
和歌山県レッドリスト（素案） 植物群落

【植物群落】 項目名（整理No.　植物群落名　市町村名　植生のタイプ　植生の種類　選定基準）

カテゴリー１ [75]
1 大年神社のホルトノキ林 和歌山市 常緑広葉樹林 ホルトノキ群落 E

2 日前宮の社寺林 和歌山市 常緑広葉樹林 ホルトノキ群落 E

3 春日神社のコジイ林 紀の川市 常緑広葉樹林 コジイ群落 E

4 天王神社の社寺林 橋本市 常緑広葉樹林 コジイ群落 E

5 楊柳山の自然林 高野町 落葉広葉樹林 ブナ群落 A

6 奥の院の大杉林 高野町 針葉樹林 スギ群落 F

7
高野山コウヤマキ希少個
体群保護林

高野町 針葉樹林 コウヤマキ群落 H

8 高野山のツガ林 高野町 針葉樹林 ツガ群落 A

9 高野山のコウヤマキ林 高野町 針葉樹林 コウヤマキ群落 H

10 春日神社のコジイ林 海南市 常緑広葉樹林 コジイ群落 E

11 宇賀部神社のコジイ林 海南市 常緑広葉樹林 コジイ群落 E

12
黒沢山沼池の湿地及び
蛇紋岩地植生

海南市・紀美野町・
有田川町

針葉樹林・岩角地・風衝
低木林・湿地植物群落

アカマツ群落・ツゲ群落・
湿地植物群落

D

13 有田川町沼田のため池群 有田川町 池沼植物群落 池沼植物群落 D

14 加茂神社のコジイ林 海南市 常緑広葉樹林 コジイ群落 E

15 長保寺の社寺林 海南市 常緑広葉樹林 コジイ群落 E

16 立神社の社寺林 有田市 常緑広葉樹林
スダジイ群落・ウバメガシ
群落

E

17 宮崎ノ鼻の海岸植生 有田市
常緑広葉樹林・海岸崖地
草本群落

ウバメガシ群落・キキョウラ
ン群落

D

18 立石の石灰岩地植生 有田川町 岩角地・風衝低木林 ウバメガシ群落 D

19 田殿丹生神社のコジイ林 有田川町 常緑広葉樹林 コジイ群落 E

20 白馬山のブナ林 有田川町
常緑広葉樹林・落葉広葉
樹林

ブナ・アカガシ群落 A

21 亀谷の自然林 田辺市 針葉樹林・落葉広葉樹林 モミ・ツガ群落・ブナ群落 A

22 西ノ河の自然林 日高川町 針葉樹林・落葉広葉樹林 モミ・ツガ群落・ブナ群落 A

23
霊厳寺山の石灰岩地植
生

広川町 岩角地・風衝低木林 ウバメガシ・ツゲ群落 D

24 蟻島のタブノキ林 日高町 常緑広葉樹林 タブノキ群落 A

25 御霊神社のイヌマキ林 日高町 針葉樹林 イヌマキ群落 F

26 日高川河口の湿地植生 御坊市
海岸低木林・塩生湿地植
物群落

ハマボウ群落・ヨシ群落 D

27 川又観音の社寺林 印南町 常緑広葉樹林・針葉樹林
コジイ群落・ウラジロガシ
群落・トガサワラ群落

A・H

28 真妻神社のコジイ林 印南町 常緑広葉樹林 コジイ群落 E

29 切目神社の社寺林 印南町 常緑広葉樹林 スダジイ群落 E

30 三所神社の社寺林 白浜町
常緑広葉樹林・海岸低木
林

スダジイ群落・ウバメガシ
群落

E

31 日神社のコジイ林 白浜町 常緑広葉樹林 コジイ群落 E

32
高瀬川河口のハマボウ群
落

白浜町 海岸低木林 ハマボウ群落 D

33 笠甫の湿地植生 白浜町 湿地植物群落 湿地植物群落 D

34 岡川八幡のコジイ林 上富田町 常緑広葉樹林 コジイ群落 E

35 春日神社の社寺林 田辺市 常緑広葉樹林 コジイ・シラカシ群落 E

36 要害森山のトガサワラ林 田辺市 針葉樹林 トガサワラ群落 Ｂ

37 坂泰山の自然林 田辺市 常緑広葉樹林・針葉樹林 コジイ・ツガ群落 A

38 笠塔山の自然林 田辺市 針葉樹林 モミ・ツガ群落 A

39 大杉谷・黒蔵谷の自然林 田辺市
常緑広葉樹林・落葉広葉
樹林・針葉樹林

ウラジロガシ・アカガシ群
落・ブナ群落・ツガ群落・ヒ
ノキ群落

A・H
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40 大塔山の自然林
田辺市・古座川町・
新宮市

