
石川県カテゴリー

国カテゴリー

分布域は広いが、生育地、個体数ともに少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ウラボシ科

Loxogramme grammitoides (Bak.) C.Chr

ヒメサジラン

分　　布
内浦区、口能登区、南加賀区。

局限
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

庭木、盆栽など園芸用に頻繁に採取される。（現況：Ｖ－）
選定理由

森林伐採、園芸採取、土地造成、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ヒノキ科

Juniperus rigida Sieb. et. Zucc.

ネズ

外浦区、内浦区、口能登区、南加賀区。

白井伸和 ・ 2006 年 4 月 3 日 ・ 志賀町

分　　布

－509－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

分布域が狭く、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

園芸採取、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧イチイ科

Taxus cuspidata Seib.et Zucc. var.nana Hort.ex Rehder

キャラボク

南加賀区、白山高地区。

白井伸和 ・ 2002 年 9 月 5 日 ・ 白山

分　　布

－510－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地はきわめて限られている。全国から見た分布の位置からも貴重である。（現況：ＲＯ）
選定理由

河川開発、土地造成、道路工事、ダム建設。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ヤナギ科

Toisusu urbaniana (Seemen) Kimura

オオバヤナギ

分　　布
南加賀区の白山山系のブナクラス域に見られる河原の砂礫地や渓畔に分布する。

小牧 （1987） より引用

－511－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内のヤブツバキクラス域に広く点在するが、個体数は少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

土地造成、道路工事、管理放棄。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ブナ科

Quercus aliena Blume

ナラガシワ

スダジイ群団域全体に広く分布するが、舳倉島、七ツ島には分布しない。上限が２００ｍ以下の低地に生育す

る。

本多郁夫 ・ 2009 年 10 月 1 日 ・ 南加賀区

分　　布

－512－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

古くから紙の原料として栽培されていた種で県内での現存個体数はきわめて少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、土地造成、道路工事。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧クワ科

Broussonetia papyrifera (L.) L’Hér. ex Vent.

カジノキ

分　　布
加賀中央区、口能登区、中能登区、内浦区などのヤブツバキクラス域上限域の４００ｍを越え、６００ｍ以下の

丘陵地、山地に分布する。

小野ふみゑ ・ 2005 年 5 月 24 日

－513－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

個体数が少ない。また、全国的な分布域からも重要である。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、草地開発、道路工事。
危険要因

本種はホップの変種である。　
特記事項

該当なし

準絶滅危惧クワ科

Humulus lupulus L.var.cordifolius (Miq.) Maxim. ex Franch. et Savat.

カラハナソウ

分　　布
国内では北海道・本州中部以北に分布するが、県内では南加賀区以北のヤブツバキクラス～ブナクラス域に

かけて分布している。

林　二良 ・ 2005 年 9 月 17 日 ・ 加賀中央

－514－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

個体数はきわめて少なく、石川県は分布の北限域にあたる。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、海岸開発、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧イラクサ科

Pilea pseudopetiolaris Hatus.

コミヤマミズ

分　　布
本州（近畿以西）～九州に分布するが、石川県では南加賀区、中能登区のヤブツバキクラス域の上限域に分

布する。

鳥畠昭信

－515－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県では個体数が少なく、貴重である。（現況：ＲＯ）
選定理由

河川開発、管理放棄、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ナデシコ科

Silene baccifera (L.) Roth var. japonica (Miq.) H.Ohashi et H.Nakai

ナンバンハコベ

分　　布
南加賀区、口能登区、外浦区など県内全域のヤブツバキクラス域の林縁に点在するが、ブナクラス域の下限

域に出現することもある。

林　二良 ・ 2006 年 8 月 22 日

局限

－516－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県では現存個体数がきわめて少なく、分布域が限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

踏みつけ、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ナデシコ科

Stellaria monosperma Buch.-Ham. ex D.Don var. japonica Maxim.

オオヤマハコベ

分　　布
南加賀区のブナクラス域から白山高地区の亜高山帯に分布する。

米山競一 ・ 2008 年 7 月 25 日 ・ 別山道
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県での現存個体数はきわめて少なく、生育域が限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、海岸開発、土地造成。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧シキミ科

Illicium anisatum L.

シキミ

南加賀区、中能登区、内浦区に分布するが、特に穴水湾の周辺に多く見られる。

本多郁夫 ・ 2007 年 4 月 2 日 ・ 金沢市

分　　布

－518－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県では４００ｍ以下の山地斜面下部から沢沿いの湿ったところに生育し、個体数は少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、道路工事、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧クスノキ科

Lindera praecox (Sieb. et Zucc.) Blume

アブラチャン

分　　布
南加賀区及び加賀中央区のヤブツバキクラス域上部に分布する。

白井伸和 ・ 2002 年 7 月 26 日 ・ （花） 本多郁夫
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

個体数はきわめて少なく、また生育地の南限にある。（現況：ＲＯ）
選定理由

自然遷移、森林伐採。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧キンポウゲ科

Aconitum umbrosum (Korsh.) Kom.

オオレイジンソウ

分　　布
白山高地区の亜高山帯に分布し、湿り気のある草地に生育する。

本多郁夫 ・ 1996 年 8 月 29 日 ・ 白山
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県では現存個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、園芸採取、踏みつけ。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧キンポウゲ科

Anemone nikoensis Maxim.

イチリンソウ

県内のヤブツバキクラス域上限のウラジロガシ林やブナクラス域の山地に広く分布する。比較的湿り気があり、

光の当たる林縁などに生育する。

白井伸和 ・ 2006 年 5 月 3 日 ・ 白山市

分　　布

－521－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内では個体数が少なく、生育地も限られている。ブナクラス域の標徴種で貴重である。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、園芸採取、道路工事、踏みつけ、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧キンポウゲ科

Anemone raddeana Regel

アズマイチゲ

おもに南加賀区、加賀中央区、口能登区、外浦区のブナクラス域に分布する。

白井伸和 ・ 2002 年 3 月 31 日 ・ 金沢市

分　　布
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石川県カテゴリー

林　二良 ・ 1999 年 7 月 25 日 ・ 白山麓

国カテゴリー

石川県ではきわめて稀産である。（現況：ＲＯ）
選定理由

道路工事、園芸採取、自然遷移、産地 。
危険要因

長野県南西部から滋賀県に分布するオオバショウマの変種で日本固有種。
特記事項

該当なし

準絶滅危惧キンポウゲ科

Cimicifuga japonica (Thunb.) Spreng. var.peltata (Makino) H.Hara

キケンショウマ

南加賀区のブナクラス域に分布する。
分　　布

局限
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県では稀に生育するつる性木本植物で貴重である。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採。
危険要因

トリガタハンショウヅルと区別がつきにくいが、苞は花柄の中ほどに着く。
特記事項

該当なし

準絶滅危惧キンポウゲ科

Clematis japonica Thunb.

ハンショウヅル

本州と九州のおもに温帯に分布するが、石川県では加賀中央区、南加賀区に分布する。

林　二良 ・ 2005 年 6 月 2 日 ・ 南加賀

分　　布
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県では生育地及び個体数が減少傾向にある。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、道路工事、園芸採取、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧キンポウゲ科

Dichocarpum nipponicum (Franch.) W.T.Wang et Hsiao

アズマシロカネソウ

南加賀区、加賀中央区のヤブツバキクラス域からブナクラス域下限に分布する。能登半島にも稀に見られる。

本多郁夫 ・ 2007 年 5 月 8 日 ・ 金沢市

分　　布
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内の池沼に広く生育していたが、かつてと大きく生育環境が変化したため、個体数が減少した。（現況：ＲＯ）
選定理由

池沼開発、土地造成、水質汚濁、自然遷移、農薬汚染、管理放棄。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧スイレン科

Brasenia schreberi J.F.Gmel.

ジュンサイ

分　　布
県内全域。

小野ふみゑ ・ 2005 年 7 月 3 日 ・ 志賀町
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

低地の浅い池沼や田を流れるゆるやかな川などに群生する抽水植物で、生育地が減少した。（現況：ＲＯ）
選定理由

池沼開発、河川開発、湿地開発、土地造成、水質汚濁、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧スイレン科

Nuphar japonicum DC.

コウホネ

県内全域。

本多郁夫 ・ 2004 年 8 月 18 日 ・ 中能登

分　　布

局限
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

この分類群は県内の池沼に広く生育していたが、生育環境の変化によって個体数が激減した。（現況：ＶＯ）
選定理由

池沼開発、湿地開発、土地造成、園芸採取、水質汚濁、農薬汚染、管理放棄、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧スイレン科

Nymphaea tetragona Georgi var. angusta Casp.

ヒツジグサ

県内全域。

濱野一郎 ・ 2005 年 7 月 28 日

分　　布

－528－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

かつて県内の湿地等に多く見られたが、生育地の環境変化で激減した。（現況：ＶＯ）
選定理由

湿地開発、土地造成、道路工事、自然遷移、園芸採取。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ドクダミ科

Saururus chinensis (Lour.) Baill.

ハンゲショウ

県内全域。

林　二良 ・ 2005 年 7 月 10 日 ・ 内浦

分　　布

－529－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県は北限域に位置し、現存個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ツバキ科

Cleyera japonica Thunb.

サカキ

本多郁夫 ・ 2005 年 4 月 10 日 ・ 金沢市 ・ （花） 本多郁夫

県内全域。
分　　布

局限

－530－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内全域に点在するが、個体数はごく稀で分布域からも重要である。（現況：ＲＯ）
選定理由

園芸採取、踏みつけ、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ケシ科

Corydalis capillipes Franch.

ミチノクエンゴサク

県内全域。

白井伸和 ・ 2007 年 4 月 11 日 ・ 白山市

分　　布

局限

－531－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州に広く分布するが、石川県では現存個体数は少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

海岸開発、土地造成、踏みつけ、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧アブラナ科

Arabis glabra (L.) Bernh.

ハタザオ

南加賀区、口能登区、加賀中央区。

小野ふみゑ ・ 1996 年 6 月 14 日 ・ 白山市

分　　布

－532－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州に分布するが、石川県では個体数は少なく、貴重である。（現況：ＲＯ）
選定理由

河川開発、踏みつけ、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧アブラナ科

Cardamine leucantha (Tausch) O.E.Schulz

コンロンソウ

口能登区以南。

古場田良次 ・ 1984 年 5 月 28 日 ・ 加賀市

分　　布

－533－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

稀産の種類で生育地が限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

道路工事、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧アブラナ科

Eutrema okinosimense Taken.

オオユリワサビ

外浦区、口能登区、南加賀区。

本多郁夫 ・ 2004 年 3 月 25 日 ・ 外浦 ・ （鱗茎葉） 本多郁夫

分　　布

局限

－534－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県では個体数がごく少なく、分布域からも貴重である。（現況：ＲＯ）
選定理由

河川開発、道路工事、園芸採取、ダム建設。
危険要因

準絶滅危惧

準絶滅危惧ベンケイソウ科

Orostachys japonica (Maxim.) Berger

ツメレンゲ

南加賀区。

本多郁夫・ 2006年 10月 10日 ・白山スーパー林道

分　　布

－535－



石川県カテゴリー

林　二良 ・ 2008 年 7 月 27 日 ・ 南加賀

国カテゴリー

本州、四国、九州に分布する日本固有種である。石川県では加賀に分布するが、個体数は少ない。

（現況：ＲＯ）
選定理由

河川開発、道路工事、園芸採取、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ベンケイソウ科

Sedum makinoi Maxim.

マルバマンネングサ

南加賀区。
分　　布

局限

－536－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

現存個体数は少なく、分布域からも貴重である。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、河川開発、園芸採取、道路工事、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ベンケイソウ科

Sedum subtile Miq.

ヒメレンゲ

南加賀区。

林　二良 ・ 2005 年 5 月 10 日

分　　布

局限

－537－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県では個体数が少なく、生育域からも貴重である。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、園芸採取、道路工事、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ユキノシタ科

Hydrangea involucrata Sieb.

タマアジサイ

能登半島外浦地域を除く。

本多郁夫 ・ 2002 年 7 月 24 日 ・ 白山市

分　　布

－538－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県では現存個体数が少なく、生育域が限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、園芸採取、道路工事、ダム建設、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ユキノシタ科

Parnassia palustris L. var. palustris

エゾウメバチソウ

加賀中央区、南加賀区、白山高地区。

米山競一 ・ 1990 年 9 月 4 日 ・ 美女坂

分　　布

局限
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

日本産のスグリ属で唯一樹上に着生する種で、石川県では分布域がごく限られ、また個体数も少ない。

（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、河川開発、自然遷移、産地 。
危険要因

準絶滅危惧

準絶滅危惧ユキノシタ科

Ribes ambiguum Maxim.

ヤシャビシャク

分　　布
南加賀区。

白井伸和 ・ 2007 年 9 月 9 日 ・ 白山

局限

－540－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県での生育はきわめて稀であり、また分布域からも貴重である。（現況：ＲＯ）
選定理由

産地 、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ユキノシタ科

Saxifraga japonica H.Boiss.

フキユキノシタ

分　　布
南加賀区。

白井伸和 ・ 2007 年 8 月 18 日 ・ 白山

局限

－541－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が加賀の亜高山帯から高山帯に限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

踏みつけ、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧バラ科

Fragaria iinumae Makino

ノウゴウイチゴ

分　　布
加賀中央区、南加賀区、白山高地区。

白井伸和 ・ 2001 年 7 月 20 日 ・ 白山

局限

－542－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

踏みつけ、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧バラ科

Geum macrophyllum Willd. var.sachalinense (Koidz.) Hara

カラフトダイコンソウ

分　　布
白山高地区など。

白井伸和 ・ 2007 年 7 月 3 日 ・ 白山

局限

－543－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

海岸開発、盗掘などにより、近年目立って減少している。（現況：Ｒ－）
選定理由

海岸開発、土地造成、園芸採取、自然遷移、帰化競合。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧バラ科

Rosa rugosa Thunb.

ハマナス

分　　布
白山高地区を除く県内各地の海岸に分布する。

濱野一郎 ・ 2008 年 5 月 18 日 ・ 志賀町

－544－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られる。（現況：ＲＯ）
選定理由

自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧フウロソウ科

Geranium krameri Franch. et Savat.

タチフウロ

分　　布
加賀中央区、南加賀区。

小牧 （1987） より引用

局限

－545－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧フウロソウ科

Geranium wilfordii Maxim.

ミツバフウロ

分　　布
加賀中央区、南加賀区。

白井伸和 ・ 2004 年 10 月 27 日 ・ 白山市

局限

－546－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られる。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、池沼開発、河川開発、海岸開発、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧トウダイグサ科

Euphorbia pekinensis Rupr.

タカトウダイ

分　　布
舳倉島・七ツ島植物小区系および外浦地域を除く県内各地に分布する。

本多郁夫 ・ 2009 年 6 月 26 日 ・ 加賀市

局限

－547－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内各地に分布するが、個体数は少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、河川開発、道路工事、管理放棄、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧カエデ科

Acer cissifolium (Sieb. et Zucc.) K. Koch

ミツデカエデ

分　　布
舳倉島・七ツ島植物小区系および白山高地区を除く県内各地の山地に分布する。上限は８００ｍを越えない。

林　二良 ・ 2005 年 9 月 4 日 ・ 内浦

局限

－548－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、河川開発、海岸開発、道路工事、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧モチノキ科

Ilex geniculata Maxim. var. glabra Okuyama

オクノフウリンウメモドキ

分　　布
口能登区、加賀中央区、南加賀区。邑知潟低地帯を越えて北側には分布しない。

林　二良 ・ 2008 年 8 月 27 日 ・ 白山麓

局限

－549－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内各地に分布するが、生育地である湿地が開発されたり、遷移の進行によって減少している。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、池沼開発、湿地開発、土地造成、道路工事、園芸採取、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧モチノキ科

Ilex nipponica Makino

ミヤマウメモドキ

分　　布
舳倉島・七ツ島植物小区系および白山高地区を除く県内各地の低湿地に分布し、上限が２００ｍを越えない。

本多郁夫 ・ 2001 年 10 月 27 日 ・ 中能登

－550－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

よく植栽されているが、自生種の分布は限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

園芸採取、その他。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ツゲ科

Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.

フッキソウ

分　　布
南加賀区。

本多郁夫 ・ 2004 年 4 月 1 日 ・ 金沢市

－551－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られて、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、土地造成、道路工事、園芸採取、動物食害、自然遷移、管理放棄、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ジンチョウゲ科

Daphne kamtschatica Maxim. var. jezoensis (Maxim.) Ohwi

ナニワズ

分　　布
外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区。

本多郁夫 ・ 2009 年 3 月 15 日 ・ 中能登 ・ （果実） 本多郁夫

局限

－552－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

園芸採取、道路工事、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ジンチョウゲ科

Daphne miyabeana Makino

カラスシキミ

分　　布
口能登区、加賀中央区、南加賀区。

白井伸和 ・ 2003 年 8 月 7 日 ・ 白山 ・ （花） 本多郁夫

局限

－553－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、道路工事、園芸採取、自然遷移、産地 、その他。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ジンチョウゲ科

Diplomorpha sikokiana (Franch. et Savat.) Honda

ガンピ

分　　布
南加賀区。

古場田良次 ・ 1999 年 5 月 29 日 ・ 加賀市

局限

－554－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

道路工事、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧スミレ科

Viola betonicifolia Smith var. albescens (Nakai) F. Maekawa et Hashimoto

アリアケスミレ

分　　布
内浦区、南加賀区。

小野ふみゑ ・ 2004 年 4 月 29 日 ・ 小松市

局限

－555－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

自然遷移、管理放棄、道路工事、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧セリ科

Bupleurum nipponicum Koso-pol.

ハクサンサイコ

分　　布
白山高地区、南加賀区。

白井伸和 ・ 2000 年 8 月 12 日

局限

－556－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧セリ科

Coelopleurum multisectum (Maxim.) Kitagawa

ミヤマゼンゴ

分　　布
口能登区、加賀中央区、白山高地区。

白井伸和 ・ 2001 年 7 月 31 日

局限

－557－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

道路工事、海岸開発、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧セリ科

Dystaenia ibukiensis (Yabe) Kitagawa

セリモドキ

分　　布
外浦区、口能登区、加賀中央区、南加賀区。

白井伸和 ・ 2006 年 10 月 17 日 ・ 白山市

局限

－558－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

近年の海岸開発により生育地が急速に失われつつある。（現況：ＲＯ）
選定理由

海岸開発、踏みつけ、食物採取。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧セリ科

Glehnia littoralis Fr. Schm. ex Miq.

ハマボウフウ

本多郁夫 ・ 2005 年 6 月 8 日 ・ 加賀市

分　　布
外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区。

－559－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内での生育地が限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、道路工事、園芸採取、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ツツジ科

Pieris japonica (Thunb.) D.Don ex G.Don ssp. japonica

アセビ

林　二良 ・ 2007 年 4 月 4 日 ・ 南加賀

分　　布
南加賀区。

局限

－560－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内での生育地が限られている。日本海側の北限産地である。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、土地造成、道路工事、園芸採取。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ツツジ科

Vaccinium bracteatum Thunb.

シャシャンボ

濱野一郎 ・ 2002 年 9 月 24 日 ・ 志賀町

分　　布
内浦区、中能登区、口能登区。

－561－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内での生育地が限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ツツジ科

Vaccinium yatabei Makino

ヒメウスノキ

分　　布
南加賀区、白山高地区。

白井伸和 ・ 2006 年 8 月 14 日 ・ 白山

局限

－562－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

ほぼ県下のヤブツバキクラス域全域に分布するが、個体数は必ずしも多くなく、園芸採取によって滅びる危険

が高い。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、土地造成、河川開発、園芸採取、踏みつけ、管理放棄、自然遷移、草刈り、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ヤブコウジ科

Ardisia crispa (Thunb.) DC.

カラタチバナ

本多郁夫 ・ 1989 年 11 月 25 日 ・中能登

分　　布
外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区。

局限

－563－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ－）
選定理由

湿地開発、池沼開発、土地造成、道路工事、園芸採取、管理放棄、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧サクラソウ科

Lysimachia vulgaris L. var. davurica (Ledeb.) R. Knuth

クサレダマ

林　二良 ・ 2007 年 7 月 15 日 ・ 内浦

分　　布
外浦区、内浦区、中能登区、南加賀区。

－564－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ－）
選定理由

園芸採取、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧サクラソウ科

Primula cuneifolia Ledeb. var. hakusanensis (Franch.) Makino

ハクサンコザクラ

白井伸和 ・ 2007 年 6 月 27 日 ・ 白山

分　　布
白山高地区。

局限

－565－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られている。（現況：Ｒ－）
選定理由

森林伐採、池沼開発、湿地開発、土地造成、スキー場、道路工事、園芸採取、管理放棄、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧リンドウ科

Gentiana triflora Pallas var. japonica (Kusnez.) Hara

エゾリンドウ

白井伸和 ・ 2003 年 10 月 26 日 ・ 志賀町

分　　布
中能登区、加賀中央区、南加賀区。

局限

－566－



国カテゴリー

県内での生育地が少ない。（現況：Ｖ－）
選定理由

園芸採取、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧リンドウ科

Swertia japonica (Schult.) Makino

センブリ

本多郁夫 ・ 2005 年 10 月 27 日 ・ 金沢市

分　　布

石川県カテゴリー

中能登区、加賀中央区、南加賀区。

局限

－567－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が、白山の亜高山帯に限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

産地 。
危険要因

準絶滅危惧

準絶滅危惧リンドウ科

Tripterospermum involubile N.Yonezawa

テングノコヅチ

白井伸和 ・ 2009 年 9 月 3 日 ・ 白山

分　　布
白山高地区。

局限

－568－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が点在し、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

池沼開発、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ガガイモ科

Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hook.fil.

コイケマ

米山競一 ・ 2007 年 7 月 3 日 ・ 白山市

分　　布
外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区。

局限

－569－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、河川開発、草地開発、土地造成、道路工事、踏みつけ、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ムラサキ科

Cynoglossum asperrimum Nakai

オニルリソウ

林　二良 ・ 2005 年 7 月 27 日 ・ 白山麓

分　　布
加賀中央区、南加賀区。

局限

－570－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られており、個体数も少なく、日本海側の北限でもある。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、道路工事、管理放棄、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧クマツヅラ科

Callicarpa mollis Sieb. et Zucc.

ヤブムラサキ

林　二良 ・ 1999 年 6 月 16 日 ・ 中能登

分　　布
外浦区、内浦区、中能登区、南加賀区。

局限

－571－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：ＶＯ）
選定理由

自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧アワゴケ科

Callitriche japonica Engelm. ex Hegelm.

アワゴケ

本多郁夫 ・ 2009 年 11 月 10 日 ・ 金沢市

分　　布
加賀中央区。

－572－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

河川開発、湿地開発、土地造成、道路工事、管理放棄、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧シソ科

Scutellaria dependens Maxim.

ヒメナミキ

林　二良 ・ 2006 年 7 月 12 日 ・ 内浦

分　　布
外浦区、内浦区、中能登区。

－573－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、土地造成、道路工事、園芸採取、薬用採取、管理放棄、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ナス科

Scopolia japonica Maxim.

ハシリドコロ

本多郁夫 ・ 2005 年 5 月 5 日 ・ 白山市

分　　布
加賀中央区、南加賀区。

局限

－574－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

かつては水田雑草として普通に見られたが、現在では減少している。（現況：ＶＯ）
選定理由

池沼開発、海岸開発、土地造成、道路工事、水質汚濁、農薬汚染、管理放棄、自然遷移、土地改良、溝掃除。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ゴマノハグサ科

Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume

キクモ

白井伸和 ・ 2002 年 8 月 25 日 ・ 能登島

分　　布
外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区。

－575－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

国内における南限の産地であり、加賀地方の深山に少数個体が生育。（現況：ＲＯ）
選定理由

道路工事、園芸採取、踏みつけ、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ゴマノハグサ科

Pedicularis nipponica Makino

オニシオガマ

本多郁夫 ・ 2005 年 10 月 6 日 ・ 金沢市

分　　布
加賀中央区、白山高地区。

局限

－576－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

海岸開発、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ゴマノハグサ科

Scrophularia alata A.Gray

エゾヒナノウスツボ

本多郁夫 ・ 2009 年 6 月 15 日 ・ 珠洲市

分　　布
外浦区、内浦区、中能登区、口能登区の海沿いの地。

局限

－577－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

草地開発、道路工事、ダム建設。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ゴマノハグサ科

Veronica melissifolia Poir.

ヒヨクソウ

分　　布
外浦区、南加賀区。

小牧 （1987） より引用

－578－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

分布する池沼が少なく、改修・補修などで失われやすい。（現況：Ｒ－）
選定理由

池沼開発、水質汚濁、自然遷移、土地造成、池沼の改修・補修。
危険要因

近縁のタヌキモとの識別が困難で、しばしば混同されている。越冬芽は褐色。タヌキモとして報告されたものは、

ほとんどがイヌタヌキモと考えられる。タヌキモの越冬芽は緑色。
特記事項

準絶滅危惧

準絶滅危惧タヌキモ科

Utricularia australis R.Br.

イヌタヌキモ

本多郁夫 ・ 2008 年 6 月 16 日 ・ 小松市

分　　布
内浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区。

－579－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が点在し、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

海岸開発、河川開発、道路工事、踏みつけ、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧オオバコ科

Plantago japonica Franch. et Savat.

トウオオバコ

本多郁夫 ・ 2005 年 7 月 27 日 ・ 外浦

分　　布
舳倉島・七ツ島植物小区系、外浦区、中能登区、口能登区、南加賀区。

－580－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、池沼開発、道路工事、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧スイカズラ科

Abelia serrata Sieb. et Zucc.

コツクバネウツギ

古場田良次 ・ 2001 年 5 月 13 日 ・ 加賀市

分　　布
南加賀区。

局限

－581－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、管理放棄、自然遷移、崖崩れ。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧スイカズラ科

Lonicera strophiophora Franch.

アラゲヒョウタンボク

小野ふみゑ ・ 2004 年 3 月 20 日 ・ 輪島市

分　　布
外浦区。

－582－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

土地造成、道路工事、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧スイカズラ科

Weigela coraeensis Thunb.

ハコネウツギ

本多郁夫 ・ 2000 年 6 月 8 日 ・ 外浦

分　　布
外浦区、南加賀区。

－583－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

森林伐採、草地開発、土地造成、道路工事、踏みつけ、園芸採取、管理放棄、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧オミナエシ科

Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir. var. scabiosifolia

オミナエシ

分　　布
内浦区、中能登区、口能登区、南加賀区。

本多郁夫 ・ 2006 年 9 月 2 日 ・ 羽咋市

－584－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が白山麓の一部の岩場に限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

園芸採取、道路工事、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧キク科

Artemisia schmidtiana Maxim.

アサギリソウ

本多郁夫 ・ 2004 年 9 月 3 日 ・ 白山

分　　布
南加賀区。

局限

－585－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

河川開発、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧キク科

Cirsium borealinipponense Kitam.

オニアザミ

林　二良 ・ 2006 年 6 月 6 日 ・ 南加賀

分　　布
外浦区、南加賀区。

局限

－586－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

森林伐採、道路工事、園芸採取、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧キク科

Dendranthema japonicum (Makino) Kitam.

リュウノウギク

本多郁夫 ・ 2006 年 10 月 10 日 ・ 白山麓

分　　布
南加賀区。一部小松市に自生地があるが、ほとんどは白山麓の岩場である。

－587－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

道路工事、園芸採取。
危険要因

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧キク科

Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev

イワギク

分　　布
南加賀区。

本多郁夫 ・ 2006 年 10 月 10 日 ・ 白山

－588－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、池沼開発、湿地開発、土地造成、道路工事、管理放棄、自然遷移、産地 。
危険要因

準絶滅危惧

準絶滅危惧キク科

Prenanthes tanakae (Franch. et Savat. ex Y.Tanaka et Ono) Koidz.

オオニガナ

分　　布
外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区。

白井伸和 ・ 2001 年 10 月 16 日 ・ 金沢市

局限

－589－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧キク科

Saussurea nipponica Miq. ssp. nipponica var. hokurokuensis (Kitam.) Ohwi

ホクロクトウヒレン

分　　布
外浦区。

白井伸和 ・ 2005 年 6 月 24 日 ・ 珠洲市

局限

－590－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、湿地開発、土地造成、道路工事、農薬汚染、園芸採取、踏みつけ、管理放棄、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧キク科

Serratula coronata L. ssp. insularis (Iljin) Kitam.

タムラソウ

林　二良 ・ 2008 年 9 月 7 日 ・ 南加賀

分　　布
中能登区、加賀中央区、南加賀区。

－591－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

分布域が限られていて、しかも縮小しつつある。（現況：Ｖ－）
選定理由

海岸開発、水質汚濁。
危険要因

石川県産のこの分類群は、従来、ウミヒルモ H.ovalis (R.Br.) Hook.fil.とされていた。
特記事項

準絶滅危惧

準絶滅危惧トチカガミ科

Halophila nipponica J. Kuo ssp. notoensis Ohba et Miyata

ノトウミヒルモ

林　二良 ・ 2008 年 12 月 7 日 ・ 中能登

分　　布
奥能登の内浦区の内湾（水深：２－１０ｍ）。

－592－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

従前はごく普通の植物であったが、近年急激に減少した。（現況：VＯ）
選定理由

河川開発、水質汚濁。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ヒルムシロ科

Potamogeton crispus L.

エビモ

白井伸和 ・ 2002 年 5 月 3 日 ・ 河北潟干拓地

分　　布
かつては、白山地区以外に広く分布。今回は加賀中央区、南加賀区からの報告があった。

－593－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

近年、著しく減少している。（現況：Ｖ－）
選定理由

海岸開発、水質汚濁。
危険要因

準絶滅危惧

準絶滅危惧アマモ科

Zostera caespitosa Miki 

スゲアマモ

分　　布
能登を中心に広く県内に分布。アマモとともに藻場を形成する。

小牧 （1987） より引用

－594－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

かつては普通の植物であったが、近年に急減し、保護施策もあってやや回復している。（現況：ＶＯ）
選定理由

管理放棄、森林伐採、土地造成など。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ユリ科

Erythronium japonicum Decne.

カタクリ

本多郁夫 ・ 2006 年 4 月 23 日 ・ 金沢市

分　　布
口能登区以北の能登全域と白山高地区には分布しないが、加賀中央区、南加賀区では、従来、ありふれた植

物であった。

－595－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

従来、普通に見られる植物であったが、近年急速に減少の経過をたどっている。（現況：ＶＯ）
選定理由

園芸採取、管理放棄、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ユリ科

Lilium japonicum Thunb.

ササユリ

本多郁夫 ・ 2006 年 6 月 10 日 ・ 金沢市

分　　布
舳倉島、七ツ島を除き全県下に分布。

－596－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

コニユリ（広義）はやや稀産の分類群で、県下には海岸のコオニユリ（狭義）と山地渓谷のホソバコオニユリがあ

るが、いずれも減少しつつある。（現況：ＲＯ）
選定理由

河川開発、海岸開発、道路工事、園芸採取。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ユリ科

Lilium leichtlinii Hook. fil. var. tigrinum (Regel) Nichols.

コオニユリ

本多郁夫 ・ 2008 年 7 月 16 日 ・ 外浦

分　　布
県下全域。

－597－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

稀産の植物で産地、生育環境がきわめて限定されている。（現況：ＲＯ）
選定理由

産地局限、自然遷移。
危険要因

別属 Kinugasaをもうけることがある。
特記事項

該当なし

準絶滅危惧ユリ科

Paris japonica (Franch. et Savat.) Franch.

キヌガサソウ

白井伸和 ・ 2007 年 7 月 3 日 ・ 白山

分　　布
白山高地区。

－598－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

稀産の植物で、産地が限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

産地局限、森林伐採など。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ユリ科

Streptopus streptopoides (Ledeb.) Frye et Rigg ssp. streptopoides

ヒメタケシマラン

白井伸和 ・ 2002 年 8 月 17 日

分　　布
白山高地区のみ。

－599－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

稀産の種類で、産地が限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

産地局限、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ユリ科

Tofieldia coccinea Richards.

チシマゼキショウ

白井伸和 ・ 2006 年 11 月 4 日 ・ 白山市

分　　布
白山高地区。

－600－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

稀産の植物で産地が限定されている。（現況：ＲＯ）
選定理由

産地局限、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ユリ科

Tofieldia okuboi Makino

ヒメイワショウブ

林　二良 ・ 1996 年 8 月 20 日 ・ 白山

分　　布
白山高地区。

－601－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

従前は湿地にしばしば認められた植物であるが、近年、湿地の減少により、著しく減少した。（現況：Ｖ－）
選定理由

森林伐採、池沼開発、土地造成、湿地開発、道路工事、園芸採取、踏みつけ、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧アヤメ科

Iris ensata Thunb. var. spontanea (Makino) Nakai 

ノハナショウブ

本多郁夫 ・ 2007 年 6 月 12 日 ・ 加賀市

分　　布
舳倉島・七ツ島、白山高地区を除き県下に広く分布。

－602－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が山地の岩場が生育地などで分布域が狭く、花が美しく園芸採取されやすい。（現況：Ｒ－）
選定理由

園芸採取、道路工事、森林伐採、自然遷移、その他（登山路整備）。
危険要因

近年、森林伐採、道路工事による生育環境の破壊がやや抑制気味であることから、カテゴリーを変更した。今

回、外浦区からヒオウギ Iris domestica (l.) Goldblatt et Mabb.が報告されたが、栽培の逸出の可能性が

残るので取り上げなかった。

特記事項

準絶滅危惧

準絶滅危惧アヤメ科

Iris gracilipes A. Gray

ヒメシャガ

白井伸和 ・ 2002 年 6 月 5 日 ・ 岩間

分　　布
石川県各地（舳倉島・七ツ島、能登外浦区を除く）。

－603－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

分布域が狭く、やや稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

自然遷移、踏みつけ。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧イグサ科

Luzula oligantha G. Sam.

