
No. 選定生物群
重要湿地

番号
湿地名 都道府県 市町村名 湿地タイプ 生息・生育域

1 (01)湿原植生 40
大雪山系旭岳周辺湿原群(天人ケ原湿
原，沼ノ平湿原，雲井ケ原など)

北海道 上川郡上川町，東川町
中間湿原，高層
湿原

大雪山系旭岳周辺湿原群(天人ケ原湿
原，沼ノ平湿原，雲井ケ原など)

2 (01)湿原植生 42 原始ヶ原湿原 北海道
空知郡上富良野町，富良野
市

高層湿原 原始ヶ原湿原

3 (01)湿原植生 56
ニセコ連山の湿原群(神仙沼湿原，パン
ケ目国内湿原など)

北海道
虻田郡倶知安町，ニセコ
町，磯谷郡蘭越町，岩内郡
共和町

高層湿原
ニセコ連山の湿原(神仙沼湿原，パンケ
目国内湿原など)

4 (01)湿原植生 68 猿ヶ森砂丘と後背湿地 青森県 下北郡東通村
中間湿原，低層
湿原

猿ケ森砂丘と後背湿地

5
(02)マングロー
ブ林

429 大浦川河口 鹿児島県 南さつま市 マングローブ林 大浦川河口

6
(02)マングロー
ブ林

436 栗生川 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 マングローブ林 栗生川

7 (03)藻場 126 小名浜，塩屋崎周辺沿岸 福島県 いわき市 藻場 小名浜，塩屋崎周辺沿岸

8 (03)藻場 177 真鶴岬周辺沿岸 神奈川県 足柄下郡真鶴町 藻場 真鶴岬周辺沿岸

9 (03)藻場 295 岩美地先沿岸 鳥取県 岩美郡岩美町 藻場 岩美地先沿岸

10 (04)サンゴ礁 234 伊豆ヒリゾ，トナイ，中木港付近 静岡県 賀茂郡南伊豆町 サンゴ礁 伊豆ヒリゾ，トナイ，中木港付近

11 (05)水草 410
大淀川水系岩瀬川オオヨドカワゴロモ自
生地

宮崎県 小林市 河川
大淀川水系岩瀬川オオヨドカワゴロモ自
生地

12 (05)水草 416 志布志町のカワゴケソウ類自生地 鹿児島県 志布志市 河川 安楽川，前川のカワゴケソウ類自生地

13 (05)水草 417 大隅半島のカワゴケソウ類自生地 鹿児島県 肝属郡錦江町・肝付町 河川 神ノ川，雄川のカワゴケソウ類自生地

14 (05)水草 418 薩摩半島のカワゴケソウ類自生地 鹿児島県 南九州市 河川 万之瀬川のカワゴケソウ類自生地

(15) (05)水草 418 薩摩半島のカワゴケソウ類自生地 鹿児島県 南九州市 河川 馬渡川のカワゴケソウ類自生地

16 (05)水草 432 一湊川のカワゴケソウ類自生地 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 河川 一湊川のカワゴケソウ自生地

17 (06)淡水藻類 53 倶多楽湖 北海道 白老郡白老町 湖沼 倶多楽湖
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18 (06)淡水藻類 73 十和田湖
青森県，秋
田県

青森県十和田市，秋田県鹿
角郡小坂町

湖沼 十和田湖

19 (06)淡水藻類 142 中禅寺湖 栃木県 日光市 湖沼 中禅寺湖

20 (06)淡水藻類 336 出羽島の大池 徳島県 海部郡牟岐町 汽水湖沼 出羽島汽水

21 (08)ガン・カモ類 51 厚真水田・鵡川水田 北海道 勇払郡厚真町 水田 厚真水田

(21) (08)ガン・カモ類 51 厚真水田・鵡川水田 北海道 勇払郡むかわ町 水田 鵡川水田

22 (08)ガン・カモ類 71
津軽平野湖沼群(廻堰溜池，狄ガ館溜
池，砂沢溜池)

青森県
北津軽郡鶴田町，弘前市，
つがる市

ため池
津軽平野湖沼群(廻堰溜池，狄ガ館溜
池，砂沢溜池，平滝沼)

23 (11)爬虫両生類 411
宮崎市湧水地帯のオオイタサンショウウ
オ生息地

宮崎県 宮崎市 湧水地
宮崎市湧水地帯のオオイタサンショウウ
オ生息地

24 (13)昆虫類 56
ニセコ連山の湿原群(神仙沼湿原，パン
ケ目国内湿原など)

北海道
虻田郡倶知安町，ニセコ
町，磯谷郡蘭越町，岩内郡
共和町

高層湿原
ニセコ山系の湿地群(神仙沼，鏡沼，パン
ケ目国内湿原，湯本温泉付近，五色温泉
など)

(4) (13)昆虫類 68 猿ヶ森砂丘と後背湿地 青森県
中間湿原，低層
湿原

猿ヶ森砂丘と後背湿地

25 (13)昆虫類 151 狭山丘陵の湿地
埼玉県，東
京都

埼玉県所沢市，入間市，東
京都東大和市，武蔵村山
市，西多摩郡瑞穂町

湧水地 狭山丘陵

26 (13)昆虫類 226 大湫 岐阜県 瑞浪市 その他の湿地 大湫

27 (13)昆虫類 238 大井川中流域 静岡県 島田市，棒原郡川根本町 その他の湿地 大井川中流域

28 (13)昆虫類 397 安心院町のため池群 大分県 宇佐市 ため池 安心院町水田用溜池

29 (15)淡水貝類 276 岸田川支流の最上流域 兵庫県 美方郡新温泉町 河川 岸田川支流の最上流域

30 (15)淡水貝類 324 厚狭川下流農業用水系 山口県 宇部市，山陽小野田市 水路 厚狭川下流域の農業用水系

31 (15)淡水貝類 325 秋芳洞の地下水系 山口県 美祢市 地下水系 秋芳洞の地下水系

32 (15)淡水貝類 353 龍河洞の地下水系 高知県 香美市 地下水系 龍河洞の地下水系

33 (15)淡水貝類 380 七ツ釜鍾乳洞の地下水系 長崎県 西海市 地下水系 七ツ釜鍾乳洞の地下水系
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