
別表１　郷土樹種一覧表(和歌山県に生育記録がある樹種）

番号 科名 種名 備考 番号 科名 種名 備考

1 キク科　 コウヤボウキ 45 モクセイ科 シオジ

2 キク科　 ナガバノコウヤボウキ 46 エゴノキ科 アサガラ

3 スイカズラ科 ツクバネウツギ類 47 エゴノキ科 オオバアサガラ

4 スイカズラ科 ヤブウツギ 48 エゴノキ科 エゴノキ

5 スイカズラ科 スイカズラ 49 エゴノキ科 ハクウンボク

6 スイカズラ科 ハマニンドウ 50 エゴノキ科 コハクウンボク

7 スイカズラ科 ウスバヒョウタンボク 51 ハイノキ科 シロバイ

8 スイカズラ科 ヤマウグイスカグラ 52 ハイノキ科 ミミズバイ

9 スイカズラ科 ニワトコ 53 ハイノキ科 ハイノキ

10 スイカズラ科 オオカメノキ 54 ハイノキ科 クロバイ

11 スイカズラ科 ガマズミ 55 ハイノキ科 カンザブロウノキ

12 スイカズラ科 ミヤマガマズミ 56 ハイノキ科 サワフタギ

13 スイカズラ科 コバノガマズミ 57 ハイノキ科 タンナサワフタギ

14 スイカズラ科 オトコヨウゾメ 58 カキノキ科 ヤマガキ

15 スイカズラ科 ゴマギ 59 カキノキ科 シナノガキ

16 スイカズラ科 ヤマシグレ 60 カキノキ科 トキワガキ

17 スイカズラ科 コヤブデマリ 61 ヤブコウジ科 マンリョウ

18 アカネ科 アリドオシ 62 ヤブコウジ科 カラタチバナ

19 アカネ科 ジュズネノキ 63 ヤブコウジ科 ヤブコウジ

20 アカネ科 ルリミノキ 64 ヤブコウジ科 ツルコウジ

21 アカネ科 シチョウゲ 65 ヤブコウジ科 イズセンリョウ

22 アカネ科 ツルアリドウシ 66 ヤブコウジ科 タイミンタチバナ

23 アカネ科 ヒロハコンロンカ 67 ツツジ科 コアブラツツジ

24 アカネ科 ミサオノキ 68 ツツジ科 サラサドウダン

25 アカネ科 カギカズラ 69 ツツジ科 カイナンサラサドウダン

26 クマツヅラ科 ムラサキシキブ 70 ツツジ科 ベニドウダン

27 クマツヅラ科 トサムラサキ 71 ツツジ科 シロドウダン

28 クマツヅラ科 コムラサキ 72 ツツジ科 イワナンテン

29 クマツヅラ科 ヤブムラサキ 73 ツツジ科 ウスギヨウラク

30 クマツヅラ科 クサギ 74 ツツジ科 アクシバ

31 クマツヅラ科 ハマクサギ 75 ツツジ科 アセビ

32 キョウチクトウ科 サカキカズラ 76 ツツジ科 ネジキ

33 キョウチクトウ科 テイカカズラ 77 ツツジ科 ホツツジ

34 キョウチクトウ科 チョウジカズラ 78 ツツジ科 レンゲツツジ

35 マチン科 フジウツギ 79 ツツジ科 ホンシャクナゲ

36 マチン科 ホウライカズラ 80 ツツジ科 ヤマツツジ

37 モクセイ科 マルバアオダモ 81 ツツジ科 ヒカゲツツジ

38 モクセイ科 アオダモ 82 ツツジ科 サツキ

39 モクセイ科 ケアオダモ 83 ツツジ科 モチツツジ

40 モクセイ科 ネズミモチ 84 ツツジ科 フジツツジ(メンツツジ)

