
重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B1 1 日高山脈高山帯 高山性
10,000-
100,000

コケモモ－ハイマツ群集、カール地形
の湿性雪田草原、ヒース群落

北海道

B2 1 芦別岳高山帯 高山性
1,000-
10,000

コケモモ-ハイマツ群集 北海道

B3 1 大雪山高山帯 高山性
10,000-
100,000

コケモモ－ハイマツ群集、雪田草原、
風衝草原

北海道

B4 1 天塩岳高山帯 高山性
1,000-
10,000

コメバツガザクラ-ミネズオウ群集、コ
ケモモ－ハイマツ群集、雪田草原

北海道

B5 1 ニペソツ山高山帯 高山性 100-1,000
ケエゾキスミレ、ソオウンナズナ、コ
ケモモ－ハイマツ群集、雪田草原

北海道

B6 1 武利岳・武華岳高山帯 高山性 100-1,000
ウラシマツツジ群落、チシマノキンバ
イソウ群落

北海道

B7 1 平山高山帯 高山性 100-1,000
コケモモ-ハイマツ群集、コメバツガザ
クラ群落

北海道

B8 1 藻琴山高山帯 高山性
1,000-
10,000

コケモモ-ハイマツ群集 北海道

B9 1 斜里岳高山帯 高山性
1,000-
10,000

コケモモ-ハイマツ群集 北海道

B10 1 遠音別岳・知西別岳高山帯 高山性
1,000-
10,000

シレトコスミレ群落、ミネズオウ-ウラ
シマツツジ群落

北海道

B11 1 羅臼岳高山帯 高山性
10,000-
100,000

コケモモ-ハイマツ群集 北海道

B12 1 硫黄山高山帯 高山性
1,000-
10,000

シレトコスミレ群落、メアカンフス
マ、コマクサ

北海道

B13 1 知床沼高山湿原 高山性 10未満
高層湿原、コケモモ-ハイマツ群集、イ
ボミズゴケ

北海道

B14 1 札内川上流ケショウヤナギ林 河畔林 10未満 北海道

B15 1 網走湖畔女満別ヤチダモ林 河畔林 100-1,000 ヤチダモ－ハンノキ群落 北海道

B16 1 知床五湖沼沢地 湖沼 10-100 ミツガシワ 北海道

B17 1 稚咲内海岸砂丘列内湖沼群湿地 湖沼
1,000-
10,000

低層湿地、ジュンサイ、ミズゴケ群落 北海道

B18 1 火散布沼／藻散布沼 湖沼 10未満 複合型の湿地／藻場 北海道

B19 1 馬主来沼 湖沼 10未満 複合型の湿地／藻場 北海道

B20 1 霧多布湿原 高層湿原
1,000-
10,000

中間湿原、ワタスゲ-イボミズゴケ群
集、ヤチヤナギ-イボミズゴケ群集

北海道

B21 1 落石湿原 高層湿原 100-1,000 北海道

B22 1 ユルリ島高層湿原 高層湿原 10-100 ミズゴケ、ツルコケモモ 北海道

B23 1 大雪山天人ヶ原湿原 高層湿原 10未満
アカエゾマツ低木林、ミヤマイヌノハ
ナヒゲ群落

北海道

B24 1 大雪山沼ノ原湿地 高層湿原 10未満 ヌマガヤ-イボミズゴケ群集 北海道

B25 1 浮島湿原 高層湿原 10-100 アカエゾマツ矮小林 北海道

B26 1 兼金沼湿原・茨散沼湿原 高層湿原 100-1,000 低層湿地 北海道

B27 1 標津湿原 高層湿原
1,000-
10,000

中間湿原、低層湿原、クロミノウグイ
スカグラ

北海道

B28 1 松山湿原 高層湿原 10-100 北海道

B29 1 羅臼湖亜高山湿原 高層湿原 10未満 北海道
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B30 1 サロベツ原野湿原 高層湿原
1,000-
10,000

中間湿原、低層湿原、ホロムイイチゴ-
イボミズゴケ群集

北海道

B31 1 ピヤシリ湿原 高層湿原 10未満 北海道

B32 1
トムラウシ山湿原群（五色ケ原、沼
の平、ヒサゴ沼、銀杏が原湿原、ト
ムラウシ南麓湿原など）

高層湿原 10未満 高層湿原/  雪田草原 北海道

B33 1 浅芽野湿原 高層湿原
1,000-
10,000

アカエゾマツ群落 北海道

B34 1 釧路湿原
中間・低層湿
原

10,000-
100,000

中間湿原、低層湿原、ヨシ群落、ヨ
シ・スゲ類-ハンノキ群落

北海道

B35 1 別寒辺牛湿原
中間・低層湿
原

1,000-
10,000

高層湿原、ヨシ群落、ハンノキ群落 北海道

B36 1 クッチャロ湖湿原
中間・低層湿
原

1,000-
10,000

ホロムイイチゴ-イボミズゴケ群集、中間湿
原、高層湿原、ハンノキ群落、アカエゾマツ
群落

北海道

B37 1 キモントウ沼周辺湿原
中間・低層湿
原

100-1,000
湖沼、スゲ群落、ツルコケモモ-ミズゴ
ケ群落

北海道

B38 1 風蓮湿原
中間・低層湿
原

1,000-
10,000

ヤチヤナギ-イボミズゴケ群集、塩湿地 北海道

B39 1 タンネ沼・オンネ沼周辺湿原
中間・低層湿
原

100-1,000 北海道

B40 1 ポロ沼周辺湿原
中間・低層湿
原

100-1,000 沼沢地、スゲ-ヨシ群落 北海道

B41 1 コムケ湖
中間・低層湿
原

10未満 塩性湿地、潟湖 北海道

B42 1 厚岸湖塩性湿地 汽水性 10未満 北海道

B43 1 春国岱塩性湿地 汽水性 10未満 北海道

B44 1
サロマ湖テイネイサンゴ岬塩性
湿地

汽水性 10未満 北海道

B45 1 能取湖塩性湿地 汽水性 10未満 北海道

B46 1 音別砂浜・砂丘草原 海岸 10未満 ハマナス群落 北海道

B47 1 尻羽岬海岸段丘草原 海岸
1,000-
10,000

トウゲブキ群落、コハマギク 北海道

B48 1 大黒島 海岸 10未満
海鳥繁殖地、エゾヨモギ-エゾイラクサ群
落、オオイタドリ-アキタブキ群落、海鳥類
（コシジロウミツバメ、ウトウ等）

北海道

B49 1 ユルリ島・モユルリ島 海岸 10未満
カモ島、海鳥繁殖地、海鳥類（ウト
ウ、オオセグロカモメ等）

北海道

B50 1 春国岱海岸草原 海岸 100-1,000 ハマナス群落、ハマニンニク群落 北海道

B51 1 斜里海岸草原 海岸 10未満 ハマナス-ハマニンニク群落 北海道

B52 1 以久科海岸草原 海岸 100-1,000
ハマナス-ハマニンニク群落、エゾキス
ゲ

北海道

B53 1 小清水海岸草原 海岸 100-1,000
ハマナス群落、エゾスカシユリ、エゾ
キスゲ

北海道

B54 1 ノッカマップ・豊里海岸草原 海岸 10未満
シコタンヨモギ-ヒロハウラジロヨモギ
群落、コハマギク群落

北海道

B55 1 紋別海岸草原 海岸 100-1,000 ハマナス群落、ハマニンニク群落 北海道

B56 1 ウトロ崎海岸断崖草原 海岸 10未満
キリンソウ-アサギリソウ群落、ナガバキタ
アザミ-エゾノコギリソウ群落、エゾノヨモ
ギギク、シャジクソウ

北海道

B57 1 サロマ湖畔常呂カシワ林 海岸 100-1,000 エゾノヨロイグサ-カシワ群集 北海道

B58 1 知床半島（岩尾別） 海岸 10未満
海鳥繁殖地、海鳥類（ウミウ、オオセ
グロカモメ等）

北海道
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B59 1 斜里海岸砂丘林 海岸 100-1,000 ミズナラ林、カシワ林 北海道

B60 1 知床岬海岸草原 海岸 100-1,000 海岸礫地、ガンコウラン群落 北海道

B61 1 稚咲内海岸砂丘林 海岸
1,000-
10,000

ミズナラ林、トドマツ林 北海道

B62 1 浜頓別ベニヤ海岸草原 海岸 100-1,000 ハマナス群落、エゾノカワラナデシコ 北海道

B63 1 ベニヤ原生花園アカエゾマツ林 海岸性 100-1,000 北海道

B64 1 和琴半島火山性地熱地 火山荒原 10未満 屈斜路湖 北海道

B65 1 川湯硫黄山 火山荒原 100-1,000 イソツツジ-ハイマツ群集 北海道

B66 1 ポンポン山火山性地熱地 火山荒原 10未満 屈斜路湖畔 北海道

B67 1 アポイ岳蛇紋岩地 特殊岩地 100-1,000
コケモモ-ハイマツ群集、エゾキスミ
レ、アポイカンバ

北海道

B68 1 夕張岳蛇紋岩地・硅質岩地 特殊岩地
1,000-
10,000

リシリスゲ-ナガバキタアザミ群集 北海道

B69 1 富良野西岳高山帯 特殊岩地 100-1,000 蛇紋岩地、イブキジャコウソウ群落 北海道

B70 1 白鳥山蛇紋岩地 特殊岩地 100-1,000 アカエゾマツ群集 北海道

B71 1 問寒別蛇紋岩地 特殊岩地 10未満 北海道

B72 1 イソサンヌプリ蛇紋岩地 特殊岩地 10未満 高山低木群落、アカエゾマツ群落 北海道

B73 1 ヌプカウシ火山岩角地 岩角・礫地 10未満 コマクサ 北海道

B74 1 西別岳岩角地 岩角・礫地 10未満 北海道

B75 1 パンケナイ岩角地 岩角・礫地 10未満 寒地草本群落（エゾデンダ等） 北海道

B76 1 ポロヌプリ硅質岩地 岩角・礫地 10未満 北海道

B77 1 大樹浜カシワ林 海岸 10-100 北海道

B78 1 大樹浜海岸段丘草原 海岸 10未満 ハマナス群落、ガンコウラン群落 北海道

B79 2 羊蹄山高山帯 高山性
1,000-
10,000

コケモモ-ハイマツ群集 北海道

B80 2 余市岳高山帯 高山性 100-1,000 ハイマツ群落、エゾノツガザクラ群落 北海道

B81 2 利尻島利尻山高山帯 高山性
1,000-
10,000

コケモモ-ハイマツ群集、リシリスゲ-
ナガバキタアザミ群集

北海道

B82 2 横津岳湿原・袴腰岳湿原 高層湿原 10未満 ミズゴケ群落 北海道

B83 2 静狩湿原 高層湿原 100-1,000 北海道

B84 2 ホロホロ山高層湿原 高層湿原 10-100 中間湿原、エゾゼンテイカ群落 北海道

B85 2 ニセコ連山の湿原 高層湿原 10未満 北海道

B86 2 無意根山大蛇ヶ原湿原 高層湿原 10未満
ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群集、
ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、アカエゾマ
ツ、亜高山林

北海道

B87 2 東野幌湿原 高層湿原 10-100 ホロムイツツジ 北海道
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B88 2 雨竜沼湿原 高層湿原 100-1,000
ホロムイスゲ-ヌマガヤ群集、ヌマガヤ
-イボミズゴケ群集、中間湿原

北海道

B89 2 原始ヶ原湿原 高層湿原 100-1,000
ミヤマイヌノハナヒゲ-ヌマガヤ群落、ツル
コケモモ-ミズゴケ群集、アカエゾマツ林

北海道

B90 2
利尻島種富湿原、メヌショロ沼
湿原

高層湿原 10未満 ホロムイイチゴ-イボミズゴケ群集 北海道

B91 2 美唄湿原 高層湿原 10未満 高層湿原 北海道

B92 2 月ヶ湖 高層湿原 10未満 高層湿原 北海道

B93 2 キウシト湿原 高層湿原 10未満 都市内／高層湿原 北海道

B94 2 歌才湿原 高層湿原 10未満 高層湿原 北海道

B95 2 上更別ヤチカンバ林
中間・低層湿
原

10未満 シコタンヨモギ 北海道

B96 2 ウトナイ湖湿原
中間・低層湿
原

1,000-
10,000

中間湿原 北海道

B97 2 美々川流域湿原
中間・低層湿
原

10-100 ハンノキ群落 北海道

B98 2 礼文島風衝草原 海岸
1,000-
10,000

レブントウヒレン-チシマフウロ群集 北海道

B99 2 渡島大島・小島風衝草原 海岸
1,000-
10,000

コジマエンレイソウ 北海道

B100 2 北海道渡島大島 海岸 10未満 海鳥繁殖地（オオミズナギドリ） 北海道

B101 2 鷲別岬海岸 海岸 10未満 コハマギク 北海道

B102 2 オタモイ海岸 海岸 10未満 ピレオギク、オショロソウ 北海道

B103 2 石狩海岸砂丘 海岸 100-1,000
ミズナラ林、ハマニンニク群落、カシ
ワ林

北海道

B104 2 天売島 海岸 10未満
海鳥繁殖地、海鳥類（ウトウ、ウミウ
等）

北海道

B105 2 焼尻島イチイ林 海岸 10-100 北海道

B106 2 大磯海岸砂丘草原 海岸 100-1,000 ハマニンニク、ハマハタザオ 北海道

B107 2 恵山火山裸地 火山荒原 100-1,000
ガンコウラン、エゾイソツツジ、ウラ
ジロタデ、サラサドウダン群落

北海道

B108 2 駒ヶ岳火山裸地 火山荒原
1,000-
10,000

イワブクロ-ヒメスゲ群落、ミネヤナギ
-イヌコリヤナギ群落

北海道

B109 2 大平山石灰岩地 特殊岩地 100-1,000
イワオウギ-トウゲブキ群落、イチョウ
シダ、オオヒラミミナグサ

北海道

B110 2 穂別坊主山蛇紋岩地 特殊岩地 10未満 アポイハハコ 北海道

B111 2 崕山石灰岩地 特殊岩地 100-1,000
イチョウシダ群落、シロバナミヤマム
ラサキ群落

北海道

B112 2 嵐山蛇紋岩地 特殊岩地 10未満 ホソバコウゾリナ 北海道

B113 2 天狗岳集塊岩地 岩角・礫地 10未満
シコタンソウ-イワテトウキ群落、ヒロ
ハガマズミ

北海道

B114 2 パンケチャップ硅質岩地 岩角・礫地 10未満 エゾトウウチソウ 北海道

B115 3 横沼塩性湿地 汽水性 10未満 ウミミドリ群落 青森県

B116 3 小川原湖高瀬川河口塩性湿地 汽水性 10未満 青森県
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B117 3 尾駮沼河口塩性湿地 汽水性 10未満 青森県

B118 3 高岩岩崖地 海岸 10未満 ハマギク群集 青森県

B119 3 種差・大須賀海岸草原 海岸 100-1,000
ハマオトコヨモギ-コハマギク群集、ノハナ
ショウブ-ススキ群集、ハマニンニク-コウボ
ウシバ群集

青森県

B120 3 青松葉山オオシラビソ林 亜高山性
1,000-
10,000

ダケカンバ-チシマザサ群落 岩手県

B121 3 和山湿原
中間・低層湿
原

10-100 岩手県

B122 3 櫃取湿原
中間・低層湿
原

100-1,000 岩手県

B123 3 岩手県椿島 海岸 10未満 海鳥繁殖地（ウミネコ） 岩手県

B124 3 岩手県三貫島 海岸 10未満 海鳥繁殖地、海鳥類 岩手県

B125 3 日の出島 海岸 10未満 海鳥繁殖地 岩手県

B126 3 北上山地石灰岩地帯 特殊岩地 10未満
哺乳類（モモジロコウモリ）、昆虫類
（ミズムシ類）（これらは龍泉洞での
確認）

岩手県

B127 3 宇霊羅山石灰岩地 特殊岩地 10未満 ムラサキモメンヅル 岩手県

B128 3 岩泉町石灰岩洞窟 洞窟・風穴 10未満 龍泉洞、安家洞、氷渡洞 岩手県

B129 3
鬼ヶ柵川流域タマアジサイ・フ
サザクラ林

河畔林 10未満 宮城県

B130 3 寒成山ケヤキ林 河畔林 10未満 宮城県

B131 3 棒目木ケヤキ林 河畔林 10未満 宮城県

B132 3 遂倉山ケヤキ林 河畔林 10未満 宮城県

B133 3 名取川下流域 河川 10未満 ヨシ群落 宮城県

B134 3 広瀬川河辺 河川 10未満 宮城県

B135 3 鳴瀬川下流域 河川 10未満 ヨシ群落 宮城県

B136 3 北上川下流域 河川 10未満 ヨシ群落 宮城県

B137 3 追波川河辺 河川 10未満 ヨシ群落 宮城県

B138 3 化女沼 湖沼 10-100 水生植物群落 宮城県

B139 3 相野沼 湖沼 10未満 水生植物群落 宮城県

B140 3 平筒沼 湖沼 10-100 ヒシ群落 宮城県

B141 3 海老穴の湿地
中間・低層湿
原

10未満 スゲ類、ヨシ 宮城県

B142 3 蕪栗沼
中間・低層湿
原

100-1,000 ヨシ群落、マコモ群落 宮城県

B143 3 伊豆沼・内沼
中間・低層湿
原

1,000-
10,000

ヨシ群落、マコモ群落 宮城県

B144 3 釜房湖
中間・低層湿
原

100-1,000 ニイガタガヤツリ 宮城県

B145 3 芳の平湿原
中間・低層湿
原

10未満
ミズバショウ-ハンノキ群落、コイヌノ
ハナヒゲ-イトイヌノヒゲ群落、ヤチス
ギラン

宮城県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B146 3 鳥ノ海塩性湿地 汽水性 10未満 宮城県

B147 3 井土浦塩性湿地 汽水性 10未満 ハママツナ群落、シオクグ群集 宮城県

B148 3 蒲生潟塩性湿地 汽水性 10未満 宮城県

B149 3 仙台湾岸砂浜 海岸
1,000-
10,000

ハマニンニク群落、コウボウムギ群落 宮城県

B150 3 松島アカマツ林、タブノキ林 海岸 100-1,000 宮城県

B151 3 足島海岸風衝断崖地低木林 海岸 10未満 マサキ-トベラ群集、ヤブツバキ群落 宮城県

B152 3 長面浜砂浜 海岸 10-100 ハマニンニク群落、コウボウムギ群落 宮城県

B153 3 三陸海岸 海岸 10未満
ハマギク-コハマギク群落、イブキ-コ
ハマギク群落

宮城県

B154 3
陸前江ノ島ウミネコ・ウトウ繁
殖地

海岸 10未満
海鳥類（ウミネコ、ウトウ、オオミズ
ナギドリ）

宮城県

B155 3 翁倉山アカマツ林 岩角・礫地 10未満 アカメガシワ、ナツツバキ 宮城県

B156 3 夫婦岩 岩角・礫地 10未満 岩上植物群落 宮城県

B157 3
小原渓谷アカシデ林、イヌブナ
林

岩角・礫地 10未満 宮城県

B158 3 鳴子渓谷アカシデ林 岩角・礫地 10未満 宮城県

B159 3 浅布渓谷アカシデ林 岩角・礫地 10未満 宮城県

B160 3 川台山アカマツ林、アカシデ林 岩角・礫地 10未満 宮城県

B161 3 寒成山・渡瀬・虎岩風穴群 洞窟・風穴 10未満
ミズナラ林、オノオレカンバ林、クロ
ゴケ、タマゴバムチゴケ

宮城県

B162 3 新道沢チョウセンゴヨウ林 亜高山性 10-100 福島県

B163 3 金山 河川 10未満 福島県

B164 3 石田ブヨメキ 河川 10未満
ミズバショウ、リュウキンカ、カキラ
ン

福島県

B165 3 田代山湿原 高層湿原 10-100
ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群
集