常緑広葉樹林・落葉広葉
樹林・針葉樹林

ウラジロガシ・アカガシ群
落・ブナ群落・ツガ群落・ヒ
ノキ・コウヤマキ群落

A

41 法師山の自然林 田辺市 落葉広葉樹林
ウラジロガシ・アカガシ群
落・ブナ群落

A

42 将軍山・大森山の自然林 白浜町・古座川町 常緑広葉樹林・針葉樹林
ウラジロガシ群落・モミ群
落

A

43 稲積島の自然林 すさみ町
常緑広葉樹林・海岸低木
林

スダジイ群落・ウバメガシ
群落・イブキ群落

A

44 沖ノ黒島の自然林 すさみ町
常緑広葉樹林・海岸低木
林

ウバメガシ群落 D・E

45 里野八幡神社社寺林 すさみ町 常緑広葉樹林 スダジイ群落 E

46 樫野海岸のスダジイ林 串本町 常緑広葉樹林 スダジイ群落 A・C

47
潮岬・紀伊大島の海岸植
生

串本町
海岸低木林・海岸崖地草
本群落

ウバメガシ群落・イブキ群
落・キノクニシオギク群落

D

48 重畳山のスダジイ林 串本町 常緑広葉樹林 スダジイ群落 A

49 八坂神社のコジイ林 古座川町 常緑広葉樹林 コジイ群落 G

50 尾崎神社の社寺林 古座川町 常緑広葉樹林 コジイ群落 E・H

51 成見川の自然林 古座川町 常緑広葉樹林・針葉樹林 コジイ・ツガ群落・モミ群落 A

52 浦神半島のウバメガシ林 那智勝浦町 海岸低木林 ウバメガシ群落 D・E

53 太田川河口の湿地植生 那智勝浦町
海岸低木林・塩生湿地植
物群落

ハマボウ群落・ヨシ群落 C

54 下里の池の谷湿地植生 那智勝浦町 湿地植物群落 湿地植物群落 D

55 八尺鏡野の湿地植生 那智勝浦町 湿地植物群落 湿地植物群落 D

56 太地海岸のスダジイ林 太地町 常緑広葉樹林 スダジイ群落 A・C・G

57 河立の湿地植生 太地町 湿地植物群落 湿地植物群落 D

58 夏山の湿地植生 太地町 湿地植物群落 湿地植物群落 D

59 ゆかし潟の塩生湿地植生 那智勝浦町
海岸低木林・塩生湿地植
物群落

ハマボウ群落・ヨシ群落 Ｄ

60
那智原始林・那智山国有
林の自然林

那智勝浦町 常緑広葉樹林・針葉樹林
コジイ群落・ツガ群落・ス
ギ群落

A・E・F

61
久嶋（孔島）鈴島植物群
落

新宮市 海浜草本群落
ノアサガオ群落・ハマオモ
ト群落

D

62
新宮藺ノ沢の浮島植物群
落

新宮市 針葉樹林・湿地植物群落 スギ群落・テツホシダ群落 D

63 千穂ヶ峯の自然林 新宮市 常緑広葉樹林
コジイ群落・ウバメガシ群
落

E

64 白見山国有林の自然林 新宮市 常緑広葉樹林・針葉樹林 コジイ群落・ツガ群落 A

65 高田のトガサワラ林 新宮市 針葉樹林 トガサワラ群落 Ｂ

66 大雲取山のアカガシ林 新宮市 常緑広葉樹林 アカガシ群落 A・H

67 静閑瀞の崖地植生 新宮市
常緑広葉樹林・岩上・岩
隙草本群落

ウバメガシ群落・イワヒバ
群落

B・D

68
大倉畑山のウラジロガシ
林

新宮市 常緑広葉樹林 ウラジロガシ群落 A

69 和田川峡の崖地植生 新宮市
常緑広葉樹林・針葉樹
林・渓流辺低木林・岩上・
岩隙草本群落

コジイ・ツガ群落・サツキ
群落・イワヒバ群落

B・D

70
中下番のシマユキカズラ
群落

田辺市 林縁性つる植物群落 シマユキカズラ群落 B・C

71 平治ノ滝の崖地植生 田辺市
常緑広葉樹林・岩上・岩
隙草本群落

ウラジロガシ群落・ウバメ
ガシ群落・岩上・岩隙草本
群落

G

72 三里神社のコジイ林 田辺市 常緑広葉樹林 コジイ群落 E

73 瀞八丁のコジイ林 新宮市 常緑広葉樹林 コジイ群落 A

74 嶋津の森のコジイ林 新宮市 常緑広葉樹林 コジイ群落 A
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75 四ノ谷の自然林 北山村 常緑広葉樹林・針葉樹林
ウラジロガシ群落・モミ・ツ
ガ群落

A

　 　 　

カテゴリー２ [43]

