
表6 レッドデータブックやまがたの分類群別掲載種とカテゴリー区分

日甫乳類|オオカミ ネコ目イヌ科 EX EX 

カワウソ ネコ目イタチ科 EX CR 

イノシシ ウシ目イノシシ本} EX 

ニホンジカ ウシ目シカ手斗 EX 

ホンドモモンガ ネズミ目リス手ヰ vu 
ヤマネ ネズミ目ヤマネ科 vu NT 

トガリネズミ モグラ目トガリネズミ科 NT 

カワネズミ モグラ目トガリネズミ科 NT 

ニホンリス ネズミ目リス科 NT 

ムササビ ネズミ目リス科 NT 

ヤチネズミ ネズミ目ネズミ科 NT 

オコジョ ネコ目イタチ科 NT NT 

ウサギコウモリ コウモリ目ヒナコウモリ科 DD vu 
テングコウモリ コウモリ目ヒナコウモリ手斗 DD vu 
コテングコウモリ コウモリ目ヒナコウモリ手斗 DD vu 
カヤネズミ ネズミ目ネズミ科 DD 

カモシカ ウシ目ウシ科 要注目

鳥 類|イヌワシ タカ目タカ科 CR EN 

ヒクイナ ツル目クイナ科 CR 

ヘラシギ チドリ目シギ科 CR EN 

ウミガラス チドリ目ウミスズメ科 CR CR 

ハシブトウミガラス チドリ目ウミスズメ科 CR 

ウミスズメ チドリ目ウミスズメ科 CR CR 

ブッポウソウ ブッポウソウ自ブッポウソウ科 CR vu 
チゴモズ スズメ目モズ手ヰ CR vu 
セッカ スズメ目ウグイス科 CR 

ハイタカ タカ目タカ科 EN NT 

クマタカ タカ目タカ科 EN EN 

コアジサシ チドリ目カモメ科 EN vu 
モミヤマフクロウ フクロウ目フクロウ科 EN 

ヨタカ ヨタカ目ヨタカ科 EN 

アカモズ スズメ目モズ科 EN NT 

キパシリ スズメ目キパシリ科 EN 

コジュリン スズメ目ホオジロ手ヰ EN vu 
オオジュリン スズメ目ホオジロ科 EN 

オオハム アビ目アビ科 vu 
ヨシゴイ コウノトリ目サギ科 vu 
クロサギ コウノトリ目サギ科 vu 
コクガン カモ目カモ手斗 vu vu 
ハチクマ タカ目タカ科 vu NT 

オジロワシ タカ目タカ科 vu EN 

オオワシ タカ目タカ科 vu vu 
オオタカ タカ目タカ科 vu vu 
ハヤブサ タカ目タカ科 vu vu 
オオジシギ チドリ目シギ科 vu NT 
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コノハズク フクロウ目フクロウ手斗 vu 
ヤマセミ ブッポウソウ目カワセミ干ヰ vu 
サンショウクイ スズメ目サンショウクイ科 vu vu 
オオルリ スズメ目ヒタキ科 vu 
サンコウチョウ スズメ目カササギヒタキ手ヰ vu 
ホシガラス スズメ目カラス手斗 vu 
ノ、ジロカイツブリ カイツブリ目カイツブリ手ヰ NT 

