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青森県レッドデータブック（2020年版）選定種一覧

（網掛けは「青森県レッドデータブック（2010年改訂版）」後の新規追加）
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ミヤマツチトリモチ（B）	 ……88

ミヤマミズゼニゴケ（C）	 ……128

ムカシヨモギ（A）	 ……62

ムクムクキゴケモドキ（D）	 ……147

ムシャリンドウ（A）	 ……58

ムツトウヒレン（B）	 ……98

ムラサキ（A）	 ……55

ムラサキセンブリ（A）	 ……54

ムラサキミミカキグサ（B）	 ……96

ムラサキヤマドリタケ（C）	 ……163

モイワシャジン（A）	 ……61

モイワラン（A）	 ……29

モクズゴケ（D）	 ……147

モミシノブゴケ（C）	 ……127

ヤシャビシャク（C）	 ……105

ヤスデゴケモドキ（C）	 ……145

ヤチコタヌキモ（A）	 ……61

ヤチヒロヒダタケ（A）	 ……151

ヤチラン（A）	 ……32

ヤナギタウコギ（EX）	 ……21

ヤナギヌカボ（A）	 ……49

ヤマアイ（B）	 ……86

ヤマジソ（B）	 ……94

ヤマシャクヤク（B）	 ……82

ヤマトカワホリゴケ（D）	 ……148

ヤマトキゴケ（D）	 ……147

ヤマトミクリ（B）	 ……75

ヤマドリタケ（B）	 ……156

オオジシギ（B）	 ……204

オオジュリン（B）	 ……212

オオセッカ（A）	 ……200

オオタカ（B）	 ……208

オオヒシクイ（C）	 ……213

オオヨシゴイ（A）	 ……195

オオワシ（B）	 ……207

オカヨシガモ（C）	 ……218

オグロシギ（C）	 ……216

オコジョ（D）	 ……185

オジロトウネン（C）	 ……217

オジロワシ（A）	 ……197

オバシギ（C）	 ……217

カグヤコウモリ（B）	 ……180

カジカ小卵型（B）	 ……241

カジカ大卵型（C）	 ……243

カジカ中卵型（B）	 ……241

カマキリ（D）	 ……244

カヤクグリ（C）	 ……222

カワウソ（EX）	 ……177

カワネズミ（D）	 ……184

カワヤツメ（C）	 ……242

カンキョウカジカ（C）	 ……243

カンムリカイツブリ（C）	 ……215

キタドジョウ（D）	 ……244

キタノメダカ（B）	 ……240

キバシリ（C）	 ……221

ギバチ（A）	 ……238

キリアイ（B）	 ……206

キンブナ（D）	 ……244

クイナ（B）	 ……202

クマゲラ（A）	 ……199

クマタカ（A）	 ……198

クルメサヨリ（D）	 ……245

クロオオアブラコウモリ（D）	 ……185

クロサギ（B）	 ……201

クロサンショウウオ（C）	 ……231

クロジ（C）	 ……223

ヤマホロシ（D）	 ……116

ヤリノホゴケ（C）	 ……127

ユウシュンラン（B）	 ……71

ユキワリコザクラ（B）	 ……90

ユキワリソウ（B）	 ……90

ユタカカワモズク（D）	 ……137

リシリシノブ（B）	 ……65

リュウノヒゲモ（B）	 ……69

リンネソウ（B）	 ……99

ルリハッカ（A）	 ……58

レブンイワレンゲ（A）	 ……43

脊椎動物
アオシギ（B）	 ……204

アオバズク（B）	 ……210

アオバト（C）	 ……215

アカアシシギ（B）	 ……205

アカオビシマハゼ（D）	 ……244

アカショウビン（B）	 ……210

アカハライモリ（C）	 ……231

アカモズ（A）	 ……199

アブラハヤ（LP）	 ……246

アユカケ（D）	 ……244

アリスイ（C）	 ……219

イイズナ（D）	 ……185

イカルチドリ（B）	 ……203

イスカ（D）	 ……224

イトウ（EX）	 ……236

イヌワシ（A）	 ……198

イノシシ（D）	 ……184

ウグイ（LP）	 ……247

ウズラ（A）	 ……194

ウズラシギ（C）	 ……218

エゾウグイ（C）	 ……242

エゾホトケドジョウ（C）	 ……242

オオアカゲラ（C）	 ……220

オオカミ（EX）	 ……177

オオコノハズク（B）	 ……209
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クロホオヒゲコウモリ（A）	 ……178