76 友ヶ島の自然林 和歌山市
常緑広葉樹林・海岸低木
林

スダジイ群落・ウバメガシ
群落

E

77
友ヶ島の深蛇池湿地帯植
物群落

和歌山市 湿地植物群落
テツホシダ群落・ヒトモトス
スキ群落

D

78
紀伊風土記の丘のコナラ
林

和歌山市 落葉広葉樹林 コナラ群落 E

79 龍門山の蛇紋岩地植生 紀の川市
針葉樹林・岩角地・風衝
低木林

アカマツ群落・キイシモツ
ケ群落

D

80 摩尼山の自然林 高野町 針葉樹林 モミ・ツガ群落 A

81 矢立の墓地林 高野町 針葉樹林 モミ群落 E

82 生石神社の社寺林 有田川町 常緑広葉樹林 アカガシ群落 E

83 生石山の草地植生 紀美野町・有田川町
針葉樹林・湿地植物群
落・ススキ草原

アカマツ群落・湿地植物
群落・ススキ群落

E

84
京都大学和歌山研究林
の自然林

有田川町 針葉樹林・落葉広葉樹林 モミ・ツガ群落・ブナ群落 A

85 若藪山のブナ林 日高川町 落葉広葉樹林 ブナ群落 A・E

86 鷹島のスダジイ林 広川町 常緑広葉樹林 スダジイ群落 E

87 黒島の暖地性植物群落 由良町
常緑広葉樹林・林縁性つ
る植物群落

ウバメガシ群落・タブノキ
群落・ハカマカズラ群落

C

88
衣奈八幡神社のスダジイ
林

由良町 常緑広葉樹林 スダジイ群落 E

89 阿尾の湿地植生 日高町
海浜草本群落・湿地植物
群落

ハマオモト群落・ダンチク
群落・ヨシ群落

D

90 日ノ山のウバメガシ林 美浜町 海岸低木林 ウバメガシ群落 D

91 龍王神社の社寺林 美浜町
常緑広葉樹林・海岸低木
林

スダジイ群落・ウバメガシ
群落・イブキ群落

E

92 松原王子神社の社寺林 美浜町 針葉樹林 イヌマキ群落 E

93 上阿田木神社のスギ林 日高川町 針葉樹林 スギ群落 F

94 御滝神社の社寺林 日高川町 常緑広葉樹林
ウラジロガシ群落・ウバメ
ガシ群落

E

95
畑峰地蔵社のウバメガシ
林

印南町 常緑広葉樹林 ウバメガシ群落 E

96
切目川河口のハマボウ群
落

印南町 海岸低木林 ハマボウ群落 D

97 小殿神社のイスノキ林 みなべ町 常緑広葉樹林 イスノキ群落 E

98 鹿島のタブノキ林 みなべ町 常緑広葉樹林 タブノキ群落 E

99 神島の自然林 田辺市
常緑広葉樹林・海岸低木
林

タブノキ群落・ウバメガシ
群落

A

100 白浜のミズゴケ群落 白浜町 湿地植物群落 ミズゴケ群落 C

101 住吉神社の社寺林 田辺市 常緑広葉樹林 コジイ群落 E

102 果無山脈の自然林 田辺市 針葉樹林・落葉広葉樹林 モミ・ツガ群落・ブナ群落 A

103 東ノ川の自然林 田辺市 針葉樹林 モミ・ツガ群落 A・H

104 水上の自然林 田辺市
常緑広葉樹林・針葉樹
林・落葉広葉樹林

コジイ群落・モミ・ツガ群
落・ブナ・アカガシ群落

A

105
安川のヒノキ・コウヤマキ
林

田辺市 針葉樹林 ヒノキ・コウヤマキ群落 D

106 安宅八幡神社のコジイ林 白浜町 常緑広葉樹林 コジイ・イチイガシ群落 E

107 江須崎の自然林 すさみ町
