
観察会の記録

I目浜頓別町観察会

A.斜内Lil道

[とき12006年6月24日(土)

[確認稀1130種

圃シダ植物

ヒカゲノカズラ科.コスギラン

トクサ科:スギナ

ハナヤスリ科・ヒメハナワラビ(VU)

チャセンシダ科 トラノオシダ、コタニワ

タリ

オシダ科・オシダ

ヒメシダ手ヰ・ミヤマワラビ

メシダ科.イワデンダ

掴裸子植物

マツ科.トドマツ

匝被子植物・双子葉植物・離弁花類

ヤナギ科・バッコヤナギ

カバノキ科'ミヤマハンノキ

タデ科'オオイタドリ、ヒメスイバ*、ノ

ダイオウ(VU)

ナデシコ科'オオバナノミミナグサ、ミミ

ナグサ、エゾカワラナデシコ、ハマハコ

ベ、オオヤマフスマ

キンポウゲ科.ミヤマオダマキ、シロバナ

ミヤマオダマキ、ミヤマハンショウヅル、

ハイキンポウゲ、アキカラマツ

マタタビ科・サルナシ、ミヤママタタビ

アブラナ科:ミヤマハタザオ、ハマハタザ

千歳市五十嵐 博

オ、ジャニンジン

ベンケイソウ科・イワベンケイ、エゾノキ

リンソウ

ユキノシタ科.ノリウツギ、ツルアジサイ、

ヤマハナソウ、イワガラミ

バラ科'キンミズヒキ、ヤマブキショウマ、

オニシモツケ、エゾツルキンバイ、ツル

キジムシ口、オオタカネイバラSj)、ハマ

ナス、ナワシロイチゴ、ナガボノシロワ

レモコウ、アズキナシ、マルバシモツケ、

エゾシモツケ

マメ科'ハマエンドウ、エゾノレンリソウ、

センダイハギ、ムラサキツメクサ*、シ

ロツメクサ*、クサフジ、ヒロハクサフジ

ウルシ科:ツタウルシ

ブドウ科.ヤマブドウ

アカバナ科・ヤナギラン

ミズキ科:ゴゼンタチバナ

ウコギ科，ウド

セリ科・エゾボウフウ、エゾノヨロイグサ、

エゾニュウ、シャク、ホタルサイコ、オ

オハナウド、マルバトウキ、オオカサモチ

圃被子植物・双子葉植物・合弁花類

ツツジ科:ハナヒリノキ、イワツツジ、

オオパスノキ

サクラソウ平ヰーウミミドリ、ツマトリソウ

アカネ科.クルマパソウ、エゾキヌタソウ、

エゾノカワラマツバ

シソH:ヒメヒャクリコウ

にひ
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ゴマノハグサ科:シベリアシオガマ、ヱゾ

ヒナノウスツボ

オオバコ科，エゾオオバコ、ヘラオオバコ*

スイカズラ科・ヱゾヒョウタンボク、エゾ

ニワトコ

オミナエシ科:マルバキンレイカ

キキョウ科・ツリガネニンジン

キク科・ノコギリソウ、ヤマハハコ、イワ

ヨモギ、オオヨモギ、シロヨモギ、エゾ

ゴマナ、ミミコウモリ、ヨブスマソウ、

フランスギク*、チシマアザミ、エLノ

サワアザ、ミsp、エゾムカシヨモギ、ヤナ

ギタンポポ、アキタブキ、コウゾリナ、

ナガバキタアザミ、ノゲシ、セイヨウタ

ンポポ*

隆被子植物・単子葉植物

ユリ科・ギョウジャニンニク、ミヤマクロ

ユリsp、ゼンテイカ、タテギボウシ、エ

ゾスカシユリ、マイヅルソウ、ヒメイズイ

アヤメ科・ヒオウギアヤメ

イグサ科.イヌイ、スズメノヤリ

イネ科.ハルガヤ*、エゾヤマカモジグサ、

ミヤマクロユリ(ユリ科。斜内山道)

