
種　　名 分類 西暦 和暦 月
アイグロマツ 植物 2008 平成20 1
アオアシシギ 鳥 2019 令和1 12
アオイスミレ 植物 2007 平成19 3
アオキ 植物 2020 令和2 1
アオサギ 鳥 2012 平成24 2
アオジ 鳥 2020 令和2 2
アオスジアゲハ 昆虫 2016 平成28 5
アオツヅラフジ 植物 2012 平成24 12
アオツヅラフジ 植物 2016 平成28 7
アオバセセリ 昆虫 2017 平成29 5
アオハダ 植物 2019 令和1 9
アオハダトンボ 昆虫 2017 平成29 7
アオモンツノカメムシ 昆虫 2020 令和2 11
アカゲラ 鳥 2011 平成23 2
アカゲラ 鳥 2017 平成29 11
アカシジミ 昆虫 2019 令和1 6
アカショウマ 植物 2011 平成23 6
アカタテハ 昆虫 2017 平成29 6
アカネ 植物 2020 令和2 10
アカバナ 植物 2008 平成20 10
アカメガシワ（冬芽と葉痕） 植物 2018 平成30 2
アカヤシオ 植物 2006 平成18 5
アキアカネ 昆虫 2016 平成28 10
アキグミ 植物 2015 平成27 11
アキチョウジ 植物 2009 平成21 10
アキノウナギツカミ 植物 2016 平成28 9
アキノキリンソウ 植物 2007 平成19 10
アキノタムラソウ 植物 2013 平成25 7
アキノノゲシ 植物 2014 平成26 10
アゲハモドキ 昆虫 2011 平成23 7
アケビ 植物 2015 平成27 10
アケボノソウ 植物 2010 平成22 10
アサギマダラ 昆虫 2014 平成26 10
アズキナシ 植物 2010 平成22 12
アズマイチゲ 植物 2018 平成30 4
アセビ 植物 2008 平成20 2
アセビ 植物 2013 平成25 3
アトリ 鳥 2018 平成30 2
アナグマ 哺乳類 2010 平成22 5
アブラゼミ 昆虫 2019 令和1 8
アブラチャン 植物 2019 平成31 3
アマサギ 鳥 2009 平成21 7
アリドオシ 植物 2016 平成28 1
アリドオシ 植物 2017 平成29 5
イカリソウ 植物 2006 平成18 5
イカリモンガ 昆虫 2014 平成26 10
イカル 鳥 2014 平成26 12
イケマ 植物 2006 平成18 8
イズセンリョウ 植物 2019 平成31 1
イソノキ 植物 2012 平成24 8
イソヒヨドリ 鳥 2020 令和2 3
イタドリハムシ 昆虫 2019 平成31 4
イタヤカエデ 植物 2014 平成26 12
イチイガシ 植物 2011 平成23 12
イチョウウキゴケ 植物 2019 令和1 11
イチリンソウ 植物 2006 平成18 5
イチリンソウ 植物 2014 平成26 4
イナカギク 植物 2008 平成20 11



イナカギク 植物 2013 平成25 10
イヌエンジュ 植物 2019 令和1 8
イヌガシ 植物 2012 平成24 4
イヌゴマ 植物 2012 平成24 7
イヌシデ 植物 2021 令和3 3
イヌショウマ 植物 2005 平成17 11
イヌセンブリ 植物 2017 平成29 11
イヌタデ 植物 2009 平成21 11
イヌタデ 植物 2013 平成25 12
イヌツゲ 植物 2018 平成30 12
イヌナシ→マメナシ 植物 2020 令和2 12
イヌナズナ 植物 2012 平成24 3
イヌノフグリ 植物 2015 平成27 3
イヌビワ 植物 2011 平成23 9
イヌブナ 植物 2012 平成24 7
イノデ 植物 2019 平成31 1
イノモトソウ 植物 2020 令和2 2
イブキシモツケとクロハナムグリ 植物・昆虫 2015 平成27 5
イボクサ 植物 2019 令和1 9
イボタノキ 植物 2007 平成19 6
イロハモミジ 植物 2019 令和1 11
イワウチワ 植物 2007 平成19 4
イワガネソウ 植物 2020 令和2 1
イワガラミ 植物 2007 平成19 7
イワタバコ 植物 2005 平成17 9
ウシタキソウ 植物 2010 平成22 8
ウスギヨウラク→ツリガネツツジ 植物 2006 平成18 6
ウスゲレイジンソウ 植物 2016 平成28 10
ウスタビガ（繭と卵） 昆虫 2019 平成31 2
ウスバキトンボ 昆虫 2017 平成29 8
ウスバシロチョウ 昆虫 2011 平成23 5
ウチワヤンマ 昆虫 2014 平成26 9
ウツギ 植物 2012 平成24 6
ウツボグサ 植物 2009 平成21 6
ウバユリ 植物 2005 平成17 8
ウマノスズクサ 植物 2011 平成23 8
ウメ 植物 2021 令和3 2
ウメガサソウ 植物 2020 令和2 6
ウメバチソウ 植物 2011 平成23 11
