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ハチジョウシダ（EN）………………………………… 252
ハドノキ（EN）………………………………… 272・309
ハナゼキショウ（EN）………………………………… 260
ハバヤマボクチ（EN）………………………………… 296
ハマウツボ（EN）……………………………………… 292
ハマオモト（EN）
……………………………………… 260
ハマカンゾウ（NT）
…………………………………… 258
ハマクワガタ（EN）…………………………………… 292
ハマサジ（VU）… …………………………………… 286
ハマセンダン（NT）…………………………………… 280
ハマナツメ（CR）……………………………………… 282
ハマニガナ（EN）……………………………………… 296
ハマビシ（CR）………………………………………… 280
ハマボウ（NT）………………………………… 282・320
ハママツナ（EN）……………………………………… 274
ハルザキヤツシロラン（EN）………………… 268・309
ハルニレ（EN）………………………………………… 272
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VU：絶滅危惧Ⅱ類

NT：準絶滅危惧

DD：情報不足
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ヒ
ヒキノカサ（EX）……………………………………… 276
ヒキヨモギ（EN）……………………………………… 292
ヒコサンヒメシャラ（CR）…………………………… 276
ヒツジグサ（NT）……………………………………… 276
ヒトツバハギ（CR）…………………………………… 280
ヒトツボクロ（EN）…………………………………… 272
ヒトリシズカ（NT）…………………………………… 276
ヒナチドリ（CR）……………………………………… 270
ヒナノカンザシ（EX）………………………………… 280
ヒナノシャクジョウ（VU）… ……………………… 260
ヒナラン（EN）………………………………………… 266
ヒメイワカガミ（VU）… …………………………… 284
ヒメウラジロ（CR）…………………………………… 252
ヒメカンガレイ（EN）………………………………… 266
ヒメコウモリソウ（CR）……………………………… 294
ヒメコヌカグサ（NT）………………………………… 260
ヒメシャガ（EN）……………………………………… 260
ヒメシロアサザ（EN）………………………… 286・312
ヒメスゲ（CR）………………………………………… 264
ヒメナエ（CR）………………………………………… 286
ヒメナミキ（EN）……………………………………… 290
ヒメニラ（CR）………………………………………… 258
ヒメノハギ（EX）……………………………………… 280
ヒメノボタン（CR）…………………………… 282・304
ヒメハッカ（CR）……………………………………… 290
ヒメハマナデシコ（CR）……………………………… 274
ヒメヒゴタイ（EN）…………………………………… 296
ヒメビシ（EN）………………………………………… 282
ヒメフタバラン（EN）………………………………… 270
ヒメミクリ（EN）……………………………………… 262
ヒメムカゴシダ（CR）………………………………… 250
ヒメユリ（CR）………………………………………… 260
ヒモヅル（EX）………………………………… 250・300
ヒモラン（CR）………………………………………… 250
ビャクシン（イブキ）
（NT）………………………… 256
ビロードキビ（NT）…………………………………… 262
ヒロハアツイタ（EN）………………………………… 252
ヒロハコンロンカ（VU）… ………………………… 288
ヒロハテイショウソウ（EN）………………………… 294
ヒロハドウダンツツジ（EN）………………………… 284
ヒロハノコギリシダ（CR）…………………………… 254
ヒロハノハネガヤ（EN）……………………………… 262
ヒロハヒメウラボシ（CR）…………………………… 256

フ
フウラン（VU）… ……………………………………
フクジュソウ（EN）……………………………………
フクド（EN）……………………………………………
フサタヌキモ（EX）……………………………………

270
274
294
292

EX：絶滅

CR：絶滅危惧ⅠＡ類

EN：絶滅危惧ⅠＢ類

CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類

VU：絶滅危惧Ⅱ類

NT：準絶滅危惧

DD：情報不足

SI：学術的重要

フサモ（NT）…………………………………………… 284

ミギワトダシバ（NT）………………………………… 262

フジキ（CR）…………………………………………… 280

ミクリガヤ（CR）……………………………………… 266

フナバラソウ（VU）… ……………………………… 286

ミコシガヤ（CR）……………………………………… 264

ヘ
ヘゴ（CR）……………………………………… 250・300
ベニシュスラン（EN）………………………………… 268
ベンケイヤワラスゲ（CR）…………………………… 264