41 モクセイ科 イボタノキ 85 ツツジ科 アケボノツツジ

42 モクセイ科 オオバイボタ 86 ツツジ科 コバノミツバツツジ

43 モクセイ科 ミヤマイボタ 87 ツツジ科 ミツバツツジ

44 モクセイ科 ヒイラギ 88 ツツジ科 トサノミツバツツジ

※　逸出種、変種、品種の中には記載しなかった樹種もある
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別表１　郷土樹種一覧表(和歌山県に生育記録がある樹種）

番号 科名 種名 備考 番号 科名 種名 備考

89 ツツジ科 オンツツジ 133 ツバキ科 ヤブツバキ

90 ツツジ科 ウンゼンツツジ 134 ツバキ科 サカキ

91 ツツジ科 シロバナウンゼンツツジ 135 ツバキ科 ヒサカキ

92 ツツジ科 バイカツツジ 136 ツバキ科 ハマヒサカキ

93 ツツジ科 ゴヨウツツジ 137 ツバキ科 ナツツバキ

94 ツツジ科 スノキ 138 ツバキ科 ヒメシャラ

95 ツツジ科 ウスノキ 139 ツバキ科 モッコク

96 ツツジ科 シャシャンボ 140 マタタビ科 サルナシ

97 ツツジ科 ナツハゼ 141 マタタビ科 シマサルナシ

98 ツツジ科 イワナシ 142 マタタビ科 マタタビ

99 リョウブ科 リョウブ 143 マタタビ科 ウラジロマタタビ

100 ミズキ科 アオキ 144 アオイ科 ハマボウ

101 ミズキ科 クマノミズキ 145 シナノキ科 シナノキ

102 ミズキ科 ミズキ 146 ホルトノキ科 ホルトノキ

103 ミズキ科 ヤマボウシ 147 ホルトノキ科 コバンモチ

104 ミズキ科 ハナイカダ 148 ブドウ科 ノブドウ

105 ウコギ科 ヤマウコギ（ウコギ） 149 ブドウ科 ウドカズラ

106 ウコギ科 ケヤマウコギ 150 ブドウ科 ツタ（ナツヅタ）

107 ウコギ科 ミヤマウコギ 151 ブドウ科 ヤマブドウ

108 ウコギ科 ヒメウコギ 移入種(薬用） 152 ブドウ科 サンカクヅル

109 ウコギ科 タラノキ 153 ブドウ科 アマヅル

110 ウコギ科 ヤツデ 154 ブドウ科 エビヅル

111 ウコギ科 カクレミノ 155 クロウメモドキ科 クマヤナギ

112 ウコギ科 キヅタ 156 クロウメモドキ科 オオクマヤナギ

113 ウコギ科 タカノツメ 157 クロウメモドキ科 ケケンポナシ

114 ウコギ科 コシアブラ 158 クロウメモドキ科 ハマナツメ

115 ウコギ科 ハリギリ 159 クロウメモドキ科 イソノキ

116 ウリノキ科 ウリノキ 160 クロウメモドキ科 クロウメモドキ

117 グミ科 アキグミ 161 クロウメモドキ科 クロカンバ

118 グミ科 コウヤグミ 162 クロウメモドキ科 ヨコグラノキ

119 グミ科 ツルグミ 163 アワブキ科 アワブキ

120 グミ科 ナワシログミ 164 アワブキ科 ヤマビワ

121 グミ科 アリマグミ 165 アワブキ科 ミヤマハハソ

122 グミ科 マルバグミ（オオバグミ） 166 ムクロジ科 ムクロジ

123 グミ科 カツラギグミ 167 トチノキ科 トチノキ

124 ジンチョウゲ科 コショウノキ 168 カエデ科 チドリノキ

125 ジンチョウゲ科 ガンピ 169 カエデ科 ウリカエデ

126 ジンチョウゲ科 コガンピ 170 カエデ科 コハウチワカエデ

127 ジンチョウゲ科 キガンピ 171 カエデ科 コミネカエデ

128 ジンチョウゲ科 オニシバリ 172 カエデ科 メグスリノキ

129 キブシ科 キブシ 173 カエデ科 イロハモミジ

130 キブシ科 ハチジョウキブシ 174 カエデ科 オオモミジ

131 イイギリ科 イイギリ 175 カエデ科 イタヤカエデ

132 イイギリ科 クスドイゲ 176 カエデ科 オニイタヤ

※　逸出種、変種、品種の中には記載しなかった樹種もある
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番号 科名 種名 備考 番号 科名 種名 備考

