
事業名 時期 内容 報告

継 ハマナス再生園整備 5～10月

センターに隣接するハマナス再生園（約7000㎡）
で、再生活動を行う。再生作業を効率的かつ効果的
に行うためにハマナス苗の移植等、構想図に基づき
再生作業を市民・企業との連携を深める。
【目標】
・除草方法の確立（効率のよい除草を目指す）
・新しい移植エリアの整備
・計画的な人員配置

新規はまなすサポーター
今年度新規登録　26名
ポット配布　　　57個
・昨年度作成したポットの移植
・ブタナ、カモガヤ、ススキ、アキグミ等の草刈り
及び手抜きによる除草
・展望の丘通路除草及び通路のチップ敷き
・区画ロープの整備
【今後の予定】
・道路側と自生ハマナス区域のススキ除去と整備
・ハマナス苗の移植
・海浜植物の種の採取及び、他地区への移植

継 はまなすHealthyタイム
（はまなすサポーター活動日）

5～10月
前年度より開催日を増やし、再生作業（ハマナスの
苗移植・除草作業）を効率よく進める。引き続き企
業に協力を頂きお茶会等の開催を行う。

Healthyタイム：6/7（木）・7/12（木）
Mottoタイム：5/10（木）・5/31（木）・6/28（木）
のべ38名参加
※全日程で石狩天然温泉番屋の湯の協力により、当
日無料入浴券を参加者全員に配布

継 はまなすセミナー 5月13日
石狩の地域資源としてのハマナスの可能性を探るた
めに、専門性の高いセミナーを開催する。

日　時：5/13（日）13：30～16：20
題　名：「生活文化史にみるハマナス～食用、薬
用、香料」
講　師：伊藤由起子（フリーライター）
会　場：札幌市環境プラザ
参加者：47名
内　容：
第一部『アイヌ文化とハマナス』
第二部『ハマナスの香料のお話』

継
第6回

はまなすフェスティバル
6月16日

ハマナスの最盛期である６月に石狩浜へ来てもらう
ことで、多くの人にハマナスの魅力を伝え、石狩海
岸の自然の素晴らしさを伝える。

日　時：6/16（土）10：00～15：00
テーマ：健康パワー
会　場：石狩浜海浜植物保護センター
来場者：550名
内　容：クイズラリー、ハンドマッサージ、スタン
プラリー、はまなすティー・ゼリーの試飲試食、は
まなすカフェ、ハマナス苗の無料配布等
体　験：香りのモーニングツアー、はまなすコスメ
のワークショップ

継 フォトコンテスト２０１８ 未定
石狩海岸の海辺の風景写真コンテストとして、写真
を募集。展示会を市内外（保護センター・北コミ・
南コミ・市役所・図書館・環境プラザ）で行う。

テーマ：石狩海岸のハマナスに代表される動植物や
自然風景
募集期間：5/1（火）～7/31（火）

継 はまなす広場 9月23日
いしかりさけまつりと同日開催し、ハマナスの魅力
をPRする。

日　時：9/23（日）10：00～15：00
内　容：クイズラリー、クラフト作り、ハマナス
ティー試飲、苗の配布
体　験：魅惑のローズヒップツアー
※さけまつりツアーとして砂丘ツアーを実施予定

事業名 時期 内容 報告

継 海辺パトロールウォーク事業 5～11月
親船拡大地区と南西の海浜植生域でロープ柵の補修
と、バギー車乗り入れ状況の現況把握に取り組む。

実施日：5/11・6/1・7/6（全て金曜日）

継
石狩海岸カントリーコード配

布
7月28日
8月 5日

三線浜地区において、レジャーシーズン中に2回、
「石狩海岸カントリーコード」の配布を行い利用者
マナーの向上につとめる。

実施予定：7/28（土）・8/5（日）

事業名 時期 内容 報告

継 常設展示 4～11月

来館者とリピーターを増やすために親子が足を何度
も運びたくなる常設展示を企画する。また、生態展
示から外来種等の影響や状況も発信する。
【目標】
・石狩海岸の自然を体系的に分かりやすく展示する
・子どもが楽しめる展示
・季節の情報を伝える