福島県

B166 3 駒止湿原 高層湿原 10-100
ヌマガヤ-チャミズゴケ群集、ヌマガヤ
-イボミズゴケ群集

福島県

B167 3 宮床湿原 高層湿原 10未満 ジュンサイ-ヒツジグサ群集 福島県

B168 3 雄国沼湿原 高層湿原 100-1,000
中間湿原、低層湿原、ヌマガヤ-チャミ
ズゴケ群集、ヌマガヤ-イボミズゴケ群
集

福島県

B169 3 矢ノ原湿原
中間・低層湿
原

10-100 ジュンサイ-ヒツジグサ群集 福島県

B170 3 浄土松アカマツ林 岩角・礫地 100-1,000 福島県

B171 3 深沢ヒノキアスナロ林 岩角・礫地 10-100 福島県

B172 3 新田川渓谷モミ林 岩角・礫地 100-1,000 ケヤキ林、イヌブナ林 福島県

B173 3
鹿狼山ケヤキ林、コナラ林、ア
カマツ林

岩角・礫地 10-100 福島県

B174 3 袋田の滝集塊岩地 岩角・礫地 10未満 キンレイカ 茨城県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B175 3 女峰山・帝釈山高山帯 高山性 10-100 ハイマツ、イワヒゲ 栃木県

B176 3 釈迦ヶ岳コメツガ・イラモミ林 亜高山性
1,000-
10,000

栃木県

B177 3 七千山 亜高山性 10未満
ハイマツ、ハクサンシャクナゲ、ミズ
ナラ

栃木県

B178 3 今市平ヶ崎 河畔林 10未満 ヒメザゼンソウ 栃木県

B179 3 羽田沼周辺 湖沼 10未満 ミツガシワ、ジュンサイ 栃木県

B180 3 戦場ヶ原湿原 高層湿原 100-1,000
中間湿原、低層湿原、ヌマガヤ-イボミズゴ
ケ群集、オオアゼスゲ-ツルコケモモ群落

栃木県

B181 3 塩原大沼
中間・低層湿
原

10未満 ミズバショウ 栃木県

B182 3 渡良瀬遊水池
中間・低層湿
原

1,000-
10,000

ヨシ群落 栃木県

B183 3 迫間湿地
中間・低層湿
原

10未満 沼沢地、アカメヤナギ林、ヨシ群落 栃木県

B184 3 弁天沼湿原
中間・低層湿
原

10未満 カキツバタ群落 栃木県

B185 3 多田羅沼
中間・低層湿
原

10未満 ヨシ、ヌマガヤ、ハンノキ 栃木県

B186 3 出流山 岩角・礫地 10未満 暖地性シダ 栃木県

B187 3 鷲子山 岩角・礫地 10未満
イワウチワ群落、トチバニンジン、セ
ンダイハグマ

栃木県

B188 3 足利小俣岩角地 岩角・礫地 10未満 ミツバツツジ群落 栃木県

B189 3 石尊山アカマツ林 岩角・礫地
10,000-
100,000

栃木県

B190 3 庚申山・袈裟丸山集塊岩地 岩角・礫地 10未満 ユキワリソウ 栃木県

B191 3 薬師岳ツガ林 岩角・礫地 10未満 栃木県

B192 3 雲竜渓谷 岩角・礫地 10未満 栃木県

B193 3 瀬戸合峡アカマツ林 岩角・礫地 10未満 栃木県

B194 3 月山岩角地 岩角・礫地 10未満 栃木県

B195 3 根本沢シオジ林 河畔林
10,000-
100,000

ヤマグルマ林、ツガ及びカエデの針広
混交林、シオジ、ヤマグルマ、ツガ

群馬県

B196 3 大峰沼湿原 高層湿原 10未満
ミズゴケ類、ミズオトギリ群落、ヌマ
ガヤ群落

群馬県

B197 3 行人沼
中間・低層湿
原

10未満 水生植物群落 群馬県

B198 3 茂林寺沼湿原
中間・低層湿
原

10-100 エゾミソハギ、サワギキョウ 群馬県

B199 3 西上州二子山・立処山石灰岩地 特殊岩地
10,000-
100,000

イワシモツケ群落 群馬県

B200 3 天丸山ヒノキ林 岩角・礫地 10未満 ツガ林、モミ林、ミズナラ林 群馬県

B201 3 妙義山集塊岩地 岩角・礫地 10未満
ミョウギトリカブト-ツルビランジ群
落、ナンタイシダ

群馬県

B202 3 鳴神山硅質岩地 岩角・礫地 10未満 ヤマグルマ、レンゲショウマ 群馬県

B203 3
三宝山・甲武信岳・木賊山シラ
ビソ・オオシラビソ林

亜高山性
1,000-
10,000

シラビソ、オオシラビソ林、コメツガ
林

埼玉県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B204 3 雁坂峠トウヒ林 亜高山性 10-100 埼玉県

B205 3
黒岩尾根・突出峠常緑・落葉針
葉樹混交林

亜高山性 10-100 埼玉県

B206 3 雲取山コメツガ林 亜高山性 100-1,000 埼玉県

B207 3 荒川源流の各地 河畔林 10-100
複数の帯状群落が地域内に散在する。地理的
範囲は情報不足により特定しない。カラマツ
群落、ヒロハカツラ-ヤハズハンノキ群落

埼玉県

B208 3 豆焼沢石灰岩地 特殊岩地 10未満 埼玉県

B209 3 三峰山前白岩山石灰岩地 特殊岩地 10未満 埼玉県

B210 3 三国尾根梓白岩石灰岩地 特殊岩地 10未満 イワシモツケ群落 埼玉県

B211 3 白泰尾根赤沢山石灰岩地 特殊岩地 10未満 埼玉県

B212 3 大ガマタ沢石灰岩地 特殊岩地 10未満 埼玉県

B213 3 武甲山石灰岩地 特殊岩地 100-1,000 チチブイワザクラ群落 埼玉県

B214 3 白石山石灰岩地 特殊岩地 10-100 イワシモツケ群集 埼玉県

B215 3 中津川周辺岩壁 岩角・礫地 10-100 ヤマボウシ-アカヤシオ群落 埼玉県

B216 3
西上州両神山・奥田野地域硅質
岩岩地

岩角・礫地
1,000-
1,0000

アカヤシオ、ハコネハナヒリノキ 埼玉県

B217 3 田中山 岩角・礫地 10未満
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）

埼玉県

B218 3 白糸川源流 河畔林 10未満
イズカニコウモリ、ハコネクサアジサ
イ、オオキジノオ、ヤマジオウ

神奈川県

B219 3 南アルプス高山帯 高山性
1,000-
10,000

ミズナラ林、ツガ林、コケモモ-ハイマツ群
集、コメバツガザクラ-ミネズオウ群集

山梨県

B220 3 笊ヶ岳ハイマツ林 亜高山性 100-1,000 シラビソ林、オオシラビソ林 山梨県

B221 3 櫛形山亜高山性草原 亜高山性
10,000-
100,000

アヤメ群落 山梨県

B222 3
小金沢山コメツガ林、シラビソ
林、トウヒ林

亜高山性 100-1,000 山梨県

B223 3 大菩薩シラビソ林 亜高山性 10-100 山梨県

B224 3
八ヶ岳山岳地域ミズナラ林、シ
ラビソ林

亜高山性
10,000-
100,000

山梨県

B225 3 富士山火山荒原 火山荒原 10未満
フジハタザオ-オンタデ群集、イタドリ
群落、フジアザミ群落

山梨県

B226 3 篠井山ブナ・ヒメシャラ林 岩角・礫地 10未満 ヒメシャラ、ツルグミ、ヤマグルマ 山梨県

B227 3
七面山スギ林、ヒノキ林、ブナ
林

岩角・礫地 100-1,000 山梨県

B228 3 忍野ハリモミ林 岩角・礫地
10,000-
100,000

山梨県

B229 3
木曽山脈（中央アルプス）高山
帯

高山性
1,000-
10,000

ミネズオウ-クロマメノキ群集、オヤマ
ノエンドウ群落、ヒメウスユキソウ

長野県

B230 3 御岳高山帯 高山性
1,000-
10,000

コメバツガザクラ-ミネズオウ群集、コ
ケモモ-ハイマツ群集

長野県

B231 3 南アルプス赤石岳高山帯 高山性
1,000-
10,000

コメバツガザクラ-ミネズオウ群集 長野県

B232 3 八ヶ岳高山帯 高山性
1,000-
10,000

長野県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B233 3
南アルプスシラビソ・オオシラ
ビソ林

亜高山性
10,000-
100,000

シオジ林、サワグルミ、トチノキ 長野県

B234 3 御岳亜高山帯
10,000-
100,000

長野県

B235 3 千曲川（中流域）河辺 河畔林 10未満
低層湿原、タチヤナギ-カワヤナギ群
落、オギ群落

長野県

B236 3 姫川源流 河川 10未満 バイカモ、エビモ 長野県

B237 3 霧ヶ峰高層湿原群 高層湿原
1,000-
10,000

長野県

B238 3 後立山連峰山麓湧水地群
中間・低層湿
原

10未満 ホロムイソウ、ミミカキグサ 長野県

B239 3 戸台白岩石灰岩地 特殊岩地 10未満 トダイハハコ、イチョウシダ 長野県

B240 3 生坂アカマツ林 岩角・礫地 10未満
ヤマツツジ-アカマツ群集、キタゴヨ
ウ、ツガ

長野県

B241 3 乗鞍岳ハイマツ林 高山性 10未満 ハイマツ群落 岐阜県

B242 3 大井川源流部ツガ林 亜高山性
10,000-
100,000

静岡県

B243 3 光岳高山帯 特殊岩地 10未満 シラネヒゴタイ-オヤマノエンドウ群集 静岡県

B244 4 白神山地高山帯 高山性 100-1,000
コケモモ-ハイマツ群集、ミヤマハナシ
ノブ、リシリシノブ

青森県

B245 4 岩木山高山帯 高山性 100-1,000
亜高山帯、ミチノクコザクラ、エゾノツガザ
クラ、イワキソモソモ、ハイマツ林、ダケカ
ンバ帯より上部

青森県

B246 4 八甲田山雪田草原 高山性 10-100
アオノツガザクラ-イワイチョウ群落、
ヒナザクラ-ミネハリイ群落

青森県

B247 4 八甲田山高山帯 高山性 100-1,000 コケモモ-ハイマツ群集 青森県

B248 4 オッコ森コメツガ林 亜高山性 10未満 青森県

B249 4 尾太岳コメツガ林 亜高山性 10未満 青森県

B250 4 白神岳・向白神岳風衝低木林 亜高山性 100-1,000 ミヤマナラ林 青森県

B251 4 岩木山コメツガ林 亜高山性 10未満 青森県

B252 4 然ヶ岳 亜高山性 10未満
アオモリマンテマ、ミヤママンネング
サ

青森県

B253 4
八甲田山赤倉岳・石倉岳コメツ
ガ林

亜高山性 10未満 青森県

B254 4 白神山地崖錐面 河畔林
1,000-
10,000

ジュウモンジシダ-サワグルミ群集 青森県

B255 4 奥入瀬渓谷サワグルミ林 河畔林 100-1,000 ジュウモンジシダ-サワグルミ群集 青森県

B256 4 宇曽利山湖ヤチダモ林 河畔林 10未満 青森県

B257 4 十三湖岩木川河口湿地 河川 10未満 湖沼、エゾシロネ-ヨシ群落、ヨシ群落 青森県

B258 4 平舘村さい沼 湖沼 10未満
昆虫類（メススジゲンゴロウ、エゾゲンゴロ
ウモドキ）、両生類（クロサンショウウオ）

青森県

B259 4 八甲田山田代平湿原 高層湿原 10-100
ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群
集、ヒメシャクナゲ

青森県

B260 4 屏風山湿原群
中間・低層湿
原

10未満
高層湿原、中間湿原、湖沼、ツルコケモモ-
ミズゴケ群落、ニッコウキスゲ-ノハナショ
ウブ群落、ホロムイソウ、エゾノミズタデ

青森県

B261 4 小川原湖湿原
中間・低層湿
原

1,000-
10,000

中間湿原、イワノガリヤス-ヨシ群集、
ミズオトギリ-アゼスゲ群集

青森県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B262 4 尾駮・鷹架沼畔低層湿原
中間・低層湿
原

100-1,000 沼畔のヤシャブシ林 青森県

B263 4 田名部泥炭地帯
中間・低層湿
原

10未満
休耕田、中間湿原、マツバスゲ-ハンノ
キ群集

青森県

B264 4 東通村海岸後背湿地
中間・低層湿
原

10未満
中間湿原、オオバセンキュウ-オニナル
コスゲ群集

青森県

B265 4 下北半島砂丘東側湖沼群・砂丘
中間・低層湿
原

10未満
シオクサ属の水生植物群（ヒメマリ
モ）

青森県

B266 4 大間崎海岸後背湿地
中間・低層湿
原

10-100 オオバセンキュウ-オニナルコスゲ群集 青森県

B267 4 十三湖塩性湿地 汽水性 10未満 シオクグ群集 青森県

B268 4 小川原湖塩性湿地 汽水性 10未満 ツルヒキノカサ-ウミミドリ群集 青森県

B269 4 高瀬川河口塩性湿地 汽水性 10未満 ツルヒキノカサ-ウミミドリ群集 青森県

B270 4
大間越関所跡海岸草原、カシワ
林、クロマツ林

海岸 10未満 青森県

B271 4 岩崎村タブノキ・ヤブツバキ林 海岸 10未満 カラスザンショウ、モクゲンジ 青森県

B272 4
森山海岸草原、カシワ林、クロ
マツ林

海岸 100-1,000 青森県

B273 4 青森県蕪島 海岸 10未満 海鳥繁殖地（ウミネコ） 青森県

B274 4 七里長浜砂丘草原 海岸 100-1,000 ハマナス群落、カシワ群落 青森県

B275 4
下前権現崎海岸断崖地、草原、
ブナ林

海岸 100-1,000 青森県

B276 4 竜飛崎海岸草原 海岸 10-100 イブキジャコウソウ、マツムシソウ 青森県

B277 4 津軽半島北岸 海岸 10未満 ヒロハクサフジ群落 青森県

B278 4 百石・三沢・六ヶ所海岸砂丘地 海岸
1,000-
10,000

昆虫類（ヤマトバッタ、エリザハンミョウ海
浜型、ハマベエンマムシ、ツヤハマベエンマ
ムシ、ハマベオオハネカクシ）

青森県

B279 4 猿ヶ森砂丘草原 海岸 10未満 ハマニンニク-コウボウムギ群集 青森県

B280 4 下北半島西岸 海岸 10未満 ヒロハクサフジ群落 青森県

B281 4 青森県弁天島 海岸 10未満 海鳥繁殖地 青森県

B282 4 尻屋崎 海岸 10-100
低層湿原、海浜、放牧地、ガンコウラ
ン群落、イブキジャコウソウ群落

青森県

B283 4 八甲田山硫気孔荒原 火山荒原 10未満
昆虫類（ミヤマハンミョウ、オソレヤマミズ
ギワコメツキ、ツガルクロミズギワコメツ
キ、ムツツヤミズギワコメツキ）

青森県

B284 4 恐山硫気孔荒原 火山荒原 100-1,000
宇曽利湖、ヤマタヌキラン群集、イソ
ツツジ群落

青森県

B285 4 桑畑山石灰岩地 特殊岩地 10未満 イチョウシダ-イワウサギシダ群落 青森県

B286 4 屏風岩 岩角・礫地 10未満 イブキジャコウソウ、ニオイシダ 青森県

B287 4 縫道石山・縫道石の岩角地 岩角・礫地 10未満
ヒノキ・アスナロ林、ミヤマザクラ、
イワキンバイ、オオウラヒダイワタケ

青森県

B288 4 青鹿岳風穴帯 洞窟・風穴 10-100 ハイマツ群落 青森県

B289 4 焼石岳高山帯 高山性
1,000-
10,000

ヒナザクラ-ショウジョウスゲ群集、オ
クキタアザミ-トウゲブキ群集

岩手県

B290 4 和賀岳・薬師岳高山帯 高山性 100-1,000
イブキトラノオ群落、ムカゴトラノ
オ、トウゲブキ

岩手県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B291 4 岩手山高山帯 高山性 10未満 ヒナザクラ-ショウジョウスゲ群集 岩手県

B292 4 八幡平高山帯 高山性 10未満 岩手県

B293 4 薬師岳高山帯 高山性 10-100 岩手県

B294 4 八幡平・岩手山亜高山帯 亜高山性
10,000-
100,000

オオシラビソ林 岩手県

B295 4 薬師岳亜高山帯 亜高山性
1,000-
10,000

オオシラビソ、オサバグサ 岩手県

B296 4 栗駒山湿原 高層湿原 10-100
ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、ミヤマイ
ヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群集

岩手県

B297 4 乳頭山千沼ヶ原湿原 高層湿原 10-100 ミヤマホタルイ群集 岩手県

B298 4 八幡平湿原 高層湿原 100-1,000
ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、ミツアナ
ミズゴケ群落

岩手県

B299 4 琴畑低層湿原
中間・低層湿
原

10-100 岩手県

B300 4 春子谷地湿原
中間・低層湿
原

10-100 低層湿原、ミズギク-ヌマガヤ群集 岩手県

B301 4 蓬莱山蛇紋岩地 特殊岩地 100-1,000 岩手県

B302 4 早池峰山蛇紋岩地 特殊岩地
1,000-
10,000

アカエゾマツ群集、コメツガ・オオシ
ラビソ林

岩手県

B303 4 荒川高原シャクナゲ低木林 岩角・礫地 10未満 岩手県

B304 4 松森山ナンブアカマツ林 岩角・礫地 10未満 岩手県

B305 4 蔵王山塊亜高山帯 亜高山性
1,000-
10,000

高山性草原、雪田、高層湿原、高山性荒原、
オオシラビソ林、ダケカンバ林、ハイマツ
林、コマクサ群落

宮城県

B306 4 船形山塊亜高山帯 亜高山性 100-1,000
高山性草原、雪田、ミネカエデ低木林、ハイ
マツ群落、ミヤマナラ群落、ナナカマド群落

宮城県

B307 4 栗駒山塊亜高山帯 亜高山性 100-1,000
高山性草原、雪田、ミネカエデ低木
林、ハイマツ群落

宮城県

B308 4 玉の木原の湿地 河畔林 10未満 リュウキンカ-ミズバショウ群集 宮城県

B309 4 福岡の湿地 河畔林 10未満 ミズバショウ 宮城県

B310 4 上荒沢・荒沢ハンノキ林 河畔林 10未満 ミツガシワ群落 宮城県

B311 4 鳴瀬川上流ドロノキ林 河畔林 10未満 宮城県

B312 4 田代ハルニレ林 河畔林
10,000-
100,000

ハルニレ林、ハンノキ林 宮城県

B313 4 荒雄川上流ヤナギ林 河畔林 100-1,000 宮城県

B314 4 保呂内沢ハルニレ林 河畔林 10-100 オオバヤナギ・ハルニレ林 宮城県

B315 4 商人沼 湖沼 10未満 ジュンサイ群落、エゾヒツジグサ群落 宮城県

B316 4 上荒沢・荒沢湖沼群 湖沼 10未満 マコモ、ヨシ 宮城県

B317 4 芝草平湿原
中間・低層湿
原

10-100 中間湿原、ミヤマイヌノハナヒゲ群落 宮城県

B318 4 世界谷地湿原
中間・低層湿
原

10-100
中間湿原、ヌマガヤ-イボミズゴケ群
落、ヌマガヤ-オオミズゴケ群落

宮城県

B319 4 ウトウ沼湿原
中間・低層湿
原

10未満 ジュンサイ-ヒツジグサ群集 宮城県
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重要地
域No.
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面積ラン
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B320 4 魚取沼湿原
中間・低層湿
原

