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科名 種名 セリ セリモドキ ヤマグルマ ヤマグルマ
ヤナギ オオタチヤナギ セリ オオハナウド キンポウゲ キクザキイチゲ
キンポウゲ ノカラマツ ツツジ ジムカデ キンポウゲ センニンソウ
メギ キバナイカリソウ ツツジ バイカツツジ ウマノスズクサ ウマノスズクサ
オトギリソウ シナノヤマオトギリ アカネ オオアカネ オトギリソウ コケオトギリ
オトギリソウ オオシナノオトギリ クマツヅラ クマツヅラ アブラナ エゾハタザオ
モウセンゴケ モウセンゴケ シソ ニシキゴロモ アブラナ マルバコンロンソウ
アブラナ ハナハタザオ シソ ムシャリンドウ ベンケイソウ ツメレンゲ
マンサク マルバマンサク シソ ミゾコウジュ ベンケイソウ マルバマンネングサ

ベンケイソウ ホソバノキリンソウ ゴマノハグサ ウリクサ ユキノシタ ハナネコノメ
ユキノシタ シラヒゲソウ ゴマノハグサ オオヒナノウスツボ ユキノシタ ヤブサンザシ
バラ ノウゴウイチゴ ゴマノハグサ イヌノフグリ ユキノシタ ザリコミ
アマ マツバニンジン ゴマノハグサ カワヂシャ バラ ヒメキンミズヒキ
スミレ アイヌタチツボスミレ ハマウツボ オカウツボ バラ サナギイチゴ
ウリ スズメウリ タヌキモ ミミカキグサ マメ クサネム
アリノトウグサ フサモ キキョウ ミゾカクシ マメ ホドイモ
セリ イブキボウフウ キク カントウヨメナ マメ モメンヅル
セリ イブキゼリ キク モミジガサ マメ ヤハズソウ
サクラソウ ユキワリソウ キク カセンソウ マメ オヤマノエンドウ
リンドウ イヌセンブリ キク タカサゴソウ マメ ヤブツルアズキ
ミツガシワ アサザ キク ミヤマヨメナ カタバミ オオヤマカタバミ
シソ ツルカコソウ キク ウスギタンポポ トウダイグサ ニシキソウ
シソ ジャコウソウ オモダカ アズミノヘラオモダカ ミカン キハダ
シソ ヤマジソ トチカガミ トチカガミ ドクウツギ ドクウツギ
タヌキモ ホザキノミミカキグサ トチカガミ セキショウモ カエデ ミツデカエデ
キク キクアザミ ヒルムシロ コバノヒルムシロ カエデ メグスリノキ
イネ セトガヤ ヒルムシロ フトヒルムシロ カエデ オオイタヤメイゲツ
イネ エゾノサヤヌカグサ ヒルムシロ ナガレミズヒキモ ニシキギ ヒロハツリバナ
ウキクサ ムラサキコウキクサ ユリ ササユリ ニシキギ オオツリバナ
ウキクサ ヒンジモ ユリ ヒメヤブラン スミレ サクラスミレ
カヤツリグサ ヒンジガヤツリ ホシクサ イトイヌノヒゲ スミレ コスミレ
ラン アリドオシラン ホシクサ シロイヌノヒゲ スミレ マルバスミレ
ラン オオバノトンボソウ イネ ヒロハノコヌカグサ スミレ マキノスミレ

