
 
 
 
 
 

五名ダム再開発の検証に係る検討 
 

報告書 正誤表 
 
 

 
 

平成 28 年 7 月 

香川県 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考資料 ２－３ 



五名ダム再開発の検証に係る検討報告書 正誤表 

項 箇所 誤 正 

2-8 2.1 流域の地形・

地質・土地利用の

状況 

2.1.8 自然環境 

誤記訂正 

 

(1) 湊川周辺のレッドデータリスト 

最新のレッドデータリストによると湊川流域周辺では、約 89 種の動植物が確認

されている。 

 

(2) 湊川周辺の希少野生生物 

最新の香川県レッドデータブックによると湊川流域周辺では、約 89 種の動植物が確認されて

いる。 

 

2-9 2.1 流域の地形・

地質・土地利用の

状況 

2.1.8 自然環境 

表-2.1.3 

誤記訂正 

 

  
 

種別 和名 香川県RDB 環境省RDB 確認年月日 対象メッシュ 種別 和名 香川県RDB 環境省RDB 確認年月日 対象メッシュ

植物 クロフネサイシン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 2002/4/21 5134-21-37 植物 クジャクフモトシダ 準絶滅危惧 2000/2/6

植物 ヤナギモ 準絶滅危惧 2000/10/14 鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/3/31

昆虫類 コオイムシ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/10/14 植物 ノタヌキモ 絶滅危惧Ⅱ類 2000/10/1

昆虫類 シマゲンゴロウ 準絶滅危惧 2000/10/14 植物 フサモ 絶滅危惧Ⅱ類 2003/2/15

昆虫類 ガムシ 絶滅危惧Ⅱ類 2000/10/14 植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2003/2/15

昆虫類 クロゲンゴロウ 絶滅危惧Ⅱ類 2000/10/14 植物 キクモ 準絶滅危惧 2003/2/15

昆虫類 オオムラサキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/6/17 淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2001/4/1

昆虫類 コオイムシ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/4/13 鳥類 サシバ 絶滅危惧Ⅰ類 2000/8/27

昆虫類 オオイトトンボ 絶滅危惧Ⅰ類 2002/4/23 淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 1997/7/30

植物 クロフネサイシン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 2002/4/21 哺乳類 アナグマ 準絶滅危惧

鳥類 ヤマドリ 準絶滅危惧 2000/10/15 両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 2001/7/19

昆虫類 アオバセセリ 準絶滅危惧 2002/5/8 昆虫類 コシボソヤンマ 準絶滅危惧 1996/8/16

鳥類 ヤマドリ 準絶滅危惧 2001/4/29 鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/10/23 5134-22-42

鳥類 ヤイロチョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2001/6/17 植物 フトヒルムシロ 準絶滅危惧 2000/5/13

昆虫類 オオムラサキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/7/14 植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2000/5/13

哺乳類 アナグマ 準絶滅危惧 植物 オミナエシ 準絶滅危惧 2000/11/26

鳥類 サシバ 絶滅危惧Ⅰ類 2001/6/17 植物 ガガブタ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2002/10/13

鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/10/13 植物 タチモ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/10/13

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 1997/8/25 植物 オオホシクサ 準絶滅危惧 2002/10/13

哺乳類 アナグマ 準絶滅危惧 5134-21-59 植物 ガガブタ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2002/10/13

鳥類 ハチクマ 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 2000/9/17 植物 ナガエミクリ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 2003/10/5

鳥類 ヤマドリ 準絶滅危惧 2001/5/5 植物 ノタヌキモ 絶滅危惧Ⅱ類 2001/11/4

鳥類 ツツドリ 準絶滅危惧 2001/5/5 植物 リンドウ 準絶滅危惧 2001/11/4

陸産淡水産貝類 シコクビロウドマイマイ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 2000/7/7 植物 イヌセンブリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 2001/11/4

陸産淡水産貝類 チクヤケマイマイ 準絶滅危惧 2000/7/7 両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 2001/12/24

陸産淡水産貝類 モリサキギセル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/7/7 昆虫類 ホソミイトトンボ 準絶滅危惧 1998/4/11

陸産淡水産貝類 トサビロウドマイマイ 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 2000/7/7 昆虫類 キイロサナエ 準絶滅危惧 1995/7/29