10-100 ミツガシワ群落、オオカサスゲ群落 宮城県

B321 4 丸山沢火山裸地 火山荒原 10未満 ヤマタヌキラン群集 宮城県

B322 4 潟沼噴気孔荒原 火山荒原 10未満 ヤマタヌキラン群集 宮城県

B323 4 片山地獄硫気孔荒原 火山荒原 100-1,000 ヤマタヌキラン群集 宮城県

B324 4 荒湯地獄 火山荒原 10未満 ヤマタヌキラン群集 宮城県

B325 4 磐司岩の岩壁 岩角・礫地 10未満 宮城県

B326 4 大倉山風穴 洞窟・風穴 10未満 宮城県

B327 4 前森山風穴 洞窟・風穴 10未満 ダケカンバ群落 宮城県

B328 4 朝日岳高山帯 高山性 100-1,000
亜高山帯、風衝地、雪田、ハクサンイ
チゲ群落、イワイチョウ、ハイマツ

秋田県

B329 4 秋田駒ヶ岳高山帯 高山性
1,000-
10,000

亜高山帯、風衝地、雪田、火山荒原、ミヤマ
ウスユキソウ-ミヤマダイコンソウ群落

秋田県

B330 4 森吉山高山帯 高山性 10-100
風衝地、雪田、中間湿原、岩角地、ヒナザク
ラ-ミヤマイヌノハナヒゲ群落、ハイマツ群
落、ハクサンオオバコ、チングルマ

秋田県

B331 4 小岳ハイマツ林 高山性 10未満 亜高山帯、ミヤマナラ、ミネカエデ 秋田県

B332 4 鉛山ダケカンバ林 亜高山性 10未満 チシマザサ、オオカメノキ 秋田県

B333 4 神室山亜高山帯 亜高山性 100-1,000
風衝地、中間湿原、岩角地、ナナカマ
ド群落、ミネザクラ、ヌマガヤ

秋田県

B334 4 虎毛山亜高山帯 亜高山性 100-1,000
高層湿原、中間湿原、ミヤマナラ群
集、ヌマガヤ群落

秋田県

B335 4 高松岳亜高山帯 亜高山性 100-1,000
チシマザサ群落、アカミノイヌツゲ、
ミヤマナラ

秋田県

B336 4 鳥海山亜高山帯 亜高山性
1,000-
10,000

風衝地、雪田、中間湿原、岩角地、ミヤマナ
ラ群集、イワイチョウーヌマガヤ群落、ショ
ウジョウスゲ群落、ナナカマド-ミネカエデ

秋田県

B337 4 真昼岳亜高山帯 亜高山性 100-1,000
岩角地、オサバグサ-キャラボク群落、
ミネカエデ、アカミノイヌツゲ

秋田県

B338 4 大石岳ミヤマナラ林 亜高山性 100-1,000 ミネカエデ、ウラジロヨウラク 秋田県

B339 4 大平山亜高山帯 亜高山性 10-100
岩角地、ミヤマナラ群集、タカネザク
ラ、ウラジロヨウラク

秋田県

B340 4 森吉山オオシラビソ林 亜高山性
1,000-
10,000

ナナカマド、オオカメノキ 秋田県

B341 4 袖川シロヤナギ林 河畔林 100-1,000 ウダイカンバ、サワグルミ 秋田県

B342 4 刺巻ハンノキ林 河畔林 10未満
タチアザミ-ハンノキ群集、ウワミズザ
クラ、ニッコウシダ

秋田県

B343 4 萩形沢カツラ林 河畔林 10-100 トチノキ、サワグルミ 秋田県

B344 4 玉川ドロノキ林 河畔林 10-100 ヤマハンノキ、トチノキ 秋田県

B345 4 五反沢川ケヤキ・ハルニレ林 河畔林 10未満 オニグルミ、ミツデカエデ 秋田県

B346 4 十和田湖畔サワグルミ林 河畔林
1,000-
10,000

ジュウモンジシダ-サワグルミ群集、カ
ツラ、オヒョウ

秋田県

B347 4
冬師・南由利原ハンノキ林、湿
原

河畔林 100-1,000
ノハナショウブ群落、レンゲツツジ群落、タ
チギボウシーサワギキョウ群落、オオバウメ
モドキ、ヨシ、ゴマノハグサ、メタカラコウ

秋田県

B348 4 新波の川辺 河川 10未満
オギ群落、エゾイラクサ、ツリフネソ
ウ

秋田県
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B349 4 卒田沼沢地 湖沼 10未満 フトイ群落、オヒルムシロ群落 秋田県

B350 4 大柳沼 湖沼 10-100 ミギワガラシ群落、タニソバ、スギナ 秋田県

B351 4 滝ノ頭 湖沼 10未満
シャジクモ群落、ナミガタスジゴケ、
ヒメウルシゴケ

秋田県

B352 4 乙越沼 湖沼 10-100
メビシ-オヒルムシロ群落、ヒツジグ
サ、クロモ

秋田県

B353 4 大浦沼 湖沼 10未満
ヒシ-コウホネ群落、サンショウモ-ウ
キクサ群落、アオウキクサ

秋田県

B354 4 横沢の湿地 湖沼 10未満 スギナモ群落、ネコノメソウ 秋田県

B355 4 コケ沼高層湿原 高層湿原 10未満
中間湿原、低層湿原、イボミズゴケ-ホ
ロムイソウ群落、ヤチスゲ、ツルコケ
モモ

秋田県

B356 4 竜ヶ原湿原 高層湿原 10未満 秋田県

B357 4 六郷女潟湿原 高層湿原 10未満
低層湿原、ミカズキグサ-イボミズゴケ
群落、オオイヌノハナヒゲ、カキツバ
タ

秋田県

B358 4 加田喜沼湿原 高層湿原 10未満
沼沢地、中間湿原、低層湿原、オオイヌノハ
ナヒゲ-イボミズゴケ群落、コイヌノハナヒ
ゲ、タチギボウシ

秋田県

B359 4 小白森湿原 高層湿原 10未満
中間湿原、イワイチョウ-ヌマガヤ群
集、ミタケスゲ、ワタスゲ

秋田県

B360 4 虎毛山湿地 高層湿原 10未満 高層湿原 秋田県

B361 4 大清水湿原
中間・低層湿
原

10未満
沼沢地、オオカサスゲ群集、キンコウ
カ群落、ミズバショウ、ヨシ

秋田県

B362 4 獅子ヶ鼻湿原
中間・低層湿
原

10未満
沼沢地、中間湿原、キンコウカ群落、
ハイイヌツゲ、エゾオヤマリンドウ

秋田県

B363 4 刈女木湿原
中間・低層湿
原

10未満
沼沢地、アゼスゲ-ヒメシロネ群落、ヒ
メシダ

秋田県

B364 4 脇本湿原
中間・低層湿
原

10未満 沼沢地 秋田県

B365 4 高屋敷低層湿原
中間・低層湿
原

10-100
河川、沼沢地、コウホネ群落、ミズド
クサ群落

秋田県

B366 4 女潟低層湿原
中間・低層湿
原

10-100
沼沢地、ウキヤガラ-マコモ群集、カサ
スゲ群集

秋田県

B367 4 黒湯カラフキ湿原
中間・低層湿
原

10未満
ミズギク群落、ミタケスゲ、タチギボ
ウシ

秋田県

B368 4 乳頭山湿原
中間・低層湿
原

10未満
ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群
落、ヌマガヤ、イワイチョウ

秋田県

B369 4 天王出戸湿原
中間・低層湿
原

10未満
高層湿原、ムラサキミズゴケ-ツルコケモモ
群落、ヨシ群落、イソノキ、サワギキョウ

秋田県

B370 4 大白森湿原
中間・低層湿
原

10未満
イワイチョウ-ヌマガヤ群集、ワタス
ゲ、ヒナザクラ

秋田県

B371 4 大場谷地・前谷地湿原
中間・低層湿
原

100-1,000
低層湿原、ヌマガヤ群団、ニッコウキ
スゲ、タチギボウシ

秋田県

B372 4 浅内沼
中間・低層湿
原

100-1,000
フトイ-フサモ群落、マコモ群落、マツ
モ、ヨシ

秋田県

B373 4 落合沼
中間・低層湿
原

10-100
沼沢地、マコモ群落、ハンゲショウ、
クロモ

秋田県

B374 4 芝谷地湿原
中間・低層湿
原

10-100
ノハナショウブ、ミミカキグサ、モウ
センゴケ

秋田県

B375 4 田代岳湿原
中間・低層湿
原

10-100
ヌマガヤ群落、ムツノガリヤス、キン
コウカ

秋田県

B376 4 白地山湿原
中間・低層湿
原

10-100
イワイチョウ-ヌマガヤ群集、キンコウ
カ、ヤチカワズスゲ

秋田県

B377 4 八郎潟調整池・小友沼湖沼群
中間・低層湿
原

10未満 潟湖／中間・低層湿原 秋田県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B378 4 湯ノ台・小方角沢湿原
中間・低層湿
原

10未満
イヌノハナヒゲ群落、コイヌノハナヒ
ゲ-オオイヌノハナヒゲ群落

秋田県

B379 4 男鹿半島カシワ林 海岸 10未満 ショウジョウスゲ、エゾニュウ 秋田県

B380 4 松ヶ崎カシワ林 海岸 100-1,000 シナノキ、エゾイタヤ 秋田県

B381 4 象潟タブノキ林 海岸 10未満
イノデ-タブノキ群集、ヤブツバキ、キ
ヅタ

秋田県

B382 4 男鹿半島海岸 海岸 10-100
海岸岩上、海岸礫地、汽水域、ウミミドリ-
コウボウシバ群落、ドロイ群集、トウオオバ
コ、ヒライ

秋田県

B383 4
金浦仁賀保海岸草原・タブノキ
林

海岸 100-1,000
ハマオトコヨモギ-ススキ群落、イノデ-タブ
群集、アキカラマツ、キリンソウ、ヤブツバ
キ、ヤダケ

秋田県

B384 4 男鹿半島 海岸 10未満
ヤブツバキ群落、ヒロハヘビノボラ
ズ、キヅタ

秋田県

B385 4 西目海岸砂丘 海岸 10-100 オニシバ群集、ケカモノハシ群落 秋田県

B386 4 チゴキ崎海岸 海岸 10未満 アキカラマツ、オトコヨモギ 秋田県

B387 4 川原毛地獄硫気孔 火山荒原 10-100
ヤマタヌキラン群集、ガンコウラン、
ハナヒリノキ

秋田県

B388 4 八幡平硫気孔原 火山荒原
1,000-
10,000

ヤマタヌキラン群集、イソツツジ群
落、ガンコウラン、シラタマノキ

秋田県

B389 4 丸舞川南又沢ヒノキアスナロ林 岩角・礫地 100-1,000 ブナ、ホツツジ 秋田県

B390 4 雄勝峠スギ林 岩角・礫地 10未満 クロベ、ミズナラ 秋田県

B391 4 不動ノ滝シナノキ-ケヤキ林 岩角・礫地 10未満 ケンポナシ、エゾエノキ 秋田県

B392 4 真木・甲山岩角地 岩角・礫地
1,000-
10,000

ナナカマド群落、アカマツ、ミズナ
ラ、コミネカエデ、シナノキ

秋田県

B393 4 露熊山峡岩壁 岩角・礫地 10未満
ミヤママンネングサ群落、チチッパベ
ンケイソウ、イブキジャコウソウ

秋田県

B394 4 森吉山クロベ・キタゴヨウ林 岩角・礫地 10未満 秋田県

B395 4 寒風山風穴 洞窟・風穴 10未満 ノリウツギ、ヤマハギ 秋田県

B396 4 小又風穴 洞窟・風穴 10未満
ベニバナイチヤクソウ-フジノマンネン
グサ群落、コメガヤ、フジノマンネン
ゴケ

秋田県

B397 4 非瀬沢風穴 洞窟・風穴 10未満
エゾノシロバナシモツケ-キバナノカワ
ラマツバ群落、ノリウツギ、イワデン
ダ

秋田県

B398 4 鞍山風穴 洞窟・風穴 10未満
オオタカネバラ-コキンバイ群落、ノリ
ウツギ、オシダ

秋田県

B399 4 陣場風穴 洞窟・風穴 10未満 ガンコウラン-コケモモ群落 秋田県

B400 4 飯豊山高山帯 高山性
1,000-
10,000

雪田、コケモモーハイマツ群落、ガンコウラ
ン-ミネズオウ群落、コメバツガザクラ群
落、ハクサンコザクラ-イワノガリヤス群
落、イワイチョウ群落

山形県

B401 4 地蔵岳高山帯 高山性 10未満
ハイマツ群落、ミヤマハンノキ-イワノ
ガリヤス群落

山形県

B402 4 吾妻山中大巓雪田草原 高山性 10未満
イワイチョウーヌマガヤ群落、アオノ
ツガザクラ群落

山形県

B403 4 吾妻山人形石周辺雪田草原 高山性 10未満
イワイチョウ-ショウジョウスゲ群落、
ヌマガヤ群落

山形県

B404 4 朝日連峰高山帯 高山性
1,000-
10,000

ミネズオウ-コメバツガザクラ群落、ミ
ヤマウスユキソウ群集

山形県

B405 4 朝日連峰雪田草原 高山性 10未満
ヌマガヤ-ショウジョウスゲ群落、イワ
ノガリヤス群落

山形県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B406 4 月山雪田草原 高山性 100-1,000

大雪城・月見ヶ原・牛首・姥ヶ岳・仏生ヶ
池、カニツリノガリヤス群落、イワイチョウ
-ヌマガヤ群落、ミヤマイヌノハナヒゲ-キダ
チミズゴケ群落、ワタミズゴケ群落、ショウ
ジョウスゲ群落、ミカヅキグサ-イボミズゴ
ケ群落

山形県

B407 4 鳥海山高山帯・火山植生 高山性 100-1,000 イワブクロ群落、ミヤマクロスゲ群落 山形県

B408 4 面白山山稜風衝地 亜高山性 100-1,000
ミヤマナラ低木林、マルバマンサクー
ブナ群落

山形県

B409 4 飯豊山亜高山帯低木林 亜高山性
1,000-
10,000

ミヤマナラ群落、ナナカマドーミネカ
エデ群落

山形県

B410 4 吾妻山オオシラビソ林 亜高山性
1,000-
10,000

オオシラビソ-カニコウモリ群落、コメ
ツガ群落、ヒノキアスナロ

山形県

B411 4 葉山山地山頂 亜高山性
1,000-
10,000

高層湿原、ミヤマナラ低木林、シナノ
キ純林

山形県

B412 4 朝日連峰亜高山帯低木林 亜高山性
1,000-
10,000

ミヤマナラ群落、ナナカマドーミネカ
エデ群落

山形県

B413 4 月山亜高山帯落葉低木林 亜高山性
1,000-
10,000

ミヤマナラ群落、ナナカマドーミネカ
エデ群落

山形県

B414 4 月山バラモミ沢オオシラビソ林 亜高山性 10-100 オオシラビソ-ミヤマナラ群落 山形県

B415 4 村山葉山山稜低木林 亜高山性 100-1,000
ミヤマナラ群落、ヒメヤシャブシ-タニ
ウツギ群落

山形県

B416 4 神室山山稜低木林 亜高山性
1,000-
10,000

ミヤマナラ群落、ミネカエデ-ナナカマ
ド群落

山形県

B417 4 禿岳山稜低木林 亜高山性 100-1,000
ミヤマナラ群落、ミネカエデ-ナナカマ
ド群落

山形県

B418 4 最上川保呂羽堂裏河岸 河畔林 100-1,000 オギ群落、シロヤナギ群落 山形県

B419 4 片洞門ケヤキ林 河畔林 10未満 ブナ群落、アカシデ-ケヤキ群落 山形県

B420 4 寒河江川ヤナギ林 河畔林 100-1,000 シロヤナギ群落、オオバヤナギ群落 山形県

B421 4 東大鳥川ヤナギ林 河畔林 10-100 シロヤナギ群落、イヌコリヤナギ群落 山形県

B422 4 仙人沢渓谷林 河畔林 10未満
サワグルミ群落、イタヤカエデ-ヤマハ
ンノキ群落

山形県

B423 4 遊仙峡渓畔林 河畔林 10-100
サワグルミ林、トチノキ群落、エゾス
ミレ、アサギリソウ

山形県

B424 4 古最上遊水域 河畔林 10-100 シロヤナギ群落、オノエヤナギ群落 山形県

B425 4 西茨新田ハンノキ林 河畔林 10未満 ハンノキ-カサスゲ群落 山形県

B426 4 合海の最上川河岸 河川 10未満 河畔林、オギ群落、ツルヨシ群落 山形県

B427 4 白鷹山塊湖沼群 湖沼 10未満
ヨシ-アゼスゲ群落、ジュンサイ-ヒツ
ジグサ群落、ジョウロウスゲ

山形県

B428 4 今神池 湖沼 100-1,000 山形県

B429 4 鳥海山鶴間池 湖沼 10未満 山形県

B430 4 吾妻山馬場谷地湿原 高層湿原 10未満
ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群
落、ミカヅキグサ-イボミズゴケ群落

山形県

B431 4 吾妻山西吾妻湿原 高層湿原 10未満
ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群
落、キダチミズゴケ群落

山形県

B432 4 吾妻山弥兵エ平湿原 高層湿原 100-1,000
ツルコケモモ-ムラサキミズゴケ群落、スギ
ミズゴケ群落、イワイチョウ-ヌマガヤ群
落、イワノガリヤス群落

山形県

B433 4 吾妻山・明星湖湿原 高層湿原 10未満
ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群
落、イボミズゴケ群落

山形県
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B434 4 沼の口湿原 高層湿原 10未満
中間湿原、ツルコケモモ-イボミズゴケ
群落、ワタスゲ-ムラサキミズゴケ群落

山形県

B435 4 鳥原山湿原 高層湿原 10未満
中間湿原、ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズ
ゴケ群落、ミカヅキグサ-ワタミズゴケ群落

山形県

B436 4 蔵王山御田の神湿原 高層湿原 10未満
ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群
落、キダチミズゴケ群落

山形県

B437 4 蔵王山イロハ沼湿原 高層湿原 10未満
ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群
落、ヌマガヤ群落