ウメモドキ 植物 2011 平成23 1
ウメモドキ 植物 2015 平成27 10
ウラギンシジミ 昆虫 2015 平成27 10
ウラジロ 植物 2010 平成22 1
ウラナミシジミ 昆虫 2016 平成28 11
ウリカエデ 植物 2016 平成28 11
ウリカワ 植物 2010 平成22 7
ウリクサ 植物 2018 平成30 9
ウリハダカエデ 植物 2013 平成25 11
ウリハダカエデ（冬芽） 植物 2016 平成28 2
ウワミズザクラ 植物 2006 平成18 5
エイザンスミレ 植物 2007 平成19 4
エゴノキ 植物 2018 平成30 5
エサキモンキツノカメムシ 昆虫 2016 平成28 9
エゾハルゼミ 昆虫 2012 平成24 7
エドヒガン 植物 2018 平成30 4
エナガ 鳥 2017 平成29 1
エビヅル 植物 2017 平成29 10
エビネ 植物 2010 平成22 6
エンレイソウ 植物 2011 平成23 5



オウギカズラ 植物 2012 平成24 5
オオアラセイトウ→ショカツサイ 植物 2021 令和3 3
オオイヌノフグリ 植物 2006 平成18 1
オオイヌノフグリ 植物 2013 平成25 2
オオイワカガミ 植物 2013 平成25 5
オオカメノキ 植物 2020 令和2 4
オオキジノオ 植物 2021 令和3 2
オオキツネノカミソリ 植物 2006 平成18 8
オオキツネノカミソリ 植物 2013 平成25 8
オオジシバリ 植物 2010 平成22 12
オオシマザクラ 植物 2020 令和2 4
オオセンチコガネ 昆虫 2014 平成26 5
オオタカ 鳥 2021 令和3 2
オオツヅラフジ→ツヅラフジ 植物 2007 平成19 12
オオバアサガラ 植物 2008 平成20 6
オオバタネツケバナ 植物 2010 平成22 3
オオハナアブ 昆虫 2015 平成27 11
オオハナワラビ 植物 2021 令和3 1
オオバヤシャブシ 植物 2018 平成30 3
オオバン 鳥 2009 平成21 2
オオバン 鳥 2016 平成28 12
オオハンゲ 植物 2007 平成19 8
オオホシカメムシ 昆虫 2017 平成29 11
オオミズアオ 昆虫 2019 令和1 7
オオモミジ 植物 2010 平成22 12
オオモミジ（冬芽と葉痕） 植物 2017 平成29 12
オオルリ 鳥 2017 平成29 4
オカダイコン 植物 2019 令和1 10
オカタツナミソウ 植物 2013 平成25 5
オカトラノオ 植物 2006 平成18 7
オカヨシガモ 鳥 2018 平成30 12
オケラ 植物 2012 平成24 9
オシドリ 鳥 2019 令和1 12
オタカラコウ 植物 2008 平成20 10
オトギリソウ 植物 2016 平成28 8
オトコエシ 植物 2015 平成27 9
オドリコソウ 植物 2009 平成21 6
オニグルミ（冬芽と葉痕） 植物 2015 平成27 1
オニシバリ 植物 2008 平成20 3
オニヤンマ 昆虫 2015 平成27 9
オニユリ 植物 2007 平成19 8
オニルリソウ 植物 2015 平成27 7
オモダカ 植物 2018 平成30 8
オモト 植物 2021 令和3 1
カイツブリ 鳥 2012 平成24 12
ガガイモ 植物 2010 平成22 8
カキラン 植物 2016 平成28 6
カクレミノ 植物 2012 平成24 11
カゴノキ（樹皮） 植物 2017 平成29 2
カザグルマ 植物 2005 平成17 5
カジカガエル 両生類 2009 平成21 7
カシラダカ 鳥 2018 平成30 11
カシワ（冬芽と葉痕） 植物 2018 平成30 2
カスミザクラ 植物 2018 平成30 4
カタクリ 植物 2006 平成18 4
カタクリとビロウドツリアブ 植物・昆虫 2015 平成27 4
カテンソウ 植物 2011 平成23 4
カナクギノキ 植物 2012 平成24 11
カナブン 昆虫 2019 令和1 7



カナマルマイマイ 軟体動物 2011 平成23 6
カナメモチ 植物 2009 平成21 12
カナメモチ 植物 2017 平成29 1
カノコガ 昆虫 2016 平成28 6
カノツメソウ 植物 2019 令和1 8
カブトムシ 昆虫 2018 平成30 7
ガマズミ 植物 2016 平成28 11
ガマズミ（冬芽と葉痕） 植物 2018 平成30 1
カマツカ 植物 2017 平成29 5
カヤラン 植物 2018 平成30 4
カラスアゲハ 昆虫 2020 令和2 8
カラスウリ 植物 2007 平成19 11
カラスノゴマ 植物 2012 平成24 10
カラスノゴマ 植物 2013 平成25 10
カラタチバナ 植物 2008 平成20 1
カラタチバナ 植物 2013 平成25 1