177 カエデ科 ウリハダカエデ 221 ミカン科 イヌザンショウ

178 カエデ科 オオイタヤメイゲツ 222 ミカン科 コクサギ

179 カエデ科 カジカエデ 223 ミカン科 キハダ

180 カエデ科 ヒナウチワカエデ 224 ミカン科 ミヤマシキミ

181 カエデ科 ミツデカエデ 225 ミカン科 サンショウ

182 ミツバウツギ科 ミツバウツギ 226 ミカン科 フユザンショウ

183 ミツバウツギ科 ゴンズイ 227 ミカン科 ハマセンダン

184 ニシキギ科 ツルウメモドキ 228 マメ科 ネムノキ

185 ニシキギ科 マサキ 229 マメ科 ユクノキ

186 ニシキギ科 ツルマサキ 230 マメ科 フジキ

187 ニシキギ科 サワダツ 231 マメ科 ミヤマトベラ

188 ニシキギ科 ツリバナ 232 マメ科 サイカチ

189 ニシキギ科 マユミ 233 マメ科 ニワフジ

190 ニシキギ科 ニシキギ 234 マメ科 フジ

191 ニシキギ科 コマユミ 235 マメ科 ヤマフジ

192 モチノキ科 イヌツゲ 236 マメ科 ニシキハギ

193 モチノキ科 アオハダ 237 マメ科 ヤマハギ

194 モチノキ科 ツゲモチ 238 マメ科 ツクシハギ

195 モチノキ科 モチノキ 239 マメ科 キハギ

196 モチノキ科 タラヨウ 240 マメ科 マルバハギ

197 モチノキ科 タマミズキ 241 マメ科 シマエンジュ

198 モチノキ科 ナナミノキ 242 マメ科 ケハネミイヌエンジュ

199 モチノキ科 ソヨゴ 243 マメ科 ナツフジ

200 モチノキ科 クロガネモチ 244 バラ科 ザイフリボク

201 モチノキ科 ウメモドキ 245 バラ科 ヤマブキ

202 モチノキ科 クロソヨゴ 246 バラ科 ズミ

203 ツゲ科 ツゲ 247 バラ科 オオウラジロノキ

204 ウルシ科 ヌルデ 248 バラ科 ウラジロノキ

205 ウルシ科 ハゼノキ 移入種(木蝋採取） 249 バラ科 カナメモチ

206 ウルシ科 ヤマハゼ 250 バラ科 カマツカ

207 ウルシ科 ツタウルシ 251 バラ科 ヤマナシ

208 ウルシ科 ヤマウルシ 252 バラ科 アズキナシ

209 ウルシ科 ウルシ 移入種(ウルシ採取） 253 バラ科 ヤマザクラ

210 トウダイグサ科 シナアブラギリ 移入種(油紙用油採取） 254 バラ科 カスミザクラ

211 トウダイグサ科 ユズリハ 255 バラ科 エドヒガン

212 トウダイグサ科 ヒメユズリハ 256 バラ科 イヌザクラ

213 トウダイグサ科 カンコノキ 257 バラ科 ウワミズザクラ

214 トウダイグサ科 アカメガシワ 258 バラ科 バクチノキ

215 トウダイグサ科 コバンノキ 259 バラ科 リンボク

216 トウダイグサ科 シラキ 260 バラ科 マルバシャリンバイ

217 ニガキ科 ニガキ 261 バラ科 ノイバラ

218 センダン科 センダン 262 バラ科 テリハノイバラ

219 ミカン科 タチバナ 263 バラ科 ミヤコイバラ

220 ミカン科 カラスザンショウ 264 バラ科 ニオイイバラ

※　逸出種、変種、品種の中には記載しなかった樹種もある
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番号 科名 種名 備考 番号 科名 種名 備考