陸産淡水産貝類 チクヤケマイマイ 準絶滅危惧 2000/7/7 昆虫類 サラサヤンマ 準絶滅危惧 1996/5/31

陸産淡水産貝類 コシボソギセル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/7/7 昆虫類 キトンボ 準絶滅危惧 1996/10/19

陸産淡水産貝類 シコクビロウドマイマイ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 2000/7/7 植物 キクモ 準絶滅危惧 2000/1/2

陸産淡水産貝類 モリサキギセル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/7/7 植物 ミズオオバコ 準絶滅危惧 2000/1/2

植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/4/22 鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/3/31

鳥類 ツツドリ 準絶滅危惧 2001/5/5 植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2000/3/27 5134-22-48

昆虫類 カラスアゲハ 準絶滅危惧 2001/5/13 植物 センニンモ 準絶滅危惧 2002/1/3

植物 エビネ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2002/4/14 植物 フサモ 絶滅危惧Ⅱ類 2002/1/3

植物 アゼオトギリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2002/6/16 両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 1999/9/15

昆虫類 ガムシ 絶滅危惧Ⅱ類 2001/5/20 昆虫類 シマゲンゴロウ 準絶滅危惧 2001/9/5

昆虫類 コオイムシ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/5/20 哺乳類 アナグマ 準絶滅危惧

植物 エビネ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2003/12/13 鳥類 サシバ 絶滅危惧Ⅰ類 2000/8/27

植物 オオヒメワラビ 絶滅危惧Ⅱ類 2003/12/13 昆虫類 スミナガシ 準絶滅危惧 2000/6/4

植物 エビネ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2003/12/13 5134-22-13 昆虫類 アオバセセリ 準絶滅危惧

植物 クモキリソウ 準絶滅危惧 2000/11/14 昆虫類 カラスアゲハ 準絶滅危惧 2001/5/13

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/7/20 昆虫類 ミヤマカラスアゲハ 準絶滅危惧 2001/5/12

鳥類 ツツドリ 準絶滅危惧 2001/5/5 両生類 カスミサンショウウオ 絶滅危惧Ⅱ類 2001/2/25 5134-22-56

陸産淡水産貝類 チクヤケマイマイ 準絶滅危惧 2000/7/7 植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 1999/3/12

陸産淡水産貝類 モリサキギセル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/7/7 植物 ヒツジグサ 絶滅危惧Ⅱ類 2001/11/24

陸産淡水産貝類 トサギセル 絶滅危惧Ⅱ類 2001/7/28 植物 キクモ 準絶滅危惧 2001/11/24

鳥類 サンコウチョウ 準絶滅危惧 2001/5/5 植物 タチモ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/11/24

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 1997/7/30 植物 ヒツジグサ 絶滅危惧Ⅱ類 2001/11/24

昆虫類 アオバセセリ 準絶滅危惧 2000/5/21 植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/11/24

昆虫類 カラスアゲハ 準絶滅危惧 2001/5/13 植物 エビネ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/12/9

植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/4/22 植物 エビネ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2002/1/3

植物 コウザキシダ 絶滅危惧Ⅱ類 2001/4/22 植物 フサモ 絶滅危惧Ⅱ類 2002/1/3

植物 エビネ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2000/12/19 昆虫類 オオムラサキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/7/5

植物 クロホシクサ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2002/1/3 植物 ヒルムシロ 準絶滅危惧 2001/10/23

植物 フサモ 絶滅危惧Ⅱ類 2002/1/3 植物 フサモ 絶滅危惧Ⅱ類 2001/10/23

植物 キクモ 準絶滅危惧 2002/1/3 陸産淡水産貝類 モリサキギセル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/4/28

植物 オオホシクサ 準絶滅危惧 2002/10/13 鳥類 サシバ 絶滅危惧Ⅰ類 2000/6/7

植物 ヤマトホシクサ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 2002/10/13 鳥類 オオタカ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 2001/5/5

植物 オオホシクサ 準絶滅危惧 2002/10/13 鳥類 サンコウチョウ 準絶滅危惧 2001/5/12

両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 2000/10/7 昆虫類 オオムラサキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2003/8/2

昆虫類 シマゲンゴロウ 準絶滅危惧 2001/9/5 鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/5/26

昆虫類 ガムシ 絶滅危惧Ⅱ類 2002/5/31 植物 キクモ 準絶滅危惧 2000/11/4

昆虫類 シマゲンゴロウ 準絶滅危惧 2002/5/31 植物 アゼオトギリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/11/4

