
ミツや花粉を集め

るため、せわしなく花から

花へと動き回り、丸っこくて、フ

サフサな毛が生えているのがマルハ

ナバチ。花がたくさん咲いている場所

をさがしてみよう！

さっぽろ生き物さがしプロジェクト

月月月

日（土）日（土）日（土）
年年

 7 7 181818 月月

日（月）日（月）日（月）

 8 8 3131312015
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～

① じゅんび

申し込みは不要ですが、ホー

ムページや札幌市環境局に

ある「手引き」を入手して、

調査に参加ください（メール

いただければ送ります）。

② しらべる

家の庭や公園、山や森など

で、花に集まるマルハナバチ

をさがしてください。

③ 報告する
ほうこく

調査場所ごとの結果を「報

告シート」に書いて、ファク

スやメール、郵便で事務局ま

で送ってください。

 結果まとめ

参加者には、結果をまとめ

たマップと記念品をプレゼ

ント（12月予定）。ホームペー

ジにも結果を掲載します。

調
査の流れ

をさがしてください。

「手引き」には見分け方 
 ミニ図かんもあるよ！

フェイスブックも！

ほうこく

写真がとれたら
　　送ってね！

たくさん報告をして
マップをうめよう！

　★ ホームページ

○主催　札幌市環境局 環境共生推進担当課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階
電話 011 (211) 2879　ファクス 011 (218) 5108

〒004-0051 札幌市厚別区厚別中央１条７丁目1-45山岸ビル
電話 011 (892) 5306　ファクス 011 (892) 5318

（事務局あて）
○マルハナバチ調査隊事務局 （さっぽろ自然調査館内）

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/maruhanabachi/27chosa.html 電子メール maruhana@cho.co.jp

～花に集まるマ
ルハナバチを探

そう～

（担当：渡辺･丹羽）

●関連イベントも開催！

　調査のやり方やマルハナバ

チのことを専門家の方に直接

教えてもらえます。調査前に

参加してみよう！

マルハナバチ
調査隊

マルハナバチ
調査隊

マルハナバチ
調査隊201520152015

ほうこくしめきり  ひっちゃく

実施期間
じっ し  き  かん

　札幌市では、市内に生息するマルハナバチの一斉調査を

行います。身近にいるマルハナバチを通じて、札幌の自然

環境を調べます。ぜひ調査にご協力ください！
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マルハナバチ調査隊
　　　　　 in サッポロさとらんど

◆日時  7月25日（土）10：00～12：30
◆場所  さとらんど（東区丘珠町584-2）

◆定員  先着５０名

◆申込  7月11日から受付、787-0223まで

かんれん かいさい

にちじ

ばしょ

ていいん

もうしこみ

せんちゃく めい

ひがしく　おかだまちょう

うけつけ

もう こ ふ よう

さっ ぽろ し かんきょうきょく

て　び にゅうしゅ

ちょうさ さんか

おく

いえ にわ こうえん やま もり

はな あつ

ず

み　わて　び かた

ちょうさ ば しょ けっ か けっ か

けっか

ほう

こく か

ゆうびん じ むきょく

おく

さん しゃか

きねんひん

よてい

けいさい

しゃしん ほうこく

おく

ちょ
う
さ なが

はな あつ

さが

ちょうちょうちょう さささ たいたいたい

ちょう

ちょう

せんもん ちょくせつ

おし まえ

かさん

さ

さ

かた

か かた

けっ か

でん し

これ
がマルハナバチ！

はな

ば  しょ

あつ

うご まわ まる

け は

さ

か　ふん



フェイスブック(https://www.facebook.com/maruhana.sapporo)でも情報提供中!

