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 2010(平成22)年度 

●第1回石狩浜ファンクラブ設立準備会を8名で開催。これまで、個人または団体として
それぞれが石狩浜で活動していた。しかし、より広い視点に立ち、行政との連携の中で、
石狩浜の自然の活用と保全を考え、実行できる団体づくりが必要との考えに賛同した人た
ちが集まった。何ができるのか、何をしたいのか、意見を交わしながら模索した。その
後、2011年9月まで11回、会合を開催。会の名称を「いしかり海辺ファンクラブ」と定
め、銭函から厚田までの海岸を活動の場とし、石狩海岸の保全と魅力発信、環境を損なわ
ない利用の啓発を目的として活動していく方針を決定。具体的活動として、石狩市との協
働提案制度採択事業の推進と石狩海岸フットパスの設定を目指した。 

　 
 2011年(平成23)年度 

●いしかり海辺ファンクラブ設立総会開催　11/26 
【目的】いしかり海辺ファンクラブは、石狩海岸で活動する様々な市民グループや関心を
持っている人々の英知を集め、石狩海岸に残された自然環境の素晴らしさを多くの市民に
伝え、私たちが現在受けている恩恵を損なうことなく次世代に伝え残すことを目指すこと
とする。 
【事業】❶石狩海岸の自然環境の保全に関する事業　❷魅力発信、ファンづくり推進事業 
【役員】(会長)石山優子、(副会長)石井滋朗、(幹事)種田昭夫、福岡順子、松島肇、安田
秀子、(会計)成田一彦、(監事)若松隆 
【会員】17名 

●石狩市協働提案制度採択事業「石狩海岸の保全と啓発に関する協定書」締結 
【事業内容】 
・カントリーコード(利用者心得)の配布とアピール方法の充実 
・現地観察会などの啓発イベントの実施 

●フットパス設定に向けた現地下見(銭函海岸～石狩川放水路)   5/17 
●フットパス設定に向けた現地下見(石狩湾新港東埠頭・聚富海岸)   6/7【写真1】 

●自然体験会「石狩浜ナイトウォーク」　 7/15 (主催：カフェマウニの丘) 【写真2】 
●観察会「いしかり再発見！秋の石狩浜を歩く」 9/3【写真3】 
●観察会「カシワ林ウォーク」　3/17【写真4】 

●藤女子大学公開講座にて石狩浜の自然に関する発表　10/8 
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 2012(平成24)年度 

●「未来に残そう石狩海岸の自然(カントリーコード)」配布活動(石狩市協働提案採択事業) 
7/22、8/4【写真1】 

●講演&ワークショップ「石狩浜の魅力と未来を語ろう」　6/11 
会場：石狩浜海浜植物保護センター、カフェマウニの丘 
基調講演：「地元からの環(わ)づくり～ファンになろう、ファンをふやそう！」 
講師：三膳時子氏(認定NPO法人霧多布ナショナルトラスト) 
(石狩市・いしかり海辺ファンクラブ協働事業) 

●観察会「魅力いっぱい花いっぱい　初夏の海辺を散策しよう」　6/16 
参加者：20名　(共催：石狩浜海浜植物保護センター) 
※観察会中に参加者が撮影した写真を、後日、「いしかり海辺の写真部　写真展」として
石狩浜海浜植物保護センターにて展示 

●観察会「フットパス推進事業～石狩海岸魅力発見ツアー」　9/8 
(石狩浜海浜植物保護センター～石狩川放水路)  
講師：小川巌氏(エコ・ネットワーク） 参加者：40名【写真2】 

●「いしかりカルチャーデイ2012」　7/16 
石狩の自然と歴史に触れる様々なイベントを主催した。 
いしかり海辺ファンクラブ：「石狩浜ナイトウォーク」 
石狩浜海浜植物保護センター：「海辺の素材でクラフト遊び&海浜植物園ガイド」 
いしかり砂丘の風資料館：「アンモナイトキャンドルをつくろう！」 
佐藤水産鮭魚醤工場：「工場見学」、他【写真3】 

●勉強会「環境保全と利用法の勉強会」　5/7 
講師：横須賀邦子氏(NPO法人アース・ウインド)【写真4】 
●勉強会「フットパス勉強会」　5/29   
講師：小川巌氏(エコ・ネットワーク)  
●勉強会「石狩海岸銭函地区昆虫勉強会」　8/24 
講師：山本亜生氏(小樽市総合博物館)【写真5】 