両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 2002/6/16 5134-22-21 植物 キキョウ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/8/4

植物 ミズワラビ 絶滅危惧Ⅱ類 2003/12/13 植物 ミミカキグサ 準絶滅危惧 2001/10/23

両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 2000/7/20 植物 オオホシクサ 準絶滅危惧 2002/10/13

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/5/3 植物 ツクシクロイヌノヒゲ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 2002/10/13

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/5/3 両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 2001/9/11

甲殻類 サワガニ 準絶滅危惧 2000/5/3 淡水魚類 ドジョウ 絶滅危惧Ⅱ類 1997/7/31

植物 ワサビ 絶滅危惧Ⅱ類 2004/4/3 淡水魚類 シマドジョウ 準絶滅危惧 1997/7/31

植物 エビネ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2004/4/3 昆虫類 オオキトンボ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 2001/1/1

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/7/20 5134-22-23 植物 ヒルムシロ 準絶滅危惧 2000/11/4

植物 コウザキシダ 絶滅危惧Ⅱ類 2001/7/8 植物 ガガブタ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2000/11/4

哺乳類 アナグマ 準絶滅危惧 昆虫類 アオヤンマ 準絶滅危惧 1998/5/31

鳥類 サシバ 絶滅危惧Ⅰ類 2000/9/17 昆虫類 ヒメアカネ 絶滅危惧Ⅱ類 1998/10/25

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/7/20 昆虫類 オオキトンボ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 2001/10/4

昆虫類 シコクトゲオトンボ 準絶滅危惧 2001/7/8 昆虫類 マイコアカネ 絶滅危惧Ⅱ類 1997/11/24

昆虫類 オオムラサキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/7/8 昆虫類 キトンボ 準絶滅危惧 1997/11/24

鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/5/26 5134-22-26 昆虫類 ナニワトンボ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 1998/10/4

植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2000/1/2 鳥類 サシバ 絶滅危惧Ⅰ類 2001/7/9

植物 ミズスギ 絶滅危惧Ⅱ類 2000/2/6 鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/5/8

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/7/20 淡水魚類 ドジョウ 絶滅危惧Ⅱ類 1997/7/31

植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/7/8 昆虫類 オオキトンボ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 2001/10/26

植物 クサソテツ 絶滅危惧Ⅱ類 2002/4/14 昆虫類 コムラサキ 準絶滅危惧 2002/5/26

植物 フサモ 絶滅危惧Ⅱ類 2003/11/5 植物 ガガブタ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2003/9/27

植物 イヌセンブリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 2003/11/5 植物 ヒルムシロ 準絶滅危惧 2003/9/27

植物 リンドウ 準絶滅危惧 2003/11/5 植物 フクド 絶滅危惧Ⅱ類 2001/12/23

鳥類 コシアカツバメ 準絶滅危惧 2001/8/19 植物 ハマサジ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/12/23

両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 2001/7/19 植物 ハママツナ 準絶滅危惧 2001/12/23

植物 エビネ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2004/2/21 植物 ナガミノオニシバ 準絶滅危惧 2001/12/23

植物 ワサビ 絶滅危惧Ⅱ類 2004/2/21 植物 イソホウキギ 準絶滅危惧 2001/12/23

植物 タチモ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/7/8 植物 オニシバ 準絶滅危惧 2001/12/23

植物 スズサイコ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 2001/7/8 植物 セイタカヨシ 準絶滅危惧 2001/12/23

植物 リンドウ 準絶滅危惧 2003/11/5 植物 シオクグ 準絶滅危惧 2001/12/23

植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2004/2/14 鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/10/27

植物 エビネ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2004/2/14 鳥類 シロチドリ 準絶滅危惧 2000/10/27

植物 フトヒルムシロ 準絶滅危惧 2004/2/14 淡水魚類 シロウオ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 1999/3/27

植物 ナガエミクリ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 2004/2/14 甲殻類 ハクセンシオマネキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/7/22

