
　令和5年3月31日現在

国有地 公有地 民有地 計
だいせんげんだけ だいせんげんだけ

大千軒岳 （大千軒岳）

0.00 73.92 0.00 73.92
しかりがだけ しかりがだけ

然ヶ岳 (然ヶ岳)

　　　　　　やち

シノブ谷地 (〃)
さいぬま まるやがただけ

さい沼 (丸屋形岳)
おおこまがたけ へらいたけ

大駒ヶ岳 (戸来岳)
みつだけ

三ツ岳 (〃)

34.99 3.81 0.00 38.80
ほうらいさん ほうらいさん

蓬来山 (蓬来山)

わやましつげん わやましつげん

和山湿原 (和山湿原)

はるこやち はるこやち

春子谷地 (春子谷地)

0.00 47.55 36.35 83.90
みたけやま みたけやま

御獄山 (御獄山)
ゆとりぬま ゆとりぬま

魚取沼 (魚取沼)
17.26 0.00 7.58 24.84

28.19
(植物)アオモリマンテマ、ミズシマミミナグサ、ツガルミセバヤ、ネズミサシ、アサギリ
ソウ、イブキジャコウソウ、ミヤママンネングサ、ヒトツバヨモギ、ミヤマトウキ、シロウ
マアサツキ、エゾシロバナシモツケ、キタゴヨウ

3.78

　　野生動植物保護地区内訳表

県
名

番
号

野生動植物保護地区 自然環境保全地域
面積(ha)

保護すべき野生動植物の種類 指定年度

533

1 28.19

2 2.11

3.81

(植物)イチイ、コメツツジ

51

2.11 (植物)ミチノクサイシン 51

3.81 (動物)クロサンショウウオ、モリアオガエル、ヒダリマキモノアラガイ

54

5地区

5 0.91

4 3.78

0.91 (植物)イチイ、コメツツジ 54

岩
手

1

2

50

青
森

40.00

(蛇紋岩植生)オオタカネバラ、ヒモカズラ、イワウサギシダ、コウヤコケシノブ、コカラ
マツ、チチッパベンケイ、イワキンバイ、アイズシモツケ、ミヤマウラジロイチゴ
(亜高山性植生)ウシノケグサ、オオウシノケグサ、ショウジョウバカマ、ヒメイチゲ、ヒ
ロハノヘビノボラズ、ナナカマド、サビハナナカマド、オオバスノキ、エゾウラジロハナ
ヒリノキ、マルバキンレイカ

(動物)カラカネイトトンボ、オゼイトトンボ、モートンイトトンボ、オオルリボシヤンマ、
ハッチョウトンボ、ゴマシジミ、ヒョウモンチョウ、モリオカツトガ
(植物)ヒメタヌキヒモ、ザゼンソウ、ヒメミクリ、シラカワスゲ、シロミノハリイ、オオイヌ
ノハナヒゲ、コイヌノハナヒゲ、エゾノヒツジグサ、モウセンゴケ、ナガボノシロワレモ
コウ、ミツガシワ、ワタスゲ、ミカヅキグサ、エゾリンドウ、サワギキョウ、ミズギク、タ
チギボウシ、ノハナショウボ、ミズバショウ、カキラン、オオヤマサギソウ、コバノトン
ボソウ、デワトネリコ、イソノキ

5.60

(動物)モリアオガエル、オオコオイムシ、ハンノアオカミキリ、キマダラモドキ
(植物)フチゲオオバキスミレ、ホソバアカバナ、オオヤマサギソウ、コバノトンボソウ、
ヤマトキソウ、ミズチドリ、コカモメヅル、ミズキク、オオニガナ、センダイトウヒレン、
サギスゲ、ノハナショウブ、モウセンゴケ、ミツガシワ

10.00 30.00

3地区

58

H8

5.60

3 37.55 0.75 38.30

7.58
宮
城

1

2 17.26

2地区

(植物)アズマシャクナゲ 53

17.26 (動物)テツギヨ 53

7.58

73.92 73.92
（植物）エゾゼンテイカ、エゾノハクサンイチゲ、ミヤマオダマキ、シラネアオイ、ミヤマ
キンバイ、キバナシャクナゲ、コガネギクなど122種

北
海
道

1 H15

1地区



　令和5年3月31日現在

国有地 公有地 民有地 計

　　野生動植物保護地区内訳表

県
名

番
号

野生動植物保護地区 自然環境保全地域
面積(ha)

保護すべき野生動植物の種類 指定年度

ゆのたい・こほうがくざわ ゆのたい・こほうがくざわ

湯の台・小方角沢 (湯の台・小方角沢)

くらやまふうけつ くらやまふうけつ

鞍山風穴 (鞍山風穴)
こまたふうけつ こまたふうけつ

小又風穴 (小又風穴)
おやかわ おやがわ

親川 (親川)
でとしつげん でとしつげん

出戸湿原 （出戸湿原）

かたきぬま かたきぬま

加田喜沼 （加田喜沼）

ささもりやま ささもりやま

笹森山 （笹森山）
やすもと やすもと

安本 （安本）
0.00 68.24 16.11 84.35

いまがみやま いまがみやま

今神山 (今神山)

ぬまのくちしつげん ぬまのくちしつげん

沼ノ口湿原 (沼ノ口湿原)

26.99 0.00 1.41 28.40
あざ あざ

安座 (安座)

くろいわしつげん くろいわしつげん

黒岩湿原 (黒岩湿原)
ななつがたけ ななつがたけ

七ヶ岳 (七ヶ岳)

