゴソウ 分布上重要 準絶滅危惧（NT） 2,3

植物 ラン科 カシノキラン 分布上重要 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 2,3

植物 ブナ科 ハナガガシ 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 4

植物 シソ科 ミズトラノオ 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 4

植物 シソ科 キセワタ 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 4

植物 ホシクサ科 クロイヌノヒゲモドキ 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 4

植物 ウキクサ科 ヒンジモ 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 4

植物 キク科 チョウセンスイラン 準絶滅危惧（NT） 4

植物群落
霧島山のミヤマキリシマ-マ
イヅルソウ群集

特定植物群落（B) 1

植物群落 霧島山のミズナラ林 特定植物群落（A) 1

植物群落 霧島山のブナ-スズタケ群集 特定植物群落（A) 1

植物群落 韓国岳のハリモミ林 特定植物群落（C) 1

植物群落 えびののノカイドウが自生する群落 特定植物群落（B) 1

植物群落 大浪池斜面のツガ林 特定植物群落（A) 1

植物群落 霧島林田付近のモミ林 特定植物群落（A) 1

植物群落 栗野岳のタブノキ林 特定植物群落（A) 1

植物群落 吉松町のヒガンザクラ南限地植生 特定植物群落（C) 1

文献： 1.環境庁.1981.宮崎県動植物分布図

2.鹿児島県環境生活部環境保護課.2003.鹿児島県の絶滅のおそれのある野生動植物　動物編

  鹿児島県レッドデータブックー.財団法人鹿児島県環境技術協会

  鹿児島県環境生活部環境保護課.2003.鹿児島県の絶滅のおそれのある野生動植物　植物編

  鹿児島県レッドデータブックー.財団法人鹿児島県環境技術協会

3.九州森林管理局　計画課.2008.平成19年度　霧島山国有林希少種生息・生育位置情報整理等業務

4.環境省ホームページ「絶滅危惧種分布情報公開種一覧(408分類群)」
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