哺乳類 アナグマ 準絶滅危惧

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/7/20

昆虫類 ミヤマカラスアゲハ 準絶滅危惧 2001/7/8

植物 ヒルムシロ 準絶滅危惧 2001/11/4

植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/11/4

植物 エビネ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/11/4

植物 リンドウ 準絶滅危惧 2001/11/4

植物 イヌセンブリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 2001/11/4

植物 オミナエシ 準絶滅危惧 2001/11/4

5134-22-98

5134-22-77

5134-22-78

5134-22-86

5134-22-88

5134-22-60

5134-22-61

5134-22-65

5134-22-76

5134-22-51

5134-22-55

5134-22-57

5134-22-58

5134-22-44

5134-22-46

5134-22-47

5134-22-50

5134-22-37

5134-22-38

5134-22-40

5134-22-41

5134-22-34

5134-22-35

5134-22-28

5134-22-36

5134-22-17

5134-22-20

5134-22-22

5134-22-24

5134-22-12

5134-22-14

5134-22-15

5134-22-16

5134-22-04

5134-22-05

5134-22-11

5134-22-07

5134-21-39

5134-21-47

5134-21-48

5134-21-49

種別 和名 香川県RDB 環境省RL2012 確認年月日 対象メッシュ 種別 和名 香川県RDB 環境省RL2012 確認年月日 対象メッシュ

植物 クロフネサイシン 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 2002/4/21 5134-21-37 植物 クジャクフモトシダ 準絶滅危惧 2000/2/6 5134-22-37

植物 ヤナギモ 準絶滅危惧 2000/10/14 5134-21-39 鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/3/31

昆虫類 コオイムシ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/10/14 植物 ノタヌキモ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 2000/10/1 5134-22-38

昆虫類 シマゲンゴロウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/10/14 植物 フサモ 絶滅危惧Ⅱ類 2003/2/15

昆虫類 ガムシ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 2000/10/14 植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2003/2/15

昆虫類 クロゲンゴロウ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 2000/10/14 植物 キクモ 準絶滅危惧 2003/2/15

昆虫類 オオムラサキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/6/17 淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2001/4/1

昆虫類 コオイムシ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/4/13 鳥類 サシバ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 2000/8/27 5134-22-40

昆虫類 オオイトトンボ 絶滅危惧Ⅰ類 2002/4/23 淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 1997/7/30

植物 クロフネサイシン 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 2002/4/21 5134-21-47 哺乳類 アナグマ 準絶滅危惧 5134-22-41

鳥類 ヤマドリ 準絶滅危惧 2000/10/15 両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/7/19

昆虫類 アオバセセリ 準絶滅危惧 2002/5/8 昆虫類 コシボソヤンマ 準絶滅危惧 1996/8/16

鳥類 ヤマドリ 準絶滅危惧 2001/4/29 5134-21-48 鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/10/23 5134-22-42

鳥類 ヤイロチョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2001/6/17 植物 フトヒルムシロ 準絶滅危惧 2000/5/13 5134-22-44

昆虫類 オオムラサキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/7/14 植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2000/5/13

哺乳類 アナグマ 準絶滅危惧 5134-21-49 植物 オミナエシ 準絶滅危惧 2000/11/26

鳥類 サシバ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 2001/6/17 植物 ガガブタ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/10/13

鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/10/13 植物 タチモ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/10/13

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 1997/8/25 植物 オオホシクサ 準絶滅危惧 2002/10/13

哺乳類 アナグマ 準絶滅危惧 5134-21-59 植物 ガガブタ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/10/13

鳥類 ハチクマ 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 2000/9/17 5134-22-04 植物 ナガエミクリ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 2003/10/5

鳥類 ヤマドリ 準絶滅危惧 2001/5/5 植物 ノタヌキモ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 2001/11/4 5134-22-46

鳥類 ツツドリ 準絶滅危惧 2001/5/5 植物 リンドウ 準絶滅危惧 2001/11/4

陸産淡水産貝類 シコクビロウドマイマイ 絶滅危惧Ⅱ類 2000/7/7 植物 イヌセンブリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 2001/11/4

陸産淡水産貝類 チクヤケマイマイ 準絶滅危惧 2000/7/7 両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/12/24

陸産淡水産貝類 モリサキギセル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/7/7 昆虫類 ホソミイトトンボ 準絶滅危惧 1998/4/11

陸産淡水産貝類 トサビロウドマイマイ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 2000/7/7 昆虫類 キイロサナエ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 1995/7/29

陸産淡水産貝類 チクヤケマイマイ 準絶滅危惧 2000/7/7 5134-22-05 昆虫類 サラサヤンマ 準絶滅危惧 1996/5/31

陸産淡水産貝類 コシボソギセル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/7/7 昆虫類 キトンボ 準絶滅危惧 1996/10/19

