
代表的な春の花であるタンポポは、都市化の程度を示すも

のさしでもあります。全国各地で行われた調査によって、古

くから変わらずに残っているような場所や、昔からある野道や土手などには在来
ざいらい

タンポポが多くあ

り、宅地開発や造成などで、近年、土地のようすが大きく変わった場所には、外来
がいらい

タンポポが生え

ていることが明らかにされてきました。あなたの調べている林の置かれている環境は、どのくらい

都市化の影響を受けているのでしょうか。タンポポをものさしに調べてみましょう。

春の調査
タンポポ べ

START! スタート
●調査期間：3月～5月●
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＊ここには記入しないでください

氏名 集めた日
2001年　　　月　　　日

林の名前

＊ここには記入しないでください

自分が集めたタンポポの種類を知りたい方は、
このハガキに記入してください。
専門家が種類を確認したのち、
下の表に結果を記入してお返しします。

あなたから送っていただいたタンポポは、次の種類のものでした。

●林の名前

★裏面に必ず、おところ・お名前・郵便番号を記入の上、50円切手を貼ってください。

①シロバナタンポポ

②在来タンポポ

③セイヨウタンポポ

④アカミタンポポ

⑤タンポポだが種類が
わからなかった

⑥タンポポ以外の種類

氏名

集めた日

林の名前

2001年　　　月　　　日

林の場所（その場所の住所） 都・道・府・県

タンポポが見つからなかった場合
には右に○をつけてください。 見つからなかった

＊ここには記入しないでください

花 果実
参加者番号

�

⑤わからなかった種類

④アカミタンポポ

③セイヨウタンポポ

②在来タンポポ

①シロバナタンポポ

送って
いただいたタンポポ

正解 ①シロバナ
タンポポ

②在来
タンポポ

③セイヨウ
タンポポ

④アカミ
タンポポ

⑤タンポポだ
が種類がわか
らなかった

⑥タンポポ
以外の種類

①シロバナタンポポ

花 果実

②在来タンポポ

花 果実

③セイヨウタンポポ

花 果実

④アカミタンポポ

花 果実

⑤わからなかった種類

花 果実

＊ここには記入しないでください ＊ここには記入しないでください

＊ここには記入しないでください＊ここには記入しないでください

＊ここには記入しないでください

＊ここには記入しないでください

t ハガキの表面には、林の名前のみ記入してください。

�
�

●調査票●�

●「タンポポ」の花と果実
か じ つ

の集め方

あなたが調べている林やそのまわり

で、タンポポの花と果実（そう果）を探

してください。タンポポによく似た別の

花もありますので、タンポポかどうかを

検索図で確認してください。タンポポの

種類が確認できたら、花を１つと、同じ

株の熟した果実をひとつかみ集め、小さ

なビニール袋に入れて持ち帰りましょ

う。もし花しかなかったら、１～２週間

後にもう一度来てみるとよいでしょう。

同じ林で、４種類のタンポポが全部見つ

かる可能性もあります。

●花と果実を調査票に貼ろう

持ち帰った花と果実（そう果）すべて

を送る必要はありません。検索図や図鑑

を使って、調査票の当てはまる場所に花

と果実のセットを１つずつセロテープで

貼りつけてください。花はすぐに貼るよ

りも、少しの間、古雑誌や新聞の間には

さんで重しをかけ、押し花にした方が上

手に貼れます。ただし、その間に別の場

所で取ったタンポポが混ざり合わないよ

うに気をつけてください。

●見つからなかったら

あなたが調べている林で、タンポポが

見つからなかった場合には、「見つからな

かった」の欄に○をつけてください。「見

つからなかった」という結果も、その林

の大切な特徴の一つです。がっかりしな

いで、ありのままを報告してください。

●調査票は折りたたんで封筒へ

「タンポポ調べ調査票」は、二つ折り

にして他の調査票といっしょに春用の返

信用封筒に入れてお送りください。

●調査票の結果を知りたい方は

みなさんから送っていただいたタンポ

ポの花と果実（そう果）は専門家にお願

いして種類を確認します。その結果を直

接知りたい方は、ハガキの部分に、林の

名前・あなたのおところ・お名前・郵便

番号を記入し、50円切手を貼ってくだ

さい。

参加者番号は７ケタです。参加者番号は、このて
びきをお送りした封筒の宛名部分に印字されてい
ます。団体で参加された方は、代表者の方から番
号を聞いて記入してください。