イワノガリヤス、カモガヤ*、テンキグ

サ、ウシノケグサ、コウボウ、コメガヤ、

ススキ、クサヨシ*、ナガハグサ*、エ

ゾドジョウツナギ

カヤツリグサ科.ショウジョウスゲ、チャ

シパスゲ、ネムロスゲ、ヒエスゲ、ヤラ

メスゲ

ラン科・ハクサンチドリ

sp;同定のHい種、 *。帰化植物

(VU) 原境省 (2000) レッドデータブック 絶滅危倶H類

B. ベニヤの林・湿原観察会

[ときJ2006年6月24日(土)

[確認穏J70種

圃シダ植物

ヒカゲノカズラ科:スギカズラ、アスヒカ

ズラ、マンネンスギ

トクサ科.イヌスギナ

コバノイシカグマ科.ワラビ

掴裸子植物

マツ科.アカエゾマツ

司被子植物・双子葉植物・離弁花類

ヤナギ科 ヤマナラシ、パッコヤナギ、タ

ライカヤナギ(VU)

カバノキ科・ハンノキ、シラカンバ

タデ手↓:シロバナサクラタデ、ヒメスイバ*

ナデシコ科.エゾオオヤマハコベ

キンポウゲ科・フタマタイチゲ(VU，R)、エ

ゾイチゲ、ハイキンポウゲ、キンポウゲsp

マタタビ科.サルナシ、ミヤママタタビ

アブラナ科・ハルザキヤマガラシ*、オオ

バタネツケバナ

ρ

。
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バラ科.オニシモツケ、クロバナロウゲ、

ナナカマド

マメ科'エゾノレンリソウ、センダイハギ

モチノキ科.ハイイヌツゲ

ニシキギ科・オオツリバナ

スミレ科・オオバタチツボスミレ(VU)

アカバナ科.ヤナギラン

スギナモ科:スギナモ

ウコギ科'ハリギリ

セリ科.ホタルサイコ、 ドクゼリ、ヱゾノ

シシウド、オオカサモチ

圃被子植物・双子葉植物・合弁花類

ツツジ科.カラフトイソツツジ、オオパス

ノキ、コケモモ

サクラソウ科:ヤナギトラノオ、ツマトリ

ソウ、コツマトリソウ

アカネ科:アカネムグラ

シソ科目オドリコソウ

ゴマノハグサ科.シベリアシオガマ、タチ

イヌノフグリ*、ヱゾクガイソウ

スイカズラ科:オオカメノキ
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ノサワアザミ、コウリンタンポポ*、ハ

ンゴンソウ

匝被子植物・単子葉植物

ユリ科.ゼンテイカ、タチギボウシ、マイ

、'Jルソウ、オオアマドコ口、バイケイソ

ウ、コパイケイソウ、アイノコバイケイ

ソウ

アヤメ科:ヒオウギアヤメ

イネ科・ハルガヤ*、イワノガリヤス、カ

モガヤ*、ヨシ

カヤツリグサ科・ヤラメスゲ

ラン科'ハクサンチドリ、ヱゾチドリ

sp;同定の甘い種、 * 帰化植物

(VU) 原境省 (2000)レッドデタブック・絶滅危倶H類

(R) :北海道 (2001)レッドテータブック・希少種

C.字曽丹川観察会

[ときJ2006年 6月25日(日)

[確認種J122種

キク科:ヒナギク*、チシマアザミ、エゾ 匝シダ植物

アイノコバイケイソウ(ユリ科，ベニヤ原生花園)