3 3.60

1 9.50

2 0.65

3.20 12.70
(動物)ハッチョウトンボ、ヒメアカネ
(植物)オオミズゴケ、サギソウ、トキソウ、サワラン、モウセンゴケ、ニッコウキスゲ

51

0.65 (植物)オオタカネイバラ、ベニバナイチヤクソウ、ミヤマスミレ、タチハイゴケ 49

3.60 (植物)ホソイノデ、ベニバナイチヤクソウ、スギゴケ、フジノマンネングサ 57

4 12.91 12.91
(植物)タブノキ、ヤブツバキ、スハマソウ、ギョウジャニンニク、カタクリ、キクザキイチ
リンソウ、エゾエンゴサク

16

（植物）サワラン、ホザキノミミカキグサ、ホロムイソウ、ムジナスゲ、トキソウ、フサ
モ、ミミカキグサ、イヌタヌキモ、ムラサキミミカキグサ、アギナシ、カキツバタ、ヒメミ
クリ
（動物）ヤブヤンマ、ハッチョウトンボ

山
形

1 26.99

2

288

2地区

26.99
(動物)モリアオガエル、エゾイトトンボ、エゾトンボ、オツネントンボ、タカネトンボ、オ
オルリボシヤンマ、カワトンボ、オジロサナエ、ルリイトトンボ、カラカネトンボ、アマユ
イイトトンボ、キイロマツモムシ、メススジゲンゴロウ

8地区

4.08

5.00 5.00
（動物）ゼニタナゴ、キタノアカヒレタビラ、シナイモツゴ、イシガイ目貝類

49

1.41 1.41

(動物)ハッチョウトンボ、オゼイトトンボ、マダラナニワトンボ、カラカネトンボ、オオル
リボシヤンマ、キトンボ、ヨツボシトンボ
(植物)ミズゴケ類、ヤマドリゼンマイ、サギスゲ、ミカヅキグサ、コバギボウシ、キンコ
ウカ、ミズトンボ、ウメバチソウ、コバノトンボソウ、トキソウ、ヒツジグサ、モウセンゴ
ケ、レンゲツツジ、エゾリンドウ、ミツガシワ、タヌキモ、ヒメタヌキモ、ムラサキミミカキ
グサ、ツルコケモモ

58

1

3 52.10 165.09

57.65

2

57.65
(動物)ギフチョウ
(植物)イワヒバ、ヒモカズラ、ネズミサシ、チチッパベンケイ、ムツクワガタ、シモツケ、
イブキジャコウソウ、ヤマスカシユリ、ヒメサユリ

52

3.70 3.70
(植物)ミズゴケ類、ワタスゲ、ミツバオウレン、モウセンゴケ、ツルコケモモ、コバイケ
イ、ハクサンシャクナゲ、ウラジロヨウラク、オオバスノキ、ミヤマホツツジ

52

53217.19

(植物)キャラボク、コメツツジ、ウラジロヨウラク、サラサドウダン、ベニサラサドウダ
ン、コケモモ、ハクサンシャクナゲ、アズマシャクナゲ、イワカガミ、ゴゼンタチバナ、
クルマユリ、ツバメオモト、マイヅルソウ、カラマツソウ、オオカサモチ、オオバキスミ
レ

（植物）ツルコケモモ、トキソウ、ムジナスゲ、タヌキモ、アギナシ、カキツバタ、ヒメミ
クリ、ムラサキミズゴケ、イボミズゴケ、オオミズゴケ、ノハナショウブ、コウホネ、サワ
ギキョウ、モウセンゴケ

15

60
15拡張

2.74 2.745

6 4.08

7 42.67 42.67 21
（植物）クロヒメシライトソウ、スハマソウ、シラネアオイ、デワノタツナミソウ、オオヒナ
ノウスツボ、キバナウツギ

福
島

秋
田



　令和5年3月31日現在

国有地 公有地 民有地 計

　　野生動植物保護地区内訳表

県
名

番
号

野生動植物保護地区 自然環境保全地域
面積(ha)

保護すべき野生動植物の種類 指定年度

きじよたかやま きじよたかやま

木地夜鷹山 (木地夜鷹山)
かなやま かなやま

金山 (金山)
いしだ　　　　　　　きた いしだ

石田ブヨメキ北 (石田ブヨメキ)

いしだ　　　　　　　ひがし

石田ブヨメキ東 (〃)
いしだ　　　　　　　ちゅうおう

石田ブヨメキ中央 (〃)
いしだ　　　　　　　にし

石田ブヨメキ西 (〃)
みやとこしつげん みやとこしつげん

宮床湿原 (宮床湿原)

ほうしょうじりしつげん ほうしょうじりしつげん

法正尻湿原 (法正尻湿原)

はぎのみなみ はぎの

萩野南 (萩野)

52.35 180.34 111.22 343.91
きぬがわちゅうりゅういき きぬがわちゅうりゅういき

鬼怒川中流域 （鬼怒川中流域）

たたらぬま たたらぬま

多田羅沼 （多田羅沼）
しもかわい しもかわい

下川井 （下川井）
こしろ こしろ

小代 （小代）
ななせんやま ななせんやま

七千山 （七千山）

54.00 14.00 0.00 68.00

4 0.02 0.02

H26

H27

4地区

3 0.10 0.10

（植物）オキナグサ、ムラサキセンブリ、アキノハハコグサ、ヒロハノカワラサイコ、カ
ワラノギク、エビネ、カワラニガナ、ミヤコグサ
（動物）ツチガエル、フタモンマルクビゴミムシ、アオモンイトトンボ、ウスバカマキリ、
コオイムシ、カワラゴミムシ、シルビアシジミ、ミヤマシジミ、ツマグロキチョウ