■その他：ホームページ開設
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 2013(平成25)年度 

●「未来に残そう石狩海岸の自然(カントリーコード)」配布活動(石狩市協働提案採択事業) 
7/27、8/10 ※のぼり10竿、ブルゾン20着を石狩市が作成 

●「モニタリングサイト1000里地調査」開始 
環境省の「モニタリングサイト1000里地調査」に参加。調査地を、はまなすの丘公園地
区と志美北3線地区の２カ所に設定。植生データを継続的に収集し、データ提供をした。 
5/10、6/14、7/12、8/22、9/13、10/16、11/7【写真1】 

●石狩海岸フォーラム「石狩海岸の魅力を未来につなぐ　石狩海岸海辺の未来会議」 
11/23  企画：武田尚太氏(北大環境科学院)   ※開催協力【写真2】 

●石狩海岸フットパスツアー「秋のシップ海岸を歩く」　9/4 
参加者：40名  (共催：石狩市スポーツ健康課)   
※アウトドア自然保護基金助成(現アウトドア環境保護基金) 【写真3】 

●観察会「石狩川河口右岸からシップ原生花園をめぐる」　6/16  参加者：27名 
●自然体験会「石狩浜ナイトウォーク」　7/26  参加者：17名 
●自然体験会「親子で雪遊び」　3/8  参加者：8名 

●石狩海岸のバギー車走行被害についてテレビ取材対応 
(HBC「もうひとホリ」7/1放送、STV「どさんこワイド」7/29放送) 

■連携団体：はまなすフェスティバル実行委員会(イベント開催協力) 

■参加会議：石狩湾新港地区海浜利用検討部会、環境市民会議 

■その他：石狩海岸フットパス「新川河口・旧小樽内川跡とカシワ林の道」・「新港東か
ら本町へのうみべみち」標識25個作成※アウトドア自然保護基金助成(現アウトドア環境
保護基金) 
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 2014(平成26)年度 

●「未来に残そう石狩海岸の自然(カントリーコード)」配布活動(石狩市協働提案採択事業) 
7/26、8/9 ※北海道新聞に活動記事掲載【写真1】 
●「海辺パトロールウォーク」開始(石狩市協働提案採択事業) 
親船地区保護区の西側境界から西へ1.2kmまでの地域にて北海道設置の車両乗り入れ防止
柵及び車両侵入状況確認作業実施　5/2、6/6、7/4、8/1、9/5、10/3、11/6【写真2】 
●「モニタリングサイト1000里地調査」　5/2、6/6、7/4、8/1、9/5、10/3、11/6 
【写真3】 

●「初心者観察会」開始　5/2、6/6、7/4、8/1、9/5、10/3【写真4】 
※会員のスキルアップと新規会員加入の為の観察会(モニタリングサイト1000と同日開催) 
●「いしかり浜自然塾」(石狩浜自然案内人養成講座)　参加者：6名 
5/16 講師：寒河江洋一郎氏(花砂丘仕事人)、6/20 講師：阿部義孝氏、7/18 講師：石井
滋朗氏・内藤華子氏、8/29 講師：内藤華子氏、10/17 講師：海上保安部　(共催：石狩
浜海浜植物保護センター) 

●「石狩浜カルチャートーク」開始　(協力：カフェマウニの丘)   
4/22 「はまなすの丘公園の花々の魅力」安田秀子氏(石狩浜定期観察の会)    
参加者：12名 
5/19 「天然の防潮堤：海岸砂丘のしくみと恩恵」 
松島肇氏(北海道大学大学院講師)   参加者：35名【写真5】 
6/16 「ライフセーバー直伝！海で安全に遊ぼう！」 
坂口智則氏(石狩ウォーターパトロール)  参加者：22名 
7/29 「美容に効くハーブとしての活用方法」尾形優子氏(La table verte)   
参加者：21名 
8/5 「薬草ハマボウフウ とハマナスの魅力と効能」 
堀田清氏(北海道医療大学薬学部准教授)  参加者：23名 
9/16 「石狩の旬の魚をおいしく食べよう」橋下惠雄氏(石狩漁港元漁師)  参加者：10名 
10/21 「石狩浜の植物を撮り続ける」 
鎌田宣雄氏、田辺英世氏(石狩浜定期観察の会)  参加者：12名 
11/5 「カイダコ、ヤシの実、ジンベイザメ」 
志賀健司氏(いしかり砂丘の風資料館)   参加者：13名 
●「第2回石狩海岸フォーラム」　11/8    参加者：60名　会場：札幌エルプラザ 
基調講演：「小さな海岸の大きな取り組み～霧島錦江湾国立公園への歩み」 
講師：浜本奈鼓氏(NPO法人くすの木自然館) 
パネルディスカッションテーマ：「海辺の自然を生かした環境保全と地域づくり」 
パネリスト：坂口智則氏(石狩ウォーターパトロール)、安田秀子氏(石狩浜定期観察の会) 、
内藤華子氏 
コーディネーター：溝渕清彦氏(北海道環境パートナーシップオフィス) 
(協力：石狩浜海浜植物保護センター・札幌市環境プラザ、後援：石狩市・石狩市教育委
員会・北海道環境パートナーシップオフィス)　※地域づくり団体全国協議会助成 

