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○略記号 

●種の区分 

外来     外来生物。外国原産の動物。 

飼育     家畜、家禽、飼育種が逃げたと考えられる動物。 

●調査の種別 

緑実調査   目黒区緑の実態調査(毎木:直径 20cm 以上)。定期的に行う専門調査です。 

専門調査   目黒区自然環境基礎調査。定期的に行う専門調査です。 

       (野鳥生息調査・ビオトープ調査・目黒川水生生物調査ほか) 

駒ク調査   駒場野自然クラブ活動。区立駒場野公園の自然の保全および活用の為の地 

       域活動を行う目黒区の事業で、1986 年から毎月観察会等が行われています。 

発見調査   いきもの発見隊。親子等の参加で身近な環境のいきものを調査する目黒区 

       の事業で、1997 年から、目黒川船入場などで年数回行われています。 

住民調査   指標種調査。区民が家の周囲などで身近ないきものを調査します。 

       (身近ないきもの調査・ウグイス初音調査・シジュウカラ巣箱営巣調査等) 

文献調査   各種調査報告書、団体のニュースレター、図書等 

 

●希少種等の指定 

【国絶】 環境省:絶滅危惧 IA 類 絶滅危惧 IB 類 絶滅危惧Ⅱ類 

【国準】 環境省:準絶滅危惧 

【国不】 環境省:情報不足 

 環境省の分類は、レッドデータブックカテゴリー（環境省，1997）および、1997 年～2007

年に発行されたレッドデータブック(日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト＝

レッドリスト＝とそれらの生息状況等を取りまとめたもの)によります。 

 

【区絶】 東京都区部:野生絶滅     【区危】 東京都区部:絶滅危惧種 

【区急】 東京都区部:危急種      【区少】 東京都区部:希少種 

 東京都の分類は、東京都の保護上重要な野生生物種－1998 年版－によります。 

 

 

○本リストについて 

  ・暫定版ですので、今後追加や、表記の変更があることをご了解ください。 

  ・魚類の記録は、文献調査のほか 1997 年から目黒川等で継続されているいきもの発見 

   隊事業(目黒川船入場、および碑文谷公園池)での記録を中心にしています。種の同 

   定にあたっては、いきもの発見隊の講師君塚 芳輝氏のご協力をいただきました。 

  ・種名の配列は、文献を参考にし、学名は、原則属名と種小名までとしました。 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目黒川での｢いきもの発見隊｣で 

見つかっているアユ 
 (目黒川船入場 2008 年 6 月 1 日) 

土の面の減少で見る機会が減っている 

ヒキガエル 
(大岡山 1997 年) 

大きな緑地周辺で今でも見られる 

アオダイショウ  

(中目黒 2007 年 5 月 20 日) 

2003 年以降区内で観察されるように 

 なったハクビシン 
(平町 2007 年 9 月 28 日※写真:自然通信員) 



 

 

 



めぐろグリーンデータブック2008【06 魚のなかまリスト:暫定版】

　　 種　類　名 学　　　名 最新記録年

 
動物界 ANIMALIA 
脊索(せきさく)動物門 CHORDATA

軟骨魚綱 CHONDRICHTHYDES

エイ目 RAJIFORMES

アカエイ科 Dasyatidae
1アカエイ Dasyatis akajei 2003年 目黒 文献調査

硬骨魚綱 OSTEICHTHYES

ガー目 SEMIONOTIFORMES

ガー科 Lepisosteidae
2ガー科の一種1 Lepisosteidae spp. 2008年 目黒川(中目黒) _外来 区民調査

ウナギ目 ANGUILLIFORMES

ウナギ科 Anguillidae
3ウナギ Anguilla japonica 2006年 目黒川(中目黒) 区民調査 【国不･

区急】

コイ目 CYPRINIFORMES

コイ科 Cyprinidae
4キンギョ Carassius auratus(domestic) 1999年 目黒川(中目黒) _飼育 発見調査

5ギンブナ Carassius auratus_langsdorfii 2008年 碑文谷公園 区民調査

6キンブナ Carassius auratus_subsp. 1950年 目黒川 文献調査 【国準･区急】

7コイ Cyprinus carpio 2007年 碑文谷公園 発見調査

8ハクレン Hypophthalmichthys molitrix 1991年 碑文谷公園 _外来 区民調査

9モツゴ Pseudorasbora parva 2008年 碑文谷公園 区民調査

10タイリクバラタナゴ Rhodeus ocellatus ocellatus 1997年 駒場野公園_外来 発見調査

11マルタウグイ Tribolodon taczanowskii 2008年 目黒川(中目黒) 発見調査

12オイカワ Zacco platypus 2006年 目黒川(中目黒) 発見調査

ドジョウ科 Cobitidae
13ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus 2001年 目黒川(中目黒) 発見調査