例えば、「○○森林公園」、「○○の森」など、調
べている林に名前があれば記入し、名前がない場
合はあなたがつけた林のニックネームを記入して
ください。

調べている林の場所は、
何県ですか。県名を記
入してください。

ここには何も記入しない
でください。

検索図や図鑑で調べて
も、わからなかった場
合には、この欄にタン
ポポの花と果実のセッ
トを貼ってください。

恐れ入りますが裏面に
切手は必ず貼ってください。

タンポポの花と果実がひ
とつも見つからなかった
場合には、この欄に○を
つけてください。

検索図や写真、あるい
は図鑑で調べ、調査票
の当てはまる所へ、花
と果実のセットをそれ
ぞれ貼ってください。

調べている林の名前の
み記入してください。
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春 の 調 査

（＊1）日本列島にもともと生えているタン
ポポのことを、ここでは在来タンポポと総
称して呼びます。在来タンポポには、地域
によっていろいろな特徴のものがあり、約
20種に分類されています。たとえば、関西
地方には花が小さめで雌

め

しべが黒っぽいカ
ンサイタンポポと呼ばれるものがあり、東
海地方には総苞片

そうほうへん

の先に目だった角のある
トウカイタンポポが分布しています。また、
これらは16本の染色体を持つ２倍体ですが、
北日本などにはエゾタンポポなどの３倍体
が見られます。これらの違いはわずかで、
見かけが中間的なものもあるので、今回の
調査では区別せず、全部まとめて在来タン
ポポとして扱います。都市化の程度を知る
ものさし（指標）としては、在来タンポポ
という見方で十分だからです。

この調査では、タンポポを４つの種類に分けて記録します。タンポポは、どの種類

も、花のついている茎が枝分かれせず、またその途中に葉がつかないという共通の特

徴を持っています。枝分かれしたり、小さな葉がついていれば別の種類です。下の検

索図を使ってあなたが見つけたタンポポを調べてみましょう。

茎が枝分かれ
していない

茎の途中に
葉がつく

茎の途中に
葉がつかない

タンポポ

花は白い 花は黄色い

総苞片
そうほうへん

は
反り返らない

総苞片は
反り返る

果実
かじつ

は
ミルクコーヒー色

果実は
赤レンガ色

茎が枝分かれ
している

タンポポでは
ない種類

シロバナタンポポ
Taraxacum albidum

ノゲシ

外来タンポポ（＊2）
Introduced species 
of Taraxacum spp.

（＊2）外来タンポポには、果実（そう果）
がミルクコーヒー色のセイヨウタンポポと
果実（そう果）が赤レンガ色のアカミタン
ポポの２種があり、どちらも明治時代にヨ
ーロッパから持ち込まれ、全国に広がりま
した。
近年、在来タンポポと、これら２種の外
来タンポポの間に雑種

ざっしゅ

が生まれることが確
かめられました。その雑種のタンポポは見
かけが外来タンポポにそっくりで、生化学
的な方法でないと確かめられないのですが、
実際には非常に多くなっており、見かけの
外来タンポポのほとんどは雑種であること
がいくつかの地域で報告されています。今
回の調査では、雑種の区別はしませんが、
実際には在来タンポポと雑種のタンポポの
分布を調べていると考えてよいでしょう。

タンポポの花と
果実
かじつ

（そう果
か

）のつくり

アカミタンポポ
Taraxacum laevigatum

ス タ ー ト

果実
かじつ

（そう果
か

）

在来
ざいらい

タンポポ

外来
がいらい

タンポポ

セイヨウタンポポ
Taraxacum officinale

セイヨウタンポポ
の果実

アカミタンポポ
の果実

在来タンポポ（＊1）
Japanese native species
of Taraxacum spp.

総苞片
そうほうへん

←茎

←葉

雌
め

しべ

←花びら

←

花

←

←

←
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あなたの調べている林やそのまわりで、黄色
い花が何種あるかを調べます。写真に撮った
黄色い花を「調査のてびき」の検索図や写真、
あるいは図鑑で調べ、①に見つかった種数を
記入してください。見つからなかった場合に
は、②に○をつけてください。

① 種

② 見つからなかった

ここに貼っていただいた写真は調査報告書や
Webページなどで使わせていただくことがあります。
使わせていただく場合にはお名前をお出しします。
なお、写真は返却できません。ご了承ください。

種名(名前) 種名(名前)