ミミカイツブリ カイツブリ目カイツブリ手斗 NT 

ヒメウ ペリカン目ウ科 NT 

アマサギ コウノトリ目サギ科 NT 

チュウダイサギ コウノトリ目サギ科 NT 

チュウサギ コウノトリ目サギ科 NT NT 

マガン カモ目カモ干ヰ NT NT 

オオヒシクイ カモ目カモ手ヰ NT NT 

オシドリ カモ目カモ手ヰ NT 

トモエガモ カモ目カモ手斗 NT vu 
クロガモ カモ目カモ科 NT 

ビロードキンクロ カモ目カモ手ヰ NT 

ミサゴ タカ目タカ科 NT NT 

ツミ タカ目タカ科 NT 

サシパ タカ目タカ科 NT 

チュウヒ タカ目タカ科 NT vu 
チゴ、ハヤブサ タカ目ハヤブサ手斗 NT 

シロチドリ チドリ目チドリ科 NT 

ケリ チドリ目チドリ手斗 NT 

ヤマシギ チドリ目シギ科 NT 

アオバト ハト目ハト科 NT 

トラフズク フクロウ目フクロウ科 NT 

アオノてズク フクロウ目フクロウ科 NT 

ハリオアマツバメ アマツバメ目アマツバメ科 NT 

アカショウビン ブッポウソウ目カワセミ手斗 NT 

オオアカゲラ キツツキ目キツツキ科 NT 

コシアカツノてメ スズメ目ツノぜメ科 NT 

セグロセキレイ スズメ目セキレイ科 NT 

イワヒノTリ スズメ目イワヒノてリ科 NT 

コマドリ スズメ目ツグミ科 NT 

トラツグミ スズメ目ツグミ手斗 NT 

アカハラ スズメ目ツグミ科 NT 

オオヨシキリ スズメ目ウグイス科 NT 

コヨシキリ スズメ目ウグイス科 NT 

エゾムシクイ スズメ目ウグイス手斗 NT 

センダイムシクイ スズメ目ウグイス科 NT 

キクイタダキ スズメ目ウグイス科 NT 

アオジ スズメ目ホオジロ手ヰ NT 

オオヨシゴイ コウノトリ目サギ科 DD EN 

ミゾゴイ コウノトリ目サギ科 DD NT 

ハクガン カモ目カモ科 DD DD 

サカツラガン カモ目カモ手ヰ DD DD 
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クイナ ツル目クイナ科 DD 