（植物）シモツケコウホネ
（動物）野生メダカ

4 15.25 37.00 52.25 (植物)トガクシソウ 53

0.21 0.46 (植物)ビャッコイ 54

6 0.11 0.11
(植物)ミズバショウ、リュウキンカ、カキラン、ミズチドリ、ノハナショウブ、アケボノソ
ウ、ヒメシロネ、ゴマナ、ハンゴンソウ、トモエソウ、ウメバチソウ

55

5 0.25

同上 55

7 0.11 0.11 同上

0.30 0.30 同上

55

8 0.18 0.18

55

10 8.00 8.00

(動物)ハッチョウトンボ
(植物)ミズゴケ、ヒツジグサ、ミツガシワ、ムラサキミミカキグサ、モウセンゴケ、アギ
ナシ、ワタスゲ、トキソウ、アサヒラン、カキラン、エゾリンドウ、ミズギク、ウメバチソ
ウ、ツルコケモモ、ヒオウギアヤメ、ニッコウキスゲ、ミズバショウ、ザゼンソウ、タチ
ギボウシ

55

9

56

12 0.36 0.36
(植物)オオタカネイバラ、コキンバイ、ミヤマシダ、ベニバナイチヤクソウ、ミヤマアキ
ノキリンソウ、ウサギシダ、ヤナギラン、エゾノタチツボスミレ、シラオイハコベ、ネム
ロチドリ、ゴゼンタチバナ

57

11

2 4.00 4.00

54.001 54.00

（植物）シモツケコウホネ
（動物）マツカサガイ

12地区

3.60 3.60
(植物)ミズゴケ類、サギソウ、トキソウ、カキラン、ミカヅキグサ、タチギボウシ、オオ
ニガナ、サワギキョウ、ミズギク、リュウキンカ、ホロムイソウ、ツルコケモモ
(動物)モリアオガエル

（植物）サギソウ、ムラサキミミカキグサ、カキツバタ、シラカワスゲ、トキソウ H26

H25

栃
木

福
島

福
島

R25 9.88 9.88 （植物）タテヤマウツボグサ、ウラジロヨウラク、ハクサンチドリ



　令和5年3月31日現在

国有地 公有地 民有地 計

　　野生動植物保護地区内訳表

県
名

番
号

野生動植物保護地区 自然環境保全地域
面積(ha)

保護すべき野生動植物の種類 指定年度

あさひだけ・かさがたけとうめん あさひだけ・しらがもんやまとうめん

朝日岳・笠ヶ岳東面 (朝日岳・白毛門山東面)

しぶつさんせいめん しぶつさん・かさがたけせいめん

至仏山西面

かさがたけせいめん

笠ヶ岳西面

おおみねぬま おおみねぬま

大峰沼 (大峰沼)

ひらがたけ・しらさわやませいめん ひらがたけ・しらさわやませいめん

平ヶ岳・白沢山西面 (平ヶ岳・白沢山西面)

4 1.00

(動物)ベニヒカゲ
(植物)ミヤマハイビャクシン、ホンドミヤマネズ、キンロバイ、ミヤマホツツジ、アズマ
ツリガネツツジ、ツガザクラ、ヒメシャクナゲ、カラフトヒメシャクナゲ、マルバメギ、ク
ロウスゴ、ミネヤナギ、ハクサンシャクナゲ、ベニサラサドウダン､ハイマツ､コケモ
モ、イブキジャコウソウ、ホソバヒナウスユキソウ、ミヤマウイキョウ、ジョウシュウア
ズマギク、タカネナデシコ、キバナノコマノツメ、カトウハコベ、タカネシオガマ、タカネ
トウウチソウ、ホソバツメクサ、ウサギギク、ハクサンサイコ、エゾリンドウ、ヒメシャジ
ン、ホソバヒメシャジン、ヒメスゲ、イワハタザオ、ウラベニダイモンジソウ、ハクサン
チドリ、ユキワリソウ

52

272.00 272.00

(動物)ベニヒカゲ
(植物)ホソバヒナウスユキソウ、カトウハコベ、ホソバツメクサ、タカネトウウチソウ、
カニツリノガリヤス、エゾヌカボ、ヒメイワカガミ、ジョウシュウアズマギク、キバナノコ
マノツメ、ナエバキスミレ、ハクサンシャジン、ジョウシュウオニアザミ、チシオシモツ
ケ、エチゴキジムシロ、コメバツガザクラ、タテヤマウツボグサ、キンロバイ、チング
ルマ、ムシトリスミレ、ワタスゲ、イワイチョウ、タテヤマリンドウ、モウセンゴケ、ヒメ
シャクナゲ、ハクサンコザクラ、キンコウカ、コバイケイソウ、サワラン、ホンドミヤマ
ネズ、ミヤマハイビャクシン、タカネバラ、ベニサラサドウダン、タカネナナカマド、ア
ズマツリガネニンジン、ハクサンシャクナゲ、キャラボク、ハイマツ、ウメバチソウ、ハ
クサンスゲ

