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はじめに  
 
”さっぽろシードソン 2013  秋の き物調査隊 ”は、札幌市内の公園や緑地

で、 の実や種、花を調べる秋の  植物調査です。今回が初めての開催とな
ります。 どもから  まで多数の からお申し込みがありました。申し込み
いただきありがとうございました。 
 
参加者の皆さんには、申し込みの際に選んでいただいた札幌市内の公園や緑

地などで、10  5  （ ）か 6  （ ）にグループで集合し、そこにどんな 
の実やタネが落ちているか、どんな花が咲いているのかを調べ、わかった植物
を記録 紙に記 して、事務局に報告していただきます。 
 
“シードソン”は、“シード・ウォッチング・マラソン”を略して作った造語です。

マラソンといっても、 つけた植物の数を競う調査ではありません。普段 に
するけど、名前を知らなかったタネや花の名前を１つでも知ってもらいながら、
市内各地に 育する植物の分布を調査することが 的です。 
 
とはいえ、 つけた花やタネの名前を図鑑で調べるのは、慣れていないと 

変です。そこで、札幌のまちなかで秋に られる花やタネの図鑑を作成しまし
た。調査の際には、是 これらを活 してください。また、記録 紙の書き 
についても、この 引きに記載していますので、わからないことがありました
らご確認ください。 
 
皆さんから報告された記録は事務局で集計し、後  う活動報告会で発表し

ます。市内の公園や緑地にどんな植物があるのか、札幌の 物多様性の状況を
報告しますので、こちらへのご参加もお待ちしております。 
 
 
 
調査の方法  
 
○ 調査 前までの準備                       
 
① 送られてきた資料を確認する。 
 
事前に送付しました資料 覧については、別紙に したとおりです。あらか

じめご確認いただき、不 等ありましたら事務局までお知らせください。 
（事務局へのお問い合わせ先等は、最後のページに掲載しています。） 
 
 
② 不明点等があれば事前に事務局へ確認する。 
 
 数の 幅な変更や調査の内容についてご不明な点などがありましたら、調

査 までに事務局までお問い合わせください。 
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○ 調査の 順                           
 
① 調査地にグループで集合する。 
 
調査は、10  5  か 6  のどちらの でも結構です。また、開始時間、終了

時間についても指定しませんが、 が短くなってきていますので、 の中に 
る場合には、 暮れまでにふもとに戻ってくるように留意してください。 
 
 
② 歩きながらタネや花を調べる。 
 
花やタネを探しながら、公園や緑地を散策しましょう。花の特徴（ や形な

ど）、タネの特徴（硬さ、形など）、名前のわかる植物をみつけた場合は、その
名前を記録 紙に記 します。 
 
 
③ 記録 紙に記 する。 
 
シードソンには、幼稚園児から植物に詳しい まで多くの にご参加いただ

いております。そこで、記録 紙は３種類を 意しました。 
 
・グループわけ記録 紙：みつけた花の 、タネの形でグループをわけて記録

します。 
→ さなお さんでも楽しんで参加してもらうための記録 紙です。 
なお、  の は、本記録 紙への記 をしなくても構いません。 

 
・代表種記録 紙：あらかじめ事務局で指定した種の有無を記録します。 

→植物調査の初 者の やお さんでも参加できる記録 紙です。 
可能な限りすべてのグループで記 してください。 

 
・ 般調査記録 紙：植物の種名と、その状態（花、タネ、その他）を記録し

ます。 
→可能な限りすべてのグループで記 してください。 

 
なお、調べてもわからないタネや花があった場合には、記録 紙とは別に写

真を事務局に送っていただければ、可能な範囲で同定し、お答えしたいと思い
ます。（デジカメ写真はメールに添付するか、CD-R 等で郵送、スチール写真は
プリントして郵送してください。） 
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グループわけ記録 紙 
 ①には、代表者名（グループ名でも可）、調査 （５ か６ ）、調査地名（公
園・緑地名など）、参加 数（実際に参加した 数）を記 してください。調査
地が２つ以上になる場合には、記録 紙をそれぞれ分けて記 してください。 
 ②は、それぞれのグループに る植物をみつけたら○をつけてください。（グ
ループわけ記録 紙は、植物の種名を調べる基本である、グループわけ（植物
分類）の練習 に作成しました。花の では、場合によっては紫なのか、ピン
クなのか迷うものもあるかもしれませんが、どちらに れても間違いではあり
ません。  の がやさしく指導してあげてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代表種記録 紙 
 記録の仕 は、グループわけ記録 紙とほぼ同じです。 
 ①には、代表者名（グループ名でも可）、調査 （５ か６ ）、調査地名（公
園・緑地名など）、参加 数（実際に参加した 数）を記 してください。調査
地が２つ以上になる場合には、記録 紙をそれぞれ分けて記 してください。 
 ②は、それぞれに該当する植物をみつけたら○をつけてください。ミズナラ
とコナラなど、区別の難しい種もありますが、図鑑を参考に記録してみてくだ
さい。 
 