タカネスズメノヒエ

白井伸和

分　　布
白山高地区。

－604－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

高山帯・亜高山帯の特定の環境下に生育する、分布域の狭い稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

その他（気候変動）。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧イグサ科

Luzula rostrata Buchen.

ミヤマヌカボシソウ

白井伸和 ・ 2002 年 8 月 16 日

分　　布
白山高地区。

－605－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

深山の林内に生育するが局所的である。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、道路工事、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧イネ科

Brylkinia caudata (Munro) Fr.Schm.

ホガエリガヤ

林　二良 ・ 2008 年 7 月 6 日 ・ 南加賀

分　　布
南加賀区。白山麓のブナ帯より上の森林のほか、低山にもまれに分布。

－606－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

高山の湿生草地に生育環境が限られる。（現況：ＲＯ）
選定理由

温暖化の進行にともなう自然遷移。また、中生～乾生草地に生えるヒゲノガリヤスとのすみわけはみられるも

のの、交雑の進行による遺伝子汚染の影響が懸念される。 
危険要因

東北地方～新潟県中部に分布する基本変種のカニツリノガリヤスに似るが、小軸突起が伸びない。カニツリノ

ガリヤスとヒゲノガリヤスとの浸透性交雑により生じたと考えられ、ヒゲノガリヤスとの間に形態的な連続がみら

れる。ヒゲノガリヤスの変種として記載されたオオヒゲガリヤスに含める考え方もある。 

清水建美.1983．原色新日本高山植物図鑑Ⅱ．保育社．

特記事項

該当なし

準絶滅危惧イネ科

Calamagrostis fauriei Hack. var. intermedia T. Shimizu

シロウマノガリヤス

白山高地区。

写真 （図） はありません。

分　　布

－607－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

白山の風衝草原にみられるがやや局所的である。（現況：ＲＯ）

写真 （図） はありません。

選定理由

温暖化にともなう自然遷移。
危険要因

生育地は白山国立公園特別保護地区内にある。
特記事項

該当なし

準絶滅危惧イネ科

Calamagrostis nana Takeda

ヒナガリヤス

白山高地区。
分　　布

－608－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育環境が減少しており、個体数も多くない。（現況：Ｒ－）
選定理由

自然遷移。アカマツ林など明るく乾いた林や、川原の草地などに生えるため、遷移の進行による減少が懸念さ

れる。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧イネ科

Cleistogenes hackelii (Honda) Honda

チョウセンガリヤス

県内各地（南加賀区を除く）。

小牧 （1987） より引用

分　　布

－609－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内の分布はやや局所的で、生育環境も限られる。（現況：ＲＯ）
選定理由

湿地開発、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧イネ科

Coelachne japonica Hack.

ヒナザサ

外浦区、中能登区、南加賀区。

小牧 （1987） より引用

分　　布

－610－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

高山の限られた環境に生育する。（現況：ＲＯ）
選定理由

温暖化にともなう自然遷移。
危険要因

生育地は白山国立公園特別保護地区内にある。
特記事項

該当なし

準絶滅危惧イネ科

Festuca ovina L. ssp. ruprechtii (Boiss.) Tzvelev

ミヤマウシノケグサ

白井伸和 ・ 2009 年 9 月 3 日 ・ 白山

白山高地区。風衝地の岩場や砂礫地に生育。
分　　布

－611－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

環境変化の影響を受けやすい水湿地に生える。（現況：ＲＯ）
選定理由

湿地開発、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧イネ科

Glyceria acutiflora Torr. 

ムツオレグサ

小野ふみゑ ・ 2004 年 4 月 29 日 ・ 小松市

県内各地の低地の水湿地。
分　　布

－612－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

分布は局所的で個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧イネ科

Hystrix duthiei (Stapf） Bor ssp. longearistata (Hack.） Baden, Fred. et Seberg

アズマガヤ

古場田良次 ・ 2003 年 5 月 16 日 ・ 加賀市

外浦区、中能登区、口能登区、南加賀区。
分　　布

－613－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内の分布域は局所的。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採。
危険要因

葉鞘無毛の型をケナシトウササクサ（forma. leiophylum T. Koyama）として分ける場合もあり、本県のもの

はほとんどこの型と思われる。能登地方の地域個体群は絶滅のおそれがある。

伊藤至、小山鉄夫．1956．タウササクサの事．植物研究雑誌31（3）：6

特記事項

該当なし

準絶滅危惧イネ科

Lophatherum sinense Rendle

トウササクサ

白井伸和 ・ 2006 年 8 月 21 日 ・ 白山市

内浦区（穴水町）、口能登区（中能登町鳥屋地区）、加賀中央区（金沢市）、南加賀区。能登地方ではごく稀。
分　　布

－614－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育環境が限られる。（現況：ＲＯ）
選定理由

湿地開発、自然遷移。
危険要因

生育地の一部は白山国立公園内にある。 
特記事項

該当なし

準絶滅危惧イネ科

Moliniopsis japonica (Hack.) Hayata

ヌマガヤ

本多郁夫 ・ 2005 年 9 月 15 日 ・ 能美市

分　　布
南加賀区、白山高地区。主な生育地はブナ帯から亜高山帯の湿生草原であるが、低地の水湿地にもまれに

みられる。

－615－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

分布域が狭く局所的で、生育環境も限られる。（現況：ＲＯ）
選定理由

海岸開発、産地 。
危険要因

生育地の一部は能登半島国定公園内にある。 
特記事項

該当なし

準絶滅危惧イネ科

Phacelurus latifolius (Steud.) Ohwi

アイアシ

白井伸和 ・ 2007 年 8 月 22 日 ・ 志賀町富来地区

分　　布
舳倉島、内浦区、中能登区。海岸の湿った草地に生育する。

局限

－616－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が局所的で、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

温暖化にともなう自然遷移。低地の自生地は道路開発。
危険要因

生育地の一部は白山国立公園内にある。 
特記事項

該当なし

準絶滅危惧イネ科

Poa fauriei Hack.

アイヌソモソモ

白井伸和 ・ 2005 年 6 月 26 日 ・ 白山

白山高地区、南加賀区（加賀市山中地区）。亜高山帯の草原が主な生育地であるが、まれに低標高地の岩場

にもみられる。
分　　布

－617－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が高山草原に限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

温暖化にともなう自然遷移。
危険要因

生育地は白山国立公園内にある。
特記事項

該当なし

準絶滅危惧イネ科

Poa hakusanensis Hack.

ハクサンイチゴツナギ

白井伸和 ・ 2009 年 9 月 2 日 ・ 白山砂防新道

白山高地区。
分　　布

－618－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

近年の確認情報がない。（現況：ＲＯ）
選定理由

産地 。
危険要因

稈鞘には逆向きの細毛が密生するが、開出する長毛はなく、葉裏は無毛とされるもの。基準産地は輪島市石

休場。
特記事項

該当なし

準絶滅危惧イネ科

Sasa fugeshiensis Koidz.

フゲシザサ

外浦区。

小牧 （1987） より引用

分　　布

局限

－619－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

丘陵地の乾いた草地、河川の堤防、海岸近くの草地などに生育するが、県内の分布は局所的で、近年少なく

なっている。 （現況：Ｒ－）
選定理由

草地開発、河川開発、海岸開発、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧イネ科

Themeda triandra Forsk. var. japonica (Willd.) Makino

メガルカヤ

小野ふみゑ ・ 2005 年 10 月 15 日 ・ 珠洲市

中能登区、南加賀区。
分　　布

－620－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

産地が限られており、生育環境の湧水地が失われていく傾向にある。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、自然遷移、その他（乾燥化による湿地の喪失）。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧サトイモ科

Lysichiton camtschatcense (L.) Schott

ミズバショウ

本多郁夫 ・ 2007 年 4 月 27 日 ・ 白峰

分　　布
舳倉島・七ツ島を除く県下全域。

－621－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

やや稀産の植物で、生育地の湿地が失われていく危険が大きい。（現況：ＲＯ）
選定理由

湿地開発、池沼開発、土地造成。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧サトイモ科

Symplocarpus nipponicus Makino

ヒメザゼンソウ

本多郁夫 ・ 2009 年 ・ 加賀中央

分　　布
舳倉島・七ツ島、白山高地区を除く県下全域。外浦区で今回分布が確認された。

－622－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

従来、本県ではかなり稀な植物であるが、池沼開発や水路の減少により、生育環境も悪化している。

（現況：ＲＯ）
選定理由

産地局限、池沼開発など。
危険要因

角野康雄.1994．日本水草図鑑．179pp．文一総合出版．
特記事項

準絶滅危惧

準絶滅危惧ミクリ科

Sparganium fallax Graebn.

ヤマトミクリ

白井伸和 ・ 2002 年 8 月 4 日 ・ 珠洲市

分　　布
南加賀区、中能登区、加賀中央区。

－623－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

山地の林内に生育するが、県内の分布は局所的。（現況：ＲＯ）
選定理由

産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧カヤツリグサ科

Carex dissitiflora Franch.

ミヤマジュズスゲ

林　二良 ・ 2008 年 7 月 3 日

口能登区、南加賀区。
分　　布

局限

－624－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内の分布は局所的で、生育環境も限られる。 （現況：ＲＯ）
選定理由

河川開発、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧カヤツリグサ科

Carex forficula Franch. et Savat.

タニガワスゲ

林　二良 ・ 2007 年 4 月 12 日 ・ 南加賀

外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、南加賀区。山地の渓畔に生育する。
分　　布

局限

－625－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内では分布域が限られる。（現況：ＲＯ）
選定理由

河川開発。
危険要因

川原倢彰．1990．手取川の植物　第六報．
特記事項

該当なし

準絶滅危惧カヤツリグサ科

Carex heterolepis Bunge

ヤマアゼスゲ

米山競一 ・ 1986 年 5 月 4 日 ・ 川北町

口能登区（中能登町鹿島地区、押水町）、加賀中央区、南加賀区（手取川沿岸）。
分　　布

－626－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

河川開発、自然遷移、産地 。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧カヤツリグサ科

Carex planata Franch. et Savat.

タカネマスクサ

林　二良 ・ 2007 年 6 月 14 日 ・ 口能登

外浦区、中能登区、口能登区。
分　　布

局限

－627－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育環境が限られる。（現況：ＲＯ）
選定理由

海岸開発。
危険要因

生育地の一部は能登半島国定公園および越前加賀海岸国定公園内にある。
特記事項

該当なし

準絶滅危惧カヤツリグサ科

Cladium chinense Nees 

ヒトモトススキ

白井伸和 ・ 2007 年 8 月 22 日 ・ 志賀町富来地区

舳倉島、外浦区、内浦区、中能登区、南加賀区。海岸の湿った場所に生育。
分　　布

－628－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育環境が限られている。（現況：Ｒ－）
選定理由

湿地開発、管理放棄、自然遷移。
危険要因

イヌノハナヒゲに似た大型種で、刺針状花被片の長さは痩果の３倍以上あり下向きにざらつく。
特記事項

該当なし

準絶滅危惧カヤツリグサ科

Rhynchospora fauriei Franch. 

オオイヌノハナヒゲ

林　二良 ・ 2006 年 8 月 27 日 ・ 外浦

白山高地区を除く県内各地。平地から低山の水湿地に生育。
分　　布

－629－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

本県では稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

道路工事、踏みつけ、自然遷移、不明。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ラン科

Ephippianthus schmidtii Reichb. fil.

コイチヨウラン

林　二良 ・ 2007 年 8 月 1 日 ・ 白山

分　　布
加賀中央区、南加賀区のブナクラス域上部、白山高地区。

－630－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

従来、時どき見ることのできる植物であったが近年、減少しつつある。（現況：Ｒ－）
選定理由

自然遷移、草地開発。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ラン科

Epipactis thunbergii A. Gray

カキラン

白井伸和 ・ 2006 年 7 月 19 日 ・ 志賀町

分　　布
舳倉島・七ツ島、白山高地区を除く県下全域。

－631－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

産地、個体数とも少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、土地造成、踏みつけ、自然遷移、産地局限。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ラン科

Galeola septentrionalis Reichb. fil.

ツチアケビ

林　二良 ・ 2006 年 9 月 10 日 ・ 内浦

分　　布
舳倉島・七ツ島を除く県下全域。

－632－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

産地、個体数とも少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

不明。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ラン科

Gastrodia elata Blume

オニノヤガラ

本多郁夫 ・白山

分　　布
舳倉島・七ツ島を除く県下全域。

－633－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

従来は普通の植物であったが、近年、減少している。（現況：ＶＯ）
選定理由

森林伐採、河川開発、湿地開発、土地造成、道路工事、園芸採取、踏みつけ、自然遷移、産地局限、その他（不明）。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ラン科

Goodyera foliosa (Lindl.) Benth. var. maximowicziana (Makino) F. Maekawa

アケボノシュスラン

本多郁夫 ・ 2008 年 9 月 24 日 ・ 金沢市

分　　布
奥能登および口能登区、加賀中央区、南加賀区。

－634－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

本県では稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

不明。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ラン科

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

テガタチドリ

白井伸和 ・ 2004 年 7 月 3 日 ・ 白山

分　　布
白山高地区。

－635－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

かつてはしばしば見られた種類であるが、現在は稀産の植物となっている。（現況：ＶＯ）
選定理由

森林伐採、道路工事、園芸採取、踏みつけ、自然遷移、産地局限。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ラン科

Liparis kumokiri F. Maekawa

クモキリソウ

本多郁夫 ・ 2001 年 7 月 ・ 白山市

分　　布
奥能登、口能登・加賀中央部、南加賀区。

－636－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県では限られた場所に分布する稀産の植物。美しく目立ちやすいので採取されたり、損傷を受ける危険が

きわめて大きい。（現況：ＲＯ）
選定理由

薬用採取、踏みつけ。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ラン科

Orchis aristata Fisch.

ハクサンチドリ

白井伸和 ・ 2007 年 6 月 27 日 ・ 白山

分　　布
白山高地区。

－637－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県では少ない植物で減少傾向にある。 （現況：Ｒ－）
選定理由

森林伐採、土地造成、道路工事、園芸採取、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ラン科

Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.

コケイラン

林　二良 ・ 2006 年 5 月 21 日 ・ 外浦

分　　布
奥能登、口能登・加賀中央区、白山麓をふくむ南加賀区。

－638－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

本県では生育地の限られた稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

産地局限と踏みつけ、針葉樹林の衰退（自然遷移）など。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ラン科

Platanthera ophrydioides Fr. Schm. var. monophylla Honda

キソチドリ

白井伸和

分　　布
白山高地区。

－639－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

本県では稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

不明。
危険要因

本県のものは、恐らくは厳密には P. tipuloides (L.fil.) Lindl.var. sororia(Schltr.)F.Maekawaであろう。
特記事項

該当なし

準絶滅危惧ラン科

Platanthera tipuloides Lindl. var. tipuloides 

ホソバノキソチドリ

白井伸和 ・ 2007 年 7 月 14 日

分　　布
白山高地区。

－640－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

従来石川県では、在る程度は普通に見られる植物であったが、近年、減少しつつある。里山の管理放棄により、

本来生活域としてきたアカマツ林のような明るい林床が急激に消失しつつあることが原因と思われる。

（現況：Ｖ－）

選定理由

森林伐採、土地造成、園芸採取、踏みつけ、自然遷移。
危険要因

該当なし

準絶滅危惧ラン科

Tipularia japonica Matsum.

ヒトツボクロ

林　二良 ・ 2005 年 6 月 8 日 ・ 内浦

分　　布
奥能登、口能登・加賀中央部、白山麓をふくむ南加賀。

－641－



情報不足



石川県カテゴリー

国カテゴリー

高山帯にあって生育適地が狭い。（現況：ＲＯ）
選定理由

自然遷移、産地 。
危険要因

絶滅危惧ⅠＡ類

情報不足ハナヤスリ科

Botrychium lanceolatum (Gmel.) Angst.

ミヤマハナワラビ

白山高地区。

写真 （図） はありません。

分　　布

局限

－643－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

希産種である。近年側溝の改修によって消滅したが、新産地の情報なし。（現況：Ｒ－）
選定理由

道路工事、その他（石垣の改修など）。
危険要因

該当なし

情報不足ミズワラビ科

Adiantum capillus-veneris L.

ホウライシダ

加賀中央区。

写真 （図） はありません。

分　　布

－644－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

産地 、逸出の実生との区別が困難であり、検討が必要である。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、その他（美化作業、景観整備）。
危険要因

該当なし

情報不足マキ科

Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Lamb.

イヌマキ

加賀中央区、南加賀区。

写真 （図） はありません。

分　　布

局限

－645－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

現在、生育地が限られ、その個体数もわずかである。また、全国の分布域からも重要である。（現況：ＲＯ）
選定理由

池沼開発、土地造成、自然遷移。
危険要因

該当なし

情報不足タデ科

Persicaria hastatosagittata (Makino) Nakai

ナガバノウナギツカミ

本州（関東以西）～南西諸島に分布するが、石川県では加賀中央区、南加賀区に見られる。

写真 （図） はありません。

分　　布

－646－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県では極めてまれに産する。全国的な分布域からも貴重である。現状では情報が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

土地造成、道路工事。
危険要因

絶滅危惧Ⅱ類

情報不足タデ科

Rumex dentatus L.ssp.klotzschianus (Meisn.) Rech.f.

コギシギシ

本州の関東以西から九州に分布するが、県内では南加賀区、中能登区のヤブツバキクラス域に分布する。

小牧 （1987） より引用

分　　布

－647－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内では確認情報が得られていない。（現況：ＲＥ）
選定理由

池沼開発、土地造成、道路工事。
危険要因

１９６９年に大野川沿いの金沢港工業団地造成前の休耕田に一斉に繁茂していた。
特記事項

絶滅危惧Ⅱ類

情報不足スイレン科

Euryale ferox Salisb.

オニバス

口能登区、加賀中央区に過去の記録がある。

本多郁夫 ・ 1963 年 8 月 ・ 金沢市

分　　布

－648－



石川県カテゴリー

小牧 （1987） より引用

国カテゴリー

確認情報が少ない。（現況：Ｖ－）
選定理由

道路工事。
危険要因

日本固有種。
特記事項

絶滅危惧ⅠＢ類

情報不足オトギリソウ科

Hypericum oliganthum Franch. et Savat.

アゼオトギリ

中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区。
分　　布

－649－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

確認情報が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

道路工事、自然遷移、産地 。
危険要因

日本固有種。トチノキ、ブナに着生。
特記事項

該当なし

情報不足ベンケイソウ科

Hylotelephium sordidum (Maxim.) H.Ohba

チチッパベンケイ

南加賀区。

写真 （図） はありません。

分　　布

局限

－650－



石川県カテゴリー

小牧 （1987） より引用

国カテゴリー

確認情報が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

河川開発、自然遷移、産地 。
危険要因

くずれやすい岩上に生育。
特記事項

該当なし

情報不足ユキノシタ科

Chrysosplenium tosaense (Makino) Makino

タチネコノメソウ

南加賀区。
分　　布

局限

－651－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地がごく限られている。（現況：Ｒ－）
選定理由

園芸採取、産地 。
危険要因

該当なし

情報不足バラ科

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach

クサボケ

分　　布
中能登区とされているが、現状は不明。

小野ふみゑ ・ 2006 年 5 月 21 日

局限

－652－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

園芸採取、産地 。
危険要因

該当なし

情報不足バラ科

Potentilla cryptotaeniae Maxim.

ミツモトソウ

分　　布
南加賀区とされているが、現状は不明。

林　二良 ・ 2009 年 8 月 3 日

局限

－653－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

産地 。
危険要因

該当なし

情報不足バラ科

Prunus nipponica Matsum. var. kurilensis (Miyabe) Wilson

チシマザクラ

分　　布
白山高地区とされているが、現状は不明。

写真 （図） はありません。

局限

－654－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

海岸開発、土地造成、産地 。
危険要因

準絶滅危惧

情報不足マメ科

Lespedeza tomentosa (Thunb.) Sieb. ex Maxim.

イヌハギ

分　　布
かつて内浦区、口能登区に分布したとされるが、１９８３年以降の情報が無い。

小牧 （1987） より引用

局限

－655－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地がごく限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

産地 。
危険要因

該当なし

情報不足クロウメモドキ科

Rhamnus davurica Pall. var. nipponica Makino

クロツバラ

分　　布
口能登区、南加賀区。

写真 （図） はありません。

局限

－656－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

自然遷移。
危険要因

該当なし

情報不足ミソハギ科

Rotala elatinomorpha Makino

ヒメキカシグサ

分　　布
南加賀区。

写真 （図） はありません。

－657－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

産地 。
危険要因

絶滅危惧Ⅱ類

情報不足セリ科

Bupleurum scorzonerifolium Willd. 

ミシマサイコ

本多郁夫 ・ 2005 年 10 月 10 日

分　　布
１９７１年に七尾市徳田で採集された後、情報が得られていない。

局限

－658－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内での生育地が されている。（現況：ＲＯ）
選定理由

管理放棄、自然遷移、産地 。
危険要因

現在知られている県内の分布地は、いずれも造成地で、そういう環境を好むことで生育しているものか、何らか

の方法で持ち込まれたものかがはっきりしない。
特記事項

該当なし

情報不足マチン科

Mitrasacme pygmaea R.Br.

アイナエ

林　二良・2008年9月23日・加賀中央・（花） 本多郁夫

分　　布
加賀中央区。

局限

局限

－659－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

「我が国における保護上重要な植物種の現状」（１９８９）に、石川県に分布することが記載されているが、現状

は不明。（現況：ＲＥ）
選定理由

不明。
危険要因

準絶滅危惧

情報不足サクラソウ科

Primula sieboldii E.Morr.

サクラソウ

米山競一・ 2007年 4 月 2 7 日

分　　布
加賀中央区。

―660―



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内における生育地が限られている。（現況：Ｒ－）
選定理由

産地 。
危険要因

近年確認情報がない。
特記事項

該当なし

情報不足リンドウ科

Gentiana thunbergii (G. Don) Griseb.

ハルリンドウ

本多郁夫 ・ 2008 年 5 月 23 日

分　　布
加賀中央区。

局限

－661－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

園芸採取、産地 。
危険要因

該当なし

情報不足シソ科

Ajuga nipponensis Makino

ジュウニヒトエ

林　二良 ・ 2000 年 5 月 10 日

分　　布
外浦区、加賀中央区、南加賀区。

局限

－662－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

不明。
危険要因

１９７５年に門前町で採集されているが、その後情報がない。栽培品であったかもしれない。
特記事項

準絶滅危惧

情報不足シソ科

Pogostemon stellatus (Lour.) Kuntze

ミズネコノオ

白井伸和 ・ 2007 年 9 月 25 日

分　　布
外浦区。

－663－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

河川開発、土地造成、道路工事。
危険要因

該当なし

情報不足シソ科

Salvia omerocalyx Hayata var. prostrata Satake

ハイタムラソウ

分　　布
南加賀区。

同定上の判断が一致していない。
特記事項

写真 （図） はありません。

－664－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＥ）
選定理由

産地 。
危険要因

該当なし

情報不足ハマウツボ科

Phacellanthus tubiflorus Sieb. et Zucc.

キヨスミウツボ

分　　布
加賀中央区、南加賀区。

白井伸和 ・ 2007 年 6 月 26 日 ・ 白山市

局限

－665－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

１９７２年の南加賀区での記録があるが、その後、確認情報がない。（現況：ＲＯ）
選定理由

不明。
危険要因

絶滅危惧Ⅱ類

情報不足キク科

Gnaphalium hypoleucum DC.

アキノハハコグサ

分　　布
南加賀区。

小牧 （1987） より引用

－666－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

従来とも少ない種類であるが、急減している。（現況：ＲＥ）
選定理由

河川開発。
危険要因

今回の調査では県内に生存の確証が得られなかった。
特記事項

該当なし

情報不足ヒルムシロ科

Potamogeton perfoliatus L.

ヒロハノエビモ

分　　布
従来は加賀中央区、口能登区。

小牧 （1987） より引用

－667－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

従来もきわめて稀な植物であるが、現在見当たらない。（現況：ＲＥ）
選定理由

不明。
危険要因

角野康郎.1994．日本水草図鑑．179pp．
特記事項

準絶滅危惧

情報不足ヒルムシロ科

Ruppia maritima L.

カワツルモ

分　　布
角野康郎（1994）の分布図によると、能登半島内浦に分布することになっているが、その後、確認されていない。

写真 （図） はありません。

－668－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

従来より極めて稀産の種類であるが、現在情報が得られなくなった。（現況：ＲＥ）
選定理由

池沼開発、水質汚濁、農薬汚染、産地局限。
危険要因

絶滅した可能性が高い。
特記事項

絶滅危惧ⅠA類

情報不足イバラモ科

Najas ancistrocarpa A. Braun ex Magnus

ムサシモ

分　　布
中能登区で従前採集された標本がある。今回も、かつての産地として記録さている池が調査されたが、不明で

あった。

小牧 （1987） より引用

－669－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

従来も比較的稀な植物であったが、近年、減少している。（現況：Ｒ－）
選定理由

池沼開発、河川開発（河川改修）。
危険要因

絶滅危惧Ⅱ類

情報不足イバラモ科

Najas minor All.

トリゲモ

分　　布
近年は中能登区、加賀中央区、南加賀区に分布。今回は南加賀区からのみ報告された。

小牧 （1987） より引用

－670－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

本県では、稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

森林伐採、園芸採取。
危険要因

ここではヤマホトトギスの変種として学名を記したが、ヤマジノホトトギスT. affinis Makinoの一型とする考えも

ある。分類上の位置、範囲が明確でないことが、情報不足に位置付ける理由の一つである。
特記事項

該当なし

情報不足ユリ科

Tricyrtis macropoda Miq. var. chiugokuensis (Koidz.) Ohwi

チュウゴクホトトギス

分　　布
口能登区。

小牧 （1987） より引用

－671－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

県下で稀産の種類であるが、現状は不明。（現況：Ｒ－）
選定理由

湿地開発、池沼開発。
危険要因

外浦区からは1976年採集の標本（KANA083476）が知られており、南加賀区からは分布通報があったが、現在は

確認できていない。
特記事項

準絶滅危惧

情報不足アヤメ科

Iris laevigata Fisch. ex Fisch. et C. A. Mey.　

カキツバタ

本多郁夫 ・ 2009 年 5 月 5 日

分　　布
外浦区、南加賀区。

－672－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

確認情報が少なく、実際に生育地も少ないと考えられる。（現況：ＲＯ）
選定理由

湿地開発、自然遷移。カモジグサとの交雑の進行。
危険要因

ミズタカモジとカモジグサの中間的な形態をもち、山間部の水田わきや渓畔などの湿った草地に生える。カモジ

グサとの区別が難しい個体もある。なお、ミズタカモジは県内では見つかっていない。

大井次三郎，阪本寧男.1964．ミズタカモジの分類と生態．植物分類地理，34（9）:13-18．

特記事項

該当なし

情報不足 イネ科

Elymus ×mayebaranus (Honda) S.L.Chen 

オオタチカモジ

加賀中央区、南加賀区の休耕田などの水湿地から見出されているが、情報が少なく詳細な分布は不明。

白井伸和 ・ 2006 年 6 月 1 日 ・ 金沢市

分　　布

－673－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

別山～三ノ峰および三ノ峰～杉峠で３０年以上前に採集されているが、近年の確認情報がない。
選定理由

温暖化にともなう自然遷移（チシマザサの増加）、産地 。
危険要因

採集された場所はいずれも白山国立公園特別保護地区内にある。 

橋本光政・里見信生.1973．白山の植物目録（三）．金沢大学理学部付属植物園年報　4：15－28．
特記事項

該当なし

情報不足イネ科

Calamagrostis gigas Takeda

オニノガリヤス

白山高地区。

写真 （図） はありません。

分　　布

局限

－674－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

生育地が限られ個体数も少ないと思われるが、確認情報が少なく現状不明である。
選定理由

海岸開発、産地局限。
危険要因

なし小穂の長さが２．４～２．６ｍｍとアキメヒシバよりかなり大きいものが加賀地方の海岸の砂浜で採集されて

いる。長田（１９８９）の線画に描かれている鳥取県浜坂砂丘産のキタメヒシバが、生育環境からすると本県産の

ものと関連性があるのではないかと推測されるが、詳細な検討が必要である。

長田武正.1989．日本イネ科植物図譜．平凡社．

特記事項

絶滅危惧ⅠＢ類

情報不足イネ科

Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl.

キタメヒシバ

分　　布
加賀中央区、南加賀区。

写真 （図） はありません。

－675－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

確認情報がほとんどなく、分布の現状が不明である。
選定理由

産地 。
危険要因

三ノ峰で採集されている。

寒蝉義一・渡辺定路.1966．福井県の植物分布．福井県教育研究会理科部会． 

橋本光政・里見信生.1973．白山の植物目録（三）．金沢大学理学部付属植物園年報　4：15－28．

渡辺定路. 2003　改訂増補　福井県植物誌．福井新聞社．

特記事項

該当なし

情報不足イネ科

Glyceria lithuanica (Gorski) Lindm.

カラフトドジョウツナギ

白山高地区。

白井伸和 ・ 2002 年 6 月 26 日

分　　布

局限
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

本県において稀産の植物種で、従来は本県が分布の西限とされてきたところである。（現況：ＲＯ）
選定理由

不明。
危険要因

本種は、北海道・東北地方のものは、シバスゲC. nervata Franch. et Savat.と明瞭に区別可能であるが、

中部地方では区別が不明遼となる。本県において従来、チャシバスゲと同定されてきたものについて、再検討

を要する。

特記事項

該当なし

情報不足カヤツリグサ科

Carex caryophyllea Latour. var. microtricha (Franch.) Küekenth.

チャシバスゲ

分　　布
加賀中央区。

写真 （図） はありません。
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

県内では近年確認されたもので、分布状況については詳細不明。（現況：ＲＯ）
選定理由

海岸開発。
危険要因

勝山輝男.1993．日本産アオスゲ類の再検討．神奈川県立博物館研究報告（22）:53－67．
特記事項

該当なし

情報不足カヤツリグサ科

Carex meridiana (Akiyama) Akiyama

イソアオスゲ

中能登区。海岸の岩場に生育する。

白井伸和 ・ 2008 年 5 月 25 日 ・ 七尾市能登島

分　　布
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

文献に記録があるが、近年の確認情報がない。（現況：ＲＯ）
選定理由

産地 。
危険要因

石川植物の会（編集）.1983．石川県植物誌．石川県．
特記事項

該当なし

情報不足カヤツリグサ科

Carex nervata Franch. et Savat.

シバスゲ

加賀中央区（県中部地域・山地）。

写真 （図） はありません。

分　　布

局限
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

１９６０年に採集された確実な標本記録があるが、その後確認されていない。（現況：ＲＯ）
選定理由

自然遷移、産地 。弥陀ヶ原一帯は、近年雪解け時期が早まるとともに草原の高茎化とチシマザサの侵入

が著しい。
危険要因

標本採集地は白山国立公園特別保護地区内にある。最後の確認からほぼ５０年を経ているが、絶滅したと判

断するのに十分な調査がなされておらず、再発見される可能性があることから今回はカテゴリーを情報不足と

した。

特記事項

該当なし

情報不足カヤツリグサ科

Carex subumbellata Meinsh. var. verecunda Ohwi

クモマシバスゲ

白山高地区（弥陀ヶ原）。

小牧 （1987） より引用

分　　布

局限
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

元来暖地の雑草で、県内の確認記録は少ない。
選定理由

農薬汚染、踏みつけ。
危険要因

世界的に熱帯～亜熱帯を中心に温帯まで広がっている代表的な農耕地の雑草のひとつで、日本には古い時

代に入ったとされる。県内では１９６０年頃から近年に至るまで標本の記録が散見されるが、その間の増減も含

め絶滅危惧種とすべきものかどうかの判断に足る情報は得られなかった。

竹松哲夫・一前宣正．1997．世界の雑草Ⅲ．全国農村教育協会．

特記事項

該当なし

情報不足カヤツリグサ科

Cyperus rotundus L.

ハマスゲ

外浦区、内浦区、中能登区、加賀中央区、南加賀区。

小野ふみゑ ・ 2004 年 9 月 25 日 ・ 羽咋市

分　　布
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

既知の産地はいずれも１９７０年代以前の標本記録によるもので、近年の確認情報がない。（現況：ＲＯ）
選定理由

池沼開発、産地 。
危険要因

珠洲市の自生地では、カンガレイとの雑種アイノコカンガレイ（Schoenoplectus ×uzenensis）も同時に採集

されている。
特記事項

該当なし

情報不足カヤツリグサ科

Schoenoplectus lineolatus (Franch. et Sav.) T.Koyama

ヒメホタルイ

分　　布
外浦区（志賀町富来地区）、内浦区（珠洲市）、口能登区（七尾市、かほく市宇ノ気）。

写真 （図） はありません。

局限

－682－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

極めて稀産の植物で、１９８９年版レッドデータブックに記載があるがその後確認されていない。（現況：ＲＯ）
選定理由

園芸採取、自然遷移。
危険要因

すでに絶滅している可能性が大きいが、カテゴリー「野生絶滅」に該当することを判断するに足る年数が経過し

ていない。
特記事項

絶滅危惧Ⅱ類

情報不足ラン科

Cymbidium macrorhizon Lindl.