トクサ科:スギナ、 トクサ

チャセンシ夕、科，トラノオシダ

メシダ科:イワデンダ

国裸子植物

マツ科.アカエゾマツ

圃被子横物・双子葉植物・離弁花類

ヤナギ科'ドロヤナギ、バッコヤナギ、

キヌヤナギ、エゾヤナギ、オノヱヤナギ、

オオバヤナギ、キツネヤナギ

カバノキ科目ケヤマハンノキ、ミヤマハン

ノキ、ダケカンバ

ブナ科.ミズナラ
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ニレ科目ハルニレ、オヒョウ

クワ科.ヤマグワ

イラクサ科・エゾイラクサ

タデ科・ミゾソバ、オオイタドリ、ノダイ

オウ(VU)、エゾノギシギシ

モクレン科:ホオノキ

マツブサ科.チョウセンゴミシ

キンポウゲ科.エゾレイジンゾウ、カラフ

トブシs口、エゾトリカブトs口、カラマツ

ソウ、アキカラマツ、キンバイソウ属sp

メギ科.ナンブソウ

センリョウ科目ヒトリシズカ

ウマノスズクサ科'オクエゾサイシン

マタタビ科.サルナシ、ミヤママタタビ

オトギリソウ科・オトギリソウ

ケシ科:クサノオウ

アブラナ科:ヤマハタザオ、ミヤマハタザ

オ、ハルザキヤマガラシ、コンロンソウ、

オオバタネツケバナ

ユキノシタ科.ツルアジサイ、ヤマハナソ

ウ、イワガラミ、ズダヤクシユ

バラ科・キンミズヒキ、ヤマブキショウマ、

キンパイソウ属SP(キンポウゲ科，宇骨丹JI[)

オニシモツケ、ダイコンソウ、カラフト

ダイコンソウ、ミヤマザクラ、ナナカマド

マメ科.シロツメクサ*

ウルシ科・ツタウルシ

カエデ、科・ヱゾイタヤ、アカイタヤ

ニシキギ科.マユミ

ブドウ科‘ヤマブドウ

シナノキ科'シナノキ

スミレ科:ケタチツボスミレ、オオタチツ

ボスミレ、ツボスミレ

アカパナ科・ヤナギラン

ミズキ科.ミズキ

ウコギ科:ウド、タラノキ

セリ科・エゾニュウ、シャク、ミツバ、オ

オハナウド、セリ、ヤブニンジン、オオ

カサモチ、ウマノミツバ

圃被子植物・双子葉植物・合弁花類

モクセイ科.ヤチダモ、ミヤマイボタ

ガガイモ科.イケマ

アカネ科・クルマバソウ

ゴマノハグサ科'タチイヌノフグリ木工ゾ

クガイソウ

オオバコ科・オオバコ、ヘラオオバコ*

スイカズラ科'エゾニワトコ

キク科.オオヨモギ、ヱゾゴマナ、ヒナギ

ク*、ヨブスマソウ、チシマアザミ、ヨ

ツパヒヨドリ、コウリンタンポポ*、ア

キタブキ、コウゾリナ、ハンゴンソウ、

エゾタンポポ、セイヨウタンポポ*

圃被子植物・単子葉植物

ユリ科.ギョウジャニンニク、ホウチャク

ソウ、ショウジョウバカマ、ゼンテイカ、

オオウバユリ、オオアマドコ口、オオバ

タケシマラン、バイケイソウ

。。
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イグサ科・ヤマスズメノヒヱ

イネ科・ハルガヤ*、エゾヤマカモジグサ、

ホガエリガヤ、カモガヤ*、ヒロハノド

ジョウツナギ、コメガヤ、クサヨシ*、

ナガハグサ*、チシマザサ、クマイザサ

サトイモ科・ザゼンソウ

カヤツリグサ科:ヒラギシスゲ、オクノカ

ンスゲ、サドスゲ

ラン科'ハクサンチドリ

sp: [r:iJ定のHい種、被帰化植物

(VU)。環境省 (2000)レッドデータブック田絶滅危倶E類

II. 石狩市石狩浜観察会

[ときJ2006年7月15日(土)

[確認種J164種

圃シダ植物

トクサ科:スギナ、 トクサ

コパノイシカグマ手ヰ.ワラビ

圃裸子樋物

マツ科・トドマツーP

イヌガヤ科.ハイイヌガヤ

圃被子植物・双子葉植物・離弁花類

ヤナギ科:セイヨウハコヤナギ*、ヤマナ

ラシ、パッコヤナギ、イヌコリヤナギ、

シロヤナギ、エゾノカワヤナギ、オ

ノヱヤナギ、タチヤナギ

カバノキ科.シラカンバ

ブナ科.カシワ、ミズナラ

ニレ科.ハルニレ

クワ平ヰーヤマグワ

タデ科.ヤナギタデ、オオイヌタデ、

オオイタドリ、スイバ、ヒメスイバ*、
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ナガバギシギシ*、エゾノギシギシ*

