


番　号 分　　類 科　    　名

1 両生類 アマミハナサキガエル アカガエル科 VU

2 両生類 オットンガエル アカガエル科 VU

3 魚類 ヨロイボウズハゼ ハゼ科 CR

4 魚類 ルリボウズハゼ ハゼ科 VU

5 昆虫類 アマミキンモンフタオタマムシ タマムシ科 ー

6 昆虫類 ヒメフチトリゲンゴロウ ゲンゴロウ科 VU

7 昆虫類 フェリエベニボシカミキリ カミキリムシ科 ー

8 昆虫類 ヨツオビハレギカミキリ カミキリムシ科 ー

9 昆虫類 アマミマルバネクワガタ クワガタムシ科 VU

10 昆虫類 アマミシカクワガタ クワガタムシ科 ー

11 昆虫類 アマミミヤマクワガタ クワガタムシ科 ー

12 昆虫類 マルダイコクコガネ コガネムシ科 VU

13 昆虫類 ハネナガチョウトンボ トンボ科 EN

14 昆虫類 アマミナガゴミムシ オサムシ科 EN

15 腕足類 ネニヤダマシギセル キセルガイ科 CR+EN

16 貝類 ミドリシャミセンガイ シャミセンガイ科 －

17 甲殻類 オカヤドカリ オカヤドカリ科 －

18 甲殻類 ムラサキオカヤドカリ オカヤドカリ科 －

19 甲殻類 ナキオカヤドカリ オカヤドカリ科 －

20 甲殻類 リュウキュウシオマネキ スナガニ科 －

21 甲殻類 ヤエヤマシオマネキ スナガニ科 －

22 甲殻類 ルリマダラシオマネキ スナガニ科 －

               奄美市指定希少野生動植物

　　　　　ENー絶滅危惧ⅠB類　　：　　ⅠA類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高い種

　　　　　VU－絶滅危惧Ⅱ類　　　：　　絶滅の危険が増大している種

　　　　　ＮＴ－準絶滅危惧　　　　：　　将来的に絶滅する危険性があると判断された種

　　　　　CRー絶滅危惧ⅠA類　　：　　ごく近い将来において絶滅の危険性が極めて高い種

種　     名（和　名） ２０１２年環
境省レッド
リスト



番 号 分 　類 科　　    　名

1 植　物 サガリラン ラン科 CR

2 植　物 ケイタオフウラン ラン科 CR

3 植　物 キバナノセッコク ラン科 EN

4 植　物 ヒメシラヒゲラン ラン科 CR

5 植　物 ダイサギソウ ラン科 EN

6 植　物 タイワンショウキラン ラン科 CR

7 植　物 ヤクシマネッタイラン ラン科 EN

8 植　物 ナギラン ラン科 VU

9 植　物 チケイラン ラン科 VU

10 植　物 ヒメトケンラン ラン科 VU

11 植　物 トリガミネカンアオイ ウマノスズクサ科 CR

12 植　物 グスクカンアオイ ウマノスズクサ科 CR

13 植　物 カケロマカンアオイ ウマノスズクサ科 EN

14 植　物 フジノカンアオイ ウマノスズクサ科 VU

15 植　物 オオバカンアオイ ウマノスズクサ科 EN

16 植　物 ナゼカンアオイ ウマノスズクサ科 EN

17 植　物 アサトカンアオイ ウマノスズクサ科 CR

18 植　物 リュウキュウヒモラン ヒカゲノカズラ科 CR

19 植　物 ヨウラクヒバ ヒカゲノカズラ科 EN

20 植　物 リュウキュウスズカケ ゴマノハグサ科 CR

21 植　物 ハマトラノオ ゴマノハグサ科 VU

22 植　物 アマミアオネカズラ ウラボシ科 CR

23 植　物 アマミイワウチワ イワウメ科 CR

24 植　物 アマミテンナンショウ サトイモ科 EN

25 植　物 ハマジンチョウ ハマジンチョウ科 VU

26 植　物 モダマ マメ科 CR

27 植　物 アマミクサアジサイ ユキノシタ科 EN

28 植　物 アマミスミレ スミレ科 CR

29 植　物 コショウジョウバカマ ユリ科 VU

30 植　物 アマミアワゴケ アカネ科 CR

31 植　物 ヒメミヤマコナスビ サクラソウ科 CR

32 植　物 アマミカタバミ カタバミ科 CR

33 植　物 アツイタ ツルキジノオ科 VU

34 植　物 アマミナツトウダイ トウダイグサ科 CR

35 植　物 アマミマツバボタン スベリヒユ科 -

　　　　　CRー絶滅危惧ⅠA類　：　近い将来において絶滅の危険性が極めて高い種

　　　　　ENー絶滅危惧ⅠB類　：　ⅠA類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高い種

　　　　　VU－絶滅危惧Ⅱ類　：　絶滅の危険が増大している種

奄美市指定希少野生動植物

種　        名（和  名）
２０１２年環境省レッドリスト維管
束植物
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