｛ 
② 

① 

｛ 
② 

① 
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 般調査記録 紙 
 ①には、代表者名（グループ名でも可）、調査 （５ か６ ）、調査地名（公
園・緑地名など）、参加 数（実際に参加した 数）を記 してください。調査
地が２つ以上になる場合には、記録 紙をそれぞれ分けて記 してください。 
 ②は、みつけた植物の種名を記 してください。 
 ③は、みつけた植物が花をつけていたら「花」、実やタネをつけていたら「タ
ネ」を記 してください。花や実をつけていない植物を確認した場合には何も
記 しなくて結構です。 
 ④は、みつけた植物の合計（種数）を記 してください。 
 
 

｛ ① 
② ③ 

④ 
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○ 調査の注意事項                         
 
公園や緑地でも、野外活動では危険がたくさんあります。事故やケガがなく、

楽しく調査をするために、特に以下の点に気をつけてください。 
 
① 天候、 没時間に気をつける 
 
秋は天気が変わりやすく、 の さも短くなっています。天気予報をチェッ

クするなど、天候には 分留意し、遅くまで 動しないようにしてください。
特に、 の中で調査される は、 分に留意してください。 
 
 
② 危険な き物に気をつける 
 
秋は危険な き物がたくさんいます。特に気をつけていただきたい き物を

紹介します。 
 
・ヒグマ： に近い調査地点では、冬眠前のヒ

グマと遭遇する可能性があります。 
調査前に、ヒグマの出没情報を確認
し、出没情報や注意看板のある場所
には らないようにしましょう。 
ヒグマに 分の存在を知らせるため、
クマよけの鈴などで を出しながら
 動しましょう。 
ヒグマとの突発的な遭遇を避けるた
め、早朝や  、悪天候などで薄暗
いときには、野 に らないように
しましょう。 
ヒグマのフンや 跡などを つけた
ときは引き返しましょう。 

 
・スズメバチの仲間：スズメバチ類の巣は、９

 頃もっとも きくなります。 
巣やハチを刺激しなければ、むやみ
に刺しません。 
ハチが近寄ってきても、あわてて 
で払ったり、駆け出したりしないよ
うにしましょう。ハチを刺激して、
刺される原因となります。静かにそ
の場を離れましょう。 
刺されやすいのは、 や顔などの露
出部分です。なるべく 袖、 ズボ
ン、帽 を着 しましょう。 
 い はハチを刺激することがあり
ます。 や明るい の服を着ること 
をおすすめします。 
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③ その他の注意点 
・河川沿いなどでは、危険な場所に近づかないように気を付けて下さい。 
・ に る場合は、植物を痛めないように、散策路から外れないで調査して
ください。 

・許可を得ていない私有地には ち らないでください。また、調査にあた
っては、公園・緑地等の他の利 者の迷惑にならないようご注意ください。 

・ を利 する場合は、必ず決められた駐 場を利 し、近隣住 の の迷
惑にならないようにしてください。 
・むやみな植物の採集、踏み荒らしには注意してください。なお、藻岩 ・
円 の原始林は、国の天然記念物に指定されており、落ちている の実で
あっても採取はできませんのでご承知ください。 

・調査に係る交通費や写真代等は、各グループでの負担になることをご承知
ください。 

・調査結果の公表に当たっては、個 名やグループ名が明らかにならないよ
うに留意しますが、調査報告会では必要に応じて、グループ名等を公開す
る場合があります。その際には、事前に各グループへの申し出を います
ので、ご協 お願いいたします。 

 
 