ホ
ボウラン（CR）………………………………………… 270
ホザキノミミカキグサ（EN）………………………… 292
ホソバショリマ（CR）………………………………… 254
ホソバシロスミレ（EN）……………………… 282・312
ホソバニガナ（CR）…………………………………… 294
ホソバノギク（EN）
…………………………… 294・313
ホソバノヤマハハコ（NT）…………………………… 294
ホソバノロクオンソウ（CR）………………………… 286
ホソバヒメトラノオ（CR）…………………… 290・305
ボタンボウフウ（CR）
………………………………… 284
ホツツジ（VU）
… …………………………………… 284
ホロテンナンショウ（CR）…………………………… 262
ホングウシダ（VU）… ……………………………… 252
ホンゴウソウ（EN）…………………………………… 258

マ
マイヅルソウ（CR）
…………………………………… 260
マキエハギ（NT）………………………………………
マダイオウ（CR）………………………………………
マツバニンジン（EN）…………………………………
マツバラン（VU）
… …………………………………
マツムシソウ（EN）……………………………………
マツラン（CR）…………………………………………
マネキグサ（VU）… …………………………………
マメヅタラン（VU）… ………………………………
マヤラン（CR）…………………………………………
マルバサンキライ（VU）… …………………………
マルバダケブキ（CR）
…………………………………
マルバチシャノキ（NT）………………………………
マルバノサワトウガラシ（EN）………………………
マルバハダカホオズキ（CR）…………………………
マルミスブタ（EN）
……………………………………
マンサク（NT）
…………………………………………

280
274
280
250
292
270
288
266
268
260
296
288
290
290
256
278

ミ

ミシマサイコ（CR）……………………………………
ミズアオイ（EX）………………………………………
ミズオオバコ（NT）……………………………………
ミズキカシグサ（CR）…………………………………
ミズタガラシ（VU）… ………………………………
ミズトンボ（VU）… …………………………………
ミズニラ（NT）…………………………………………
ミズネコノオ（NT）……………………………………
ミズマツバ（NT）………………………………………
ミスミイ（CR）…………………………………………
ミスミソウ（EN）………………………………………
ミズワラビ（VU）… …………………………………
ミゾコウジュ（VU）… ………………………………
ミゾシダモドキ（EN）…………………………………
ミチシバ（CR）…………………………………………
ミツバコンロンソウ（EN）……………………………
ミツバトリカブト（CR）………………………………
ミツバベンケイソウ（EN）……………………………
ミドリカナワラビ（VU）… …………………………
ミドリワラビ（CR）……………………………………
ミミカキグサ（VU）… ………………………………
ミヤコアザミ（EN）……………………………………
ミヤコミズ（VU）… …………………………………
ミヤマウコギ（EN）……………………………………
ミヤマコナスビ（NT）…………………………………
ミヤマジュズスゲ（EN）………………………………
ミヤマツチトリモチ（EN）……………………………
ミヤマトベラ（VU）… ………………………………
ミヤマナミキ（VU）… ………………………………
ミヤマハコベ（VU）… ………………………………
ミヤマムギラン（VU）… ……………………………
ミヤマメシダ（EX）……………………………………
ミヤマヨメナ（VU）… ………………………………
ミヤマワラビ（EX）……………………………………

284
260
256
282
278
268
250
288
282
264
276
252
290
254
262
278
274
278
254
254
292
296
272
284
286
264
272
280
290
274
266
254
296
254

ム
ムカゴサイシン（CR）…………………………………
ムカゴソウ（CR）………………………………………
ムカゴツヅリ（EN）……………………………………
ムカゴトンボ（CR）……………………………………
ムカゴニンジン（VU）… ……………………………
ムカデラン（CR）………………………………………
ムギガラガヤツリ（EX）………………………………
ムギラン（VU）… ……………………………………
ムヨウラン（EN）………………………………………
ムラサキ（EX）…………………………………………
ムラサキセンブリ（VU）… …………………………
ムラサキベニシダ（EN）………………………………