265 バラ科 ヤマイバラ 309 クスノキ科 ヒメクロモジ

266 バラ科 モリイバラ 310 クスノキ科 ウスゲクロモジ

267 バラ科 フユイチゴ 311 クスノキ科 ホソバタブ

268 バラ科 オオフユイチゴ 312 クスノキ科 タブノキ

269 バラ科 ハスノハイチゴ 313 クスノキ科 イヌガシ

270 バラ科 ホウロクイチゴ 314 クスノキ科 シロダモ

271 バラ科 コバノフユイチゴ 315 モクレン科 ホウノキ

272 バラ科 ミヤマフユイチゴ 316 モクレン科 タムシバ

273 バラ科 ナワシロイチゴ 317 モクレン科 オガタマノキ

274 バラ科 エビガライチゴ 318 シキミ科 シキミ

275 バラ科 クマイチゴ 319 マツブサ科 マツブサ

276 バラ科 ニガイチゴ 320 マツブサ科 サネカズラ

277 バラ科 ナガバモミジイチゴ 321 ツヅラフジ科 アオツヅラフジ

278 バラ科 ハチジョウイチゴ 322 ツヅラフジ科 ツヅラフジ

279 バラ科 バライチゴ 323 ツヅラフジ科 コウモリカズラ

280 バラ科 ヒメバライチゴ 324 ツヅラフジ科 ハスノハカズラ

281 マンサク科 マンサク 325 フサザクラ科 フサザクラ

282 マンサク科 イスノキ 326 アケビ科 アケビ

283 マンサク科 コウヤミズキ 327 アケビ科 ミツバアケビ

284 トベラ科 トベラ 328 アケビ科 ムベ

285 ユキノシタ科 ウツギ 329 アケビ科 ゴヨウアケビ

286 ユキノシタ科 ウラジロウツギ 330 カツラ科 カツラ

287 ユキノシタ科 マルバウツギ 331 ヤマグルマ科 ヤマグルマ

288 ユキノシタ科 ヒメウツギ 332 メギ科 メギ

289 ユキノシタ科 コアジサイ 333 メギ科 ナンテン

290 ユキノシタ科 ヤマアジサイ 334 ヤドリギ科 ヤドリギ 植樹不能(半寄生）

291 ユキノシタ科 ガクウツギ 335 ヤドリギ科 オオバヤドリギ 植樹不能(半寄生）

292 ユキノシタ科 コガクウツギ 336 ヤドリギ科 ヒノキバヤドリギ 植樹不能(半寄生）

293 ユキノシタ科 ズイナ 337 ヤドリギ科 マツグミ 植樹不能(半寄生）

294 ユキノシタ科 バイカウツギ 338 ヤマモガシ科 ヤマモガシ

295 ユキノシタ科 ヤシャビシャク 着生：植樹不能 339 イラクサ科 ハドノキ

296 ユキノシタ科 ヤブサンザシ 340 イラクサ科 コアカソ

297 ユキノシタ科 イワガラミ 341 イラクサ科 ヤナギイチゴ

298 ユキノシタ科 シマユキカズラ 342 クワ科 ヒメコウゾ

299 クスノキ科 バリバリノキ 343 クワ科 コウゾ

300 クスノキ科 カゴノキ 344 クワ科 カジノキ 移入種（和紙原料）

301 クスノキ科 クスノキ 史前帰化 345 クワ科 イヌビワ

302 クスノキ科 ヤブニッケイ 346 クワ科 ヒメイタビ

303 クスノキ科 ヤマコウバシ 347 クワ科 イタビカズラ

304 クスノキ科 ダンコウバイ 348 クワ科 オオイタビ

305 クスノキ科 シロモジ 349 クワ科 アコウ 移入種（防風垣）

306 クスノキ科 アブラチャン 350 クワ科 ヤマグワ