マヤラン

分　　布
不明。

写真 （図） はありません。
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

従来の記録があるので、現状では確認できないが一応記載しておく。（現況：ＲＯ）
選定理由

不明。
危険要因

本種の本県または隣接県の分布情報をご存知の方は、石川県絶滅危惧植物調査会に、ご教示くださるよう要

請する。
特記事項

該当なし

情報不足ラン科

Habenaria dentata (Sw.) Schltr.

ダイサギソウ

分　　布
不明。

写真 （図） はありません。
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石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県ではきわめて稀産の植物である。近年の調査では現地報告がない。絶滅したとの情報もある。現存して

おれば、日本海側の北限である。（現況：ＲＯ）
選定理由

不明。
危険要因

該当なし

情報不足ラン科

Oberonia japonica (Maxim.) Makino

ヨウラクラン

分　　布
内浦～中能登地域。

写真 （図） はありません。

－685－



石川県カテゴリー

国カテゴリー

本県において稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

園芸採取。
危険要因

１９８９年版レッドデータブックに記載がある。
特記事項

絶滅危惧Ⅱ類

情報不足ラン科

Ponerorchis chidori (Makino) Ohwi

ヒナチドリ

分　　布
現在不明。

写真 （図） はありません。
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絶滅のおそれのある地域個体群



 

２ 絶滅のおそれのある地域個体群 
（１）白山山系の亜高山帯・高山帯の植物個体群 

 白山山系の亜高山帯以上を基本的な生活域とする植物種（種内個体群を含む）から、すでに石川県の

絶滅のおそれのある野生生物〈植物編〉いしかわレッドデータブック（表5）にすでに掲載された種類

を除外して記載したリストを「表6 白山山系の亜高山帯・高山帯の主要な植物リスト（表5記載の植

物種を除く）」として掲げた。 

 表 5に記載した植物種を再掲しないのは、便宜上の措置であって、たとえば白山に分布するホテイア

ツモリの個体群は当然、「白山山系の絶滅のおそれのある地域個体群」の一つである。 

 なお、種類の配列は、採用した分類系に従っている。 

 

凡例 

 １ 分類系と学名、和名は表5の場合に準じる。 

    ２ 白山山系の亜高山帯・高山帯（標高約1600ｍ以上）に分布の中心を持つ植物種（種内分類群を

含む）。 

 ３ 石川県においては、表5に掲げる植物種以外の、絶滅のおそれのある植物種（地域個体群）であ

る。 
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表７ 白山山系の亜高山帯・高山帯の主要な植物リスト（表５の記載の植物種を除く）
　　  絶滅のおそれのある地域個体群

　　　　学　　　　　名 　和　　名
PTERIDOPHYTA　　　シダ植物

Lycopodium annotinum L. ｽｷﾞｶｽﾞﾗ

Lycopodium clavatum L. var. robustum (Hook. et Grev.) Nakai ｴｿﾞﾋｶｹﾞﾉｶｽﾞﾗ

Lycopodium nikoense Fr. et Sav. ﾀｶﾈﾋｶｹﾞﾉｶｽﾞﾗ

Lycopodium obscurum L. ﾏﾝﾈﾝｽｷﾞ

Botrychium multifidum (Gmel.) Rupr. var. multifidum ﾔﾏﾊﾅﾜﾗﾋﾞ

Struthiopteris castanea (Makino) Nakai ﾐﾔﾏｼｼｶﾞｼﾗ

Arachniodes mutica (Fr.et Sav.) Ohwi ｼﾉﾌﾞｶｸﾞﾏ

Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar ex Schiz et Thell. ｼﾗﾈﾜﾗﾋﾞ

Oreopteris quelpaertensis (Christ) Holub ｵｵﾊﾞｼｮﾘﾏ

Phegopteris connectilis (Michaux) Watt ﾐﾔﾏﾜﾗﾋﾞ

Polystichum kamtschaticum (C. Chr. et E. Hult) Fomin ｷﾀﾉｶﾗｸｻｲﾉﾃﾞ

Athyrium brevifrons Nakai ex Kitagawa ｴｿﾞﾒｼﾀﾞ

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz ｵｸﾔﾏﾜﾗﾋﾞ

Athyrium melanolepis (Fr. et Sav.) Christ ﾐﾔﾏﾒｼﾀﾞ

Athyrium neglectum Serizawa ｺｼﾉｻﾄﾒｼﾀﾞ

Deparia pterorachis (Christ) M.Kato ｵｵﾒｼﾀﾞ

SPERMATOPHYTA　　　種子植物
GYMNOSPERMAE       裸子植物

Abies mariesii Masters ｵｵｼﾗﾋﾞｿ

Pinus pumila (Pall.) Regel ﾊｲﾏﾂ

Tsuga diversifolia (Maxim.) Masters ｺﾒﾂｶﾞ

Juniperus sibirica Burgsd. ﾎﾝﾄﾞﾐﾔﾏﾈｽﾞ

  var. hondoensis Satake
Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. ｷｬﾗﾎﾞｸ

  var. nana Rehder

ANGIOSPERMAE　　　被子植物
DICOTYLEDONEAE　　双子葉植物

CHOLIPETALAE      離弁花類

Salix reinii Franch. et Sav. ex Seemen ﾐﾈﾔﾅｷﾞ(ﾐﾔﾏﾔﾅｷﾞ)

Alnus matsumurae Callier ﾔﾊｽﾞﾊﾝﾉｷ

Alnus maximowiczii Callier ﾐﾔﾏﾊﾝﾉｷ

Betula corylifolia Regel et Maxim. ﾈｺｼﾃﾞ

Betula ermanii Cham. ﾀﾞｹｶﾝﾊﾞ

Aconogonum weyrichii (Fr. Schm.) Hara ｵﾝﾀﾃﾞ

  var. alpinum (Maxim.) Hara
Bistorta major S. F. Gray ｲﾌﾞｷﾄﾗﾉｵ

  var. japonica Hara
Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray ﾑｶｺﾞﾄﾗﾉｵ

Reynoutria japonica Houtt. ｵﾉｴｲﾀﾄﾞﾘ

  var.compacta Hiyama
Rumex arifolius All. ﾀｶﾈｽｲﾊﾞ

Dianthus superbus L. ﾀｶﾈﾅﾃﾞｼｺ

  var. speciosus Reichb.
Stellaria nipponica Ohwi ｲﾜﾂﾒｸｻ

Aconitum hakusanense Nakai ﾊｸｻﾝﾄﾘｶﾌﾞﾄ

Aconitum zigzag Lév. et Van. ssp. ryohakuense Kadota ﾘｮｳﾊｸﾄﾘｶﾌﾞﾄ

Caltha palustris L. ﾘｭｳｷﾝｶ

  var. nipponica Hara
Coptis trifolia (L.) Salisb. ﾐﾂﾊﾞｵｳﾚﾝ
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　　　　学　　　　　名 　和　　名
Coptis trifoliolata (Makino) Makino ﾐﾂﾊﾞﾉﾊﾞｲｶｵｳﾚﾝ

Ranunculus acris L. ﾐﾔﾏｷﾝﾎﾟｳｹﾞ

  var. nipponicus Hara
Thalictrum aquilegifolium L. ｶﾗﾏﾂｿｳ

  var. intermedium Nakai
Thalictrum filamentosum Maxim. ﾐﾔﾏｶﾗﾏﾂ

  var. tenerum (H. Boiss.) Ohwi
Trautvetteria japonica Sieb. et Zucc. ﾓﾐｼﾞｶﾗﾏﾂ

Trollius riederianus Fischer et Meyer ｼﾅﾉｷﾝﾊﾞｲ

  var. japonicus (Miq.) Ohwi
Diphylleia grayi Fr. Schm. ｻﾝｶﾖｳ

Actinidia kolomikta (Rupr. et Maxim.) Maxim. ﾐﾔﾏﾏﾀﾀﾋﾞ

Hypericum kamtschaticum Ledeb. ｲﾜｵﾄｷﾞﾘ

  var. hondoensis Y. Kimura
Hypericum kamtschaticum Ledeb. ｼﾅﾉｵﾄｷﾞﾘ

  var. senanense (Maxim.) Y. Kimura
Arabis gemmifera (Matsum.) Makino ﾊｸｻﾝﾊﾀｻﾞｵ

Arabis lyrata L. ﾐﾔﾏﾊﾀｻﾞｵ

  var. kamtschatica Fischer
Arabis serrata Franch. et Savat. ｲﾜﾊﾀｻﾞｵ

  var. japonica (H. Boiss.) Ohwi
Barbarea orthoceras Ledeb. ﾔﾏｶﾞﾗｼ

Hylotelephium verticillatum (L.) H. Ohba ﾐﾂﾊﾞﾍﾞﾝｹｲｿｳ

Sedum japonicum Sieb. ex Miq. ﾐﾔﾏﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ

  var. senanense (Makino) Makino
Astilbe thunbergii (Sieb. et Zucc.) Miq. ﾊﾅﾁﾀﾞｹｻｼ

  var. formosa (Nakai) Ohwi
Boykinia lycoctonifolia (Maxim.) Engler ｱﾗｼｸﾞｻ

Chrysosplenium kamtschaticum Fischer ﾁｼﾏﾈｺﾉﾒ

Parnassia palustris L. ｴｿﾞｳﾒﾊﾞﾁｿｳ

  var. palustris
Ribes japonicum Maxim. ｺﾏｶﾞﾀｹｽｸﾞﾘ

Saxifraga fortunei Hook.f. ﾐﾔﾏﾀﾞｲﾓﾝｼﾞｿｳ

  var. alpina (Matsum. et Nakai) Nakai
Saxifraga fusca Maxim. ｸﾛｸﾓｿｳ

  var. kikubuki Ohwi
Tiarella polyphylla D.Don ｽﾞﾀﾞﾔｸｼｭ

Aruncus dioicus (Walt.) Fernald ﾔﾏﾌﾞｷｼｮｳﾏ

  var. tenuifolius (Nakai) Hara
Filipendula kamtschatica (Pall.) Maxim. ｵﾆｼﾓﾂｹ

Filipendula multijuga Maxim. ｼﾓﾂｹｿｳ

Fragaria iinumae Makino ﾉｳｺﾞｳｲﾁｺﾞ

Geum calthaefolium Smith ﾐﾔﾏﾀﾞｲｺﾝｿｳ

  var. nipponicum (F. Bolle) Ohwi
Geum pentapetalum (L.) Makino ﾁﾝｸﾞﾙﾏ

Potentilla matsumurae Th. Wolf ﾐﾔﾏｷﾝﾊﾞｲ

Prunus nipponica Matsum. ﾐﾈｻﾞｸﾗ

Rubus ikenoensis Lév. et Van. ｺﾞﾖｳｲﾁｺﾞ

Rubus microphyllus L. fil. ﾐﾔﾏﾆｶﾞｲﾁｺﾞ

  var. subcrataegifolius (Lév. et Van.) Ohwi
Rubus vernus Focke ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾁｺﾞ

Sanguisorba hakusanensis Makino ｶﾗｲﾄｿｳ

Sorbus matsumurana (Makino) Koehne ｳﾗｼﾞﾛﾅﾅｶﾏﾄﾞ

Sorbus sambucifolia (Cham. et Schltdl.) Roem. ﾀｶﾈﾅﾅｶﾏﾄﾞ

Sorbus × yokouchii Mizushima ｵﾝﾀｹﾅﾅｶﾏﾄﾞ
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　　　　学　　　　　名 　和　　名
Spiraea japonica L. fil. ｼﾓﾂｹ

Hedysarum vicioides Turcz. ｲﾜｵｳｷﾞ

Oxalis acetosella L. ｺﾐﾔﾏｶﾀﾊﾞﾐ

Geranium yesoense Franch. et Savat. ﾊｸｻﾝﾌｳﾛ

  var. nipponicum Nakai
Euphorbia togakusensis Hayata ﾊｸｻﾝﾀｲｹﾞｷ

Acer tschonoskii Maxim. ﾐﾈｶｴﾃﾞ

Acer tschonoskii Maxim. ｵｵﾊﾞﾐﾈｶｴﾃﾞ

  var. macrophyllum Nakai
Acer ukurunduense Trautv. et C. A. Mey. ｵｶﾞﾗﾊﾞﾅ

Ilex rugosa Fr. Schm. ﾂﾙﾂｹﾞ

  var. hondoensis Yamazaki
Ilex sugerokii Maxim. ｱｶﾐﾉｲﾇﾂｹﾞ

  var. brevipedunculata (Maxim.) S. Y. Hu
Euonymus macropterus Rupr. ﾋﾛﾊﾂﾘﾊﾞﾅ

Euonymus tricarpus Koidz. ｸﾛﾂﾘﾊﾞﾅ

Viola biflora L. ｷﾊﾞﾅﾉｺﾏﾉﾂﾒ

Viola blandaeformis Nakai ｳｽﾊﾞｽﾐﾚ

Viola brevistipulata (Franch. et Savat.) W. Becker ｵｵﾊﾞｷｽﾐﾚ

Viola brevistipulata (Franch. et Savat.) W. Becker ﾐﾔﾏｷｽﾐﾚ

  var. acuminata Nakai
Viola verecunda A. Gray ﾐﾔﾏﾂﾎﾞｽﾐﾚ

  var. fibrillosa (W. Becker) Ohwi
Circaea alpina L. ﾐﾔﾏﾀﾆﾀﾃﾞ

Epilobium amurense Hausskn. ｹｺﾞﾝｱｶﾊﾞﾅ

Epilobium dielsii Lév. ｱｼﾎﾞｿｱｶﾊﾞﾅ

Epilobium fauriei Lév. ﾋﾒｱｶﾊﾞﾅ

Epilobium shiroumense Matsum. et Nakai ｼﾛｳﾏｱｶﾊﾞﾅ

Cornus canadensis L. ｺﾞｾﾞﾝﾀﾁﾊﾞﾅ

Cornus controversa Hemsl. ex Prain ﾀｶﾈﾐｽﾞｷ

  var. alpina Wangerin
Oplopanax japonicus (Nakai) Nakai ﾊﾘﾌﾞｷ

Angelica acutiloba (Sied. et Zucc.) Kitagawa ﾐﾔﾏﾄｳｷ

  ssp. iwatensis (Kitagawa) Kitagawa
Angelica edulis Miyabe ex Yabe ｱﾏﾆｭｳ

Angelica pubescens Maxim. ﾐﾔﾏｼｼｳﾄﾞ

  var. matsumurae (Yabe) Ohwi
Conioselinum filicinum (Wolff) Hara ﾐﾔﾏｾﾝｷｭｳ

Heracleum dulce Fisch. ｵｵﾊﾅｳﾄﾞ

Peucedanum multivittatum Maxim. ﾊｸｻﾝﾎﾞｳﾌｳ

Pleurospermum camtschaticum Hoffm. ｵｵｶｻﾓﾁ

Pternopetalum tanakae (Franch. et Savat.) Hand.-Mazz. ｲﾜｾﾝﾄｳｿｳ

Tilingia ajanensis Regel ｼﾗﾈﾆﾝｼﾞﾝ

Tilingia holopetala (Maxim.) Kitag. ｲﾌﾞｷｾﾞﾘﾓﾄﾞｷ

Tilingia tachiroi (Franch. et Savat.) Kitagawa ﾐﾔﾏｳｲｷｮｳ

SYMPETALAE　　　合弁花類

Schizocodon soldanelloides Siebold et Zucc. f. alpinus Maxim. ｺｲﾜｶｶﾞﾐ
Arcterica nana (Maxim.) Makino ｺﾒﾊﾞﾂｶﾞｻﾞｸﾗ
Cladothamnus bracteatus (Maxim.) Yamazaki ﾐﾔﾏﾎﾂﾂｼﾞ
Enkianthus campanulatus (Miq.) Nicholson ｻﾗｻﾄﾞｳﾀﾞﾝ
Eubotryoides grayana Hara ｳﾗｼﾞﾛﾊﾅﾋﾘﾉｷ
  var. glaucina Hara
Gaultheria adenothrix Maxim. ｱｶﾓﾉ
Gaultheria miqueliana Takeda ｼﾗﾀﾏﾉｷ
Leucothoe grayana Maxim. ﾋﾒﾊﾅﾋﾘﾉｷ
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　　　　学　　　　　名 　和　　名
  var. parvifolia (H.Hara) Ohwi
Menziesia multiflora Maxim. ｳﾗｼﾞﾛﾖｳﾗｸ
Menziesia pentandra Maxim. ｺﾖｳﾗｸ
Phyllodoce aleutica (Spreng.) A. Heller ｱｵﾉﾂｶﾞｻﾞｸﾗ
Phyllodoce nipponica Makino ﾂｶﾞｻﾞｸﾗ
Rhododendron albrechtii Maxim. ﾑﾗｻｷﾔｼｵ
Rhododendron brachycarpum D. Don ﾊｸｻﾝｼｬｸﾅｹﾞ
Rhododendron trinerve Franch.ex H.Boiss. ｵｵｺﾒﾂﾂｼﾞ
Vaccinium hirtum Thunb. ｳｽﾉｷ
Vaccinium ovalifolium J. E. Smith ｸﾛｳｽｺﾞ
Vaccinium smallii A. Gray ｵｵﾊﾞｽﾉｷ
  var. smallii
Vaccinium uliginosum L. ｸﾛﾏﾒﾉｷ
Vaccinium vitis-idaea L. ｺｹﾓﾓ
Empetrum nigrum L. ｶﾞﾝｺｳﾗﾝ
  var. japonicum K. Koch
Trientalis europaea L. ﾂﾏﾄﾘｿｳ
Gentiana makinoi Kusnez. ｵﾔﾏﾘﾝﾄﾞｳ
Gentiana nipponica Maxim. ﾐﾔﾏﾘﾝﾄﾞｳ
Halenia corniculata (L.) Cornaz. ﾊﾅｲｶﾘ
Fauria crista-galli (Menz.) Makino ｲﾜｲﾁｮｳ
Galium kamtschaticum Steller ex Roem. et Schult. ｴｿﾞﾉﾖﾂﾊﾞﾑｸﾞﾗ
  var. kamtschaticum
Galium kamtschaticum Steller ex Roem. et Schult. ｵｵﾊﾞﾉﾖﾂﾊﾞﾑｸﾞﾗ
  var. acutifolium Hara
Nepeta subsessilis Maxim. ﾐｿｶﾞﾜｿｳ
Prunella prunelliformis (Maxim.) Makino ﾀﾃﾔﾏｳﾂﾎﾞｸﾞｻ
Euphrasia insignis Wettst. ﾐﾔﾏｺｺﾞﾒｸﾞｻ
Euphrasia insignis Wettst. ﾄｶﾞｸｼｺｺﾞﾒｸﾞｻ
  var. togakushiensis (Y. Kimura) Y. Kimura
Mimulus sessilifolius Maxim. ｵｵﾊﾞﾐｿﾞﾎｵｽﾞｷ
Pedicularis chamissonis Steven ﾖﾂﾊﾞｼｵｶﾞﾏ
  var. japonica Maxim.
Pedicularis yezoensis Maxim. ｴｿﾞｼｵｶﾞﾏ
Pseudolysimachion schmidtianum (Regel) Yamazaki ﾐﾔﾏｸﾜｶﾞﾀ
  ssp. senanense (Maxim.) Yamazaki
Veronica nipponica Makino ﾋﾒｸﾜｶﾞﾀ
Veronicastrum japonicum (Refin.) Yamazaki ｸｶﾞｲｿｳ
Plantago hakusanensis Koidz. ﾊｸｻﾝｵｵﾊﾞｺ
Lonicera tschonoskii Maxim. ｵｵﾋｮｳﾀﾝﾎﾞｸ
Viburnum urceolatum Sieb. et Zucc. ﾐﾔﾏｼｸﾞﾚ
  var. procumbens Nakai
Patrinia triloba (Miq.) Miq. ﾊｸｻﾝｵﾐﾅｴｼ
  var. triloba
Scabiosa japonica Miq. ﾀｶﾈﾏﾂﾑｼｿｳ
  var. alpina Takeda
Adenophora nikoensis Franch. et Savat. ﾋﾒｼｬｼﾞﾝ
Adenophora nikoensis Franch. et Savat. ﾐﾔﾏｼｬｼﾞﾝ
  var. stenophylla (Kitam.) Ohwi
Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. ﾊｸｻﾝｼｬｼﾞﾝ
  var. hakusanensis (Nakai) Kitamura
Campanula lasiocarpa Cham. ｲﾜｷﾞｷｮｳ
Peracarpa carnosa (Wall.) Hook. fil. et Thomson ﾀﾆｷﾞｷｮｳ
  var. circaeoides (Fr. Schm.) Makino
Arnica mallotopus (Franch. et Savat.) Makino ﾁｮｳｼﾞｷﾞｸ
Arnica unalascensis Less. ｳｻｷﾞｷﾞｸ
  var. tschonoskyi (Iljin) Kitam. et Hara
Artemisia monophylla Kitam. ﾋﾄﾂﾊﾞﾖﾓｷﾞ
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　　　　学　　　　　名 　和　　名
Artemisia pedunculosa Miq. ﾐﾔﾏｵﾄｺﾖﾓｷﾞ
Artemisia sinanensis Yabe ﾀｶﾈﾖﾓｷﾞ
Artemisia unalaskensis Rydb. ﾁｼﾏﾖﾓｷﾞ
Cacalia adenostyloides (Franch. et Savat.) Matsum. ｶﾆｺｳﾓﾘ
Cacalia hastata L. ｵｵﾊﾞｺｳﾓﾘ
  var. ramosa (Maxim) Kitam.
Cirsium babanum Koidz. ﾀﾃﾔﾏｱｻﾞﾐ
  var. otayae (Kitam.) Kitam.
Cirsium norikurense Nakai ﾕｷｱｻﾞﾐ
Eupatorium chinense L. ﾖﾂﾊﾞﾋﾖﾄﾞﾘ
  var. sachalinense (Fr. Schm.) Kitam.
Hieracium japonicum Franch. et Savat. ﾐﾔﾏｺｳｿﾞﾘﾅ
Ixeris dentata (Thunb.) Nakai ﾀｶﾈﾆｶﾞﾅ
  var. alpicola (Takeda) Ohwi
Ixeris dentata (Thunb.) Nakai ｸﾓﾏﾆｶﾞﾅ
  var. kimurana (Kitam.) Ohwi
Ixeris stolonifera A.Gray ﾐﾔﾏｲﾜﾆｶﾞﾅ
  var. capillaris (Nakai) T.Shimizu
Leontopodium japonicum Miq. ｳｽﾕｷｿｳ
Ligularia  dentata (A. Gray) Hara ﾏﾙﾊﾞﾀﾞｹﾌﾞｷ
Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz. ｵﾀｶﾗｺｳ
Picris hieracioides L. subsp. kamtschatica (Ledeb.) Hultén ﾀｶﾈｺｳｿﾞﾘﾅ(ｶﾝﾁｺｳｿﾞﾘﾅ)
Saussurea nikoensis Franch. et Savat. ｸﾛﾄｳﾋﾚﾝ
  var. sessiliflora (Koidz.) Kitam.
Saussurea sagitta Franch. ﾔﾊｽﾞﾄｳﾋﾚﾝ
Senecio nemorensis L. ｷｵﾝ
Solidago virgaurea L. ﾐﾔﾏｱｷﾉｷﾘﾝｿｳ
  var. leiocarpa (Benth.) Miq.
Taraxacum alpicola Kitam. ﾐﾔﾏﾀﾝﾎﾟﾎﾟ

MONOCOTYLEDONEAE　　　単子葉植物

Aletris foliata (Maxim.) Bureau et Franch. ﾈﾊﾞﾘﾉｷﾞﾗﾝ

Fritillaria camtschatcensis (L.) Ker Gawl. ﾐﾔﾏｸﾛﾕﾘ

  var. keisukei Makino
Hemerocallis dumortieri C.Morren ﾆｯｺｳｷｽｹﾞ

  var. esculenta (Koidz.) Kitam. ex M.Matsuoka et M.Hotta
Lilium medeoloides A. Gray ｸﾙﾏﾕﾘ

Lloydia serotina (L.) Reichenb. ﾁｼﾏｱﾏﾅ

Paris japonica (Franch. et Savat.) Franch. ｷﾇｶﾞｻｿｳ

Paris verticillata M. v. Bieb. ｸﾙﾏﾊﾞﾂｸﾊﾞﾈｿｳ

Smilacina hondoensis Ohwi ﾔﾏﾄﾕｷｻﾞｻ

Smilacina yesoensis Franch. et Savat. ﾋﾛﾊﾉﾕｷｻﾞｻ

Streptopus amplexifolius (L.) DC. ｵｵﾊﾞﾀｹｼﾏﾗﾝ

  var. papillatus Ohwi
Streptopus streptopoides (Ledeb.) Frye et Rigg ﾀｹｼﾏﾗﾝ

  var. japonicus (Maxim.) Fassett
Tofieldia japonica Miq. ｲﾜｼｮｳﾌﾞ

Trillium smallii Maxim. ｴﾝﾚｲｿｳ

Veratrum grandiflorum (Maxim.) Loes. fil. ﾊﾞｲｹｲｿｳ

Veratrum maackii Regel ﾀｶﾈｱｵﾔｷﾞｿｳ

  var. longebracteatum (Takeda) Hara
Veratrum nipponicum Nakai ｺｼｼﾞﾊﾞｲｹｲｿｳ

Veratrum stamineum Maxim. ｺﾊﾞｲｹｲｿｳ

Juncus filiformis L. ｴｿﾞﾎｿｲ

Agrostis clavata Trin. ﾔﾏﾇｶﾎﾞ

Agrostis flaccida Hack. ﾐﾔﾏﾇｶﾎﾞ

Agrostis mertensii Trin. ｺﾐﾔﾏﾇｶﾎﾞ
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　　　　学　　　　　名 　和　　名
Agrostis tateyamensis Tateoka ﾀﾃﾔﾏﾇｶﾎﾞ

Anthoxanthum japonicum (Maxim.) Hack. ﾀｶﾈｺｳﾎﾞｳ

Calamagrostis fauriei Hack. ｼﾛｳﾏﾉｶﾞﾘﾔｽ

  var. intermedia T.Shimizu
Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. ｲﾜﾉｶﾞﾘﾔｽ

Calamagrostis hakonensis Franch. et Savat. ﾋﾒﾉｶﾞﾘﾔｽ

Calamagrostis longiseta Hack. ﾋｹﾞﾉｶﾞﾘﾔｽ

Calamagrostis sachalinensis Fr. Schm. ﾀｶﾈﾉｶﾞﾘﾔｽ

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. ﾋﾛﾊﾉｺﾒｽｽｷ

  var. festucaefolia Honda
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. ｺﾒｽｽｷ

Glyceria alnasteretum Komar. ﾐﾔﾏﾄﾞｼﾞｮｳﾂﾅｷﾞ

Trisetum sibiricum Rupr. ﾁｼﾏｶﾆﾂﾘ

Arisaema amurense Maxim. ssp. robustum (Engler) Ohashi et J. Murata ﾋﾛﾊﾃﾝﾅﾝｼｮｳ
Arisaema ishizuchiense Murata subsp. brevicollum (H.Ohashi et J.Murata) Seriz. ﾊﾘﾉｷﾃﾝﾅﾝｼｮｳ

  var. alpicola Seriz.
Carex albata Boott ﾐﾉﾎﾞﾛｽｹﾞ

Carex aphyllopus Kükenth. ﾀﾃﾔﾏｽｹﾞ

Carex blepharicarpa Franch. ﾀｶﾈｼｮｳｼﾞｮｳｽｹﾞ

  var. dueensis (Meinsh.) Akiyama
Carex hakkodensis Franch. ｲﾄｷﾝｽｹﾞ

Carex hakonensis Franch. et Savat. ｺﾊﾘｽｹﾞ

Carex multifolia Ohwi var. globosa Ohwi ﾏﾙﾐﾉﾐﾔﾏｶﾝｽｹﾞ

Carex oxyandra (Franch. et Savat.) Kudo ﾋﾒｽｹﾞ

Carex parciflora Boott ﾅｶﾞﾎﾞﾉｺｼﾞｭｽﾞｽｹﾞ

  var. vaniotii (Lév.) Ohwi
Carex pyrenaica Wahlenb. ｷﾝｽｹﾞ

Carex sachalinensis Fr. Schm. ｷｲﾄｽｹﾞ

  var. fulva  (Ohwi) Ohwi
Carex semihyalofructa Tak.Shimizu ﾕｷｸﾞﾆﾊﾘｽｹﾞ

Carex stenantha Franch. et Savat. ｲﾜｽｹﾞ

Scirpus hondoensis Ohwi ﾐﾔﾏﾎﾀﾙｲ
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（２）舳倉島・七ツ島の植物個体群 

 日本海のはるか沖合に位置する島嶼である舳倉島・七ツ島に分布する自生種から、表5に記載された

植物種の再掲を省略したリストを、「表7 舳倉島・七ツ島の主要な植物リスト（表5記載の植物種を

除く）」として掲げた。種類の配列方法は表6の場合と同様である。 

 表 5に記載した植物種を再掲しないのは、便宜上の措置であって、たとえば舳倉島に分布するエゾツ

ルキンバイ個体群は当然、「舳倉島・七ツ島の絶滅のおそれのある地域個体群」の一つである。 

 なお、種類の配列は、採用した分類系に従っている。 

  

凡例 

 １ 分類系と学名、和名は表5の場合に準じる。 

    ２ 舳倉島・七ツ島の自生植物（種内分類群を含む）。 

 ３ 石川県においては、表5に掲げる植物種のほかに、絶滅のおそれのある植物種（地域個体群）で

ある。 
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表８ 舳倉島・七ツ島の主要な植物リスト（表５記載の植物種を除く）
　　   絶滅のおそれのある地域個体群

　　　　学　　　　　名 　和　　名
PTERIDOPHYTA　　　シダ植物

Equisetum arvense L. ｽｷﾞﾅ

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ﾜﾗﾋﾞ

  var.japonicum (Nakai) A.et S.Love
Cyrtomium falcatum (L.f.) C.Presl ｵﾆﾔﾌﾞｿﾃﾂ

SPERMATOPHYTA　　　種子植物
ANGIOSPERMAE　　　被子植物

DICOTYLEDONEAE　　双子葉植物
CHOLIPETALAE      離弁花類

Salix subfragilis Anderson ﾀﾁﾔﾅｷﾞ

Quercus dentata Thunb. ｶｼﾜ

Celtis sinensis Pers. ｴﾉｷ

  var.japonica (Planch.) Nakai
Morus australis Poir. ﾔﾏｸﾞﾜ

Boehmeria holosericea Blume ｵﾆﾔﾌﾞﾏｵ

Persicaria japonica (Meisn.) Nakai ex Ohki ｼﾛﾊﾞﾅｻｸﾗﾀﾃﾞ

Persicaria senticosa (Meisn.) H.Gross ﾏﾏｺﾉｼﾘﾇｸﾞｲ

Reynoutria japonica Houtt. ｲﾀﾄﾞﾘ

Rumex acetosa L. ｽｲﾊﾞ

Tetragonia tetragonides (Pall.) Kuntze ﾂﾙﾅ

Portulaca oleracea L. ｽﾍﾞﾘﾋﾕ

Dianthus superbus L. ﾋﾛﾊｶﾜﾗﾅﾃﾞｼｺ

  form.latifolius (Nakai) Kitagawa
Achyrathes bidentata Blume ﾋﾅﾀｲﾉｺﾂﾞﾁ

  var.tomentosa (Honda) H.Hara
Machilus thunbergii Siebold.et Zucc. ﾀﾌﾞﾉｷ

Neolitsea sericea (Blume) Koidz. ｼﾛﾀﾞﾓ

Clematis terniflora DC. ｾﾝﾆﾝｿｳ

Tharictrum minus L. ｱｷｶﾗﾏﾂ

  var.hypoleucum (Siebold.et Zucc.) Miq.
Cocculus orbiculatus (L.) DC. ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ

Menispermum dauricum DC. ｺｳﾓﾘｶｽﾞﾗ

Houttuynia cordata Thunb. ﾄﾞｸﾀﾞﾐ

Camellia japonica L. ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ

Eurya japonica Thunb. ﾋｻｶｷ

Hypericum erectum Thunb. ｵﾄｷﾞﾘ

Arabis stelleri DC. ﾊﾏﾊﾀｻﾞｵ

  var.japonica (A.Gray) F.Schmidt
Sedum aizoon L. ｷﾘﾝｿｳ

  var.floribundum Nakai
Sedum japonicum Siebold ex Miq. ﾒﾉﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ

  subsp.japonicum var.japonicum
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton ﾄﾍﾞﾗ