カリガネソウ 植物 2005 平成17 10
カルガモ 鳥 2012 平成24 1
カレンフェルト 景観 2012 平成24 7
カワウ 鳥 2017 平成29 12
カワガラス 鳥 2018 平成30 9
カワミドリ 植物 2006 平成18 9
カワラナデシコ 植物 2009 平成21 8
カワラナデシコ 植物 2013 平成25 8
カワラハハコ 植物 2005 平成17 12
カワラヒワ 鳥 2016 平成28 12
カワラマツバ 植物 2020 令和2 7
ガンクビソウ 植物 2020 令和2 8
ガンピ 植物 2017 平成29 6
カンムリカイツブリ 鳥 2015 平成27 12
キアシドクガ 昆虫 2018 平成30 6
キイトトンボ 昆虫 2015 平成27 7
キイロスズメバチ 昆虫 2017 平成29 10
キカシグサ 植物 2011 平成23 10
キクイモ 植物 2008 平成20 10
キクザキイチゲ 植物 2016 平成28 4
キクバヤマボクチ 植物 2018 平成30 11
キジバト 鳥 2010 平成22 2
キジョラン 植物 2019 令和1 11
キセキレイ 鳥 2017 平成29 6
キセルアザミ 植物 2014 平成26 10
キタキチョウ 昆虫 2011 平成23 1
キタテハ 昆虫 2015 平成27 11
キヅタ 植物 2017 平成29 10
キツネノカミソリ 植物 2011 平成23 8
キツネノマゴ 植物 2009 平成21 9
キツリフネ 植物 2005 平成17 7
キトンボ 昆虫 2017 平成29 10
キヌタソウ 植物 2020 令和2 8
キハギ 植物 2013 平成25 9
キバラヘリカメムシ 昆虫 2014 平成26 11
キブシ 植物 2009 平成21 4
キムネクマバチ 昆虫 2018 平成30 5
キュウリグサ 植物 2010 平成22 3
キンクロハジロ 鳥 2010 平成22 1
ギンバイソウ 植物 2017 平成29 7
キンモンガ 昆虫 2016 平成28 6
キンラン 植物 2009 平成21 5
ギンラン 植物 2015 平成27 5



ギンレイカ 植物 2019 令和1 6
クサアジサイ 植物 2008 平成20 8
クサイチゴ 植物 2021 令和3 4
クサギ 植物 2008 平成20 8
クサギとジャコウアゲハ 植物・昆虫 2014 平成26 8
クサソテツ 植物 2013 平成25 5
クサノオウ 植物 2007 平成19 5
クサボタン 植物 2008 平成20 9
クズ 植物 2009 平成21 9
クズ（葉痕） 植物 2020 令和2 1
クチナシ 植物 2006 平成18 7
クビキリギス 昆虫 2016 平成28 3
クマシデ 植物 2009 平成21 4
クマゼミ 昆虫 2017 平成29 8
クマノミズキ 植物 2009 平成21 7
クマノミズキ（冬芽） 植物 2019 平成31 2
クララ 植物 2010 平成22 6
クリハラン 植物 2015 平成27 12
クルマバナ 植物 2005 平成17 6
クルマバナ 植物 2015 平成27 9
クロガネモチ 植物 2006 平成18 12
クロカミキリ 昆虫 2017 平成29 9
クロバイ 植物 2014 平成26 5
クロハナムグリ 昆虫 2015 平成27 5
クロマルハナバチ 昆虫 2018 平成30 10
クロモジ 植物 2015 平成27 4
ケラ 昆虫 2019 令和1 9
ゲンゲ 植物 2010 平成22 3
ゲンゲ 植物 2014 平成26 3
ゲンジボタル 昆虫 2020 令和2 6
コアジサイ 植物 2015 平成27 6
コウジ 植物 2011 平成23 1
コウモリガ 昆虫 2020 令和2 10
コウヤボウキ 植物 2008 平成20 11
コオイムシ 昆虫 2017 平成29 7
コオニタビラコ 植物 2010 平成22 3
コオニヤンマ 昆虫 2016 平成28 7
コオニユリ 植物 2005 平成17 9
コガネネコノメソウ 植物 2009 平成21 5
コガマ 植物 2009 平成21 8
コカマキリ 昆虫 2014 平成26 11
コガムシ 昆虫 2020 令和2 10
コガモ 鳥 2017 平成29 12
コクラン 植物 2017 平成29 7
コサメビタキ 鳥 2020 令和2 9
コシアキトンボ 昆虫 2015 平成27 6
コジキイチゴ 植物 2008 平成20 7
コシダ 植物 2012 平成24 1
コショウノキ 植物 2007 平成19 2
コショウノキ 植物 2014 平成26 4
コスミレ 植物 2007 平成19 4
コセリバオウレン 植物 2006 平成18 3
コセリバオウレン 植物 2016 平成28 3
コタニワタリ 植物 2020 令和2 12
コチドリ 鳥 2018 平成30 7
コチャバネセセリ 昆虫 2019 令和1 5