52

5 572.50 572.50

42.82

1

142.44 142.44

(動物)ベニヒカゲ
(植物)タカネヒカゲノカズラ、カラクサイノデ、ハッコウダゴヨウ、ホンドミヤマネズ、ウ
ラジロタデ、オオレイジンソウ、ミヤマキンポウゲ、アラシグサ、ミヤマダイモンジソ
ウ、ミネザクラ、ウラジロナナカマド、エゾフウロ、ミネカエデ、キバナノコマノツメ、ナ
エバキスミレ、ハイツボスミレ、シロバナヒメシャクナゲ、ガクウラジロヨウラク、アオノ
ツガザクラ、オオバツツジ、ハクサンコザクラ、ミヤマリンドウ、ミヤマクルマバナ、ウ
スイロタテヤマウツボグサ、ホソバコゴメグサ、ムシトリスミレ、コキンレイカ、チョウジ
ギク、ホロムイソウ、タテヤマザサ、カニツリノガリヤス、イトキンスゲ、ヤチカワズス
ゲ、エゾホソイ、ミクリゼキショウ、ミヤマホソコウガイゼキショウ、オオバタケシマラ
ン、ウラゲコバイケイ、コイチョウラン

(動物)ベニヒカゲ
(植物)ミヤマハイビャクシン、ホンドミヤマネズ、クロミノウグイスカグラ、ベニサラサド
ウダン、ハクサンシャクナゲ、ハイマツ、カンチコウゾリナ、ホソバヒナウスユキソウ、
タカネナデシコ、カトウハコベ、ホソバツメクサ、ハクサンサイコ、タカネトウウチソウ、
エチゴキジムシロ、カタネシオガマ、エゾフウロ、イワハタザオ、ヒメシャジン、ウメバ
チソウ、ツマトリソウ、タカネスミレ、ヒメスゲ、クモマニガナ

53

523 42.82

1.00

(植物)サワギキョウ、コウガイゼキショウ、ツルコケモモ、エゾアブラガヤ、モウセンゴ
ケ、ワタスゲ、トキソウ、カンガレイ、イヌノハナヒゲ、サジオモダカ、ミカヅキグサ、ア
ブラガヤ、サギスゲ、ヤチスギラン、ミズゴケ類､カヤツリグサ科､エゾシロネ、ノハナ
ショウブ、ムラサキミミカキグサ、コオニユリ、ホタルイ、カサスゲ、ヒメノガリヤス、ヤ
マドリゼンマイ、ツマトリソウ、ノリウツギ、ジュンサイ

52

(至仏山･笠ヶ岳西面)

2

群
馬



　令和5年3月31日現在

国有地 公有地 民有地 計

　　野生動植物保護地区内訳表

県
名

番
号

野生動植物保護地区 自然環境保全地域
面積(ha)

保護すべき野生動植物の種類 指定年度

まきはたやまとうめん まきはたやまとうめん

巻機山東面 (巻機山東面)

1,281.56 0.00 0.00 1,281.56
どうげんびら ときがわまちどうげんびら

道元平 (ときがわ町道元平）
たなかやま ちちぶしたなかやま

田中山 (秩父市田中山)
おながた ちちぶしおながた

女形 (秩父市女形)
0.00 0.00 11.37 11.37

がけちしょくせい がけちしょくせい

崖地植生 (崖地植生)
もときよすみやま もときよすみやま

元清澄山 (元清澄山)
123.60 0.00 11.11 134.71

こおりどんのいけ こおりどんのいけ

郡殿の池 (郡殿の池)

おいけ おいけ

男池 (男池)

つちい つちい

土井 (土井)
みょうじんいわ みょうじんいわ

明神岩 (明神岩)
5.85 0.00 1.18 7.03

ふかだに ふかだに

深谷 (深谷)

やちのたに やちのたに

谷内谷 (谷内谷)
0.00 0.00 1.94 1.94

6地区

6

4地区

0.19 (植物)オオミズゴケ、トキソウ

2地区

54

11.11

56

1.18

4.75

(植物)キヨスミミツバツツジ、ミツバツツジ、ヒカゲツツジ

4.75

1.75
(動物)ハッチョウトンボ
(植物)オオミズゴケ、モウセンゴケ、オオイヌノハナヒゲ、サギソウ、サワラン（アサヒ
ラン）、ホシクサ、カリマタガヤ、カキラン、ノハナショウブ、コマツカサススキ

11.11

53

3 (植物)コウヤマキ

1.18

123.60

2地区

2 123.60

5.06

3 4.31

1

54

埼
玉

2 5.06

3地区

1

54

250.80 250.80

（動物）ベニヒカゲ
（植物）ハコネギク、ミヤマコウゾリナ、タカネニガナ、ジョウシュウオニアザミ、チョウ
ジギク、ムシトリスミレ、ホソバコゴメグサ、タテヤマウツボグサ、ミヤマクルマバナ、
コツマトリソウ、ハクサンコザクラ、ミネズオウ、ガクウラジロヨウラク、マルバウスゴ、
コメバツガザクラ、オオバツツジ、ハクサンボウフウ、オオバキスミレ、ナエバキスミ
レ、ミヤマツボスミレ、エゾフウロ、ミネザクラ、ベニバナイチゴ、ウラジロナナカマド、
ミヤマダイコンソウ、ヒメウメバチソウ、ミヤマダイモンジソウ、アラシグサ、コシジオ
ウレン、ヒメミヤマカラマツ、オオレイジンソウ、ウラジロタデ、オノエラン、ヤマトキソ
ウ、コバノトンボソウ、ウラゲコバイケイ、ミヤマヌカボ、カニツリノガリヤス、タテヤマ
ザサ