山形県

B438 4 琵琶沼浮島湿原 高層湿原 10未満
中間湿原、イボミズゴケ群落、オオイ
ヌノハナヒゲ-オオミズゴケ群落

山形県

B439 4 村山葉山山稜湿原群 高層湿原 10未満
ミヤマイヌノハナヒゲ群落、イワイ
チョウ-ヌマガヤ群落

山形県

B440 4 谷地平湿原
中間・低層湿
原

10-100
ヨシ-オオミズゴケ群落、ヤチカワズス
ゲ群落

山形県

B441 4 置賜葉山湿原群
中間・低層湿
原

10未満
低層湿原、ミカヅキグサ-オオミズゴケ
群落、ミヤマホタルイ群落

山形県

B442 4 眺山湿原
中間・低層湿
原

10未満
低層湿原、ミタケスゲ群落、ヌマガヤ
群落

山形県

B443 4 新田堤湿原
中間・低層湿
原

10未満
低層湿原、イボミズゴケ群落、オオイ
ヌノハナヒゲ-オオミズゴケ群落

山形県

B444 4 沼の平湿原
中間・低層湿
原

10未満
低層湿原、ヌマガヤ群落、ミヤマイヌノハナ
ヒゲ-ヒメミズゴケ群落、アサヒラン、サギ
スゲ

山形県

B445 4 クルミ平低層湿原
中間・低層湿
原

10未満
ヨシ群落、カサスゲ群落、ハクサンス
ゲ

山形県

B446 4 熊野長峰湿原
中間・低層湿
原

10未満 ヨシ-カサスゲ群落、アゼスゲ群落 山形県

B447 4 板敷山大谷地湿原
中間・低層湿
原

10未満
ミカヅキグサ-オオミズゴケ群落、アゼ
スゲ群落

山形県

B448 4 畑の湿原
中間・低層湿
原

10未満
ヨシ-オオミズゴケ群落、オオイヌノハ
ナヒゲ群落

山形県

B449 4 鳥海山河原宿湿原
中間・低層湿
原

10未満
ミヤマイヌノハナヒゲ群落、イワイ
チョウーヌマガヤ群落

山形県

B450 4 住吉神社タブノキ林 海岸 10未満 ヤブツバキ-タブノキ群落 山形県

B451 4 立岩マルバシャリンバイ低木林 海岸 10未満
マルバシャリンバイ群落、オニヤブソ
テツ、ハマゼリ

山形県

B452 4 飛島タブノキ林 海岸 10-100
ヤブツバキ-タブノキ群落、ヤダケ-タ
ブノキ群落

山形県

B453 4 三崎山タブノキ林 海岸 10未満
ヤブツバキ-タブノキ群落、ハマギク-
ススキ群落、オトコヨモギ-ススキ群落

山形県

B454 4 山形県飛島 海岸 10未満 海鳥繁殖地（ウミネコ） 山形県

B455 4 飛島西海岸の海浜植生 海岸 10未満 海岸砂丘、海岸礫地 山形県

B456 4 熊野・馬の背火山荒原 火山荒原 100-1,000 コマクサ群落、コメススキ群落 山形県

B457 4 ハマグリ山稜低木林 岩角・礫地 100-1,000
コメツツジ群落、ミネカエデ-ナナカマ
ド群落、コアツモリソウ、マツムシソ
ウ

山形県

B458 4 本導寺ケヤキ・アカシデ林 岩角・礫地 100-1,000 山形県

B459 4 飯豊山ダイグラ尾根コメツガ林 岩角・礫地 10未満 ミヤマハンノキ-ダケカンバ群落 山形県

B460 4 鳥兜山コメツガ林 岩角・礫地 10未満 ダケカンバ群落 山形県

B461 4 千歳山アカマツ林 岩角・礫地 10未満 ホツツジ-ミズナラ群落 山形県

B462 4 山寺アカマツ林 岩角・礫地 10未満
アカマツ-カスミザクラ群落、カスミザ
クラ-ミズナラ群落

山形県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B463 4 黒伏山岩崖地 岩角・礫地 10未満
タニウツギ-ヒメヤシャブシ群落、アサ
ギリソウ、チョウセンゴミシ

山形県

B464 4 奥山寺岩峰岩崖 岩角・礫地 10未満 イワノガリヤス群落、クロカンバ 山形県

B465 4 月山姥ヶ岳コメツガ林 岩角・礫地 10未満 山形県

B466 4 小林のアカシデ林 岩角・礫地 10未満 ケヤキ・アカシデ林、ツゲ群落 山形県

B467 4 小湯山風穴 洞窟・風穴 10未満
オオタカネイバラ群落、タカネイバ
ラ、アイヅシモツケ

山形県

B468 4 ジャガラモガラ風穴 洞窟・風穴 10未満
ヤナギラン群落、レンゲツツジ群落、
オミナエシ

山形県

B469 4 栂峰オオシラビソ林 亜高山性 10-100 福島県

B470 4 尾瀬ヶ原湿原 高層湿原 100-1,000
ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、ヤチカワ
ズスゲ-キダチミズゴケ群集

福島県

B471 4 赤井谷地湿原 高層湿原 10-100
ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、ヌマガヤ
-ムラサキミミズゴケ群落

福島県

B472 4 黒岩湿原
中間・低層湿
原

10未満 ミズゴケ、ワタスゲ、ミツバオウレン 福島県

B473 4 法正尻湿原
中間・低層湿
原

10未満 カキラン 福島県

B474 4 大戸岳 岩角・礫地
1,000-
10,000

ヒメコマツ林、クロベ林、ブナ林 福島県

B475 4 三条天然スギ林 岩角・礫地 100-1,000 福島県

B476 4 つむじ倉 岩角・礫地 10未満 ヒメサジラン、ミヤママンネングサ 福島県

B477 4 安座緑色凝灰岩風蝕地 岩角・礫地 10未満 イワヒバ、ヒモカズラ、コウヤマキ 福島県

B478 4 萩野風穴 洞窟・風穴 10未満 オオタカネイバラ 福島県

B479 4 中山風穴 洞窟・風穴 10未満 福島県

B480 4 三本槍岳高山帯 高山性 100-1,000 チシマザサ-ハイマツ群落 栃木県

B481 4 大峠お花畑 亜高山性 10未満 ニッコウキスゲ、タテヤマウツボグサ 栃木県

B482 4
金精峠亜高山帯・湯ノ湖亜高山
帯

亜高山性
1,000-
10,000

コメツガ、チシマザサ 栃木県

B483 4 鬼怒沼周辺オオシラビソ林 亜高山性
1,000-
10,000

栃木県

B484 4 大佐飛山亜高山帯 亜高山性
1,000-
10,000

オオシラビソ、コメツガ 栃木県

B485 4 鬼怒沼湿原 高層湿原 10-100
ヌマガヤ-チャミズゴケ群集、ヌマガヤ
-イボミズゴケ群集

栃木県

B486 4 岩舟山 岩角・礫地 10未満 オオバイヌツゲ、ハマエノコロ 栃木県

B487 4 草津白根山高山帯 高山性 10未満 コマクサ群落 群馬県

B488 4
巻機山東面雪田草原、高山風衝低木
林、ミヤマナラ林、オオシラビソ林

亜高山性 10未満 様々な植生が連続 群馬県

B489 4 皇海山オオシラビソ林 亜高山性 100-1,000 コメツガ林、シラビソ林 群馬県

B490 4 奥利根ミヤマナラ林 亜高山性
1,000-
10,000

オオコメツツジ、マルバマンサク 群馬県

B491 4 奥利根地方田代湿原 高層湿原 100-1,000 ヌマガヤ-ミカヅキグサ群落 群馬県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B492 4 芳ヶ原湿原 高層湿原 10未満 高層湿原 群馬県

B493 4 谷川・朝日岳蛇紋岩地 特殊岩地 10未満 ミヤマムラサキ、ムシトリスミレ 群馬県

B494 4
至仏山・笠ヶ岳西面高山風衝低木
林、雪田植物群落、オオシラビソ林

特殊岩地 10未満
コメツガ等亜高山性針葉樹、蛇紋岩地
植物

群馬県

B495 4 袈裟丸山北面ヒメコマツ林 岩角・礫地 100-1,000
コメツガ林、シラビソ林等針葉樹林、
ブナ、ミズナラ等落葉広葉樹林

群馬県

B496 4
谷川岳周辺アスナロ・ヒメコマ
ツ林

岩角・礫地 10未満 群馬県

B497 4 大所川源流域 亜高山性 10未満
高山帯、ハクサントリカブト、リュウ
キンカ

新潟県

B498 4 苗場山亜高山帯 亜高山性
10,000-
100,000

湖沼、高層湿原、中間湿原、オオシラ
ビソ群集、ミヤマハンノキ-ダケカンバ
群落

新潟県

B499 4
マイコミ平サワグルミ林、スギ
林、ブナ林

河畔林 10-100 スギ天然林 新潟県

B500 4 宮久ハンノキ林 河畔林 10未満 ミズバショウ 新潟県

B501 4 実川 河川 10未満
両生類（トウホクサンショウウオ、タ
ゴガエル、カジカガエル、アズマヒキ
ガエル）

新潟県

B502 4 谷内池 湖沼 10未満 水生植物群落 新潟県

B503 4 佐潟 湖沼 10-100
水生植物、鳥類の渡来地（ハクチョウ
類、ガンカモ類）

新潟県

B504 4 苗場周辺湿原 高層湿原 10-100 高層湿原 新潟県

B505 4
妙高高原周辺湿原（沼湿原、イ
モリ池湿原、高谷地湿原など）

高層湿原 10未満 高層湿原、中間・低層湿原 新潟県

B506 4 郡殿の池
中間・低層湿
原

10未満 湿原植物 新潟県

B507 4 男池湿原
中間・低層湿
原

10未満 新潟県

B508 4 中峰湿原
中間・低層湿
原

10未満 新潟県

B509 4 新潟県粟島 海岸 10未満
海鳥繁殖地、海鳥類（オオミズナギド
リ、ウミウ等）

新潟県

B510 4 桃崎浜砂丘 海岸 10-100 ハマナス 新潟県

B511 4 黒姫山石灰岩地 特殊岩地 10未満 周辺部、ヨコグラノキ 新潟県

B512 4 明星山石灰岩地 特殊岩地 10未満 貝類（ムラヤママイマイ） 新潟県

B513 4 鉾ヶ岳・権現岳 岩角・礫地 10未満 ホンシャクナゲ 新潟県

B514 4 権現堂山唐松山 岩角・礫地 10-100 アズマシャクナゲ 新潟県

B515 4 俎倉山スギ林 岩角・礫地 100-1,000 新潟県

B516 4 土井コウヤマキ林 岩角・礫地 10未満 新潟県

B517 4 水晶岳高山帯 高山性 10未満
チョウノスケソウ群落、クモマグサ群
落

富山県

B518 4 太郎山高山帯 高山性 10未満 ミヤマタネツケバナ群集 富山県

B519 4 薬師岳高山帯 高山性 10未満 コメバツガザクラ-ミネズオウ群集 富山県

B520 4 野口五郎岳（三ツ岳）高山帯 高山性 10未満 コマクサ群落 富山県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B521 4 立山連峰高山帯 高山性
1,000-
10,000

コケモモ-ハイマツ群落、ミヤマネズ群落、
ミヤマハンノキ-オオバユキザサ群落、タテ
ヤマアザミ-ホソバトリカブト群落

富山県

B522 4 剱岳高山帯 高山性 10未満 富山県

B523 4 後立山連峰高山帯 高山性
1,000-
10,000

ハクサンコザクラ-ショウジョウスゲ群集、
ツガザクラ群落、オヤマソバ群落、ムカゴト
ラノオ群落、チョウノスケソウ群落、コマク
サ群落、シコタンソウ群落、ミヤマクワガタ
-ウラジロタデ群落、ナンキンコザクラ群
落、レンゲイワヤナギ群落、ヒゲハリスゲ-
オヤマノエンドウ群落

富山県

B524 4 夕日ヶ原高山帯 高山性 10未満
ミヤマドジョウツナギ-オクヤマワラビ
群集

富山県

B525 4 朝日岳高山帯 高山性 100-1,000
タテヤマキンバイ群落、カラクサイノ
デ-ベニバナイチゴ群落

富山県

B526 4
人形山サラサドウダン風衝低木
林

亜高山性 10未満 富山県

B527 4
折立～太郎兵衛平オオシラビソ
林、クロベ林

亜高山性 10未満 富山県

B528 4 東笠山亜高山帯 亜高山性 10未満
ミヤマナラ群集、アカミノイヌツゲ群
落

富山県

B529 4 薬師沢ウラジロモミ林 亜高山性 10未満 富山県

B530 4 東沢出合オオシラビソ林 亜高山性 10未満 富山県

B531 4 立山連峰亜高山帯 亜高山性
10,000-
100,000

オオシラビソ群集、ハッコウダゴヨウ-オオ
コメツツジ群落、スギ群落、キタゴヨウ群落

富山県

B532 4 僧ヶ岳亜高山帯 亜高山性 10未満 タテヤマスゲ群落 富山県

B533 4 朝日岳オオシラビソ林 亜高山性 100-1,000 富山県

B534 4 祖父沢オオバヤナギ林 河畔林
10,000-
100,000

富山県

B535 4 立山カルデラ 河畔林 10未満
オオバヤナギ-ドロノキ群集、オノエヤ
ナギ群落

富山県

B536 4 流水池 河畔林 10未満 ヤチダモ群落 富山県

B537 4 鹿熊 河畔林 10未満 ミツガシワ群落、コナラ林 富山県

B538 4 黒部川・常願寺川河川敷 河川 10未満 ドクウツギ-アキグミ群集 富山県

B539 4 片貝谷池尻の池 湖沼 10未満 ミズバショウ群落 富山県

B540 4 猫池の浮島 高層湿原 10未満 ミズゴケ類 富山県

B541 4 小白木峰池塘 高層湿原 10未満 ヒメシャクナゲ群落 富山県

B542 4 白木峰池塘 高層湿原 10未満 富山県

B543 4 つぶら池浮島 高層湿原 10未満 ミズゴケ類 富山県

B544 4 立山弥陀ヶ原湿原 高層湿原 10未満 ダケスゲ群集、ミヤマホタルイ群集 富山県

B545 4 畜生平湿原 高層湿原 10未満 ヤチカワズスゲ群落 富山県

B546 4 餓鬼の田圃 高層湿原 10未満 ヤチスゲ群落 富山県

B547 4 小瀬池の平の湿地
中間・低層湿
原

10未満 ミツガシワ群落 富山県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B548 4 縄ヶ池
中間・低層湿
原

10未満 ミズバショウ群落 富山県

B549 4 水無平の湿地
中間・低層湿
原

10未満 富山県

B550 4 祐延湖
中間・低層湿
原

10未満 ミズギク-ヌマガヤ群落 富山県

B551 4 深谷の湿地
中間・低層湿
原

10未満 富山県

B552 4 利賀中村の湿原
中間・低層湿
原

10未満 ミズゴケ類 富山県

B553 4 谷内谷湿原
中間・低層湿
原

10未満
低層湿原、オオイヌノハナヒゲ-オオミ
ズゴケ群落

富山県

B554 4 僧ヶ岳石灰岩地 特殊岩地 10未満 富山県

B555 4 雪倉岳蛇紋岩地 特殊岩地 10未満
ユキクラトウウチソウ-オオヒゲノガリ
ヤス群集、ミヤマムラサキ群落

富山県

B556 4 利賀上百瀬 岩角・礫地 10未満 フジアザミ群落 富山県

B557 4 下梨岩角地 岩角・礫地 10未満 カワラマツバ、オトコヨモギ 富山県

B558 4 立山滝見台ヤマグルマ林 岩角・礫地 10未満 ブナ林、キタゴヨウ林 富山県

B559 4 白山高山帯 高山性
1,000-
10,000

コケモモ-ハイマツ群集、タカネヤハズ
ハハコ-アオノツガザクラ群集

石川県

B560 4 白山亜高山帯 亜高山性
1,000-
10,000

オオシラビソ 石川県

B561 4 犀川源流地域ダケカンバ林 亜高山性 10-100 石川県

B562 4 チブリ尾根サワグルミ林 河畔林 10-100 ジュウモンジシダ-サワグルミ群集 石川県

B563 4 白山の湿原・雪田草原 高層湿原 10未満 雪田草原／高層湿原 石川県

B564 4 白山蛇谷クロベ・ヒメコマツ林 岩角・礫地 100-1,000 石川県

B565 4
犀川源流地域クロベ・ヒメコマ
ツ林

岩角・礫地 10-100 シャクナゲ-クロベ群集 石川県

B566 4 下打波トチノキ林 河畔林 10未満 ジョウモンジシダ－トチノキ群集 福井県

B567 4 西湖蝙蝠穴 洞窟・風穴 10未満
哺乳類（キクガシラコウモリ、コキク
ガシラコウモリ、アブラコウモリ）

山梨県

B568 4 北アルプス高山帯 高山性
10,000-
100,000

長野県

B569 4 湯ノ丸山池ノ平高山帯 高山性 10未満 コマクサ群落 長野県

B570 4 雨飾山高山帯 高山性 10-100
コケモモ-ハイマツ群集、シモツケソ
ウ、ムカゴトラノオ

長野県

B571 4 上高地亜高山帯 亜高山性
1,000-
10,000

コメツガ、シラビソ 長野県

B572 4 雨飾山亜高山帯 亜高山性
1,000-
10,000

ミヤマナラ群集、ダケカンバ群落 長野県

B573 4
志賀高原おたの申す平コメツガ
林

亜高山性 10未満 長野県

B574 4 岩菅山亜高山帯 亜高山性 100-1,000 ハクサンコザクラ群落 長野県

B575 4 戸隠亜高山帯 亜高山性
1,000-
10,000

コメツガ-オオシラビソ群落、ミヤマハ
ンノキ-ダケカンバ群落

長野県

B576 4 黒姫山亜高山帯 亜高山性
1,000-
10,000

オオシラビソ群落、チシマザサ-ダケカ
ンバ群落

長野県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B577 4 竜神宮湧水水辺林 河畔林 10未満 ツルネコノメソウ群落 長野県

B578 4 親海湿原 高層湿原 10未満
ツルコケモモ-オオミズゴケ群落、ホロ
ムイソウ、ミツガシワ

長野県

B579 4 志賀高原周辺湿原群 高層湿原 10未満 高層湿原 長野県

B580 4 唐花見湿原
中間・低層湿
原

10,000-
100,000

ヒツジグサ、ハリミズゴケ 長野県

B581 4 居谷里湿原
中間・低層湿
原

10未満
ハンノキ群落、ヨシ、ミカヅキグサ、
カキツバタ

長野県

B582 4 菅平湿原
中間・低層湿
原

100-1,000 ハンノキ群落 長野県

B583 4 飯綱高原湖沼、湿原
中間・低層湿
原

10-100
ヒルムシロ群落、ヤチダモ-ハンノキ群
集、ヨシ、ミズバショウ

長野県

B584 4 黒姫山南山麓湖沼、湿原
中間・低層湿
原

10-100
ヒルムシロ群落、ヤチダモ-ハンノキ群
集、ジュンサイ、ヒツジグサ

長野県

B585 4 八方尾根（唐松岳）蛇紋岩地 特殊岩地 10未満
クモマミミナグサ-コバノツメクサ群
集、カライトソウ-オオヒゲガリヤス群
集

長野県

B586 4 旭・大峰山アカマツ林 岩角・礫地 10未満
ヤマツツジ-アカマツ群集、ソヨゴ、ナ
ンキンナナカマド

長野県

B587 4 鳥甲山岩角地 岩角・礫地 10未満
アカミノイヌツゲ-クロベ群集、オオシ
ラビソ群集

長野県

B588 4
朝日添川トチノキ林、サワグル
ミ林、ブナ林

河畔林 100-1,000 岐阜県

B589 4 天生湿原 高層湿原 10未満 岐阜県

B590 5 上の平
中間･低層湿
原

10未満
湿原植物、ハクサンシャクナゲ、マルバフユ
イチゴ、デワノタツナミソウ、ザゼンソウ

新潟県

B591 5 倶利伽藍峠、猿ヶ馬場ブナ林 山地性 10未満 富山県

B592 5 二上山ブナ・アカガシ林 山地性 10未満 富山県

B593 5 杉沢の沢スギ林 山地性 10未満 ヤマソテツ-スギ群集 富山県

B594 5 松倉城址下湿地 湖沼 10未満 ミツガシワ群集、ミツガシワ 富山県

B595 5 綿打池 湖沼 10未満 富山県

B596 5 十二町潟 湖沼 10未満 ウキヤガラ-マコモ群集 富山県

B597 5 興法寺湿地
中間・低層湿
原

10未満 オオミズゴケ、ヤマイ 富山県

B598 5 氷見市宮田地区湿地
中間・低層湿
原

10未満 中間湿原、ウキヤガラ-マコモ群集 富山県

B599 5 松太枝浜海岸草地 海岸 10未満 ウンラン-ケカモノハシ群集 富山県

B600 5 島尾海浜 海岸 10未満 ハマニンニク-オニシバ群集 富山県

B601 5 岩瀬浜海岸草地 海岸
10,000-
100,000

ウンラン-ケカモノハシ群集 富山県

B602 5 浜黒崎海岸草地 海岸 10未満 ウンラン-ケカモノハシ群集 富山県

B603 5 浜黒崎クロマツ林 海岸 10未満 富山県

B604 5 大境海岸 海岸 10未満 マサキ-トベラ群集 富山県

B605 5 猿倉山 岩角・礫地 10未満 富山県
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B606 5 医王山自然林 山地性
1,000-
10,000