コナギ 植物 2010 平成22 10
コハコベ 植物 2019 平成31 3
コバノガマズミ 植物 2020 令和2 5



コバノヒノキシダ 植物 2019 平成30 12
コヒルガオ 植物 2010 平成22 7
ゴマギ（冬芽と葉痕） 植物 2018 平成30 1
ゴマダラカミキリ 昆虫 2015 平成27 8
ゴマダラチョウ 昆虫 2020 令和2 7
コマツナギ 植物 2012 平成24 8
コマユミ 植物 2011 平成23 11
コミノサルトリイバラ 植物 2009 平成21 11
コムラサキ 植物 2007 平成19 12
コモチシダ 植物 2019 令和1 12
ゴンズイ 植物 2013 平成25 10
ゴンズイ実 植物 2011 平成23 11
コンロンソウ 植物 2009 平成21 5
サイコクキツネヤナギ 植物 2011 平成23 4
ザイフリボク 植物 2012 平成24 4
サギゴケ 植物 2007 平成19 5
サギソウ 植物 2015 平成27 8
サクラタデ 植物 2005 平成17 10
ササユリ 植物 2006 平成18 6
サトキマダラヒカゲ 昆虫 2015 平成27 6
サネカズラ 植物 2008 平成20 12
サネカズラ 植物 2013 平成25 12
サルナシ 植物 2015 平成27 6
サワオグルマ 植物 2012 平成24 5
サワギキョウ 植物 2014 平成26 9
サワギク 植物 2014 平成26 6
サワシロギク 植物 2019 令和1 10
サワトウガラシ 植物 2018 平成30 8
シオデ 植物 2007 平成19 12
シキミ 植物 2020 令和2 3
シギンカラマツ 植物 2020 令和2 9
シコクママコナ 植物 2011 平成23 8
シシウド 植物 2007 平成19 11
シジュウカラ 鳥 2011 平成23 2
シデコブシ 植物 2012 平成24 4
シハイスミレ 植物 2008 平成20 5
シメ 鳥 2017 平成29 2
シャガ 植物 2010 平成22 5
ジャケツイバラ 植物 2007 平成19 6
ジャコウアゲハ 昆虫 2014 平成26 8
ジャコウソウ 植物 2012 平成24 10
シャシャンボ 植物 2012 平成24 11
ジャノヒゲ 植物 2013 平成25 1
ジャノメチョウ 昆虫 2019 令和1 8
シュウブンソウ 植物 2017 平成29 9
ジョウカイボン 昆虫 2017 平成29 5
ショウジョウトンボ 昆虫 2017 平成29 9
ショウジョウバカマ 植物 2006 平成18 3
ジョウビタキ 鳥 2013 平成25 2
ジョウビタキ(オス) 鳥 2008 平成20 2
ショウブ 植物 2005 平成17 6
ショウリョウバッタ 昆虫 2019 令和1 9
ショカツサイ 植物 2021 令和3 3
シライトソウ 植物 2006 平成18 6
シラキ（冬芽と葉痕） 植物 2017 平成29 1
シロダモ 植物 2006 平成18 12
シロテンハナムグリ 昆虫 2020 令和2 5
シロノセンダングサ 植物 2019 令和1 12
シロバナサクラタデ 植物 2011 平成23 9



シロバナタンポポ 植物 2010 平成22 2
シロバナタンポポ 植物 2014 平成26 1
シロハラ 鳥 2008 平成20 2
シロハラ 鳥 2018 平成30 1
ジロボウエンゴサク 植物 2015 平成27 4
シロモジ 植物 2011 平成23 3
シロヤシオ 植物 2010 平成22 5
シロヨメナ 植物 2007 平成19 11
ジンジソウ 植物 2006 平成18 11
シンミズヒキ 植物 2008 平成20 9
スイカズラ 植物 2014 平成26 6
スイセン 植物 2008 平成20 1
スギ 植物 2017 平成29 2
スズカアザミ 植物 2012 平成24 10
スズカカンアオイ 植物 2016 平成28 3
スズシロソウ 植物 2010 平成22 4
スズメ 鳥 2017 平成29 2
スズメウリ 植物 2011 平成23 12
スズメノカタビラ 植物 2019 平成31 2
スズメノトウガラシ 植物 2018 平成30 10
スハマソウ 植物 2006 平成18 2
スハマソウ 植物 2012 平成24 3
ズミ 植物 2006 平成18 6
スミナガシ 昆虫 2015 平成27 8
スミレ 植物 2017 平成29 4
セキショウ 植物 2020 令和2 3
セグロセキレイ 鳥 2017 平成29 3
セスジスカバ 昆虫 2018 平成30 10
セツブンソウ 植物 2007 平成19 2
セツブンソウ 植物 2014 平成26 2
セントウソウ 植物 2007 平成19 3
セントウソウ 植物 2015 平成27 3
センニンソウ 植物 2007 平成19 9
センニンソウ 植物 2013 平成25 9