270
268
262
268
284
272
264
266
268
288
286
254

ミカワタヌキモ（イトタヌキモ）（EN）…………… 292
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EX：絶滅

CR：絶滅危惧ⅠＡ類

EN：絶滅危惧ⅠＢ類

CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類

メ

モ

DD：情報不足

SI：学術的重要

ヨウラクラン（EN）…………………………………… 270
ヨコグラノキ（CR）…………………………………… 282
ヨツバヒヨドリ（EN）………………………………… 294

ラ
276
272
294
262
284

ヤ
ヤガミスゲ（CR）……………………………………… 264
ヤクシマアカシュスラン（CR）……………… 268・302
ヤクシマウラボシ（CR）……………………………… 256
ヤクシマホウビシダ（EN）…………………………… 252
ヤシャビシャク（EN）………………………………… 278
ヤナギスブタ（NT）…………………………………… 256
ヤナギヌカボ（EN）…………………………………… 272
ヤブサンザシ（EN）…………………………………… 278
ヤマオダマキ（VU）… ……………………………… 274
ヤマカシュウ（NT）…………………………………… 260
ヤマサギソウ（EN）…………………………………… 270
ヤマジソ（EN）………………………………………… 290
ヤマシャクヤク（EN）………………………………… 276
ヤマソテツ（EX）……………………………………… 250
ヤマタツナミソウ（EN）……………………………… 290
ヤマトウミヒルモ（EN）……………………………… 256
ヤマトキソウ（EN）…………………………………… 270
ヤマトグサ（EN）……………………………………… 284
ヤマトミクリ（EN）…………………………… 262・308
ヤマドリゼンマイ（EN）……………………………… 250
ヤマナシ（NT）………………………………………… 278
ヤマホオズキ（VU）… ……………………………… 290
ヤリテンツキ（EN）
…………………………………… 266
ヤワラハチジョウシダ（VU）… …………………… 252

ユ
ユウコクラン（CR）
…………………………………… 270
ユウスゲ（EN）………………………………………… 258
ユキモチソウ（CR）…………………………………… 262
ユキワリイチゲ（VU）… …………………………… 274
ユクノキ（NT）………………………………………… 280
ユノミネシダ（EN）…………………………… 250・306
ユリワサビ（EN）
……………………………………… 278
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NT：準絶滅危惧

ヨ

メグスリノキ（CR）
…………………………………… 280
メジロホオズキ（VU）… …………………………… 290
メヤブソテツ（EN）…………………………………… 254

モウセンゴケ（EN）……………………………………
モミラン（CR）…………………………………………
モリアザミ（EN）………………………………………
モロコシガヤ（VU）
… ………………………………
モロコシソウ（VU）… ………………………………

VU：絶滅危惧Ⅱ類

ラショウモンカズラ（VU）… ……………………… 288

リ
リュウキュウコケシノブ（CR）……………………… 250
リュウノヒゲモ（EN）………………………… 258・307
リュウビンタイ（EN）………………………… 250・305

ル
ルイヨウショウマ（VU）… ………………………… 274
ルイヨウボタン（EN）………………………………… 276
ルリハコベ（VU）… ………………………………… 284

レ
レンゲツツジ（EN）…………………………………… 284
レンリソウ（CR）……………………………………… 280

ワ
ワチガイソウ（EN）…………………………………… 274

1：良好

●植物群落

2：やや良

3：不良

4：劣悪

カ
ア

阿尾の湿地植生（2）… ………………………………
阿須賀神社のスダジイ林（2）… ……………………
安宅八幡神社のコジイ林（2）… ……………………
蟻島のタブノキ林（1）… ……………………………
有田川河口の湿地植生（3）… ………………………
有田川町沼田のため池群（1）… ……………………

350
356
352
348
348
346

イ
稲積島の自然林（1）… ……………………………… 352

ウ

346
352
354
350
354
350
350
346
346
352
350
348
346
350

キ

宇賀部神社のコジイ林（1）… ……………………… 346
宇久井半島の海岸植生（2）… ……………………… 356
浦神半島のウバメガシ林（1）… …………………… 354