●フットパスツアー「秋の石狩海岸を歩く」　9/13   参加者：42名【写真6】 
●観察会「初夏の石狩海岸観察会」　6/14   参加者：28名 
●観察会「石狩浜ナイトウォーク」　7/12   参加者：39名 
●勉強会「石狩浜の自然保護のあゆみ」　2/13　講師：内藤華子氏 
●環境学習支援活動　7/22、10/9(石狩中学校) 

■連携団体：はまなすフェスティバル実行委員会(イベント開催協力) 
■参加会議：石狩湾新港地区海浜利用検討部会、環境市民会議 
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 2015年(平成27)年度 

●「未来に残そう石狩海岸の自然(カントリーコード)」配布活動(石狩市協働提案採択事業) 
7/25、8/8 
※この年から事業内容に、「海浜植物保護地区外の海浜植物域のバギー車等の乗り入れ状
況の調査を実施する」の項目が追加される 
●「海辺パトロールウォーク」(石狩市協働提案採択事業) 
5/1、6/4、7/3、8/7、10/16、11/5 
●「モニタリングサイト1000里地調査」　5/1、6/4、7/3、8/7、10/16、11/5 
【写真1】 
●「石狩浜クリーンアップごみ拾い」開始 
石狩川河口や三線浜で一般参加型のごみ拾いを定期的に開催した 
5/1、6/4、7/15、8/19、9/16、10/21【写真2】 

●「初心者観察会」　5/15、6/12、7/17、8/21、9/11、10/16 
※5/15、6/12、7/17は午後に「スキルアップ講座」を同日開催【写真3】 
●「スキルアップ講座」　5/15、6/12、7/17 

●「いしかりUMIBEキッズクラブ」開始 
親子を対象とした自然体験プログラムを定期的に開催した 
5/24 「カシワの葉っぱで柏餅を作ろう」、7/27 「砂浜と岩の海岸両方で思いっきり遊
ぼう！」、8/10 「石狩浜あそびーち海遊び&クラフト作り」 

●「石狩浜カルチャートーク」　(協力：カフェマウニの丘)   
4/20 「あなたの知らないはまなすの丘公園の花々の魅力」 
安田秀子氏(石狩浜定期観察の会)  参加者：9名 
6/8 「実は野鳥の宝庫！石狩海岸の多彩な鳥たち」樋口孝城氏(石狩鳥類研究会)   
参加者34名 
8/24「石狩海岸の昆虫の驚くべき多様性」小林英男氏(昆虫研究家)  参加者：21名 
10/26「石狩浜の自然を撮り続けて」田辺英世氏、鎌田宣夫氏(石狩浜定期観察の会)   
参加者：21名 

●第3回石狩海岸フォーラム「石狩海岸クイズでふしぎ発見！」　11/29 
参加者：40名　会場：花川北コミュニティセンター 
講師：松島肇氏(北大農学研究院講師)、志賀健司氏(いしかり砂丘の風資料館)、安田秀子
氏(石狩浜定期観察の会)、内藤華子氏　(共催：石狩浜海浜植物保護センター)【写真4】 

●おいしいフットパスツアー「初夏のシップ海岸を歩き石狩産食材を味わう」 6/27 
参加者：31名　(共催：石狩浜海浜植物保護センター)  
※一般財団法人セブン-イレブン記念財団助成【写真5】 
●観察会「秋のはまなすの丘公園自然観察会と本町歴史散歩&名物の鮭鍋を味わう」 
9/12  参加者：16名　(共催：石狩浜海浜植物保護センター) 
●自然体験会「石狩浜ナイトウォーク」　7/11 参加者：42名【写真6】 

●環境学習支援活動　9/10、10/8、11/13(石狩中学校、石狩小学校、双葉小学校) 