イネ ミサヤマチャヒキ スミレ アケボノスミレ
科名 種名 イネ オオヒゲナガカリヤスモドキ ウリ ゴキヅル
ヒカゲノカズラ ミズスギ イネ ヌメリグサ アカバナ ヒメアカバナ
オシダ アズミイノデ イネ ウシクサ ウコギ トチバニンジン
ヒメシダ ヒメワラビ サトイモ イナヒロハテンナンショウ セリ ムカゴニンジン
ヒメウラボシ オオクボシダ サトイモ ザゼンソウ リンドウ アケボノソウ
ヤナギ シロヤナギ サトイモ ヒメザゼンソウ リンドウ センブリ
ヤナギ エゾヤナギ カヤツリグサ オニスゲ アカネ ヒメヨツバムグラ
イラクサ ヤマトキホコリ カヤツリグサ アゼナルコ シソ メハジキ
タデ マダイオウ カヤツリグサ ヤチカワズスゲ シソ キセワタ
ナデシコ ワチガイソウ カヤツリグサ シラコスゲ シソ テンニンソウ
キンポウゲ アズミトリカブト カヤツリグサ アブラシバ シソ シロネ
キンポウゲ シロウマレイジンソウ カヤツリグサ ヒナガヤツリ シソ ヒメシロネ
キンポウゲ フクジュソウ カヤツリグサ アオガヤツリ シソ エゾシロネ
キンポウゲ オウレン カヤツリグサ イガガヤツリ シソ カメバヒキオコシ
キンポウゲ オキナグサ カヤツリグサ ヌマハリイ シソ タイリンヤマハッカ
キンポウゲ セツブンソウ カヤツリグサ イトイヌノハナヒゲ シソ キバナアキギリ
キンポウゲ キンバイソウ カヤツリグサ コイヌノハナヒゲ シソ ニガクサ
ツヅラフジ コウモリカズラ ラン ギンラン ゴマノハグサ アゼトウガラシ
ウマノスズクサ ミヤマアオイ ラン アケボノシュスラン ゴマノハグサ ヒキヨモギ
ボタン ヤマシャクヤク ラン ヒメミヤマウズラ キツネノマゴ ハグロソウ
ケシ フウロケマン ラン ホザキイチヨウラン オミナエシ オミナエシ
マンサク マルバノキ ラン コケイラン マツムシソウ ナベナ
ユキノシタ ボタンネコノメソウ ラン タカネサギソウ マツムシソウ マツムシソウ
ユキノシタ エゾスグリ キキョウ フクシマシャジン
ユキノシタ スグリ 科名 種名 キキョウ キキョウ
ユキノシタ シコタンソウ ヒカゲノカズラ ヒメスギラン キク ムカシヨモギ
バラ イワキンバイ トクサ イヌスギナ キク サワヒヨドリ
バラ カシオザクラ ハナヤスリ ヤマハナワラビ キク カワラニガナ
マメ イワオウギ ハナヤスリ アカハナワラビ キク シラネアザミ
マメ マキエハギ コバノイシカグマ フジシダ キク コウリンカ
トウダイグサ ノウルシ ミズワラビ カラクサシダ キク タムラソウ
ユズリハ エゾユズリハ メシダ オオヒメワラビ キク ヤブレガサ
モチノキ フウリンウメモドキ ウラボシ エゾデンダ キク オナモミ
クロウメモドキ クロカンバ ウラボシ ビロードシダ オモダカ ヘラオモダカ
ウリ アマチャヅル アカウキクサ オオアカウキクサ オモダカ ウリカワ
ミソハギ ヒメミソハギ ブナ イヌブナ トチカガミ クロモ
ミソハギ ミズキカシグサ イラクサ ホソバイラクサ ヒルムシロ ヒルムシロ
アリノトウグサ アリノトウグサ タデ ノダイオウ ヒルムシロ イトモ
セリ セントウソウ ナデシコ シナノナデシコ イグサ ヒロハノコウガイゼキショウ

■絶滅（EX）

■絶滅危惧Ⅱ類（VU）

■絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN）

（１）植物
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（１）植物

科名 種名 ヒルムシロ ホソバミズヒキモ ヒナコウモリ モモジロコウモリ
イネ カズノコグサ ヤナギモ ニホンウサギコウモリ

カヤツリグサ コジュズスゲ ユリ ホウチャクソウ ヒナコウモリ ヤマコウモリ
カヤツリグサ オオカワズスゲ ユリ カタクリ リス ニホンモモンガ
カヤツリグサ シズイ ユリ ワニグチソウ ヤマネ ヤマネ
ラン カモメラン ユリ コワニグチソウ イタチ オコジョ