2.00 2.00 （植物）ウラジロ、ツルアリドウシ、ツルグミ、アブラツツジ 53

（植物）セツブンソウ、岩壁植生-ホテイシダ、セッコク、イワオモダカ、ウチョウラン
（動物）トウキョウサンショウウオ

54

4.31
（植物）ヒカゲツツジ、チチブドウダン、ウチョウラン、イワヒメワラビ、ベニサラサドウ
ダン、セッコク、マルミノヤマゴボウ、ホテイシダ

0.40
(植物)ヨシ、カキツバタ、コオニユリ、ヒメシダ、コバギボウシ、コマツカサススキ、ア
ゼスゲ、ミツガシワ、ヒメミズゴケ、オオミズゴケ、ミカヅキグサ、オオイヌノハナヒゲ、
ホタルイ、サギスゲ、ミズオトギリ、ハリミズゴケ

0.70

(植物)ヒロハドウダンツツジ 53

1 0.70

530.40

(植物)ヨシ、カキツバタ、コオニユリ、ヒメシダ、コバギボウシ、コマツカサススキ、ア
ゼスゲ、ミツガシワ、ヒメミズゴケ、オオミズゴケ

53

2 0.19

4

1

(植物)クサアジサイ、ニオイシダ 62

1.75

61

2

千
葉

富
山

新
潟

群
馬



　令和5年3月31日現在

国有地 公有地 民有地 計

　　野生動植物保護地区内訳表

県
名

番
号

野生動植物保護地区 自然環境保全地域
面積(ha)

保護すべき野生動植物の種類 指定年度

うつろ うつろ

打呂 (打呂)
0.00 5.00 0.00 5.00

いけのこうち いけのこうち

池河内 (池河内)
0.00 0.00 7.40 7.40

かくまいけ かくまいけ

角間池 (角間池)
てんぐやま てんぐやま

天狗山 (天狗山)
さかさやちしつげん さかさやちしつげん

逆谷地湿原 (逆谷地湿原)
にゅうかさしつげん にゅうかさしつげん

入笠湿原 （入笠湿原）
0.00 30.11 0.00 30.11

きたのまた・みずのだいら きたのまた・みずのだいら

北の俣・水の平 (北の俣・水の平)
ときやま ときやま

時山 (時山)
せき　　　　　　　かわ せき　　　　　　　　かわ

関ホタルの川 (関ホタルの川)
はなのこはん はなのこはん

椛の湖畔 (椛の湖畔)
えぼしだけ えぼしだけ

烏帽子岳 (烏帽子岳)
まんなみ まんなみ

万波 (万波)

おがわ おがわ

小川 (小川)
6.48 4.92 68.80 80.20

おけがやぬま おけがやぬま

桶ケ谷沼 (桶ケ谷沼)
0.00 9.95 1.45 11.401地区

56

6

1 9.95 1.45 11.40 H2(動物)ベッコウトンボ

4.18

5

54

7 40.70 40.70

H11

4 1.93 1.93 (植物)ミズゴケ類、ホソバアカバナ

4.144.14

1.50

(植物)オオニガナ、タチアザミ、ヤチスゲ

1地区

(動物)アマゴイルリトンボ、ルリイトトンボ

(植物)ハコネコメツツジ

3

22.54

51

5.00 5.00 (植物)ヒノキアスナロ

1地区

7.40

631.50

53

7.40
(植物)イヌノハナヒゲ、サワラン、ミミカキグサ、ハリミズゴケ、ヤナギトラノオ、ヤチス
ギラン

2

1 1.50

1

1

4地区

1

0.80

27.40

51

1.50

27.40

0.80

51

51

51

4 0.70 0.70

3

7地区

(植物)ミツバオウレン、モウセンゴケ、アカミノイヌツゲ、ハイイヌツゲ、ゴゼンタチバ
ナ、ハクサンシャクナゲ、オオコメツツジ、アカモノ、クロマメノキ、イワイチョウ、エゾ
シロネ、カリヤスモドキ、ワタスゲ、タカネスズメノヒエ、イワショウブ、キンコウカ、バ
イケイソウ、ニッコウキスゲ、マイズルソウ、ホソバノキソチドリ、トキソウ、アサヒラン

(動物)ヒサマツミドリシジミ、キリシマミドリシジミ

(植物)ハナノキ

(植物)ホンシャクナゲ

4.92 4.92

4.18

2

(植物)ホンシャクナゲ、ベニドウダン

(動物)ゲンジボタル、カワニナ

(植物)ニッコウキスゲ、キンバイソウ、オオバギボウシ、ネバリノギラン、アギスミレ、
ミツバオウレン、モウセンゴケ、ヤチカワズスゲ、ミズバショウ

22.54

54

H16

2

岐
阜

静
岡

石
川

福
井

長
野



　令和5年3月31日現在

国有地 公有地 民有地 計

　　野生動植物保護地区内訳表

県
名

番
号

野生動植物保護地区 自然環境保全地域
面積(ha)

保護すべき野生動植物の種類 指定年度

たのしりしつげん たのしりしつげん

田之士里湿原 (田之士里湿原)

いくまじんじゃしゃそうほくぶ いくまじんじゃしゃそう

伊熊神社社叢北部 (伊熊神社社叢)
いくまじんじゃしゃそうなんぶ いくまじんじゃしゃそう

伊熊神社社叢南部 (〃)

こづつみにしいけ こづつみにしいけ

小堤西池 (小堤西池)

いしねやまはな こづつみにしいけ

石根山ノ花 (〃)
おおぬま おおぬま

大沼 (大沼)
しろとりやま しろとりやま

白鳥山 (白鳥山)
しろとりやま

ヌタバ (〃)
いっちょうだしっち いっちょうだしっち

壱町田湿地 (壱町田湿地)