＊ここには記入しないでください

種

☆写真のスペースが足りない場合は裏面に貼ってください。

ここに貼っていただいた写真は調査報告書や
Webページなどで使わせていただくことがあります。
使わせていただく場合にはお名前をお出しします。
なお、写真は返却できません。ご了承ください。

氏名 歩いた日
2001年　　　月　　　日

林の名前 ＊ここには記入しないでください

＊ここには記入しないでください

氏名

歩いた日

林の名前

2001年　　　月　　　日

林の場所（その場所の住所） 都・道・府・県

参加者番号

ここに貼っていただいた写真は調査報告書や
Webページなどで使わせていただくことがあります。
使わせていただく場合にはお名前をお出しします。
なお、写真は返却できません。ご了承ください。

種名(名前) 種名(名前)

ここに貼っていただいた写真は調査報告書や
Webページなどで使わせていただくことがあります。
使わせていただく場合にはお名前をお出しします。
なお、写真は返却できません。ご了承ください。

＊ここには記入しないでください。 ＊ここには記入しないでください。

＊ここには記入しないでください。＊ここには記入しないでください。

�
�

●調査票●�

●「黄色い花」の写真を撮ろう

あなたが調べている林やそのまわり

で、黄色い花を見つけたら、花と葉が入

るように写真を撮ってください。

●「黄色い花」の写真を調査票に貼ろう

その林では、黄色い花は何種見つかる

でしょうか。写真を見くらべて違う種だ

と思うものだけを調査票に貼り、種数を

記入してください。

●見つからなかったら

あなたが調べている林で、黄色い花が

見つからなかったら、「見つからなかっ

た」の欄に○をつけてください。「見つ

からなかった」という結果も、その林の

大切な特徴の一つです。がっかりしない

で、ありのままを報告してください。

●調査票は折りたたんで封筒へ

「黄色い花調査票」は、写真が折れな

いように二つ折りにして他の春の調査票

といっしょに春用の返信用封筒に入れて

お送りください。

参加者番号は７ケタです。参加者番号は、このて
びきをお送りした封筒の宛名部分に印字されてい
ます。団体で参加された方は、代表者の方から番
号を聞いて記入してください。