ナマズ目 SILURIFORMES

ナマズ科 Siluridae
14ナマズ Silurus asotus 1991年 碑文谷公園 区民調査 【区急】

キュウリウオ目 OSMERIFORMES

キュウリウオ科 Osmeridae
15アユ Plecoglossus altivelis_altivelis 2008年 目黒川(中目黒) 発見調査

ボラ目 MUGILIFORMES

ボラ科 Mugilidae
16ボラ Mugil cephalus 2008年 目黒川(中目黒) 区民調査

ダツ目 BELONIFORMES

06 魚のなかま－1



めぐろグリーンデータブック2008【06 魚のなかまリスト:暫定版】

　　 種　類　名 学　　　名 最新記録年

メダカ科 Adrianichthyidae
17メダカ Oryzias latipes 2008年 碑文谷公園 区民調査 【区急】

18ヒメダカ Oryzias latipes forma domestica 1998年 目黒川(中目黒) _飼育 発見調査

カダヤシ目 CYPRINODONTIFORMES

カダヤシ科 Poeciliidae
19カダヤシ Gambusia affinis 2006年 目黒川(中目黒) _外来 発見調査

20グッピー Poecilia reticulata 2001年 目黒川(中目黒) _外来 発見調査

スズキ目 PERCIFORMES

スズキ科 Percichthyidae
21スズキ Lateolabrax japonicus 2000年 目黒川(中目黒) 専門調査

サンフィッシュ科 Centrarchidae
22ブルーギル Lepomis macrochirus 2008年 碑文谷公園 _外来 区民調査

23オオクチバス Micropterus salmoides 2004年 駒場野公園 _外来 区民調査

シマイサキ科 Teraponidae
24シマイサキ Rhyncopelates oxyrhynvhus 2002年 目黒川(中目黒) 発見調査

25コトヒキ Terapon jarbua 2005年 目黒川(中目黒) 発見調査

ハゼ科 Gobiidae
26マハゼ Acanthogobius flavimanus 2008年 目黒川(中目黒) 発見調査

27ビリンゴ Gymnogobius breunigii 2002年 目黒川(中目黒) 発見調査 【区急】

28スミウキゴリ Gymnogobius petschiliensis 2008年 目黒川(中目黒) 発見調査

29ヨシノボリ Rhinogobius brunneus 1982年 碑文谷公園 文献調査

30ヌマチチブ Tridentiger brevispinis 2004年 目黒川(中目黒) 発見調査 【区少】

タイワンドジョウ科 Channidae
31カムルチー Channa argus 1991年 碑文谷公園 _外来 区民調査
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めぐろグリーンデータブック2008【07 カエルやヘビのなかまリスト:暫定版】

　　 種　類　名 学　　　名 最新記録年

動物界 ANIMALIA 
脊索(せきさく)動物門 CHORDATA

両生綱 AMPHIBIA

サンショウウオ目 CAUDATA

イモリ科 Salamandridae
1アカハライモリ Cynops pyrrhogaster 2000年 目黒川(中目黒) _飼育 発見調査

カエル目 SALIENTIA

ヒキガエル科 Bufonidae
2ヒキガエル Bufo japonicus formosus 2009年 柿の木坂 区民調査 【区少】

アマガエル科 Hylidae
3アマガエル Hyla japonica 2007年 目黒川(中目黒) 発見調査

アカガエル科 Ranidae
4ウシガエル Rana catesbeiana 2008年 碑文谷公園 区民調査

5ニホンアカガエル Rana japonica japonica 2007年 菅刈公園 区民調査 【区急】

6ヤマアカガエル Rana ornativentris 2009年 中根公園 区民調査

7ツチガエル Rana rugosa 2003年 柿の木坂 区民調査 【区急】

アオガエル科 Rhacophoridae
8シュレーゲルアオガエル Rhacophorus schlegelii 1998年 碑文谷 区民調査 【区急】

爬虫綱 REPTILIA

カメ目 TESTUDINATA

スッポン科 Trionychidae
1スッポン Trionyx sinensis 2008年 目黒川(中目黒) 区民調査 【区少】

カミツキガメ科 Chelydridae
2カミツキガメ Chelydra serpentina 2007年 目黒川(中目黒) _外来 区民調査

ヌマガメ科 Emydidae
3アカミミガメ Chrysemys scripta elegans 2008年 碑文谷公園 _外来 区民調査

4クサガメ Geoclemys reevesii 2008年 碑文谷公園 区民調査 【区少】

5イシガメ Mauremys japonica 2007年 目黒川(中目黒) 区民調査 【区危】

トカゲ目 SQUAMATA

ヤモリ科 Gekkonidae
6ヤモリ Gekko japonicus 2008年 柿の木坂 区民調査 【区少】

イグアナ科 Iguanidae
7グリーンイグアナ Iguana iguana 1998年 碑文谷公園 _外来 区民調査

トカゲ科 Scincidae
8トカゲ Eumeces latiscutatus 2008年 大岡山 区民調査 【区危】

カナヘビ科 Lacertidae
9カナヘビ Takydromus tachydromoides 2008年 自由が丘 区民調査

ナミヘビ科 Colubridae
10アオダイショウ Elaphe climacophora 2008年 青葉台 区民調査 【区急】

11シマヘビ Elaphe quadrivirgata 1977年 東京大学教養学部 区民調査 【区
危】

12ヤマカガシ Rhabdophis tigrinus tigrinus 1960年代 都立林試の森公園 文献調査 
【区急】
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めぐろグリーンデータブック2008【08 哺乳類リスト:暫定版】

　　 種　類　名 学　　　名 最新記録年

哺乳綱 MAMMALIA

モグラ目 INSECTIVORA

モグラ科 Talpidae
1アズマモグラ Mogera wogura 2008年 駒場 区民調査

コウモリ目 CHIROPTERA

ヒナコウモリ科 Cespertilionidae
2アブラコウモリ Pipistrellus abramus 2008年 大岡山 区民調査

サル目 PRIMATES

オナガザル科 Cercopithecidae
3ニホンザル Macaca fuscata 1999年 駒場野公園 区民調査

ネコ目 CARNIVORA

イヌ科 Canidae
4タヌキ Nyctereutes procyonoides 2007年 柿の木坂 区民調査

ジャコウネコ科 Viverridae
5ハクビシン Paguma larvata 2009年 自由が丘 区民調査

ネズミ目 RODENTIA

リス科 Sciuridae
6シマリス Tamias sibiricus 1979年 中央町 _飼育 区民調査

ネズミ科 Muridae
7ドブネズミ Rattus norvegicus 2004年 三田 区民調査

8クマネズミ Rattus rattus 2008年 中目黒 区民調査

08 哺乳類－1




