
種名 科名 外来種 環境省ＲＤＢ 大阪RDB
1 アイグロマツ マツ科 クロマツも
2 アイセイタカハハコグサキク科 外来種
3 アイダクグ カヤツリグサ科
4 アオイゴケ ヒルガオ科
5 アオカモジグサ イネ科
6 アオギリ アオイ科
7 アカバナルリハコベ サクラソウ科 外来種
8 アカメガシワ トウダイグサ科
9 アキニレ ニレ科
10 アキノエノコログサ イネ科
11 アキノノゲシ キク科
12 アメリカイヌホオズキ ナス科 外来種
13 アメリカウンランモドキ ハマウツボ科 外来種
14 アメリカオニアザミ キク科 外来種
15 アメリカセンダングサ キク科 外来種
16 アメリカタカサブロウ キク科 外来種
17 アメリカネナシカズラ ヒルガオ科 外来種
18 アメリカフウロ フウロソウ科 外来種
19 アリタソウ ヒユ科 外来種
20 アレチウリ ウリ科 外来種 特定外来 特定外来
21 アレチギシギシ タデ科 外来種
22 アレチハナガサ クマツヅラ科 外来種
23 アレチムラサキ ムラサキ科 外来種
24 イソヤマテンツキ カヤツリグサ科 在来海岸植物
25 イタドリ タデ科
26 イヌカキネガラシ アブラナ科 外来種
27 イヌガラシ アブラナ科
28 イヌコモチナデシコ ナデシコ科 外来種
29 イヌタデ タデ科
30 イヌビエ イネ科
31 イヌホオズキ ナス科
32 イヌムギ イネ科 外来種
33 ウシオハナツメクサ ナデシコ科 外来種
34 ウスベニチチコグサ キク科 外来種
35 ウラギク キク科 準絶滅危惧準絶滅危惧 在来海岸植物
36 ウラジロアカザ ヒユ科 外来種
37 ウラジロチチコグサ キク科 外来種
38 エノキ アサ科
39 エノキグサ トウダイグサ科
40 エノコログサ イネ科
41 オオアレチノギク キク科 外来種
42 オオイヌノフグリ オオバコ科 外来種
43 オオオナモミ キク科 外来種
44 オオカワジシャ オオバコ科 外来種 特定外来 特定外来
45 オオクサキビ イネ科 外来種
46 オオニワゼキショウ アヤメ科 外来種
47 オオマツヨイグサ アカバナ科 外来種
48 オギ イネ科
49 オキジムシロ バラ科
50 オッタチカタバミ カタバミ科 外来種
51 オニウシノケグサ イネ科 外来種
52 オニノゲシ キク科 外来種
53 オニマツヨイグサ アカバナ科 外来種
54 オヒゲシバ イネ科 外来種
55 オヒシバ イネ科
56 オランダフウロ フウロソウ科 外来種
57 オランダミミナグサ ナデシコ科 外来種
58 カズノコグサ イネ科
59 カゼクサ イネ科
60 カタバミ カタバミ科
61 カニツリグサ イネ科



62 カモジグサ イネ科
63 カヤツリグサ属の一種（大型）カヤツリグサ科
64 カラクサナズナ アブラナ科 外来種
65 カラシナ アブラナ科 外来種
66 カラスノチャヒキ イネ科 外来種
67 カラスムギ イネ科 外来種
68 カワツルモ カワツルモ科 準絶滅 絶滅 汽水域、沈水植物
69 カワラヨモギ キク科
70 キクノハアオイ アオイ科 外来種
71 キシュウスズメノヒエ イネ科 外来種
72 キバナコスモス キク科 逸出
73 キミガヨランの１種 クサスギカズラ科逸出
74 ギョウギシバ イネ科
75 キンエノコロ イネ科
76 クグガヤツリ カヤツリグサ科
77 クサネム マメ科
78 クジラグサ アブラナ科 外来種
79 クズ マメ科
80 クスノキ クスノキ科 外来種
81 クソニンジン キク科 外来種
82 クロマツ マツ科 アイグロマツも？
83 ケイヌビエ イネ科
84 コガマ ガマ科 準絶滅危惧
85 ゴキヅル ウリ科
86 コスモス キク科 逸出
87 コセンダングサ キク科 外来種
88 コニシキソウ トウダイグサ科 外来種
89 コハコベ ナデシコ科
90 コマツヨイグサ アカバナ科 外来種
91 コメツブウマゴヤシ マメ科 外来種
92 サクラの１種 バラ科 オオシマザクラ？
93 シチヘンゲ クマツヅラ科 外来種
94 シナガワハギ マメ科 外来種
95 シナダレスズメガヤ イネ科 外来種
96 シマスズメノヒエ イネ科 外来種
97 シャリンバイ バラ科 逸出 シャリンバイも含む
98 シュロ ヤシ科
99 シロザ ヒユ科
100 シロツメクサ マメ科 外来種
101 シロバナシナガワハギ マメ科 外来種
102 スイバ タデ科
103 スギナ トクサ科
104 ススキ イネ科
105 スズメノカタビラ イネ科
106 スベリヒユ スベリヒユ科
107 セイタカアワダチソウ キク科 外来種
108 セイタカハハコグサ キク科 外来種
109 セイタカハマスゲ カヤツリグサ科 外来種
110 セイバンモロコシ イネ科 外来種
111 セイヨウオオバコ オオバコ科 外来種
112 セイヨウタンポポ キク科 外来種
113 センダン センダン科 逸出
114 タカサゴユリ ユリ科 外来種
115 タガラシ キンポウゲ科
116 ダキバアレチハナガサ クマツヅラ科 外来種
117 タチスズメノヒエ イネ科 外来種
118 タマスダレ ヒガンバナ科 逸出
119 チガヤ イネ科
120 ツキミマンテマ ナデシコ科 外来種
121 ツクバネアサガオ ナス科 逸出
122 ツツイトモ ヒルムシロ科 VU 汽水域でも生育できる水草
123 ツボミオオバコ オオバコ科 外来種