タマシギ チドリ目タマシギ科 DD 

ケイマフリ チドリ目ウミスズメ科 DD vu 
カンムリウミスズメ チドリ目ウミスズメ科 DD vu 
オオコノハズク フクロウ目フクロウ科 DD 

クマゲラ キツツキ目キツツキ科 DD vu 
オオセッカ スズメ目ウグイス手ヰ DD EN 

腿虫類 ヤモリ トカゲ目ヤモリ科 DD 

ヒノTカリ トガゲ目へビ科 DD 

シロマダラ トカゲ目へビ科 DD 

タカチホヘビ トカゲ目へビ科 DD 

両生類 ニホンアカガエル 無尾目アカガエル科 EN 

トウホクサンショウウオ 有尾目サンショウウオ科 NT 

ハコネサンショウウオ 有尾目サンショウウオ科 NT 

ツチガエル 無尾目アカガエル科 NT 

モリアオガエル 無尾目アカガエル科 NT 

淡水魚類 ゼ、ニタナゴ コイ目コイ科 CR EN 

シナイモツゴ コイ目コイ科 CR EN 

ギパチ ナマズ目ギギ科 CR vu 
イバラトミヨ特殊型(イバラトミヨ雄物型) トゲウオ目トゲウオ科 CR CR 

ホトケドジョウ コイ目ドジョウ科 EN EN 

アカザ ナマズ目アカザ科 EN vu 
降海型イトヨ トゲウオ目トゲウオ手ヰ EN 

ハナカジカ カサゴ目カジカ干斗 EN LP 

シロウオ スズキ目ハゼ目(ハゼ科) EN NT 

アカヒレタビラ コイ目コイ科 vu 
ウケクチウグイ コイ目コイ科 vu EN 

カンキョウカジカ カサゴ目カジカ科 vu 
ヤリタナゴ コイ目コイ科 NT 

イバラトミヨ(トミヨ・淡水型) トゲウオ目トゲウオ手ヰ NT 

回遊型カジカ(カジカ中卵型) カサゴ目カジカ科 NT 

スナヤツメ ヤツメウナギ目ヤツメウナギ手斗 DD vu 
エゾウグイ コイ目コイ科 DD 

シラウオ サケ目シラウオ科 DD 

メダカ ダツ目メダカ手ヰ DD vu 
ジュズカケハゼ スズキ目ハゼ、目(ハゼ、科) DD 

クロヨシノボリ スズキ目ハゼ、目(ハゼ、科) DD 

テツギョ・ヒブナ コイ目コイ科 LP 

特殊斑紋イワナ サケ目サケ科 LP 

カマキリ(アユカケ) カサゴ目カジカ手斗 要注目

陸産貝類 アズマオトメマイマイ 柄眼目オナジマイマイ科 CR 

ヒメオカマメタニシ 中腹足目イツマデガイ科 NT NT 

ニクイロシブキツボ 中腹足目イツマデガイ科 NT NT 

クリイロキセルガイモドキ 柄眼目キセルガイモドキ科 NT NT 

オオタキマイマイ(無帯型) 柄眼目オナジマイマイ科 NT NT 

ヤマキサゴ 原始腹足目ヤマキサゴ科 LP 

イブキゴマガイ 中腹足目ゴマガイ科 LP 

マツシマクチミゾガイ 柄眼目クチミゾガイ科 LP vu 
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コウニケマイマイ 柄眼目オナジマイマイ科 LP DD 

ウニケマイマイ 柄眼目オナジマイマイ科 LP 

淡水産貝類 カワネジカイ 基眼目ヒラマキガイ科 EX CR+EN 

カラスガイ 淡貝目イシガイ科 CR 

ハブタエラヒマキガイ 基眼目ヒラマキガイ科 EN 

ハイイロマメシジミ 異歯目マメシジミ科 vu 
マルタニシ 中腹足目タニシ科 NT 

ニホンマメシジミ 異歯目マメシジミ科 NT 

ニッコウマメシジミ 異歯目マメシジミ科 NT 

ヤマトシジミ 異歯目シジミガイ科 NT 

ミズゴマツボ 中腹足目ミズゴマツボ科 LP 

イシガイ 淡貝目イシガイ科 LP 

甲殻類 ザリガニ 十脚目(長尾類)ザリガニ科 EX vu 
タマカイエビ 員甲目タマカイエビ干斗 vu 
カイエビ 貝甲目カイエビ科 vu 
ヨーロッパカブトエビ 背甲目カブトエビ科 NT 