エ
江須崎の自然林（2）… ……………………………… 352
衣奈八幡神社のスダジイ林（2）… ………………… 348
煙樹ヶ浜の松林（3）… ……………………………… 350

紀伊風土記の丘のコナラ林（2）… …………………
紀の川河口の湿地植生（3）… ………………………
紀の川市貴志川町のため池群（3）… ………………
京都大学和歌山研究林の自然林（2）… ……………
切目川河口のハマボウ群落（2）… …………………
切目神社の社寺林（1）… ……………………………

346
346
346
348
350
350

ク
久嶋（孔島）鈴島植物群落（1）… ………………… 356
串本町田原地区の水田・湿地（2）… ……………… 354

オ
生石山の草地植生（2）… ……………………………
大雲取山のアカガシ林（1）… ………………………
大倉畑山のウラジロガシ林（1）… …………………
大島のハドノキ群落（2）… …………………………
大島のマテバシイ群落（2）… ………………………
大杉谷・黒蔵谷の自然林（1）… ……………………
太田川河口の湿地植生（1）… ………………………
大塔山の自然林（1）
… ………………………………
大年神社のホルトノキ林（1）… ……………………
岡川八幡のコジイ林（1）… …………………………
沖ノ黒島の自然林（1）… ……………………………
奥の院の大杉林（1）
… ………………………………
尾崎神社の社寺林（1）… ……………………………
御滝神社の社寺林（2）… ……………………………
小殿神社のイスノキ林（2）… ………………………

角間木谷のツガ林（4）… ……………………………
笠塔山の自然林（1）… ………………………………
重畳山のスダジイ林（1）… …………………………
笠甫の湿地植生（1）… ………………………………
樫野海岸のスダジイ林（1）… ………………………
神島の自然林（2）… …………………………………
鹿島のタブノキ林（2）… ……………………………
春日神社のコジイ林（1）… …………………………
春日神社のコジイ林（1）… …………………………
春日神社の社寺林（1）… ……………………………
上阿田木神社のスギ林（2）… ………………………
亀谷の自然林（1）… …………………………………
加茂神社のコジイ林（1）… …………………………
川又観音の社寺林（1）… ……………………………

348
356
356
354
354
352
354
352
346
350
352
346
354
350
350

黒沢山沼池の湿地及び蛇紋岩地植生（1）… ……… 346
九龍島の自然林（2）… ……………………………… 354
黒島の暖地性植物群落（2）… ……………………… 348

コ
高野山の学術参考保護林（1）… ……………………
高野山のコウヤマキ林（1）… ………………………
高野山のツガ林（1）… ………………………………
古座川峡の岩上・岩隙植生（2）… …………………
河立の湿地植生（1）… ………………………………
琴ノ滝の自然林（3）… ………………………………
御坊市・日高郡・田辺市のため池群（3）… ………
護摩壇山の自然林（3）… ……………………………
御霊神社のイヌマキ林（1）… ………………………

346
346
346
354
354
352
350
348
348

サ
坂泰山の自然林（1）… ……………………………… 352
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5：壊滅

1：良好

2：やや良

3：不良

4：劣悪

5：壊滅

里野八幡神社社寺林（1）… ………………………… 354
三所神社の社寺林（1）… …………………………… 350

天王神社の社寺林（1）… …………………………… 346

シ
潮岬・紀伊大島の海岸植生（1）… …………………
四ノ谷の自然林（1）… ………………………………
嶋津の森のコジイ林（1）… …………………………
下里の池の谷湿地植生（1）… ………………………
将軍山・大森山の自然林（1）… ……………………
生石神社の社寺林（2）… ……………………………
白浜のミズゴケ群落（4）… …………………………
白馬山のブナ林（1）… ………………………………
白見山国有林の自然林（1）… ………………………
白見山民有林の自然林（2）… ………………………
新宮藺ノ沢の浮島植物群落（1）… …………………