ユリ イワショウブ
科名 種名 ユリ アマナ 科名 種名
ヒカゲノカズラ コスギラン アヤメ ノハナショウブ ヒナコウモリ シナノホオヒゲコウモリ

ハナヤスリ エゾフユノハナワラビ アヤメ アヤメ ヒナコウモリ ニホンコテングコウモリ

コケシノブ コウヤコケシノブ イグサ イトイ ヒナコウモリ ニホンテングコウモリ

チャセンシダ チャセンシダ ツユクサ イボクサ
メシダ テバコワラビ イネ オガルカヤ （2） 鳥類
イヌガヤ イヌガヤ イネ ドジョウツナギ
ヤナギ ケショウヤナギ イネ ヒロハノドジョウツナギ 科名 種名
イラクサ コバノイラクサ イネ カラフトドジョウツナギ キジ ライチョウ
ナデシコ タガソデソウ イネ ヌマガヤ キジ ウズラ
ナデシコ タカネナデシコ イネ アワガエリ サギ ヨシゴイ
ナデシコ フシグロセンノウ サトイモ ショウブ クイナ ヒクイナ
ナデシコ ワダソウ サトイモ ヒロハテンナンショウ カモメ コアジサシ
ナデシコ ヒゲネワチガイソウ ミクリ ミクリ タカ イヌワシ
アカザ カワラアカザ ガマ コガマ タカ クマタカ
キンポウゲ アズマイチゲ カヤツリグサ マツバスゲ モズ アカモズ
キンポウゲ バイカモ カヤツリグサ ハリガネスゲ セッカ セッカ
メギ メギ カヤツリグサ ミヤマジュズスゲ
オトギリソウ タコアシオトギリ カヤツリグサ コタヌキラン 科名 種名
オトギリソウ ミズオトギリ カヤツリグサ オタルスゲ サギ ミゾゴイ
ケシ ツルケマン カヤツリグサ タカネマスクサ サギ ササゴイ
ケシ ヤマキケマン カヤツリグサ ヌマガヤツリ ヨタカ ヨタカ
アブラナ キバナハタザオ カヤツリグサ ハリイ カワセミ ヤマセミ
ユキノシタ チシマネコノメソウ カヤツリグサ アゼテンツキ ハヤブサ ハヤブサ
バラ オクチョウジザクラ カヤツリグサ クロアブラガヤ
マメ フジカンゾウ カヤツリグサ ウキヤガラ 科名 種名
マメ サイカチ ラン ササバギンラン サギ チュウサギ
マメ イヌハギ ラン イチヨウラン チドリ イカルチドリ
マメ ミヤコグサ ラン エゾスズラン チドリ コチドリ
ニガキ ニガキ ラン ジンバイソウ タカ ハチクマ
カエデ ホソエカエデ ラン ネジバナ タカ ハイタカ
カエデ ヒナウチワカエデ ラン ショウキラン タカ オオタカ
モチノキ ウメモドキ サンショウクイ サンショウクイ
クロウメモドキ クマヤナギ 科名 種名 カササギヒタキ サンコウチョウ
クロウメモドキ ケンポナシ キンポウゲ サンリンソウ ホオジロ ホオアカ
シナノキ カラスノゴマ キンポウゲ カザグルマ ホオジロ ノジコ
スミレ オオタチツボスミレ キンポウゲ バイカオウレン
ミソハギ ミソハギ バラ マメザクラ 科名 種名
ヒシ ヒシ ユリ クサスギカズラ クイナ クイナ
アリノトウグサ ホザキノフサモ イグサ ハリコウガイゼキショウ ケリ ケリ
セリ ノダケ イネ エゾカモジグサ シギ ヤマシギ
セリ シャク イネ イワタケソウ タマシギ タマシギ
セリ ハナウド イネ オオイチゴツナギ フクロウ オオコノハズク
セリ イワセントウソウ カヤツリグサ ヒメゴウソ フクロウ コノハズク
イチヤクソウ ハダカシャクジョウソウ カヤツリグサ シカクイ フクロウ アオバズク
ツツジ ホンシャクナゲ ラン カキラン フクロウ トラフズク
ツツジ ヒカゲツツジ ラン ミズトンボ フクロウ コミミズク
リンドウ ハナイカリ ラン ミズチドリ
ガガイモ スズサイコ ラン マンシュウヤマサギソウ （3） 爬虫類
ムラサキ オニルリソウ ラン ミヤマチドリ
ムラサキ エゾムラサキ ラン ガッサンチドリ 科名 種名
ムラサキ タチカメバソウ ラン トキソウ ヘビ シロマダラ
シソ コシロネ ラン ベニカヤラン ヘビ ヒバカリ
シソ セキヤノアキチョウジ