クロツグミ（C）	 ……221

ケアシノスリ（B）	 ……209

ケイマフリ（A）	 ……197

ケリ（B）	 ……202

コアジサシ（A）	 ……197

コオバシギ（C）	 ……217

コオリガモ（C）	 ……214

コクガン（C）	 ……215

コシジロウミツバメ（A）	 ……194

コジュリン（B）	 ……212

コチョウゲンボウ（C）	 ……220

コテングコウモリ（C）	 ……183

コノハズク（A）	 ……198

コマドリ（C）	 ……222

コヤマコウモリ（A）	 ……179

サクラマス（LP）	 ……246

サシバ（B）	 ……209

サルハマシギ（B）	 ……205

サンカノゴイ（A）	 ……194

サンコウチョウ（B）	 ……211

サンショウクイ（B）	 ……211

シナイモツゴ（A）	 ……237

シノリガモ（B）	 ……201

シマアオジ（D）	 ……224

シマアジ（C）	 ……214

シマクイナ（A）	 ……195

ジュウイチ（C）	 ……216

ジュウサンウグイ（D）	 ……244

ジュズカケハゼ（C）	 ……243

シロウオ（C）	 ……242

シロマダラ（D）	 ……227

スギノコ（LP）	 ……246

スナヤツメ類（B）	 ……240

セイタカシギ（B）	 ……203

セグロセキレイ（C）	 ……222

セッカ（D）	 ……224

ソリハシシギ（C）	 ……217

バン（C）	 ……216

ヒクイナ（A）	 ……196

ヒシクイ（C）	 ……213

ヒナコウモリ（B）	 ……181

ヒバカリ（D）	 ……227

ヒバリシギ（C）	 ……218

ヒメウ（D）	 ……224

ヒメクイナ（A）	 ……196

ヒメヒナコウモリ（D）	 ……186

ヒメホオヒゲコウモリ（B）	 ……180

ヒモハゼ（C）	 ……243

ビロードキンクロ（C）	 ……222

フクロウ（C）	 ……219

フジホオヒゲコウモリ（B）	 ……180

ブッポウソウ（B）	 ……210

ヘラシギ（A）	 ……196

ホウロクシギ（B）	 ……205

ホシガラス（C）	 ……221

マガン（C）	 ……215

マミジロ（C）	 ……221

ミサゴ（B）	 ……206

ミズラモグラ（D）	 ……184

ミゾゴイ（A）	 ……195

ムササビ（C）	 ……183

モリアブラコウモリ（A）	 ……178

ヤマコウモリ（B）	 ……180

ヤマシギ（B）	 ……203

ヤマセミ（C）	 ……219

ヤマドリ（C）	 ……213

ヤリタナゴ（A）	 ……237

ユビナガコウモリ（B）	 ……181

ヨシガモ（C）	 ……213

ヨシゴイ（B）	 ……201

ヨタカ（B）	 ……202

無脊椎動物
アオバセセリ（C）	 ……307

アオハダトンボ（A）	 ……255

ダイシャクシギ（B）	 ……204

タカチホヘビ（D）	 ……227

タゲリ（C）	 ……216

タナゴ（A）	 ……237

タンチョウ（EX）	 ……193

チゴハヤブサ（C）	 ……220

チゴモズ（A）	 ……199

チチブ（D）	 ……244

チチブコウモリ（D）	 ……186

チュウヒ（B）	 ……207

チョウゲンボウ（C）	 ……220

ツキノワグマ（LP）	 ……187

ツチガエル（C）	 ……232

ツバメチドリ（B）	 ……206

ツミ（B）	 ……208

テングコウモリ（B）	 ……182

トウホクサンショウウオ（C）	 ……231

トキ（EX）	 ……193

トノサマガエル（C）	 ……232

トミヨ属淡水型（B）	 ……241

トモエガモ（C）	 ……214

トラフズク（C）	 ……219

ニシン（LP）	 ……246

ニホンイトヨ（A）	 ……239

ニホンウサギコウモリ（B）	 ……181

ニホンウナギ（A）	 ……238

ニホンザル下北半島（LP）	 ……187

ニホンザル津軽半島（LP）	 ……187

ニホンジカ（D）	 ……184

ニホンモモンガ（D）	 ……185

ノジコ（C）	 ……223

ノレンコウモリ（A）	 ……178

ハイイロチュウヒ（B）	 ……207

ハイタカ（B）	 ……208

ハシビロガモ（C）	 ……214

ハチクマ（C）	 ……218

ハナカジカ（A）	 ……238

ハヤブサ（B）	 ……211
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アオモリザリガニミミズ（B）	 ……359