■連携団体：はまなすフェスティバル実行委員会(イベント開催協力)、NPO法人ezorock(石
狩浜案内等) 
■その他：団体ガイド実施(計3団体) 
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 2016(平成28)年度 

～特定非営利活動法人へ～ 
特定非営利活動法人いしかり海辺ファンクラブ設立総会開催　4/21 
【目的】この法人は、石狩海岸のすぐれた自然環境をよりよい状態で次世代に伝え残して
いくため、石狩海岸の魅力・貴重性をあらゆる人たちに伝えファンを広げるとともに、石
狩海岸の自然・景観を大切に思う環境保全意識をもった次世代を育成し、また様々な団体
と連携して石狩海岸の自然・景観の保護・保全と、それを活かした地域づくりに継続的に
取り組むことを目的とする。 
【事業】❶情報発信、イベント開催等による普及啓発およびファンづくり事業　❷自然体
験活動による子ども育成事業　❸環境教育に関する事業　❹環境保全・環境学習に係る人
材育成事業　❺行政と協働した普及啓発、環境保全事業　❻他の関係団体と連携協力した
環境保全事業　❼他の関係団体と連携協力した地域づくり事業　❽フットパスの整備によ
るファンづくり事業　❾エコツアーの開催によるファンづくり事業　➓環境保全に係る調
査および自然環境モニタリング事業 
【役員】理事長：石山優子、理事：石井滋朗、内藤華子、安田秀司、監事：松島肇 

●「未来に残そう石狩海岸の自然(カントリーコード)」配布活動(石狩市協働提案採択事業) 
7/30、8/7 
●「海辺パトロールウォーク」(石狩市協働提案採択事業) 
5/6、6/3、7/1、8/5、9/2、10/7、11/4【写真1】 
●「モニタリング1000里地調査」　5/6、6/3、7/1、8/5、9/2、10/7、11/4【写真2】 
●「石狩浜クリーンアップごみ拾い」　5/25、6/15、7/20、8/17、9/21、10/19 
【写真3】 

●「初心者観察会」　5/16、6/20、7/12、8/22、9/12、10/17 
●「スキルアップ講座」　5/16、7/12、10/17 

●「自然案内人養成講座」　7/2、7/3、8/27、8/28 
※石狩浜海浜植物保護センター活動ボランティア養成業務受託事業 

●「いしかりUMIBEキッズクラブ」　 
5/21「鳥の観察」【写真4】、7/26「浜益海遊び」、8/8・8/9「海辺のサバイバルキャ
ンプ」、9/4「昆虫採集」、10/8「草木染め」、11/5「化石探し」、12/10「リース作
り」、2/4「ワカサギ釣り」、3/4「カシワ林散策」 

●第4回石狩海岸フォーラム「いしかり海辺の自然報告会」11/20 
参加者：38名　会場：花川北コミュニティセンター 
講演：「花砂丘の風景の楽しみ～花砂丘仕事人の10年」寒河江洋一郎氏(花砂丘仕事人)、
「石狩浜の歴史と自然を案内して」高瀬たみ氏(いしかりガイドボランティアの会)、「モ
ニタリングサイト1000里地調査」成田一彦氏、「石狩浜の砂丘の変化」奥山賢汰氏(北大
生物資源科学科)、「はまなすの丘公園の自然観察を続けて」安田秀子氏(石狩浜定期観察
の会)、「石狩浜の定点観測と漂着物との出会い」志賀健司氏(いしかり砂丘の風資料館) 
(共催：石狩浜海浜植物保護センター)【写真5】 
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●フットパスルート検証　 
8/2「新川河口・旧小樽内川跡とカシワ林の道」・「新港東から本町へのうみべみち」、
9/20「石狩川河口右岸から望来へのうみべみち」【写真6】、10/4「石狩砂丘と新港工
業団地を巡る道」、8/29・9/12「厚田ボクサナイ地区フットパス」　 

●フットパスツアー「石狩本町から河口まで～はまなすの丘公園をめぐる」　7/16 
参加者：10名【写真7】 
●勉強会「蝶々不思議発見」　12/17   講師：石川佳則氏【写真8】 
●勉強会「石狩川河口、右岸、左岸のあれこれ・・・」　3/18  
講師：石川治氏(花畔・網) 
●観察会「カシワ林ウォーク」　3/4 

●環境学習支援活動　7/7、7/8、7/12、7/14、7/25、8/29、9/9、9/20(石狩小学校、
南線小学校、花川南小学校、石狩中学校、南線小学校PTA) 