陸産淡水産貝類 シコクビロウドマイマイ 絶滅危惧Ⅱ類 2000/7/7 植物 キクモ 準絶滅危惧 2000/1/2 5134-22-47

陸産淡水産貝類 モリサキギセル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/7/7 植物 ミズオオバコ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2000/1/2

植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/4/22 5134-22-07 鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/3/31

鳥類 ツツドリ 準絶滅危惧 2001/5/5 植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2000/3/27 5134-22-48

昆虫類 カラスアゲハ 準絶滅危惧 2001/5/13 植物 センニンモ 準絶滅危惧 2002/1/3 5134-22-50

植物 エビネ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/4/14 5134-22-11 植物 フサモ 絶滅危惧Ⅱ類 2002/1/3

植物 アゼオトギリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2002/6/16 両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 1999/9/15

昆虫類 ガムシ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 2001/5/20 昆虫類 シマゲンゴロウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/9/5

昆虫類 コオイムシ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/5/20 哺乳類 アナグマ 準絶滅危惧 5134-22-51

植物 エビネ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2003/12/13 5134-22-12 鳥類 サシバ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 2000/8/27

植物 オオヒメワラビ 絶滅危惧Ⅱ類 2003/12/13 昆虫類 スミナガシ 準絶滅危惧 2000/6/4 5134-22-55

植物 エビネ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2003/12/13 5134-22-13 昆虫類 アオバセセリ 準絶滅危惧

植物 クモキリソウ 準絶滅危惧 2000/11/14 5134-22-14 昆虫類 カラスアゲハ 準絶滅危惧 2001/5/13

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/7/20 昆虫類 ミヤマカラスアゲハ 準絶滅危惧 2001/5/12

鳥類 ツツドリ 準絶滅危惧 2001/5/5 5134-22-15 両生類 カスミサンショウウオ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 2001/2/25 5134-22-56

陸産淡水産貝類 チクヤケマイマイ 準絶滅危惧 2000/7/7 植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 1999/3/12 5134-22-57

陸産淡水産貝類 モリサキギセル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/7/7 植物 ヒツジグサ 絶滅危惧Ⅱ類 2001/11/24

陸産淡水産貝類 トサギセル 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 2001/7/28 植物 キクモ 準絶滅危惧 2001/11/24 5134-22-58

鳥類 サンコウチョウ 準絶滅危惧 2001/5/5 5134-22-16 植物 タチモ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/11/24

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 1997/7/30 植物 ヒツジグサ 絶滅危惧Ⅱ類 2001/11/24

昆虫類 アオバセセリ 準絶滅危惧 2000/5/21 植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/11/24

昆虫類 カラスアゲハ 準絶滅危惧 2001/5/13 植物 エビネ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/12/9

植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/4/22 5134-22-17 植物 エビネ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/1/3 5134-22-60

植物 コウザキシダ 絶滅危惧Ⅱ類 2001/4/22 植物 フサモ 絶滅危惧Ⅱ類 2002/1/3

植物 エビネ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/12/19 5134-22-20 昆虫類 オオムラサキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/7/5

植物 クロホシクサ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 2002/1/3 植物 ヒルムシロ 準絶滅危惧 2001/10/23 5134-22-61

植物 フサモ 絶滅危惧Ⅱ類 2002/1/3 植物 フサモ 絶滅危惧Ⅱ類 2001/10/23

植物 キクモ 準絶滅危惧 2002/1/3 陸産淡水産貝類 モリサキギセル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/4/28

植物 オオホシクサ 準絶滅危惧 2002/10/13 鳥類 サシバ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 2000/6/7 5134-22-65

植物 ヤマトホシクサ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 2002/10/13 鳥類 オオタカ 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 2001/5/5

植物 オオホシクサ 準絶滅危惧 2002/10/13 鳥類 サンコウチョウ 準絶滅危惧 2001/5/12

両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/10/7 昆虫類 オオムラサキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2003/8/2

昆虫類 シマゲンゴロウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/9/5 鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/5/26

昆虫類 ガムシ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 2002/5/31 植物 キクモ 準絶滅危惧 2000/11/4 5134-22-76

昆虫類 シマゲンゴロウ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/5/31 植物 アゼオトギリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/11/4

両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/6/16 5134-22-21 植物 キキョウ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/8/4

