
ふくしまレッドリスト　(コケ類) 福島県自然保護課

科名 種名 カテゴリー 備考

1 アリソニア科 ミヤマミズゼニゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

2 ウキゴケ科 イチョウウキゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

3 ウキゴケ科 ウキゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

4 カワゴケ科 カワゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

5 カワゴケ科 クロカワゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

6 キセルゴケ科 カシミールクマノゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

7 キセルゴケ科 クマノゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

8 キセルゴケ科 ミギワイクビゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

9 キヌシッポゴケ科 キヌシッポゴケモドキ 絶滅危惧Ⅰ類

10 キヌシッポゴケ科 コキヌシッポゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

11 キヌシッポゴケ科 サンカクキヌシッポゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

12 クサリゴケ科 ウニバヨウジョウゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

13 クサリゴケ科 カビゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

14 クサリゴケ科 ミヤジマヒメゴヘイゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

15 コヤバネゴケ科 ケスジヤバネゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

16 サナダゴケ科 オオサナダゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

17 センボンゴケ科 トガリバハマキゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

18 チョウチンゴケ科 テヅカチョウチンゴケ（アズミチョウチンゴケ） 絶滅危惧Ⅰ類

19 ツボミゴケ科 ヒラウロコゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

20 ハイゴケ科 コウライイチイゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

21 ヒカリゴケ科 ヒカリゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

22 ヒラゴケ科 ヒメタチヒラゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

23 ヒラゴケ科 レイシゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

24 ホウオウゴケ科 ジョウレンホウオウゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

25 ムジナゴケ科 マツムラゴケ 絶滅危惧Ⅰ類

26 ヤナギゴケ科 ササオカゴケ（アオモリカギハイゴケ） 絶滅危惧Ⅰ類

27 クサリゴケ科 ヨシナガクロウロコゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

28 シッポゴケ科 ヒロスジツリバリゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

29 シノブゴケ科 イボエチャボシノブゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

30 ジンガサゴケ科 ツボゼニゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

31 スギゴケ科 オキナスギゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

32 タチヒダゴケ科 モミゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

33 ツボミゴケ科 フサアイバゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

34 ハイゴケ科 チチブハイゴケ 絶滅危惧Ⅱ類
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35 ハイゴケ科 ミヤマハイゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