アカガネオサムシ本州亜種（C）	……284

アカガネカミキリ本州亜種（C）	……299

アカガネネクイハムシ（D）	 ……322

アカマダラハナムグリ（D）	 ……320

アギトギングチ（D）	 ……324

アシハラガニ（B）	 ……360

アマギシャチホコ（D）	 ……330

アユミコケムシ（D）	 ……368

アリアケモドキ（D）	 ……367

アルプスギンウワバ（D）	 ……331

イガブチヒゲハナカミキリ（C）	……295

イカリアオカメノコハムシ（B）	……269

イグチケブカゴミムシ（C）	 ……286

イソコモリグモ（B）	 ……361

イブキスズメ（D）	 ……329

イワキザリガニミミズ（B）	 ……359

イワキナガチビゴミムシ（C）	 ……284

イワキメクラチビゴミムシ（B）	……266

イワタツツクモバチ（D）	 ……323

ウゴウンモンツマキリアツバ（D）	……331

ウスキモンヨトウ（D）	 ……334

ウスクモヨトウ（D）	 ……333

ウスジロケンモン（C）	 ……314

ウスハイイロケンモン（D）	 ……332

ウスバカマキリ（B）	 ……264

ウスバセンブリ（D）	 ……319

ウスミミモンキリガ（C）	 ……315

ウチワイカリナマコ（D）	 ……368

ウチワヤンマ（C）	 ……277

ウマノオバチ（B）	 ……270

ウミカニムシ（C）	 ……365

ウラギンスジヒョウモン（C）	 ……310

ウラジロミドリシジミ（C）	 ……308

ウラナミアカシジミ（C）	 ……308

エサキウミトビムシ（D）	 ……317

エサキナガレカタビロアメンボ（C）	 ……280

エゾアカヤマアリ（C）	 ……303

オオミズスマシ（C）	 ……290

オオムラサキ（C）	 ……311

オオモリケンモン（D）	 ……331

オオヨモギハムシ（C）	 ……301

オオルリシジミ（EX）	 ……253

オオルリハムシ（C）	 ……301

オオワニメクラチビゴミムシ（C）	……285

オカマメタニシ（B）	 ……358

オカモトキマダラハナバチ（D）	……326

オキナワシリアゲコバチ（D）	 ……322

オソレヤマミズギワゴミムシ（C）	……285

オダヒゲナガコバネカミキリ（C）	……297

オナガアシブトコバチ（C）	 ……302

オナガサナエ（C）	 ……277

オナガミズアオ（C）	 ……312

オニホソコバネカミキリ（C）	 ……296

カエルキンバエ（D）	 ……327

カオジロトンボ（C）	 ……278

カギモンハナオイアツバ（C）	 ……313

カグヤキマダラハナバチ（D）	 ……326

カサイヌマアツバ（D）	 ……331

カシワアカシジミ（B）	 ……274

カタアカチビオオキノコ（D）	 ……321

カトリヤンマ（EX）	 ……252

カバイロシジミ（B）	 ……274

カバシャク（D）	 ……329

ガマヨトウ（C）	 ……315

ガムシ（C）	 ……290

カヤコオロギ（D）	 ……318

カラカネイトトンボ（A）	 ……255

ガロアギングチ（D）	 ……324

ガロアムシ（D）	 ……318

カワシンジュガイ（C）	 ……363

カワネジガイ（D）	 ……367

カワラバッタ（D）	 ……318

カワラハンミョウ（B）	 ……266

キアシネクイハムシ（C）	 ……301

キイトトンボ（B）	 ……262

エゾアリマキバチ（D）	 ……325

エゾエンマコオロギ（D）	 ……317

エゾクロツヤミズギワコメツキ本州亜種（C）	……294

エゾゲンゴロウモドキ（C）	 ……289

エゾコガムシ（C）	 ……291

エゾコギセル（C）	 ……362

エゾスジヨトウ（D）	 ……334

エゾドブシジミ（D）	 ……367

エゾヒラタヒメゲンゴロウ（B）	……268

エゾマイマイ（A）	 ……355

エゾマメタニシ（D）	 ……366

エゾミズゴマツボ（D）	 ……366

エゾヤエナミシャク（C）	 ……312

エチゴトックリゴミムシ（C）	 ……286

エチゼンヒメハナバチ（C）	 ……305

エビガラトビムシ（D）	 ……317

オイワケクロヨトウ（C）	 ……316

オオウラギンヒョウモン（EX）	……254

オオキトンボ（B）	 ……263

オオクワガタ（C）	 ……291

オオゴキブリ（C）	 ……279

オオゴマシジミ（B）	 ……274

オオシオカラトンボ（C）	 ……278

オオシマゲンゴロウ（B）	 ……268

オオシラホシヤガ（D）	 ……334

オオセイボウ（D）	 ……322

オオセスジイトトンボ（A）	 ……256

オオチャイロハナムグリ（C）	 ……292

オオチャバネセセリ（C）	 ……307

オオチャバネヨトウ（C）	 ……315

オオトックリゴミムシ（D）	 ……320

オオナガザトウムシ（D）	 ……368

オオナギナタハバチ（D）	 ……322

オオハナカミキリ（C）	 ……296

オオハムシドロバチ（D）	 ……323

オオヒョウタンゴミムシ（D）	 ……319

オオマキバサシガメ（C）	 ……281

オオミスジ（C）	 ……310
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キイロカメノコハムシ（C）	 ……301