ナデシコ科'ミミナグサ、エゾカワラナデ

シコ、オオヤマフスマ、ウスベニツメク

サ*、カラフトホソバハコベ*

アカザ科'シロザ*

スイレン科.エゾノヒツジグサ

アブラナ科:ハマハタザオ、セイヨウワサ

ビ*、ハルザキヤマガラシ*

ベンケイソウ科:SCcllllJ1 sp* 

バラ科.ハマナス、ナワシロイチゴ、ナガ

ボノシロワレモコウ、アズキナシ

マメ科:イタチハギ*、ハマエンドウ、エ

ゾノレンリソウ、メドハギ、イヌエンジ

ユ、シロバナシナガワハギ*、シナガワ

ハギ*、テマリツメクサ*、タチオランダ

ゲンゲ*、ムラサキツメクサ*、シロバ

ナアカツメクサ*、シロツメクサ*、クサ

フジ、ヒロハクサフジ

ウルシ科:ツタウルシ

カエデ、科:エゾイタヤ

ニシキギ科'オニツルウメモドキ、コマユ

ミ、マユミ

ブドウ科:ノブドウ、ヤマブドウ

シナノキ科・シナノキ

グミ科.アキグミ

スミレ手1[:イソスミレ

sedum属sp(ベンケイソウ科，石狩浜)

。叫υ
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ミソハギ科.エゾミソハギ

アカバナ科・メマツヨイグサ*、オオマツ

ヨイグサ*

ウコギ科.タラノキ

セリ科:アマニュウ、 ドクゼ、リ、ハマボウ

フウ

圃被子植物・双子葉植物・合弁花類

サクラソウ科・クサレダマ

ハイノキ科'サワブタギ

モクセイ科:ミヤマイボタ

キョウチクトウ科:ツルニチニチソウ*

アカネ科'クルマバソウ、ホソバノヨツバ

ムグラ、工、/ノカワラマツバ

ヒルガオ科.ハマヒルガオ

シソ科・ヒメシロネ、ヱゾシロネ、ナミキ

ソウ

ゴマノハグサ科，エゾルリトラノオ、シロ

バナエゾルリトラノオ、ビロードモウズ

イカ*

タヌキモ科.イヌタヌキモSP

オオバコ科・オオバコ、へラオオバコ*

スイカズラ科キンギンポク、エゾニワト

コ、ミヤマガマズミ

キク科・ノコギリソウ、アカバナノコギリ

ソウsp、セイヨウノコギリソウ*、ゴボ

ウ*、オトコヨモギ、ハマオトコヨモ

ギ、オオヨモギ、ユウゼンギク*、アメ

リカセンダングサ*、ヨブスマソウ、フ

ランスギク*、ヒメジョオン*、ヒメムカ

シヨモギ*、ヘラバヒメジョオンキ、キク

イモ*、ヤナギタンポポ、ブタナ*、カセ

ンソウ、ハマニガナ、コシカギク*、コ

ウゾリナ、ハンゴンソウ、セイタカアワ

ダテソウ*、オオアワダチソウ*、アキノ

キリンソウ、オニノゲシ*

圃被子植物・単子葉植物

オモダカ科.サジオモダカ、オモダ、カSj)