シソ クロバナヒキオコシ （２）哺乳類 （4） 両生類
シソ ツルニガクサ ■絶滅（EX）

ゴマノハグサ タチコゴメグサ 科名 種名 科名 種名
ゴマノハグサ ヒヨクソウ イヌ ニホンオオカミ アカガエル ツチガエル
キキョウ サワギキョウ
キキョウ シデシャジン 科名 種名 科名 種名
キク コヤブタバコ トガリネズミ アズミトガリネズミ アカガエル トノサマガエル
キク サワアザミ モグラ ミズラモグラ アカガエル トウキョウダルマガエル

キク キクタニギク サンショウウオ クロサンショウウオ
キク ヤナギタンポポ 科名 種名 サンショウウオ ヒダサンショウウオ
オモダカ アギナシ トガリネズミ ホンシュウトガリネズミ イモリ アカハライモリ
オモダカ オモダカ トガリネズミ カワネズミ

■絶滅危惧Ⅱ類（VU）

■準絶滅危惧（NT）

■情報不足（DD）

■絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN）

■絶滅危惧Ⅱ類（VU）

■準絶滅危惧（NT）

■情報不足（DD）

■準絶滅危惧（NT）

■情報不足（DD）

■絶滅危惧Ⅱ類（VU）

■準絶滅危惧（NT）

■情報不足（DD）

■絶滅危惧Ⅱ類（VU）
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（5） 魚類

科名 種名 バッタ ツマグロバッタ バッタ タカネヒナバッタ
ウナギ ニホンウナギ アブラムシ オニグルミクチナガオオアブラムシ バッタ カワラバッタ
アユ アユ オサムシ アカガネオサムシ バッタ クルマバッタ
サケ サケ オサムシ セアカオサムシ バッタ イボバッタ

オサムシ チョウセンマルクビゴミムシ ナナフシ シラキトビナナフシ
科名 種名 オサムシ キベリマルクビゴミムシ テングスケバ クロテングスケバ
メダカ ミナミメダカ オサムシ シンシュウマルガタゴミムシ トゲアワフキムシ タケウチトゲアワフキ

オサムシ チビアオゴミムシ ミズカメムシ ミズカメムシ
科名 種名 ミズスマシ ヒメミズスマシ コオイムシ コオイムシ
ドジョウ ホトケドジョウ ミズスマシ ミズスマシ コオイムシ オオコオイムシ
アカザ アカザ ガムシ シジミガムシ タイコウチ タイコウチ

シデムシ ヤマトモンシデムシ タイコウチ ヒメミズカマキリ
科名 種名 コブスジコガネ コブナシコブスジコガネ クヌギカメムシ ヨツモンカメムシ
ヤツメウナギ スナヤツメ コガネムシ ミヤマダイコクコガネ ツチカメムシ シロヘリツチカメムシ