常緑広葉樹林・海岸低木
林

スダジイ群落・ウバメガシ
群落・イブキ群落

A・C

108 大島のマテバシイ群落 串本町 常緑広葉樹林 マテバシイ群落 C

109 大島のハドノキ群落 串本町 海岸低木林 ハドノキ群落 C

110 通夜島のスダジイ林 串本町 常緑広葉樹林 スダジイ群落 A
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111 九龍島の自然林 串本町 常緑広葉樹林 スダジイ群落 A・C・G

112
串本町田原地区の水田・
湿地

串本町 湿地植物群落 湿地植物群落 D

113
古座川峡の岩上・岩隙植
生

古座川町
常緑広葉樹林・岩上・岩
隙草本群落

ウバメガシ群落・イワヒバ
群落

G

114 太地のリュウビンタイ群落 太地町 シダ植物群落 リュウビンタイ群落 G

115 那智山旧参道の杉並木 那智勝浦町 針葉樹林 スギ群落 F

116 宇久井半島の海岸植生 那智勝浦町
常緑広葉樹林・海岸低木
林・海岸崖地草本群落

スダジイ群落・タブノキ群
落・ウバメガシ群落・キノク
ニシオギク群落

C・D・E

117 阿須賀神社のスダジイ林 新宮市 常緑広葉樹林 スダジイ群落 E

118 白見山民有林の自然林 新宮市 常緑広葉樹林・針葉樹林
アカガシ・ウラジロガシ群
落・モミ・ツガ群落

A

カテゴリー３ [14]
119 和歌山城の自然林 和歌山市 常緑広葉樹林 ホルトノキ群落 E

120 紀の川河口の湿地植生 和歌山市
湿地植物群落・塩生湿地
植物群落

ヨシ群落 D

121
紀の川市貴志川町のため
池群

紀の川市 池沼植物群落 オニバス群落 D

122 船岡山のコジイ林 かつらぎ町 常緑広葉樹林 コジイ群落 E

123
箕六弁財天社のアカガシ
林

紀美野町 常緑広葉樹林 アカガシ群落 E

124 有田川河口の湿地植生 有田市
湿地植物群落・塩生湿地
植物群落

ヨシ群落 D

125 護摩壇山の自然林 田辺市龍神村 針葉樹林・落葉広葉樹林
モミ・ツガ群落・ブナ・ミズ
ナラ群落

A

126
西部海岸域のアコウ個体
群

湯浅町・由良町・日
高町・美浜町・御坊
市

常緑広葉樹林 アコウ群落 C・E

127 煙樹ヶ浜の松林 美浜町 針葉樹林 クロマツ・アカマツ群落 F

128
御坊市・日高郡・田辺市
のため池群

御坊市・日高町・日
高川町・みなべ町・
印南町・田辺市

池沼植物群落 池沼植物群落 D

129 須佐神社のコジイ林 田辺市 常緑広葉樹林 コジイ群落 E

130 琴ノ滝の自然林 すさみ町 常緑広葉樹林
スダジイ群落・ウラジロガ
シ群落

A・H

131 苗我島のスダジイ林 串本町 常緑広葉樹林 スダジイ群落 A

132 皆地の湿地植生 田辺市 湿地植物群落 湿地植物群落 D

カテゴリー４ [2]
133 角間木谷のツガ林 かつらぎ町 針葉樹林 ツガ群落 A

134 伏羊のシリブカガシ林 有田川町 常緑広葉樹林 シリブカガシ群落 G
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