Rosa multiflora Thunb. ﾉｲﾊﾞﾗ

Rubus parvifolius L. ﾅﾜｼﾛｲﾁｺﾞ

Rubus trifidus Thunb. ｶｼﾞｲﾁｺﾞ

Lathyrus japonicus Willd ﾊﾏｴﾝﾄﾞｳ

Pueraria lobata (Willd.) Ohwi ｸｽﾞ

Wisteria floribunda (Willd.) DC. ﾌｼﾞ

Geranium thunbergii Siebold ex Lindl.et Paxton ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺ

Acer mono Maxim. ｴｿﾞｲﾀﾔ
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　　　　学　　　　　名 　和　　名
  var. glabrum (H.Lev.et Vaniot.) H.Hara
Ilex integra Thunb. ﾓﾁﾉｷ

Euonymus japonicus Thunb. ﾏｻｷ

Ampelopsis glandulosa (Wall.) Momiyama ﾉﾌﾞﾄﾞｳ

  var.heterophylla (Thunb.) Momiy. 
Vitis ficifolia Bunge ｴﾋﾞﾂﾞﾙ

  var.lobata(Regel)Nakai
Elaeagnus umbellata Thunb. ｱｷｸﾞﾐ

Trichosanthes kirilowii Maxim. ｷｶﾗｽｳﾘ

  var.japonica (Miq.) Kitam.
Fatsia japonica (Thunb.) Decne.et Planch. ﾔﾂﾃﾞ

Heracleum dulce Fisch. ｵｵﾊﾅｳﾄﾞ

Hydrocotyle maritime Honda ﾉﾁﾄﾞﾒ

Oenanthe javanica (Blume) DC. ｾﾘ

Torilis scabra (Thunb.) DC. ｵﾔﾌﾞｼﾞﾗﾐ

SYMPETALAE　　　合弁花類

Ardisia japonica (Thunb.) Blume ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ

Lysimachia mauritiana Lam. ﾊﾏﾎﾞｯｽ

Metaplexis japonica (Thunb.) Makino ｶﾞｶﾞｲﾓ

Galium spurium L.  ﾔｴﾑｸﾞﾗ

  var.echinospermon (Wallr.) Hayek
Calystegia soldanella (L.) R.Br.   ﾊﾏﾋﾙｶﾞｵ

Cuscuta japonica Choisy ﾈﾅｼｶｽﾞﾗ

Vitex rotundifolia L.f. ﾊﾏｺﾞｳ

Glechoma hederacea L. ｶｷﾄﾞｵｼ

  var.grandis (A.Gray) Kudo
Lamium barbatum Siebold et Zucc. ｵﾄﾞﾘｺｿ

Lycopus lucidus Turcz.ex Benth. ｼﾛﾈ

Mentha arvensis L. ﾊｯｶ

  var.piperascens Malinv.ex Holmes
Scutellaria strigillosa Hemsl. ﾅﾐｷｿｳ

Solanum nigrum L.   ｲﾇﾎｵｽﾞｷ

Plantago camtschatica Cham.ex Link ｴｿﾞｵｵﾊﾞｺ

Lonicera japonica Thunb. ｽｲｶｽﾞﾗ

Campanula punctata Lam. ﾔﾏﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ

  var.hondoensis (Kitam.) Ohwi
Artemisia Montana (Nakai) Pam. ｵｵﾖﾓｷﾞ

Aster ageratoides Turcz. ﾉｺﾝｷﾞｸ

  subsp.ovatus (Franch.et Sav.) Kitam.
Cirsium japonicum Fisch.ex DC.        ﾉｱｻﾞﾐ

Eupatorium makinoi T.Kawahara et Yahara ﾋﾖﾄﾞﾘﾊﾞﾅ

Farfugium japonicum (L.) Kitam. ﾂﾜﾌﾞｷ

Ixeris debilis (Thunb.) A.Gray  ｵｵｼﾞｼﾊﾞﾘ

Kalimeris yomena Kitam. ﾖﾒﾅ

Petasites japonicus (Siebold.et Zucc.) Maxim. ﾌｷ

Picris hieracioides L. ｺｳｿﾞﾘﾅ

  var.glabrescens (Regel) Ohwi
Solidago virgaurea L.  ｱｷﾉｷﾘﾝｿｳ

  subsp.asiatica (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara
Sonchus brachyotus DC. ﾊﾁｼﾞｮｳﾅ
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　　　　学　　　　　名 　和　　名
MONOCOTYLEDONEAE　　　単子葉植物

Allium grayi Regel ﾉﾋﾞﾙ

Allium schoenoprasum L. ｱｻﾂｷ

  var.foliosum Regel
Asparagus schoberioides Kunth ｷｼﾞｶｸｼ

Hemerocallis fulva L. ﾔﾌﾞｶﾝｿﾞｳ

  var.kwanso Regel
Lilium lancifolium Thunb. ｵﾆﾕﾘ

Lilium leichtlinii Hook.f.  ｺｵﾆﾕﾘ

  var.tigrinum (Regel) G.Nicholson
Liriope muscari (Decne) L.H.Bailey ﾔﾌﾞﾗﾝ

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce ﾔﾏｱﾏﾄﾞｺﾛ

  var.thunbergii (C.Morren et Decne) H.Hara
Smilax riparia A.DC. ｼｵﾃﾞ

  var.ussuriensis (Regel) H.Hara et T.Koyama
Juncus effusus L. ｲ

  var.decipiens Buchenau
Juncus gracillimus (Buchenau) V.I.Krecz.et Gontsch.  ﾄﾞﾛｲ

Luzula capitata (Miq.) Miq.ex Kom. ｽｽﾞﾒﾉﾔﾘ

Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino ｺﾌﾞﾅｸﾞｻ

Bromus pauciflorus (Thunb.) Hack. ｷﾂﾈｶﾞﾔ

Calamagrostis epigeios (L.) Roth ﾔﾏｱﾜ

Cleistogenes hackelii (Honda) Honda ﾁｮｳｾﾝｶﾞﾘﾔｽ

Digitaria cilialis (Retz.) Koeler ﾒﾋｼﾊﾞ

Elymus mollis Trin. ex Spreng. ﾃﾝｷｸﾞｻ

Imperata cylindrical (L.) Raeusch. ｹﾅｼﾁｶﾞﾔ

  var.cylindrica
Miscanthus condensatus Hack. ﾊﾁｼﾞｮｳｽｽｷ

Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. ｵｷﾞ

Pleioblastus simonii (Carriere) Nakai ﾒﾀﾞｹ

Sasa palmate (Lat.-Marl.ex Burb.) E.G.Camus ﾁﾏｷｻﾞｻ

Setaria viridis (L.) P.Beauv. ﾊﾏｴﾉｺﾛ

  var.pachystachys (Franch.et Sav.) Makino et Nemoto
Trisetum bifidum (Thunb.) Ohwi ｶﾆﾂﾘｸﾞｻ

Arisaema thunbergii Blume ｳﾗｼﾏｿｳ

  subsp.urashima (H.Hara) H.Ohashi et J.Murata
Bolboschoenus koshevnikovii (Litv.) A.E.Kozhevn. ｴｿﾞｳｷﾔｶﾞﾗ 

Carex dimorpholepis Steud. ｱｾﾞﾅﾙｺ

Carex gibba Wahlenb. ﾏｽｸｻ

Carex transversa Boott ﾔﾜﾗｽｹﾞ
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保護を要する植物群落



 

３ 保護を要する植物群落 
（１）概説 

 「保護を要する植物群落」は、前回の調査（レッドデータブック2000）と同じ群落を対象とした。

その群落名と類別は表8に掲げる通りである。これは石川県内に保護を要する群落がそれ以外に存在し

ないという意味ではない。事実、予備調査の段階では、調査員から数十の具体的群落の提案があったが、

今回の調査（レッドデータブック2010）では、ほぼ10年間の経過のなかで、群落がどのように変化す

るかを確めることを目的とすることとした。したがって、調査対象とした群落は、前回と同様の、単一

群落96、群落複合13、個体群17、合計126群落である。掲載の順序は、特定植物群落の対照番号によ

るものとし、対象番号のないものについては、その後ろに掲載した。 

 それらに関する保護管理状態の統計は表9の通りであった。また、それらに対する対策の緊急性に関

する統計は表10に掲げた。（  ）内の数字は、前回調査の数字である。今回の調査結果との比較の

ために、これを掲げた。 

 なお、前回のレッドデータブック2000では、表9、表10とも、「構成比」の算出の仕方に誤まりが

あったので、ここに訂正して正しい数字を掲げておく。 

 個別群落ごとの説明は、カテゴリー別に単一群落、個体群、群落複合の順序で配列してある。各カテ

ゴリーの内部においては、群落コードの順序に従って配列した。 

 

（２）凡例 

 

凡例３ （群落の記述様式） 

 

保護を要する群落の記載様式は前回（レッドデータブック2000）の例により、下記の通りとした。

なお、石川県では石川県植物誌編纂委員会.1997．をはじめ、植物群落についての資料が比較的整備さ

れているのでそれらとの整合性について配慮した。 

 

名称：特定植物群落の場合には件名をそのまま付した。件名は次の文書に準拠した。 

① 環境庁（編）．1981．日本の重要な植物群落の分布（全国版）． 

② 環境庁（編）．1988．日本の重要な植物群落Ⅱ（北陸版）． 

③ 1999年度に完了した第5回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査（石川県）報告書の特定植

物群落調査票（追加調査）」に記載された件名． 

 また、特定群落でない群落については、このレッドデータブック作成のために設けた件名を付した。 

 なお、個体群などで生育地を秘匿する必要がある場合には、「   のサクライソウ」が件名である

が、同種の個体群などが複数ある場合の区別が困難であるから、前記①の例により、石川県の都道府県

コード17と各群落の対照番号を組み合わせたコードを付記した（この場合は「   のサクライソウ

（17-100）」）。 

相観による群落名：原則として、石川県植生誌編纂委員会．1997．石川県植生誌．の群落目次（2）に 

よる名称と該当する英語名（下記の①に同じ）を援用した。石川県植生誌に記載のないものについては、 

次の方法によった。 

① 群落（全層群落）については「優占種の和名＋群落」とする。併記する英語名は「優占種の学名

＋community」と記した。 

② 個体群については「対象となる植物種の和名＋群落」とする。併記する英語名は「対象とする種

の学名＋community」と記した。 

③ 群落複合については、わが国における保護上重要な植物種および植物群落研究委員会植物群落分

科会（編著）．1996．が採用した群落復合の名称（日本語）を援用し、併記する英語名も同様と

する。ただし、もし、該当する名称が見つからない場合には、その群落複合を構成する群落複合

または単一群落のうち、「代表する群落または群落複合の名称」に「ほか」を付加するものとし、
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併記する英語名についても同様に扱い、「ほか」に代えて、数学記号「＋」を付すものとした。 

種組成による群落名：原則として、石川県植生誌編纂委員会（1997）の群落目次（1）による名称（日 

本語名）ならびに併記する植物社会学上の名称、またはドイツ語名は同書本文の当該群落の記載から援 

用した。石川県植物誌に記載のないものについては、つぎの方法によった。 

① 群落については、国際植物社会学命名規約の定めるところにより命名された名称およびその日 

本語名を記載。 

② 個体群については、その個体群が構成に加わる植物群落（全層群落）について①と同様に扱った。 

③ 群落複合については、各構成群落を包括するより上位の階級の、群落単位の名称とその日本語名

を記載。ただし、それが適当でない場合には、構成群落の代表的な群落単位の名称をあげて、数

学記号「＋」を付加した。この場合、日本語の名称は、代表となった群落の日本語名に「ほか」

を付加した。 

類別：対象群落を単一群落、群落複合、個体群のいずれかに区別した。 

① 単一群落はまとまりのある具体的な全層群落で、植物社会学命名規約上のいずれかの植生単位に

分類できるものである。 

② 群落複合はなんらかの内在的な関係によって空間的に結合した複数の単一群落の複合体である。

この内在的な関係の中核となるものは遷移による関係で、いわゆる群落遷移的空間結合を形成し、

群落環によって相互に移行しあう関係にある。しかし、環境要素の傾度にもとづく単純な植生配

置、いわゆる植生帯状配置のような場合も含める。わが国における保護上重要な植物種および植

物群落研究委員会植物群落分科会（1996）にあげられた群落複合以外の群落複合も取り上げる。 

③ 個体群：特定の具体的な全層群落のある階層を占める特定の種の個体群を指す。その階層の優占

種であることを要しない。 

選定理由：主として特定群落の選定理由に準拠した。しかし、それ以外のもので重要なものもあるので、 

それぞれ、具体的に記述した。 

保護管理：わが国における保護上重要な植物種および植物群落研究委員会植物群落分科会（1996）に準 

拠し、現地調査の結果にもとづき、下記のとおり、①保護管理状態と②保護対策の緊急性を記した。 

① 保護管理状態は次の5段階で評価した。 

１ 壊滅   群落が壊滅状態にある 

２ 劣悪   保護状態は悪い 

３ 不良   保護状態は良くないが、一部良いところもある 

４ やや良  良く保護されているが、一部良くないところがある 

５ 良好   良く保護されている 

② 新たに必要な対策の緊急性については次の4段階で評価した。 

４ 緊急に対策必要   緊急に対策を講じなければ群落が壊滅する 

３ 対策必要      対策を講じなければ群落の状態が除々に悪化する 

２ 破壊の危惧     現在は保護対策が功を奏しているが、将来は破壊の危険が大きい 

１ 要注意       当面、新たな保護対策は必要ない（監視必要） 

 あわせて、おもな危険性と保護対策上の留意点を具体的に指摘した。 

特記事項：国立公園などの法的制度、行政的規制の適用について記述した。特に、特定植物群落につい 

ては対照番号を記載した。また、その他の事項で重要なものを記載した。 

 

なお、該当群落の群落測定資料である植生調査票は、刊行により公表された下記の文献に掲載されて

いる。なお、今回の調査にあたっては原則として当該群落について群落測定をおこなった。 

1）石川県植生誌編纂委員会．1997．石川県植生誌． 

2）環境庁（編）.1988．日本の重要な植物群落Ⅱ 北陸版、（Ⅱ＝石川県）． 

3）環境庁（編）.1988．特定植物群落調査報告書 生育状況調査（石川県）． 

4）環境庁（編）.1988．第３回自然環境保全基礎調査 植生調査報告書（石川県）． 

5）環境庁（編）.1979．日本の重要な植物群落 北陸版、（Ⅱ＝石川県） 
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6）石川県（編）.1995．白山地域植生図説明書． 

7）石川県環境部.1986．舳倉島・七ツ島の植生． 

 なお、現在、下記の文献が準備中である。 

 舳倉島・七ツ島自然環境調査団．－．舳倉島．七ツ島の自然環境．（「舳倉島・七ツ島の植生」の記

述部分） 
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表９ 保護を要する植物群落総括表（石川県植物群落レッドリスト 2010） 
群落コード 件　　　　　名 種　別 群落コード 件　　　　　名 種　別

0101  須須神社奥宮のアカガシ林 単一群落 0107  鹿島明神社の森林 単一群落

0101  天日陰比咩神社アカガシ林 単一群落 0108  赤瀬白山神社のツクバネガシ林 単一群落

0101  甲斐崎神社のアカガシ林 単一群落 0302  白山蛇谷のクロベ－ヒメコマツ林 単一群落

0101  刈安笠野神社アカガシ林 単一群落 0303  犀川源流地域のクロベ－ヒメコマツ林 単一群落

0104  杉平諏訪神社ウラジロガシ林 単一群落 0304  大泊八幡神社クロマツ林 単一群落

0104  医王山神社のウラジロガシ林 単一群落 0307  打呂のヒノキアスナロ林 単一群落

0104  樫見八幡神社ウラジロガシ林 単一群落 0307  白滝のヒノキアスナロ林 単一群落

0104  金剣宮のウラジロガシ林 単一群落 0308  大峯神社のモミ林 単一群落

0104  宮竹日吉神社のウラジロガシ林 単一群落 0308  七海白山神社のモミ林 単一群落

0106  笹波八幡神社スダジイ林 単一群落 0308  赤蔵神社のカゴノキを含むモミ林 単一群落

0106  須須神社のスダジイ林 単一群落 0308  錦城山モミ林 単一群落

0106  越坂日吉神社のスダジイ林 単一群落 0405  柳田白山神社のイヌシデ林 単一群落

0106  沖波諏訪神社のスダジイ林 単一群落 0409  押水町今浜カシワ林 単一群落

0106  加夫刀比古神社のスダジイ林 単一群落 0414  猿山のシナノキ－エゾイタヤ林 単一群落

0106  滝神社のスダジイ林 単一群落 0414  藤懸神社のケヤキ林 単一群落

0106  出雲神社のスダジイ林 単一群落 0414  鹿頭八幡神社のタブ－ケヤキ林 単一群落

0106  末吉日吉神社スダジイ林 単一群落 0414  佐野神社のケヤキ林 単一群落

0106  高爪神社のシイ－タブ林 単一群落 0416  チブリ尾根のサワグルミ林 単一群落

0106  神代神社のスダジイ林 単一群落 0424  宝立山のブナ林 単一群落

0106  酒井日吉神社のスダジイ林 単一群落 0424  黒峰のブナ林 単一群落

0106  気多神社のシイ－タブ林 単一群落 0424  石動山のブナ林 単一群落

0106  余地八幡神社のスダジイ林 単一群落 0424  御山神社のイヌシデ、ブナ林 単一群落

0106  多田八幡神社のスダジイ林 単一群落 0424  菊水のブナ林 単一群落

0106  波自加弥神社のスダジイ林 単一群落 0424  大杉谷国有林のブナ林 単一群落

0106  観音下のシイ－カシ林 単一群落 0424  チブリ尾根のブナ林 単一群落

0106  津波倉神社のスダジイ林 単一群落 0424  丸石谷のスギを含むブナ林 単一群落

0106  出水神社のスダジイ林 単一群落 0424  鈴ヶ岳のブナ林 単一群落

0106  幡生神社のスダジイ林 単一群落 0701  花坂のサクラバハンノキ林 単一群落

0106  馬場住吉神社のスダジイ林 単一群落 0901  白山のオオシラビソ林 単一群落

0106  滝ヶ原八幡神社のスダジイ林 単一群落 1101  水越島と大島のアカメガシワ林 単一群落

0106  横北白山神社のスダジイ林 単一群落 1105  浜佐美のセンダン群落 単一群落

0106  長谷田白山神社のスダジイ林 単一群落 1402  須田のハイネズ 単一群落

0106  上原白山神社のスダジイ林 単一群落 1403  塩屋－片野のハマゴウ群落 単一群落

0107  徳保八幡神社のタブ林 単一群落 1404  七尾北湾、大島のハマナス群落 単一群落

0107  片姫神社のタブ林 単一群落 1404  竹松砂丘のハマナス群落 単一群落

0107  高倉彦神社のシイ－タブ林 単一群落 1605  犀川源流地域のダケカンバ林 単一群落

0107  輪島前神社のタブ林 単一群落 1607  白山のハイマツ低木林 単一群落

0107  櫟原北代比古神社のタブ林 単一群落 2006  南竜ヶ馬場の湿地植生 単一群落

0107  南志見住吉神社のタブ林 単一群落 2007  南竜ヶ馬場のハクサンコザクラ群落 単一群落

0107  関野鼻の千本椿 単一群落 2301  　　のヤチカワズスゲ湿原 単一群落

0107  菅原神社のタブ林 単一群落 2726  片野海岸のノハナショウブ群落 単一群落

0107  唐島のタブ林 単一群落 3104  舳倉島のエゾツルキンバイ群落 単一群落

0107  椎葉円比咩神社のタブ林 単一群落 3309  大島のハマウド群落 単一群落

0107  大野湊神社のタブ－ケヤキ林 単一群落 3402  舳倉島のヒゲスゲ群落 単一群落

0107  犬ノ沢八幡神社タブ林 単一群落 3604  下黒川のミズバショウ 単一群落 
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表１０ 保護管理状態 

１０－１　実数 (件数)
1 2 3 4 5

壊滅 劣悪 不良 やや良 良好

3 6 16 50 21 96
(2) (5) (13) (50) (26) (96)
1 2 1 7 6 17

(1) (2) (2) (6) (6) (17)
1 1 4 5 2 13

(1) (1) (5) (4) (2) (13)
5 9 21 62 29 126

(4) (8) (20) (60) (34) (126)

１０－２　構成比 (％表示)
1 2 3 4 5

壊滅 劣悪 不良 やや良 良好

3.1 6.3 16.7 52.1 21.9 100.0
(2.1) (5.2) (13.5) (52.1) (27.1) (100.0)
5.9 11.8 5.9 41.2 35.3 100.0
(5.9) (11.8) (11.8) (35.3) (35.3) (100.0)
7.7 7.7 30.8 38.5 15.4 100.0
(7.7) (7.7) (38.5) (30.8) (15.4) (100.0)
4.0 7.1 16.7 49.2 23.0 100.0
(3.2) (6.3) (15.9) (47.6) (27.0) (100.0)

計

計

計

単一群落

個体群

群落複合

単一群落

個体群

群落複合

計

 

    ( )はレッドデータブック2000の数字 

 

表１１ 新たな対策の緊急性 

１１－１　実数 (件数)
4 3 2 1

緊急に対策必要 対策必要 破壊の危惧 要注意

単一群落
5

（1）
22

（16）
22

（24）
47

（55）
96

（96）

個体群
3

（1）
3

（4）
8

（8）
3

（4）
17

（17）

群落複合
3

（5）
5

（3）
0

（2）
5

（3）
13

（13）

計
11

（7）
30

（23）
30

（34）
55

（62）
126

（126）

１１－２　構成比 (％表示)
4 3 2 1

緊急に対策必要 対策必要 破壊の危惧 要注意

単一群落
5.2

（1.0）
22.9

（16.7）
22.9

（25.0）
49.0

（57.3）
100.0

(100.0)

個体群
17.6

（5.9）
17.6

（23.5）
47.1

（47.1）
17.6

（23.5）
100.0

(100.0)

群落複合
23.1

（38.5）
38.5

（23.1）
0.0

（15.4）
38.5

（23.1）
100.0

(100.0)

計
8.7

（5.6）
23.8

（18.3）
23.8

（27.0）
43.7

（49.2）
100.0

(100.0)

註　詳細は本文参照
( )はレッドデータブック2000の数字

計

計

 

 

群落コード 件　　　　　名 種　別

3604  大倉岳のミズバショウ 単一群落

3604  大嵐谷のミズバショウ 単一群落

3604  根蔵谷のミズバショウ 単一群落

3604  横谷のミズバショウ 単一群落

3604  取立平のミズバショウ 単一群落

4502  安宅住吉神社のクロマツ林 単一群落

単　一　群　落　小　計 96

0304  松島、さざえ島のイワタイゲキ 個体群

0304  岩倉山マルバマンサク群落 個体群

0427 　 　のサクライソウ 個体群

0431  打呂のヨコグラノキ 個体群

0701  池崎のサクラバハンノキ 個体群

1306  赤瀬町のヒュウガミズキ林 個体群

2209  舳倉島のアカネムグラ 個体群

2602 　 　のムシトリスミレ 個体群

2714 　 　のサギソウ群落 個体群

2733  日尾池群のミツガシワ 個体群

2735  医王山大池のムジナスゲ 個体群

3503 　 　のイワギク 個体群

35xx 　 　のセッコク自生地 個体群

3606 　 　のエチゼンダイモンジソウ 個体群

3813 　 　のフジバカマ群落 個体群

4502  鉢ケ崎のハマドクサ 個体群

4502  柴垣のハマオミナエシ 個体群

個　体　群　小　計 17

03  犀川源流地域のブナ林 群落複合

03  目附谷の自然植生 群落複合

03  千丈平、清水谷のブナ林 群落複合

05  白山山頂部の風衝地植生 群落複合

11  眉丈山の湿地植生 群落複合

11  堀松・矢蔵谷・大津の湿地植生 群落複合

20  増穂ヶ浦の海浜群落 群落複合

21+  海士岬の海浜植生 群落複合

21  上野の塩湿地植生 群落複合

31+  シャク崎の海浜植生 群落複合

32  飯田湾の海草群落 群落複合

32  九十九湾口の海草群落 群落複合

32  七尾湾の海草群落 群落複合

群　落　複　合　小　計 13

群　落　総　計　：　126
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須須神社奥宮のアカガシ林
相観による群落名

種組成による群落名

アカガシ群落
Quercus acuta community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castnopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952　

単一群落（群落コード：０１０１）類　　別

珠洲市狼煙町（メッシュコード：５６３７-２２-１６）位　　置

アカガシ林は日本海側では新潟県が北限であるが、石川県では樹林を形成している箇所は少ない。本

群落はその一つであり、県内で最も北に位置し、分布からも重要かつ貴重である。
選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　周辺林域の伐採、植林は極力控え、山

伏山全体の植生として管理維持することが望ましい。
保護管理

石川県指定天然記念物、能登半島国定公園第２種特別地域、航行目標保安林、特定植物群落（対照

番号：５）
特記事項

天日陰比咩神社アカガシ林
相観による群落名

種組成による群落名

アカガシ群落
Quercus acuta community

ヤブコウジ－スダジイ群集 
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０１）類　　別

鹿島郡中能登町二の宮（メッシュコ－ド：５５３６-３７-６４-２）位　　置

面積約０.５ヘクタ－ルとやや広い範囲にアカガシが優占し、ヤブコウジ－スダジイ群集のアカガシ亜群

集に識別される自然度の高い社叢林である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　急傾斜の場所なので土砂の流失や

崖崩れの防止、周辺植生（スギ植林）の保護、アカガシの若木の保護育成が望まれる。
保護管理

特定植物群落（対照番号：１０７）特記事項

甲斐崎神社のアカガシ林
相観による群落名

種組成による群落名

アカガシ群落
Quercus acuta community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok.1952

単一群落（群落コード：０１０１）類　　別

河北郡津幡町大熊（メッシュコ－ド：５５３６-０６-４２-４）位　　置

アカガシの巨樹からなる自然度の高い社叢林で、ヤブコウジ－スダジイ群集アカガシ亜群集に分類さ

れ、面積０.３ヘクタールの県内有数のアカガシ林である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　アカガシの老樹はいずれも幹の中心

部が空洞化し、風による倒木が懸念されるのでその防止策が必要である。また、実生が見当たらない

ので林内への若木の補充も必要であろう。

保護管理

石川県指定天然記念物、　特定植物群落（対照番号：４１）特記事項

刈安笠野神社アカガシ林
相観による群落名

種組成による群落名

アカガシ林
Quercus acuta community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０１）類　　別

河北郡津幡町刈安（メッシュコ－ド：５５３６-０６-０３-４）位　　置

１９８４年の調査時は面積０.４ヘクタールのアカガシを優先する自然度の高い社叢林であったが、国道

バイパスの造成、神社の火災（不審火）などによりアカガシ群落の大部分は失われた。 
選定理由

保護管理状態：２　劣悪。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　林域が広いので、アカガシなどの若

木の植樹をし、積極的な復元措置がのぞまれる。
保護管理

特定植物群落（対照番号：１０９）特記事項

－706－



杉平諏訪神社のウラジロガシ林
相観による群落名

種組成による群落名

ウラジロガシ群落
Quercus salicina community

ヒメアオキ－ウラジロガシ群集
Aucubo-Quercetum salicinae Sasaki 1958

単一群落（群落コード：０１０４）類　　別

輪島市杉平町（メッシュコード：５６３６-０７-５３）位　　置

県内でのウラジロガシ林は標高４０～２５０ｍがおおよその植生域であり、本件は低標高のウラジロガシ

林として貴重である。
選定理由

保護管理状態：２　劣悪。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　社を囲む林縁及び後方の広い範囲

が伐採され、タブノキやウラジロガシの一部に枝枯れが生じている。また、斜面下方にはウラジロガシ

の立ち枯れも見られ、隣接する竹林の影響も無視できないものがある。

保護管理

特定植物群落（対照番号：１０５）特記事項

医王山神社のウラジロガシ林
相観による群落名

種組成による群落名

ウラジロガシ群落
Quercus salicina community

ヒメアオキ－ウラジロガシ群集
Aucubo-Quercetum salicinae Sasaki 1958

樫見八幡神社のウラジロガシ林
相観による群落名

種組成による群落名

ウラジロガシ群落
Quercus salicina community

ヒメアオキ－ウラジロガシ群集
Aucubo-Quercetum salicinae Sasaki 1958

金剣宮のウラジロガシ林
相観による群落名

種組成による群落名

ウラジロガシ群落
Quercus salicina community

ヒメアオキ－ウラジロガシ群集
Aucubo-Quercetum salicinae Sasaki 1958

単一群落（群落コード：０１０４）類　　別

金沢市二俣町（メッシュコード：５４３６-６６-６１）位　　置

面積は約０.２ヘクタールであるが、高木層のウラジロガシの被度は大きく、低木層にはヒメアオキが優

占している典型的なヒメアオキ－ウラジロガシ群集で貴重な存在であった。

近年、台風被害とカシノナガキクイムシ Platypus quercivorusの食害によって壊滅的な打撃を受けた。

選定理由

保護管理状態：１　壊滅。　　保護対策の緊急性：４　緊急に対策必要。保護管理

特定植物群落（対照番号：７１）、獅子吼・手取県立自然公園、鶴来町指定天然記念物。特記事項

単一群落（群落コード：０１０４）類　　別

金沢市樫見町（メッシュコード：５４３６-５５-８６）位　　置

県内の数少ないウラジロガシ林の一つである。高木層のウラジロガシの被度は大きく、低木層にはヒメ

アオキが優占している典型的なヒメアオキーウラジロガシ群集で貴重である。
選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　過去・現在とも社叢林として保護され、

人手が殆ど入っていない。
保護管理

特定植物群落（対照番号：１１１）特記事項

単一群落（群落コード：０１０４）類　　別

白山市鶴来日詰（メッシュコード：５４３６-５５-３０）位　　置

かつては社殿背後の急斜面に立地する原生林に近い群落として知られ、手取川沿岸の崖面・傾斜地

の麓に発達する植生を代表する典型的な森林群落と評価されてきたが、近年のカシノナガキクイムシ

の虫害により壊滅状態となっている。

選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

白山国立公園特別保護区・第１種・第３種地区、特定植物群落（対照番号：４３）特記事項
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相観による群落名

種組成による群落名

笹波八幡神社スダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

須須神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

珠洲市三崎町寺家（メッシュコード：５６３７-１２-９７）位　　置

石川県は暖温帯から冷温帯へ移行する地域にあり、その中にあって本群落は分布の最も北に位置し、

重要かつ貴重である。モチノキ亜群集に下位区分されている。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　林縁の一部および林内を通る

道の傍らにツバキ類が植栽されている。こういった行為は控えるとともに、現在植栽されているものにつ

いても、できれば除去することが望ましい。

保護管理

国指定天然記念物、能登半島国定公園第１種特別地域、いしかわの森５０選（４８．須須の森）、特定

植物群落（対照番号：１）
特記事項

越坂日吉神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok.1952

宮竹日吉神社のウラジロガシ林
ウラジロガシ群落
Quercus salicina community

ヒメアオキ－ウラジロガシ群集
Aucubo-Quercetum salicinae Sasaki 1958

単一群落（群落コード：０１０４）類　　別

能美市宮竹町（メッシュコード：５４３６-５４-３７）位　　置

手取川扇状地に近い能美丘陵麓部に位置する社殿周辺の社叢林。ヤブツバキやヒメアオキを低木層

に持つ日本海側のウラジロガシ林の典型である。伐採、植え込みなどにより昔の姿は見られなくなった。
選定理由

保護管理状態：２　劣悪。　　保護対策の緊急性：４　緊急に対策必要。保護管理

特定植物群落（対照番号：７３）特記事項

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

珠洲市笹波町（メッシュコード：５６３７-２１-０８）位　　置

典型的な日本海側型のヤブコウジ－スダジイ群集である。各階層にスダジイが生育し、草本層にはヤ

ブコウジが高い被度で優占している。県内では隔離分布するアサダを含んでいる。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　現在、保存状態は良好であるが、社

叢林内への立ち入りが懸念される。
保護管理

能登半島国定公園、特定植物群落（対照番号：１０３）特記事項

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

鳳珠郡能登町越坂（メッシュコード：５５３７-７１-６９）位　　置

スダジイの優占する社叢林で、亜高木層ではモチノキ、低木層ではヤブツバキ、草本層ではテイカカズ

ラが優占する典型的なヤブコウジ－スダジイ群集であると思われる。
選定理由

保護管理状態：２　劣悪。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　社叢横手に道路があり、風の影響を

受けやすい。林縁は地元の自然木に変えることが望ましい。安易な人の立ち入りも心配である。
保護管理

能登半島国定公園第２種特別地域、特定植物群落（対照番号：１５）特記事項
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沖波諏訪神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

鳳珠郡穴水町沖波（メッシュコード：５５３７-６０-５４）位　　置

高木層のスダジイは高さ１５～１８ｍ、胸径は最大で５４ｃｍと林全体がまだ若い。原植生に復元していく

遷移の途中相として、今後の推移を見守っていくに値する社叢林である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　林内での植林を控えるとともに、現