石川県

B607 5 不動寺自然林 山地性 10未満 石川県

B608 5 石動山ブナ林 山地性 10-100 石川県

B609 5 別所岳自然林 山地性 10未満 石川県

B610 5 宝立山自然林 山地性 10未満 石川県

B611 5 取立平湿地
中間・低層湿
原

10未満 ミズバショウ群落 石川県

B612 5 根倉谷湿地
中間・低層湿
原

10未満 ミズバショウ群落 石川県

B613 5 大嵐山湿地
中間・低層湿
原

10未満 ミズバショウ群落 石川県

B614 5 医王山大沼湿原
中間・低層湿
原

10未満 チゴザサ-アゼスゲ群集 石川県

B615 5 片野鴨池湿地
中間・低層湿
原

10未満 マコモ群落、ウキヤガラ-ヨシ群落 石川県

B616 5 横谷
中間・低層湿
原

10未満 ミズバショウ群落 石川県

B617 5 大倉岳湿地
中間・低層湿
原

10未満 ミズバショウ群落 石川県

B618 5 眉丈山湿地
中間・低層湿
原

10未満 石川県

B619 5 堀松・矢蔵谷・大津湿地
中間・低層湿
原

10未満 石川県

B620 5 下黒川湿地
中間・低層湿
原

10未満 ミズバショウ群落 石川県

B621 5 上野塩性湿地 汽水性 10未満 ウミミドリ群落、シオクグ、オニシバ 石川県

B622 5 海士岬海岸 汽水性 10未満 ハマゴウ群落、ヒトモトススキ 石川県

B623 5 シャク崎塩性湿地 汽水性 10未満
シオクグ群集、イソヤマテンツキ、エ
ゾウキヤガラ

石川県

B624 5 七ツ島 海岸 10未満
ハマウド群落、イタドリ草原、海鳥繁
殖地

石川県

B625 5 舳倉島 海岸 10-100
アカネムグラを含む草原（ヨモギ草原等）、
陸産貝類（ヘグラマイマイ）、鳥類渡り中継
地

石川県

B626 5 塩屋―片野海岸 海岸
10,000-
100,000

ハマゴウ群落 石川県

B627 5 柴垣―大島海岸 海岸 100-1,000 クロマツ、カシワ 石川県

B628 5 大島（七ツ島） 海岸 10未満
ハマウド群落、イタドリ草原、海鳥繁
殖地

石川県

B629 5 青葉山ブナ林 山地性 10未満 クロモジ-ブナ群集 福井県

B630 5 池ノ河内湿原
中間・低層湿
原

10未満 マアザミ-ハンノキ群集 福井県

B631 5 中池見湿地
中間・低層湿
原

10未満 湧水湿地 福井県

B632 5 三里浜砂丘植物群落 海岸 10-100
ハマヒルガオ群落、ハマゴウ群落、ハ
マナス群落

福井県

B633 5 比良山アシウスギ・ブナ林 山地性
1,000-
10,000

滋賀県

B634 5 鎌ヶ岳ブナ林 山地性 10-100 クロモジ-ブナ群集、シロモジ群集 滋賀県
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B635 5
鈴鹿山地八風谷・石榑峠針葉樹
林

山地性 10未満
オオイワカガミ-ヒメコマツ群落、オオ
イワカガミ-モミ群落

滋賀県

B636 5 御池岳オオイタヤメイゲツ林 山地性 100-1,000
ミヤマカタバミ-オオイタヤメイゲツ群
集、イブキシモツケ群落

滋賀県

B637 5 伊吹山自然林 山地性 100-1,000 滋賀県

B638 5 愛知川河畔林 河畔林 100-1,000
ムクノキ-ケヤキ群集、コナラ-クヌギ
群集

滋賀県

B639 5 犬上川河畔林 河畔林 10未満
イノデ－タブノキ群集、ムクノキ-ケヤ
キ群落

滋賀県

B640 5 安曇川河畔林 河畔林 10未満
コウヤワラビ-ケヤキ群集、コナラ-ク
ヌギ群集

滋賀県

B641 5 琵琶湖淀川水系 湖沼 10未満
地理的範囲は情報不足により特定しな
い

滋賀県

B642 5 ハト峰湿原
中間・低層湿
原

10未満
キンコウカ-ヌマガヤ群落、イヌツゲ群
落

滋賀県

B643 5 西ノ湖
中間・低層湿
原

100-1,000 ヨシ群落 滋賀県

B644 5 饗庭野湿原
中間・低層湿
原

10未満 ヨシ群落 滋賀県

B645 5 山室湿原
中間・低層湿
原

10未満
シロイヌノヒゲ群落、ハリミズゴケ群落、ホ
ソイ群落、ミヤマウメモドキ-サクラバハン
ノキ群落

滋賀県

B646 5 山門湿原
中間・低層湿
原

10未満
ミヤマウメモドキ群落、ミツガシワ群
落、ヌマガヤ群落

滋賀県

B647 5 伊吹山石灰岩地 特殊岩地 10未満 石灰岩地、ヒメイズイ、チドリソウ 滋賀県

B648 5 田上山地針葉樹林 岩角・礫地 10未満
ヒメコマツ群落、モチツツジ-アカマツ
群集

滋賀県

B649 5 雨乞岳ツツジ低木林 岩角・礫地 100-1,000 シロヤシオ群落、タニウツギ群落 滋賀県

B650 5 御在所山ツツジ低木林 岩角・礫地 100-1,000 アカヤシオ群落、タニウツギ群落 滋賀県

B651 5 赤坂山低木林 岩角・礫地 10未満
オオコメツツジ群落、シカクイ-コケオ
トギリ群落

滋賀県

B652 5 比叡山モミ林 山地性 10未満
シキミ-モミ群集、コシアブラ、ウスギ
ヨウラク

京都府

B653 5 八丁林道スギ・イヌブナ林 山地性 10未満 ミズナラ、クリ 京都府

B654 5 佐々里峠ブナ・スギ林 山地性 10未満 イヌブナ、ミズナラ 京都府

B655 5 下野条シデ林 山地性 10未満 アベマキ、コナラ 京都府

B656 5 ワサ谷スギ林 山地性 10未満 ブナ、ヤマザクラ 京都府

B657 5 芦生ブナ・スギ林 山地性
1,000-
10,000

アシウスギ・ブナ林、ブナ-オオバクロモジ
群集、ミズナラ-アズキナシ群集、ミズナ
ラ、アカシデ

京都府

B658 5 鬼岳ブナ林 山地性 10未満 ミズナラ、アカシデ 京都府

B659 5 大江山自然林 山地性 100-1,000 京都府

B660 5 内宮 山地性 10未満 デワノタツナミソウ群落 京都府

B661 5 青葉山シデ林 山地性 10未満 ミズナラ、ケヤキ 京都府

B662 5 上世屋内山ミズナラ林 山地性 10-100 イタヤカエデ、ハウチワカエデ 京都府

B663 5 味土野シデ林 山地性 10未満 ブナ、コハウチワカエデ 京都府
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B664 5 大鼓山ブナ林 山地性 10-100 京都府

B665 5 片波川源流域 山地性 10-100
ホンシャクナゲ、ヒメコマツ、ヒノキ、アシ
ウスギ、昆虫類（ヒサマツミドリシジミ、ム
カシトンボ、ムカシヤンマ）

京都府

B666 5 頭巾山ブナ林 山地性 10-100
ブナ、ミズナラ、ナツツバキ、ウスギ
ヨウラク

京都府

B667 5 由良川 河川 10未満 エビモ、ホザキノフサモ 京都府

B668 5 福知山市石原 湖沼 10未満 カヤツリグサ、ヤナギタデ 京都府

B669 5 八丁平湿原 高層湿原 10未満
低層湿原、クリ-ミズナラ群集、ブナ、
イタヤカエデ、イヌツゲ、オオミズゴ
ケ

京都府

B670 5 深泥池湿地 高層湿原 10未満 オオミズゴケ群落、ミツガシワ群落 京都府

B671 5 大フケ湿原 高層湿原 10未満 カキツバタ、モウセンゴケ、ショウブ 京都府

B672 5 箱石クロマツ林 海岸 10未満 トベラ、ハイネズ 京都府

B673 5 箱石海岸海浜 海岸 10未満
ハマニンニク-コウボウムギ群集、ウン
ラン-ケカモノハシ群集

京都府

B674 5 天橋立クロマツ林 海岸 10未満 アラゲナツハゼ、トベラ 京都府

B675 5 神崎浜 海岸 10未満 ハマナス 京都府

B676 5 冠島 海岸 10未満 海鳥繁殖地（オオミズナギドリ） 京都府

B677 5 沓島 海岸 10未満 海鳥集団繁殖地、海鳥類 京都府

B678 5 大江山 特殊岩地 10未満 蛇紋岩地、タンゴグミ群落、リョウブ 京都府

B679 5 百井モミ林 岩角・礫地 10未満 スギ、ヒノキ 京都府

B680 5 大悲山モミ・ツガ林 岩角・礫地 10-100 ヒメコマツ、ヒノキ 京都府

B681 5 田歌モミ・ツガ林 岩角・礫地 10未満 ウラジロガシ、コナラ 京都府

B682 5 君尾山モミ・スギ林 岩角・礫地 10未満 ヒノキ、アカマツ 京都府

B683 5 洞谷モミ・スギ林 岩角・礫地 100-1,000 アカシデ、イヌシデ 京都府

B684 5 赤西渓谷イヌブナ林 山地性 100-1,000 兵庫県

B685 5 音水渓谷イヌブナ林 山地性 100-1,000 チャボガヤ-イヌブナ群集 兵庫県

B686 5 氷ノ山ブナ林 山地性
1,000-
10,000

クロモジ-ブナ群集、キャラボク群集 兵庫県

B687 5 妙見山ブナ林 山地性 10未満 兵庫県

B688 5 東床尾山自然林 山地性 10未満 兵庫県

B689 5 扇ノ山ブナ林 山地性 100-1,000 兵庫県

B690 5 畑ヶ平高原 山地性 10未満 兵庫県

B691 5 大岡山ブナ林 山地性 10未満 兵庫県

B692 5
三川山ブナ林、ヒメコマツ・ブ
ナ林

山地性 100-1,000 ツクシシャクナゲ-ヒノキ群集 兵庫県
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B693 5 三川権現 山地性 10未満
陸産貝類（オオギセル、ダイセンニシ
キマイマイ）

兵庫県

B694 5 結川上流域 山地性 100-1,000

陸産貝類（コベルトゴマガイ、ニホンケシガ
イ、コウロマイマイ、ダイセンニシキマイマ
イ、サンインコベソマイマイ）、昆虫類（カ
タツムリトビケラ）

兵庫県

B695 5 扇ノ山霧ヶ滝 河畔林 10未満 ザゼンソウ 兵庫県

B696 5 出石川下流域 河川 10未満 昆虫類（ナゴヤサナエ） 兵庫県

B697 5 田君川流域 河川 10未満 バイカモ 兵庫県

B698 5 段の白滝 河川 10未満 ウワバミソウ 兵庫県

B699 5 六方川氾濫原 河川 10未満 コウホネ 兵庫県

B700 5 岸田川河口 河川 10未満
貝類（ヤマトシジミ、イシマキガイ、
カワザンショウガイ）、魚類（マハ
ゼ）

兵庫県

B701 5 岸田川水系田井川中流・段川 河川 10未満
貝類（ドブガイ、マシジミ）、鳥類
（カワセミ、ササゴイ、ヨシゴイ）

兵庫県

B702 5 久斗山 河川 10未満 ウワバミソウ 兵庫県

B703 5 長谷川上流域 河川 10未満 ウワバミソウ 兵庫県

B704 5 三田浜の小川 河川 10未満 貝類（カワニナ） 兵庫県

B705 5 楽々浦 河川 10未満 ヨシ群落 兵庫県

B706 5 桃島池 河川 10未満 ヨシ群落 兵庫県

B707 5 十戸湧水群 湖沼 10未満 バイカモ 兵庫県

B708 5 大沼湿原 高層湿原 10未満 スギバミズゴケ群落 兵庫県

B709 5 加保坂湿原
中間・低層湿
原

10未満 ミズバショウ 兵庫県

B710 5 蘇武岳湿原
中間・低層湿
原

10未満 カキツバタ群落 兵庫県

B711 5 円山川河辺
中間・低層湿
原

100-1,000 ヨシ群落 兵庫県

B712 5 大山高山帯 高山性 100-1,000
自然草原、キャラボク林、ツガザクラ-
コメバツガザクラ群落

鳥取県

B713 5 船通山ブナ林 山地性 100-1,000
クロモジ-ブナ群集、ブナ-ミズナラ
林、イチイ、ハクウンボク

鳥取県

B714 5 滝山自然林 山地性 10未満
アカマツ群落、ウラジロガシ-イヌブナ
群落

鳥取県

B715 5 那岐山ミズナラ林 山地性 100-1,000 サラサドウダン-ミズナラ群落 鳥取県

B716 5 東山・鳴滝山ブナ・スギ林 山地性
1,000-
10,000

スギ-ブナ群落 鳥取県

B717 5 大山ブナ林 山地性
1,000-
10,000

クロモジ-ブナ群集、クマシデ、ハウチワカ
エデ、キャラボク、ヤマボウシ、ヒメコマツ

鳥取県

B718 5 三徳山ブナ林 山地性 10未満
ブナ、イヌブナ林、ウラジロガシ-アカ
ガシ群落、ヒメコマツ、トチノキ

鳥取県

B719 5 高鉢山～高山ブナ・トチノキ林 山地性 10未満 鳥取県

B720 5 三国山ブナ林 山地性
1,000-
10,000

鳥取県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B721 5 伊呂宇山ツガ林 山地性 10未満 ミズナラ林、アカマツ植林、スギ植林 鳥取県

B722 5 鷲峰山ブナ林 山地性 10-100 クロモジ-ブナ群集、カタクリ 鳥取県

B723 5 雨滝 山地性 10未満
陸産貝類（オオウエゴマガイ、エチゴキセル
ガイモドキ、フトキセルガイモドキ、ハゲギ
セル、オオギセル、ダイセンニシキマイマ

鳥取県

B724 5 神戸上湿地 河畔林 10未満
ハンノキ林、ハンカイソウ、オタカラ
コウ

鳥取県

B725 5 久住奥-鎌倉山 河畔林 10未満 ハンノキ、ミヤマウメモドキ 鳥取県

B726 5 種原（大山山麓）大沢の池周辺 河畔林 10未満 ハンノキ、ヒツジグサ 鳥取県

B727 5 日野川河岸 河川 10未満 キシツツジ群集 鳥取県

B728 5 日野町鵜の池周辺
中間・低層湿
原

10-100 オトコゼリ 鳥取県

B729 5 中津北尾根鞍部ミツガシワ湿原
中間・低層湿
原

10未満 ミズナラ・ブナ林 鳥取県

B730 5 俵原ミツガシワ湿原
中間・低層湿
原

10未満 水田、ミズナラ林、ヨシ群落 鳥取県

B731 5 菅野の湿地
中間・低層湿
原

10未満 ミズゴケ類等湿原植物 鳥取県

B732 5 唐川湿原
中間・低層湿
原

10未満 中間湿原、カキツバタ群落 鳥取県

B733 5 中海 汽水性 10未満 河口干潟のある河口域･汽水湖沼･藻場 鳥取県

B734 5 弓ヶ浜海岸 海岸 100-1,000 ウンラン、カワラヨモギ 鳥取県

B735 5 鳥取砂丘 海岸 100-1,000 ハマグルマ-コウボウムギ群集 鳥取県

B736 5 洗足山岩角地 岩角・礫地 10未満 ヒメコマツ、ヒノキ、シャクナゲ群落 鳥取県

B737 5 勝田ヶ山西斜面ヒメコマツ林 岩角・礫地 10未満 鳥取県

B738 5 西中国山地ブナ林 山地性
1,000-
10,000

安蔵寺山系・莇ヶ岳山系等、クロモジ-ブナ
群集、ミズナラ林、渓畔林、ベニドウダン群
集、アオガシ、モミ、ツガ、オオヤマレン
ゲ、カタクリ、サラサドウダン、アシウス
ギ、アオダモ、ハイイヌガヤ、オクノカンス
ゲ、シナノキ、ホオノキ

島根県

B739 5 猿政山ブナ林 山地性 10未満 クロモジ-ブナ群集、オオヤマレンゲ 島根県

B740 5 三瓶山ブナ林 山地性 100-1,000 クロモジ-ブナ群集、ブナ・ミズナラ林 島根県

B741 5 大万木山ブナ林 山地性 100-1,000 クロモジ-ブナ群集、ブナ・ミズナラ林 島根県

B742 5 大江高山 山地性 10未満 昆虫類 島根県

B743 5 大魚峡 河畔林 10未満
渓畔林、ウラジロガシ林、カワラハン
ノキ-キシツツジ群落

島根県

B744 5 江ノ川河辺 河畔林 10未満
カワラハンノキ-キシツツジ群落、オオ
タチヤナギ群落

島根県

B745 5 匹見峡渓流沿い 河川 10未満
ヤシャゼンマイ、カワラハンノキ-キシ
マツツジ群集

島根県

B746 5 赤名湿地
中間・低層湿
原

10未満 ハンノキ群落、ヨシ群落 島根県

B747 5 地倉沼
中間・低層湿
原

10未満
ハンノキ群落、チョウジソウ、両生類
（モリアオガエル）

島根県

B748 5 宍道湖、中海、神西湖 汽水性 10未満
米子水鳥公園・本庄工区を含む、ヨシ
群落、セイコノヨシ群落、オゴノリ

島根県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B749 5 大橋川・佐陀川 汽水性 10未満 ヨシ群落 島根県