■連携団体：はまなすフェスティバル実行委員会(イベント開催協力)、石狩川流域湿地・
水辺・海岸ネットワーク(フォーラム開催協力)、手稲さと川探検隊、NPO法人ezorock、
NPO法人北海道市民環境ネットワーク、NPO法人北海道海浜美化をすすめる会、 

■参加会議：石狩浜ESD推進会議 

■その他：団体等のガイド実施(10団体)
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 2017(平成29)年度 

●石狩浜海浜植物保護センター運営業務受託開始 

●「未来に残そう石狩海岸の自然(カントリーコード)」配布活動(石狩市協働提案採択事業) 
7/22、7/30 
●「海辺パトロールウォーク」(石狩市協働提案採択事業) 
5/12、6/2、7/7、8/4、9/1、10/6、11/3【写真1】 
●「モニタリングサイト1000里地調査」　5/12、6/2、7/7、8/4、9/1、10/6、11/3 
●「石狩浜クリーンアップごみ拾い」　　5/17、6/21、7/19、8/16(しめっちネット開
催協力)、9/20、10/9(押琴海岸)、10/18   

●「初心者観察会」　5/6、6/3、7/1、8/5、9/2、10/7 
●「スキルアップ講座」　4/24、5/23、6/27、7/25、8/29、9/26、10/24 

●「いしかりUMIBEキッズクラブ」 
5/13「春の生き物さがし」、5/20「砂丘で凧をあげよう」、6/17「植物調査体験　北
海道フラワーソン2017」【写真2】、7/29「セルフレスキュー体験」、8/5「石狩浜ナ
イトウォーク」、8/26・8/27「森と海のふれあいキャンプ」、10/29「秋の収穫体験」、
11/11「森つくり・基地つくり」、12/10「円山ユースの森で雪遊び」、2/10「ワカサ
ギ釣り」、3/3「冬のカシワ林ウォーク」　※子どもゆめ基金助成 
●「ふるさと海辺フォーラム」(第5回石狩海岸フォーラム)    7/8 ・7/9   参加者：20名 
基調講演：「海岸は誰のものか？自然、人のつながりから協働管理を目指して」 
講師：松島肇氏(北大大学院農学研究院講師) 
各団体講演：テーマ「地域との連携から生まれる海辺の環境保全」 
発表者：今野義正氏(名取ハマボウフウの会)、荒井三七雄氏(NPO法人ゆい)、馬塚晴之氏
(NPO法人サンクチュアリエヌピーオー)、玉井修二氏(伊予高校)、井芹晴彦氏(中標津エコ
ランド山菜工房)、鈴木玲氏(花のかけはしネットワーク) 
コーディネーター：溝渕清彦氏(北海道環境パートナーシップオフィス) 
(協力：石狩浜海浜植物保護センター、後援：石狩市、北海道環境パートナーシップオ
フィス)  ※地域づくり団体活動支援事業助成【写真3】 

●観察会「望来海岸不思議発見ツアー」9/3  参加者：22名【写真4】 
●勉強会「石狩市の水鳥」1/20  参加者：30名　講師：樋口孝城氏(石狩鳥類研究会) 
(共催：石狩浜海浜植物保護センター)【写真5】 
●北海道新聞「石狩浜さんぽ」コラム記事作成(毎月最終月曜日夕刊掲載) 
●「あつたフットパスマップ」作成のための活動：11回【写真6】 

●環境学習支援活動　5/9、6/26、7/6、7/12、7/14、7/27、8/17、9/1、9/8、9/
28、10/2(石狩小学校、花川南小学校、南線小学校、屯田北中学校、石狩中学校、石狩
教育研究会実技研修会) 

■連携団体：はまなすフェスティバル実行委員会(イベント開催協力)、石狩川流域湿地・
水辺・海岸ネットワーク(フォーラム開催協力) 
■参加会議：風力発電ゾーニング手法検討作業部会、厚田地域密着型観光まちづくり協議
会、石狩市環境教育協議会 
■その他：「市民ボランティアについて考えよう」11/24にて事例発表(主催：北広島市
エコミュージアム)、「外来植物除去ボランティアフォーラム」3/10参加(主催：エコ・ネッ
トワーク)、「北海道知事感謝状」授与4/26(自然環境保全や自然保護普及啓発に積極的
に取り組み北海道の自然環境行政の推進に寄与)、生物多様性アクション大賞2017「ふれ
よう部門」入賞「育て！いしかりUMIBEっ子」
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 2018(平成30)年度 