在植林されているものについては、できれば除去することが望ましい。
保護管理

特定植物群落（対照番号：１７）特記事項

加夫刀比古神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

滝神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

輪島市門前町深見（メッシュコード：５５３６-７５-７８）位　　置

海岸からやや離れたところに位置し、亜高木層にヤブツバキ、ヤブニッケイが優占するよく保護された

群落で北限のノコギリシダ、ムギランを含み貴重である。
選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　全体的によく保全、維持されているが

参道が整備されたとき、オオユリワサビ(準絶滅危惧)の個体数が減少した。なお、本群落の上部に

スギ植林が見られるが、このスギが伐採されたときには注意が必要である。

保護管理

輪島市門前町指定天然記念物深見滝神社原生林、特定植物群落（対照番号：５６）特記事項

出雲神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidate var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集                  
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

河北郡津幡町（メッシュコ－ド：５５３６-０６-６１-１）位　　置

面積は０.３ヘクタールと小規模であるが、スダジイの巨木を含む自然度の高い社叢林で、県内ヤブツバ

キクラス域の自然植生を示す代表的なもののひとつである。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　スダジイ群落内に植えられたスギ、

ヒノキアスナロの除去および林周辺のマント群落の保護に留意すべきである。
保護管理

津幡町指定天然記念物、　特定植物群落（対照番号：４０）特記事項

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

穴水町円山（メッシュコード：５５３７-６０-３２）位　　置

古くから漁業関係者の海上からの目標とされてきた森林で、スダジイが優占する社叢林である。スダジ

イには巨木も含まれ、この土地の原植生を示すものと考えられている。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　円山全体を自然植生で維持す

ることが望ましい。
保護管理

特定植物群落（対照番号：１８）特記事項

Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok 1952
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末吉日吉神社 スダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidate var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

羽咋郡志賀町末吉（メッシュコ－ド：５５３６-４６-１２-３）位　　置

ヤブツバキクラス域を代表する自然林として優れた景観を有しており、特に優れた巨木はないが、亜高

木層にサカキが優占するスダジイ群落として貴重である。
選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　急傾斜地でもあり、崖崩れ等の注意が

必要であろう。
保護管理

特定植物群落（対照番号：１０６）特記事項

高爪神社のシイ－タブ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落　
Castanopsis cuspidate var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

羽咋郡志賀町大福寺（メッシュコ－ド：５５３６-６５-２７-１）位　　置

高木層にはタブノキ、スダジイが混交し、亜高木層はヤブツバキ、ヒサカキ、ヤマモミジからなり、低木層、

草本層にはそれぞれヒメアオキ、ヤブコウジ、シキミなどがみられる自然度の高い社叢林である。全体

的にはヤブコウジ－スダジイ群集に属するものである。

選定理由

保護管理状態：３　不良。　　林床の植生が失われている場所がある。　　保護対策の緊急性：３　対策

必要。　　林内でのスギ植林等の拡大を止め、林床の植生保全に努め、失われた箇所の回復を待つ。
保護管理

社叢林縁にかなり枯損した志賀町指定天然記念物のタブノキ１本がある。

特定植物群落（対照番号：６１）
特記事項

神代神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

羽咋郡志賀町神代（メッシュコ－ド：５５３６-４６-０１-３）位　　置

高木層にスダジイ、亜高木層にヤブツバキがよく発達した自然度の高い社叢林で、この地域のヤブツバ

キクラス域の自然を代表する典型的な景観を有している。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　人の立ち入りのためか、低木層、草本層の破壊が多少見られる。　　保

護対策の緊急性：１　要注意。　　人の立ち入りを制限し、垣根などを施す。
保護管理

特定植物群落（対照番号：３１）特記事項

酒井日吉神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidate var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

羽咋市酒井町（メッシュコ－ド：５５３６-３６-０８-１）位　　置

面積は０.２ヘクタ－ルと小さいが、高木層のスダジイは幹周３００ｃｍを超す巨樹が多く、ヤブコウジ－ス

ダジイ群集に分類される自然度の高い社叢林で、この地域のヤブツバキクラス域の自然を代表する典

型的な景観を有している。

選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　全国屈指のスダジイの巨木「酒井

の馬場椎」が枯死して以来、保護管理が不十分なこととスダジイの老齢化もあって林内はやや荒れ気

味である。周辺群落の保護も含めて管理の強化が必要である。

保護管理

碁石が峰県立自然公園普通地域、特定植物群落（対照番号：３３）特記事項
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気多神社のシイ－タブ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidate var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

羽咋市寺家町（メッシュコ－ド：５５３６-３６-０１-３）位　　置

タブノキ、スダジイ等の照葉樹からなり，本県ヤブツバキクラス域の植生を代表する極めて自然度の高

い社叢林で、３ヘクタ－ルと面積も大きく、学術上貴重である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　周辺開発やマント群落の損傷がこれ

以上進まないよう努力し、風上に当たる周辺地への植林も考慮すべきである。
保護管理

国指定天然記念物、能登半島国定公園、特定植物群落（対照番号：３７）特記事項

余地八幡神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidate var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

かほく市余地（メッシュコ－ド：５５３６-０５-９９-２）位　　置

ヤブコウジ－スダジイ群集に識別される比較的自然度の高い社叢林である。面積は約０.４ヘクタールと

比較的大きいほうだが、遷移の途中と思われる。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　旧社殿後に植えられたヒノキアス

ナロ、スギは今のうちに伐採するなどして自然度を高める必要がある。
保護管理

特定植物群落（対照番号：６５）特記事項

多田八幡神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidate var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

かほく市多田（メッシュコ－ド：５５３６-０５-３８-４）位　　置

面積約０.２ヘクタール、スダジイの巨木を多数有し、ヤブコウジ－スダジイ群集に識別される自然度の高

い社叢林である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　面積が狭いので、近接地に植林し

たスギ、ヒノキアスナロを徐々に計画的に処理していく必要がある。
保護管理

かほく市指定天然記念物、　特定植物群落（対照番号：６６）特記事項

波自加弥神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落 
Castanopsis cuspidate var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

金沢市花園八幡町（メッシュコ－ド：５４３６-７５-５７）　位　　置

面積約０.３ヘクタール、高木層にスダジイが優占するやや自然度の高い社叢林で、郷土景観を代表す

るもののひとつである。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　林内の下刈りを止めること。高木

層のクロマツが枯損しており、林床や林の周辺に人手が加わって自然度がやや損なわれているので、

今後の保護管理に注意すべきである。また、モウソウチクが侵入しないよう周辺のモウソウチクを毎年

伐採する必要がある。

保護管理

特定植物群落（対照番号：６７）特記事項
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相観による群落名

種組成による群落名

津波倉神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var.sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

出水神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

加賀市橋立町（メッシュコード：５４３６-４２-１５）位　　置

うっそうとした社叢林で高木層をはじめ各階層にスタジイが出現し、草本層はヤブコウジが優占する典

型的なヤブコウジ－スダジイ群集である。石川県の貴重な群落である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　人が入らないように柵を作るこ

とが必要である。
保護管理

特定植物群落（対照番号：９０）特記事項

幡生神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var.sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

観音下のシイ－カシ林
スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var.sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

小松市観音下町（メッシュコード：５４３６-３４-９２）位　　置

標高７０～２００ｍの比較的乾燥した斜面に立地し、分布の上限近くに生育するスダジイ群落として位置

付けられる。また、ツクバネガシを構成種に持つ点でも注目される。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　「西尾八景観音山」として登山

道が整備され、頂上の一部は公園化されている。「行き過ぎた整備」と林内への人の活発な立ち入りが懸

念される。

保護管理

石川県自然環境保全地域、特定植物群落（対照番号：７９）特記事項

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

小松市津波倉町（メッシュコード：５４３６-４３-０５）位　　置

各階層にスダジイが認められ､更新の良いヤブコウジ－スダジイ群集で、この地域の典型的なものであ

る。
選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　下刈り、ヒノキ植林、シイタケのほ

だ木の配置などが見られる。
保護管理

特定植物群落（対照番号：８８）特記事項

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

小松市吉竹町（メッシュコード：５４３６-４３-６８）位　　置

加賀南部のヤブコウジ－スダジイ群集で、各階層ともスダジイを構成種に含む。高木層にネジキを構成

種にもつなど、低木を含めてツツジ科の植物種が多い。大きな面積を持つ社叢林である。林床が荒れ

てきたところがある。

選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　よく保存維持されている部分も

あるが、近年林床が荒れ、周囲の環境も悪化している。
保護管理

特定植物群落（対照番号：８７）特記事項
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馬場住吉神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var.sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

滝ヶ原八幡神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var.sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

横北白山神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

加賀市横北町（メッシュコード：５４３６-３３-４１-４）位　　置

 サカキやホソバカナワラビ・ヘラシダなど石川県では分布の少ない植物を含む、自然度の高いスダジイの

原生林である。ホソバカナワラビ－スダジイ群集への接近を示す。
選定理由

保護管理状態：５　良。　　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　社叢林として保護されている。保護管理

特定植物群落（対照番号：９６）特記事項

長谷田白山神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

加賀市山中温泉宮の杜１丁目（メッシュコード：５４３６-３２-１８-２）位　　置

南加賀のスダジイ自然林として貴重なものである。林床にムベが自生している。選定理由

保護管理状態：５　良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　社叢林として保護されている。保護管理

特定植物群落（対照番号：９８）特記事項

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

小松市馬場町（メッシュコード：５４３６-３３-８５-１）位　　置

加賀南部のヤブコウジ－スダジイ群集で、各階層ともスダジイを構成種に含む。高木層にアカシデをま

じえる。南加賀にはスダジイ林にアカシデを持つ場合がしばしば見られる。
選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。保護管理

特定植物群落（対照番号：９４）特記事項

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

小松市滝ヶ原町（メッシュコード：５４３６-３３-５３-４）位　　置

加賀南部のヤブコウジ－スダジイ群集で、低木層にホツツジを有する。自然度の高いスダジイ林である。選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　全体としてよく保存されている。保護管理

特定植物群落（対照番号：９５）特記事項
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上原白山神社のスダジイ林
相観による群落名

種組成による群落名

スダジイ群落
Castanopsis cuspidata var. sieboldii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０６）類　　別

加賀市山中温泉上原町（メッシュコード：５４３６-３２-０９-３）位　　置

残り少なくなったスダジイの原生林として貴重である。林床にいわゆるナタデラカンアオイが自生している。由

保護管理状態：４　一部よくないところがある。本殿周辺に除草剤を散布している。保護管理

特定植物群落（対照番号：９９）特記事項

徳保八幡神社のタブ林
相観による群落名

種組成による群落名

タブノキ群落
Machilus thunbergii community

イノデ－タブノキ群集
Polysticho-Perseetum thunbergii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０７）類　　別

珠洲市高屋町木ノ浦（メッシュコード：５６３７-２２-２０）位　　置

冬季の季節風に対して風背側に位置し、亜高木層にヤブツバキが優占する群落である。県内に点在

するタブノキ群落として、階層構造もよく発達し、保存状態も良く貴重である。
選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　「千本椿」として観光地化していること、

海岸側遊歩道（シャク崎～高屋）へのアプローチ道が社叢林縁を通過していることなどにより、人の立ち

入りの増加による影響が懸念される。

保護管理

珠洲市指定天然記念物、能登半島国定公園第２種特別地域、いしかわの森５０選（４９．徳保原生の

森）、特定植物群落（対照番号：７）
特記事項

片姫神社のタブ林
相観による群落名

種組成による群落名

タブノキ群落
Machilus thunbergii community

イノデ－タブノキ群集
Polysticho-Perseetum thunbergii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０７）類　　別

珠洲市三崎町森腰（メッシュコード：５６３７-１２-７７）位　　置

タブノキの優占度・群度が極めて高い常緑広葉樹林で、草本層にカラタチバナ、オモト等が見られる。

「オニヤブソテツ亜群集（里見）」に下位区分される貴重な群落である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　境内の一画に神輿棟が建ち、

付近が踏み跡草地化している。境内整備は最小限に止めることが望ましい。
保護管理

特定植物群落（対照番号：２）特記事項

高倉彦神社のシイータブ林
相観による群落名

種組成による群落名

タブノキ群落
Machilus thunbergii community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Ardisio-Castanopsietum sieboldii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０７）類　　別

珠洲市蛸島町（メッシュコード：５６３７-１２-２５）位　　置

海岸側にタブノキ、斜面上部及び内部にスダジイが生育する常緑広葉樹林で、比較的よく保全されて

いる。「モチノキ亜群集（里見）」に下位区分され、貴重である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　林内に枯損木がやや目立つ。

林縁の管理が行き過ぎないことが大切である。
保護管理

珠洲市指定天然記念物、特定植物群落（対照番号：４）特記事項
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輪島前神社のタブ林
相観による群落名

種組成による群落名

タブノキ群落
Machilus thunbergii community

イノデ－タブノキ群集
Polysticho-Perseetum thunbergii Suz.-Tok. 1952 

単一群落（群落コード：０１０７）類　　別

輪島市輪島崎町（メッシュコード：５４３６-０７-８２）位　　置

冬季の季節風に対して風背側斜面に成立し、イノデ－タブノキ群集に属するタブ林で、地域の原植生を残して

いる林分として貴重である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　斜面上部からヤダケが侵入している。保護管理

能登半島国定公園第３種特別地域、特定植物群落（対照番号：２３）特記事項

櫟原北代比古神社のタブ林
相観による群落名

種組成による群落名

タブノキ群落
Machilus thunbergii community

イノデ－タブノキ群集
Polysticho-Perseetum thunbergii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０７）類　　別

輪島市深見町鷲嶽（メッシュコード：５６３６-０７-９８）位　　置

冬季の季節風に対して風背側斜面に成立するタブ林で、地域の原植生を残している林分として貴重であった

が、１９９１年台風１９号によって大きな被害を受けた。現在は徐々に植生回復が進んでおり、その推移

を見守っていくうえでも貴重である。

選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　植林などの人為的な攪乱をしない

ことが大切である。
保護管理

 県指定天然記念物、特定植物群落（対照番号：２２）特記事項

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　隣接斜面からヤダケが侵入している。

南志見住吉神社のタブ林
相観による群落名

種組成による群落名

タブノキ群落
Machilus thunbergii community

イノデ－タブノキ群集
Polysticho-Perseetum thunbergii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０７）類　　別

輪島市里町（メッシュコード：５６３７-１０-１３）位　　置

タブノキの純林として貴重である。選定理由

保護管理

特定植物群落（対照番号：１４）特記事項

関野鼻の千本椿
相観による群落名

種組成による群落名

ヤブツバキ群落
Camellia japonica community

イノデ－タブノキ群集

単一群落（群落コード：０１０７）類　　別

志賀町笹波（メッシュコード：５５３６-６５-５５）位　　置

高木層のヤブツバキがかなり高い被度で多いが、立地環境から本来の植生はエゾイタヤ－ケヤキ群

集である。やがて遷移してすぐれた植物群落になると予想される。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　能登半島地震以後、立ち入り禁止と

なり、観光客の立ち入り、ゴミの投棄などは見られない。本来の植生へ遷移していくことに期待したい。
保護管理

志賀町富来町指定天然記念物関ノ鼻ヤブツバキ林、能登半島国定公園、特定植物群落（対照番号：５９）特記事項

Polysticho-Perseetum thunbergii Suz.-Tok. 1952
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菅原神社のタブ林
相観による群落名

種組成による群落名

タブノキ群落
Machilus thunbergii community

イノデ－タブノキ群集
Polysticho-Perseetum thunbergii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０７）類　　別

輪島市門前町鹿磯（メッシュコード：５５３６-７５-４９）位　　置

冬季の季節風の風背側に成立している数少ないイノデ－タブノキ群集の一つである。また風衝側のト

ベラ－クロマツ群集と接しており、群落立地条件の上からも貴重であり、重要である。
選定理由

保護管理状態：１　壊滅。　　保護対策の緊急性：４　緊急に対策必要。　　風衝側のクロマツ林はすでに

伐採され、風背側のタブノキ林は壊滅している。計画的に復元するにも長年月が予想される。
保護管理

特定植物群落（対照番号：５８）特記事項

唐島のタブ林
相観による群落名

種組成による群落名

タブノキ群落
Machilus thunbergii community

イノデ－タブノキ群集
Polysticho-Perseetum thunbergii Suz.-Tok. 1952

椎葉円比咩神社のタブ林
相観による群落名

種組成による群落名

タブノキ群落
Machilus thunbergii community

イノデ－タブノキ群集
Polysticho-Perseetum thunbergii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０７）類　　別

羽咋市柴垣町（メッシュコ－ド：５５３６-３６-３１-１）位　　置

高木層が主としてタブノキからなる自然度の高い社叢林で、面積も約１ヘクタ－ルと大きく、また、林内に

カクレミノを含むのが特徴である。
選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　海岸に近いので風の影響が大であり、

マント群落などの保護管理が特に重要である。
保護管理

能登半島国定公園、特定植物群落（対照番号：３５）特記事項

大野湊神社のタブ－ケヤキ林
相観による群落名

種組成による群落名

タブノキ群落
Machilus thunbergii community

イノデ－タブノキ群集
Polysticho-Perseetum thunbergii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０７）類　　別

金沢市寺中町（メッシュコード：５４３６-７４-１８）位　　置

面積０.５ヘクタール、比較的海岸に近い社叢林で、イノデ－タブノキ群集のケヤキ亜群集（里見）として識別さ

れている自然度の高い林である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　保護対策の緊急性：１　要注意。風当たりが強いので倒木などが懸念され

るが、留意し現状維持が望まれる。落葉堆肥化の施設を群落外へ移す方が望ましい。
保護管理

金沢市指定天然記念物、特定植物群落（対照番号：６８）特記事項

単一群落（群落コード：０１０７）類　　別

七尾市中島町塩津（メッシュコード：５５３６-５６-０９）位　　置

久々浦の七尾西湾にある陸繋島に立地する社叢林で、海辺に発達するイノデータブノキ群集である。

立地するのは冬季の季節風の風背側で、風衝側のトベラ－クロマツ群集と接している。立地条件の上

からも典型的であり、重要である。

選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　風衝側のクロマツ林はすでに伐採

され、風背側のタブノキ林は壊滅している。また、林床に豊富にあったカラタチバナが近年盗掘されてほ

とんど失われた。計画的に復元する必要がある。

保護管理

石川県自然環境保全地域、旧中島町天然記念物、特定植物群落（対照番号：２８）特記事項
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犬ノ沢八幡神社タブ林
相観による群落名

種組成による群落名

タブノキ群落
Machilus thunbergii community

イノデ－タブノキ群集
Polysticho-Perseetum thunbergii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０７）類　　別

加賀市大聖寺下福田町犬ノ沢（メッシュコード：５４３６-３２-６３-３）位　　置

自然植生の保存されたタブノキ林選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　ほとんど放置されておりマダケの進

入が激しいので群落悪化の傾向がある。
保護管理

特定植物群落（対照番号：１１２）特記事項

鹿島明神社の森林
相観による群落名

種組成による群落名

タブノキ群落
Machilus thunbergii community

イノデ－タブノキ群集
Polysticho-Perseetum thunbergii Suz.-Tok. 1952

単一群落（群落コード：０１０７）類　　別

加賀市塩屋町（メッシュコード：５４３６-３２-４０-３）位　　置

全島が暖温帯性常緑広葉樹林で、しかも比較的よく保存されている。県下で典型的なタブノキ林である。選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　観光客が多く、神社周辺の平地

は林内に入りやすく、下草を踏みつけたりするので、柵を設ける必要がある。
保護管理

国指定天然記念物、越前加賀海岸国定公園、特定植物群落（対照番号：１０２）特記事項

赤瀬白山神社のツクバネガシ林
相観による群落名

種組成による群落名

ツクバネガシ群落
Quercus sessilifolia community

ヒメアオキ－ウラジロガシ群集
Aucubo-Quercetum salicinae Sasaki 1958

単一群落（群落コード：０１０８）類　　別

小松市赤瀬町（メッシュコード：５４３６-３３-５９-３）位　　置

ツクバネガシは南加賀区が北限であり、植物地理学上重要である。選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　社叢林として保護されている。保護管理

特定植物群落（対照番号：９２）特記事項

白山蛇谷のクロベ－ヒメコマツ林
相観による群落名

種組成による群落名

キタゴヨウ群落
Pinus parvifolia community

アカミノイヌツゲ－クロベ群集
Ilici-Thujetum standishii Yamazaki et Nagai 1960

単一群落（群落コード：０３０２）類　　別

白山蛇谷に面した岩角地。冬瓜山、三方岩山、霧晴峠に囲まれた斜面（メッシュコード：５４３６-３６）位　　置

原生林に近い群落で、石川県のブナクラス域における針葉樹林を代表する典型的な景観の一つを形

成する。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

白山国立公園特別保護区・第１種・第３種地域、特定植物群落（対照番号：４８）特記事項
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犀川源流地域のクロベ－ヒメコマツ林
相観による群落名

種組成による群落名

クロベ群落
Thuja standishii community

アカミノイヌツゲ－クロベ群集
Ilici-Thujetum standishii Yamazaki et Nagai 1960

単一群落（群落コード：０３０３）類　　別

金沢市（メッシュコード：５４３６-４５～４６）位　　置

面積約２０ヘクタールと山地帯の尾根筋を中心に広範囲にその生育が認められ、ホンシャクナゲなどの
ツツジ科の植物を多く伴った自然林である。

選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

犀川源流自然環境保全地域、特定植物群落（対照番号：４６）特記事項

大泊八幡神社クロマツ林
相観による群落名

種組成による群落名

クロマツ群落
Pinus thunbergii community community

マサキ－トベラ群集

単一群落（群落コード：０３０４）類　　別

輪島市門前町大泊（メッシュコード：５４３６-６５-８６）位　　置

本件はトベラ群団の構成種を多く含み、草本層には北限に近いツワブキが優占する点で、能登半島お

よび石川県では極めて稀な群落である。
選定理由

保護管理状態：１　壊滅。　　保護対策の緊急性：４　緊急に対策必要。　　マツクイムシの発生でクロマ

ツを伐採、既に周囲には樹林が見られない。したがって復元するには相当な年月を要する。
保護管理

Euonymo-Pittosporetum tobira Miyawaki et al. 1971
特定植物群落（対照番号：１１０）

特記事項

白滝のヒノキアスナロ林
相観による群落名

種組成による群落名

ヒノキアスナロ群落
Thujopsis dolabrata var. hondae community

ヒノキアスナロ群落
Thujopsis dolabrata var. hondae-Gesellschaft

（特記事項欄に記載）

打呂のヒノキアスナロ林
相観による群落名

種組成による群落名

ヒノキアスナロ群落
Thujopsis dolabrata var. hondae community

ヒノキアスナロ群落
Thujopsis dolabrata var. hondae-Gesellschaft

単一群落（群落コード：０３０７）類　　別

珠洲市宝立町打呂（メッシュコード：５６３７-０１-７３-３）位　　置

ヒノキアスナロの南限自生地として重要である。石川県のアテ林業を考える上でも重要である。選定理由

保護管理状態：２　劣悪。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　台風の影響によるヒノキアスナロ及

びアカマツの倒壊で高木層の空間が目立つ。幼木も少なく将来が心配される。
保護管理

打呂県自然環境保全地域、県林業試験場試験林、特定植物群落（対照番号：１１）特記事項

単一群落（群落コード：０３０７）類　　別

珠洲市若山町白滝（メッシュコード：５６３７-１１-１３-３）位　　置

ヒノキアスナロの南限自生地として重要である。石川県のアテ林業を考える上でも重要である。選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　人が容易に立ち入ることのできない急

崖地であるため群落の存続に特に問題はない。急崖地のため、自然崩落が心配される。　
保護管理

特定植物群落（対照番号：８）特記事項
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大峯神社のモミ林
相観による群落名

種組成による群落名

モミ群落
Abies firma community

シキミ－モミ群集
Illicio-Abietetum firmae Suz.-Tok. 1961

七海白山神社のモミ林
相観による群落名

種組成による群落名

モミ群落
Abies firma community

シキミ－モミ群集
Illicio-Abietetum firmae Suz.-Tok. 1961

錦城山モミ林
相観による群落名

種組成による群落名

モミ群落
Abies firma community

シキミ－モミ群集
Illiicio Abietetum firmae Suz.-Tok. 1961

単一群落（群落コード：０３０８）類　　別

加賀市大聖寺八間道（メッシュコード：５４３６-３２-６４-４）位　　置

約４００年前、一般庶民の立ち入りを厳しく禁止したため、自然回帰がすすんだ山である。石川県下に

数少ないモミ林として貴重である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　道路拡張や展望を良くするため

の伐採を慎むべきである。
保護管理

加賀市指定史跡公園、特定植物群落（対照番号：１１３）特記事項

赤蔵神社のカゴノキを含むモミ林
相観による群落名

種組成による群落名

モミ群落
Abies firma community

シキミ－モミ群集
Illicio-Abietertum firmae Suz.Tok. 1961

単一群落（群落コード：０３０８）類　　別

鳳珠郡穴水町七海（メッシュコード：５５３６-６７-８３）位　　置

各層に植栽木が混じり、勝れた自然林とは言い難いが、高木層にはモミが優占し、低木層、草本層に

はシキミがかなり顕著に見られる。この型の森林は北陸には少なく、貴重である。
選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　植林されたスギやヒノキアスナロの

成長が著しく、モミの幼木はほとんど見られない。植林を控えるとともに、現在植林されているものにつ

いては、できれば除去することが望ましい。

保護管理

特定植物群落（対照番号：２５）特記事項

単一群落（群落コード：０３０８）類　　別

鳳至郡能都瑞穂（メッシュコード：５５３７-７０-３３）位　　置

標高１５０ｍの山頂に位置する社殿周辺の社叢林。ブナやタブノキも見られ、植生帯の構成上も注目さ

れる。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　ヒノキアスナロの植え込み、その

他植え込んだスギやヒノキは除去した方が望ましい。
保護管理

いしかわの森５０選（３７大峯神社社叢林）、特定植物群落（対照番号：１６）特記事項

単一群落（群落コード：０３０８）類　　別

七尾市三引町（メッシュコード：５５３６-４７-６０）位　　置

赤倉神社背後の北西斜面に立地する群落で、分布北限のカゴノキを含む貴重な群落である。選定理由

保護管理状態：５　良好。　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

特定植物群落（対照番号：２９）特記事項

－719－



相観による群落名

種組成による群落名

押水町今浜カシワ林
相観による群落名

種組成による群落名

カシワ群落
Quercus dentata community

カシワ群落
Quercus dentate Geselschaft

単一群落（群落コード：０４０９）類　　別

羽咋郡宝達志水町今浜（メッシュコ－ド：５５３６-２６-１０-１～３）位　　置

面積約２ヘクタ－ル、県内唯一の海岸砂丘風衝地の低木林として発達したカシワ林である。選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　クロマツ植林と同居しているので、

カシワとの共存可能なように考慮すべきである。また、クロマツ林内にはカシワのほかに他の樹種が植

樹されている場所があるので注意すべきである。

保護管理

能登半島国定公園第２種特別地区、特定植物群落（対照番号：１０８）特記事項

猿山のシナノキ－エゾイタヤ林
相観による群落名

種組成による群落名

ケヤキ群落
Zelkova serrata community

エゾイタヤ－ケヤキ群集

単一群落（群落コード：０４１４）類　　別

輪島市門前町深見（メッシュコード：５５３６-７５-７８）位　　置

シナノキ・エゾイタヤが優占する森林は北海道の海岸風衝地に見られるもので、日本海沿いに断片的

に分布する。大規模なものは猿山以南には見られない。貴重であり、かつ重要な群落である。
選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　林床のミスミソウ、ギョウジャニンニク等

の盗掘に対する対策を継続していかなければならない。また観光客の増加、遊歩道の拡張についても

注意を要する。

保護管理

Aceriglabrum-Zelkovetum serrata(Yoshioka 1957)Hukushima et al. 1973 corr.Miyawaki 1985
能登半島国定公園特別保護地区、特定植物群落（対照番号：５７）

特記事項

藤懸神社のケヤキ林
相観による群落名

種組成による群落名

ケヤキ林
Zalkova serrata community

ヤブツバキ－ケヤキ群落

単一群落（群落コード：０４１４）類　　別

志賀町前浜（メッシュコード：５５３６-６５-３４）位　　置

能登半島の外浦側に分布する典型的なヤブツバキ－ケヤキ群落で季節風の風衝地側に成立しており、

局所的極相林として重要である。
選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　現在のところ立ち入り等もなく、樹林は

よく維持されている。
保護管理

Camellia japonica‐Zelkova serrata‐Gesellschaft
志賀町富来町指定天然記念物藤懸神社社叢、能登半島国定公園、特定植物群落（対照番号：６０）

特記事項

（特記事項欄に記載）

（特記事項欄に記載）

柳田白山神社のイヌシデ林
イヌシデ群落
Carpinus tschonoskii community

イヌシデ－アカシデ群落
Carpinus tschonoskii-Carpinus laxiflora-Gesellschaft

単一群落（群落コード：０４０５）類　　別

鳳珠郡能登町柳田（メッシュコード：５６３７-００-４６-４）位　　置

イヌシデの自然林である。選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：２　対策必要。　　平成１８年に、神社周辺が切り開か

れ、イヌシデの巨木も数本伐採された。イヌシデ群落の大切さの説明が必要。
保護管理

特定植物群落（対照番号：１３）特記事項
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鹿頭八幡神社のタブ－ケヤキ林
相観による群落名

種組成による群落名

ケヤキ群落
Zelkova serrata community

イノデ－タブノキ群集

単一群落（群落コード：０４１４）類　　別

志賀町鹿頭（メッシュコード：５５３６-６５-０４）位　　置

常緑広葉樹林が冬季の季節風（北西の風）の風衝側に形成されるケヤキ群落の典型的なもので、イノ

デ－タブノキ群集ケヤキ亜群集に属する。本社叢林の場合はタブノキの優占度が高い。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　伐採など、人為的な撹乱をしな

いことが大切である。
保護管理

Polysticho-Perseetum thunbergii Suz.-Tok. 1952

特定植物群落（対照番号：６２）
特記事項

佐野神社のケヤキ林
相観による群落名

種組成による群落名

ケヤキ群落
Zelkova serrata community

チャボガヤ－ケヤキ群集
Torreyo radicantis-Zelkovetum serratae Miyawaki et al. 1977

チブリ尾根のサワグルミ林
相観による群落名

種組成による群落名

サワグルミ群落
Pterocarya rhoifolia community

ジュモンジシダ－サワグルミ群集
Polysticho-Pterocaryetum Suz.-Tok. et al. 1956

宝立山のブナ林
相観による群落名

種組成による群落名

ブナ群落
Fagus crenata community

クロモジ－ブナ群集
（特記事項欄に記載）

（特記事項欄に記載）

単一群落（群落コード：０４１４）類　　別

白山市河内町福岡（メッシュコード：５４３６-４５-６０）位　　置

ケヤキの大木が林立する社叢林である。人手が入っているが、保存されている方である。チャボガヤの

優占度は余り高くないが、チャボガヤ－ケヤキ群集に区分すべきものであろう。フジカンゾウを草本層

に有する。

選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　林内の下刈りが定期的に実施さ

れており、低木層や草本層の発達が悪い。
保護管理

特定植物群落（対照番号：７２）特記事項

単一群落（群落コード：０４１６）類　　別

白山市市ノ瀬チブリ登山道（標高１０００ｍ～１１００ｍ）（メッシュコード：５４３６-３５-２６-１）位　　置

チブリ尾根登山道は、この標高ではまだ尾根に達せず、手取川上流の一つ細谷川と平行して高度を

とっていき、その枝谷のいくつかを横断することもあってこの植物群落としばしば直面する。同群落は安

定した種組成と相観を有する群集で、北陸地方を代表する山地渓畔林。

選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

白山国立公園第３種特別地区、特定植物群落（対照番号：８４）特記事項

単一群落（群落コード：０４２４）類　　別

珠洲市宝立町（メッシュコード：５６３７-１１-０３）位　　置

能登に残る数少ない低地ブナ林として貴重である。選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　保護対策上の問題点は特にない。保護管理

Lindero umbellatae-Fagetum crenatae Horikawa et Sasaki 1959
石川県水源かん養及び保健保安林指定、石川の森５０選、特定植物群落（対照番号：１０）

特記事項
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相観による群落名

種組成による群落名

石動山のブナ林
相観による群落名

種組成による群落名

ブナ群落
Fagus crenata community

クロモジ－ブナ群集
（特記事項欄に記載）

単一群落（群落コード：０４２４）類　　別

鹿島郡中能登町石動山（メッシュコ－ド：５５３６-３７-５７～５８）位　　置

面積約１５ヘクタ－ル、ブナのほか、ミズナラ、アカシデ、ケヤキ、イタヤカエデなどが混生する自然度の

高い落葉広葉樹林である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　観光開発、ないしは旧遺跡発掘等

により自然が失われつつあるので、これらの工事に当たっては自然の破壊につながらないよう極度の

注意が望まれる。

保護管理

Lindero umbellatae-Fagetum crenatae Horikawa et Sasaki 1959　　

能登半島国定公園第１種特別地域、特定植物群落（対照番号：３２）
特記事項

御山神社のイヌシデ、 ブナ林
相観による群落名

種組成による群落名

ブナ群落
Fagus crenata community

クロモジ－ブナ群集
（特記事項欄に記載）

単一群落（群落コード：０４０２）類　　別

河北郡津幡町下河合（メッシュコ－ド：５５３６-０６-７３-４）位　　置

イヌシデ林とブナ林からなる自然度の高い夏緑広葉樹の社叢林で、面積も約１ヘクタールと広い。また、

標高２３０ｍという低地でのブナの分布は、本県では珍しく学問上貴重である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　参道周辺での植え込みは、自然度