●マルハナバチの種類
しゅるい

し わ

外来種外来種 在来種（北海道に元々すんでいる）在来種（北海道に元々すんでいる）

　札幌市内には10種類ほどがすん

でいますが、今回の調査では、毛の

色で5つのタイプに分けて記録しま

す。このうち、おしりの白いタイプは

人が持ち込んだ「外来種」で、野外

で増えているため、環境への影響が

心配されています。

●参加に当たっての注意
野外での活動は十分注意してください／お子さんは大人の人と参加するようにして

ください／私有地には無断で立ち入らないでください／一部の原始林など昆虫採

集が禁じられている場所では採集しないでください／マルハナバチはおとなしいハ

チですが、手で捕まえたりすると刺される場合があるので注意してください。また

●記念品がもらえる！

　参加グループには、この夏に公開される

昆虫映画「アリのままでいたい」の記念グ

ッズをはじめ、参加賞を差し上げます！

　さらに報告数上位者

やすてきな写真を送っ

てくれた方には限定グッ

ズも用意していますの

で、たくさんの報告・写

真をお待ちしています。

●しらべて知りたいこと、分かること
　どのマルハナバチがどこに分布しているかをマップにします。数や種類の多さ

は環境の良さと関わりがあります。また、外来種セイヨウオオマルハナバチの数や

比率、分布範囲もまとめ、今後定期的に調べて変化をみたいと思います。

　トマトなどの受粉を助けるために導入

されましたが、野外ににげたものが増え、

在来種への悪影響などが心配されています。外来生

物法の「特定外来生物」に指定されており、生きたま

ま持ち運ぶことなどが禁止され、各地で駆除の取り

組みが行われています。

札幌市 マルハナバチ調査隊2015 結果報告シート札幌市 マルハナバチ調査隊2015 結果報告シート
さっ けっ か ほう こくぽろ ちょう さ たいし

レモン色の帯と白いおしりのタイプ

エゾオオマルハナバチエゾオオマルハナバチ エゾトラマルハナバチエゾトラマルハナバチ ハイイロマルハナバチハイイロマルハナバチセイヨウオオマルハナバチセイヨウオオマルハナバチ アカマルハナバチアカマルハナバチ

外来タイプ外来タイプ 三色タイプ三色タイプ 赤色タイプ赤色タイプ 黄色タイプ黄色タイプ 灰色タイプ灰色タイプ

※

記
入
例

※記入方法について、くわしくは「手引き」を見てください。「盗蜜」は「花に穴を開けて受粉の助けをせずにミツを取ること」をいいます。

※メールが使える人は、調査前に事務局にメールをいただければ、「手引き」や「報告シート」入力フォームを送付します。

※たくさん報告できる方は、このシートをコピーするか、ホームページ･メールで「報告シート」を入手して書いてください。

※写真は、表との対応がわかるようにファイル名かプリントの裏に番号をつけて、メール添付か郵送してください。

©２０１５「アリのままでいたい」製作委員会

■グループ名 ■代表者名

■参加人数 　　　　　名 〔 一般　　　名 ／ 高校生　　 名 ／ 中学生　　 名 ／ 小学生　　 名 ／ 幼児　　 名 〕

■代表者の連絡先 ・住所  〒　　-　

・電子メール ・ファクス

 ※過去に参加した調査に○ ⇒ こんちゅうウォッチ ・ シードソン ・ セミ調査 ・ フラワーソン ・ セイヨウバスターズ

■調査した日  　　　　月　　　　日（ 午前・午後 ） ■天気

■場所　・地名　　　　　　　　　　・住所　　　　区　　　　　　　　　・メッシュ番号・緯度経度など
※記入例　地名（自宅の庭）－住所（北区北10西 6）、地名（豊平公園）、地名（藻岩山）－メッシュ番号（644142-44）