B750 5 高島 海岸 10未満
ヒゲスゲ群落、オニヤブソテツ-ハマビ
ワ群集

島根県

B751 5 重栖-都万海岸 海岸 10未満 ハイネズ群落、カシワ群落 島根県

B752 5 三隅海岸 海岸 10未満 ハマビワ、テツホシダ、カンコノキ 島根県

B753 5 浅利・黒松海岸 海岸 100-1,000
ハマグルマ-コウボウムギ群集、チガヤ
-ハマゴウ群集

島根県

B754 5 出雲砂質海岸 海岸 100-1,000 ハマグルマ-コウボウムギ群集 島根県

B755 5 経島 海岸 10未満 海鳥繁殖地（ウミネコ） 島根県

B756 5 島根半島海岸岩地 海岸 10未満 アサツキ 島根県

B757 5 星神島 海岸 10未満 海鳥繁殖地（オオミズナギドリ） 島根県

B758 5 沖島オオミズナギドリ繁殖地 海岸 10未満 海鳥繁殖地（オオミズナギドリ） 島根県

B759 5
大波加島オオミズナキドリ繁殖
地

海岸 10未満 鳥類（オオミズナキドリ） 島根県

B760 5 六日市町コウヤマキ林 岩角・礫地 10未満 島根県

B761 5 立久恵峡露岩地 岩角・礫地 10未満
オオメノマンネングサ群落、イワヒバ
群落

島根県

B762 5 西ノ島露岩地 岩角・礫地 10未満
オキノアブラギク-ミツバイワガサ群
集、トウテイラン、オオエゾデンダ

島根県

B763 5 鷲ヶ峰山系クロベ林 岩角・礫地 10未満 島根県

B764 5 西郷町・布施村岩角地 岩角・礫地 100-1,000
オキシャクナゲ、ウラジロガシ、ヒメ
コマツ、モミ、クロベ

島根県

B765 5 蒜山おろがたわ湿原
中間・低層湿
原

10-100 中間湿原、イワショウブ 岡山県

B766 5 華山 山地性 10未満 アセビ、コガクウツギ 山口県

B767 5 一位ヶ岳 山地性 10未満 ベニドウダン群落 山口県

B768 5 長門峡 山地性 100-1,000 昆虫類 山口県

B769 5 徳佐平丸沼沢地
中間・低層湿
原

10未満 ヌマガヤ群落 山口県

B770 5 二位ノ浜 海岸 10未満 ハマオモト群落 山口県

B771 5 秋吉台カルスト高原 特殊岩地
1,000-
10,000

洞窟、二次草原、ネザサ-ススキ群落 山口県

B772 5 徳地町崩壊地 岩角・礫地 10未満 山口県

B773 5 白滝山岩角地 岩角・礫地 10未満 ツゲ群落 山口県

B774 5 滑山モミ・ツガ林 岩角・礫地 10未満 モミ、ヒサカキ、ウラジロガシ 山口県

B775 5 萩市溶岩性岩角地 岩角・礫地 10未満 山口県

B776 6
御斉所山カシ林、イヌブナ林、
ミズナラ林

山地性 10-100 福島県

B777 6 木戸川モミ林 山地性 10未満 福島県
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重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B778 6 照島ウ生息地 海岸 10未満 海鳥類（ウミウ） 福島県

B779 6 筑波山ブナ林 山地性 100-1,000 シキミ-モミ群集、スズタケ-ブナ群集 茨城県

B780 6 小貝川流域ハンノキ・クヌギ林 河畔林 100-1,000 茨城県

B781 6 霞ヶ浦古渡入（小野川河口） 河川 10未満 鳥類 茨城県

B782 6 霞ヶ浦高浜入（恋瀬川河口） 河川 10未満 ヨシ群落 茨城県

B783 6 牛久沼 湖沼 100-1,000 茨城県

B784 6 霞ヶ浦 湖沼
10,000-
100,000

マコモ-ヨシ群落 茨城県

B785 6 菅生沼 湖沼 100-1,000 ヨシ群落 茨城県

B786 6 中沼 湖沼 10未満 茨城県

B787 6 涸沼 湖沼 100-1,000 茨城県

B788 6 野口池
中間・低層湿
原

10未満 ヤマドリゼンマイ、ウラジロ 茨城県

B789 6 上野沼
中間・低層湿
原

10未満 挺水植物、食虫植物 茨城県

B790 6 浮島湿原＜妙岐の鼻＞
中間・低層湿
原

10-100 カモノハシ-ヨシ群落 茨城県

B791 6 村松海岸 海岸 10未満
クロマツ群落、アカマツ群落、スダジ
イ-モミ群落、シロヨモギ群落

茨城県

B792 6 伊師浜海岸 海岸 10-100
イブキ群落、ハマヒルガオ-コウボウムギ群
集、シロヨモギ群落、コハマギク群落

茨城県

B793 6 地割安山岩質集塊岩 岩角・礫地 10未満 茨城県

B794 6 焼森山 山地性 10未満 イワタバコ、ミツマタ 栃木県

B795 6
荒川河川敷秋ヶ瀬・上内間木地
域

河畔林 10-100 ゴマキ-ハンノキ群集 埼玉県

B796 6 木野川古墳群周辺 河畔林 10未満 ハンノキ林 埼玉県

B797 6 神流川渓畔岩上 河川 10未満 ユキヤナギ群落 埼玉県

B798 6 荒川渓畔岩上 河川 10-100 ユキヤナギ群落 埼玉県

B799 6 荒沢沼、江川周辺 河川 10未満 ヨシ群落、オギ群落 埼玉県

B800 6 蓮沼周辺 河川 10未満 ヨシ群落 埼玉県

B801 6 荒川中流域河川敷 河川 100-1,000
ツルヨシ群集、カワラヨモギ-カワラサ
イコ群集

埼玉県

B802 6 加須市浮野の湿地 高層湿原 10未満 埼玉県

B803 6
井戸山アラカシ林、アカマツ・
コナラ林

岩角・礫地 10-100 埼玉県

B804 6 梅ヶ瀬渓谷 河畔林 100-1,000 コナラ、ヤマボウシ 千葉県

B805 6 印旛沼 湖沼 100-1,000 千葉県

B806 6 手賀沼 湖沼 100-1,000 千葉県
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重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B807 6 古利根沼 湖沼 10未満 マコモ群落、シラカシ群集 千葉県

B808 6 成東食虫植物群生地
中間・低層湿
原

10未満 コモウセンゴケ、イシモチソウ 千葉県

B809 6 海上町・飯岡町の斜面
中間・低層湿
原

10未満 湧水湿地 千葉県

B810 6 小櫃川河口塩性湿地 汽水性
10,000-
100,000

ヨシ、シオクグ 千葉県

B811 6 佐貫の海岸 海岸
10,000-
100,000

風衝植物群落、マルバシャリンバイ、
トベラ

千葉県

B812 6 長生村一松の砂丘 海岸 10未満 ハマニンニク、コウボウムギ 千葉県

B813 6 九十九里町 海岸 10未満 ハマニンニク群落、コウボウムギ 千葉県

B814 6 九十九里浜北部～中央部の砂丘 海岸 100-1,000 コウボウムギ、ケカモノハシ 千葉県

B815 6 犬若の海岸崖地 海岸 10未満
ハチジョウススキ群落、タイトゴメ-ソ
ナレムグラ群落

千葉県

B816 6 三頭山ブナ林 山地性 100-1,000 東京都

B817 6 多摩川中流河川敷 河川 10未満 カワラヨモギ-カワラサイコ群集 東京都

B818 6 御蔵島鈴原湿原
中間・低層湿
原

10未満 ミクラコザサ、モウセンゴケ 東京都

B819 6 三宅島大野原島（三本岳） 海岸 10未満 海鳥繁殖地 東京都

B820 6 神津島恩馳島 海岸 10未満 海鳥繁殖地 東京都

B821 6 神津島祇苗島 海岸 10未満 海鳥繁殖地、海鳥類 東京都

B822 6 大島海浜 海岸 100-1,000
海浜植物群落、オオシマハイネズ、
シャリンバイ、トベラ、ヒメユズリハ

東京都

B823 6 三宅島火山荒原 火山荒原
10,000-
100,000

イタドリ群落、フジアザミ群落、噴火
の影響未確認

東京都

B824 6 大島三原山火山荒原 火山荒原 100-1,000 イタドリ群落、フジアザミ群落 東京都

B825 6 日原の稲村岩石灰岩地 特殊岩地 10未満 東京都

B826 6 八丈島八丈富士火口 岩角・礫地 10未満 ヒメユズリハ、ヤマグルマ 東京都

B827 6 平井川段丘崖 岩角・礫地 10未満 シロダモ-ケヤキ群落 東京都

B828 6 神戸岩ヒノキ林 岩角・礫地 10未満 東京都

B829 6 一の沢モミ林 山地性 10未満 神奈川県

B830 6 茨菰山 山地性 10未満 オオバノキハダ、ツチアケビ 神奈川県

B831 6 仙洞寺山 山地性 10未満
イヌブナ-フジキ群落、クリ-コナラ群
集、コクサギ-ケヤキ群集

神奈川県

B832 6 津久井湖北斜面林 山地性 10未満 カシダザサ、チョウセンミズヒキ 神奈川県

B833 6 金子台地断崖 河畔林 10未満
ムクノキ-ケヤキ群落、アラカシ群落、
クヌギ-コナラ群集

神奈川県

B834 6 天台山 河畔林 10未満
イロハモミジ-ケヤキ群集、スダジイ萌
芽林、オリヅルシダ、ハイホラゴケ

神奈川県

B835 6 目久尻川中流域河畔林 河畔林 10未満 シラカシ林、ケヤキ林 神奈川県
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B836 6 宮の前 河畔林 10未満 イロハモミジ-ケヤキ群集 神奈川県

B837 6 猿ヶ島、中依地段丘崖斜面林 河畔林 10未満 シラカシ群集、コクサギ-ケヤキ群集 神奈川県

B838 6 韮尾根 河畔林 10未満 コクサギ-ケヤキ群集 神奈川県

B839 6 三増峠 河畔林 100-1,000
イロハモミジ-ケヤキ群集、クリ-コナ
ラ群集

神奈川県

B840 6 相模川（城山ダム下流）流域 河畔林 100-1,000
イロハモミジ-ケヤキ群集、アラカシ群
落、シラカシ林、コクサギ-ケヤキ群集

神奈川県

B841 6 城山 河畔林 10未満
イロハモミジ-ケヤキ群集、シキミ-モ
ミ群集

神奈川県

B842 6
相模川・磯部頭首工上流域河畔
林

河畔林 10未満 シラカシ林、コクサギ-ケヤキ群集 神奈川県

B843 6 三井 河畔林 10未満
イロハモミジ-ケヤキ群集、アラカシ群落、
クリ-コナラ群集、ジャコウソウ、オオバチ
ドメ

神奈川県

B844 6 中沢 河畔林 10未満
シキミ-モミ群集、イロハモミジ-ケヤ
キ群集

神奈川県

B845 6 酒匂川下流域 河川 10-100
タチヤナギ群落、ヨシ群落、ツルヨシ
群落、カワラケツメイ

神奈川県

B846 6 相模川・磯部頭首工下流域 河川 10未満
ツルヨシ群集、オギ群集、セリ-クサヨ
シ群集、リュウノヒゲモ、ササバモ

神奈川県

B847 6 相模川流域河辺植生 河川 10未満
ツルヨシ、オギ、タチヤナギ、ゴキヅ
ル、ヒロハノカワラサイコ

神奈川県

B848 6 中津川下流域 河川 10未満
タチヤナギ群集、ツルヨシ群集、オギ
群集

神奈川県

B849 6 中津川中流域 河川 10未満
ネコヤナギ群集、ツルヨシ群集、アキ
ノエノコログサ-コセンダングサ群集

神奈川県

B850 6 相模川河川敷 河川 10未満 神奈川県

B851 6 箱根仙石原湿原
中間・低層湿
原

10-100
オオミズゴケ、コイヌノハナヒゲ、イ
トイヌノヒゲ

神奈川県

B852 6 三浦半島小網代湾塩性湿地 汽水性 10未満
ヨシ群落、アマモ群落、アイアシ、シ
オクグ

神奈川県

B853 6 江奈湾塩性湿地 汽水性 10未満 アイアシ群集、シオクグ群集 神奈川県

B854 6 真鶴海岸 海岸 10未満
トベラ群落、ハチジョウススキ群落、
シマホタルブクロ

神奈川県

B855 6 城ケ島 海岸 100-1,000
タブノキ林、マサキ-トベラ群集、イソギク-
ハチジョウススキ群集、タイトゴメ群落、チ
ガヤ-ハマゴウ群集

神奈川県

B856 6 宮川湾 海岸 10-100
マサキ-トベラ群集、イソギク-ハチ
ジョウススキ群集

神奈川県

B857 6 三浦半島南部海岸草原、海崖 海岸 10未満
ハマボウフウ群落、ワダン-イソギク群
落

神奈川県

B858 6 三戸海岸 海岸 10未満
イソギク-ハチジョウススキ群集、マサ
キ-トベラ群集

神奈川県

B859 6 荒崎 海岸 10未満
マサキ-トベラ群集、イソギク-ハチジョウス
スキ群集、ハマグルマ-コウボウムギ群集、
ハマグルマ-ケカモノハシ群集

神奈川県

B860 6 天神島 海岸 10未満
ハマオモト、シオクグ群集、アイアシ
群集

神奈川県

B861 6 平塚海岸 海岸 10未満
ハマグルマ-コウボウムギ群集、チガヤ
-ハマゴボウ群集、ワセオバナ

神奈川県

B862 6 江ノ島 海岸 10未満
スダジイ林、イノデ-タブノキ群集、マサキ-
トベラ群集、イソギク-ハチジョウススキ群
集、シロイヌナズナ、アリアケスミレ

神奈川県

B863 6 湘南海岸 海岸 10未満
ハマグルマ-コウボウムギ群集、シロイ
ヌナズナ

神奈川県

B864 6 三浦半島西部海浜 海岸 10未満
ハママツナ群落、ワダン-イソギク群落、マ
サキ-トベラ群集、イソギク-ハチジョウスス
キ群集、ハマウド、イワダレソウ、アマモ、

神奈川県
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重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B865 6 逗子海岸 海岸 10未満
スダジイ林、ハマヒルガオ、ハマダイ
コン、コウボウシバ

神奈川県

B866 6 七里ヶ浜海岸 海岸 10未満
スカシユリ、ハマヒルガオ、イワダレ
ソウ

神奈川県

B867 6
金峰山シラビソ・オオシラビソ
林

亜高山性
1,000-
10,000

山梨県

B868 6 小烏山サワラ林 岩角・礫地 10未満 山梨県

B869 6 丸川峠クロベ・サワラ林 岩角・礫地 10未満 山梨県

B870 6 烏帽子岳 山地性 10未満 ホンシャクナゲ、ベニドウダン 岐阜県

B871 6 久々利 山地性 10未満 岐阜県

B872 6 小川 山地性 10未満 ホンシャクナゲ群生地 岐阜県

B873 6 坂本 河畔林 10未満 岐阜県

B874 6 椛の湖畔 河畔林 10未満 岐阜県

B875 6 越原 河畔林 10未満 岐阜県

B876 6 大沢カラマツ林 亜高山性 10未満 シャクナゲ-カラマツ群落 静岡県

B877 6 不動岳トウヒ林 亜高山性 10未満 トウヒ原生林、コメツガ 静岡県

B878 6 天城山ブナ林 山地性
1,000-
10,000

スズタケ-ブナ群集 静岡県

B879 6 愛鷹山ブナ・ミズナラ林 山地性
1,000-
10,000

静岡県

B880 6 明神峠ブナ林 山地性
10,000-
100,000

ミズナラ林、カエデ林 静岡県

B881 6 安倍川河川敷 河川 10未満 カワラハハコ群落 静岡県

B882 6 柿田川水生植物群落 河川 10未満
バイカモ、エビモ、コウホネ、昆虫類（アオ
ハダトンボ、ウラナミジャノメ）、魚類（ア
ユカケ）

静岡県

B883 6 鶴ヶ池沼沢地植物群落 湖沼 10未満 コウホネ、スイレン、ジュンサイ 静岡県

B884 6 浮島沼湿性植物群落 湖沼 10-100

ウキヤガラ-マコモ群集、カサスゲ群集、チ
ゴササ-アゼスゲ群集、オニナルコスゲ、昆
虫類（ヒメウラジャノメ）、魚類（アユカ
ケ、トウヨシノボリ）、鳥類（ハイイロチュ
ウヒ、セイタカシギ）

静岡県

B885 6 桶ヶ谷沼
中間・低層湿
原

10-100 静岡県

B886 6 小田貫湿原
中間・低層湿
原

10未満 ノハナショウブ、ミズチドリ 静岡県

B887 6 石廊崎海岸草原、風衝林 海岸 10-100
イソギク-ハチジョウススキ群集、トベ
ラ-ウバメガシ群集

静岡県

B888 6 大瀬崎 海岸 10未満
ビャクシン群落、トベラ-ウバメガシ群
集

静岡県

B889 6 渋川蛇紋岩地 特殊岩地 10未満 ヒロハドウダン、シブカワニンジン 静岡県

B890 6 京丸硅質岩地 岩角・礫地 10未満 アカヤシオ-シロヤシオ群落 静岡県

B891 6 富士山ヒノキ林 岩角・礫地 10未満
情報不足のため地理的範囲は特定でき
ない

静岡県

B892 6 大沼ブナ林 山地性 10-100
サカキ-ウラジロガシ群集、スズタケ-
ブナ群落

愛知県
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重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B893 6
作手中間湿原群（長ノ山湿原な
ど）

中間・低層湿
原

10未満 高層湿原・中間湿原 愛知県

B894 6 葦毛湿原とその周辺
中間・低層湿
原

10未満 湧水湿地、昆虫類生息地 愛知県

B895 6 小堤西池
中間・低層湿
原

10未満 カキツバタ群落 愛知県

B896 6 須美湿地
中間・低層湿
原

10未満
ヌマガヤ、オオミズゴケ群落、アサヒ
ラン

愛知県

B897 6 小呂湿地
中間・低層湿
原

10未満
ヌマガヤ-オオミズゴケ群落、アサヒラ
ン

愛知県

B898 6 東海地方湿地
中間・低層湿
原

10未満
愛知県、岐阜県南東部・三重県北部、東海丘
陵要素植物の生育する湿地、地理的範囲は特
定していない

愛知県

B899 6 矢並湿地
中間・低層湿
原

10未満 愛知県

B900 6 田之士里湿原
中間・低層湿
原

10未満 中間湿原、ヌマガヤ、ヤマイ 愛知県

B901 6 石巻山石灰岩地 特殊岩地 10未満
ステゴビル、マネキグサ、ビロードシ
ダ、マルバシモツケ

愛知県

B902 6 黄柳野 特殊岩地 10-100 ツゲ自生地 愛知県

B903 6 白鳥山 岩角・礫地 10未満 ヒメコマツ、ツガ 愛知県

B904 6 鈴鹿山脈山地帯ブナ林 山地性
1,000-
10,000

スズタケ-ブナ群集 三重県

B905 6 大安町湿地 河畔林 10未満 ハンノキ林、ヤマドリゼンマイ 三重県

B906 6 藤原河内谷 河川 10未満 淡水産緑藻類（カワノリ等） 三重県

B907 6 法華湿地
中間・低層湿
原

10未満
サギスゲ群落、ヤチスギラン群落、ア
カマツ二次林

三重県

B908 6 上野市湿地
中間・低層湿
原

10未満
ニッポンイヌノヒゲ-コイヌノハナヒゲ
群落

三重県

B909 6 亀山市湿地
中間・低層湿
原

10未満
ホザキノミミカキグサ-イトイヌノハナ
ヒゲ群落、シロイヌノヒゲ-カリマタガ
ヤ群落

三重県

B910 6 田光湿地
中間・低層湿
原

10未満 三重県

B911 6 藤原岳石灰岩地 特殊岩地 10未満 三重県

B912 6 亀山市岩角地 岩角・礫地 10未満 ハナゼキショウ群落 三重県

B913 6 羽黒山岩壁 岩角・礫地
10,000-
100,000

三重県

B914 6 下鴨神社エノキ林 河畔林 10未満 ムクノキ、カツラ 京都府

B915 6 宇治 河畔林 10未満 オオチャルメルソウ群落 京都府

B916 6 保津峡河岸 河畔林 10未満 カワラハンノキ、ネコヤナギ 京都府

B917 6 宇治川 河川 10未満 ネジレモ、エビモ 京都府

B918 6 鴨川 河川 10未満 エビモ、ヤナギモ、コカナダモ 京都府

B919 6 貴船川 河川 10未満 京都府

B920 6 疏水 湖沼 10未満 ササバモ、オオササエビモ 京都府

B921 6 金井戸ヨシ原及び周縁帯
中間・低層湿
原

1,000-
10,000

京都府
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重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B922 7 木津川河川敷 河川 10未満
ツルヨシ群落、セイコノヨシ群落、オ
ギ群落、オナモミ