○ 調査結果の報告 法                       
 
記録 紙・アンケートは、郵送、メール、ＦＡＸで事務局まで提出してくだ

さい。10  31  （ ）までに到着するようにお願いいたします。また、調査の
 景や花、タネの写真を撮影し、提供いただける はメールか郵送でお送りく
ださい。 
なお、札幌市の「シードソン」ホームページから、調査の 引き、記録 紙、

アンケート 紙のダウンロードができます。 
 
【札幌市 シードソンページ】 
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/jigyo/machinaka_25seedthon.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 調査結果のまとめ                        
 
調査結果は事務局で集計し、１１ 中に活動レポートとして公表します。（参

加者全員にもお送りします。）また、詳しい内容については、１２ に予定して
いる活動報告会で発表します。 

提出物 覧 （◎印は、必ず提出してください。△印の提出は任意です。）
 
 △ グループわけ記録 紙 （グループで１枚）※  だけのグループは提出不要 
 ◎ 代表種記録 紙    （グループで１枚） 
 ◎  般調査記録 紙   （グループで１枚） 
 ◎ アンケート      （グループで１枚） 
 △ 写 真        （デジカメ写真はメールに添付するか、CD-R 等で郵送、 
              スチール写真はプリントして郵送してください。） 
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おわりに ～札幌市の生物多様性について～  
 
私たちの住む札幌市は、地形や気候などから、多様な 態系や 物相が成り

 ちやすい場所です。本州の都市に べて、明治期以降、計画的に開発が進め
られてきたため、南 部の 地や円 ・藻岩 などの原 的な 態系から、公
園や農地などの 為的な 態系まで、多種多様な 態系が られます。また、
札幌市域には、南 系と北 系の 物が多様に 息・ 育し、これまで、およ
そ 6,000 種もの 物種が記録されています。その中には、植物のモイワラン、モ
イワナズナなど札幌の地名がついた き物もいます。 
 
視線を地球全体に向けると、知られているだけで約 175 万種、未知のものを

含めると 3,000 万種と推定される き物が存在し、これらの き物は互いにつな
がりあって きています。 物多様性とは、多種多様な き物たちがつながり
合い、 え合いながら、絶妙なバランスで豊かな 態系を保っている状態のこ
とをいいます。私たち 間は、この き物たちの多様性から、 や空気をはじ
め、  住などさまざまな恵みを受けて 活しています。 
 
しかし、現在、 間の活動が原因で 1 年間に 4 万種ともいわれるスピードで

 き物の絶滅が進んでおり、将来的には 類も存亡の危機に直 することが懸
念されています。いま、 物多様性の喪失は、地球温暖化と並ぶ深刻な地球環
境問題となっているのです。 
 
札幌市では、このような危機に ち向かうため、平成 25 年 3  に ” 物多様

性さっぽろビジョン” を策定しました。 物多様性を守るためには、190 万 を
擁する  消費都市でありながら豊かな 然が残っている札幌市の 然環境を
直接的に保全するとともに、市   ひとりのライフスタイルが世界の 物多
様性に影響を与えていることを認識し、その 動を 直していくことが求めら
れています。この ”さっぽろシードソン 2013” も、 物多様性の保全活動の 
つとして、実施されるものです。 
 
私たちの暮らしを えてくれている き物たちを守るため、私たちができる

ことはたくさんあります。例えば、この ”さっぽろシードソン 2013”のような 
然観察や 然体験の機会を増やすことで、 近な 然や き物に対する興味や
関 を深め、家庭や地域での対話や 物多様性に対する理解を広げることがで
き、地域の魅 を再発 ・想像するきっかけになります。 物多様性の喪失は
 に えないところでも着実に進んでおり、私たちの 活に影響を与え始めて
います。 物多様性さっぽろビジョンの理念である「北の き物と が輝くま
ち ”さっぽろ”」を実現するため、ともに考え、ともに 動しましょう！ 
 

お問い合わせ 
 さっぽろシードソン 2013 事務局 
     株式会社ドーコン 環境事業本部 環境保全部（担当：中村、櫻井） 
       住  所／〒004-8585 札幌市厚別区厚別中央１条５丁 ４番１号 
       Ｔ Ｅ Ｌ／０１１ ８０１ １５７２（環境保全部直通） 
       Ｆ Ａ Ｘ／０１１ ８０１ １５７３（環境保全部直通） 
       ＭＡＩＬ／ｓｅｅｄ＠ｄｏｃｏｎ．ｊｐ 