■環境（一つに○） 市街地・庭、公園などの花壇、公園の草地、公園の森、川原、農地、山地の草地・荒地、山地の森、高山

〔○ 〕三色タイプ 種名：エゾオオマル 数： 4、5匹 写真：3番 〔 　〕赤色タイプ 種名： 数： 写真：

〔 　〕外来タイプ 種名：セイヨウオオマル 写真： 〔 　〕黄色タイプ 種名： 数： 写真：

〔 　〕三色タイプ 種名： 写真： 〔 　〕灰色タイプ 種名： 数： 写真：

■訪れていた花 ■花に来ていたほかの虫

■盗蜜 
※
 のあとがあった花 ■備考･メモ

★1.しらべた方の情報　　　　　　　　　　　※グループ名はかならず書いてください（公表する場合がありますので命名の際はご注意ください）

★2.しらべた場所の情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※結果の報告回数 回目

★3.見つけたマルハナバチと来ていた花 （種がわかれば、種名も記入、数は大体でよいです）

・電話

札幌市の生物多様性ＰＲ
キャラクター「カッコー先生」

くわしくは「手引き」をごらんください。ホームページや札幌市環境局で配布しているほか、メールをいただければ送付します。

厚別区厚別区

手稲区

清田区清田区

西区 中央区中央区

東区東区

南区

白石区白石区

豊平区豊平区

北区

4 1
10   1

3 1

4 1

4 1

5 4

9 18 0

6 2

3 3

外来種の確認地点数
在来種の確認地点数

★セイヨウオオマルハナバチとは?

映画「アリのままでいたい」は
7月11日(土) ３Ｄ・２Ｄ ロードショー！

2014年こんちゅうウォッチの結果より

近くにスズメバチがいることがあるので注意してください／送っていただいた

写真は、札幌市の広報物やホームページ上で使用する場合があります。あらか

じめご了承ください／報告の際にいただいた個人情報は、本事業にのみ利用

します

・ ・

さっ ぽろ しゅ るい

かんきょう えいきょう

しんぱい

がいらいしゅ

し  ない

いろ

ふ

ちょう さ

き   ろく

け

ひと も こ やがい

わ

こんかい

しろ

がいらいしゅ ざいらいしゅ ほっかいどう もともと

がいらいがいらい さんしょくさんしょく あかいろあかいろ きいろきいろ はいいろはいいろ

いろ おび しろ

て　び さっ ぽろ   し  かんきょうきょく はい ふ そう ふ

ぶんぷ

じゅふん たす どうにゅう

やがい ふ

ざいらい しゅ あく えい きょう しんぱい がいらい せい

ぶつほう とくていがいらいせいぶつ してい い

も はこ きん  し かく  ち く   じょ と

おこなく

かず

かずよ かか がいらいしゅ

ひりつ ぶんぷはんい こんご ていきてき しら へんか おも

しゅるい さんか なつ こうかい

こんちゅうえいが きねん

さんかしょう さ あ

ほうこくすう じょういしゃ

しゃしん

かた

おく

げんてい

ようい

ほうこく しゃ

しん ま

えいが

おお

かんきょう

きねんひん

さんか あ ちゅうい

かつどう じゅうぶんちゅうい こ おとな さんか ちか ちゅうい おく

しゃしん さっぽろし こうほうぶつ じょう しよう ばあい

りょうしょう ほうこく さい こじん じょうほう ほんじぎょう りよう

ひと

むだんしゆうち た い いちぶ げん し りん こんちゅうさい

しゅう きん ばしょ さいしゅう

て つか さ ばあい ちゅうい

やがい

じょうほうてい きょうちゅう

じょうほう

じょうほうばしょ

み き はな

ほう  こく  かい  すうけっ    か かい   め

かた めい か こうひょう

しゅ しゅ   めい かずき   にゅう だい  たい

ば   あい めいめい さい ちゅう い

めい

ちょうさ

ばしょ

おとず はな

はな

はな き むし

とうみつ びこう

かんきょう ひと しがいち にわ こうえん か だん こうえん そう  ち こうえん もり かわら のうち さんち そう  ち あれち さんち もり こうざん

ち  めい じゅうしょ く ばんごう い　ど  けい ど

にちがつ ご　ぜん ご　  ご てんき

めい いっぱん こうこうせい ちゅうがくせい しょうがくせい ようじさん    か  にん  ずう

だいひょうしゃ れん らく さき じゅうしょ

でん　わでん　し

か   こ さん  か ちょうさ

だいひょうしゃ めい

き
に
ゅ
う
れ
い

きにゅう  ほうほう て　び

て　び

とうみつ

つか ひと ちょうさまえ じむきょく そうふほうこく

ほうこくほうこく かた にゅうしゅ か

ゆうそうてんぷばんごううらめいしゃしん ひょう たいおう

にゅうりょく

はな あな あ じゅふん たす とみ

さんしょく

さんしょく

がいらい

しゅめい しゅめいかず あかいろ

きいろ

はいいろ

しゃしん かず しゃしん