サケ ニッコウイワナ コガネムシ ウエダエンマコガネ カメムシ ナカボシカメムシ
サケ ヤマメ コガネムシ マルエンマコガネ カメムシ ヒメカメムシ
カジカ カジカ コガネムシ オオクロツヤマグソコガネ ツノカメムシ フトハサミツノカメムシ

コガネムシ ヒメカンショコガネ ヘビトンボ タイリククロスジヘビトンボ

科名 種名 コガネムシ オオチャイロハナムグリ ヘビトンボ ヤマトクロスジヘビトンボ

ドジョウ ドジョウ コガネムシ トラハナムグリ キスジラクダムシ キスジラクダムシ
コガネムシ シラホシハナムグリ ラクダムシ ラクダムシ

（6） 昆虫類 ホタル ゲンジボタル クサカゲロウ オオフトヒゲクサカゲロウ

■絶滅（EX） テントウムシ ダイモンテントウ カワラゴミムシ カワラゴミムシ
科名 種名 ハナノミ ヤクハナノミ ハンミョウ エリザハンミョウ
バッタ アカハネバッタ オオハナノミ クロオオハナノミ ハンミョウ ミヤマハンミョウ
バッタ ヒゲナガヒナバッタ ツチハンミョウ マメハンミョウ ハンミョウ コハンミョウ
コオイムシ タガメ ツチハンミョウ マルクビツチハンミョウ オサムシ クロカタビロオサムシ

ハンミョウ カワラハンミョウ ツチハンミョウ オオツチハンミョウ オサムシ エゾカタビロオサムシ

シジミチョウ クロシジミ カミキリムシ オトメクビアカハナカミキリ オサムシ オサムシモドキ
タテハチョウ オオウラギンヒョウモン カミキリムシ シナノエゾハイイロハナカミキリ オサムシ オオシンシュウナガゴミムシ

タテハチョウ ヒョウモンモドキ カミキリムシ チャイロヒメコブハナカミキリ オサムシ ニセシンシュウナガゴミムシ

カミキリムシ ヨツボシカミキリ オサムシ ホソツヤゴモクムシ
科名 種名 ハムシ スジグロオオハムシ ホソクビゴミムシ オオホソクビゴミムシ

エゾトンボ トラフトンボ コマユバチ ウマノオバチ コガシラミズムシ クビボソコガシラミズムシ

エゾトンボ ハネビロエゾトンボ アリ トゲアリ コガシラミズムシ コガシラミズムシ
トンボ ハッチョウトンボ スズメバチ ヤドリホオナガスズメバチ ゲンゴロウ ケシゲンゴロウ
バッタ セグロイナゴ スズメバチ ヤマトアシナガバチ ゲンゴロウ キベリマメゲンゴロウ

サシガメ ゴミアシナガサシガメ スズメバチ モンスズメバチ ゲンゴロウ クロマメゲンゴロウ
サシガメ ハリサシガメ クサアブ ネグロクサアブ ゲンゴロウ ゲンゴロウ
ツノカメムシ キオビツノカメムシ セセリチョウ タカネキマダラセセリ ミズスマシ オオミズスマシ
オサムシ ツヤキベリアオゴミムシ セセリチョウ アカセセリ ミズスマシ コミズスマシ
ゲンゴロウ クロゲンゴロウ セセリチョウ キマダラセセリ ガムシ ガムシ
ゲンゴロウ シマゲンゴロウ セセリチョウ ヘリグロチャバネセセリ エンマムシモドキ エンマムシモドキ
クワガタムシ オオクワガタ シロチョウ クモマツマキチョウ エンマムシ エンマムシ
コガネムシ クロモンマグソコガネ シジミチョウ ウラジロミドリシジミ シデムシ ホンドヒロオビモンシデムシ

