
北海道自然史研究会　2010 年度総会　資料

2011 年 3 月 13 日

事務局／さっぽろ自然調査館・渡辺修

(１) 会計報告・会費徴収

昨年度の会計について報告する。会費の徴収を取りやめた関係で若干予算から変更があ

った。今年度は以下の助成金を獲得して、それと寄付を中心に会計を組み立てている。

(２) 事務局運営・役員

　今年度より原則メールによる連絡としている。また会費は徴収していない。役員につい

ては今年度は非改選のため、今の体制を継続する（研究会名簿参照）。

(３) 次年度研究大会について

札幌での年度末開催を基本とする方式にしているが、以前より企画のあった石狩大会（巡

検つき）についてめどが立ったため、次年度は年度明けに大会を開催することを提案する。

　　2011 年度大会　⇒　2012 年 4－5 月　石狩開催

　　2012 年度大会　⇒　2013 年 2－3 月　札幌開催

　石狩での開催について一部会員より以前から推薦があった経緯もあり、次回以降の開催

を検討した。

上記の通り報告いたします。　　　事務局　 　渡辺 修　㊞

上記の通り相違ありません。　　　会計監査　 山崎真実　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  内藤華子　㊞

2009年度予算計画 2009年度会計報告

収入 支出 収入 支出
前年からの繰越 53,576 前年からの繰越 53,576
会費（入会金） 10,000 ウェブ管理費 3,000 ウェブ管理費 3,000