京都府

B923 7 和泉葛城山ブナ林 山地性 10未満 大阪府

B924 7 妙見山ブナ林 山地性 10未満 アカガシ林、シラカシ林、シロダモ 大阪府

B925 7 武庫川上流域 河川 10未満
昆虫類（ミヤマサナエ、アオサナエ、
ホンサナエ）、魚類（シロヒレタビ
ラ、カネヒラ）

兵庫県

B926 7 羽束川上流域 河川 10未満
両生類（カジカガエル、モリアオガエ
ル、タゴガエル）

兵庫県

B927 7 千種川河辺
中間・低層湿
原

1,000-
10,000

ヤナギ類群落、ヨシ群落 兵庫県

B928 7 丸山湿原
中間・低層湿
原

10未満
ヌマガヤ-マアザミ群集、イヌノハナヒ
ゲ群集

兵庫県

B929 7 相野・皿池湿原
中間・低層湿
原

10未満
ヌマガヤ-マアザミ群集、イヌノハナヒ
ゲ群集

兵庫県

B930 7 成ケ島塩性湿地 汽水性 10未満 ハマボウ、ハママツナ 兵庫県

B931 7 大津川汽水干潟・河口 汽水性 10未満
貝類（ヒロクチカノコ、ヨシダカワザンショ
ウ、ソトオリガイ、フシケマスホガイ）、魚
類（トビハゼ）

兵庫県

B932 7 千種川汽水干潟 汽水性 10未満 ヨシ群落、フクド群落 兵庫県

B933 7 揖保川水系中川・元川汽水干潟 汽水性 10未満 ヨシ群落、フクド群集 兵庫県

B934 7 加古川河口 汽水性 10未満 ヨシ群落、シオクグ群集 兵庫県

B935 7 吹上浜海浜草原 海岸 10未満
チガヤ-ハマゴウ群集、ハマグルマ-ケ
カモノハシ群集

兵庫県

B936 7 武庫川峡谷断崖地 岩角・礫地 10未満 サツキ、アオヤギバナ 兵庫県

B937 7 与戸岩角地 岩角・礫地 10未満 ツクシシャクナゲ、ヒカゲツツジ 兵庫県

B938 7 原池 湖沼 10未満

ヨシ群落、マコモ群落、ヒシ、メビシ、ゴキ
ズル、ヒメガマ、クログワイ、ウキヤガラ、
ヌマトラノオ、ヒメクグ、昆虫類（チョウト
ンボ、ショウジョウトンボ、アオモンイトト
ンボ）、魚類（モツゴ、ギンブナ、タモロモ
コ、マナマズ、ウナギ）、鳥類（カイツブ
リ、バン、サギ類）等

鳥取県

B939 7 新庄ブナ林 山地性
1,000-
10,000

クロモジ-ブナ群集、スギ-ブナ群集、
サワグルミ、カタクリ

岡山県

B940 7 蒜山ブナ林 山地性
1,000-
10,000

二次草原、ブナ、ミズナラ、ヒルゼン
スゲ

岡山県

B941 7 奥津・上斎原ブナ林とその周辺 山地性 100-1,000 二次草原、ブナ、ミズナラ 岡山県

B942 7 後山ブナ・ミズナラ林 山地性 100-1,000 チシマザサ、イヌツゲ 岡山県

B943 7 本宮山旭川ダム周辺 河畔林 10未満 渓畔林、河畔林を含む 岡山県

B944 7 鯉ヶ窪湿原
中間・低層湿
原

10未満 ヒツジグサ群落、カサスゲ群落 岡山県

B945 7 無明谷石灰岩地 特殊岩地
10,000-
100,000

ケグワイ、シギンカラマツ 岡山県

B946 7 草間カルスト台地 特殊岩地 10未満

セイナンヒラゴケ、コアオギヌゴケ、イヌコ
クサゴケ、イギイチョウゴケ、昆虫類（ガロ
アムシ、ダイセンシジミ、ヒロオビミドリシ
ジミ、エチゴハガタヨトウ、ヤヒコカラスヨ
トウ、キバネアラゲカミキリ、アテツナガチ
ビゴミムシ、イッシキキモンキカミキリ、ニ
シキキンカメムシ）

岡山県

B947 7 塩滝 特殊岩地
10,000-
100,000

蛇紋岩地、キンキマメザクラ 岡山県
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面積ラン
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B948 7 大平山、権現山アカマツ林 岩角・礫地 10未満 岡山県

B949 7 滝山峡ミズナラ林 山地性 10未満
コナラ林、イヌブナ林、ウラジロガシ
林

広島県

B950 7 女亀山 山地性 10未満 ミヤコアオイ 広島県

B951 7 指谷山ブナ林 山地性 100-1,000 広島県

B952 7 吾妻槙原谷ブナ林 山地性
10,000-
100,000

ミズナラ林、サワグルミ林 広島県

B953 7 比婆山ブナ林 山地性 100-1,000 広島県

B954 7 大沢湿原
中間・低層湿
原

10,000-
100,000

広島県

B955 7 世羅台地
中間・低層湿
原

10未満 マアザミ-ヌマガヤ群集、モウセンゴケ 広島県

B956 7 八幡湿原
中間・低層湿
原

10未満
中間湿原、マアザミ-ヌマガヤ群集、カ
キラン、ミズチドリ、カキツバタ

広島県

B957 7 柏島海岸 海岸 10未満
クロマツ、アカマツ、コナラ、ハマエ
ンドウ、ツルナ、ハマボウフウ

広島県

B958 7 大川東湿地 海岸 10未満
江ノ尻浦、あての木浦、汽水域、ヒト
モトススキ

広島県

B959 7 弥山原始林 岩角・礫地 100-1,000
モミ-ツガ林、ホウライカズラ、シロバ
イ

広島県

B960 7 石ヶ谷峡コウヤマキ林 岩角・礫地
1,000-
10,000

ヒノキ林、ヒメコマツ林、ツガ林 広島県

B961 7 竜頭峡ヒノキ林 岩角・礫地 10未満
ツガ林、モミ林、スギ林、ツクシシャ
クナゲ、ベニコマツ、ベニドウダン

広島県

B962 7 男鹿山玄武岩丘 岩角・礫地 10未満 スズラン、スミレサイシン 広島県

B963 7 壁島ウ渡来地 海岸 10未満 海鳥類（ウミウ） 山口県

B964 7 八島 岩角・礫地 10未満 イワシデ群落 山口県

B965 7 平群島 岩角・礫地 10未満 イワシデ群落 山口県

B966 7 牛島 岩角・礫地 10未満 モクゲンジ群落 山口県

B967 7 亀島岩角地 岩角・礫地 10未満 ウバメガシ群落、モッコク 山口県

B968 7 大原岩角地 岩角・礫地 10未満 シャクナゲ群落、アカマツ 山口県

B969 7 寂地峡岩角地 岩角・礫地 10未満 ヒメコマツ群落、ウラジロガシ 山口県

B970 7 大滝山ブナ林 山地性 10未満 シラキ-ブナ群集 香川県

B971 7 大川山イヌシデ林 山地性 10未満 シラキ-ブナ群集 香川県

B972 7
瀬戸内乾燥地帯（香川県小豆
島・塩飽諸島・荘内半島）

海岸 10未満

情報不足のため地理的範囲は確定されていな
い。昆虫類（キイロミミモンエダシャク、ア
ジアホソバスズメ、オオシモフリスズメ、ウ
ラミスシジミ、ウラナミアカシジミ、オサム
シモドキ）

香川県

B973 7 七宝山岩崖地 岩角・礫地 10未満 香川県

B974 7 小豆島寒霞渓岩崖地 岩角・礫地 10未満 イワシデ群落、イワガサ 香川県

B975 7 国領川河口塩性湿地 汽水性 10未満 ナガミノオニシバ群集 愛媛県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B976 7 関川河口塩性湿地 汽水性 10未満 ナガミノオニシバ群集 愛媛県

B977 8 大台ヶ原・大杉谷自然林 山地性
1,000-
10,000

亜高山帯、トウヒ群落、ハリモミ群落、ウラ
ジロガシ林、モミ・ツガ林、ブナ林、ウラジ
ロモミ林、コウヤマキ林

三重県

B978 8 奥香肌峡自然林 山地性 10未満 両生類（ブチサンショウウオ） 三重県

B979 8
雲出川水源山地ブナ林、モミ・
ツガ林

山地性 100-1,000
スズタケ-ブナ群集、シキミ-モミ群
集、ヤハズアジサイ-サワグルミ群集

三重県

B980 8 一志町ナラガシワ林 山地性 10未満 昆虫類（ウラジロミドリシジミ） 三重県

B981 8
二木島熊野灘沿岸リヤス式海岸
地域源流部湿地

河畔林 10未満 三重県

B982 8 白山町ハンノキ林 河畔林 10未満
サワギキョウ-コロシネ群落、キセルア
ザミ、ショウジョウバカマ、サワギ
キョウ

三重県

B983 8 船津：往古川中流域の河辺草原 河川 10未満 ツルヨシ群集、ヨシ群落 三重県

B984 8 大河内町湿地、山地斜面湧水地
中間・低層湿
原

10未満 三重県

B985 8 榊原町湿地、山地斜面湧水地
中間・低層湿
原

10未満 三重県

B986 8 奈屋浦低層湿原
中間・低層湿
原

10未満 ヨシ群落、マコモ群落 三重県

B987 8 押淵低層湿原
中間・低層湿
原

10未満 ヨシ群落、マコモ群落 三重県

B988 8 小浜町塩性湿地 汽水性 10未満 アイアシ群集 三重県

B989 8 和具大島海浜 海岸 10未満 ハマオモト群落 三重県

B990 8
小浜町海岸砂丘矮性低木林、海
岸砂丘草原

海岸 10未満 ハマゴウ群落、ハマヒルガオ群落 三重県

B991 8 松名瀬・東黒部の砂浜 海岸 10未満 ハマゴウ群落、カワラサイコ群落 三重県

B992 8 錦・紀伊長島の海鳥繁殖地 海岸 10未満 海鳥類（ウミネコ等） 三重県

B993 8 八剣山シラビソ林 亜高山性
1,000-
10,000

ブナ、トウヒ 奈良県

B994 8
大台ヶ原・大杉谷トウヒ・コメ
ツガ林

亜高山性 10-100 奈良県

B995 8 玉置山モミ林 山地性 100-1,000 サワシバ、ヒメシャラ 奈良県

B996 8
大峰山脈ブナ・ウラジロモミ
林、ブナ林

山地性
10,000-
100,000

イヌシデ林、コウヤマキ林、トウヒ・コメツ
ガ林、シラベ林、シラビソ、ナナカマド、オ
オヤマレンゲ

奈良県

B997 8 金剛山ブナ林 山地性 100-1,000 ミズナラ、コハウチワカエデ 奈良県

B998 8 葛城山ミズナラ林 山地性 10-100
ミヤコザサ-ミズナラ群落、ブナ、リョ
ウブ

奈良県

B999 8 三重三荷ツガ林 山地性 10未満 ブナ 奈良県

B1000 8 高見山ブナ林 山地性 10未満 風衝地、リョウブ、ミヤコザサ 奈良県

B1001 8 宗像神社コウヤマキ林 岩角・礫地 10未満 ヒノキ、ツガ 奈良県

B1002 8 屯鶴峯アカマツ林 岩角・礫地 10未満 コナラ、トネリコ 奈良県

B1003 8 三之公トガサワラ林 岩角・礫地 10未満 奈良県

B1004 8 琴の滝 山地性 10未満
ヒメシャラ、ホンシャクナゲ、ハマク
サギ

和歌山県
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重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B1005 8 果無山脈ブナ林 山地性 100-1,000
シラキ-ブナ群集、リョウブ、ヒメシャ
ラ

和歌山県

B1006 8 西ノ河・亀谷天然林 山地性 100-1,000
シキミ-モミ群集、シラキ-ブナ群集、
コンカスゲ-ツガ群集

和歌山県

B1007 8 護摩壇山ブナ林 山地性
1,000-
10,000

シラキ-ブナ群集、コハウチワカエデ、ヒメ
シャラ、モミ、ツガ林、ミズメ、オオモミジ

和歌山県

B1008 8 新宮藺沢浮島
中間・低層湿
原

10未満
スギ、イヌツゲ、ヤマドリゼンマイ、
テツホシダ

和歌山県

B1009 8 友ヶ島深蛇池
中間・低層湿
原

10未満
ヒトモトススキ群落、ヨシ、テツホシ
ダ

和歌山県

B1010 8 湯川温泉ゆかし潟塩性湿地 汽水性 10未満 ヨシ-フクド群落、ナガミノオニシバ 和歌山県

B1011 8 日高川河口・王子川 汽水性 10未満 ハマボウ群落、アイアシ 和歌山県

B1012 8 浦神半島ウバメガシ林 海岸 100-1,000
ウバメガシ-トベラ群集、ネズミモチ、
マルバシャリンバイ

和歌山県

B1013 8 霊巌寺山石灰岩地 特殊岩地 10未満
ウバメガシ-ツゲ群落、カヤ、カゴノ
キ、ナンテン

和歌山県

B1014 8 黒沢山蛇紋岩地 特殊岩地 10未満
アサマツゲ-アカマツ群落、ヤマモモ、
マルバアオダモ

和歌山県

B1015 8 龍門山 特殊岩地 10未満 蛇紋岩地、メギ、コゴメウツギ 和歌山県

B1016 8 静閑瀞岩角地 岩角・礫地 10未満
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

和歌山県

B1017 8 阿知須町の湿地
中間・低層湿
原

10未満 ヌマガヤ群落 山口県

B1018 8 稔畑の湿地
中間・低層湿
原

10未満 ノハナショウブ群落、アカマツ 山口県

B1019 8 大吼谷蝙蝠洞 洞窟・風穴 10未満 哺乳類（ユビナガコウモリ） 山口県

B1020 8 鎗戸亜高山帯 亜高山性 100-1,000 シラビソ群集 徳島県

B1021 8 野鹿池山 山地性 10未満 ホンシャクナゲ 徳島県

B1022 8 池野河山スギ林 山地性 100-1,000 木頭杉の特別母樹林、ツガ、アズサ 徳島県

B1023 8 高丸山ブナ林 山地性 10-100 モミ林、ツガ林 徳島県

B1024 8 船窪 山地性 10未満
ツツジ群落、オンツツジ、アワノミツ
バツツジ

徳島県

B1025 8 大川原高原 山地性 10未満
ツツジ群落、オンツツジ、アワノミツ
バツツジ、アセビ、ガマズミ、ネジキ

徳島県

B1026 8 鷲敷ライン 河川
1,000-
10,000

ウナズキギボウシ 徳島県

B1027 8 黒沢湿原
中間・低層湿
原

10未満 中間湿原 徳島県

B1028 8 那賀川河口塩性湿地 汽水性 10未満 ハママツナ、ハマゼリ 徳島県

B1029 8 籠の塩性湿地 汽水性 10未満 フクド群集 徳島県

B1030 8 吉野川河口 汽水性 10未満 ヨシ群落、周辺部にアイアシ、オギ 徳島県

B1031 8 津島 海岸 10未満
暖地性植物群落、スダジイ、タブノ
キ、ヤブツバキ、タイミンタチバナ

徳島県

B1032 8 弁天島 海岸 10未満
熱帯性植物群落、ウバメガシ、トベ
ラ、キキョウラン、アコウ

徳島県

B1033 8 三嶺・天狗塚 岩角・礫地 100-1,000
コメツツジ群落、ミヤマクマザサ、イ
ブキトラノオ

徳島県
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重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B1034 8 笹ヶ峰亜高山帯 亜高山性 10未満 シラビソ群集 愛媛県

B1035 8 小田深山・小屋山ブナ林 山地性 10-100 愛媛県

B1036 8
石鎚山ブナ林、ウラジロモミ
林、モミ・ツガ林

山地性
1,000-
10,000

愛媛県

B1037 8 面河渓谷自然林 河畔林 100-1,000
コガクウツギ-モミ群集、イロハモミジ
-ケヤキ群集

愛媛県

B1038 8 石鎚山系笹倉湿原
中間・低層湿
原

10未満 ウマスギゴケ群落 愛媛県

B1039 8 東赤石山蛇紋岩地 特殊岩地 10未満 愛媛県

B1040 8
東赤石山山地帯ヒノキ・クロ
ベ・ヒメコマツ林

岩角・礫地 100-1,000
ツクシシャクナゲ-ヒノキ群集、アカイシ
ヒョウタンボク-イヨノミツバイワガサ群
落、チョウセンゴヨウ、ヒロハヘビノボラズ

愛媛県

B1041 8 天狗森・黒滝山ブナ林 山地性 100-1,000 高知県

B1042 8
三嶺、西熊渓谷ブナ・ミズナラ
林、ウラジロモミ林、モミ・ツ
ガ林

山地性
10,000-
100,000

高知県

B1043 8 横荒山モミ・ツガ林 山地性 100-1,000 高知県

B1044 8 雁巻山スギ林 山地性 10-100
スギ・ツガ・モミ群落、ヒメクロモジ-
スギ群集

高知県

B1045 8 梶ヶ森ブナ林、ササ草原 山地性 100-1,000
ススキ-ササ群落、トサノミツバツツジ-ブナ
群落、シコクフウロ、タカネオトギリ、ホソ
バノヤマハハコ、コメツツジ

高知県

B1046 8 稲叢山ブナ林 山地性 10未満
シラキ-ブナ群集、アケボノツツジ、エ
ビラシダ

高知県

B1047 8 大座礼山ブナ林 山地性 10未満
シラキ-ブナ群集、バイカツツジ、コモ
ノギク、イワキンバイ

高知県

B1048 8 四万十川河岸植生 河川 10未満

キシツツジ群集、ネコヤナギ群集、カワラハ
ンノキ群集、トサシモツケ、アワモリショウ
マ、イワヒバ、ホソバコンギク、ドウダンツ
ツジ、スダレギボウシ、オオクサボタン

高知県

B1049 8 雑誌山中間湿原
中間・低層湿
原

10未満
アブラガヤ-コバノギボウシ群落、ミズチド
リ、チダケサシ、タチカモメヅル、エゾシロ
ネ、タカネマスクサ、高知県唯一の中間湿原

高知県

B1050 8 日高村低層湿原
中間・低層湿
原

10未満 アオカモメズル、マツカサススキ 高知県

B1051 8 浦ノ内湾塩沼地植生 汽水性 10未満
シオクグ群集、ナガミノオニシバ、ハママツ
ナ、ハマゼリ、コアマモ、アイアシ、ホッス
モ、地理的範囲は特定されていない