●石狩浜海浜植物保護センター運営業務受託 

●「未来に残そう石狩海岸の自然(カントリーコード)」配布活動(石狩市協働提案採択事業) 
7/28、8/5 
●「海辺パトロールウォーク」(石狩市協働提案採択事業) 
5/11、6/1、7/6、8/3、10/5、11/2【写真1】 
●「モニタリングサイト1000里地調査」　5/11、6/1、7/6、8/3、9/8、10/5、11/2 
●「石狩浜クリーンアップごみ拾い」　5/17、6/21、7/19、8/16、9/20、10/18、
10/21※一般財団法人セブン‒イレブン記念財団助成 

●「スキルアップ講座」　5/22、6/26、7/24、8/28、10/2【写真2】 

●「いしかりUMIBEキッズクラブ」　 
5/19「カエルを探そう」【写真3】、6/16「はまなすフェスティバル」参加、6/24「昆
虫探し」、7/21・7/22「海と森のつながりキャンプ」、8/18「化石探し」、8/26「宮
島沼カントリーフェス」参加、9/2「秋の昆虫探し」、9/29「湿地の植物調べ」、10/21
「サンデーごみ拾い」、11/3「砂の大実験」、12/15「クリスマス会」、1/20「ワカサ
ギ釣り」、2/16「雪遊び」、3/3「厚田の森で雪遊び」 
※9/15・9/16 名取閖上小中学校で海浜植物植栽交流活動参加 
※ほっくー基金生物多様性保全助成 

●「ふるさと海辺フォーラム」参加　8/11・8/12 
全国の海浜で保全活動を行う団体の集い 
開催場所：静岡県浜松市　参加団体：NPO法人サンクチュアリエヌピーオー、NPO法人
名取ハマボウフウ の会、NPO法人ゆい、中標津エコランド山菜工房 

●観察会「石狩浜よくばりツアー」　6/3   参加者：12名 
本町地域歴史散策とはまなすの丘公園から石狩川河口までの観察会 
(共催：石狩浜海浜植物保護センター)【写真4】 
●観察会「今堀匡佐子さんと行く昔懐かしバスツアー」講師協力　6/28 
●観察会「厚田自然散策ツアー」　7/7   参加者：14名【写真5】 
●観察会「夏のはまなすの丘公園観察会」　7/17   参加者：6名 
●観察会「砂丘ツアー」　9/23   参加者：6名　(はまなす広場にて実施)【写真6】 
●観察会「あいろーどパークを歩く」　10/20   参加者：12名 
●観察会「北前船の寄港地・石狩を巡る旅」　10/29   (講師協力) 
●観察会「カシワ林ウォーク」　3/2 【写真7】 

●勉強会「野鳥観察会」　5/30  講師：樋口孝城氏(石狩鳥類研究会) 
●勉強会「石狩浜勉強会」3/9  
講師：松島肇氏(北大大学院農学研究院講師)、寒河江洋一郎氏(花砂丘仕事人)【写真8】 
●視察「はまなすの丘公園湿地エリア植生視察」5/16   
(共催：石狩川流域湿地・水辺・海岸ネットワーク) 

●厚田地域おこし協力隊への現地指導　 5/14、5/21、5/24、6/18、6/25、7/7、
7/8、8/2、8/24、9/4、9/26、10/9、10/13、12/21【写真9】 

●石狩市と沖縄県恩納村との友好都市提携による中学生交流に際し、自然体験プログラム
の企画と実施　2/15  参加者：25名 
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●「海浜植物生育調査」参加　5/9、5/18、6/22、7/25 
石狩川右岸地区のイソスミレ探索と親船・弁天・聚富エリアのハマボウフウ の生育調査 
(主催：石狩浜海浜植物保護センター) 

●北海道新聞「石狩浜さんぽ」コラム記事作成(毎月最終月曜日夕刊掲載) 

●「しめっちカフェ2018#03」 9/21  (ゲストスピーカー参加) 

●環境学習支援活動　6/5、6/21、6/28、7/9、7/12、7/12、7/17、7/19、8/28、
9/3、9/12、10/11(石狩小学校、緑苑台小学校、花川南小学校、双葉小学校、南線小学
校、石狩中学校、花川北陽認定こども園) 

■連携団体：はまなすフェスティバル実行委員会(イベント開催協力)、石狩川流域湿地・
水辺・海岸ネットワーク(フォーラム開催協力、ポスターセッション参加)、いしかりガイ
ドボランティアの会(弁天歴史通りの除草) 