やまなかはちまんぐう やまなかはちまんぐう

山中八幡宮 （山中八幡宮）
しのだがわ かいしょのもり

篠田川 (海上の森)
よつざわほくとうぶ かいしょのもり

四ツ沢北東部 (〃)

やとがわ・てらやまがわ かいしょのもり

屋戸川・寺山川 (〃)

ほくぶ とうごくさん

北部 (東谷山)

3 1.25

0.24
(動物)ツムガタモドキギセル
(植物)コアサダ、ウワミズザクラ、サカネラン、キジョラン

1

(動物)ハッチョウトンボ、ヒメヒカゲ、ヒメタイコウチ
(植物)ハンゴンソウ、ノハナショウブ、カワチブシ、モウセンゴケ、ウメバチソウ、ナガ
ボノアカワレモコウ、ヌマオトギリ、ドクゼリ、ムカゴニンジン、イチヤクソウ、レンゲツ
ツジ、イヌヌマトラノオ、クサレダマ、ヒメシロネ、タニウツギ、サワギキョウ、ゴマナ、
オタカラコウ、スイラン、ヌマガヤ、エゾアブラガヤ、ミカヅキグサ、ショウジョウバカ
マ、コオニユリ、ニッポンイヌノヒゲ、サギソウ、ミズトンボ、ヤマトキソウ、トキソウ、カ
キラン、ヒトツボクロ、コバノトンボソウ、オオミズゴケ、イボミズゴケ、ハリミズゴケ

0.15

6

2 0.24

3.80

(動物)ハッチョウトンボ、ハルゼミ、ヒメタイコウチ
(植物)シロバナナガバノイシモチソウ、ヒメミミカキグサ、ムラサキミミカキグサ、ミズ
ギク、イワショウブ、シラタマホシクサ、ミカワシンジュガヤ、ノグサ、オオミズゴケ

(植物)ヒメコマツ、コウヤマキ、ハナヒリノキ、オオミミゴケ、イワダレゴケ、タチハイゴ
ケ、コセイタカスギゴケ、ミヤマクサゴケ、イワタケ、ウスゲクロモジ

1.13

7 5.65

(動物)ルリボシヤンマ
(植物)ヒメコマツ、コウヤマキ

9

54

54

53

0.06

5.65

15.13
(動物)スギタニルリシジミ、フジミドリシジミ、ヒサマツミドリシジミ
(植物)トチノキ、ブナ、ウダイカンバ、ウラジロガシ

H11

8 0.06

10

53

52

0.15

1.13

15.13

5

4

0.03 1.52

11 1.36

(動物)ベッコウトンボ、ヨツボシトンボ、コバネアオイトトンボ、ハッチョウトンボ
(植物)カキツバタ、ヒメコウホネ、ミスミイ

1.25
(動物)ツムガタモドキギセル
(植物)フタバアオイ、トウゴクサバノオ、ユリワサビ、マネキグサ、ケヤマウツボ、モミ
ジカサ、ナベワリ、ユキザサ、キジョラン

2.03 2.03

52

53

50

3.80 (動物)ベッコウトンボ、ヨツボシトンボ

1.55
（動物）オオゴキブリ、ヒメハルゼミ
（植物）ルリミノキ、オオフユイチゴ

H16

H181.36
（動物）アズマモグラ、ホトケドジョウ、ギフチョウ、ナベブタムシ
(植物)シデコブシ、サクラバハンノキ

12
（動物）アズマモグラ、ギフチョウ
（植物）ビワコエビラフジ、スミレサイシン、コタチツボスミレ、エンショウムヨウラン

3.17 3.17

5.04

6.41

（動物）アズマモグラ、カワバタモロコ、ホトケドジョウ、ギフチョウ、ヒメタイコウチ、
ハッチョウトンボ
（植物）シデコブシ、サクラバハンノキ、ミミカキグサ、ホザキノミミカキグサ、モウセン
ゴケ、トウカイコモウセンゴケ

H18

H18

（植物）スダジイ、ツブラジイ、ウラジロガシ、タマミズキ、トウゴクシダ、ムヨウラン、シ
ダミコザサ

13 6.41

H2214 5.04

愛
知

愛
知



　令和5年3月31日現在

国有地 公有地 民有地 計

　　野生動植物保護地区内訳表

県
名

番
号

野生動植物保護地区 自然環境保全地域
面積(ha)

保護すべき野生動植物の種類 指定年度

なんせいぶ とうごくさん

南西部 (〃)

なんとうぶ とうごくさん

南東部 (〃)

0.00 44.33 10.00 54.33
ふじわらこうちだに ふじわらこうちだに

藤原河内谷 (藤原河内谷)
はらいがわ はらいがわ

祓川 （祓川）
4.80 0.00 0.00 4.80

かたなみがわげんりゅういき かたなみがわげんりゅういき

片波川源流域 (片波川源流域)
たんごかみせやうちやま たんごかみせやうちやま

丹後上世屋内山 （丹後上世屋内山）
0.00 102.75 0.00 102.75

はやしだがわ はやしだがわ

林田川 （林田川）
めいじがわ めいじがわ

米地川 （米地川）
37.00 0.00 0.00 37.00

おおたきがわ おおたきがわ

大滝川 (大滝川)
せいかんどろ せいかんどろ

静閑瀞 (静閑瀞)
2.40 0.59 5.29 8.28

すがの すがの

菅野 (菅野)
からかわ からかわ

唐川 (唐川)

0.00 0.82 3.88 4.70

52

2 0.02 2.08 2.10
(動物)ハッチョウトンボ
(植物)カキツバタ、タヌキモ、モウセンゴケ、ムラサキミミカキグサ、サワオグルマ、シ
ロネ、トキソウ、ショウジョウバカマ