郵送費等 1,500 郵送費等 880
消耗品費 1,800 消耗品費 440
翌年への繰越 57,276 翌年への繰越 49,256

合計 63,576 63,576 合計 53,576 53,576

※ウェブ管理費はメーリングリスおよびウェブサイトの維持・
更新作業の費用概算。

※大会の案内は１１通。会費は徴収しなかった。

申請 上限 募集 申請金額 決定金額 決定

前田一歩園財団 ○ 100万 3月15日 65万 × （5月?）

財団法人　秋山記念生命科学
振興財団

○ 50万 3月31日 45万 45万 6月下

道新野生生物基金 ○ 100万 4月9日 71万 35万 4月末



◆2011 年度大会についての提案-----------------------------

　開催時期：2012 年（平成 24 年）４月末～５月上旬の連続した２日間

　開催地域：石狩市

　発表について

　会場は石狩市民図書館研修室（５０～６０名程度の定員。）

　石狩海岸等で調査するアマチュアや研究機関の研究者に声かけは可能

　石狩市内または周辺の高校の生物部等への声かけは可能

　懇親会・宿泊関係について

　石狩市内または周辺で調整は可能

　巡検について

　紅葉山砂丘～防風林（地形、低地林、春の植物等）

　石狩海岸（カシワ林、キタホウネンエビ、石狩川河口、イソスミレ等海浜植物等）

　マクンベツ湿原（ミズバショウ、エゾホトケ等）

　望来海岸（化石）、無煙浜（石油）

　施設関係：いしかり砂丘の風資料館、石狩浜海浜植物保護センター等

　世話役（予定）

　石狩浜海浜植物保護センター　内藤　　いしかり砂丘の風資料館　志賀

(４) 研究報告アーカイヴについて

助成金を受けて作業を進め、ウェブサイトを開設した（別紙）。現在 9 誌 418 論文+8 リ

ンクとなっており、さらに 15 誌 1500 論文をデータ化するめどが立っている。今年度の助

成のみでは予算が不十分のため、次年度も助成金の獲得を目指すことを提案したい。

また、単なるデータ作成だけでなく、本来目指していたポータルサイトの作成や研究報

告誌の発行も含めた形での助成金獲得を考えている。

(５) その他の事業について

昨年度総会で提案した下記 3 事業については今年度進めることが出来なかった。引き続

き、取り組みたいと考えており、ロードマップを明確化し、参加する会員を募集したい。

① 研究報告誌編集委員会

斎藤、持田、大原、川辺、内田、宇仁

② ウェブサイト製作ワーキンググループ

持田、浦

③ 自然史紹介作品製作ワーキンググループ

大原、山崎、古沢、堀

<事務局連絡先>
さっぽろ自然調査館　　　wata-os@cho.co.jp
メーリングリスト　　natural-h@cho.co.jp

〒004-0051 札幌市厚別区厚別中央 1 条 7 丁目 1-45　山岸ビル 3 階

　　　Tel 011-892-5306 　Fax 011-892-5318



　
こちらでは、北海道自然史研究会が取り組んでいる「北海道の自然史研究アーカイヴづくり」について紹介します。

北海道内の自然史研究情報を集積する！　データベース・アーカイヴづくり

　現在418論文紹介中（2011/02/16）　　　

　現在、各方面において、学術論文や各種調査報告などを研究者や市民が利活用しやすくするために、電子化してインター
ネット上での検索が容易な形でアーカイヴ（書庫）に格納されることが多くなっています。
　しかし、北海道内の自然環境に関する報告で、このような形になっているものは非常に限られているのが現状です（参照：北
海道内の研究報告誌リスト）。これは、道内の市町村立博物館・郷土館においては、地域の自然環境に関する貴重な研究が行なわ
れ、研究報告等で発表がなされているにも関わらず、各館単体ではこれらの論文を電子化しウェブ上のデータベースに格納す
るための費用や労力が十分確保できないことに主な要因があると考えています。

　北海道自然史研究会では、道内各館の学芸員が連携し、アーカイヴ化の作業を効率的に進めることで、北海道の自然史研究
をより発展させていきたいと考えています。ウェブでまとめて公開することで、情報の確認や利用もしやすくなると考えてい
ます。
　また、博物館関係だけでなく、市民団体や高校生物部などでの取り組みも含め広く自然に関する情報を整理して、ウェブ上
で活用しやすくするとともに、研究者間での交流につなげたいと思います。このような取り組みに賛同いただき、参加したい
研究報告・論文集・報告書・会報などがありましたら、お知らせください（ 下段の進め方参照、連絡先⇒事務局 n-
h@cho.co.jp ）。

　今回の取り組みを進めるに当たっては、以下のことに配慮して行ないます。

　　①論文著作権所有者に許諾を得、権利に十分配慮すること。
　　②電子化したファイルは著作権者・発行元を明示すること。
　　③電子化したファイルは閲覧者に無償提供し、営利に用いないこと。
　　④電子化・アーカイヴへの格納の費用については研究会で負担するものとすること。

　※本取り組みは、秋山記念生命科学振興財団および北海道新聞野生生物基金の2010年度の助成を受けて実施しています。

2011年02月16日更新　

　大幅に追加しました。まだオープンしていないところは、今後の作業で追加していきます。
　

2011年01月05日更新　

　「菩多尼訶」「北方山草」「調査館通信」のデータを一部アップました。これらは随時追加予定。また、データ紹介ページをつくりました。こちらで
は、ダウンロード・ランキングや、論文タイトルファイルの配布をしようと思います。
　

2010年12月28日更新　

　市民団体系として「菩多尼訶」「北方山草」「調査館通信」を準備。「調査館通信」の新しい号（31-34号）をアップました。ミスもいくつか修正。
　

2010年12月08日更新　

　知床博物館の研究報告をアップしました。すでに博物館のサイトでアップしているもののミラーリングですが、徐々に増やしたいです。
　

2010年11月22日更新　

　試験的に以下の2つの研究報告の一部の論文をデジタル化してアップしています。検索・閲覧をしてみてください。各論文は全文検索可能で、
PDFファイルでダウンロードが出来ます。
　twitterの窓を右につけました。更新情報など流しますので、適宜参考にしてください。検索を少し修正しました。
　今後、ひがし大雪博物館報告のラインナップを順次増やしていきます。また、許諾・データ化が進み次第、他の研究報告や会報も掲載していきま
すので、お待ちください。

　