キジマソトグロナミシャク（D）	……328

キスケギングチ（D）	 ……324

キスジウスキヨトウ（C）	 ……315

キタアカシジミ（B）	 ……274

キタオオコブガ（D）	 ……330

キタクダヒゲガニ（D）	 ……368

キタシロウズムシ（C）	 ……362

キタヒメアメンボ（C）	 ……281

キタホウネンエビ（A）	 ……356

キバネツノトンボ（B）	 ……265

キバネモリトンボ（A）	 ……257

ギフウスキナミシャク（D）	 ……328

キベリクロヒメゲンゴロウ（C）	……288

キベリマルヒサゴコメツキ本州亜種（C）	……292

キボシアオイボトビムシ（D）	 ……317

キユビギングチ（D）	 ……324

ギンイチモンジセセリ（B）	 ……273

キンイロネクイハムシ（D）	 ……322

ギンモンセダカモクメ（D）	 ……332

クズハキリバチ（D）	 ……326

クビキレガイモドキ（B）	 ……357

クビグロケンモン（B）	 ……275

クマガイクロアオゴミムシ（C）	……286

クロゲンゴロウ（C）	 ……289

クロシジミ（A）	 ……260

クロスジカメノコハムシ（B）	 ……269

クロフカバシャク（C）	 ……311

ケシゲンゴロウ（C）	 ……287

ケマダラカミキリ本州亜種（C）	……299

ゲンゴロウ（C）	 ……289

ゲンゴロウモドキ（B）	 ……268

ゲンジボタル（C）	 ……294

コウチスズメ（D）	 ……329

コウノスジガバチモドキ（D）	 ……325

コウベツブゲンゴロウ（C）	 ……288

コウヤホソハナカミキリ（C）	 ……296

コオイムシ（C）	 ……280

スジキイロカメノコハムシ（C）	……302

スジグロチャバネセセリ（C）	 ……307

スジホシムシ（C）	 ……363

スジホシムシモドキ（C）	 ……363

スジボソヤマキチョウ（B）	 ……273

スナハラゴミムシ（C）	 ……286

セアカオサムシ（C）	 ……283

セグロバッタ（D）	 ……318

セブトモクメヨトウ（D）	 ……333

ソトシロスジミズメイガ（C）	 ……306

タイコウチ（B）	 ……264

ダイコクコガネ（C）	 ……291

ダイセツヤガ（C）	 ……316

タイワンナガマキバサシガメ（B）	……264

タカホコシラトリ（A）	 ……356

タガメ（A）	 ……258

タテスジケンモン（D）	 ……332

チビヒサゴコメツキ本州亜種（C）	……293

チャホシホソバナミシャク（C）	……312

チャマダラセセリ（A）	 ……260

ツガルアカコメツキ（D）	 ……321

ツガルザリガニミミズ（A）	 ……356

ツガルホソシデムシ（C）	 ……291

ツシマアメイロカミキリ本土亜種（C）	……297

ツノアカヤマアリ（D）	 ……323

ツボミガイ（B）	 ……357

ツマグロマキバサシガメ（C）	 ……282

ツマジロウラジャノメ（A）	 ……261

テラニシクサアリ（D）	 ……323

テングチョウ（C）	 ……309

トウホクコガタウズムシ（C）	 ……362

トウホクスベザトウムシ（LP）	 ……370

トウホクトラカミキリ（C）	 ……298

トクナガヤドリニナ（B）	 ……358

トゲヒシバッタ（D）	 ……318

トビスジトガリナミシャク（D）	……329

トホシカミキリ（C）	 ……300

トラフトンボ（EX）	 ……252

コガタカワシンジュガイ（A）	 ……355

コシジロギングチ（D）	 ……325

コシタカヒメモノアラガイ（D）	……366

コシダカマルトビムシ（D）	 ……317

コシボソヤンマ（B）	 ……262

コノシメトンボ（B）	 ……263