53

2.60 (植物)オオミズゴケ、サワギキョウ、モウセンゴケ、カキツバタ、ヨシ

2地区

鳥
取

1 0.80 1.80

2地区

(植物)シダ植物(コシダ及びウラジロを除く。)及びウエマツソウ 54

2 2.40 0.59 2.69 5.68 (植物)キイジョウロウホトトギス、キシュウギク、ウナズキギボウシ 54

2.60

47

2 4.00 4.00 （動物）ゲンジボタル 47

2地区

兵
庫

1 33.00

2地区

(動物)エゾハルゼミ、ヒサマツミドリシジミ、ヒダサンショウウオ、フジミドリシジミ、ムカ
シトンボ、ムカシヤンマ

H10

2 67.15 67.15
（動物）ヒダサンショウウオ、タゴガエル、コルリクワガタ、ギフチョウ、ミヤマカラスア
ゲハ、ヒサマツミドリシジミ、オオムラサキ

H13

(動物)タナゴ類　イシガイ類

(植物)カワノリ

H20

2地区

京
都

1 35.60 35.60

16地区

三
重

1 1.20

2 3.60

H22

3.52 3.52

（動物）ナナフシモドキ、ヒメタイコウチ
（植物）シデコブシ、オオバウマノスズクサ､スズカカンアオイ、オオウラジロノキ、ア
ギスミレ、クロミノニシゴリ、シマジタムラソウ、オオカメノキ、オクモミジハグマ、ヒメコ
ヌカグサ、ムヨウラン

H22

15 3.84 3.84

16

（動物）ナナフシモドキ、ヒメタイコウチ、スズミグモ
（植物）サクラバハンノキ、シデコブシ、カザグルマ、ヘビノボラズ、モウセンゴケ、ウ
メバチソウ、タマミズキ、アギスミレ、リンドウ（ホソバリンドウを含む。）、シマジタムラ
ソウ、サワギキョウ、アギナシ、シラタマホシクサ、ウンヌケ、カキラン、サギソウ

52

3.60

和
歌
山

1

33.00 （動物）ゲンジボタル

2.60

1.20

愛
知



　令和5年3月31日現在

国有地 公有地 民有地 計

　　野生動植物保護地区内訳表

県
名

番
号

野生動植物保護地区 自然環境保全地域
面積(ha)

保護すべき野生動植物の種類 指定年度

あかなしっち あかなしっちせいしょくぶつぐんらく

赤名湿地 (赤名湿地性植物群落)

あわふね

粟舟 (オキシャクナゲ自生地)

サカサマ (オキシャクナゲ自生地)
いわくら

岩倉 (〃)
がんや

元屋 (〃)
めんがめやま めんがめやま

女亀山 (女亀山)

おおしま みすみかいがん

大島 (三隅海岸)
あおうら

青浦 (〃)
4.40 47.53 15.97 67.90

しおたき しおたき

塩滝 (塩滝)
こいがくぼ こいがくぼ

鯉が窪 （鯉が窪）

2.81 35.68 0.00 38.49
りゅうずきょう りゅうずきょう

龍頭峡 (龍頭峡)
おおさわしつげんだい おおさわしつげんだい

大沢湿原第1 (大沢湿原)
2 3.64

32.48 35.29

（植物）オグラセンノウ、ビッチュウフウロ、ミコシギク、リュウキンカ、ヒメミコリ、コタヌ
キモ、サギソウ、トキソウ、コアナミズ
（動物）オオルリ、ヒキガエル、ダゴガエル、メダカ、ハッチョウトンボ、カツラネクイハ
イムシ、チョウゴクオオミズクサハムシ、キンイロネクイハムシ、ゴマシジミ、ヒメヒカ
ゲ

H14

2地区

1

63

8 4.40 7.60 12.00 (植物)テツホシダ、カンコノキ

7 3.90 3.90

8地区

2 19.06 19.06
(植物)オキシャクナゲ、ナゴラン、フウラン、セッコク、エビネ、ナツエビネ、キエビネ、
キンセイラン
(植物)オキシャクナゲ、ナゴラン、フウラン、セッコク、エビネ、ナツエビネ、キエビネ、
キンセイラン

54

0.67 0.67

(植物)コムラサキ、ミツガシワ、トキソウ、サギソウ、リュウキンカ、サワギキョウ、ム
ラクモアザミ、コバノトンボソウ、ミズチドリ、カキラン、コイヌノハナヒゲ、イヌノハナヒ
ゲ、ニッポンイヌノヒゲ、ハンカイソウ、アギスミレ、ヒツジグサ、フトヒルムシロ、モウ
センゴケ、ミミカキグサ、ムラサキミ、ミカキグサ、カンガレイ
(動物)ハッチョウトンボ、ヒメシジミ、ゴイシシジミ

52

4.92 4.92 同上

54

3 20.82 20.82

54

5 3.80 3.80 同上 54

4

6 2.73 2.73

(植物)キエビネ、エビネ、ミヤコアイ、カガノアザミ、
(動物)ギフチョウ、フタコブルリハナカミキリ、ホシベッコウカギバ、オナジマイマイ科
オオベソマイマイ属の全種､キセルガイ科の全種、ナンバンマイマイ科ビロウドマイ
マイ属の全種