スナガニ嚇 十脚目(短尾類)スナガニ科 NT 

ヒメアカイソガニ 十脚目(短尾亜類)イワガニ科 DD 

チョウセンコップムシ 等脚目コツブムシ科 DD 

テナガエビ 十脚目(長尾類)テナガエビ科 DD 

昆虫類 ミヤマシジミ チョウ目シジミチョウ手斗 EX vu 
コパネアオイトトンボ トンボ目アオイトトンボ手斗 CR vu 
アオヤンマ トンボ目ヤンマ科 CR 

アカハネバッタ ノTッタ目ノ守ッタ科 CR 

タガメ カメムシ目コオイムシ科 CR vu 
カワラノ、ンミョウ コウチュウ目ハンミョウ科 CR vu 

マーク宅グサラムシ コウチュウ目オサムシ科 CR vu 
チャマ セセリ チョウ目セセリチョウ干斗 CR CR+EN 

オオウラギンヒョウモン チョウ目タテハチョウ科 CR CR+EN 

ノTノTアメンボ カメムシ目アメンボ手ヰ EN NT 

コオイムシ カメムシ目コオイムシ科 EN NT 

マルコガタノゲンゴロウ コウチュウ目ゲンゴロウ科 EN CR+EN 

ダイコクコガネ コウチュウ目コガネムシ科 EN NT 

オニホソコパネカミキリ コウチュウ目カミキリムシ科 EN 

オオルリハムシ コウチュウ目ハムシ科 EN DD 

ギンイチモンジセセリ チョウ目セセリチョウ手斗 EN NT 

マダラヤンマ トンボ目ヤンマ科 vu 
マダラナニワトンボ トンボ目トンボ科 vu CR+EN 

ナギサスズ ノてッタ目コオロギ科 vu 
ヒメヒゲナガヒナバッタ ノてッタ目ノTヅタ科 vu 
カワラバッタ ノTッタ目バッタ科 vu 
コカスリウスバカゲロウ アメミカゲロウ目ウスバカゲロウ科 vu 
ハマベウスバカゲロウ アメミカゲロウ目ウスバカゲロウ科 vu 
オオイチモンジシマゲンゴロウ コウチュウ目ゲンゴロウ科 vu 
エゾゲンゴロウモドキ コウチュウ目ゲンゴ、ロウ科 vu 
ヒラタクワガタ コウチュウ目クワガタムシ科 vu 
ヤマトタマムシ コウチュウ目タマムシ科 vu 
キンイロネクイハムシ コウチュウ目ハムシ科 vu 
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カワホネネクイハムシ コウチュウ類ハムシ科 vu 
ヒメシロチョウ チョウ目シロチョウ科 vu vu 
アマゴイルリトンボ トンボ白モノサシトンボ科 NT 

ホンサナエ トンボ目サナエトンボ科 NT 

カトリヤンマ トンボ目ヤンマ科 NT 

オオトラフトンボ トンボ目エゾトンボ科 NT 

ハネビロエゾトンボ トンボ目エゾトンボ科 NT 

カオジロトンボ トンボ目トンボ科 NT 

ハッチョウトンボ トンボ目トンボ科 NT 

ウスパカマキリ カマキリ目カマキリ科 NT 

エゾエンマコオロギ ノtッタ目コオロギ科 NT 

クビキリギス ノてッタ目キリギリス科 NT 

ヤマトバッタ(ヤマトマダラバッタ) ノ守ッタ目バッタ科 NT 

ショウリョウバッタモドキ ノTッタ目ノTッタ科 NT 

トゲヒシノTッタ ノTッタ目ヒシバッタ科 NT 

ハネナシアメンボ カメムシ目アメンボ干ヰ NT 

タイコウチ カメムシ目タイコウチ手斗 NT 

ホッケミズムシ カメムシ目ミズ、ムシ手斗 NT NT 

キイロマツモムシ カメムシ目マツモムシ干ヰ NT 

コマダラウスバカゲロウ アメミカゲロウ目ウスバカゲロウ科 NT 

ホソハンミョウ コウチュウ目ハンミョウ科 NT 

アカガネオサムシ コウチュウ目オサムシ科 NT 

ヒメクロオサムシ コウチュウ目オサムシ科 NT 

ヤナザワメクラチビゴミムシ コウチュウ目オサムシ科 NT 

アサヒナガチビゴミムシ コウチュウ目オサムシ科 NT 

オソレヤマミズギワゴミムシ コウチュウ目オサムシ科 NT 

チュウジョウヒラタゴミムシ コウチュウ目オサムシ干斗 NT 

アオホソゴミムシ コウチュウ目オサムシ科 NT 

マダラコガシラミズムシ コウチュウ目コガシラミズムシ科 NT NT 

チャイロチビゲンゴロウ コウチュウ目ゲンゴロウ科 NT 

チョウカイクロマメゲンゴロウ コウチュウ目ゲンゴロウ科 NT 

ゲンゴロウ コウチュウ目ゲンゴロウ科 NT EN 

コオナガミズスマシ コウチュウ目ミズスマシ手斗 NT 

オナガミズスマシ コウチュウ目ミズスマシ手斗 NT 

ヤマトモンシデムシ コウチュウ目シデムシ手斗 NT 

マグソクワガタ コウチュウ目クワガタムシ科 NT 

ネブトクワガタ コウチュウ目クワガタムシ科 NT 

オオクワガタ コウチュウ目クワガタムシ科 NT NT 

アラメエンマコガネ コウチュウ目コガネムシ科 NT NT 

オオチャイロハナムグリ コウチュウ目コガネムシ科 NT NT 

オオトラフコガネ コウチュウ目コガネムシ科 NT 

カナブン コウチュウ目コガネムシ科 NT 

ゲンジボタル コウチュウ目ホタル科 NT 

フタスジカタビロハナカミキリ コウチュウ目カミキリムシ手ヰ NT 

トホシハナカミキリ コウチュウ目カミキリムシ科 NT 

ルリカミキリ コウチュウ目カミキリムシ科 NT 

lイネネクイハムシ コウチュウ目ハムシ科 NT 

アシボソネクイハムシ コウチュウ目ハムシ手斗 NT 
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ゴマフトビケラ トビケラ目トビケラ科 NT 