調べている林の名前を記入してください。

調べている林の場所は、
何県ですか。県名を記入
してください。

ここには何も記入しない
でください。

黄色い花が見つからなか
った場合には、この欄に
○をつけてください。

調べている林で黄色い花
が見つかったらその写真
を撮り、違う種と思われ
る黄色い花の写真のみ
１枚ずつ貼ってください。

てびきにある検索図や写
真、あるいは図鑑で調べ
た黄色い花の種名（名前）
を記入してみましょう。

春の林は黄色い花が目立ちます。黄色は虫を引きつける色

なので、花が咲くとハナアブやハナバチのような虫が飛んで

きます。虫は花から蜜
みつ

を吸ったり花粉を食べたりし、お返しに花粉を他の花に運んでいきます。

みなさんの調べている林では黄色い花が何種見つかりましたか。いろいろな種が見られる林は、

虫にとっても食料の豊かな林と言えるでしょう。この調査では、春の植物の豊かさを黄色い花を咲

かせる種にしぼって調べてみます。

黄色い花 べ



ジャケツイバラ・ナンテンカズラなど

コオニタビラコ・ヤブタビラコ・
ニガナ・イワニガナ（ジシバリ）・
オオジシバリ・オニタビラコなど
ノゲシ・オニノゲシ・
コウゾリナ・ブタナなど

オカオグルマ・サワオグルマなど

ノボロギク・ハハコグサなど

クサノオウ・ヤマブキソウなど

イヌナズナ・イヌガラシ・
ハルザキヤマガラシなど

ヘビイチゴ・ヤブヘビイチゴ・
キジムシロ・オヘビイチゴ・
ミツバツチグリ・ツルキンバイなど

キツネノボタン・
ウマノアシガタなど

コモチマンネングサなど

カタバミ・
エゾタチカタバミなど

キスミレ・ミゾホオズキ・ミヤコグサ・
キケマン・ミヤマキケマンなど

11

春 の 調 査

今回の調査で対象とする黄色い花は、クリーム色や黄緑色あるいはオレンジ色ではな

く、黄色やヤマブキ色のものです。また、花びらの黄色いものだけを対象にし、雄
お

しべ

が黄色いために、花全体も黄色っぽく見える花は含みません。ただし、判断に迷う時は、

写真を撮り調査票に貼っていただいて構いません。なお、タンポポは含みません。

ス

タ

ー

ト

葉が出るよりも先に花が咲く落葉樹
らくようじゅ

葉が出てから花が咲く落葉樹

放射相称
ほうしゃそうしょう

の花 （放射状の花）

小さな花が集まったキク型の花

全部の小花
しょうか

*が目立つ花びらを持つ

小花*の数は少なく30個以下

小花*の数は30個より多い

花の中央に目立たない小花*を持つ

全部の小花*が目立つ花びらを持たない

１つ１つが独立した花

花びらが4枚

花びらは大きく雄しべは多数

花びらは小さく雄
お

しべは6本

花びらが5枚

花は平らに開く

ウメ型の花

茎は地をはう

茎は上にまっすぐ伸びる

星型の花

花びらは横から見ると折れ曲がっている

花びらは6枚

花びらは10枚以上

左右
さ ゆ う

相称
そうしょう

の花（左右対称の花）

１つの花の大きさは1cmより大きい

１つの花の大きさは1cm以下で集まって咲く

木本
もくほん

の花
（木の花）

つる植物の花

草本
そうほん

の花
（草の花）

○

×

対象とする花の色

ウマゴヤシ・コメツブツメクサ・
クスダマツメクサ・シナガワハギなど

黄色 ヤマブキ色

クリーム色 黄緑色 オレンジ色

フクジュソウ

ヒメアマナ・
キバナノアマナ

ダンコウバイ・マンサクなど

ヤマブキ・ヘビノボラズなど ダンコウバイ

コオニタビラコ

キジムシロ

フクジュソウ

②

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

※ここには載
の

っていないものもあります。ない場合には、植物図鑑で調べてみるとよいでしょう。

小花
しょうか

キク科などでは、

小花がたくさん集

まって、一つの花

を作っています。

小
しょう

花
か

花びら

*
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春に「黄色い花」を咲かせる植物のなかから、身近に見られる約50種を

選び、花の大きさや形、つき方によって分類しました。ここに出ていない

種が見つかる可能性もありますので、植物図鑑も活用して調べてください。
黄 色 い 花 図 鑑

グループ①

グループ⑧ グループ⑨ グループ⑩

グループ④ グループ⑥グループ⑤ グループ⑦

グループ⑮グループ⑫ グループ⑭グループ⑬

グループ② グループ③

ダンコウバイ

ダンコウバイ・マンサク・ヤマブキ・
ヘビノボラズなど

マンサク ヤマブキ

コオニタビラコ・
ヤブタビラコ・
ニガナ・
イワニガナ（ジシバリ）・
オオジシバリ・
オニタビラコなど

コオニタビラコ ヤブタビラコ

オニタビラコオオジシバリ

ジャケツイバラ・
ナンテンカズラなど

ジャケツイバラ

ニガナ

ノゲシ・オニノゲシ・コウゾリナ・ブタナなど

ノゲシ オニノゲシ コウゾリナ

オカオグルマ

オカオグルマ・
サワオグルマなど ノボロギク・ハハコグサなど

イヌナズナ・イヌガラシ・
ハルザキヤマガラシなど

イヌナズナ

ハルザキヤマガラシ

ヘビイチゴ・
ヤブヘビイチゴ・
キジムシロ・
オヘビイチゴ・
ミツバツチグリ・
ツルキンバイ・
キツネノボタン・
ウマノアシガタなど

ヘビイチゴ キジムシロ

ウマノアシガタミツバツチグリ

オヘビイチゴ

コモチマンネングサ

コモチマンネングサ
など

クサノオウ・
ヤマブキソウなど

クサノオウ

ヤマブキソウ

キバナノアマナ

ヒメアマナ・
キバナノアマナ

フクジュソウ

フクジュソウ

ウマゴヤシ・コメツブツメ
クサ・クスダマツメクサ・
シナガワハギなど

コメツブツメクサ

シナガワハギ

キスミレ・ミゾホオズキ・ミヤコグサ・キケマン・
ミヤマキケマンなど

キスミレ

ミゾホオズキ

ミヤコグサ

キケマン

グループ⑪

カタバミ・
エゾタチカタバミなど

カタバミ

エゾタチカタバミ

ノボロギク

ハハコグサ
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＊ここには記入しないでください

参加者番号

氏名

歩いた日

林の名前

2001年　　　月　　　日

郡

市・町・村（特別区の場合は空欄）

区

（郡のある場合のみ記入）

（特別区・政令指定都市の
場合のみ記入）

林のアンケート（春編）
それぞれの質問項目について、１つだけ選んで○をつけてください。
なお、3以外は調査範囲（約100m四方）が対象です。

林の持ち主の方や林を管理している方にインタビュー

ここに貼っていただいた写真は調査報告書や
Webページなどで使わせていただくことがあります。
使わせていただく場合にはお名前をお出しします。
なお、写真は返却できません。ご了承ください。