の高さを誇る社叢林としては似つかわしくなく、今後留意すべきである。また、最近、林内最大のブナの

樹勢が衰えているので何らかの対策が必要である。 

保護管理

Lindero unbellatae –Fagetum crenata Horikawa et Sasaki 1959
県指定天然記念物、　特定植物群落（対照番号：３９）

特記事項

菊水のブナ林
相観による群落名

種組成による群落名

ブナ群落
Fagus crenata community

クロモジ－ブナ群集
（特記事項欄に記載）

黒峰のブナ林
ブナ群落
Fagus crenata community

クロモジ－ブナ群集
（特記事項欄に記載）

単一群落（群落コード：０４２４）類　　別

珠洲市宝立町（メッシュコード：５６３７-１１-１３-１）位　　置

能登に残る数少ない低地ブナ林として貴重である。選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　南側斜面に林道があり、風の影

響を受けやすい。ブナ林にも影響が及ぶ恐れがある。
保護管理

Lindero umbellatae-Fagetum crenatae Horikawa et Sasaki 1959
珠洲市指定天然記念物、特定植物群落（対照番号：１０）

特記事項

単一群落（群落コード：０４２４）類　　別

金沢市菊水町（メッシュコード：５４３６-５５-５２）位　　置

周辺は二次林であるが、集落の雪崩防止林として保全された原生林に近い森林で、当地方の原植生

を知る上で重要な森林である。いわゆる低地（型）ブナ林の代表的なもので、ヒメアオキ－ウラジロガシ

群集に接続している。

選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　集落による保全管理が集落の移転

によって失われた状態にある。
保護管理

Lindero umbellatae-Fagetum crenatae Horikawa et Sasaki 1959、菊水県自然環境保全地域、

県有林、特定植物群落（対照番号：７０）
特記事項
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相観による群落名

種組成による群落名

チブリ尾根のブナ林
相観による群落名

種組成による群落名

ブナ群落
Fagus crenata community

チシマザサ－ブナ群集
Lindero Umbellatae-Fagetum crenaetae Horikawa et Sasaki

丸石谷のスギを含むブナ林
相観による群落名

種組成による群落名

ブナ群落
Fagus crenata community

チシマザサ－ブナ群集
Saso kurilensis-Fagetum crenatae Suz.-Tok. 1945

鈴ケ岳のブナ林
相観による群落名

種組成による群落名

ブナ群落
Fagus crenata community

クロモジ－ブナ群集

単一群落（群落コード：０４２４）類　　別

小松市大杉本町鈴ケ岳（メッシュコード：５４３６-２４-１０）位　　置

近年１００年間伐採されていない県内唯一のブナ林で大木が多く残され、たいへん貴重である。ブナク

ラスのクロモジ－ブナ群集に属する。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　近年登山道が整備され、登山者が

増加しつつある。林内の立ち入りや今後の登山道・山小屋等の新設に配慮されたい。
保護管理

Lindero umbellatae‐Fagetum crenatae Horikawa et Sasaki 1959

鈴ケ岳県自然環境保全地域、特定植物群落（対照番号：８２）
特記事項

大杉谷国有林のブナ林
ブナ群落
Fagus crenata community

チシマザサ－ブナ群集
Sasa kurilensis-Fagetum crenaetae Suz.-Tok. 1945

単一群落（群落コード：０４２４）類　　別

白山市旧白峰村大杉谷に沿って入った林道の終点から標高差３００ｍを登った尾根（メッシュコード：５４

３６-２５）
位　　置

原生林に近い植物群落で石川県のブナ林を代表するものの一つ。北陸のブナ群落は、尾根ではしばし

ばスギやヒノキを伴う傾向があるが、その特徴がよくでている典型的な群落である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

白山国立公園第３種特別地域、特定植物群落（対照番号：７８）特記事項

単一群落（群落コード：０４２４）類　　別

白山市市ノ瀬からチブリ登山道に入り（標高約１，１７０ｍ）の地点（メッシュコード：５４３６-１５-３７）位　　置

白山のなかでも、最も自然度の高い群落として知られている。選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

白山国立公園第３種特別地域、特定植物群落（対照番号：７８）特記事項

単一群落（群落コード：０４２４）類　　別

丸石谷上流右岸の西斜面、国有林１０２０林班、２４１林班（メッシュコード：５４３６-２５、５４３６-２６）ほか。位　　置

原生林に近い植物群落でスギとブナが混交する点で特徴的である。選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

白山国立公園第３種特別地域、特定植物群落（対照番号：５１）特記事項

(特記事項欄に記載）
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相観による群落名

種組成による群落名

白山のオオシラビソ林
相観による群落名

種組成による群落名

オオシラビソ群落
Abies mariesii community

オオシラビソ群落
Abietetum mariesii Horikawa et Yoshioka em. Suz.-Tok. 1954

単一群落（群落コード：０９０１）類　　別

白山、別山付近、南竜ヶ馬場付近、岩間道付近、三方岩岳付近（メッシュコード：５４３６-３６、５４３６-２６、

５４３６-１６）
位　　置

原生林に近い植物群落で、石川県のコケモモ－トウヒクラス域の針葉樹林を代表する景観を有する。選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

白山国立公園特別保護地区・第３種特別地域、特定植物群落（対照番号：５０）特記事項

相観による群落名

種組成による群落名

浜佐美のセンダン群落
相観による群落名

種組成による群落名

センダン群落
Melia azedarach community

センダン群落
Melia azedarach-Gesellschaft　

単一群落（群落コード：１１０５）類　　別

小松市浜佐美町（メッシュコ－ド：５４３６-４３-５０-２）位　　置

面積約１ヘクタ－ル、県内最大の群落である。本来センダンは四国、九州、琉球に自生する南方系の

種であるが、本県での自生でこれだけの群落がみられるのは珍しい。
選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　クロマツとニセアカシアの防風林内

に局部的に見られる群落で、現状は自然遷移に任せ、放置状態なので何らかの保護対策が必要であ

る。

保護管理

特定植物群落（対照番号：１２２）特記事項

花坂のサクラバハンノキ林
サクラバハンノキ群落
Alnus traveculosa community

サクラバハンノキ群落
Alnus traveculosa-Gesellschaft

単一群落（群落コード：０７０１）類　　別

小松市花坂町（メッシュコード：５４３６-４３-５９）位　　置

サクラバハンノキ林は全国的にも、本県においても稀である。選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　土砂の流入により立地条件が

悪化している。
保護管理

小松市指定天然記念物、特定植物群落（対照番号：８６）特記事項

水越島と大島のアカメガシワ林
アカメガシワ群落
Mallotus japonicas community

ヤブコウジ－スダジイ群集
Clerodendro-Mallotion japonica Ohba 1971

単一群落（群落コード：１１０１）類　　別

七尾市能登島曲町マン崎北１ｋｍに位置する群島（メッシュコード：５５３６-５７-８９～５７-９９）位　　置

タブノキの原生林が破壊されて成立した二次林と考えられるが下層にもアカメガシワが生育している。

アカメガシワ林として持続しており特異な林相をもつ。
選定理由

保護管理状態：３　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

能登半島国定公園特別保護区、特定植物群落（対照番号：２７）特記事項
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塩屋－片野のハマゴウ群落
相観による群落名

種組成による群落名

ハマゴウ群落
Thujopsis dolabrata var. hondae community

ウンラン－ハマゴウ群集

単一群落（群落コード：１４０３）類　　別

加賀市塩屋町（メッシュコード：５４３６-３２-５０-３）位　　置

県下随一の規模（幅約１００ｍ、長さ４ｋｍ）のハマゴウを優占種とする広大な海浜植物群落である。選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　依然として四輪駆動車やバイクの

乗り入れがあるので、防止柵の徹底が必要である。
保護管理

Linario-Viticetum rotundifoliae Ohba, Miyawaki et Tx. 1973

越前加賀海岸国定公園特別地域（第２種）、特定植物群落（対照番号：１０１）
特記事項

須田のハイネズ
相観による群落名

種組成による群落名

ハイネズ群落
Juniperus conferta community

ハマゴウ－ハイネズ群集
（特記事項欄に記載）

単一群落（群落コード：１４０２）類　　別

羽咋市須田町（メッシュコード：５５３６-３６-４１-１）位　　置

ハイネズは砂丘林下に特有の植物で、県内での大きな群落は数少なく珍しい。（以前は約１ヘクタール

あったが、現在は環境の変化によってかなり減少している。）
選定理由

保護管理状態：２　劣悪。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　海岸側に土塁が築かれて環境が変

化し、つる植物などの草本類が侵入してハイネズの成長を妨げているので除去するなどの対策が必要

である。

保護管理

Vitici rotundifoliae-Juniperetum conefertea (Yano 1962) Ohba. Miyawaki et Tx. 1973

能登半島国定公園、特定植物群落（対照番号：３４）
特記事項

相観による群落名

種組成による群落名

竹松砂丘のハマナス群落
相観による群落名

種組成による群落名

ハマナス群落
Rosa rugosa community

アキグミ－ハマナス群集
（特記事項欄に記載）

単一群落（群落コード：１４０４）類　　別

白山市竹松町（メッシュコード：５４３６-６４-６３）位　　置

砂丘風背側に立地するエノキ林の前面に発達する典型的なハマナス群落である。選定理由

保護管理状態：３　不良。　保護対策の緊急性：３　対策が必要。行き過ぎた園芸的な管理（除草、施肥、

植え込みなど）を中止し、自然群落の生育を見守ってほしい。
保護管理

Elaeago umbellatae‐Rosetum rugosae Ohba, Miyawaki et Tx. 1973

白山市指定天然記念物、特定植物群落（対照番号：６９）
特記事項

（特記事項欄に記載）

七尾北湾、 大島のハマナス群落
ハマナス群落
Rosa rugosa community

アキグミ-ハマナス群集
Elaeago umbellatae-Rosetum rugosae Ohba,Miywaki et Tx.1873

単一群落（群落コード：０１０４）類　　別

七尾市能登島曲町マン崎より北１ｋｍに位置する島（メッシュコード：５５３６-６７-９９）位　　置

この地のハマナス群落は、原生的な状態がそのまま持続されている点に特徴がある。選定理由

保護管理状態：５　良好。保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

能登半島国定公園特別保護地区、特定植物群落（対照番号：２６）特記事項
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犀川源流地域のダケカンバ林
相観による群落名

種組成による群落名

ダケカンバ群落
Betula ermanii community

ササ－ダケカンバ群落
Sasa sp.-Betula ermanii-Gesellshaft

単一群落（群落コード：１６０５）類　　別

金沢市（メッシュコード：５４３６-４５～４６）位　　置

ダケカンバの純林で、その自然度も極めて高い。当初の面積は３５ヘクタールとされているが、ブナ林

の上限上昇とともに縮小している可能性がある。
選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

犀川源流自然環境保全地域、犀川源流森林生物遺伝資源保存林、特定植物群落（対照番号：４５）特記事項

白山のハイマツ低木林
相観による群落名

種組成による群落名

ハイマツ群落
Pinus pumila community

コケモモ－ハイマツ群集
Vaccinio-Pinetum pumilae Maeda et Shimazaki 1951

単一群落（群落コード：１６０７）類　　別

白山大汝峰～御前峰～南竜ヶ馬場にかけての斜面及び平坦部（メッシュコード：５４３６-１６）位　　置

数少ない原生群落であって、高山帯の針葉低木林の景観を代表する植物群落である。選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

白山国立公園特別保護地区、特定植物群落（対照番号：５２）特記事項

相観による群落名

種組成による群落名

南竜ヶ馬場のハクサンコザクラ群落
相観による群落名

種組成による群落名

ハクサンコザクラ群落
Primula cuneifolia community

タカネヤハズハハコ－アオノツガザクラ群集
Anapharido-Phyllocetum aleuticae Ohba 1967

南竜ヶ馬場の湿地植生
ハクサンオオバコ群落
Plantago hakusanensis community

イワイチョウ－ショウジョウスゲ群集
（特記事項欄に記載）

単一群落（群落コード：２００６）類　　別

白峰村南龍ヶ馬場（メッシュコード：５４３６-１６）位　　置

雪田植生のうち、ハクサンコザクラではなく、ハクサンオオバコの優占する群落で、多少とも凸地部分

にはショウジョウスゲを伴う。融雪時には凹地部分は沼沢化し、ハクサンオオバコと混生する場合も多い。

近年この植生は、南龍ヶ馬場では他の雪田植生と同様、気候変動に起因すると考えられる積雪期間の

短縮化に伴い、減少の一途をたどっており、面積並びにハクサンオオバコの

ある。有効な保護対策をとることは難しい。

選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：４　　緊急に対策必要。保護管理

Faurio-Caricetum blepharicarpae Suz.-Tok 1964 em.Miyawaki et K. Fujikawa 1970, 
白山国立公園特別保護地域、特定植物群落（対照番号：５５）

特記事項

単一群落（群落コード：２００７）類　　別

白山市旧白峰村南龍ヶ馬場（メッシュコード：５４３６-１６）位　　置

高山帯・亜高山帯にあって、環境の変化に弱い湿地に立地する雪田植物群落。白山の景観を代表す

る群落の一つである。減少しつつある雪田や湿地にあって、群落面積やハクサンコザクラの個体数減

少が危惧されている。

選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

白山国立公園特別保護区、特定植物群落（対照番号：５４）特記事項
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舳倉島のエゾツルキンバイ群落
相観による群落名

種組成による群落名

エゾツルキンバイ群落
Potentilla egedei var.grandis community　

エゾツルキンバイ群落
Potentilla egedei var.grandis-Gesellschaft

単一群落（群落コード：３１０４）類　　別

輪島市海士町（メッシュコード：５６３６-６７）位　　置

エゾツルキンバイは千島列島、北海道、東北地方の塩沼地に生育し、本島が種の分布の南限である。

また、県内唯一の群落として貴重である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　１９９６年、重油による汚染があった。

今後も汚染物質による汚染、人の立ち入りによる踏みつけ、盗掘などが懸念される。
保護管理

能登半島国定公園特別保護地区、特定植物群落（対照番号：１１４）特記事項

大島のハマウド群落
相観による群落名

種組成による群落名

ハマウド群落
Angelica japonica community

オニヤブマオーハマウド群集
（特記事項欄に記載）

単一群落（群落コード：３３０９）類　　別

輪島市七ツ島（大島）（メッシュコード：５６３６-３７-２２）位　　置

ハマウドは南方系の植物であり、本島の群落は分布の北限に近いものとして貴重である。選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　オオミズナギドリが飛び立つ際の

滑走で裸地化が生じている。野鳥の保護と植生の管理との両立を検討する必要がある。
保護管理

Boehmerio-Angelicetum japonicae Miyawaki et al. 1980
能登半島国定公園特別保護地区、特定植物群落（対照番号：２１）

特記事項

相観による群落名

種組成による群落名

片野海岸のノハナショウブ群落
相観による群落名

種組成による群落名

ノハナショウブ群落
Iris ensata var. spontanea community

ノハナショウブ－ススキ群落
（特記事項欄に記載）

単一群落（群落コード：２７２６）類　　別

加賀市塩屋町（メッシュコード：５４３６-３２-８２-３）位　　置

山中の湿地で見られることの多いノハナショウブが、海岸で見られるという貴重な群落である。選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

Iris ensata var. spontanea-Miscanthus sinensis-Gesellschaft
越前加賀海岸国定公園、特定植物群落（対照番号：１２４）

特記事項

　　のヤチカワズスゲ湿原
ヤチカワズスゲ－ミズゴケ群落
Carex omina-Sphagnum community

ヤチカワズスゲ－ミズゴケ群落
Carex omina Sphagnum-Gesellschaft

単一群落（群落コード：２３０１）類　　別

白山市旧白峰村（秘）（メッシュコ－ド：秘）位　　置

本件はミズゴケの生育する湿原で、ヤチカワズスゲやキンコウカが優占する。本県では高層湿原の発

達が悪く、このような小規模のものが認められるだけである。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　登山者の湿原への踏み込みが

懸念される。
保護管理

白山国立公園第１種特別地域、特定植物群落（対照番号：７７）特記事項
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舳倉島のヒゲスゲ群落
相観による群落名

種組成による群落名

ヒゲスゲ群落
Carex oahuensis var. robusta community

ヒゲスゲ群落
Carex oahuensis var. robusta-Gesellschaft

単一群落（群落コード：３４０２）類　　別

輪島市海士町（メッシュコード：５６３６-６７-１３）位　　置

ヒゲスゲは南方系の植物であり、本島の群落は日本海側における分布の北限に近いものとして貴重で

ある。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　１９９６年、重油による汚染があった。

今後も汚染物質による汚染、人の立ち入りによる踏みつけ、ゴミの投棄などが懸念される。
保護管理

能登半島国定公園特別保護地区、特定植物群落（対照番号：１１８）

相観による群落名

種組成による群落名

大嵐谷のミズバショウ
相観による群落名

種組成による群落名

ミズバショウ群落
Lysichiton camtschatcense community

ミズバショウ群集
Lysichiton camtschatcense-Gesellschaft

特記事項

下黒川のミズバショウ
相観による群落名

種組成による群落名

ミズバショウ群落
Lysichiton camtschatcense community

ミズバショウ群落
Lysichiton camtschatcense-Gesellschaft

単一群落（群落コード：３６０４）類　　別

輪島市下黒川町（メッシュコード：５６３６-０６-３７）位　　置

能登半島では数少ないミズバショウの自生地であり、かなりのまとまりをもった群生地として貴重である。選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　観光目的の行き過ぎた手入れ、人

の立ち入りによる踏みつけ、盗掘などが懸念される。
保護管理

輪島市指定天然記念物、特定植物群落（対照番号：２４）特記事項

大倉岳のミズバショウ
ミズバショウ群落
Lysichiton camtschatcense community

ミズバショウ群集
Lysichiton camtschatcense-Gesellschaft

単一群落（群落コード：３６０４）類　　別

小松市尾小屋大倉岳（メッシュコード：５４３６-３４-５４）位　　置

古くから知られているミズバショウ群生地で、山地帯の緩斜面に立地している湿地の植生である。株数

は約２０００とされている。
選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　風衝側のクロマツ林はすでに伐採さ

れ、風背側のタブノキ林は壊滅している。制札や垣が設置されているが破損しており、人の踏み込みや

盗掘が懸念される。

保護管理

獅子吼・手取県立自然公園、小松市天然記念物、特定植物群落（対照番号：８０）特記事項

単一群落（群落コード：３６０４）類　　別

白山市桑島町、手取川右岸百合谷林道終点から徒歩東方約３０分（メッシュコード：５４３６-２５）位　　置

個体数は約３万株で、石川県内のミズバショウ群生地としては最大規模の小松市横谷に次ぐ規模を有

する。
選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

特定植物群落（対照番号：１２０）特記事項
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根蔵谷のミズバショウ
相観による群落名

種組成による群落名

ミズバショウ群落
Lysichiton camtschatcense community

ミズバショウ群落
Lysichiton camtschatcense-Gesellschaft

相観による群落名

種組成による群落名

安宅住吉神社のクロマツ林
相観による群落名

種組成による群落名

クロマツ群落
Pinus thunbergii community

クロマツ植林
Pinus thunbergii-Gesellschaft

横谷のミズバショウ
相観による群落名

種組成による群落名

ミズバショウ群落
Lysichiton camtschatcense community

ミズバショウ群集
Lysichiton camtschatcense-Gesellschaft

取立平のミズバショウ
ミズバショウ群落
Lysichiton camtschatcense community

ミズバショウ群集
Lysichiton camtschatcense-Gesellschaft

単一群落（群落コード：３６０４）類　　別

白山市白峰取立平。（コツブリ山の下り、１２４０ｍ付近（メッシュコード：５４３６-１４-３９）位　　置

県境に立地し、この地域のブナクラス域の湿地として典型的なものである。選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　ミズバショウの開花期に登山客が

急増している。踏み込み・踏み荒らしに対する防止策を講じる必要がある。
保護管理

福井県側は奥越高原自然公園に指定、特定植物群落（対照番号：８５）特記事項

単一群落（群落コード：４５０２）類　　別

小松市安宅町（メッシュコード：５４３６-４３-９３）位　　置

加賀海岸で育成されてきた海岸砂防林で、この地域の海岸の典型的な景観を形成する。林内には、先

行して植栽されたニセアカシヤのほか、シロダモ、ヒメアオキ、ヤブコウジ、キヅタ、タブノキ、シュロなど

のこの地域の極相をなす樹種が数多く見られ、手が入れられない場合には、自然遷移としてタブノキ群

落やスダジイ群落に移行していくものと見られる。

選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　神社への参拝客の踏圧の影響や、

記念樹等の無秩序な植栽、駐車場等工作物の設置などにより、劣化していく危険がある。
保護管理

特定植物群落（対照番号：９）特記事項

単一群落（群落コード：３６０４）類　　別

白山市旧白峰村の市ノ瀬発電所（手取川左岸）に接続する緩斜面（メッシュコード：５４３６-１５-３４)位　　置

小規模であるが、エゾリンドウ、オオバギボウシ、スゲ類などの種子植物、シダ植物、ミズゴケ類など、

湧水地、湿地の植物が豊富である。
選定理由

保護管理の状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　道路に近いので人の立ち入り、立

ち木の伐採などに注意を要する。
保護管理

白山国立公園２種特別地域、特定植物群落（対照番号：１２１）特記事項

単一群落（群落コード：３６０４）類　　別

小松市丸山町（メッシュコード：５４３６-２４-７４）位　　置

標高５００ｍ前後の凹状平坦面に発達する湿地の群落で規模は約１７万株とされ、石川県下で最大で

ある。
選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　観光目的で、上層の高木・低木の伐

採は極力控える必要がある。人の立ち入り、盗掘も懸念される。
保護管理

獅子吼・手取自然公園（部分）、特定植物群落（対照番号：８１）特記事項
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岩倉山マルバマンサク群落
相観による群落名

種組成による群落名

マルバマンサク群落
Hamamelis japonica var. obtusata community

クロマツーマルバマンサク群落
（特記事項欄に記載）

固体群（群落コード：０３０４）類　　別

輪島市町野町曽々木（メッシュコード：５６３７-１０-４６-４）位　　置

マルバマンサクの花弁は通常黄色であるが、ここではニシキマンサク、アカバナマンサクが混生する。

また、それぞれの中間型のものも見られるなど、花色の変異に富む貴重な群落である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　遊歩道整備の際に伐採する樹

木は最小限にとどめる。できれば遊歩道の拡幅などしないようにする。
保護管理

Pinus thunbergii-Hamamelis japonica var. obtusata-Gesellschaft
能登半島国定公園第１種特別地域、特定植物群落（対照番号：１０４）

特記事項

　　のサクライソウ（１７-１００）
相観による群落名

種組成による群落名

サクライソウ群落
Petrosavis sakuraii community

オオバクロモジ－ミズナラ群集
（特記事項欄に記載）

個体群（群落コード：０４２７）類　　別

加賀市山中温泉（秘）（メッシュコード：秘）位　　置

全国的にも稀少であるサクライソウの北限生育地である。選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　当面、登山道の拡幅など何もしないで

現状維持が望まれる。
保護管理

Lindero membranaceae-Quercetum grosserratae Ohba 1973

山中・大日山県立自然公園、特定植物群落（対照番号：１００）
特記事項

打呂のヨコグラノキ
相観による群落名

種組成による群落名

ヨコグラノキ群落
Berchemia berchemiaefolia community

ヒメアオキ－ウラジロガシ群集
Aucubo-Quercetum salicinae Sasaki 1958

相観による群落名

種組成による群落名
松島、 さざえ島のイワダイゲキ

イワダイゲキ群落
Euphorbia jolkinii community

マサキ－トベラ群集
Euonymo-Pittospretum tobira Miyawaki et al.1971

個体群（群落コード：０３０４）類　　別

七尾市鵜浦鹿渡島（メッシュコード：５５３７-５０-４４～５０-５４）位　　置

イワダイゲキは太平洋側に主として分布する種で房総半島が東限である。日本海側では、山口県東部

及び隠岐に分布するのみで、ここ鹿渡島にいたるまで分布しないという特異な分布をする。分布の北限

でもあり、植物地理学上重要である。

選定理由

保護管理状態：１　壊滅。　　保護対策の緊急性：４　緊急に対策必要。保護管理

能登半島国定公園普通地域、特定植物群落（対照番号：１９）特記事項

個体群（群落コード：０４３１）類　　別

珠洲市宝立町打呂（メッシュコード：５６３７-０１-７３-２）位　　置

新潟県を北限とするヨコグラノキは、かつて、良質の炭が得られるなどのために伐採され、現在では、数

少ない存在となっている。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破滅の危惧。　　数本が点在するのみ、幼木は

育っている。
保護管理

特定植物群落（対照番号：１２）特記事項
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相観による群落名

種組成による群落名

赤瀬町のヒュウガミズキ林
相観による群落名

種組成による群落名

ヒュウガミズキ群落
Corylopsis paucifolia community

ヒュウガミズキ群落
Corylopsis paucifolia-Gesellschaft

舳倉島のアカネムグラ
相観による群落名

種組成による群落名

アカネムグラ群落
Rubia jesoensis community

アカソーオオヨモギ群集
（特記事項欄に記載）

固体群（群落コード：２２０９）類　　別

輪島市海士町（メッシュコード：５６３６-６７-１３）位　　置

アカネムグラは北方系の植物で、北海道から日本海側を南下し、本島が種の分布の南限である。また、

県内唯一の群落として貴重である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　島内中央部で行われた大規模

な植林、舗装道路工事によって生育域はかなり減少した。島の開発には充分な配慮が望ましい。
保護管理

Boehmerio-Artemisietum montanae Miyawaki et al. 1968
能登半島国定公園特別保護地区、特定植物群落（対照番号：２０）

特記事項

　　のムシトリスミレ（１７－７５）
相観による群落名

種組成による群落名

ムシトリスミレ群落
Pinguicula vulgaris var.macroceras cmmunity

ムシトリスミレ群落 
Pinguicula vulgaris var.macroceras-Gesellschsft

池崎のサクラバハンノキ
サクラバハンノキ群落
Alnus traveculosa community

サクラバハンノキ群落
Alnus traveculosa-Gesellschaft

個体群（群落コード：０７０１）類　　別

七尾市池崎町（メッシュコード：５５３６-４７）位　　置

サクラバハンノキは茨城県、新潟県以西に分布するが、群落は数少ない。選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。保護管理

特定植物群落（対照番号：１１７）特記事項

個体群（群落コード：１３０６）類　　別

小松市赤瀬町（メッシュコード：５４３６-３３-６９-１）位　　置

ヒュウガミズキは京都、兵庫、岐阜、福井、石川の各府県にしか産せず、石川県でも南加賀の小松市、

加賀市の一部にのみ分布するが、ここで指定するのは赤瀬町を中心とするメタ個体群である。
選定理由

保護管理状態：２　劣悪。　保護対策の必要性：３　対策必要。　　保護対策は全くとられていない。二次

林の林縁、林床、山道の刈り込みが行われなくなったことから、鬱閉した環境に置かれることにより、発

育が衰退している。

保護管理

特定植物群落（対照番号：９１）特記事項

個体群（群落コード：２６０２）類　　別

白山市旧吉野谷村（秘）（メッシュコード：秘）位　　置

本県では、ムシトリスミレそのものが極めて稀である。また、生育地の標高が著しく低い点でも特殊性が

ある。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。保護管理

特定植物群落（対照番号：７５）特記事項
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　　のサギソウ群落（１７－１２５）
相観による群落名

種組成による群落名

サギソウ群落
Habenaria radiata community

Habenaria racliata-Gesellschaft

個体群（群落コード：２７１４）類　　別

加賀市（秘）（メッシュコード：秘）位　　置

石川県下でほぼ絶滅に近い状態になったサギソウの、残り少ない自生地の一つとして重要である。選定理由

保護管理状態：４　不良。　　保護対策の緊急性：４　対策必要。　　小面積の湿地で人が出入りしやすく、

高木が繁殖するため、保護に配慮しなければ、一気に絶滅する可能性がある。
保護管理

特定植物群落（対照番号：１２５）特記事項

日尾池群のミツガシワ
相観による群落名

種組成による群落名

ミツガシワ群落
Menyanthes trifoliate community

ミツガシワ群落
Menyanthes trifoliate-Gesellschaft

相観による群落名

種組成による群落名

　　のイワギク （１７－４９）
相観による群落名

種組成による群落名

イワギク群落
Dendranthema zawadskii community

イワギク群落
Dendranthema zawadskii-Gesellschaft

個体群（群落コード：３５０３）類　　別

白山市（秘）（メッシュコード：秘）位　　置

全国的に限られた分布をする植物で、十指を折るまでに至らない。適性環境にのみ隔離分布するもの

で、大陸系の植物である。県内では、白山山系の限られた場所にのみ分布し貴重である。緑化植物と

して、大陸産の種子が持ち込まれる恐れがあるので厳重な注意が必要である。

選定理由

保護管理状態：５　良く保護されている。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

白山国立公園第１種・第２種特別地域、特定植物群落（対照番号：４９）特記事項

個体群（群落コード：２７３３）類　　別

金沢市犀川上流の吉次山と高尾山を結ぶ稜線上に位置する（メッシュコード：５４３６-５６）位　　置

ミツガシワは氷河期の遺存種の一つであるが県下での分布が稀で、群落といえる規模のものは、今の

ところここだけである。
選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

特定植物群落（対照番号：１１９）特記事項

医王山大池のムジナスゲ
ムジナスゲ群落
Carex lasiocarpa var. occultans community

ウキヤガラ－マコモ群集
Sirpo-fluviatilis-Zizanietum latifoliae Miyawaki et Okuda 1972

個体群（群落コード：２７３５）類　　別

金沢市二俣町（医王山大池平）（メッシュコ－ド：５４３６-６６-４４）位　　置

ムジナスゲは北海道と本州中部日本海側に分布するが、ここが南限である。ヨシ、アゼスゲがつくる浮島

にヒメシダ、オオニガナ、ミズオトギリなどと共に生育している。かつては、池周辺にミツガシワ、ミズバ

ショウなどの生育が活発であったが、周辺のミズナラ林の荒廃もあって衰退の一途をたどっている。

選定理由

保護管理状態：４　やや良。保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　周辺の開発が進行しているのでそ

の抑制と、浮島や池周辺の立ち入りの制限が必要である。
保護管理

医王山県立自然公園（石川県）、特定植物群落（対照番号：４３）特記事項
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相観による群落名

種組成による群落名

　　のエチゼンダイモンジソウ
相観による群落名

種組成による群落名

エチゼンダイモンジソウ群落
Saxifraga acerifolia-community

エチゼンダイモンジソウ群落
Saxifraga acerifolia-Gesellschaft

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　ゴミや土砂の投棄による環境悪化に

加え、上層樹木の繁茂による日照不足のため、群落は衰え、側溝と道路の舗装との境目に多くのフジ

バカマが生育している状態である。

　　のフジバカマ群落 （１７－１２３）
相観による群落名

種組成による群落名

フジバカマ群落
Eupatorium japonicum community

フジバカマ群落
Eupatorium japonicum-Gesellschaft

個体群（群落コード：３８１３）類　　別

加賀市（秘）（メッシュコード：秘）位　　置

秋の七草の一つとして親しまれている植物であるが、現在、その群落は数少なくなっている。選定理由

保護管理

越前加賀海岸国定公園、特定植物群落（対照番号：１２３）特記事項

鉢ケ崎のハマドクサ
相観による群落名

種組成による群落名

クロマツ群落
Pinus thunbergii community

クロマツ植林
Pinus thunbergii-Forst

固体群（群落コード：４５０２）類　　別

珠洲市蛸島町雲津（メッシュコード：５６３７-１２-２６）位　　置

ハマドクサは北海道、本州の中部以北に分布するが、あまり生育地が知られていない。本群落はクロ

マツ林下に広く生育しており、貴重である。
選定理由

保護管理状態：２　劣悪。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　周囲はバンガロー、キャンプ場、海

水浴場に隣接しているため、ゴミの投棄、人の立ち入りによる踏みつけなどが著しい。監視が必要であ

る。

保護管理

珠洲市指定天然記念物、特定植物群落（対照番号：３）特記事項

　のセッコク自生地 （１７－１１５）
セッコク群落
Derndrobium moniforme community

セッコク群落
Derndrobium moniforme-Gesellschaft

個体群（群落コード：３５ｘｘ）類　　別

輪島市（メッシュコード：秘）位　　置

セッコクは樹上や岩上に着生するランの一種であるが、対馬海流によってもたらされる温暖な生育条件

により立地している石川県下唯一の生育地である。
選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　自然崩落の危険が予想される急

峻な岩上にあるが、山野草愛好家などによる採取の危険がある。
保護管理

特定植物群落（対照番号：１１５）特記事項

個体群（群落コード：３６０６）類　　別

加賀市（秘）（メッシュコード：秘）位　　置

福井県、石川県の両県にのみ分布するとされる植物種の植物群落であり、県内の分布も局所的であっ

て、植物地理上重要である。
選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。保護管理

山中・大日県立自然公園、特定植物群落（対照番号：１２６）特記事項
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柴垣のハマオミナエシ
相観による群落名