307 クスノキ科 テンダイウヤク 史前帰化 351 クワ科 ケグワ

308 クスノキ科 カナクギノキ 352 ニレ科 ムクノキ

※　逸出種、変種、品種の中には記載しなかった樹種もある
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353 ニレ科 エノキ 397 ヤナギ科 オノエヤナギ

354 ニレ科 エゾエノキ 398 ヤナギ科 サイコクキツネヤナギ

355 ニレ科 コバノチョウセンエノキ 399 ヤナギ科 イヌコリヤナギ

356 ニレ科 ハルニレ 400 ヤナギ科 コリヤナギ

357 ニレ科 アキニレ 401 ヤナギ科 ジャヤナギ

358 ニレ科 ケヤキ 402 ヤナギ科 ヤマヤナギ

359 ブナ科 クリ 403 ヤナギ科 カワヤナギ

360 ブナ科 ブナ 404 ヤナギ科 ネコヤナギ

361 ブナ科 イヌブナ 405 ヤナギ科 アカメヤナギ

362 ブナ科 シリブカガシ 406 ヤナギ科 コゴメヤナギ

363 ブナ科 アラカシ 407 ヤナギ科 タチヤナギ

364 ブナ科 シラカシ 408 ヤナギ科 ヤマナラシ

365 ブナ科 アカガシ 409 センリョウ科 センリョウ

366 ブナ科 ツクバネガシ 410 コショウ科 フウトウカズラ

367 ブナ科 イチイガシ 411 ユリ科 サルトリイバラ

368 ブナ科 ウラジロガシ 412 ユリ科 ヤマカシュウ

369 ブナ科 ウバメガシ 413 ユリ科 サルマメ

370 ブナ科 クヌギ 414 ユリ科 マルバサンキライ

371 ブナ科 アベマキ 415 ヤシ科 シュロ 移入種(シュロ縄）

372 ブナ科 コナラ 416 コウヤマキ科 コウヤマキ

373 ブナ科 ミズナラ 417 ヒノキ科 イブキ

374 ブナ科 カシワ 418 ヒノキ科 ネズ

375 ブナ科 ナラガシワ 419 ヒノキ科 ヒノキ

376 ブナ科 ツブラジイ 420 ヒノキ科 スギ

377 ブナ科 スダジイ 421 マキ科 ナギ 移入種（信仰）

378 カバノキ科 ハンノキ 422 マツ科 アカマツ

379 カバノキ科 カワラハンノキ 423 マツ科 クロマツ

380 カバノキ科 ケヤマハンノキ 移入種（治山用） 424 マツ科 ヒメコマツ

381 カバノキ科 ヒメヤシャブシ 移入種（治山用） 425 マツ科 ツガ

382 カバノキ科 オオバヤシャブシ 移入種（治山用） 426 マツ科 トガサワラ

383 カバノキ科 ミズメ 427 マツ科 モミ

384 カバノキ科 アサダ 428 マキ科 イヌマキ

385 カバノキ科 クマシデ 429 イヌガヤ科 イヌガヤ

386 カバノキ科 イヌシデ 430 イチイ科 カヤ

387 カバノキ科 ツノハシバミ

388 カバノキ科 ハシバミ

389 クルミ科 オニグルミ

390 クルミ科 サワグルミ

391 クルミ科 ノグルミ

392 ヤマモモ科 ヤマモモ

393 ヤナギ科 ヨシノヤナギ

394 ヤナギ科 オオタチヤナギ

395 ヤナギ科 バッコヤナギ

396 ヤナギ科 キヌヤナギ

※　逸出種、変種、品種の中には記載しなかった樹種もある
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