林の
写真

林を調べたときに撮った「林
の写真」を貼ってください。

撮影した日
2001年　 月　　日

タンポポ調べ 黄色い花調べ

タンポポ調べと黄色い花調べ調査票の結果を見ながら、 と　に記入してください。どんな結果になりましたか？

あなたが調べている林では黄色い花が何種

見つかりましたか。

①に見つかった種数を記入してください。

見つからなかった場合には、②に○をつけ

てください。

①シロバナタンポポ

あなたが調べている林で見つかったタンポポの種類すべてに○をつけてください。

① 種

② 見つからなかった

林の場所（その場所の住所）

都・道・府・県

地名
（字名・番地
等記入）

②在来タンポポ

③セイヨウタンポポ

④アカミタンポポ

⑤種類がわからなかった

⑥見つからなかった

1 . あなたの選んだ林はどんな場所にありますか？

Ａ．まわりの環境は？（１．市街地　２．住宅地　３．農村　４．山村　５．自然の山　６．その他（ ））

Ｂ．林のまわりに水辺がありますか？

（１．川　２．小川　３．わき水　４．水田　５．池沼　６．湖　７．その他（ ） ８．なし）

2. その林はどんな林ですか？

（１．公園の林　２．屋敷林　３．社寺林　４．保存緑地　５．斜面林　６．丘陵や山地の広い林

７．その他（ ））

3 . 林全体の面積はどのくらいありますか？

（１. 10m四方くらい　２．50m四方くらい　３．100m四方くらい　４．500m四方くらい　５．それよりも広い）

4 . 林の地面はどんなようすですか。（一番面積が占めている割合が多いと思われる項目を一つだけ選んでください）

（１. .ふかふかした土に落ち葉が積もっている　２．落ち葉はあるが土は硬い　

３．踏み固められた土がむきだし）

5．その林は人々に利用されていますか？

Ａ．その林で人をよく見かけますか？

（１．よく見かける　 ２．時々見かける　 ３．ほとんど見かけない　 ４．まったく見かけない）

Ｂ．訪れる人の目的は何ですか？（複数回答可）

（１．ハイキング　２．自然観察　３．写真撮影　４．山菜取り　５.  散歩　６．ジョギング　７．その他（ ））

Ｃ．訪れる人の多くは、どのあたりから来ていると思われますか？

（１．その林の同一市町村内から　２．車などを利用して県内や近県から ３．遠くの県から　４．わからない）

Ｄ．人が来ることでマイナス面がありますか？（複数回答可）

（１．林の中が踏みつけられる ２．ゴミが捨てられる ３．.騒音などで野生動物に影響 ４．山野草が盗まれる

５．その他（ ））

※既に秋冬調査で記入している場合には、下の欄に記入する必要はありません。

Ａ．木が太くなった

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

Ｂ．下生えがよく茂った

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

Ｃ．ササが増えた

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

Ｄ．土が乾いてきた

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

Ｅ．人の出入りが増えた

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

2 . 昔はいて、今はいなくなった動植物がありますか？

名前を記入してください。

（ ）

3. 昔はいなかったのに、見られるようになった動植物があり

ますか？　名前を記入してください。

（ ）

4. 昔の林の利用についておたずねします。

Ａ．何年に一度くらい木を切っていましたか？

（１．10年おき　２．15年おき　３．20年おき

４．30年おき　５．その他）

Ｂ．木を切ってマキや炭として使っていましたか？

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

Ｃ．落ち葉かきをしていましたか？

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

Ｄ．Ｃの「１．はい」と回答した方のみお答え下さい。

落ち葉は何に使っていましたか？

（１．燃料　　２．堆肥　　３．その他）

Ｅ．下草刈りをしていましたか？

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

1.  昔（1970年よりも前）とくらべて今の林はどんな林に

なりましたか？ あてはまるものに○をつけてください。

�
�

●�調査票�●�

●林の地名の記入は正確に

林の場所を地図に表すためにはなるべ

く正確な地名が必要です。できれば国
こく

土
ど

地
ち

理
り

院
いん

発行の地形図（5万分の１、ある