ユリ科・オランダキジカクシ*、エゾスカ

シユリ、マイヅルソウ、ヒメイズイ、オ

オアマドコロ

アヤメ科:ヒトフサニワゼキショウ*

イグサ科・ヒメコウガイゼキショウ、イ、

タチコウガイゼキショウ、クサイ、イヌ

イ、スズメノヤリ

イネ科:コヌカグサ*、ヌカボ、ハルガヤ*、

ヤマアワ、イワノガリヤス、カモガヤ*、

テンキグサ、ヒロハノウシノケグサ*、

オオウシノケグサ*、コウボウ、チガヤ、

ネズミムギ*、ホソムギ*、オギ、ススキ、

フイリススキ、クサヨシ*、オオアワガ

ヱリ*、ヨシ、ツルヨシ、スズメノカタ

ピラ、ヌマイチゴツナギ*、ナガハグサ*、

クマイザサ

ミクリ科・ミクリ (NT)(R) 

ガマ科・ヒメガマ (R)、ガマ

カヤツリグサ科.チャシバスゲ、ビロード

スゲ、コウボウムギ、コウボウシバ、ヌ

マハリイ、フトイ

sp 同定の甘い種、次帰化植物

(NT) 環噴省 (2000)レッドデータブック・準絶滅危倶

(R) 北海道 (2001)レッドデタブック田帯少種

E 苫小牧市植苗観察会

[とき12006年8月26日(土)

[確認種1222積

-120ー
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回シダ植物

トクサ科・スギナ

ハナヤスリ科・エゾフユノハナワラビ

ゼンマイ科・ヤマドリゼンマイ

コパノイシカグマ手ヰ.ワラビ

ヒメシダ科:ヒメシダ

メシダ科目エゾメシダ、コウヤワラビ

掴裸子植物

マツ科・トドマツ P、カラマツ P、チョウ

センゴヨウーP、バンクスマツ子

ヒノキ科・ニオイヒバ P

岡被子植物・双子葉植物・離弁花類

ヤマモモ科'ヤチヤナギ

ヤナギ科.ドロヤナギ、ヤマナラシ、バッ

コヤナギ、イヌコリヤナギ、キヌヤナギ、

オノエヤナギ

カバノキ科.ケヤマハンノキ、ハンノキ、

ウダイカンバ、シラカンパ、サワシバ

ブナ科カシワ、ミズナラ、コナラ

タデ科:ウラジロタデ、オオイヌタデ、イ

ヌタデ、タニソバ、イシミカワ、ハナタ

デ、ハイミチヤナギ*、ヒメスイバ*、

ヱゾノギシギシ*

スベリヒユ科:スベリヒユ

ナデシコ科・エゾカワラナデシコ、オオヤ

マフスマ、ムシトリナデシコ*、ウシハ

コベ

モクレン科:ホオノキ

マッブサ科・チョウセンゴミシ

キンポウゲ科:アキカラマツ

オトギリソウ科・トモエソウ、オトギリソ

ウ、コケオトギリ、オオカナダオトギリ*

ケシ科:ムラサキケマン

アブラナ科:ハタザオ、キレハイヌガラシ
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*、グンバイナズナ*

