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アカメガシワ－カラスザンショウ群落

ユキグニミツバツツジ－アカマツ群集
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ヨシクラス
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オギ群集

ヒルムシロクラス

スギ・ヒノキ・サワラ植林

クロマツ植林

竹林

ゴルフ場・芝地

牧草地

路傍・空地雑草群落

放棄畑雑草群落

果樹園

畑雑草群落

水田雑草群落

放棄水田雑草群落

市街地

緑の多い住宅地

工場地帯

造成地

開放水域

自然裸地
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スギ－ブナ群落
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ウラジロガシ群落

ヤブコウジ－スダジイ群集

タブノキ群落

シキミ－モミ群集

ケヤキ群落（ＶＩ）
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アカシデ－イヌシデ群落（ＶＩＩ）

アカメガシワ－カラスザンショウ群落

ケヤキ群落（ＶＩＩ）

ユキグニミツバツツジ－アカマツ群集
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ススキ群団（ＶＩＩ）
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路傍・空地雑草群落

畑雑草群落

水田雑草群落
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市街地

緑の多い住宅地

造成地

開放水域

自然裸地
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