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全国カテゴリー EX：絶滅 EW：野生絶滅 CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類 CR：絶滅危惧ⅠＡ類
EN：絶滅危惧ⅠＢ類 VU：絶滅危惧Ⅱ類 NT：準絶滅危惧 DD：情報不足
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写 真
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アイアシ 準絶滅危惧 242
アイズヒメアザミ 希少 EN 287
アイナエ 絶滅危惧Ⅰ類 68
アオノツガザクラ 希少 276
アオフタバラン 絶滅危惧Ⅰ類 88
アオホラゴケ 希少 261
アオモリカギハイゴケ(ササオカゴケ) 絶滅危惧Ⅰ類 CR+EN 34
アオヤギバナ 希少 291
アカカンバ 未評価 300
アカスジゴケ 未評価 297
アカミノルイヨウショウマ 未評価 302
アカメヤナギ(マルバヤナギ) 希少 271
アカヤシオ 準絶滅危惧 ⑪ 219
アキチョウジ 未評価 313
アギナシ 絶滅危惧Ⅱ類 NT 150
アキノハハコグサ 希少 EN 289
アキノミチヤナギ(ハマミチヤナギ) 準絶滅危惧 198
アケボノシュスラン 絶滅危惧Ⅱ類 175
アサギシザサ 未評価 318
アサザ 絶滅危惧Ⅱ類 VU ⑧ 145
アサヒラン(サワラン) 絶滅危惧Ⅱ類 ⑩ 174
アサマヒゴタイ 希少 290
アサマフウロ 絶滅危惧Ⅰ類 EN 60
アサマヤノネゴケ 準絶滅危惧 188
アズマシロカネソウ 準絶滅危惧 204
アズマハンショウヅル 絶滅危惧Ⅱ類 117
アズマホシクサ 絶滅危惧Ⅰ類 VU ③ 74
アズミチョウチンゴケ(テヅカチョウチンゴケ) 絶滅危惧Ⅰ類 CR+EN 31
アツバスミレ 未評価 307
アツバチョウチンゴケ 準絶滅危惧 184
アツブサゴケモドキ 希少 255
アツモリソウ 絶滅危惧Ⅰ類 EN ④ 83
アナシッポゴケモドキ 未評価 296
アブノメ 絶滅危惧Ⅰ類 69
アブラシバ 準絶滅危惧 ⑮ 247
アベマキ 希少 271
アラカシ 準絶滅危惧 195
アラゲネザサ 未評価 317
アラシグサ 絶滅危惧Ⅰ類 53
アワガタケスミレ 絶滅危惧Ⅱ類 139
アンドンマユミ 絶滅危惧Ⅰ類 CR 63
イイデリンドウ 希少 VU 278
イガガヤツリ 準絶滅危惧 248
イズノシマホシクサ 希少 NT 293
イセウキヤガラ 絶滅危惧Ⅰ類 78
イソツツジ 希少 275
イチイ 希少 269
イチョウウキゴケ 絶滅危惧Ⅰ類 CR+EN 39
イチョウシダ 絶滅危惧Ⅱ類 110
イチヨウラン 絶滅危惧Ⅰ類 ④ 84
イチリンソウ 準絶滅危惧 204
イトキンポウゲ 絶滅危惧Ⅰ類 EN 48
イトテンツキ 未評価 VU 319
イトトリゲモ 絶滅危惧Ⅱ類 EN 154
イトモ 準絶滅危惧 VU 237
イヌセンブリ 希少 VU 278
イヌノヒゲ 準絶滅危惧 241
イヌノヒゲモドキ 未評価 316
イヌノフグリ 準絶滅危惧 VU 229
イヌハギ 絶滅危惧Ⅱ類 VU 136
イヌムラサキ 未評価 312
イノデモドキ 未評価 299
イノモトソウ 希少 ⑯ 262
イバラモ 絶滅危惧Ⅱ類 155
イブキ(ビャクシン) 準絶滅危惧 195
イブキトラノオ 準絶滅危惧 197
イボエチャボシノブゴケ 絶滅危惧Ⅱ類 98
イヨカズラ 準絶滅危惧 224
イワアカザ(ミドリアカザ) 未評価 302
イワインチン 希少 287