(植物)ツクシシャクナゲ、ツゲ、ゴヨウマツ、ベニドウダン 5131.40 31.40

62

(植物)ハマビワ

3.20
(植物)イワヒバ、イワシデ、バイカウツギ、キンキマメザクラ、ヤマトレンギョウ、イワタ
バコ、イワツクバネウツギ

48

63

3.20

3.64

(植物)ウメモドキ、キブネゴケ、クサレダマ、サギソウ、シュロソウ、モウセンゴケ、レ
ンゲツツジ、オオイヌノハナヒゲ、オオミズゴケ、オヒルムシロ、クマノゴケ、コイヌノハ
ナヒゲ、コバノトンボソウ、サワギキョウ、サワシロギク、スイラン、ヌマガヤ、ノハナ
ショウブ、ヒメシロネ、マアザミ、ミミカキグサ、ムラサキミミカキグサ、ヤチカワズス
ゲ、ヤマアゼスゲ、ヤマドリゼンマイ
(動物)ハッチョウトンボ

53

2.81

1

1

2

岡
山

広
島

島
根

島
根
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国有地 公有地 民有地 計

　　野生動植物保護地区内訳表

県
名

番
号

野生動植物保護地区 自然環境保全地域
面積(ha)

保護すべき野生動植物の種類 指定年度

おおさわしつげんだい

大沢湿原第2 (〃)

びわがいけ

琵琶ヶ池 (〃)
ねこやま ねこやま

猫山 (猫山)

しんかわためいけした やはたしつげん

新川溜池下 (八幡湿原)

めんがめやま めんがめやま

女亀山 (女亀山)

0.00 36.45 36.09 72.54
たらだけ たらだけ

多良岳 多良岳

0.00 122.90 0.03 122.93
きゅうらぎしつげん きゅうらぎしつげん

久良木湿原 久良木湿原

0.50 0.20 0.00 0.70
なみのむら　　　　　　    ぐんせいち なみのむら　　　　　　　    ぐんせいち

波野村スズランの群生地 (波野村スズランの群生地)
むたしつげん むたしつげん

無田湿原 （無田湿原）

0.00 1.52 0.00 1.52
りょうぜん りょうぜん

霊山 (霊山)
0.00 0.00 2.80 2.80

116 地区 1,654.99 830.61 349.98 2,835.58

54

1地区
計

（植物）チョウセンスイラン、サツママアザミ、ヒメノボタン、ヒナノカンザシ、コキンバイ
ザサ、タコガタサギソウ、ヤマドリゼンマイ、オオミズゴケ

H13

2地区

大
分

1 2.80 2.80 (動物)オオイタサンショウウオ

0.10 0.10 (植物)スズラン

(植物)トキソウ、カキラン、ミズチドリ、コバノトンボソウ、サギソウ、ユウスゲ、コオニ
ユリ、カキツバタ、シラヒゲソウ、ウメバチソウ、エンコウソウ、ミカヅキグサ、ハンカイ
ソウ、オタカラコウ、カンボク、ビッチュウフウロ、ミヤマウメモドキ、コアナミズゴケ、
オオミズゴケ
(動物)ブチサンショウウオ、モリアオガエル、ゴギ、カワヤツメ、ヒロシマサナエ、ムラ
サキトビゲラ、ハッチョウトンボ

（植物）ヒゼンコウガイゼキショウ、サギソウ、カキラン、ムラサキミミカキグサ、ミズト
ンボ、シロシャクジョウ、ヒナザサ、モウセンゴケ、ヤマドリゼンマイ、オオミズゴケ、ミ
ズオトギリ
（動物）カスミサンショウウオ、ニホンアカガエル、ハッチョウトンボ、ヒメアカネ

H19

55

2 1.42 1.42

122.93

（植物）オサシダ、ツルデンダ、イワオモダカ、ヤシャブシ、ワチガイソウ、チャルメル
ソウ、イヌザクラ、シコクスミレ、トチバニンジン、ツクシシャクナゲ、ヒカゲツツジ、ソ
バナ、ツクシコウモリソウ、フクオウソウ、ツクシトウヒレン、ホソバナコバイモ、カンザ
シギボウシ、ヒメテンナンショウ、イトスゲ、ジガバチソウ、ウチョウラン、コケイラン
（動物）ヤマネ、ブチサンショウウオ、ヤマアカガエル、ウンゼンルリクワガタ、ウラキ
ンシジミ

H14

1地区

長
崎

1 0.50 0.20 0.70

59

(植物)キエビネ、エビネ、ミヤコアオイ、カガノアザミ
(動物)ギフチョウ、フタコブルリハナカミキリ、ホシベッコウカギバ、ナンバンマイマイ
科ビロウドマイマイ属の全種、オナジマイマイ科オオベソマイマイ属の全種､キセル
ガイ科の全種

62

7地区

佐
賀

1 122.90 0.03

6 1.08 1.08

0.83

0.58

(植物)ウメモドキ、キブネゴケ、クサレダマ、サギソウ、シュロソウ、モウセンゴケ、レ
ンゲツツジ、オオイヌノハナヒゲ、オオミズゴケ、オヒルムシロ、クマノゴケ、コイヌノハ
ナヒゲ、コバノトンボソウ、サワギキョウ、サワシロギク、スイラン、ヌマガヤ、ノハナ
ショウブ、ヒメシロネ、マアザミ、ミミカキグサ、ムラサキミミカキグサ、ヤチカワズス
ゲ、ヤマアゼスゲ、ヤマドリゼンマイ
(動物)ハッチョウトンボ

(植物)ミズニラ 53

0.83

29.26 (植物)ネコヤマヒゴタイ 5729.26

53

5.75

1地区

5

3

4 0.58

7 5.75

熊
本

1

広
島