 論文内 Google 検索  ※公開後数日は，検索エンジンがすべての論文データを拾っていない可能性があります．

研究報告タイトル 発行者 出版年
月

最
新

総
論
文
数

現
在
掲
載

判型 ISSN 担当者・サイト 入手方法

えりも研究　えりも町郷土資
料館調査研究報告

えりも町郷土資料館・
水産の館

2004年～
現在

7号 28 28 A4
1349-
0907

中岡学芸員　郷土資料館のサイト
購入はサイトのメール

アドレスから（１冊５０
０円）

上士幌町ひがし大雪博物館研
究報告（4号までは「ひがし大
雪博物館館報」）

上士幌ひがし大雪博
物館

1975年～
現在 32号 229 27 B5

0915-
5074 須田学芸員　博物館友の会のサイト

博物館窓口へ（電話
01564-4-2323）

知床博物館研究報告(しれとこ
資料館報告) 斜里町立知床博物館

1979年～
現在 31集 243 85 B5

0387-
8716 内田学芸員　知床博物館のサイト

ウェブで公開中（非
売品）

帯広百年記念館紀要 帯広百年記念館
1983年～

現在 28号 109 38 B5A4
0289-
8179 持田さん　記念館のサイト

友の会で販売
0155-24-5352

釧路市立博物館紀要(釧路市立
郷土博物館紀要) 釧路市立博物館

1972年～
現在 32輯 159 85 A4

0912-
1897 針生学芸員

石狩浜海浜植物保護センター
調査研究報告

石狩浜海浜植物保護
センター

2006年～
現在 8号 8 (8) A4 内藤さん　保護センターのサイト

ウェブで公開中（非
売品）

北見郷土博物館紀要
北網圏北見文化セン
ター

1971年～
1985年 11集 A4 柳谷さん

層雲峡ビジターセンター研究
報告(層雲峡博物館研究報告)

大雪山国立公園層雲
峡ビジターセンター

1981年～
2007年 27号 B5A4 保田さん

調査館通信 さっぽろ自然調査館
1997年～

現在 35号 189 44 B5 渡辺（修）　調査館のサイト
ウェブから問い合わ
せ

菩多尼訶（ボタニカ) 北海道植物友の会
1986年～

現在 28号 345 73 B5
1347-
3336 渡辺（修）　友の会のサイト

ウェブから問い合わ
せ

北方山草 北方山草会
1980年～

現在 27号 44 44 B5 吉中さん　山草会のサイト
ウェブから問い合わ
せ

　※各論文の権利は、著者・発行施設が有していますので、ご配慮ください。有償・営利での利用はしないで下さい。
  ※関係者のご尽力に深謝致します。各雑誌は現在も販売しているので（一部絶版）、興味があるものがありましたら、購入も検討いただければ
と思います。

　●アーカイヴづくりの進め方

　　アーカイヴづくりは以下のことを実施していきます。参加いただける方は、ご協力よろしくお願いします。

　○報告誌発行者（博物館、市民グループ等）への協力依頼・許諾（研究会から）
　○執筆者への協力依頼・許諾（研究会または発行者から）
　○データの提供（デジタル）　（発行者または著者から）
　○データの提供（紙ベース）　（発行者または著者から）　※スキャン時に裁断 or コピーしてスキャン
　○データ作成（透明テキスト付きPDF or  テキストPDF）　（研究会）
　○データ整理、ウェブへの掲載、発行者・著者へのデータ渡し　（研究会）

　

北海道自然史研究会

natural_h

Join the conve

チョウいろいろ。どれ持って行くか、迷い
がらパッキング。遠足前日状態で。
http://t.co/KLCI8Ka
yesterday · reply

こちらは樹木のパーツの詰め合わせ。
きれいハウチワカエデ！
http://t.co/Kg9eb2T
yesterday · reply

生態学会の集会時に展示するものを準
中。こちらは札幌市博物館センターから
り出したもの。実物封入！
http://t.co/GVJMb9I
yesterday · reply

来週に迫った生態学会、自由集会（8日
1700-）と企画集会「博物館の生態学」（
930-）の後ろの方で、封入標本を使った
示作品例を紹介します。ぜひ見て欲しい
す http://bit ly/hoF3zJ

2011/03/06 研究報告DB

www.cho.co.jp/natural-h/nh_db.htm 1/2



道内の博物館研究報告一覧　（ニュースレター・たより・施設報告除く） Mar-11

No 施設 エリア 名称 タイトル HP Web 交渉 担当 著者 ブツ 論文数
データ作

業
データ
作成

掲載 律速 最新

16 602 6十勝 上士幌ひがし大雪博物館
上士幌町ひがし大雪博物館研究報告
（ひがし大雪博物館館報～4号）

△ △ ● 川辺
はがき
31/58

● 229 Scan 108 27 作成作業 32号

5 305 3胆日
えりも町郷土資料館・水産
の館

えりも研究－えりも町郷土資料館調査
研究報告

● △ ● 中岡 ？ ● 28 Scan 28 28 6号

24 802 8北網 斜里町立知床博物館
知床博物館研究報告(しれとこ資料館報
告)

○ ●* ● 渡辺 地元+会 ● 243
供与

+Scan
92 85

作成作業、許
諾

31集

15 601 6十勝 帯広百年記念館 帯広百年記念館紀要 ○ △ ● 持田 地元● ● 109 開始 43 38 作成作業 28号

19 701 7根釧 釧路市立博物館
釧路市立博物館紀要(釧路市立郷土博物
館紀要)