■参加会議：緑化推進協議会、浜益地域資源活用のための自然環境調査検討委員会、石狩
小学校円形校舎活用検討会、厚田地域着地型観光まちづくり協議会、いしかり市民カレッ
ジ連絡協議会、風力発電ゾーニング手法検討作業部会、本町地区振興意見交換会 

■その他：石狩市あいろーどパーク散策路看板作成協力(石狩市)、ぶらり市参加、石狩観
光協会主催マクンベツ湿原清掃参加、石狩市環境保全課主催はまなすの丘公園景観保全作
業参加 
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 2019(令和元)年度 

●石狩浜海浜植物保護センター運営業務受託 

●「未来に残そう石狩海岸の自然(カントリーコード)」配布活動(石狩市協働提案採択事業) 
7/20【写真1】 
●「モニタリングサイト1000里地調査」　5/10、6/7、7/5、8/2、9/6、10/7、11/1 
【写真2】 
●「石狩浜クリーンアップごみ拾い」　5/16、6/20、7/18、7/28(古譚漁港)、8/22、
9/19、10/17、11/3 　※一般財団法人セブン‒イレブン記念財団助成 

●「いしかりUMIBEキッズクラブ」 
4/21「カシワ林植物調査&キタホウネンエビを知ろう」、4/30「マクンベツ湿原&はま
なすの丘公園観察会」、5/3「カエルみーっけ」、6/15「はまなすフェスティバル」、6/
30「イソコモリグモしらべ」、7/13・7/14「夏のお泊り会　海遊び&夜の昆虫探し」、
8/24「土壌断面調査」、9/13～9/16「宮城県閖上海岸植栽活動」、9/22「はまなす広
場」、9/29「カシワ林どんぐりと生き物しらべ」、10/13「厚田の森秋の満腹観察会」、
11/3「ごみ拾いと保護センターお手伝い」【写真3】、1/25・1/26「冬のお泊り会　雪
遊び&ワカサギ釣り」、2/8「厚田の森で雪遊び」　※北海道野生生物基金助成 

●「2019年度　ふるさと海辺フォーラム」参加　7/6・7/7 
開催地：宮城県名取市　 
参加団体：NPO法人サンクチュアリエヌピーオー、NPO法人ゆい、中標津エコランド山
菜工房、七ヶ浜ハマボウフウ の会、北の里浜花のかけはしネットワーク 

●観察会「マクンベツ湿原・はまなすの丘公園観察ツアー」　4/30   参加者：35名 
【写真4】 
●観察会「はまなすの丘公園植物観察&本町地区歴史散歩」　6/29   参加者：6名 
●石狩海岸フットパスツアー「志美北三線から石狩砂丘を歩く」　8/31  参加者：16名 
●観察会「砂丘ツアー」　9/22   参加者：11名　(はまなす広場にて開催)【写真5】 
●体験会「海浜植物で草木染め」　12/13   参加者：8名 
●観察会「カシワ林ウォーク」　3/2    参加者：6名【写真6】 

●厚田地域おこし協力隊への現地指導　4/10、5/28、7/10、8/27 

●北海道新聞「石狩浜さんぽ」コラム記事作成(毎月最終月曜日夕刊掲載) 

●環境学習支援活動　6/18、6/27、7/8、7/11、8/29、9/10、9/11、9/12、10/7(緑
苑台小学校、石狩小学校、花川小学校、花川南小学校、南線小学校、石狩中学校、花川北
陽認定こども園) 

■連携団体：はまなすフェスティバル協議会(イベント開催協力)、石狩川流域湿地・水辺・
海岸ネットワーク(フォーラム開催協力) 

■参加会議：緑化推進協議会、渚の交番検討会議、いしかり市民カレッジ連絡協議会 

■その他：団体等へのガイド実施(3団体)、石狩管内社会教育講習にて石狩浜海浜植物保
護センターを案内、「テオのビーストをよぼう石狩浜の風の中へ」開催協力、石狩観光協
会主催マクンベツ湿原清掃参加、石狩市環境保全課主催はまなすの丘公園景観保全作業参
加

1

2

3

4

5

6



 31

 2020(令和2)年度 

●石狩浜海浜植物保護センター運営業務受託 

●三線浜砂丘車両侵入防止柵状況把握活動(石狩市協働提案採択事業)   8/1【写真1】 
●「モニタリングサイト1000里地調査」　5/8、6/5、７・３、8/7、9/4、10/2、 
11/6【写真2】　 
●「石狩浜クリーンアップごみ拾い」　6/18、6/27、7/16、8/27、9/17、10/15 
※一般財団法人セブン‒イレブン記念財団助成 

