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川口いきもの調査　調査結果 ！
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※いきものログ・・・環境省が運営する生きものの情報を収集・管理するインターネット上のシステム
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　「川口いきもの調査」は、市内で見つけた鳥や昆虫などを、調査票や※いきものログから報告していただく

市民参加型の調査で、今年度は2019年８月１日～11月30日の期間で実施しました。119名の調査員登録が

あり、指標生物であるシオカラトンボ、アゲハチョウ、ミンミンゼミを中心に、202種、1230件の報告がありました。

この調査結果は今後の自然保護対策に活用してまいります。ご参加いただいたみなさんありがとうございました。
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キイトトンボ（準絶滅危惧２型）  など

見つかった珍しい生きもの！

※埼玉県レッドデータブック動物編２０１８（第４版）より
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調査結果の詳細は市ホームページで公開中です。
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来年度も引き続き、川口いきもの調査を実施する予定です。調査の詳細は後日お知らせします。みなさんのご参加お待ちしております。
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～わたしたちができること～

川口市役所　自然保護対策室　TEL:048-229-6735 FAX:048-224-5304
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エコラベルなどが付いた
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　人間の暮らしによって、豊かであった生物多様性はどんどん失われており、１年間に４万種の生き
ものが絶滅していると考えられています。このままでは、わたしたちは自然のめぐみを受けられなく
なってしまいます。
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