○ × ● 川辺 地元？
デー
タ

159
OCR
途中

79 79 作成作業 32輯

11 405 4石狩
石狩浜海浜植物保護セン
ター

石狩浜海浜植物保護センター調査研究
報告

○ ● △ 内藤 地元 リンク 8 リンク - 8 向こうの判断 8号

23 801 8北網 北網圏北見文化センター 北見郷土博物館紀要 ○ × ● 川辺
地元
5/7

● 8 Scan 0 0
作成作業、許
諾

32 904 9道北
大雪山国立公園　層雲峡
ビジターセンター

層雲峡ビジターセンター研究報告(層雲
峡博物館研究報告)

○ △ ● 渡辺 地元？ ● ? Scan 0 0
リスト、作成作
業

27号

北方山草会 北方山草 × ●* ● 渡辺
地元一

部
DL 44 供与 37 37

向こうの判断、
著者許諾

26号

北海道植物友の会 菩多尼訶 ○ ●* ● 渡辺
はがき
47/88

● 345
Scan/
DTP

73 73
作成作業、許
諾

27号

さっぽろ自然調査館 調査館通信 ● △ ● 渡辺 地元 ● 189
Scan/
DTP

44 44 作成作業 34号

No 施設 エリア 名称 タイトル HP Web 交渉 担当 著者 データ 掲載 最新

1 101 1道南 市立函館博物館 市立函館博物館研究紀要 ○ ●* ○ 持田 19号

10 404 4石狩 札幌市豊平川さけ科学館 札幌市豊平川さけ科学館館報 ● ●* 渡辺 16号

29 901 9道北
旭川市博物館（旭川郷土
博物館）

旭川市博物科学館研究報告・旭川市博
物館研究報告（旭川郷土博物館研究報告)

○ ●* 斉藤 13号

31 903 9道北 利尻町立博物館 利尻研究(利尻町立博物館年報) △ ●* △ 渡辺 28号

2 203 2後志 小樽市総合博物館
小樽市総合博物館紀要(小樽市博物館紀
要)

○ △ △ 持田 22号

9 402 4石狩 北海道大学総合博物館 北海道大学総合博物館研究報告 ○ ●* 4号

3 204 2後志 よいち水産博物館 余市水産博物館研究報告 △ × 10号

4 301 3胆日 苫小牧市博物館
苫小牧市博物館館報（苫小牧市博物館
研究報告）

○ × △ 持田 12号

6 313 3胆日 新冠町郷土資料館 新冠町郷土資料館調査報告 △ × 3号

7 307 5空知 むかわ町立穂別博物館
むかわ町立穂別博物館研究報告(穂別町
立博物館研究報告)

○ × ○ 持田 24号

8 401 4石狩 北海道開拓記念館
北海道開拓記念館研究紀要（研究年
報）

● △ △ 堀 37号

12 501 5空知
滝川市美術自然史館（滝
川市郷土館）

滝川市郷土館研究年報 △ ×

13 504 5空知 三笠市立博物館 三笠市立博物館紀要 自然科学 △ ○ 古沢 9号

14 511 5空知 星の降る里百年記念館 星の降る里百年記念館年報 △ × 川辺 16巻

17 603 6十勝 足寄動物化石博物館 足寄動物化石博物館紀要 ○ × 古沢

18 604 6十勝 浦幌町立博物館
浦幌町立博物館紀要(浦幌町郷土博物館
報告)

△ × 9号

20 711 7根釧 阿寒国際ツルセンター 阿寒国際ツルセンター紀要 ○ × ▲ 川辺 8号

21 702 7根釧 標茶町郷土館 標茶町郷土館報告 △ × ○ 持田 21号

22 704 7根釧
根室市歴史と自然の資料
館

根室市歴史と自然の資料館紀要(根室博
物館開設準備室紀要)

○ △ 21号

25 803 8北網 美幌博物館 美幌博物館研究報告 ○ △ 渡辺 15号

26 805 8北網 網走市立郷土博物館 網走市立郷土博物館報告 △ ×

27 806 8北網 紋別市立博物館 紋別市立郷土博物館報告 △ × 11号

28 807 8北網 北海道立北方民族博物館 北海道立北方民族博物館研究紀要 ● △ 17号

30 902 9道北 士別市立博物館 士別市立博物館報告 △ × ○ 持田 26号

33 905 9道北 名寄市北国博物館 北国研究集録 △ △ 川辺 11号

34 910 9道北
中川町エコミュージアムセ
ンター　自然誌博物館

中川町郷土資料館紀要　自然誌の研究 ○ △ 古沢 7号

35 918 9道北 海のふるさと館（留萌市） 留萌市海のふるさと館紀要 ○ × 20号
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