センブリ 植物 2006 平成18 11
センボンヤリ 植物 2006 平成18 11
センリョウ 植物 2009 平成21 1
ソクズ 植物 2014 平成26 8
ソヨゴ実 植物 2011 平成23 11
ダイコンソウ 植物 2008 平成20 8
ダイサギ 鳥 2013 平成25 1
ダイサギ 鳥 2014 平成26 7
ダイモンジソウ 植物 2008 平成20 12
ダイモンジソウ 植物 2020 令和2 10
タカノツメ 植物 2012 平成24 12
タガラシ 植物 2011 平成23 3
タガラシ 植物 2014 平成26 3
タキミチャルメルソウ 植物 2020 令和2 4
タケニグサ 植物 2014 平成26 7
タゲリ 鳥 2009 平成21 3
タシギ 鳥 2015 平成27 12
タチツボスミレ 植物 2006 平成18 1
タチネコノメソウ 植物 2017 平成29 4
タツナミソウ 植物 2020 令和2 5
タニウツギ 植物 2014 平成26 5
タニギキョウ 植物 2018 平成30 5
タヌキマメ 植物 2009 平成21 9
タネツケバナ 植物 2006 平成18 2
タネツケバナ 植物 2013 平成25 3



タネツケバナ 植物 2014 平成26 2
タマミズキ 植物 2012 平成24 1
タムシバ 植物 2014 平成26 4
タラノキ 植物 2012 平成24 9
タンキリマメ 植物 2010 平成22 11
ダンコウバイ 植物 2006 平成18 3
ダンコウバイ 植物 2014 平成26 12
タンポポ 植物 2007 平成19 2
チゴユリ 植物 2010 平成22 4
チゴユリ 植物 2013 平成25 4
チャノキ 植物 2009 平成21 11
チョウゲンポウ 鳥 2015 平成27 1
チョウジザクラ 植物 2019 平成31 4
チョウトンボ 昆虫 2009 平成21 8
ツクシ（スギナ） 植物 2009 平成21 3
ツクツクボウシ 昆虫 2018 平成30 8
ツクバキンモンソウ 植物 2008 平成20 5
ツクバネ 植物 2007 平成19 12
ツクバネソウ 植物 2010 平成22 5
ツグミ 鳥 2010 平成22 2
ツグミ 鳥 2015 平成27 2
ツゲ 植物 2011 平成23 4
ツチグリ 菌類 2012 平成24 2
ツヅラフジ 植物 2007 平成19 12
ツヅラフジ 植物 2019 令和1 10
ツノハシバミ 植物 2012 平成24 11
ツノハシバミ 植物 2018 平成30 3
ツバキ 植物 2013 平成25 2
ツマキチョウ 昆虫 2021 令和3 4
ツマグロヒョウモン 昆虫 2016 平成28 8
ツリガネツツジ 植物 2006 平成18 6
ツリガネニンジン 植物 2006 平成18 10
ツリフネソウ 植物 2005 平成17 10
ツルアジサイ 植物 2009 平成21 7
ツルアリドオシ 植物 2017 平成29 12
ツルウメモドキ 植物 2010 平成22 12
ツルグミ 植物 2018 平成30 10
ツルニガクサ 植物 2006 平成18 9
ツルニガクサ 植物 2013 平成25 8
ツルニンジン 植物 2010 平成22 9
ツルボ 植物 2006 平成18 10
ツルリンドウ 植物 2016 平成28 8
テイカカズラ 植物 2007 平成19 6
テイカカズラ 植物 2013 平成25 6
テイカカズラ 植物 2016 平成28 12
テバコモミジガサ 植物 2009 平成21 10
テリハノイバラ 植物 2018 平成30 6
テングチョウ 昆虫 2017 平成29 3
テンニンソウ 植物 2008 平成20 10
トウゴクサバノオ 植物 2012 平成24 3
トウダイグサ 植物 2021 令和3 3
トビ 鳥 2016 平成28 2
トモエガモ 鳥 2020 令和2 12
トモエソウ 植物 2005 平成17 7
トラフシジミ 昆虫 2015 平成27 5
トリアシショウマ 植物 2018 平成30 7
トリカブトの一種 植物 2009 平成21 10
トリカブトの仲間 植物 2005 平成17 10
ナガバノスミレサイシン 植物 2009 平成21 4



ナガバノヤノネグサ 植物 2011 平成23 9
ナズナ 植物 2006 平成18 1
ナズナ 植物 2014 平成26 2
ナツアカネ 昆虫 2016 平成28 10
ナツエビネ 植物 2005 平成17 8
ナツツバキ 植物 2005 平成17 7
ナツフジ 植物 2013 平成25 8
ナナホシテントウ 昆虫 2012 平成24 2
ナンテン 植物 2010 平成22 1
ナンテンハギ 植物 2005 平成17 11
ナンテンハギ 植物 2013 平成25 10
ナンバンギセル 植物 2006 平成18 10
ナンバンハコベ 植物 2020 令和2 9