和名 本県カテゴリ－ 全 国
カテゴリー

写 真
ページ ページ

イワウメ 希少 274
イワオモダカ 絶滅危惧Ⅱ類 ⑥ 111
イワキアブラガヤ 絶滅 CR 25
イワギボウシ 準絶滅危惧 239
イワシモツケ 絶滅危惧Ⅰ類 59
イワスゲ(タカネスゲ) 絶滅危惧Ⅱ類 166
イワテヤマナシ(ミチノクナシ) 未評価 305
イワネコノメソウ 絶滅危惧Ⅰ類 54
イワハタザオ 絶滅危惧Ⅱ類 128
イワヒゲ 未評価 310
イワヤシダ 絶滅危惧Ⅱ類 110
ウキガヤ 未評価 317
ウキゴケ 絶滅危惧Ⅰ類 CR+EN ① 39
ウキシバ 準絶滅危惧 243
ウキヤバネゴケ 希少 257
ウサギギク 希少 ⑱ 286
ウサギシダ 希少 266
ウスバザサ 未評価 318
ウスバスミレ 準絶滅危惧 216
ウチョウラン 絶滅危惧Ⅱ類 VU 178
ウニバヨウジョウゴケ 絶滅危惧Ⅰ類 38
ウネリヤスデゴケ 絶滅危惧Ⅱ類 102
ウミミドリ 絶滅危惧Ⅰ類 67
ウラシマツツジ 希少 275
ウラジロタデ 準絶滅危惧 197
ウラジロモミ(ダケモミ) 希少 267
ウリカワ 絶滅危惧Ⅱ類 149
ウルシハネゴケ 絶滅危惧Ⅱ類 VU 101
ウンゼンザサ 未評価 318
エゾイラクサ 準絶滅危惧 196
エゾウキヤガラ(コウキヤガラ) 絶滅危惧Ⅱ類 170
エゾウサギギク 希少 286
エゾオオバコ 準絶滅危惧 ⑬ 232
エゾコゴメグサ 未評価 314
エゾタツナミソウ 希少 281
エゾツリスゲ 絶滅危惧Ⅱ類 165
エゾノイワハタザオ 未評価 303
エゾノカワジシャ 未評価 315
エゾノコギリソウ 絶滅危惧Ⅰ類 71
エゾノヒルムシロ 絶滅危惧Ⅱ類 152
エゾノミズタデ 準絶滅危惧 198
エゾノヨツバムグラ 希少 279
エゾノレンリソウ 準絶滅危惧 212
エゾハタザオ 絶滅危惧Ⅱ類 128
エゾハリスゲ 絶滅危惧Ⅱ類 VU 167
エゾヒョウタンボク 希少 EN 283
エゾフスマ(シラオイハコベ) 準絶滅危惧 202
エゾフスマ(タチハコベ) 未評価 VU 301
エゾボウフウ 未評価 308
エゾホシクサ 希少 292
エゾミクリ 絶滅危惧Ⅱ類 ⑨ 159
エゾムラサキ 未評価 312
エゾヤハズゴケ 準絶滅危惧 190
エゾルリトラノオ 未評価 315
エチゴルリソウ 注意 ⑲ 294
エビネ 絶滅危惧Ⅱ類 VU ⑩ 171
エビラフジ 未評価 306
オオアカウキクサ 絶滅危惧Ⅰ類 VU 43
オオアカネ 未評価 312
オオアカバナ 絶滅危惧Ⅱ類 VU 141
オオアブノメ 絶滅危惧Ⅰ類 VU 70
オオイタヤメイゲツ 希少 274
オオキジノオ 絶滅危惧Ⅱ類 ⑥ 106
オオキヌタソウ 未評価 312
オオキヨズミシダ 希少 263
オオクグ 絶滅危惧Ⅱ類 VU ⑨ 166
オオクジャクシダ 希少 263
オオクボシダ 絶滅危惧Ⅱ類 112
オオケビラゴケ 未評価 298
オオサクラソウ 未評価 310