種組成による群落名

ハマオミナエシ群落
Patrinia scabiosaefolia var. crassa community

クロマツ植林
Pinus thunbergii –Forst

個体群（群落コード：４５０２）類　　別

羽咋市柴垣町（メッシュコ－ド：５５３６-３６-１０、２０～２１）位　　置

オミナエシの海岸型で、北海道から本州の海岸に分布するが本県ではここだけに分布し、種の分化の

観点から学術上重要な群落とされている。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：２　破壊の危惧。　　クロマツ植林（保安林）内に点在

していたのだが、クロマツがほとんど枯死し、それによる環境の変化が心配されており、個体維持も含

めて注視すべきである。

保護管理

能登半島国定公園、保安林、特定植物群落（対照番号：３６）特記事項

犀川源流地域のブナ林
相観による群落名

種組成による群落名

冷温帯森林植生ほか
Cool-temperate forests +

チシマザサ－ブナ群団ほか
Saso-Fagion crenatae Miyawaki Ohba et Murase 1965 +

群落複合（群落複合コード：０３）類　　別

金沢市（メッシュコード５４３６-４５～４６）位　　置

胸高直径４０～６０ｃｍもある樹齢の高いブナの自然林を主体とし、付随する山地針葉樹林、山地峡谷

林、山地渓畔林、山地高茎広葉草本植物群落などを含む。多様性に富み、その面積も３００ヘクタール

と抜群に大きい。

選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

犀川源流自然環境保全地域、犀川源流森林生物遺伝資源保存林、特定植物群落（対照番号：４４）特記事項

目附谷の自然植生
相観による群落名

種組成による群落名

冷温帯森林植生ほか
Cool-temperate forests +

チシマザサ－ブナ群集ほか
Saso-Fagion crenatae Ohba et Murase 1965 +

群落複合（群落複合コード：０３）類　　別

白山市尾口地区（メッシュコード５４３６-２５）位　　置

ブナ林を主な内容とし、一部地形によってはサワグルミなどの渓谷林、クロベ・キタゴヨウ林などの岩角

地植生、山地高茎草原などを伴うかなり広大な自然植生域である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

白山国立公園第３種特別地域、特定植物群落（対照番号：７６）特記事項

千丈平、清水谷のブナ林
相観による群落名

種組成による群落名

冷温帯森林植生ほか
Cool-temperate forests +

チシマザサ－ブナ群団ほか
（特記事項欄に記載）

群落複合（群落コード：０３）類　　別

白山山系の大笠山、笈ヶ岳、千丈平、清水谷、水晶谷に取り囲まれた緩斜面（メッシュコード：５４３６-

３６）
位　　置

原生林に近いブナ林を中核とした多様な植物群落(チシマザサ群落（Ⅱ）、ミドリユキザサーダケカンバ

群団、シナノキンバイーミヤマキンポウゲ群団など)の複合体で、日本海側山地のブナクラス域を代表す

る景観を有し、森林内にはカモシカ、ツキノワグマ、ニホンザルなどの大型哺乳類が生息するなど、生

物多様性に富む。

選定理由

保護管理状態：５　良好。　　保護対策の緊急性：１　要注意。保護管理

Saso-kurilensis-Fagegion crenatae Miyawaki, Ohba et Murase 1964  +, 白山国立公園特別

保護地域・第３種特別地域、特定植物群落（対照番号：４７）
特記事項
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白山山頂部の風衝地植生
相観による群落名

種組成による群落名

風衝植生
Wind-swept vegetation

ミヤマタネツケバナ群集ほか
Cardaminetum nipponicae Ohba 1969 +

群落複合（群落複合コード：０５）類　　別

白山の御前峰～大汝峰付近（メッシュコード：５４３６-１６）位　　置

風衝地に立地し高山風衝矮生低木群落、高山風衝草原、高山荒原植物群落などよりなる。イワギキョ

ウが優占するミヤマタネツケバナ群集など疎らな植物群落で分布域も狭く貴重である。
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　保護管理

白山国立公園特別保護地区、特定植物群落（対照番号：５３）特記事項

眉丈山の湿地植生
相観による群落名

種組成による群落名

中間・低層湿原植生
Intermediate mires and fen

ホシクサ類－コイヌノハナヒゲ群団（貧栄養湿原植物群落）
Eriocaulo-Rhynchosporion fujiiani K.Fujiwara 1979

群落複合（群落複合コード：１１）類　　別

羽咋市（秘）（メッシュコード：秘）位　　置

貧栄養湿原に特有のミミカキグサ類などの食虫植物やトキソウ、サギソウなどの植物が生育している湿

地が、僅かではあるが、まだ残存している。また、アギナシ、タニヘゴなどの絶滅危惧植物が生育する

湿地もいくつか見られる。

選定理由

保護管理状態：２　劣悪。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　開発や開発中断その後の放置及び

自然遷移などにより、生育環境が極度に狭められている。湿地周辺の植生を含めた広域エリアの保護

対策が望まれる。

保護管理

能登半島国定公園第２種特別地域、特定植物群落（対照番号：３８）特記事項

堀松・矢蔵谷・大津の湿地植生
相観による群落名

種組成による群落名

中間・低層湿原植生
Intermediate mires and fen

ホシクサ類-コイヌノハナヒゲ群団（貧栄養湿原植物群落）
Eriocaulo-Rhynchosporion fujiiani K.Fujiwara 1979

群落複合（群落複合コード：１１）類　　別

羽咋郡志賀町　堀松、矢蔵谷、大津の３地点を結んでできた３角形の地域（メッシュコード：５５３６-４６）位　　置

全国的に激減している貧栄養湿原植物群落で、貴重な湿地の植物が生育する。選定理由

保護管理状態：１　壊滅。保護管理

該当地周辺は別荘地の開発、ゴルフ場、農業用水のため池改修などのため、環境変化が著しく、

１９８５年１２月２１日付けで志賀町天然記念物指定も解除されている。特定植物群落（対照番号：３０）
特記事項

増穂ヶ浦の海浜群落
相観による群落名

種組成による群落名

砂浜植生
Sand-dune-vegetation

ハマゴウ－ハイネズ群集ほか
（特記事項欄に記載）

群落複合（群落複合コード：２０）類　　別

羽咋郡志賀町増穂ヶ浦（メッシュコ－ド：５５３６-５５-７７～６７～６８）位　　置

県下で急激に減少している砂丘の自然植生が、ある程度の面積を保って維持されている貴重な区域で

ある。特に、ハイネズ群落は県内随一である。
選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　砂丘地内をサイクリング道路が貫通

し、他から持ち込まれた植物が植栽されるなど、人為的なかく乱が著しい。早急な対策が必要である。
保護管理

Vitci rotundifoliae-Juniperetum conefertea (Yano 1962) Ohba. Miyawaki et Tx.1973+
能登半島国定公園、特定植物群落（対照番号：１１６）

特記事項
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海士岬の海浜植生
相観による群落名

種組成による群落名

塩生湿地植生、砂浜植生ほか
Salt-marsh vegetation + Sand-dune v. +

ウミミドリ－チシマドジョウツナギ　オ－ダ－ほか
（特記事項欄に記載）

群落複合・・・シオクグ群集、ドロイ群集、シバナ群落、アイアシ群集、スナビキソウ－ハマニンニク群集、
チガヤ－ハマゴウ群集、ネザサ－ススキ群集（群落複合コード：２１+）

類　　別

羽咋郡志賀町千浦海岸から赤崎までの海岸（メッシュコ－ド：５５３６-５５-６４～６３～７３～８４～９４）位　　置

塩生湿地植物群落、海浜草本群落、海岸低木林などが規則的に配列する群落系列が典型的であると

ともに、シバナ群落の本県における代表的な立地地点である。　
選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　漂着したごみが大量に堆積し、植

生への影響は多大である。影響の大きいものから順次焼却処分等対策を講ずべきである。　
保護管理

Glauceto –Puccinellietalie kulilensis Miyawaki et Ohba 1965+

能登半島国定公園、特定植物群落（対照番号：６６３）
特記事項

上野の塩湿地植生
相観による群落名

種組成による群落名

塩生湿地植生ほか
Salt-mash vegetation+

ウミミドリ－チシマドジョウツナギオ－ダ－
（特記事項欄に記載）

群落複合・・・ドロイ群集、シオクグ群集、ウミミドリ群落（群落複合コード：２１）類　　別

羽咋郡志賀町上野　上野漁港付近（メッシュコ－ド：５４３６-４５-１９）位　　置

本県でウミミドリの唯一の生育地であり、全国的には分布の南限である。選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：３　対策必要。　　生育地に漂流ごみの焼却が行な

われたり、船着き場が設置されてかなり破壊された部分もあるが、ウミミドリ群落をはじめ他の群落もか

なり回復している。しかし、ごみの処分については緊急でしかも継続的な対策が必要である。

保護管理

Glauceto Puccinellietalia kulilensis Miyawaki et Ohba 1965

能登半島国定公園、志賀町指定天然記念物、特定植物群落（対照番号：６４）
特記事項

シャク崎の海浜植生
相観による群落名

種組成による群落名

塩生湿地植生
Salt-mash vegetation +

ウラギククラス
Asteretea tripolinm Westhoff et Beeftnk 1962 +

飯田湾の海草群落
相観による群落名

種組成による群落名

アマモ群落ほか
Zostera marina community+

アマモクラス
Zosteretea marinae Pignatti 1953

群落複合（群落コード：３１＋）類　　別

珠洲市折戸町（メッシュコード：５６３７-２２-３２）位　　置

岩礁海岸に成立している塩生湿地草原および、その背後地に系列をなして立地する海岸群落群で、石

川県では比較的人為的な影響を受けていない貴重な群落である。近年、塩生湿地草原が劣化する傾

向がある。

選定理由

保護管理状態：４　やや良。　　保護対策の緊急性：１　要注意。　　１９９６年に大規模かつ重度の重油

汚染があり、今後も汚染物質による汚染、人の立ち入り、海浜植物の盗掘等の危険性が予想される。
保護管理

特定植物群落（対照番号：６）特記事項

群落複合…アマモ群集、コアマモ群集、ノトウミヒルモ群落（群落コード：３２）類　　別

珠洲市長手崎から内浦町赤碕までの沿岸（メッシュコード：５６３７-１２～０１、０２）位　　置

石川県の代表的な藻場であり、現在残されている数少ない海草群落である。選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：４　緊急に対策必要。　　今後、水質汚濁、埋め立て、

浚渫、並びにこれから進行すると予想される海岸開発が懸念される。
保護管理

能登半島国定公園（一部）。特記事項
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九十九湾口の海草群落
相観による群落名

種組成による群落名

タチアマモ群落など
Zostera caulescense community

アマモクラス
Zosteretea marinae community

七尾湾の海草群落
相観による群落名

種組成による群落名

アマモ群落 
Zostera marina community

アマモクラス
Zosteretea marinae Pignatti 1953

群落複合…タチアマモ群落、ノトウミヒルモ群落（群落コード：３２）類　　別

能登町小木、九十九湾口（５６３７-７１-６９、５９）位　　置

石川県の代表的な藻場の一つである。選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：４　緊急に対策必要。　　今後、水質汚濁、埋め立て、

浚渫、並びにこれから進行することが予想される海岸開発が懸念される。
保護管理

能登半島国定公園。特記事項

群落複合…アマモ群落、コアマモ群落、ノトウミヒルモ群落（群落コード：３２）類　　別

七尾市田浦鼻からトガ埼にいたる七尾北湾沿岸（メッシュコード：５４３７-５０、５４３７-５７）位　　置

石川県の代表的な藻場で、貴重な存在である。選定理由

保護管理状態：３　不良。　　保護対策の緊急性：４　緊急に対策必要。　　今後、水質汚濁、埋め立て、

浚渫、並びにこれから進行することが予想される海岸開発が懸念される。
保護管理

能登半島国定公園。特記事項

－737－



４ 危険性の分析と保全対策の基本 
（１）絶滅危惧植物の危険要因 

ア✶今回（2010年）の調査結果   

 絶滅危惧植物に現在作用しているものを中

心に危険要因を調査した結果、表11-1が得ら

れた。この危険要因の区分は、日本植物分類

学会が先に述べた、全国を対象としたレッド

データ・ブック作成のための調査を実施した

さいに定めた（1994年）ものである。今回の

調査にあたり前回に引き継いで、石川県絶滅

危惧植物調査会がこれをそのまま準用した。 

 各調査員が現地調査などにもとづいて作成

した調査票に、それぞれの観察場所ごとに主

な危険要因としてあげたもの（同一種類につ

いて複数の危険要因をあげることを許す）を

集計した。数字は記録された種類の数（カウ

ント）である。危険要因が記録されていない

場合があり、また、当然複数の危険要因があ

げられた場合もあるが、これらのカウントの

統計は、全体として石川県の絶滅危惧植物に

現在作用している危険要因、および、近い将

来と近い過去の危険要因を示しているものと

推定してよい。この方法も前回の調査（2000

年）の場合と同じである。 

 次に、今回の調査についてカウント数(％）

の大きいものから、それぞれの危険要因につ

いていくらか立ち入って分析を試みたい。 

１）開発 

 10番台の危険要因は開発行為である。あわ

せて約24％弱を占め、 大の危険要因となっ

ている。開発にあたって、アセスメントが必

要なことが裏付けられる。 ✶

✶なお、代替策として、しばしば、提案される

貴重な植物の「移植」は、原理上も事例から

も、妥当な保全策とはいえない。もともと、

分布域内で生育していない場所があれば、そ

こにはまだ種子などの繁殖体が散布されてい

ないというよりは、生育に不適当な場所であると推定するのが妥当である。全国的にも移植の成功した

例は少なく、石川県下ではほとんどが失敗に終わっている。 

危険要因 カウント 小計 ％

11　森林開発 188

12　池沼開発 81

13　河川開発 116

14　海岸開発5 0

15　湿地開発 64

16　草地開発1 5

17　石灰採掘 3

21　ゴルフ場2

22　スキー場  2

23　土地造成 131

24　道路工事 215

25　ダム建設0 8

31　水質汚濁2 9

32　農薬汚染2 7

41　園芸採取 189

42　薬用採取3

51　踏みつけ8 9

52　動物食害1 4

53　管理放棄7 5

54　自然遷移 380

55　火山噴火1

56　帰化競合2

61　産地局限 362 362 16.1%

71　その他 1050 05  4.7%

99　不   明  13 13 0.6%

合   計 2248 2248 100.0%

23.9%

16.4% 

3.4%

8.6%

26.4%

表１２－１　危険要因の区分と割合

537

368

76

193

593

２）工事・造成 

 20番台の危険要因は、工事ならびに土地造成などの事業である。16％強を占め、開発に次ぐ割合で

ある。この区分に、1）開発を合わせると40％強に達し、ほとんど半数を占める。 

３）管理放棄など 

 50番台の危険要因は、1）、2）のような積極的な人間活動の結果ではなくて、いわば無意識的（不

作為的）な人間活動、あるいは自然の営力の働きによる危険要因である。割合としては26％強である

が、特に大きいのは自然遷移の件数で380件に達する。これに次いで、里山や溜池などの管理放棄によ
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る植物種の危険で、件数では85件を占める。多くは内容的には同じであろう。二次的自然を主な生活

域としている多くの植物種が絶滅危惧植物となっているのは、このような理由による。 

４）産地局限 

もともと分布域や生育域が極端に限定されている結果、生育地の破壊や環境条件の変動、採取などが、

絶滅につながるような場合である。16％強の割合を占めているが、ラン科植物など、いわゆる貴重種の

多くがこの危険要因にさらされている。 

　なお、前回は日本植物分類学会の用語として当時使用された「 」を用いたが、今回はこれが修正さ

れたので、日本語の従来からの慣用である「局限」と表記する。内容は同義である。 

５）採取 

 これは文字通り採取であって、近年増大しているのが山野草ブームによるそれで、特に業者による営

業目的での多量採取が大きな問題である。割合は193件で、しかもいわゆる貴重な植物種、特に絶滅危

惧植物に集中している点に注目すべきである。 

６）汚染・汚濁 

現在までのところ、水田、湖沼、河川、海域などの水質汚濁や農薬汚染が典型的なもので、割合が3

％強となっているのは、対応する植物種の割合が少ないからである。トチカガミ科、ヒルムシロ科など

の水草類は農薬汚染（特に除草剤）の重大な影響を受けて、壊滅的な現状にある。近年、ゴルフ場はも

ちろん林道においても、除草剤が使われるようになった。このカテゴリーによる絶滅の危険の拡大が懸

念される。 

７）その他 

前述の1）ないし6）のいずれにも分類できない危険要因によるものをこの区分にまとめた。割合は

5％弱である。 

８）不明 

危険要因が不明の場合で1％弱である。 

イ　前回調査（2000年）との比較 

 前回調査との比較を示したのが、表12-2である。この表の分析から明らかな事実は、次の通りであ

る。 

１）危険要因件数の増加 

 もっと顕著な特徴は、件数の著しい増加である。件数は前回調査では1609件であったのが、今回は

2248件と639件も増加した。これは約1．4倍の増加ということであるから注目に値する事実である。

レッドデータブック掲載種は各ランクの合計数で、前回は652、今回は647とむしろ減少しているので

あるから、この数字は危険要因の著しい増加を意味している。 

２）増加の原因 

 危険要因の性質ごとに、この増加への寄与の程度を調べると、件数では不明を除いて、いずれの場合

にも増加が認められるところである。しかしながら、 も増加件数で多かったのは50番台で283件の

増加が認められ、なかでも自然遷移が184件、管理放棄が59件と多かった。次いで60番台の産地局限

の124件、10番台の開発関係が120件の増加であった。％表示での前回との差から増加への寄与率を

見ると、やはり、50番台が7．1％で 大の伸びを示している。産地局限の60番台や汚染関連40番台

の採取関連のわずかの伸びを別にすれば、開発関連の10番台、20番台など、その他の危険要因はいず

れも、割合での伸びは減少に向っており、50番台が伸びの中心になっていることが伺える。危険要因

への対処という観点から見れば、10番台や20番台の場合には、開発や造成の抑制によって、危険を回

避することが可能であるが、今後、重要な課題となってくるのは、50番台の管理や遷移に関連するよ

り複雑な問題であるということになる。 

 いずれにしても、保全対策上、 も重要なことは身近かな植物とその環境に関心を持ち、注意を怠ら

ないことである。変化がわからなければ対策を進める上でも大きな立ち遅れとなるからである。1960

年代の前半には河北潟周辺（たとえば金沢市北間町付近）の水田の間に張り巡らされた水路（クリー

ク）は、オニバスの葉で埋め尽くされていた。当時は水田雑草の一種とされて、絶滅するとは考えられ

ず、当然、なんの対策もとられていなかった。それが環境の変化と農業技術体系の変化により、1969

局限
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年を 後に姿を消し、絶滅したものと されている。 

 生物多様性の保全の事業に、専門家・行政のみならず、各地に生活の場を持つ広範な住民の参加が期

待されるとともに、保全生物学に立脚した専門的な調査・研究がもとめられる所以である。 

 

危険要因 2000(a) 2010(b) 差(b-a) 2000(a) 2010(b) 差(b-a) 2000(a) 2010(b) 差(b-a)

11　森林開発 172 188 16

12　池沼開発 48 81 33

13　河川開発 70 116 46

14　海岸開発 50 60 10

15　湿地開発 60 64 4

16　草地開発 17 25 8

17　石灰採掘 0 3 3

21　ゴルフ場 11 3 -8

22　スキー場 5 2 -3

23　土地造成 100 131 31

24　道路工事 196 215 19

25　ダム建設 18 18 0

31　水質汚濁 23 39 16

32　農薬汚染 26 37 11

41　園芸採取 160 189 29

42　薬用採取 4 4 0

51　踏みつけ 86 99 13

52　動物食害 0 24 24

53　管理放棄 26 85 59

54　自然遷移 196 380 184

55　火山噴火 0 2 2

56　帰化競合 2 3 1

61　産地局限 238 362 124 238 362 124 14.8% 16.1% 1.3%

71　その他 83 105 22 83 105 22 5.2% 4.7% -0.5%

99　不   明 18 13 -5 18 13 -5 1.1% 0.6% -0.5%

合   計 1609 2248 639 1609 2248 639 100.0% 100.0% 0.0%

29

283

-2.0%

-4.1%

0.3%

-1.6%

7.1%

164

310

25.9%

20.5%

3.0%

10.2%

19.3%

120

39

27

193 8.6%

593 26.4%

カウント 小計 ％

417

330

49

表１２－２　危険要因の区分と割合（前回との比較）

537 23.9%

369 16.4%

76 3.4%
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（２）絶滅のおそれのある地域個体群の保全 

 白山山系の亜高山帯・高山帯の地域個体群については、分布域が白山国立公園の特別保護地区内にあ

り、前記の危険要因の多くが法的規制によって排除されている。しかしながら、すでに述べたように温

暖化など気候の長期変動などによる影響が推測の域からある程度実証されてきているところであり、こ

の側面からの調査研究と対策が求められる。 

 なお、白山山系の植物相について、もはや調査研究の余地は無いかのように見る向きもあるが、実際

に 近明らかになった具体的事実から、まだまだ多くの未知の領域が残されていることを指摘しておき

たい。 

 舳倉島・七ツ島の地域個体群については、両地域とも能登半島国定公園となっているが、もともと、

面積がきわめて狭いので、自生の植物の保全については、特に配慮を要する。 

 舳倉島については北西の岩礁地域を中心に特別保護地区、それに接して第1種特別地域が設定されて、

法的な規制が行われている。しかし、生物多様性の保全という視点から、たとえば、クロマツ植林（保

安林）の施業・管理などについても、万全の対策が望まれる。 

 七ツ島は全（諸）島が特別保護地区に指定されて法的規制がおこなわれているが、大島などでは動物

による食害をはじめとして被害が生じている。植物種の保全という視点から、あらためて調査研究をす

すめ、対策を検討する必要があると思われる。 

 舳倉島での植物相の詳しい調査が実施され、1980年代のそれとの比較が可能となった。大幅な変動

が示唆されているので、ここでは問題を指摘するにとどめるが、その側面からの追究が必要となって現

状にある。 

 

（３）保護を要する植物群落 

ア　対象とする植物群落 

「生物多様性の多様性に関する条約」第7条（特定及び監視）にもとづく付属書1は、特定および監

視の対象として、①生態系及び生息地 ②種および群集 ③ゲノム及び遺伝子 の3つのカテゴリーを

あげている。植物群落は②に相当するものであるが、種にとっては①にあたる場合がある。したがって、

本書では抽象的群落ではなく、具体的に前回調査時に保護を要すると判断した具体的群落をリストした

ことは前書で述べた通りである。今回は、約10年間におけるその変化を把握することに重点をおいた

ので前回調査対象となった群落をそのまま群落測定の対象としたことは別項で触れた。いうまでもない

ことであるが、それらの保全はもとより、今後の調査研究によりさらに多くの群落を追加し、監視すべ

きであることはいうまでもない。 

イ　前回調査との比較 

 表10-1、-2、表11-1、-2として掲げた統計表では、レッドデータブック2000の調査時のデータが丸

括弧（  ）内に添えられているので、今回調査（レッドデータブック2010）の数字との比較が可能

である。 

 いずれの群落カテゴリーにおいても、保護管理状態、対策の緊急性のいずれをとっても、大局的に見

て大きな変化は認められなかった。しかしながら、詳細にみると、保護管理状態における「5 良好」、

対策の必要性の「1 要注意」が減少し、他の項目の微増が認められる。これは、石川県における「保

護を要する植物群落」の緩慢な劣化が進行しつつあることを意味するもので、注目に値する。このこと

は、予備調査において「保護を要する植物群落」の候補群落が、相当数挙げられたことと関わって、

重要な問題を提起している。 
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付表１ レッドデータブックカテゴリー（環境庁 １９９７） 

レッドデータブックカテゴリー（環境庁 1997）より、そのまま再録。 

今回の調査（本書）では、このカテゴリーの中の「我が国」とあるところを「石川県の行政区域」

と読み替えて、そのまま準用した。 

区分及び基本概念 定性的要件 定量的要件 

絶滅 
Extinct（EX） 

我が国ではすでに絶滅した

と考えられる種（注1） 

過去に我が国に生息したことが確認されており、

飼育・栽培下を含め、我が国ではすでに絶滅した

と考えられる種 

 

野生絶滅 
Extinct in the Wild（EW） 

飼育・栽培下でのみ存続し

ている種 

過去に我が国に生息したことが確認されており、

飼育・栽培下では存続しているが、我が国におい

て野生ではすでに絶滅したと考えられる種 

【確実な情報があるもの】 

①信頼できる調査や記録により、すでに野生で絶

滅したことが確認されている。 

②信頼できる複数の調査によっても、生息が確認

できなかった。 

【情報量が少ないもの】 

③過去50年間前後の間に、信頼できる生息の情報

が得られていない。 

 

絶 

滅 

危

惧 

 

Ｔ 

Ｈ 

Ｒ 

Ｅ 

Ａ

Ｔ

Ｅ 

Ｎ 

Ｅ 

Ｄ 

絶滅危惧Ⅰ類 
（CR+EN） 

絶滅の危機に瀕して 

いる種 

 

現在の状態をもたら 

した圧迫要因が引き 

続き作用する場合、 

野生での存続が困難 

なもの。 

 
 

次のいずれかに該当する

種 

 

【確実な情報があるもの】 

①既知のすべての個体群

で、危機的水準にまで減

少している。 

 

②既知のすべての生息地

で、生息条件が著しく悪

化している。 

 

③既知のすべての個体群

がその再生産能力を上

回る捕獲・採取圧にさら

されている。 

 

④ほとんどの分布域に交

雑のおそれのある別種

が侵入している。 

 

【情報量が少ないもの】  

⑤それほど遠くない過去

(30～50年)の生息記録

以後確認情報がなく、そ

の後信頼すべき調査が

行われていないため、絶

滅したかどうかの判断

が困難なもの。 

絶滅危惧ⅠA類 
Critically 

Endangered（CR） 

ごく近い将来にお 

ける野生での絶滅 

の危険性が極めて

高いもの。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絶滅危惧ⅠA類（CR） 

 
A．次のいずれかの形で個体群の減少が見られ 

る場合。 

1．最近10年間もしくは3世代のどちらか長い

期間（注2）を通じて、80％以上の減少が

あったと推定される。 

2．今後10年間もしくは3世代のどちらか長い

期間を通じて、80％以上の減少があると予

測される。 

 

B．出現範囲が100k㎡未満もしくは生息地面積が

10k㎡未満であると推定されるほか、次のう

ち2つ以上の兆候が見られる場合。 

1．生息地が過度に分断されているか、ただ    

1カ所の地点に限定されている。     

2．出現範囲、生息地面積、成熟個体数等に継

続的な減少が予測される。  

3．出現範囲、生息地面積、成熟個体数等に極

度の減少が見られる。 

 

C．個体群の成熟個体数が250未満であると推定

され、さらに次のいずれかの条件が加わる場

合。 

1．3年間もしくは1世代のどちらか長い期間に

25％以上の継続的な減少が推定される。 

2．成熟個体数の継続的な減少が観察、もしく

は推定・予測され、かつ個体群が構造的に

過度の分断を受けるか全ての個体が1つの

亜個体群に含まれる状況にある。 

 

D．成熟個体数が50未満であると推定される個 

体群である場合。 

 

E．数量解析により、10年間、もしくは3世代の

どちらか長い期間における絶滅の可能性が

50％以上と予測される場合。 

  

（注1）種：動物では種及び亜種、植物では種、亜種及び変種を示す。 

（注2）最近10年間もしくは3世代：１世代が短く3世代に要する期間が10年未満のものは年数を、1世代が長く3世代に要する期間が

10年を越えるものは世代数を採用する。 
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■カテゴリー定義 

区分及び基本概念 定性的要件 定量的要件 

絶 

滅 

危

惧 

 

Ｔ 

Ｈ 

Ｒ 

Ｅ 

Ａ

Ｔ

Ｅ 

Ｎ 

Ｅ 

Ｄ 

  
絶滅危惧ⅠB類 

Endangered(EN) 

ⅠA類ほどではな

いが、近い将来に 

おける野生での絶 

滅の危険性が高い 

もの 

絶滅危惧ⅠB類（EN） 
 

A．次のいずれかの形で個体群の減少が見られ  

る場合。 

1．最近10年間もしくは3世代のどちらか長い

期間を通じて、50％以上の減少があったと

推定される。 

2．今後10年間もしくは3世代のどちらか長い

期間を通じて、50％以上の減少があると予

測される。 

 

B．出現範囲が5,000k㎡未満もしくは生息地面     

積が500k㎡未満であると推定されるほか、次

のうち2つ以上の兆候が見られる場合。 

1．生息地が過度に分断されているか、5以下

の地点に限定されている｡ 

2．出現範囲、生息地面積、成熟個体数等に継

続的な減少が予測される。 

3．出現範囲、生息地面積、成熟個体数等に極

度の減少が見られる。 

C．個体群の成熟個体数が2,500未満であると推

定され、さらに次のいずれかの条件が加わる

場合。               

1. 5年間もしくは2世代のどちらか長い期間に

20％以上の継続的な減少が推定される。 

2．成熟個体数の継続的な減少が観察、もしく

は推定・予測され、かつ個体群が構造的に

過度の分断を受けるか全ての個体が１つ

の亜個体群に含まれる状況にある。 

      

D．成熟個体数が250未満であると推定される個

体群である場合。 

             

E．数量解析により、20年間、もしくは5世代の

どちらか長い期間における絶滅の可能性が

20％以上と予測される場合。 

 

絶滅危惧Ⅱ類 
Vulnerable（VU) 

絶滅の危険が増大し 

ている種 

 

現在の状態をもたら 

した圧迫要因が引き 

続き作用する場合、

近い将来「絶滅危惧 

Ⅰ類」のランクに移

行することが確実と

考えられるもの。 

      

 

次のいずれかに該当する種 

 

【確実な情報があるもの】 

①大部分の個体群で個体数が大幅に減少してい

る。 

②大部分の生息地で生息条件が明らかに悪化し

つつある。 

③大部分の個体群がその再生産能力を上回る捕

獲・採取圧にさらされている。 

④分布域の相当部分に交雑可能な別種が侵入し

ている。 

 

A．次のいずれかの形で個体群の減少が見られ 

る場合。 

1．最近10年間もしくは3世代のどちらか長い

期間を通じて、20％以上の減少があったと

推定される。 

2．今後10年間もしくは3世代のどちらか長い

期間を通じて、20％以上の減少があると予

測される。 

 

B．出現範囲が20,000k㎡未満もしくは生息地面

積が2,000 k㎡未満であると推定され、また

次のうち2つ以上の兆候が見られる場合。 

1．生息地が過度に分断されているか、10以下

の地点に限定されている。 

2．出現範囲、生息地面積、成熟個体数等につ

いて、継続的な減少が予測される。 

3．出現範囲、生息地面積、成熟個体数等に極

度の減少が見られる。 
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■カテゴリー定義 

 

●付属資料 

区分及び基本概念 定性的要件 定量的要件 

絶滅のおそれのある

地域個体群 
Threatened Local 

Population（LP） 

 

地域的に孤立している個体群

で、絶滅のおそれが高いもの。 

次のいずれかに該当する地域個体群 

①生息状況、学術的価値等の観点から、レッドデ

ータブック掲載種に準じて扱うべきと判断さ

れる種の地域個体群で、生息域が孤立してお

り、地域レベルで見た場合絶滅に瀕しているか

その危険が増大していると判断されるもの。 

②地方型としての特徴を有し、生物地理学的観

点から見て重要と判断される地域個体群で、

絶滅に瀕しているか、その危険が増大してい

ると判断されるもの。 

 

 

 

 

 

区分及び基本概念 定性的要件 定量的要件 

絶 

滅 

危

惧 

 

Ｔ 

Ｈ 

Ｒ 

Ｅ 

Ａ

Ｔ

Ｅ 

Ｎ 

Ｅ 

Ｄ 

  
C．個体群の成熟個体数が10,000未満であると推

定され、さらに次のいずれかの条件が加わる

場合。 

1．10年間もしくは3世代のどちらか長い期間

内に10％以上の継続的な減少が推定され

る。 

2．成熟個体数の継続的な減少が観察、もしく

は推定・予測され、かつ個体群が構造的に

過度の分断を受けるか全ての個体が1つの

亜個体群に含まれる状況にある。 

 

D．個体群が極めて小さく、成熟個体数が1,000

未満と推定されるか、生息地面積あるいは分

布地点が極めて限定されている場合。 

 

E．数量解析により、100年間における絶滅の可

能性が10％以上と予測される場合。 

 

準絶滅危惧 
Near Threatened（NT） 

存続基盤が脆弱な種 

 

現時点での絶滅危険度は小さい

が、生息条件の変化によっては

「絶滅危惧」として上位ランク

に移行する要素を有するもの。 

次に該当する種 

生息状況の推移から見て、種の存続への圧迫が強

まっていると判断されるもの。具体的には、分布

域の一部において、次のいずれかの傾向が顕著で

あり、今後さらに進行するおそれがあるもの。 

a)個体数が減少している。 

b)生息条件が悪化している。 

c)過度の捕獲・採取圧による圧迫を受けている。 

d)交雑可能な別種が侵入している。 

 