・石狩浜導入展示のリニューアル、石狩浜の断面図
立体模型の展示
・季節ごとの動植物紹介（毎月更新）
・館内展示と連動した館内クイズ展示

平成30年度　石狩浜海浜植物保護センター事業計画経過報告

　（１）施設における啓発・情報発信

１．ハマナス再生プロジェクト（はまなすフェスティバル実行委員会事業）

２.石狩海岸の保全と啓発に関する協同事業（NPO法人いしかり海辺ファンクラブ協働事業）

３．啓発事業



継 企画展 4～11月
開館期間中、テーマを設け企画展を実施し、来館者
に新鮮な情報を提供する。

・4/29（日）～6/14（木）
『石狩浜の花ごよみ2017』
主催：石狩浜定期観察の会
・7/6（金）～7/23（月）
『白畠さんの「石狩浜マクロ散歩」写真展』
主催：白畠　徹氏

継
子どもの学び支援
（自然教室等）

4～10月
夏休み期間中、毎日海辺のクラフト教室の開催をす
る。期間中２回程度、夏休みこども自然教室を開催
する。

『海辺のクラフト教室』
・7/26～8/19　10：00～15：00
『流木アート』
・7/29（日）①10：00～12：00②13：00～15：00
『ネイチャーゲームあそび』
・7/29（日）13：00～15：00
『砂の中のお宝探し』
・8/4（土）10：00～12：00
『ネイチャーゲームあそび』
・8/4（土）13：00～15：00
『ハマニンニクを編む』
・8/19（日）10：00～16：00

新 いしかりUMIBEキッズクラブ 5～10月
NPO法人いしかり海辺ファンクラブと共催で、親子向
け自然体験活動プログラムを実施する。

『カシワ祭り』
・ 5/5（土）10：00～15：00
『カエルを探そう～外来種を学ぶ～』
・ 5/19（土）18：00～20：30
『はまなすフェスティバル』
・ 6/16（土）10：00～15：00
『昆虫探し～初夏編～』
・6/24（日）10：00～15：00

新 海辺の植物ウオッチング 5～10月 センター普及員による月に一度の観察園ガイド。
開催日：5/19、6/9、7/14
※全日土曜日、13：00～14：00
のべ33名参加

継 海浜植物の種子の無料配布 随時
センター又ははまなすの丘公園周辺で採取した自生
の海浜植物の種子2～3種類程度を適宜要望があった
際に無料配布する。

新 カシワ祭り 5月 5月5日こどもの日に合わせてイベントを開催する。

日　時：5/5（土）10：00～15：00
会　場：石狩浜海浜植物保護センター
来場者：150名
内　容：カシワのペンダント・コースター作り、ど
んぐりコマ作り、カシワの葉っぱ釣堀、オリジナル
凧作り、カッシー講座、カシワ餅無料配布

新 秋のクラフトイベント 10月
流木や自然素材を使ったリース作り、苗の移植体
験、ヨシを使った家づくりなど。

10月に灯台と関連したイベントを観光課と実施予定

新
来館者が利用しやすい

居場所提供
4～11月 書籍の充実、憩いのスペース作り

幼児が利用しやすいように靴を脱いで遊べる場所の
設置。

事業名 時期 内容 報告

継 環境学習プログラムの提供 随時 環境学習プログラムの周知と実施。

6/ 5（火）　石狩小学校　5年生
6/21（木）、6/28（木）　緑苑台小学校 4年生
7/ 5（木）　南線小学校（雨天のため延期）
7/ 9（月）　 北陽幼稚園
7/12（木）　花川南小学校 4年生
7/17（火）　石狩小学校　1・2年生
7/17（火）　双葉小学校（大空学級）