ニイニイゼミ 昆虫 2010 平成22 8
ニイニイゼミ 昆虫 2016 平成28 7
ニオイタチツボスミレ 植物 2007 平成19 3
ニシキギとキバラヘリカメムシ 植物・昆虫 2014 平成26 11
ニシキキンカメムシ 昆虫 2011 平成23 7
ニセジュズネノキ 植物 2009 平成21 12
ニホンイノシシ 哺乳類 2019 令和1 11
ニリンソウ 植物 2008 平成20 3
ヌマトラノオ 植物 2017 平成29 8
ヌルデ 植物 2012 平成24 9
ネキトンボ 昆虫 2018 平成30 9
ネコノメソウ 植物 2016 平成28 4
ネコハギ 植物 2010 平成22 9
ネコヤナギ 植物 2006 平成18 2
ネコヤナギ 植物 2014 平成26 3
ネザサ 植物 2015 平成27 1
ネジキ 植物 2013 平成25 6
ネジキ（冬芽と枝） 植物 2015 平成27 2
ネジバナ 植物 2010 平成22 7
ネズミモチ 植物 2016 平成28 12
ネムノキ 植物 2018 平成30 7
ノアザミ 植物 2007 平成19 6
ノアザミとモンキアゲハ 植物・昆虫 2014 平成26 6
ノアズキ 植物 2008 平成20 9
ノカンゾウ 植物 2005 平成17 8
ノギラン 植物 2007 平成19 8
ノゲイトウ 植物 2020 令和2 11
ノコギリクワガタ 昆虫 2015 平成27 7
ノコンギク 植物 2007 平成19 10
ノコンギクとイカリモンガ 植物・昆虫 2014 平成26 10
ノササゲ 植物 2016 平成28 9
ノジスミレ 植物 2009 平成21 3
ノスリ 鳥 2009 平成21 12
ノブドウ 植物 2010 平成22 11
ノボロギク 植物 2015 平成27 2
ノミノフスマ 植物 2008 平成20 1
ノリウツギ 植物 2007 平成19 7
ノリウツギ 植物 2008 平成20 7
ノリウツギ 植物 2013 平成25 7
バイカウツギ 植物 2017 平成29 6
バイカオウレン 植物 2008 平成20 5
バイカツツジ 植物 2012 平成24 6
バイケイソウ 植物 2014 平成26 7
ハクサンハタザオ 植物 2010 平成22 4
ハクセキレイ 鳥 2016 平成28 3
ハグロソウ 植物 2006 平成18 8



ハグロソウ 植物 2013 平成25 9
ハコベ 植物 2008 平成20 2
ハシドイ 植物 2005 平成17 7
ハシビロガモ 鳥 2011 平成23 2
ハシビロガモ 鳥 2015 平成27 1
ハシブトガラス 鳥 2019 平成31 2
ハシボソガラス 鳥 2018 平成30 3
ハシリドコロ 植物 2008 平成20 4
ハダカホオズキ 植物 2008 平成20 11
ハチジョウススキ 植物 2009 平成21 9
ハッカ 植物 2010 平成22 8
ハッカ 植物 2013 平成25 9
ハッチョウトンボ 昆虫 2012 平成24 8
ハナイバナ 植物 2020 令和2 3
ハナショウブ 植物 2005 平成17 6
ハナネコノメ 植物 2008 平成20 4
ハンショウヅル 植物 2009 平成21 6
ハンノキ 植物 2019 平成31 3
ハンミョウ 昆虫 2014 平成26 8
ヒイラギ 植物 2013 平成25 12
ヒオドシチョウ 昆虫 2020 令和2 5
ヒガンバナ 植物 2010 平成22 10
ヒグラシ 昆虫 2016 平成28 8
ヒゲコメツキ 昆虫 2020 令和2 6
ヒサカキ 植物 2015 平成27 12
ヒドリガモ 鳥 2021 令和3 1
ヒトリシズカ 植物 2014 平成26 4
ヒナスミレ 植物 2011 平成23 4
ヒナノウスツボ 植物 2008 平成20 8
ヒバリ 鳥 2019 令和1 5
ヒメアカネ 昆虫 2016 平成28 11
ヒメウズ 植物 2009 平成21 3
ヒメエンゴサク 植物 2009 平成21 4
ヒメオドリコソウ 植物 2017 平成29 3
ヒメカンスゲ 植物 2011 平成23 3
ヒメキンミズヒキ 植物 2007 平成19 9
ヒメコウホネ 植物 2007 平成19 8
ヒメジャノメ 昆虫 2020 令和2 9
ヒメスミレ 植物 2019 平成31 3
ヒメツチハンミョウ 昆虫 2016 平成28 5
ヒメフウロ 植物 2012 平成24 5
ヒメヤブラン 植物 2015 平成27 7
ヒメヤママユ 昆虫 2018 平成30 11
ヒメレンゲ 植物 2013 平成25 5
ヒヨクソウ 植物 2008 平成20 7
ヒヨドリ 鳥 2012 平成24 2
ヒヨドリジョウゴ 植物 2008 平成20 12
ヒヨドリジョウゴ 植物 2013 平成25 12
ヒヨドリバナ 植物 2010 平成22 10
ヒルガオ 植物 2005 平成17 8
ビロウドツリアブ 昆虫 2015 平成27 4