情報不足 
Data Deficient（DD) 

評価するだけの情報が不足し

ている種 

 

環境条件の変化によって、容易に絶滅危惧のカテ

ゴリーに移行し得る属性（具体的には、次のいず

れかの要素）を有しているが、生息状況をはじめ

として、ランクを判定するに足る情報が得られて

いない種 

a)どの生息地においても生息密度が低く希少で

ある。 

b)生息地が局限されている。 

c)生物地理上、孤立した分布特性を有する（分布

域がごく限られた固有種等）。 

d)生活史の一部または全部で特殊な環境条件を

必要としている。 
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付図１ 石川県の植物地理学区分と植生地理区分(概念図) 

 

 本文の記述で用いた主な地域区分は、植物地理学的区分でその内容は下記の通りである。この区

分は、石川県内の維管束植物（シダ植物・種子植物）の分布に関する長期にわたる調査・研究にも

とづいて作成されたもので、1980 年代以降も、その後の詳細な調査・研究によって支持されている。

現在のところ、最も妥当性があると考えられている区分である。ア～エで示した植物小区系の個々

の名称は、下級の地域区分である区の名称とともに県下の植物学的文献で、安定して用いられてい

る。 

 

ア 舳倉島・七ツ島植物小区系：Ｃ―Ｃ以北 

 

イ 奥能登植物小区系：Ｃ―Ｃ～Ｂ―Ｂ 

 外 浦 区：能登半島脊梁部より外浦側 

  （Ｙ―Ｙ以北） 

 内 浦 区：能登半島脊梁部より内浦側 

  （Ｙ―Ｙ以北） 

 中能登区：Ｂ―Ｂ以北で、Ｙ―Ｙ以南 

 

ウ 口能登・加賀中央部植物小区系：Ｂ―Ｂ～Ａ―Ａ 

 口能登区：Ｂ―Ｂ以南で、Ｘ―Ｘ以北 

 加賀中央区：Ｘ―Ｘ以南で、Ａ―Ａ以北 

 

エ 南加賀植物小区系：Ａ―Ａ～Ｏ 

白山高地区：南加賀植物小区系のうち、亜高山

帯・高山帯（コケモモ―トウヒク

ラス域） 

 南加賀区：南加賀植物小区系のその他の地域 

 

 

 

 

 

 

 
 本文の記述には、前記の植物地理学的区分に併せて、植生地理区分が用いられている場合がある。 
 石川県の植生地理区分は、植物地理学的区分と植生域の組み合わせとして存在する。（例：奥能登

植物小区系中能登区のヒメアオキ―ウラジロガシ群団域） 
以下、関係する要素である区分線、区分、植生域について簡潔に説明する。 
 

石川県の植生地理区分は植物地理学区分と植生域の組合せとして存在する。 

 

植物地理学的区分線 このあたりにフロラの滝があると推定される。 

Ａ―Ａ：手取川（鶴来）と大門山を結ぶ線、Ｂ―Ｂ：邑知潟低地帯を通る線、以下、フロラの弱

い滝があると推定される線、Ｘ―Ｘ：倶利伽羅峠を通る線、Ｙ―Ｙ：富来川と熊木川を通る線 

植物地理学的区分 区分線に挟まれた領域でそれぞれ特徴をもつ。 

Ｃ―Ｃ以北：舳倉島・七ツ島植物小区系、Ｃ―Ｃ～Ｂ―Ｂ：奥能登植物小区系、Ｂ―Ｂ～Ａ―Ａ：

口能登・加賀中央部植物小区系、Ａ―Ａ～Ｏ：南加賀植物小区系 

植生域 

１：コケモモ―トウヒクラス域、２：ブナクラス域、３：ヤブツバキクラス域 

うち、ヤブツバキクラス域はつぎのように区分される。 

Ⅰ:ヒメアオキ―ウラジロガシ群団域、Ⅱ:スダジイ（典型）群団域（出典：古池 1990） 
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アイアシ 616 

 アイズシモツケ 102 

 アイナエ 659 

 アイヌソモソモ 617 

 アオテンツキ 448 

 アオベンケイ 96 

 アオホオズキ 137 

 アオホラゴケ 262 

 アカネスミレ 345 

 アカネムグラ 371 

 アカハナワラビ 259 

 アギナシ 167 

 アキノハハコグサ 666 

 アケボノシュスラン 634 

 アサギリソウ 585 

 アサザ 367 

 アサダ 68 

 アシボソスゲ   444 

 アスヒカズラ 250 

 アズマイチゲ 522 

 アズマガヤ 613 

 アズマシロカネソウ 525 

 アゼオトギリ 649 

 アセビ 560 

 アブノメ 138 

 アブラチャン 519 

 アマナ 415 

 アラゲヒョウタンボク 582 

 アリアケスミレ 555 

 アワゴケ 572 

 イイヌマムカゴ 468 

 イシモチソウ 91 

 イソアオスゲ 678 

 イソスミレ 342 

 イソヤマテンツキ 447 

 イチョウシダ 270 

 イチヨウラン  223 

 イチリンソウ 521 

 イトイ 417 

 イトイヌノハナヒゲ 209 

 イトイヌノヒゲ 192 

 イトテンツキ 199 

 イトトリゲモ 411 

 イトハナビテンツキ 200 

 イトモ 406 

 イヌイ 418 

 イヌガシ    82 

 イヌスギナ 258 

 イヌセンブリ 125 

 イヌタヌキモ 579 

 イヌノハナヒゲ 449 

 イヌノフグリ 145 

 イヌハギ 655 

 イヌマキ 645 

 イノデモドキ  491 

 イノモトソウ 481 

 イバラモ 175 

 イブキシダ 280 

 イブキジャコウソウ 375 

 イワウメ 356 

 イワウメヅル 335 

 イワオモダカ 64 

 イワギク 588 

 イワギボウシ 181 

 イワキンバイ 318 

 イワシモツケ 322 

 イワシロイノデ 59 

 イワタイゲキ 106 

 イワタバコ 381 

 イワトラノオ 272 

 イワヒゲ 357 

 イワヒバ 255 

 イワベンケイ 311 

 イワヤシダ 62 

 ウキシバ 197 

索   引（レッドデータブック記載植物） 

ア 
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 ウサギギク 389 

 ウシオツメクサ 78 

 ウシクサ 198 

 ウシタキソウ 111 

 ウスゲチョウジタデ 113 

 ウスバサイシン 307 

 ウスヒメワラビ 281 

 ウチョウラン 236 

 ウチワゴケ 263 

 ウマノスズクサ 305 

 ウミミドリ 118 

 ウラボシノコギリシダ 497 

 エイザンスミレ 110 

 エゾウメバチソウ 539 

 エゾスグリ 314 

 エゾスズラン 226 

 エゾツルキンバイ 99 

 エゾヌカボ 423 

 エゾノレンリソウ 326 

 エゾヒナノウスツボ 577 

 エゾヒメクラマゴケ 251 

 エゾムカシヨモギ 395 

 エゾリンドウ 566 

 エチゼンオニアザミ 161 

 エチゼンダイモンジソウ 98 

 エビネ 454 

 エビモ 593 

 オウレンシダ 266 

 オオアカウキクサ 67 

 オオアカバナ 38 

 オオイヌノハナヒゲ 629 

 オオウシノケグサ 426 

 オオウラジロノキ 316 

 オオカナワラビ 53 

 オオキヌタソウ 370 

 オオキヨズミシダ 279 

 オオクグ   203 

 オオサクラソウ 362 

 オオシラヒゲソウ 97 

 オオタチカモジ 673 

 オオトリゲモ 176 

 オオニガナ 589 

 オオバクサフジ 328 

 オオバタンキリマメ 327 

 オオバツツジ 360 

 オオバボダイジュ 109 

 オオバメギ     87 

 オオバヤナギ 511 

 オオヒナノウスツボ 379 

 オオヒメワラビモドキ 499 

 オオフジシダ 267 

 オオヤマサギソウ 242 

 オオヤマハコベ 517 

 オオヤマレンゲ 80 

 オオユリワサビ 534 

 オオレイジンソウ 520 

 オガルカヤ 424 

 オキナグサ 84 

 オクノフウリンウメモドキ 549 

 オグルマ 164 

 オケラ 392 

 オサシダ 483 

 オニアザミ 586 

 オニク 382 

 オニクラマゴケ 34 

 オニシオガマ 576 

 オニスゲ    201 

 オニノガリヤス 674 

 オニノヤガラ 633 

 オニバス 648 

 オニビシ 348 

 オニルリソウ 570 

 オヒルムシロ 173 

 オミナエシ 584 

  

 

ガガブタ 126 

 カキツバタ 672 

 カキラン 631 

 カゴノキ 81 

カ 
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 カザグルマ 37 

 カジカエデ 331 

 カジノキ 513 

 カセンソウ 397 

 カタクリ 595 

 カタヒバ 253 

 ガッサンチドリ 466 

 カテンソウ 291 

 カノコソウ 159 

 カヤラン 245 

 カラクサシダ 480 

 カラスシキミ 553 

 カラタチバナ 563 

 カラハナソウ 514 

 カラフトダイコンソウ 543 

 カラフトドジョウツナギ 676 

 カラフトメンマ 487 

 カリガネソウ 373 

 カワヂシャ 146 

 カワツルモ 668 

 カワラサイコ 317 

 ガンピ 554 

 カンボク 156 

 キキョウ 387 

 キクモ 575 

 キケンショウマ 523 

 キセワタ 134 

 キソチドリ 639 

 キタメヒシバ 675 

 キヌガサソウ 598 

 キバナシャクナゲ 39 

 キバナノアツモリソウ 222 

 ギボウシラン 230 

 キャラボク 510 

 キヨスミウツボ 665 

 キヨズミオオクジャク 276 

 キンセイラン 216 

 キンチャクスゲ 439 

 キンバイソウ 86 

 キンラン 218 

 ギンラン 456 

 ギンレイカ 361 

 クサスギカズラ 178 

 クサボケ 652 

 クサレダマ 564 

 クチナシグサ 142 

 クマガイソウ 220 

 クマツヅラ 131 

 クモキリソウ 636 

 クモノスシダ 269 

 クモマシバスゲ   680 

 クモマスズメノヒエ 419 

 クラガリシダ 36 

 クロイチゴ 320 

 クロツバラ 656 

 クロミノウグイスカグラ 155 

 クロモ 402 

 クロヤツシロラン 459 

 グンナイフウロ 329 

 ケイリュウタチツボスミレ 344 

 コアニチドリ 214 

 コアマモ 409 

 コイケマ 569 

 コイチヨウラン 630 

 コイヌノハナヒゲ 210 

 コウガイモ 404 

 コウホネ 527 

 コウヤザサ 193 

 コオニユリ 597 

 コガネイチゴ 321 

 コガマ 434 

 コカモメヅル 369 

 コギシギシ 647 

 コクラン 233 

 コケイラン 638 

 コゴメウツギ 103 

 コシノコバイモ 413 

 コシンジュガヤ 453 

 コスギラン 474 

 コツクバネウツギ 581 
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 コナミキ 135 

 コハシゴシダ 493 

 コバノトンボソウ 467 

 コバノヒノキシダ 271 

 コバノヒルムシロ 170 

 コヒナリンドウ 121 

 コヒロハハナヤスリ 260 

 コミヤマミズ 515 

 コンロンソウ 533 

  

 

サイカチ 325 

 サイゴクイノデ 490 

 サイゴクベニシダ 274 

 サカキ 530 

 サギソウ 228 

 サキモリイヌワラビ 496 

 サクライソウ 185 

 サクラソウ 660 

 サクラバハンノキ 289 

 ササバギンラン 458 

 ササバモ 172 

 ササユリ 596 

 サジオモダカ 400 

 サツキ 359 

 サデクサ 73 

 サドクルマユリ 183 

 サルマメ 414 

 サルメンエビネ 217 

 サワギキョウ 386 

 サワラン 225 

 サンインギク 162 

 サンショウモ 66 

 ジガバチソウ 232 

 シキミ 518 

 シコクママコナ 140 

 シコタンソウ 315 

 シズイ 451 

 シソクサ 378 

 シソバタツナミ 136 

 シナノナデシコ   294 

 シノブ 477 

 シバスゲ 679 

 シバナ 405 

 シャシャンボ 561 

 ジュウニヒトエ 662 

 ジュンサイ 526 

 ショウキラン 470 

 シラオイハコベ    79 

 シラコスゲ 443 

 シロイヌノヒゲ 422 

 シロウマノガリヤス 607 

 シロウマリンドウ 122 

 ジロボウエンゴサク 93 

 シロヤマシダ 500 

 スギラン 45 

 スゲアマモ 594 

 スズサイコ 368 

 スズメノハコベ 141 

 ススヤアカバナ 112 

 スブタ   401 

 セイタカスズムシソウ 231 

 セイタカヨシ 429 

 セキショウモ 169 

 セッコク 224 

 セリモドキ 558 

 センジュガンピ   295 

 センダイスゲ 445 

 センダイハギ 104 

 センニンモ 171 

 センブリ 567 

 センボンギク 391 

 

 

 ダイサギソウ 684 

 タイツリオウギ 324 

 タカオシケチシダ 282 

 タカトウダイ 547 

 タカネシオガマ 143 

 タカネスズメノヒエ 604 

サ 

タ 
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 タカネセンブリ 124 

 タカネトンボ 238 

 タカネバラ 101 

 タカネマスクサ 627 

 タカネヨモギ 390 

 タキミシダ 49 

 ダケスゲ 442 

 タコノアシ 313 

 タチアザミ 394 

 タチアマモ 408 

 タチシノブ 479 

 タチネコノメソウ 651 

 タチフウロ 545 

 タチモ 114 

 タツノヒゲ 425 

 タニガワスゲ 625 

 タニヘゴ 278 

 タマアジサイ 538 

 タマミクリ 431 

 タムラソウ 591 

 チイサンウシノケグサ 195 

 チシマアマナ 184 

 チシマザクラ 654 

 チシマゼキショウ 600 

 チチッパベンケイ 650 

 チャシバスゲ  677 

 チャセンシダ 482 

 チュウゴクホトトギス 671 

 チョウジソウ 127 

 チョウセンガリヤス 609 

 ツクシイワヘゴ 275 

 ツクバネガシ 290 

 ツゲ     336 

 ツチアケビ 632 

 ツメレンゲ 535 

 ツヤナシイノデ 60 

 ツルガシワ 128 

 ツルタチツボスミレ 343 

 ツルネコノメソウ 312 

 ツレサギソウ 240 

 テガタチドリ    635 

 テドリドクサ 257 

 テングノコヅチ 568 

 デンジソウ 65 

 トウオオバコ 580 

 トウカイコモウセンゴケ 92 

 トウササクサ 614 

 トウヤクリンドウ 120 

 トキソウ 243 

 トキワトラノオ 52 

 ドクゼリ 354 

 トケンラン 219 

 トチカガミ 168 

 トモエソウ 308 

 トリゲモ 670 

 トンボソウ 469 

  

 

ナエバキスミレ 340 

 ナガエミクリ 432 

 ナガオノキシノブ 506 

 ナガサキシダ 57 

 ナガバノイタチシダ 58 

 ナガバノウナギツカミ 646 

 ナガボテンツキ 207 

 ナガホノナツノハナワラビ 475 

 ナツエビネ 455 

 ナツノハナワラビ 476 

 ナニワズ 552 

 ナベナ 160 

 ナラガシワ 512 

 ナワシログミ 339 

 ナンタイシダ 273 

 ナンバンギセル 147 

 ナンバンハコベ 516 

 ニョホウチドリ 237 

 ヌカボタデ   74 

 ヌマガヤ 615 

 ヌマガヤツリ 204 

 ヌマハリイ     206 

ナ 
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 ヌリワラビ  495 

 ネズ  509 

 ノウゴウイチゴ 542 

 ノウルシ 105 

 ノカンゾウ 180 

 ノコギリシダ 502 

 ノダイオウ 75 

 ノタヌキモ 148 

 ノテンツキ     446 

 ノトウミヒルモ 592 

 ノハナショウブ 602 

 ノビネチドリ 461 

  

 

バイカモ   85 

 ハイタムラソウ 664 

 ハイネズ  287 

 ハカタシダ 484 

 ハクウンラン     246 

 ハクサンイチゲ 299 

 ハクサンイチゴツナギ 618 

 ハクサンオオバコ 385 

 ハクサンコザクラ 565 

 ハクサンサイコ 556 

 ハクサンスゲ 437 

 ハクサンチドリ 637 

 ハコネウツギ 583 

 ハシゴシダ 494 

 ハシリドコロ 574 

 ハタザオ 532 

 ハナイカリ 364 

 ハナゼキショウ 187 

 ハマウツボ 383 

 ハマウド 352 

 ハマオミナエシ 158 

 ハマスゲ 681 

 ハマドクサ 256 

 ハマナス 544 

 ハマナデシコ 293 

 ハマハコベ 76 

 ハマハナヤスリ 48 

 ハマヒエガエリ 196 

 ハマベンケイソウ 130 

 ハマボウフウ 559 

 ハルリンドウ 661 

 ハンゲショウ     529 

 ハンショウヅル 524 

 ヒカゲワラビ 283 

 ヒキヨモギ 380 

 ヒゲスゲ     440 

 ヒゴスミレ 341 

 ヒシモドキ 41 

 ヒツジグサ 528 

 ヒトツボクロ 641 

 ヒトモトススキ     628 

 ヒナガリヤス 608 

 ヒナギキョウ 388 

 ヒナザサ 610 

 ヒナチドリ 686 

 ヒナノウスツボ 144 

 ヒナノキンチャク 108 

 ヒナノシャクジョウ 190 

 ヒナラン 213 

 ヒノキアスナロ 288 

 ヒメイタチシダ 277 

 ヒメイワショウブ 601 

 ヒメイワトラノオ 268 

 ヒメウズ 302 

 ヒメウスノキ 562 

 ヒメカナワラビ 492 

 ヒメカワズスゲ 436 

 ヒメガンクビソウ 393 

 ヒメキカシグサ 657 

 ヒメクラマゴケ 252 

 ヒメコウホネ 88 

 ヒメコケシノブ 265 

 ヒメサジラン 508 

 ヒメザゼンソウ 622 

 ヒメシャガ 603 

 ヒメスギラン 473 
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 ヒメタケシマラン 599 

 ヒメタヌキモ 152 

 ヒメナミキ 573 

 ヒメニラ 412 

 ヒメヌマハリイ     205 

 ヒメノキシノブ  285 

 ヒメノヤガラ 229 

 ヒメハナワラビ 47 

 ヒメヒゴタイ 399 

 ヒメビシ 347 

 ヒメフタバラン   234 

 ヒメホタルイ 682 

 ヒメミクリ 433 

 ヒメミミカキグサ 42 

 ヒメミヤマウズラ 460 

 ヒメレンゲ    537 

 ヒモカズラ  254 

 ヒュウガミズキ 310 

 ヒヨクソウ 578 

 ヒラギシスゲ   435 

 ヒロハカツラ 298 

 ヒロハコンロンソウ 309 

 ヒロハノエビモ 667 

 ヒロハノドジョウツナギ 427 

 ヒロハノヘビノボラズ 303 

 ヒロハハナヤスリ 261 

 ヒロハヤブソテツ 55 

 フキヤミツバ 115 

 フキユキノシタ 541 

 フクロシダ 63 

 フゲシザサ 619 

 フサタヌキモ 151 

 フサモ 350 

 フジウツギ 376 

 フシグロセンノウ 296 

 フジバカマ 163 

 フタバアオイ 306 

 フタバラン     464 

 フッキソウ 551 

 フトイ 452 

 フユザンショウ 107 

 ヘラシダ 501 

 ホウビシダ 51 

 ホウライシダ 644 

 ホガエリガヤ 606 

 ホクリクムヨウラン 463 

 ホクロクトウヒレン 590 

 ホザキイチヨウラン 465 

 ホザキノフサモ 349 

 ホザキノミミカキグサ 150 

 ホザキヤドリギ 69 

 ホシクサ 421 

 ホスゲ 438 

 ホソイノデ 489 

 ホソバカナワラビ 54 

 ホソバコケシノブ 264 

 ホソバノキソチドリ 640 

 ホソバノツルリンドウ 123 

 ホソバミズヒキモ 407 

 ホタルカズラ 372 

 ホタルサイコ 353 

 ホッスモ 410 

 ホテイアツモリ（ホテイアツモリソウ） 221 

 ホテイシダ 505 

 ホトトギス 188 

 ホンゴウソウ 177 

  

 

マツカゼソウ 330 

 マツグミ 70 

 マツザカシダ 50 

 マツバラン 33 

 マツモ    304 

 マネキグサ 133 

 マメヅタ 504 

 マヤラン 683 

 マルバウマノスズクサ 89 

 マルバオモダカ 166 

 マルバグミ 338 

 マルバサンキライ 186 

マ 
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 マルバシャリンバイ 319 

 マルバノイチヤクソウ 117 

 マルバノサワトウガラシ 377 

 マルバベニシダ 488 

 マルバマンネングサ 536 

 ミカヅキグサ 208 

 ミクリ 430 

 ミクリゼキショウ   416 

 ミサキカグマ 486 

 ミシマサイコ 658 

 ミズアオイ 189 

 ミズオオバコ 403 

 ミズスギ 249 

 ミズチドリ 239 

 ミズトンボ 462 

 ミズニラ 46 

 ミズネコノオ 663 

 ミズハコベ 132 

 ミズバショウ 621 

 ミズマツバ 346 

 ミスミソウ 301 

 ミズワラビ 478 

 ミチノクエンゴサク 531 

 ミツガシワ 366 

 ミツデウラボシ 503 

 ミツデカエデ 548 

 ミツバフウロ 546 

 ミツモトソウ 653 

 ミネズオウ 358 

 ミネハリイ 212 

 ミノコバイモ 179 

 ミミカキグサ 149 

 ミヤコイヌワラビ 61 

 ミヤコヤブソテツ 485 

 ミヤマアワガエリ 428 

 ミヤマイヌノハナヒゲ 450 

 ミヤマウイキョウ 355 

 ミヤマウシノケグサ 611 

 ミヤマウド 351 

 ミヤマウメモドキ 550 

 ミヤマオダマキ 83 

 ミヤマザクラ 100 

 ミヤマジュズスゲ 624 

 ミヤマゼンゴ 557 

 ミヤマタニソバ 292 

 ミヤマツチトリモチ 71 

 ミヤマヌカボシソウ 605 

 ミヤマノキシノブ 507 

 ミヤマノコギリシダ 284 

 ミヤマハナワラビ 643 

 ミヤマビャクシン 286 

 ミヤマフタバラン 235 

 ミヤマホソコウガイゼキショウ 191 

 ミヤマムラサキ 129 

 ミヤマモジズリ 227 

 ムカゴニンジン 116 

 ムカシヨモギ 396 

 ムギラン 215 

 ムクゲシケシダ 498 

 ムクロジ 334 

 ムサシモ 669 

 ムシトリスミレ 384 

 ムジナスゲ 202 

 ムシャリンドウ 40 

 ムツオレグサ 612 

 ムラサキミミカキグサ 153 

 メガルカヤ 620 

 メグスリノキ 332 

 メタカラコウ 398 

 メハジキ 374 

 モクゲンジ 333 

  

 

ヤシャゼンマイ 35 

 ヤシャビシャク 540 

 ヤチカワズスゲ 441 

 ヤチダモ 119 

 ヤナギイノコヅチ 297 

 ヤナギヌカボ 72 

 ヤハズトウヒレン 165 
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 ヤブミョウガ 420 

 ヤブムラサキ 571 

 ヤマアゼスゲ 626 

 ヤマウツボ 139 

 ヤマエンゴサク 94 

 ヤマオオウシノケグサ 194 

 ヤマオダマキ 300 

 ヤマサギソウ 241 

 ヤマシャクヤク 90 

 ヤマトキソウ 244 

 ヤマトミクリ 623 

 ヤマブキソウ 95 

 ヤマユリ 182 

 ユウシュンラン 457 

 ユキヤナギ 323 

 ヨウラクラン 685 

 ヨコグラノキ 337 

 

 

 リュウキュウマメガキ 363 

 リュウノウギク 587 

 リュウノヒゲモ 174 

 リンドウ 365 

 リンネソウ 154 

 レンプクソウ 157 

 ロッカクイ 211 

 

 

 ワカナシダ 56 

 ワチガイソウ 77 
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あ  

赤蔵神社のカゴノキを含むモミ林 719 

赤瀬白山神社のツクバネガシ林 717 

赤瀬町のヒュウガミズキ林 731 

安宅住吉神社のクロマツ林 729 

天日陰比咩神社アカガシ林 706 

海士岬の海浜植生 736 

 

い 
 

飯田湾の海草群落 736 

医王山大池のムジナスゲ 732 

医王山神社のウラジロガシ林 707 

池崎のサクラバハンノキ 731 

出水神社のスダジイ林 712 

出雲神社のスダジイ林 709 

櫟原北代比古神社のタブ林 715 

犬ノ沢八幡神社タブ林 717 

岩倉山マルバマンサク群落 730 

 

う 
 

打呂のヒノキアスナロ林 718 

打呂のヨコグラノキ 730 

上野の塩湿地植生 736 

上原白山神社のスダジイ林 714 

 

お 
 

大嵐谷のミズバショウ 728 

大倉岳のミズバショウ 728 

大島のハマウド群落 727 

大杉谷国有林のブナ林 723 

大泊八幡神社クロマツ林 718 

大野湊神社のタブ－ケヤキ林 716 

大峯神社のモミ林 719 

沖波諏訪神社のスダジイ林 709 

押水町今浜カシワ林 720 

越坂日吉神社のスダジイ林 708 

御山神社のイヌシデ、ブナ林 722 

  

か 

甲斐崎神社のアカガシ林 706 

神代神社のスダジイ林 710 

鹿島明神社の森林 717 

樫見八幡神社のウラジロガシ林 707 

片野海岸のノハナショウブ群落 727 

片姫神社のタブ林 714 

観音下のシイ－カシ林 712 

加夫刀比古神社のスダジイ林 709 

唐島のタブ林 716 

刈安笠野神社アカガシ林 706 

 

き 
 

菊水のブナ林 722 

金剣宮のウラジロガシ林 707 

錦城山モミ林 719 

 

く 
 

黒峰のブナ林 722 

 

け 
 

気多神社のシイ－タブ林 711 

 

さ 
 

犀川源流地域のクロベ－ヒメコマツ林 718 

犀川源流地域のダケカンバ林 726 

犀川源流地域のブナ林 734 

酒井日吉神社のスダジイ林 710 

笹波八幡神社スダジイ林 708 

佐野神社のケヤキ林 721 

猿山のシナノキ－エゾイタヤ林 720 

 

し 
 

椎葉円比咩神社のタブ林 716 

塩屋－片野のハマゴウ群落 725 

鹿頭八幡神社のタブ－ケヤキ林 721 

七海白山神社のモミ林 719 

柴垣のハマオミナエシ 734 

索   引（保護を要する植物群落） 
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下黒川のミズバショウ 728 

シャク崎の海浜植生 736 

白滝のヒノキアスナロ林 718 

 

す 
 

末吉日吉神社スダジイ林 710 

菅原神社のタブ林 716 

杉平諏訪神社のウラジロガシ林 707 

鈴ケ岳のブナ林 723 

須須神社奥宮のアカガシ林 706 

須須神社のスダジイ林 708 

須田のハイネズ 725 

 

せ 
 

石動山のブナ林 722 

関野鼻の千本椿 715 

千丈平、清水谷のブナ林 734 

 

た 
 

高倉彦神社のシイ－タブ林 714 

高爪神社のシイ－タブ林 710 

滝ヶ原八幡神社のスダジイ林 713 

滝神社のスダジイ林 709 

竹松砂丘のハマナス群落 725 

多田八幡神社のスダジイ林 711 

 

ち 
 

チブリ尾根のサワグルミ林 721 

チブリ尾根のブナ林 723 

 

つ 
 

九十九湾口の海草群落 737 

津波倉神社のスダジイ林 712 

 

と 
 

徳保八幡神社のタブ林 714 

取立平のミズバショウ 729 

 

 
 

な 

南志見住吉神社のタブ林 715 

七尾北湾、大島のハマナス群落 725 

七尾湾の海草群落 737 

 

ね 
 

根蔵谷のミズバショウ 729 

 

の 
 

のイワギク（17-49） 732 

のエチゼンダイモンジソウ 733 

のサギソウ群落（17-125） 732 

のサクライソウ（17-100） 730 

のセッコク自生地（17-115） 733 

のフジバカマ群落（17-123） 733 

のムシトリスミレ（17-75） 731 

のヤチカワズスゲ湿原 727 

 

は 
 

白山山頂部の風衝地植生 735 

白山蛇谷のクロベ－ヒメコマツ林 717 

白山のオオシラビソ林 724 

白山のハイマツ低木林 726 

波自加弥神社のスダジイ林 711 

長谷田白山神社のスダジイ林 713 

幡生神社のスダジイ林 712 

鉢ケ崎のハマドクサ 733 

花坂のサクラバハンノキ林 724 

馬場住吉神社のスダジイ林 713 

浜佐美のセンダン群落 724 

 

ひ 
 

日尾池群のミツガシワ 732 

眉丈山の湿地植生 735 

 

ふ 
 

藤懸神社のケヤキ林 720 
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へ 

舳倉島のアカネムグラ 731 

舳倉島のエゾツルキンバイ群落 727 

舳倉島のヒゲスゲ群落 728 

 

ほ 
 

宝立山のブナ林 721 

堀松・矢蔵谷・大津の湿地植生 735 

 

ま 
 

増穂ヶ浦の海浜群落 735 

松島、さざえ島のイワダイゲキ 730 

丸石谷のスギを含むブナ林 723 

 

み 
 

水越島と大島のアカメガシワ林 724 

南竜ヶ馬場の湿地植生 726 

南竜ヶ馬場のハクサンコザクラ群落 726 

宮竹日吉神社のウラジロガシ林 708 

 

め 
 

目附谷の自然植生 734 

 

や 
 

柳田白山神社のイヌシデ林 720 

 

よ 
 

横北白山神社のスダジイ林 713 

横谷のミズバショウ 729 

余地八幡神社のスダジイ林 711 

 

わ 
 

輪島前神社のタブ林 715 
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謝辞・関係者名簿 

 

謝  辞 

 
 本書の作成にあたり、関係機関並びに専門家及び多くの県民の方がたから、分布・生育情報の提供など

のご協力をいただきました。記して感謝の意を表します。 
 なお本書の内容については、編集委員会のみに責任があることを付記します。 
 

 
執筆・編集担当者（ABC順） 

 
古池 博   （編集委員長）：総論、各論のまとめ、統計の一部（表6-1、6-2、9、10、11、12-1、12-2）、 

単子葉植物（イネ科・ホシクサ科・カヤツリグサ科を除く） 
本多 郁夫  （編集委員）：植物種についての各種統計（表6-1、6-2、9、10、11、12-1、12-2を除く）・

植物種リスト作成・植物名の照合、合弁花類 
濱野 一郎  （編集委員）：離弁花類 
小野 ふみゑ （編集委員）：離弁花類 
中野 真理子 （編集委員）：離弁花類 
白井 伸和  （編集委員）：単子葉植物（イネ科・ホシクサ科・カヤツリグサ科） 
高木 政喜  （編集委員）：離弁花類 
米山 競一  （編集委員）：シダ植物、裸子植物 
 なお、植物群落に関する個別の記述は、石川県絶滅危惧植物調査会の調査員が分担した。 
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石川県絶滅危惧植物調査会 

いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010調査事業従事者名簿（ABC順） 

 
 

古池 博 （主任調査員＝代表、総括） 
濱野一郎 （役員） 
林 二良 
本多郁夫 （役員） 
垣内信一 
久保広子 
古場田良治 
白井伸和 （役員） 
高木政喜 （役員） 
俵 京子 
永坂正夫 
中川定一 
中野真理子（役員） 
西井武秀 
野村外喜子（役員、会計） 
小野ふみゑ（役員） 
大畑 弘 
臼井貞子 （役員、庶務） 
山田利明 （役員） 
山森 茂 
米山競一 （役員） 
 
 これは、石川県絶滅危惧植物調査会の会員（調査員）のうち、「いしかわレッドデータブック〈植物編〉

2010」の作成にあたり、実際に調査活動等に従事した調査員の名簿です。 

 本会は、以前に日本植物分類学会が受託したレッドデータブック作成事業関連の調査において、石川県

における現地調査を実施するため、1994 年に設けられたものです。2000 年に刊行された「いしかわレッ

ドデータブック〈植物編〉2000」の編纂にあたっては、現地調査の実施、報告書作成などに尽力しました。 

 今回はその経験、ノウハウ、人材などの蓄積を生かし、組織を最小限度に改組して、現地調査にあたり

ました。会員は調査員として、植物種および植物群落の現地調査に従事しました。役員は調査を担当する

ほか、各分類群・植物群落の調査について、それぞれ調査票の集約などの業務を分担するとともに、会務

をおこないました。 

 

 本書の内容に関する意見・連絡は、下記あてに送付されるようお願いいたします。 
 
〒921-8062 金沢市新保本2丁目14番地1 

 石川県絶滅危惧植物調査会 

TEL＆FAX 076-249-5204 
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