コバネアオイトトンボ（A）	 ……255

コハンミョウ（C）	 ……283

ゴマシジミ（C）	 ……309

ゴミアシナガサシガメ（C）	 ……282

コメツキガニ（B）	 ……360

コヤマトンボ（C）	 ……277

ササキリギングチ（C）	 ……304

ササミケマイマイ（LP）	 ……369

サラサヤンマ（C）	 ……276

サロベツナガケシゲンゴロウ（B）	……267

サワガニ（C）	 ……364

シマゲンゴロウ（C）	 ……288

シモキタシブキツボ（LP）	 ……369

シモキタメクラチビゴミムシ（D）	……320

シモヤマギングチ（C）	 ……304

シモヤマジガバチモドキ（D）	 ……325

シモヤマミヤマヒサゴコメツキ（C）	……293

ショウジョウトンボ（C）	 ……278

ショウリョウバッタモドキ（D）	……318

シラカミナガチビゴミムシ（C）	……285

シラカミメクラチビゴミムシ（C）	……285

シラナミナミシャク（D）	 ……328

シロアシクサレダマバチ（C）	 ……305

シロオビドイカミキリ（C）	 ……300

シロオビヨトウ（D）	 ……334

シロスジフデアシハナバチ（D）	……326

シロヘリツチカメムシ（D）	 ……319

シロホソバ（C）	 ……313

シロマダラカバナミシャク（C）	……312

シロミミチビヨトウ（D）	 ……333

スキバホウジャク（D）	 ……329

スゲドクガ（D）	 ……330
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トワダアカコメツキ（D）	 ……321

トワダオオカ（C）	 ……305

ナガケシゲンゴロウ（C）	 ……287

ナガトガリバ（D）	 ……328

ナガナタネガイ（D）	 ……367

ナタネキバサナギガイ（D）	 ……367
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あ　と　が　き

　本書の作成にあたっては、青森県レッドデータブック改訂検討会の委員及び執筆協力者の

ほか、多数の方々の御協力がありました。ここに御協力いただいた方々のお名前を掲げて感

謝の意を表します。

飛鳥　和弘　　　五十嵐正俊　　　市川　裕二　　　一戸　清志　　　江口　一雄

大瀬　将司　　　大村　嘉人　　　小原　良孝　　　小山　信之　　　亀田　　満

木村　直哉　　　工藤　誠也　　　工藤　大祐　　　小関　真弓　　　牛腸奈緒子

笹　　　孝　　　澤田　　満　　　鈴木まほろ　　　高橋　克成　　　田埜　　正

土屋　　慧　　　成田　一哉　　　根市　益三　　　古木　達郎　　　松尾　芳樹

松原　一男　　　三上　隆司　　　三上　春文　　　宮　　彰男　　　山口　典昭

山崎　竹春　　　山田　兼博　　　幸田　洋平　　　湯口　竹幸　　　横沢　利昭

渡邊　仁咲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	 （五十音順、敬称略）

　本書は、平成22年に発行した「青森県の希少な野生生物―青森県レッドデータブック（2010

年改訂版）―」の掲載内容について、選定種の見直しや絶滅の危険度を示すカテゴリーの再

評価を実施し、解説を加え取りまとめたものです。

　希少野生生物を含む自然環境や生態系は、私たちの生活に密接に関連しており、一度壊さ

れてしまうと元に戻すことは困難です。

　本書が本県の希少な野生生物に対する県民の理解促進に役立ち、自然環境や生態系の保全

につながることを心から期待しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青森県環境生活部長　三浦　朋子
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