ビロードシダ 植物 2021 令和3 2
ヒロハテンナンショウ 植物 2016 平成28 5
ヒロハノアマナ 植物 2007 平成19 3
ヒロハフウリンホオズキ 植物 2018 平成30 11
ビワコエビラフジ 植物 2011 平成23 7
ビンズイ 鳥 2016 平成28 2
フウラン 植物 2019 令和1 7
フキ（フキノトウ） 植物 2006 平成18 2



フキ（フキノトウ） 植物 2014 平成26 3
フクオウソウ 植物 2011 平成23 10
フクジュソウ 植物 2006 平成18 4
フクジュソウ 植物 2014 平成26 2
フサザクラ 植物 2013 平成25 4
フジ 植物 2014 平成26 5
フジウツギ 植物 2007 平成19 7
フジウツギ 植物 2008 平成20 7
フジキ 植物 2018 平成30 6
フシグロセンノウ 植物 2006 平成18 9
フタリシズカ 植物 2008 平成20 6
フデリンドウ 植物 2019 令和1 5
フモトスミレ 植物 2015 平成27 5
フユイチゴ 植物 2007 平成19 1
フユザンショウ 植物 2010 平成22 11
フユノハナワラビ 植物 2006 平成18 12
フラサバソウ 植物 2018 平成30 2
ヘクソカズラ 植物 2012 平成24 9
ベニドウダン 植物 2005 平成17 5
ベニマシコ 鳥 2008 平成20 3
ヘビノボラズ 植物 2011 平成23 12
ヘラシダ 植物 2020 令和2 1
ホオジロ 鳥 2016 平成28 4
ホシハジロ 鳥 2009 平成21 1
ホシハジロ 鳥 2016 平成28 1
ホソバリンドウとコカマキリ 植物・昆虫 2014 平成26 11
ホソミオツネントンボ 昆虫 2020 令和2 11
ホタルブクロ 植物 2006 平成18 7
ホタルブクロ 植物 2013 平成25 6
ボタンヅル 植物 2008 平成20 9
ホツツジ 植物 2014 平成26 8
ホトケノザ 植物 2006 平成18 1
ホトケノザ 植物 2013 平成25 2
ホトケノザ 植物 2014 平成26 1
ホナガタツナミソウ 植物 2011 平成23 6
ホンシャクナゲ 植物 2009 平成21 5
マガモ 鳥 2009 平成21 12
マガモ 鳥 2015 平成27 3
マタタビ 植物 2011 平成23 6
マツカゼソウ 植物 2011 平成23 9
マネキグサ 植物 2010 平成22 9
マヒワ 鳥 2020 令和2 12
マムシグサの仲間 植物 2015 平成27 11
マメヅタ 植物 2020 令和2 2
マメナシ 植物 2020 令和2 12
マユタテアカネ 昆虫 2015 平成27 10
マルバアオダモ 植物 2016 平成28 5
マルバコンロンソウ 植物 2019 平成31 4
マルバノホロシ 植物 2009 平成21 11
マルバハギ 植物 2018 平成30 9
マルミノヤマゴボウ 植物 2005 平成17 9
マルミノヤマゴボウ 植物 2019 令和1 6
マンサク 植物 2006 平成18 3
マンサク 植物 2012 平成24 3
マンリョウ 植物 2007 平成19 1
マンリョウ 植物 2014 平成26 1
ミカエリソウ 植物 2006 平成18 10
ミコアイサ 鳥 2009 平成21 2
ミコアイサ 鳥 2016 平成28 1



ミズオオバコ 植物 2007 平成19 9
ミズギボウシ 植物 2017 平成29 9
ミズタビラコ 植物 2012 平成24 6
ミズタマソウ 植物 2009 平成21 8
ミズヒキ 植物 2007 平成19 9
ミスミソウ 植物 2006 平成18 4
ミゾカクシ 植物 2020 令和2 7
ミソサザイ 鳥 2018 平成30 5
ミゾソバ 植物 2007 平成19 10
ミソハギ 植物 2005 平成17 9
ミゾホウズキ 植物 2010 平成22 7
ミツバアケビ 植物 2016 平成28 4
ミツバフウロ 植物 2011 平成23 10
ミノコバイモ 植物 2012 平成24 4
ミミナグサ 植物 2011 平成23 3
ミヤコイバラ 植物 2014 平成26 11
ミヤコグサ 植物 2008 平成20 5
ミヤコザサ 植物 2011 平成23 2
ミヤコツツジ 植物 2008 平成20 6
ミヤマアカネ 昆虫 2015 平成27 9
ミヤマイラクサ 植物 2011 平成23 7
ミヤマカタバミ 植物 2006 平成18 4
ミヤマガマズミ 植物 2020 令和2 11
ミヤマカワトンボ 昆虫 2014 平成26 7
ミヤマキケマン 植物 2008 平成20 4
ミヤマザクラ 植物 2019 令和1 5
ミヤマタニソバ 植物 2011 平成23 8
ミヤマホオジロ 鳥 2009 平成21 2
ミンミンゼミ 昆虫 2018 平成30 8