カミキリムシ シララカハナカミキリ シジミチョウ オオゴマシジミ シデムシ ツノグロモンシデムシ

カミキリムシ スミイロハナカミキリ タテハチョウ ヒョウモンチョウ シデムシ ビロウドヒラタシデムシ

セセリチョウ ホシチャバネセセリ タテハチョウ オオイチモンジ シデムシ オニヒラタシデムシ
セセリチョウ ギンイチモンジセセリ タテハチョウ フタスジチョウ シデムシ ヒメヒラタシデムシ
セセリチョウ ミヤマチャバネセセリ ジャノメチョウ キマダラモドキ ハネカクシ コクシヒゲハネカクシ

シロチョウ ツマグロキチョウ ジャノメチョウ ツマジロウラジャノメ クワガタムシ ヒメオオクワガタ
シロチョウ ヤマキチョウ ジャノメチョウ オオヒカゲ クワガタムシ トウカイコルリクワガタ

シロチョウ ヒメシロチョウ シャクガ フタスジギンエダシャク センチコガネ ムネアカセンチコガネ

シジミチョウ アサマシジミ スズメガ ヒメスズメ コガネムシ ヒゲブトハナムグリ
シジミチョウ オオルリシジミ コガネムシ オオヒラタハナムグリ

タテハチョウ コヒョウモンモドキ 科名 種名 コガネムシ アオアシナガハナムグリ

ジャノメチョウ ヒメヒカゲ ヒラタカゲロウ オビカゲロウ コガネムシ アカマダラハナムグリ

ジャノメチョウ クロヒカゲモドキ イトトンボ モートンイトトンボ コメツキムシ オオクシヒゲコメツキ

カレハガ ヒロバカレハ カワトンボ ミヤマカワトンボ コメツキムシ ミヤマヒサゴコメツキ
ドクガ ウスジロドクガ カワトンボ アオハダトンボ コメツキムシ キンムネヒメカネコメツキ

ヒトリガ ゴマベニシタヒトリ ムカシトンボ ムカシトンボ コメツキムシ フタキボシカネコメツキ

ヤガ マダラムラサキヨトウ サナエトンボ ウチワヤンマ ジョウカイボン マサタカシリブトジョウカイ

ヤガ ヘリグロヒメヨトウ ヤンマ サラサヤンマ ホタル ヘイケボタル
ヤガ ハイマダラクチバ ヤンマ ミルンヤンマ ホタル ヒメボタル

トワダカワゲラ ミネトワダカワゲラ ホタル ムネクリイロボタル
科名 種名 ヒロムネカワゲラ ノギカワゲラ ジョウカイモドキ ナガサキアオジョウカイモドキ

イトトンボ キイトトンボ ヒロムネカワゲラ ミヤマノギカワゲラ ヒラタムシ ルリヒラタムシ
イトトンボ オゼイトトンボ カマキリ ウスバカマキリ オオキスイムシ ミドリオオキスイ
ムカシヤンマ ムカシヤンマ コオロギ クマコオロギ オオキノコムシ オオキノコムシ
サナエトンボ アオサナエ マツムシ スズムシ テントウムシ ジュウサンホシテントウ

ヤンマ カトリヤンマ バッタ メスアカフキバッタ テントウムシ ジュウロクホシテントウ

コオロギ エゾエンマコオロギ バッタ ハネナガイナゴ テントウムシ ココノホシテントウ
バッタ イナゴモドキ バッタ クモマヒナバッタ テントウムシ ヤマトアザミテントウ

■野生絶滅（EW）

■準絶滅危惧（NT）

■絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN）

■絶滅危惧Ⅱ類（VU）

■絶滅危惧Ⅱ類（VU）

■準絶滅危惧（NT）

■情報不足（DD）

■絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN）
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（６）昆虫類