36 ハイヒモゴケ科 サイコクサガリゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

37 ハネゴケ科 ウルシハネゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

38 ハリガネゴケ科 カサゴケモドキ 絶滅危惧Ⅱ類

39 ハリガネゴケ科 コゴメイトサワゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

40 ヒムロゴケ科 フクラゴケ（ナワゴケ） 絶滅危惧Ⅱ類

41 ヒラゴケ科 コメリンスゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

42 ホウオウゴケ科 ハネホウオウゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

43 ミズゴケ科 ホソベリミズゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

44 ミズゴケ科 オオミズゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

45 ムジナゴケ科 ムジナゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

46 ヤスデゴケ科 ウネリヤスデゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

47 ヤスデゴケ科 カゴシマヤスデゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

48 ヤスデゴケ科 クロヤスデゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

49 ヤナギゴケ科 オニシメリゴケ 絶滅危惧Ⅱ類

50 ヤリカツギ科 ヤリカツギ 絶滅危惧Ⅱ類

51 アオギヌゴケ科 アサマヤノネゴケ 準絶滅危惧

52 アブラゴケ科 ツガゴケ 準絶滅危惧

53 カワゴケ科 コシノヤバネゴケ 準絶滅危惧

54 ギボウシゴケ科 ハクチョウゴケ（ヒザツキゴケ） 準絶滅危惧

55 ギボウシゴケ科 マルバスナゴケ 準絶滅危惧

56 クサリゴケ科 オオスミクサリゴケ 準絶滅危惧

57 クサリゴケ科 トサノケクサリゴケ 準絶滅危惧

58 クモノスゴケ科 エゾヤハズゴケ 準絶滅危惧

59 シノブゴケ科 モミシノブゴケ 準絶滅危惧

60 センボンゴケ科 ナメリオウムゴケ 準絶滅危惧

61 センボンゴケ科 トサノオウゴンゴケ 準絶滅危惧

62 チョウチンゴケ科 アツバチョウチンゴケ 準絶滅危惧

63 ナガハシゴケ科 ナガハシゴケ 準絶滅危惧

64 ハイヒモゴケ科 キヨスミイトゴケ 準絶滅危惧

65 ヒラゴケ科 キダチヒラゴケ 準絶滅危惧

66 ヤスデゴケ科 ヒラキバヤスデゴケ 準絶滅危惧

67 ヤナギゴケ科 ナミスジヤナギゴケ 準絶滅危惧

68 ヤナギゴケ科 ヤリノホゴケ 準絶滅危惧

69 アオギヌゴケ科 アツブサゴケモドキ 希少

70 アオギヌゴケ科 ナガバヒゲバゴケ 希少
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71 キセルゴケ科 クマノチョウジゴケ 希少

72 キセルゴケ科 ヒメイクビゴケ 希少

73 クサリゴケ科 カギゴケ 希少

74 クサリゴケ科 シダレゴヘイゴケ 希少

75 クサリゴケ科 ツジベゴヘイゴケ 希少

76 クサリゴケ科 マルバヒメクサリゴケ 希少

77 クサリゴケ科 タチバヨウジョウゴケ 希少

78 クサリゴケ科 ナカジマヒメクサリゴケ 希少

79 クサリゴケ科 ヤマナカヨウジョウゴケ 希少

80 クラマゴケモドキ科 カハルクラマゴケモドキ 希少

81 クラマゴケモドキ科 ホソクラマゴケモドキ 希少

82 ケビラゴケ科 ヒメケビラゴケ 希少

83 シッポゴケ科 カマシッポゴケ 希少

84 シッポゴケ科 ヌマシッポゴケ 希少

85 シノブゴケ科 スギバシノブゴケ 希少

86 シノブゴケ科 ヌマシノブゴケ 希少

87 シラガゴケ科 シロシラガゴケ 希少

88 センボンゴケ科 ホンモンジゴケ 希少

89 センボンゴケ科 ツツクチヒゲゴケ 希少

90 タチヒダゴケ科 マルバタチヒダゴケ 希少

91 ツヤゴケ科 コゴメツヤゴケ 希少

92 ツヤゴケ科 サクラジマツヤゴケ 希少

93 ナガハシゴケ科 トガリゴケ 希少

94 ハイゴケ科 ホンダゴケ（コアオギヌゴケ） 希少

95 ハネゴケ科 コモチハネゴケ 希少

96 ハリガネゴケ科 カサゴケ 希少

97 ヒラゴケ科 タカネメリンスゴケ 希少

98 ホウオウゴケ科 サツマホウオウゴケ 希少

99 ミズゴケ科 フナガタミズゴケ（クシノハミズゴケ） 希少

100 ヤバネゴケ科 シフネルゴケ 希少

101 ヤバネゴケ科 ウキヤバネゴケ 希少

102 クサリゴケ科 ツクシクロウロコゴケ 未評価

103 ケビラゴケ科 オオケビラゴケ 未評価

104 センボンゴケ科 アナシッポゴケモドキ 未評価

105 センボンゴケ科 カラクニネジレゴケ 未評価

106 センボンゴケ科 ケネジクチゴケ 未評価
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107 タマゴケ科 ホウライサワゴケ 未評価

108 ハイゴケ科 ヒダハイチイゴケ 未評価

109 ハイゴケ科 コクシノハゴケ 未評価

110 ハリガネゴケ科 アカスジゴケ 未評価

111 ハリガネゴケ科 ナガハハリガネゴケ 未評価

112 ホウオウゴケ科 チャイロホウオウゴケ 未評価

113 ホウオウゴケ科 ヒロハチャイロホウオウゴケ 未評価

114 ヤスデゴケ科 シコクヤスデゴケ 未評価

115 ヤナギゴケ科 ムラサキシメリゴケ 未評価

116 ヤナギゴケ科 リュウビゴケモドキ 未評価
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