高知県

B1052 8 宿毛湾塩沼湿地 汽水性 10未満
シオクグ群集、コアマモ群集、エゾウキヤガ
ラ、ナガミノオニシバ、ハマボウ、ホッス
モ、コウホネ

高知県

B1053 8 室戸岬 海岸 10-100
亜熱帯性樹林、海岸植物群落、ハマナデシ
コ、タイトゴメ、ヤブニッケイ、ヒメユズリ
ハ

高知県

B1054 8 入野松原海岸砂丘植生 海岸 10未満
ハマゴウ群落、ケカモノハシ群落、コウボウ
ムギ群落、ハマエンドウ群落、オニシバ群
落、ハマニガナ、ビロードテンツキ、クマノ

高知県

B1055 8 大岐ノ浜海岸砂丘植生 海岸 10未満
ハマグルマ-コウボウムギ群集、コウボ
ウシバ群落

高知県

B1056 8 貝の川石灰岩地 特殊岩地 10-100 高知県

B1057 8 日高村蛇紋岩地 特殊岩地 10未満 ヒロハドウダンツツジ-アカマツ群落 高知県

B1058 8 三宝山（龍河洞）石灰岩地 特殊岩地 10未満 高知県

B1059 8 高知県の蛇紋岩地 特殊岩地 10未満

高知県本山町・土佐山田町・南国市・高知
市・土佐山村・鏡村・伊野町・日高村・越知
町・仁淀町・梼原町、ヒノキ、情報不足によ
り地理的範囲の特定はなされていない

高知県

B1060 8 円行寺周辺蛇紋岩地 特殊岩地
10,000-
100,000

コツクバネウツギ-アカマツ群集 高知県

B1061 8 土佐山村・鏡村石灰岩地 特殊岩地 100-1,000
洞窟、ウラジロガシ、イワシデ、ヤハ
ズマンネングサ、シコクハタザオ

高知県
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重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B1062 8 白髪山ヒノキ林 特殊岩地 100-1,000 蛇紋岩地、ヒメコマツ、シャクナゲ 高知県

B1063 8 石立山石灰岩地 特殊岩地 100-1,000 ミヤマビャクシン群落 高知県

B1064 8 松尾山石灰岩植生タチバナ林 特殊岩地 10未満 高知県

B1065 8 梶ヶ谷山モミ林 岩角・礫地 10未満 高知県

B1066 8 大道・古屋山アカマツ林 岩角・礫地 10未満 高知県

B1067 8 古井・西ノ川山トガサワラ林 岩角・礫地 10-100 高知県

B1068 8 馬路・安田川山トガサワラ林 岩角・礫地 10未満 高知県

B1069 8
魚梁瀬・千本山スギ・トガサワ
ラ林

岩角・礫地 100-1,000 高知県

B1070 8 不入山コウヤマキ・ブナ林 岩角・礫地 100-1,00
ススタケ-ブナ群集、アケボノツツジ-
コウヤマキ群集

高知県

B1071 8 釈迦・御前岳ブナ林 山地性 100-1,000 シラキ-ブナ群集 福岡県

B1072 8 脊振山ブナ林 山地性 100-1,000
シラキ-ブナ群集、ミヤマシキミ-アカ
ガシ群集、ミヤコザサ-アカシデ群落

福岡県

B1073 8 英彦山ブナ林 山地性 100-1,000
岩角地、シラキーブナ群集、ミヤマク
マワラビ-シオジ群集

福岡県

B1074 8 三郡・宝満山ブナ林 山地性 10-100 シラキ-ブナ群集 福岡県

B1075 8 犬ヶ岳ブナ林 山地性 100-1,000 シラキ-ブナ群集 福岡県

B1076 8 池の山麻生池 湖沼 10未満 福岡県

B1077 8 小石原の湿原
中間・低層湿
原

10未満 中間湿原、ヨシ-ヤマアゼスゲ群集 福岡県

B1078 8 相島の湿原
中間・低層湿
原

10未満 中間湿原、ツクシナルコスゲ群落 福岡県

B1079 8 端梅寺川河口 汽水性 10未満 ハマボウ群集 福岡県

B1080 8 汐入川河口 汽水性 10未満 ハマボウ群集 福岡県

B1081 8 雷山川河口 汽水性 10未満 ハマボウ群集 福岡県

B1082 8 姫島海浜 海岸 10未満 ハマオモト群落 福岡県

B1083 8 大島北海岸 海岸 10未満 マサキ-トベラ群集 福岡県

B1084 8 三里松原海岸 海岸 10未満 福岡県

B1085 8 古処山石灰岩地 特殊岩地 10未満 サイゴクイボタ-オオヒメツゲ群落 福岡県

B1086 8 香春岳石灰岩地 特殊岩地 10未満 福岡県

B1087 8 竜ヶ鼻石灰岩地 特殊岩地 10未満 福岡県

B1088 8 平尾台石灰岩台地 特殊岩地 100-1,000 ヤマヤブソテツ-ヤブニッケイ群集 福岡県

B1089 8 経ヶ岳ツクシシャクナゲ群落 山地性 10未満 佐賀県

B1090 8 樫原湿原
中間・低層湿
原

10未満
中間湿原、コイヌノハナヒゲ群落、ノ
ハナショウブ、ミツガシワ、サワギ
キョウ

佐賀県
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重要地
域No.

区域 特定地域の群集名 群集タイプ
面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B1091 8 鹿島海岸 海岸 10未満 海鳥越冬地 佐賀県

B1092 8 大授搦 海岸 10未満 海鳥越冬地 佐賀県

B1093 8 黒髪山岩角地 岩角・礫地 10未満
ミヤマシキミ-アカガシ群集、シイ・カ
シ萌芽林、アカマツ群落

佐賀県

B1094 8 多良岳 亜高山性 10未満 ツクシシャクナゲ群落 長崎県

B1095 8 普賢岳ブナ林 山地性 100-1,000 長崎県

B1096 8 対馬仁田川 河畔林 10未満 長崎県

B1097 8 原生沼湿原 高層湿原 10未満
ハリミズゴケ、ヒメミズゴケ、オオミ
ズゴケ

長崎県

B1098 8 五島岐宿
中間・低層湿
原

10未満 タヌキアヤメ群落 長崎県

B1099 8 五島岐宿塩性湿地 汽水性 10未満
海岸礫地、ハマボウ群集、シオクグ群
集

長崎県

B1100 8 上五島三日ノ浦塩性湿地 汽水性 10未満 ハマボウ群集、ヒトモトススキ群落 長崎県

B1101 8 五島大瀬崎 海岸 10未満 ハチジョウススキ群落 長崎県

B1102 8 五島奈留島 海岸 10未満 ハマジンチョウ群集、シオクグ群落 長崎県

B1103 8 美良島 海岸 10-100
モクタチバナ群落、オニヤブソテツ-ハ
マビワ群集、ビロウ

長崎県

B1104 8 阿値賀島 海岸 10-100
ビロウ、イソヤマアオキ、ナタオレノ
キ、ミヤコジマツヅラフジ

長崎県

B1105 8 大浜の砂浜 海岸 10未満
ハマヒルガオ-オカヒジキ群集、海岸崖地
（ダルマギク-ホソバワダン群集等）、浜の
背後の放牧地（ツボクサ-シバ群集等）

長崎県

B1106 8 辰の島の海岸 海岸 10未満
ハイビャクシン群落、ハマグルマ-ケカ
モノハシ群集

長崎県

B1107 8 黒島の海岸砂浜、海岸崖地 海岸 10未満
ハマヒルガオ-オカヒジキ群集、ダルマ
ギク-ハイビャクシン群集

長崎県

B1108 8 合歓ノ木ハマビワ林 海岸 100-1,000 オニヤブソテツ-ハマビワ群落 長崎県

B1109 8 黒子島タブノキ林 海岸 10未満 ムサシアブミ-タブノキ群集 長崎県

B1110 8 長崎市小江岩岩角地 岩角・礫地 10未満
ムカデラン群集、イワガサ-イワヒバ群
集

長崎県

B1111 8 西彼杵半島岩角地 岩角・礫地 10未満 キキョウラン群落、キバナセッコク 長崎県

B1112 8 礫岩（つぶていわ）の岩角地 岩角・礫地 10未満
ツシママンネングサ-イワシデ群集、イ
トラッキョウ、チョウセンノギク

長崎県

B1113 8 竜良山山頂岩角地 岩角・礫地 10未満 長崎県

B1114 8 対馬白岳岩角地 岩角・礫地 10未満 ツシママンネングサ-イワシデ群集 長崎県

B1115 8 白髪岳ブナ林 山地性 10-100 シラキ-ブナ群集 熊本県

B1116 8 樅木御池ブナ林 山地性 10未満 シラキ-ブナ群集 熊本県

B1117 8
国見岳・五勇山・烏帽子岳・五
家荘自然林

山地性
1,000-
10,000

沼沢地、石灰岩地、シラキ-ブナ群集、
オオヤマレンゲ-ツクシドウダン群集

熊本県

B1118 8 熊本県球磨川河口 河川 10未満 海鳥越冬地 熊本県

B1119 8 阿蘇火山裸地 火山荒原
1,000-
10,000

イタドリ-ススキ群落 熊本県
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重要地
域No.
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面積ラン

ク(ha)
備考 主な所在地

B1120 8 九州中央山地球磨石灰岩地 特殊岩地 10未満 ヘイケモリアザミ 熊本県

B1121 8 男鹿野モミ林 岩角・礫地 10未満 熊本県

B1122 8 大瀬洞 洞窟・風穴 10未満 熊本県

B1123 8 九重山群山頂部 山地性
1,000-
10,000

マイズルソウ-ミヤマキリシマ群集、マ
アザミ-ヌマガヤ群集、イワカガミ、コ
ケモモ

大分県

B1124 8 祖母山・傾山ブナ林 山地性
1,000-
10,000

シラキ-ブナ群集 大分県

B1125 8 九重山群ブナ林 山地性
1,000-
10,000

シラキ-ブナ群集 大分県

B1126 8 小田の池
中間・低層湿
原

10未満 中間・低層湿原 大分県

B1127 8 くじゅう周辺湿原
中間・低層湿
原

10未満 中間・低層湿原 大分県

B1128 8 耶馬渓集塊岩類地 岩角・礫地 10未満 イワシデ、イワガサ 大分県

B1129 8 霧島山ブナ・ミズナラ・ツガ林 山地性
1,000-
10,000

夏緑樹林、風衝地、中間湿原、硫気孔、火山
荒原、溶岩性岩角地、シラキ-ブナ群集、
リョウブ-ミズナラ群落

宮崎県

B1130 8 掃部（かもん）岳 山地性 100-1,000
夏緑樹林、シラキ-ブナ群集、アケボノ
ツツジ-ツガ群集

宮崎県

B1131 8 尾鈴山ブナ林 山地性 100-1,000 シラキ-ブナ群集 宮崎県

B1132 8 白岩山・扇山ブナ林 山地性
1,000-
10,000

シラキ-ブナ群集、コハクウンボク-イ
ヌブナ群集

宮崎県

B1133 8 三方山ブナ林 山地性
1,000-
10,000

シラキ-ブナ群集、コハクウンボク-イ
ヌブナ群集

宮崎県

B1134 8 川南湿原
中間・低層湿
原

10未満
沼沢地、中間湿原、コイヌノハナヒゲ
群集、ブンゴノキク、ユズ

宮崎県

B1135 8 本庄川河口 汽水性 10未満
低層湿原、ナガミノオニシバ群集、シ
チトウ

宮崎県

B1136 8 櫛津 汽水性 10未満 低層湿原、ハマゼリ 宮崎県

B1137 8 都井岬 海岸 10未満 ソテツ自生地 宮崎県

B1138 8 石波 海岸 100-1,000
照葉樹林、汽水域、ムサシアブミ-タブ
ノキ群集、ハマグルマ-コウボウムギ群
集

宮崎県

B1139 8 青島 海岸 10未満
ビロウ群落、クワズイモ、オオハマグ
ルマ

宮崎県

B1140 8 小丸川 海岸 100-1,000
汽水域、ハマボウ群集、ケカモノハシ-
コウボウムギ群集

宮崎県

B1141 8 門川町 海岸 10未満
海鳥繁殖地、タブノキ、ヤブツバキ、
海鳥類（オオミズナギドリ等）

宮崎県

B1142 8 白岩山石灰岩地 特殊岩地 10未満 宮崎県

B1143 8 戸川岳 特殊岩地 10未満
石灰岩地、ミヤマビャクシン群落、ブ
ンゴノギク、ユズ

宮崎県

B1144 8 甑岳モミ林 岩角・礫地 100-1,000
シキミ-モミ群集、コガクウツギ-モミ
群集、ヒメシャラ、キリシマミズキ

宮崎県

B1145 8 高隈山ブナ林 山地性 10-100 シラキ-ブナ群集 鹿児島県

B1146 8 喜入メヒルギ林 マングローブ 10未満 鹿児島県

B1147 8 花之江河湿原 高層湿原 10未満 ヤクシマホシクサ群集 鹿児島県

B1148 8 藺牟田池
中間・低層湿
原

10-100
泥炭形成植物群落、ジャヤナギ群落、
ジュンサイ、コタヌキモ、ハデフラス
コモ

鹿児島県
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B1149 8 トカラ列島中之島の森林、草原 海岸
1,000-
10,000

スダジイ、タブノキ 鹿児島県

B1150 8 佐多町 海岸 10未満 ソテツ自生地 鹿児島県

B1151 8 山川町 海岸 10未満 ソテツ自生地 鹿児島県

B1152 8 内之浦町 海岸 10未満 ソテツ自生地 鹿児島県

B1153 8 坊津町 海岸 10未満 ソテツ自生地 鹿児島県

B1154 8 桜島火山裸地 火山荒原
1,000-
10,000

イタドリ-ススキ群落 鹿児島県

B1155 9
奄美大島住用川河口マングロー
ブ林

マングローブ 10-100 オヒルギ北限地 鹿児島県

B1156 9 奄美大島山地河川 河川 10未満 魚類、両生類 鹿児島県

B1157 9 沖永良部島田皆岬海崖上 海岸 100-1,000 隆起サンゴ 鹿児島県

B1158 9 徳之島犬田布岬海崖上草原 海岸 100-1,000 隆起サンゴ 鹿児島県

B1159 9 西表島舟浮湾マングローブ林 マングローブ 10-100 サガリバナ林 沖縄県

B1160 9
西表島仲間川流域マングローブ
林

マングローブ 100-1,000 サガリバナ 沖縄県

B1161 9
西表島クイラ川河口マングロー
ブ林

マングローブ 100-1,000 沖縄県

B1162 9
西表島前良川河口マングローブ
林

マングローブ 10-100 沖縄県

B1163 9
西表島後良川河口マングローブ
林

マングローブ 100-1,000 沖縄県

B1164 9
西表島仲良川河口マングローブ
林

マングローブ 100-1,000 沖縄県

B1165 9
西表島星立（与那田川）マング
ローブ林

マングローブ 10-100 沖縄県

B1166 9
西表島浦内川流域マングローブ
林

マングローブ 100-1,000 ヤエヤマヒルギ 沖縄県

B1167 9
石垣島宮良川河口マングローブ
林

マングローブ 10未満 ヤエヤマヒルギ-オヒルギ群落 沖縄県

B1168 9
石垣島名蔵川河口（アンパル）
マングローブ林

マングローブ 10未満 沖縄県

B1169 9
石垣島吹通川河口マングローブ
林

マングローブ 10未満
ヤエヤマヒルギ-オヒルギ群落、ヤエヤ
マヒルギ群落

沖縄県

B1170 9
沖縄島大浦川河口マングローブ
林

マングローブ 10未満 メヒルギ、オヒルギ 沖縄県

B1171 9
沖縄島慶佐次川河口マングロー
ブ林

マングローブ 10-100
メヒルギ-オヒルギ群落、ヤエヤマヒル
ギ-メヒルギ群落

沖縄県

B1172 9
西表島古見サキシマスオウノキ
林

河畔林 10未満 サガリバナ 沖縄県

B1173 9 安波のタナガーグムイ 河畔林 10未満 アオヤギソウ 沖縄県

B1174 9 山原山地河川 河川 10未満
河辺湿地、スダジイ群集、昆虫類、両
生類（リュウキュウアカガエル）

沖縄県

B1175 9 比川地先海岸風衝地 海岸 10未満 ミズガンピ群集 沖縄県

B1176 9 八重山諸島神島 海岸 10-100 仲ノ神島、海鳥繁殖地 沖縄県

B1177 9 西表島南海岸風衝地 海岸 10未満
フクギ-リュウキュウコクタン群落、ア
ダン-オオハマボウ群落

沖縄県
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B1178 9 尖閣諸島南小島 海岸 10未満 海鳥繁殖地 沖縄県

B1179 9 南大東島東海岸 海岸 10未満
ミルスベリヒユ、イソフサギ、アツバ
クコ

沖縄県

B1180 9 沖縄島北部東海岸風衝地 海岸 10未満
ハマヒサカキ-バケイスゲ群落、オキナ
ワギク群落、アカテツ-ハマビワ群集

沖縄県

B1181 9 東崎隆起サンゴ礁 特殊岩地 100-1,000
ソナレムグラ-コウライシバ群集、シマ
ニシキソウ-コウライシバ群集

沖縄県

B1182 9 宮古島・東平安名崎海岸 特殊岩地 10未満
海崖上、隆起サンゴ礁海崖上乾燥草原、テン
ノウメ群落、アダン-オオハマボウ群落

沖縄県

B1183 9 伊江島北海岸隆起サンゴ礁海浜 特殊岩地 100-1,000 イソフサギ群落、ウコンイソマツ群落 沖縄県

B1184 9
沖縄島南部斉場（セーハー）御
嶽（ウタキ）林

特殊岩地 10-100
石灰岩地、特異な地質と地形（断層地
形）

沖縄県

B1185 9
沖縄県嘉津宇岳・安和岳石灰岩
地

特殊岩地 10未満
イスノキ群落、特異な地形地質（カル
スト地形）

沖縄県

B1186 9 沖縄島ネクマチヂ岳石灰岩地 特殊岩地 10未満
ヒメユズリハ-ヤブツバキ群落、ノシラ
ン-マテバシイ群落

沖縄県

B1187 9 沖縄島辺戸岳石灰岩地 特殊岩地 100-1,000
特異な地形・地質（ドリーネ、カルス
ト地形、衝上断）

沖縄県

B1188 9 長幕崖壁及び崖錐 特殊岩地 10未満
石灰岩地、ダイトウワダン、ダイトウ
セイシボク、アコウ、ガジュマル

沖縄県

B1189 9 沖縄島本部円錐カルスト群 特殊岩地 10-100 ヤブニッケイ 沖縄県

B1190 10 硫黄列島南硫黄島 海岸 10未満 海鳥繁殖地 東京都

B1191 10 硫黄列島北硫黄島 海岸 10未満 海鳥繁殖地 東京都

B1192 10 父島巽海岸・母島南崎海岸林 海岸 10未満 クサトベラ群落、ハマゴウ群落 東京都

B1193 10 伊豆諸島鳥島 海岸 10未満 海鳥繁殖地 東京都

B1194 10 母島石門山ウドノキ林 特殊岩地 10未満 石灰岩地、ドリーネ 東京都

B1195 10
父島南部・南島周辺、母島沖港
周辺海岸

特殊岩地 10未満
石灰岩地、沈水カルスト、コハマジン
チョウ、アツバクコ

東京都

B-42