スジグロチャパネセセリ チョウ目セセリチョウ手ヰ NT NT 

ホシチャパネセセリ チョウ目セセチチョウ科 NT vu 
チョウセンアカシジミ チョウ目シジミチョウ科 NT vu 
クロミドリシジミ チョウ目シジミチョウ科 NT 

クロシジミ チョウ目シジミチョウ手斗 NT CR+EN 

オオゴマシジミ チョウ目シジミチョウ干ヰ NT NT 

ギンボシヒョウモン チョウ目タテハチョウ科 NT 

ウラジャノメ チョウ目ジャノメチョウ科 NT 

サトキマダラヒカゲ チョウ目ジャノメチョウ科 NT 

コジャノメ チョウ目ジャノメチョウ科 NT 

ナゴヤサナエ トンボ目サナエトンボ科 DD 

キアシヒバリモドキ(キアシクサヒバリ) ノTッタ目クサヒノTリ科 DD 

セグロバッタ(セグロイナゴ) バッタ目バッタ科 DD 

ザ、オウウンカ カメムシ目ウンカ科 DD DD 

ツクックボウシ カメムシ目セミ科 DD 

ゴミアシナガサシガメ カメムシ目サシガメ科 DD vu 
ハマベナガカメムシ カメムシ目ナガカメムシ科 DD NT 

シロへリッチカメムシ カメムシ目ツチカメムシ手ヰ DD NT 

カスリウスノTカゲロウ アメミカゲロウ目ウスバカゲロウ科 DD 

マダラウスノてカゲロウ アメミカゲロウ目ウスノTカゲロウ科 DD 

フトキノTスナハラゴミムシ コウチュウ目オサムシ科 DD 

キイロコガシラミズムシ コウチュウ目コガシラミズムシ科 DD NT 

キボシケシゲンゴロウ コウチュウ目ゲンゴロウ科 DD 

クロサワツブミズムシ コウチュウ目ツブミズムシ科 DD 

エゾコガムシ コウチュウ目ガムシ科 DD NT 

ヒゲブトハナムグリ コウチュウ目コガネムシ科 DD 

アヤスジミゾドロムシ コウチュウ目ヒイメドロムシ科 DD 

アラコガネコメツキ コウチュウ目コメツキムシ科 DD 

ヘリグロチャパネセセリ チョウ目セセリチョウ干ヰ DD 

キマダラモドキ チョウ目ジャノメチョウ科 DD NT 

スカシサン チョウ目カイコガ科 DD 

ワタナベカレハ チョウ目カレハガ科 DD 

ヤンコウスキーキリガ チョウ目ヤガ科 DD 

マルモンマルトゲムシ コウチュウ目マルトゲムシ科 LP 

アカジマトラカミキリ コウチュウ目カミキリムシ科 LP 

ウラジロミドリシジミ チョウ目シジミチョウ手ヰ LP 

ハヤシミドリシジミ チョウ目シジミチョウ手ヰ LP 

ヒメカマキリ カマキリ目ヒメカマキリ科 要注目

コロギス ノTッタ目コロギス科 要注目

ミツカドコオロギ ノTッタ目コオロギ科 要注目

カネタタキ ノ守ッタ目カネタタキ科 要注目

ヤマトフキバッタ ノTッタ目イナゴ手ヰ 要注目

ノコギリカメムシ カメムシ目ノコギリカメムシ干斗 要注目

ギフチョウ チョウ目アゲハチョウ科 要注目 vu 
ヒメギフチョウ チョウ目アゲハチョウ科 要注目 NT 

ペニヒカゲ チョウ目ジャノメチョウ科 要注目 NT 

イイデクロヨトウ チョウ目ヤガ科 要注目
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