科名 種名 科名 種名
アカハネムシ ナカブサツチビロウドムシ タニシ マルタニシ
カミキリムシ ケブカマルクビカミキリ

カミキリムシ トホシハナカミキリ 科名 種名
カミキリムシ ベニバハナカミキリ ゴマガイ ヒダゴマガイ
カミキリムシ アラメハナカミキリ モノアラガイ モノアラガイ
カミキリムシ オニホソコバネカミキリ ヒラマキガイ ヒラマキガイモドキ
カミキリムシ アカアシオオアオカミキリ ケシガイ ケシガイ
カミキリムシ アオカミキリ ベッコウマイマイ スカシベッコウ
カミキリムシ コトラカミキリ ベッコウマイマイ ヒゼンキビ
カミキリムシ トラフカミキリ ベッコウマイマイ ヒメハリマキビ
カミキリムシ ムモンベニカミキリ ベッコウマイマイ オオウエキビ
セイボウ オオセイボウ本土亜種 ニッポンマイマイ カワナビロウドマイマイ

スズメバチ キオビホオナガスズメバチ本州亜種 ニッポンマイマイ コシタカコベソマイマイ

スズメバチ シロオビホオナガスズメバチ オナジマイマイ クロイワマイマイ
スズメバチ クロスズメバチ
スズメバチ チャイロスズメバチ 科名 種名
ハキリバチ トモンハナバチ ヒラマキガイ ヒラマキミズマイマイ
ミツバチ クロマルハナバチ
ミツバチ ナガマルハナバチ
ミツバチ ホンシュウハイイロマルハナバチ

シリアゲムシ オオハサミシリアゲ
シリアゲモドキ スカシシリアゲモドキ（短翅型）

ニセヒメガガンボ エサキニセヒメガガンボ

ガガンボ ミカドガガンボ
ガガンボ ニッポンクモガタガガンボ

アミカ ミヤマコマドアミカ
アミカモドキ ニホンアミカモドキ
ハナアブ オオコシボソハナアブ

ハナアブ ツノヒゲハナアブ
ハナアブ タカネベッコウハナアブ

クロバエ クモマトラフバエ
ナガレトビケラ オオナガレトビケラ
マダラガ ベニモンマダラ
セセリチョウ スジグロチャバネセセリ

アゲハチョウ ジャコウアゲハ
アゲハチョウ ヒメギフチョウ
シロチョウ ミヤマモンキチョウ
シジミチョウ ウスイロオナガシジミ

シジミチョウ クロミドリシジミ
シジミチョウ ウラナミアカシジミ
シジミチョウ ミヤマシジミ
シジミチョウ ムモンアカシジミ
シジミチョウ クロツバメシジミ
タテハチョウ コヒオドシ
タテハチョウ ウラギンスジヒョウモン

ジャノメチョウ クモマベニヒカゲ
ジャノメチョウ ベニヒカゲ
ジャノメチョウ タカネヒカゲ
シャクガ フチグロトゲエダシャク

ヒトリガ ヒメキシタヒトリ

科名 種名
ガガンボカゲロウ ガガンボカゲロウ
サナエトンボ オナガサナエ
アミメカワゲラ ヒメアミメカワゲラ
カマドウマ ヒラタクチキウマ
マツムシ カヤコオロギ
ガロアムシ オオガロアムシ
センブリ フタオセンブリ
スズメバチ キオビクロスズメバチ

アシナガバエ タカネキアシナガレアシナガバエ

キタガミトビケラ キタガミトビケラ 役職 氏名
シャクガ フタオレウスグロエダシャク 委員長 吉田　利男
スズメガ メンガタスズメ 植松　晃岳
ヤガ ウスズミケンモン 浅川　行雄

飯沼　冬彦
横内　文人
平沢　伴明

科名 種名 北野　聡
イワガニ モクズガニ 東城　幸治

哺乳類、爬虫類、両生類
鳥類

副委員長

委員
植物
昆虫類
魚類
昆虫類、その他無脊椎動物

自然環境全般
植物

■準絶滅危惧（NT）

（7） その他無脊椎動物

安曇野市版レッドデータブック作成委員会
担当分類群

■絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN）

■情報不足（DD）

■情報不足（DD）

■準絶滅危惧（NT） ■絶滅危惧Ⅱ類（VU）