いは2万5千分の１）に表示されている

地名で、調べている林の場所を記入して

ください。

●「林のようす」を記入しよう

林のようすを観察し、「林のアンケー

ト」にわかる範囲で記入しましょう。

●林の持ち主の方や管理されている方に

インタビュー

林の持ち主の方や管理している方にお

会いできたら、調査の内容を説明し、そ

の林の歴史や手入れの仕方などについて

お話を聞いて、調査票に記入してみまし

ょう。聞き終わったらきちんとお礼を言

いましょう。

※秋冬調査で既にこの項目に記入した方

は、空白のままで結構です。

●「林の写真」を貼りつけよう

林を調べたときに撮った「林の写真」

を１枚貼りましょう。「林の写真」の撮

り方は7ページを参考にしてください。

●「タンポポ調べ」・「黄色い花調べ」

の結果を記入しよう

「タンポポ調べ調査票」と「黄色い花

調べ調査票」が完成したら、調査票を見

ながらその結果を記入してください。専

門家の方に種を確認していただく前に、

みなさんからお寄せいただいた結果で、

仮集計を行う予定です。

●調査票は折りたたんで封筒へ

「林のようす調べ〈春編〉調査票」は、

二つ折りにして他の調査票といっしょに

春用の返信用封筒に入れて、お送りくだ

さい。

参加者番号は７ケタで
す。参加者番号は、この
てびきをお送りした封筒
の宛名部分に印字されて
います。団体で参加され
た方は、代表者の方から
番号を聞いて記入してく
ださい。

例えば、「○○森林公園」、「○○の森」など、調
べている林に名前があれば記入し、名前がない場
合はあなたがつけた林のニックネームを記入して
ください。

調べている林の住所をで
きるだけ正確に記入して
ください。

林のまわりでもっとも占
める割合が高い環境に○
をつけてください。

6ページの写真を参考に
選んでください。

林の持ち主の方や管理し
ている方にお会いできた
ら、その林の歴史や手入
れの仕方などについて聞
いてみましょう。

「 タ ン ポ ポ 調 べ 調 査
票」・「黄色い花調べ調
査票」が完成したら、調
査票を見ながら、その結
果をこちらに記入してく
ださい。

春 の 調 査

みなさんが調べている林

にはいろいろな人が訪れて

いるでしょうか。それとも、いつもひっそりしているでしょうか。多くの人が訪れる林では、その

利用が、林のようすや生きものに何かの影響をあたえているかもしれません。「林のようす調べ

〈春編〉」では、とくに人による林の利用に注目して調べます。

林のようす べ〈春編〉
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Webページ
でのご紹介
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Webページでは身近な生きもの調査に関することや、その他の緑の国勢調査に関する情報など、ご覧いただけます

気をつけていただきたいこと
●この調査は、みなさんの日常の生活の範囲内で行っていただくものです。ですから、

この調査のためだからといって、わざわざふだんは行かないようなところへ出かける必

要はありません。

●人
ひと

気
け

のないところでは、一人で行動しないように注意してください。とくに、危険な

ところ、また立ち入りが制限されているようなところへは、お出かけにならないでくだ

さい。また、調査は日中の明るいうちに行うようにしてください。

●調査中に事故等に遭
あ

われてもお世話することができません。調査にあたっては事故や

ケガに十分注意してください。

●林には持ち主の方や管理されている方がいます。道をはずれて林に入る時には必ずそ

の方に声をかけ、了解をいただくようにしてください。

●林の持ち主の方や管理されている方と話すときは、調査の内容をよく理解していただ

くとともに、その林の歴史や手入れの仕方などについてお話を聞くようにしましょう。

●春の調査で集めていただくタンポポの花と果実
かじつ

（そう果
か

）は、種によってはその数が

少なくなっている地域もあるので、必要以上に持ち帰らないよう注意してください。

●調査中はハチなどの危険な虫に、十分に気をつけてください。

●お送りいただきました調査票や写真、タンポポやセミのぬけがらの実物はご返却でき

ませんので予めご了承ください。

●小学生以下の方が調査される場合は、危険防止のため、必ず保護者の方や先生がご指

導くださるようお願いいたします。

●調査するときには、23ページの参加証を持って行きましょう。

郡

市・町・村（特別区の場合は空欄）

区

（郡のある場合のみ記入）

（特別区・政令指定都市の
場合のみ記入）

林の場所（その場所の住所）

都・道・府・県

林の名前

地名
（字名・番地
等記入）

●あなたの調べている林の住所を記入して、これを見ながら調査票に
も同じように記入しましょう。