354
356
356
354
352
348
350
348
356
356
356

ス
須佐神社のコジイ林（3）… ………………………… 350
住吉神社の社寺林（2）… …………………………… 350

静閑瀞の崖地植生（1）… …………………………… 356
西部海岸域のアコウ個体群（3）… ………………… 348

タ

友ヶ島の自然林（2）… ……………………………… 346
友ヶ島の深蛇池湿地帯植物群落（2）… …………… 346
瀞八丁のコジイ林（1）… …………………………… 356

ナ
中下番のシマユキカズラ群落（1）… ………………
那智原始林・那智山国有林の自然林（1）… ………
那智山旧参道の杉並木（2）… ………………………
夏山の湿地植生（1）… ………………………………
成見川の自然林（1）… ………………………………

356
354
356
354
354

ニ

ハ
畑峰地蔵社のウバメガシ林（2）… ………………… 350
果無山脈の自然林（2）… …………………………… 352

354
354
348
350
356
348
348
348

チ
千穂ヶ峯の自然林（1）… …………………………… 356
長保寺の社寺林（1）… ……………………………… 346

ツ
通夜島のスダジイ林（2）… ………………………… 354

436

ト

西ノ河の自然林（1）… ……………………………… 348
日神社のコジイ林（1）… …………………………… 350
日前宮の社寺林（1）… ……………………………… 346

セ

太地海岸のスダジイ林（1）… ………………………
太地のリュウビンタイ群落（2）… …………………
鷹島のスダジイ林（2）… ……………………………
高瀬川河口のハマボウ群落（1）… …………………
高田のトガサワラ林（1）… …………………………
立石の石灰岩地植生（1）… …………………………
立神社の社寺林（1）… ………………………………
田殿丹生神社のコジイ林（1）… ……………………

テ

ヒ
東ノ川の自然林（2）… ……………………………… 352
日高川河口の湿地植生（1）… ……………………… 350
日ノ山のウバメガシ林（2）… ……………………… 350

フ
船岡山のコジイ林（3）… …………………………… 346
伏羊のシリブカガシ林（4）… ……………………… 348

ヘ
平治ノ滝の崖地植生（1）… ………………………… 356

1：良好

ホ

2：やや良

3：不良

4：劣悪

ワ

法師山の自然林（1）… ……………………………… 352

マ

若藪山のブナ林（2）… ……………………………… 348
和歌山城の自然林（2）… …………………………… 346
和田川峡の崖地植生（1）… ………………………… 356

松原王子神社の社寺林（2）… ……………………… 350
真妻神社のコジイ林（1）… ………………………… 350
摩尼山の自然林（2）… ……………………………… 346

ミ
三里神社のコジイ林（1）… …………………………
水上の自然林（2）… …………………………………
皆地の湿地植生（3）… ………………………………
宮崎ノ鼻の海岸植生（1）… …………………………
苗我島のスダジイ林（3）… …………………………
箕六弁財天社のアカガシ林（3）… …………………

356
352
356
348
354
348

ヤ
八坂神社のコジイ林（1）… …………………………
安川のヒノキ・コウヤマキ林（2）… ………………
八尺鏡野の湿地植生（1）… …………………………
矢立の墓地林（2）… …………………………………

354
352
354
346

ユ
ゆかし潟の塩生湿地植生（1）… …………………… 354

ヨ
要害森山のトガサワラ林（1）… …………………… 352
楊柳山の自然林（1）… ……………………………… 346

リ
龍王神社の社寺林（2）… …………………………… 350
龍門山の蛇紋岩地植生（2）… ……………………… 346

レ
霊厳寺山の石灰岩地植生（1）… …………………… 348
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5：壊滅

A：国際的に貴重なもの

B：全国的に貴重なもの

C：和歌山県として貴重なもの

●地形・地質

烏帽子山（Ｃ）………………………………………… 372
衛門嘉門の滝（Ｄ）…………………………………… 386
円月島（高嶋）
（Ｂ）………………………………… 372

ア
相須ケ淵（Ｄ）
… ………………………………………
阿尾湿地（Ｃ）
… ………………………………………
粟生の巌（Ｄ）
… ………………………………………
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