ムカゴイラクサ 植物 2017 平成29 8
ムカシトンボ 昆虫 2015 平成27 4
ムカシヤンマ 昆虫 2014 平成26 6
ムクドリ 鳥 2017 平成29 1
ムクノキ 植物 2010 平成22 11
ムシカリ→オオカメノキ 植物 2020 令和2 4
ムラサキケマン 植物 2010 平成22 4
ムラサキサギゴケ→サギゴケ 植物 2007 平成19 5
ムラサキシキブ 植物 2011 平成23 12
ムラサキシキブ 植物 2013 平成25 11
ムラサキシキブ 植物 2014 平成26 12
ムラサキシジミ 昆虫 2014 平成26 9
ムロウテンナンショウ 植物 2011 平成23 5
メギ 植物 2012 平成24 10
メジロ 鳥 2009 平成21 1
メジロ 鳥 2015 平成27 2
メハジキ 植物 2006 平成18 9
モズ 鳥 2010 平成22 1
モズ 鳥 2010 平成22 2
モズのはやにえ 鳥 2007 平成19 2
モチツツジ 植物 2013 平成25 6
モチノキ 植物 2016 平成28 1
モノサシトンボ 昆虫 2019 令和1 6
モミジバヒメオドリコソウ 植物 2020 令和2 2
モリアオガエル 両生類 2018 平成30 6
モンキアゲハ 昆虫 2014 平成26 6
モンキチョウ 昆虫 2020 令和2 4
ヤクシソウ 植物 2006 平成18 12
ヤクシソウ 植物 2013 平成25 11
ヤツデ 植物 2018 平成30 12



ヤドリギ 植物 2009 平成21 1
ヤドリギ 植物 2021 令和3 3
ヤブカンゾウ 植物 2006 平成18 8
ヤブカンゾウ 植物 2013 平成25 7
ヤブコウジ 植物 2008 平成20 12
ヤブソテツ 植物 2019 平成31 1
ヤブタバコ 植物 2016 平成28 10
ヤブツバキ 植物 2007 平成19 1
ヤブツバキ 植物 2014 平成26 1
ヤブツバキとメジロ 植物・鳥 2015 平成27 2
ヤブデマリ 植物 2010 平成22 6
ヤブニッケイ 植物 2020 令和2 6
ヤブマオ 植物 2015 平成27 8
ヤブミョウガ 植物 2014 平成26 9
ヤブムラサキ 植物 2007 平成19 7
ヤブムラサキ 植物 2017 平成29 11
ヤブラン 植物 2010 平成22 9
ヤブレガサ 植物 2008 平成20 4
ヤマアイ 植物 2013 平成25 4
ヤマアジサイ 植物 2006 平成18 7
ヤマアジサイ 植物 2013 平成25 7
ヤマアワ 植物 2019 令和1 7
ヤマイバラ 植物 2008 平成20 6
ヤマウグイスカグラ 植物 2017 平成29 3
ヤマウコギ 植物 2016 平成28 6
ヤマガラ 鳥 2018 平成30 1
ヤマグルマ 植物 2009 平成21 6
ヤマコウバシ 植物 2013 平成25 1
ヤマサギゴケ 植物 2012 平成24 6
ヤマジノホトトギス 植物 2007 平成19 10
ヤマトアオダモ（冬芽） 植物 2016 平成28 2
ヤマトウバナ 植物 2016 平成28 7
ヤマトタマムシ 昆虫 2020 令和2 8
ヤマドリ 鳥 2018 平成30 3
ヤマネコノメソウ 植物 2008 平成20 3
ヤマハゼ 植物 2014 平成26 11
ヤマハッカ 植物 2008 平成20 11
ヤマブキ 植物 2007 平成19 5
ヤマブキソウ 植物 2012 平成24 5
ヤマボウシ 植物 2005 平成17 6
ヤマボウシ（冬芽） 植物 2019 平成31 1
ヤママユ 昆虫 2016 平成28 9
ヤマラッキョウ 植物 2005 平成17 12
ヤマルリソウ 植物 2007 平成19 4
ヤマルリソウ 植物 2013 平成25 4
ユズリハ 植物 2007 平成19 1
ヨコヅナサシガメの集団越冬 昆虫 2015 平成27 3
ヨシガモ 鳥 2011 平成23 1
ヨメナ 植物 2009 平成21 10
ラショウモンカズラ 植物 2019 平成31 4
リスアカネ 昆虫 2019 令和1 10
リュウキュウマメガキ 植物 2007 平成19 11
リュウキュウマメガキ 植物 2010 平成22 6
リュウノウギク 植物 2005 平成17 11
リョウブ 植物 2012 平成24 8
リョウブ(冬芽と葉痕) 植物 2021 令和3 1
リンドウ 植物 2005 平成17 11
リンドウ 植物 2013 平成25 11
リンボク 植物 2011 平成23 10



ルイヨウボタン 植物 2011 平成23 5
ルリシジミ 昆虫 2020 令和2 7
ルリタテハ 昆虫 2017 平成29 4
ルリビタキ 鳥 2009 平成21 2
ワサビ 植物 2007 平成19 5
ワタムキアザミ 植物 2006 平成18 11
晩秋の里山 景観 2012 平成24 12
竜ヶ岳 景観 2012 平成24 1