●「いしかりUMIBEキッズクラブ」 
6/20「石狩浜ごみ拾い」、7/23「石狩川河口でコハクさがし」、8/2「海辺の安全講
習」、8/8「石狩浜生き物さがし」、9/6「秋の鳴く虫さがし」、9/27「石狩浜生き物さ
がし」、10/17「石狩浜の砂はどこからくるの？石狩川流域岩石しらべ」【写真3】、10/
31「石狩浜の砂はどこからくるの？まとめ」、1/23「雪遊び」 
※北海道e-水プロジェクト助成 

●観察会「ひっそり系植物(コケ)探訪会」　7/10  【写真4】 
●観察会「はまなすの丘公園と石狩川河口を歩こう！」　8/29   参加者：5名【写真5】 
●勉強会「石狩浜のマイクロプラスチックを調べよう」　10/9・10/30【写真6】 

●石狩海岸フットパス「石狩川右岸から望来へのうみべみち」ルート確認　7/28 

■連携団体：石狩浜ハマナス再生プロジェクト協議会、石狩川流域湿地・水辺・海岸ネッ
トワーク(フォーラム開催協力) 

■参加会議：緑化推進協議会 

■その他：「ラブアース・クリーンアップin北海道2020」参加(主催：北海道市民環境ネッ
トワーク)、「ふるさと海辺フォーラム二〇二〇ハマって里浜」参加(主催：北の里浜はま
ひるがおネットワーク)、団体等案内(1団体) 

 2021(令和3)年度 

●通常総会において特定非営利活動法人いしかり海辺ファンクラブ解散決議　　5/14

1

2

3

4

5

6



 41

 制作物一覧 

●2011(平成23)年度 
「未来に残そう石狩海岸の自然」 
※発行：石狩浜海浜植物保護センター・いしかり海辺ファンクラブ 

●2012(平成24)年度 
石狩海岸フットパス「新港東から本町へのうみべみち」 
(一般財団法人セブン‒イレブン記念財団助成) 
石狩海岸フットパス「新川河口・旧小樽内川跡とカシワ林の道」 
(一般財団法人セブン‒イレブン記念財団助成) 

●2013(平成25)年度 
石狩海岸フットパス「石狩砂丘と新港工業団地を巡る道」 
(アウトドア自然保護基金助成※現アウトドア環境保護基金) 
「未来に残そう石狩海岸の自然」増刷 

●2014(平成26)年度 
石狩海岸フットパス「石狩川河口右岸から望来へのうみべみち」 
(一般財団法人セブン‒イレブン記念財団助成) 
石狩浜海浜植物保護センター通信紙「はまぼうふう」47号、48号、49号 
石狩浜海浜植物保護センター通信紙「はまぼうふう」フォトレター1～7号 
※石狩市環境保全課より制作受託 

●2015(平成27)年度 
石狩海岸フットパス「石狩本町から河口まで　はまなすの丘公園をめぐるみち」 
(一般財団法人セブン‒イレブン記念財団助成) 
「石狩海岸の自然を次世代に」※当会紹介パンフレット 
「はまなすの丘自然便り」5月～11月　7回発行 
石狩浜海浜植物保護センター通信紙『はまぼうふう』」50号、51号、52号 
※石狩市環境保全課より制作受託 

●2016(平成28)年度 
「知ってる？石狩海岸自然の秘密」(一般財団法人セブン‒イレブン記念財団助成) 
「奇跡の砂浜海岸　石狩海岸」 
「はまなすの丘公園自然観察マップ」※一般社団法人石狩観光協会より制作受託 
「はまなすの丘公園自然観察ガイドマップ」※一般社団法人石狩観光協会より制作受託 
「はまなすの丘公園案内看板」※一般社団法人石狩観光協会より制作受託 
　石狩浜海浜植物保護センター通信紙「はまぼうふう」53号、54号、55号 
「石狩浜海浜植物保護センター観察園便り」1～7号　※石狩市環境保全課より制作受託 

●2017(平成29)年度 
「石狩浜自然発見マップ」 
「自然体験から学ぼう！石狩浜学習プログラム」 

●2018(平成30)年度 
「あつたフットパスマップ」※石狩市環境保全課より制作受託 

●2019(令和元)年度 
「あつたフットパスマップ」更新・増刷　※石狩市環境保全課より制作受託