124 ツメクサ ナデシコ科
125 ツユクサ ツユクサ科
126 ツルナ ハマミズナ科 在来海岸植物
127 ツワブキ キク科 外来種
128 テリミノイヌホウズキ ナス科 外来種
129 トウネズミモチ モクセイ科 逸出
130 トキワハゼ サギゴケ科
131 トクサ トクサ科 逸出
132 トゲチシャ キク科 外来種
133 トボシガラ イネ科
134 トマトの一種（ミニトマト）ナス科 逸出
135 ナガバギシギシ タデ科 外来種
136 ナガミヒナゲシ ケシ科 外来種
137 ナルトサワギク キク科 外来種 特定外来 特定外来
138 ナンキンハゼ トウダイグサ科 逸出
139 ニセアゼガヤ イネ科 外来種
140 ニセシラゲガヤ イネ科 外来種
141 ヌカススキ イネ科 外来種
142 ネズミホソムギ イネ科 外来種
143 ネズミムギ イネ科 外来種
144 ノイバラ バラ科
145 ノゲシ キク科
146 ノラニンジン セリ科 外来種
147 バケヌカボ イネ科 外来種
148 ハナハマセンブリ リンドウ科 外来種
149 ハマクマツヅラ クマツヅラ科 外来種
150 ハマゴウ シソ科 絶滅危惧Ⅱ類 在来海岸植物
151 ハマスゲ カヤツリグサ科
152 ハマダイコン アブラナ科
153 ハマツメクサ ナデシコ科 外来種
154 ハマヒルガオ ヒルガオ科 在来海岸植物
155 ハマボウ アオイ科 絶滅 同上・伐採消失
156 ハマボッス サクラソウ科 在来海岸植物
157 ヒエガエリ イネ科
158 ヒトモトススキ カヤツリグサ科 絶滅危惧Ⅱ類 在来海岸植物
159 ヒメアブラススキ イネ科
160 ヒメガマ ガマ科
161 ヒメコバンソウ イネ科 外来種
162 ヒメジョオン キク科 外来種
163 ヒメスイバ タデ科 外来種
164 ヒメムカシヨモギ キク科 外来種
165 ピラカンサの１種 バラ科 逸出
166 ヒルガオ ヒルガオ科
167 ビロードモウズイカ ゴマノハグサ科 外来種
168 フサフジウツギ ゴマノハグサ科 外来種
169 ブタクサ キク科 外来種
170 フトボメリケンカルカヤ イネ科 外来種
171 ヘクソカズラ アカネ科
172 ベニバナセンブリ リンドウ科 外来種
173 ヘラオオバコ オオバコ科 外来種
174 ヘラバヒメジョオン キク科 外来種
175 ホウキギク キク科 外来種
176 ホコガタアカザ ヒユ科
177 ホソバウンラン オオバコ科 外来種
178 ホソバハマアカザ ヒユ科 準絶滅危惧 在来海岸植物
179 ホソムギ イネ科 外来種
180 マツバウンラン オオバコ科 外来種
181 マツバゼリ セリ科 外来種
182 ママコノシリヌグイ タデ科
183 マメアサガオ ヒルガオ科 外来種
184 マメグンバイナズナ アブラナ科 外来種
185 マルバヤハズソウ マメ科 外来種



186 マンテマモドキ ナデシコ科 外来種
187 ムクノキ アサ科
188 ムシクサ オオバコ科
189 ムシトリマンテマ ナデシコ科 外来種
190 メドハギ マメ科
191 メヒシバ イネ科
192 メマツヨイグサ アカバナ科 外来種
193 メリケンガヤツリ カヤツリグサ科 外来種
194 メリケンカルカヤ イネ科 外来種
195 ヤシャブシの一種 カバノキ科 逸出
196 ヤナギハナガサ クマツヅラ科 外来種
197 ヤナギバルイラソウ キツネノマゴ科 外来種
198 ヤノネボンテンカ アオイ科 外来種
199 ヤハズエンドウ マメ科 カラスノエンドウ
200 ヤハズソウ マメ科
201 ヤマアワ イネ科
202 ユウゲショウ アカバナ科 外来種
203 ヨウシュヤマゴボウ ヤマゴボウ科 外来種
204 ヨシ イネ科
205 ヨモギ キク科
206 リュウノヒゲモ ヒルムシロ科 ＮＴ 未記載 汽水域でも生育可