ユキノシタ科:ノリウツギ

バラ科.キンミズヒキ、ヤナブキショウマ、

オランダイチゴ*、カラフトダイコンソ

ウ、エゾノコリンゴ、ミツモトソウ、キ

ジムシ口、ミツバッチグリ、ヱゾノミツ

モトソウ*、ミヤマザクラ、ハマナス、

クマイチゴ、ナワシロイチゴ、ナガボノ

シロワレモコウ、アズキナシ、ナナカマ

ドP、ホザキシモツケ(VU)、シモツケ E

マメ科'イタチハギ*、ヤブマメ、ヤブハ

ギ、ヤマハギ、ミヤコグサ、イヌエンジ

ユ、シャグマハギ*、ムラサキツメクサ*、

シロツメクサ氷、ツルフジバカマ、クサ

フジ、ナンテンハギ

カタバミ科:エゾタチカタバミ

フウロソウ科'イチゲフウ口、ゲンノショ

ウコ

トウダイグサ科.コニシキソウ*

ウルシ科・ツタウルシ、ヤマウルシ

カエデ科'ヱゾイタヤ

ツリフネソウ科.キツリフネ、ツリフネソウ

ニシキギ科目オニツルウメモドキ、ニシキ

ギ、ツリバナ、マユミ

ブドウ科.ノブドウ、ヤマブドウ

ジンチョウゲ科:ナニワズ

スミレ科'ケタチツボスミレ、スミレ、ツ

ボスミレ

ミソハギ科・エゾミソハギ

アカバナ科'メマツヨイグサ*

ウコギ科.ウド、タラノキ

セリ科，オオパセンキュウ、ウマノミツバ、

カノツメソウ、ヤブジラミ

固被子植物・双子葉植物・合弁花類

つJ
U
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イチヤクソウ科:オオウメガサソウ(NT)、

コイチヤクソウ、ベニバナイチヤクソウ、

イチヤクソウ、ヒトツバイチヤクソウ、

ジンヨウイチヤクソウ

サクラソウ科.クサレダマ

モクセイ科.イボタノキ

リンドウ科・ハナイカリ

ガガイモ科:ガガイモ

アカネ科.キクムグラ、エゾノカワラマツ

バ、アカネムクーラ

ハナシノブ科.クサキョウチクトウ*

シソ科:クルマパナ、ミヤマトウバナ、ナ

ギナタコウジュ、コパノカキドオシ*、

シロネ、ヒメシロネ、シソ*、ウツボグ

サ、ヤマハッカ、ナミキソウ、エゾイヌ

ゴマ、ツルニガクサ

ゴマノハグサ科.ウンラン、ヱゾコゴメグ

サ、コシオガマ、ビロードモウズイカ*

ハエドクソウ科・ハエドクソウ

オオバコ科'オオバコ

スイカズラ科:クロミノウグイスカグラ、

ベニバナヒョウタンボク(VU)、ガマズミ、

カンボク

オミナエシ科:オミナエシ、オトコエシ

キキョウ科:ツリガネニンジン、シラゲシ

ヤジン、ソバナ*、サワギキョウ

キク科.ノコギリソウ、ブタクサ*、ヤマ

ハハコ、オトコヨモギ、ネバリノギク*、

ユウゼンギク*、シラヤマギク、アメリ

カセンダングサ*、ヒメジョオン*、ヒメ

ムカシヨモギ*、ヘラバヒメジョオン*、

ヒヨドリバナ、サワヒヨドリ、ヤナギタ

ンポポ、カセンソウ、アキノノゲシ、ヤ

マニガナ、コシカギク*、アキタブキ、
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コウゾリナ、オオハンゴンソウ*、ハナ

ガサギク*、ハンゴンソウ、セイタカア

ワダチソウ*、オオアワダチソウ*、アキ

ノキリンソウ、ヤクシソウ

司被子植物・単子葉植物

ユリ科.スズラン、タチギボウシ、オニユ

リ*、ヒメイズイ、オオアマドコロ

アヤメ科・ノハナショウブ

イグサ科'クサイ、スズメノヤリ

ツユクサ科.ツユクサ

ホシクサ科.イトイヌノヒゲsp

イネ科.ハネガヤ、コヌカグサ*、ヒメヌ

カボ*、ヤマヌカボ、エゾヌカボ、ヤマ

アワ、ヒメノガ，1)ヤス、

イワノガリヤス、カモガヤ*、アキメヒ

シバ、ハマムギ、ニワホコリ、ヒロハノ

ウシノケグサ*、アシボソsp、ススキ、

コシノネズミガヤ、ネズミガヤ、オオク

サキピ*sp、オオアワガヱリ*、ヨシ、ツ

ルヨシ、スズメノカタビラ、ナガハグサ

*、オオクマザサ、アキノエノコログサ、

キンエンノコ口、エノコログサ、

サトイモ科.マムシグサ

カヤツリグサ科・ヒカゲスゲ

ラン科.ササバギンラン、クモキリソウ、

オオヤマサギソウ、ネジバナ

p:植栽種、 E:逸出種、叩 I司定の甘い種、*・帰化

植物

(vu)環境白、 (2000)レッドデタブック 絶域危恨H類

(NT) 環境肯 (2000)レッドデータブック・準絶域危倶

写真(松井洋揮影)

北方山草 24 (2007)