植物 ミズワラビ 絶滅危惧Ⅱ類 2003/12/13 5134-22-22 植物 ミミカキグサ 準絶滅危惧 2001/10/23

両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/7/20 植物 オオホシクサ 準絶滅危惧 2002/10/13

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/5/3 植物 ツクシクロイヌノヒゲ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 2002/10/13

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/5/3 両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/9/11

甲殻類 サワガニ 準絶滅危惧 2000/5/3 淡水魚類 ドジョウ 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足 1997/7/31

植物 ワサビ 絶滅危惧Ⅱ類 2004/4/3 淡水魚類 シマドジョウ 準絶滅危惧 1997/7/31

植物 エビネ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2004/4/3 昆虫類 オオキトンボ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2001/1/1

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/7/20 5134-22-23 植物 ヒルムシロ 準絶滅危惧 2000/11/4 5134-22-77

植物 コウザキシダ 絶滅危惧Ⅱ類 2001/7/8 5134-22-24 植物 ガガブタ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/11/4

哺乳類 アナグマ 準絶滅危惧 昆虫類 アオヤンマ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 1998/5/31

鳥類 サシバ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 2000/9/17 昆虫類 ヒメアカネ 絶滅危惧Ⅱ類 1998/10/25

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/7/20 昆虫類 オオキトンボ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2001/10/4

昆虫類 シコクトゲオトンボ 準絶滅危惧 2001/7/8 昆虫類 マイコアカネ 絶滅危惧Ⅱ類 1997/11/24

昆虫類 オオムラサキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/7/8 昆虫類 キトンボ 準絶滅危惧 1997/11/24

鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/5/26 5134-22-26 昆虫類 ナニワトンボ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 1998/10/4

植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2000/1/2 5134-22-28 鳥類 サシバ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 2001/7/9 5134-22-78

植物 ミズスギ 絶滅危惧Ⅱ類 2000/2/6 鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2002/5/8

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/7/20 淡水魚類 ドジョウ 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足 1997/7/31 5134-22-86

植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/7/8 5134-22-34 昆虫類 オオキトンボ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2001/10/26

植物 クサソテツ 絶滅危惧Ⅱ類 2002/4/14 昆虫類 コムラサキ 準絶滅危惧 2002/5/26

植物 フサモ 絶滅危惧Ⅱ類 2003/11/5 植物 ガガブタ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2003/9/27 5134-22-88

植物 イヌセンブリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 2003/11/5 植物 ヒルムシロ 準絶滅危惧 2003/9/27

植物 リンドウ 準絶滅危惧 2003/11/5 植物 フクド 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 2001/12/23 5134-22-98

鳥類 コシアカツバメ 準絶滅危惧 2001/8/19 植物 ハマサジ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/12/23

両生類 トノサマガエル 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/7/19 植物 ハママツナ 準絶滅危惧 2001/12/23

植物 エビネ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2004/2/21 植物 ナガミノオニシバ 準絶滅危惧 2001/12/23

植物 ワサビ 絶滅危惧Ⅱ類 2004/2/21 植物 イソホウキギ 準絶滅危惧 2001/12/23

植物 タチモ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/7/8 5134-22-35 植物 オニシバ 準絶滅危惧 2001/12/23

植物 スズサイコ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 2001/7/8 植物 セイタカヨシ 準絶滅危惧 2001/12/23

植物 リンドウ 準絶滅危惧 2003/11/5 植物 シオクグ 準絶滅危惧 2001/12/23

植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2004/2/14 鳥類 ミサゴ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2000/10/27

植物 エビネ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2004/2/14 鳥類 シロチドリ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2000/10/27

植物 フトヒルムシロ 準絶滅危惧 2004/2/14 淡水魚類 シロウオ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 1999/3/27

植物 ナガエミクリ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 2004/2/14 甲殻類 ハクセンシオマネキ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/7/22

哺乳類 アナグマ 準絶滅危惧

淡水魚類 ナガレホトケドジョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 2000/7/20

昆虫類 ミヤマカラスアゲハ 準絶滅危惧 2001/7/8

植物 ヒルムシロ 準絶滅危惧 2001/11/4 5134-22-36

植物 ナンカイアオイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 2001/11/4

植物 エビネ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 2001/11/4

植物 リンドウ 準絶滅危惧 2001/11/4

植物 イヌセンブリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 2001/11/4

植物 オミナエシ 準絶滅危惧 2001/11/4
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