事業名 時期 内容 報告

継 通信紙『はまぼうふう』 4～10月 年3回はまぼうふうの編集と発行を行う。 ・はまぼうふう62巻4/20発行　

継 ネットを使用した情報発信 4～11月 季節ごとの植物の様子をブログに掲載する。 ・観察園ブログ更新

継
市民ボランティアによる

情報発信
4～11月

石狩浜定期観察の会の写真の掲示、花砂丘仕事人の
写真及び花便りの掲示・更新、花畔・網の情報の掲
示等。

・はまなすの丘情報展示
石狩浜定期観察の会と花砂丘仕事人を合わせて展示

　（２）学校・団体向け石狩浜学習支援

　（３）情報発信



事業名 時期 内容 報告

新 自然情報の収集・整理・発信 5～8月
石狩海岸の主に聚富地区を中心とした植物の分布の
把握と情報収集。

『聚富』
・イソスミレ調査
日　時：5/9（水）、5/18（金）10：00～14：00
参加者：25名
内　容：イソスミレの有無を確認
・ハマボウフウ調査
日　時：6/22（金）9：30～12：00
参加者：7名
内　容：ハマボウフウの数及び開花状況の確認
『はまなすの丘公園』
・湿地調査
日　時：5/16（水）、7/13（金）
参加者：20名
内　容：湿生植物の調査

事業名 時期 内容 報告

継
石狩市社会教育施設連携事業
（いしかり館ネットワーク）

随時
市内社会教育施設４館の連携により、各館利用者の
増加や事業の効率化を図る。

夏休みイベント広報紙『夏の体験教室情報』の発
行。市内小学生に配布。

継 CISEネットワーク 随時
石狩管内の社会教育施設との連携。共同イベントの
開催。

継 海岸フォーラム
（ハマボウフウネットワーク）

8月

海辺環境、海浜植物保護を全国へアピール。他地域
の活動事例を学び、石狩の活動を発信すると共に海
辺の保全活動に係わる団体との情報交流を通じて、
海辺の保全活動を円滑に進める。

8/11（土）、8/12（日）で実施（静岡県）

継
北の里浜花のかけはしネット

ワーク事業
随時 東北被災地海岸の海浜植生に関わる市民活動支援。

・石狩中学校との連携授業の実施
【2年生】
5/22（火）：種植え、
7/20（金）：苗植え替え
10/3（水）：根の観察
【3年生】
9/15（土）、9/16（日）：名取植栽交流

事業名 時期 内容 報告

継
はまなすの丘公園景観保全作

業
4月･10月

ボランティアによるハマナスの丘公園の外来植物等
除去作業の実施。

実施日：4/21（土）10：00～12：00
参加者：70名 （NTT東日本、石狩浜海浜植物保護セ
ンター運営委員会、石狩浜定期観察の会、ふるさと
自然塾、石狩市緑化推進協議会、石狩観光協会、NPO
法人いしかり海辺ファンクラブ）
次　回：10月13日（土）10：00～12：00

継
センター外の観察場

散策路の管理
5～11月

はまなすの丘公園内散策誘導路、親船名無沼観察場
等の管理。

継 センター観察園整備・活用 4～11月

植物解説版、クイズ看板等の設置・補修。海浜植物
の移植、苗の育成。外来種等の除去。
【目標】
・自然植生に基づいたテーマ性のある植物配置（館
内展示による理解→実際の観察）
・探索できる楽しみの増加
・自己学習ができる工夫（看板の設置等）

・外来種の除去（全域）
・ススキ、アキグミ、ヒロハクサフジなどの適正配
置（全域）
・帯状構造再現区画の整備（除草、移植）
・新しい通路の設置
・カシワ林内の整備（除草、移植、チップ敷き）
・解説看板の作成、設置
・植物プレートの一新
【今後の予定】
・「石狩浜を代表する海浜植物」区画の整備（除
草、移植、説明看板設置）
・除草、耕運機によるハマボウフウ区画の整備と、
ハマニンニク維持作業
・「（仮）人に利用される植物」区画の整備（除
草、移植、説明看板）
・新規通路開設準備（除草）
・湿地植物の再配置
・海浜ホテル跡の整備（除草、説明看板、柵の設
置）
・解説看板（英語表記）の作成、設置
・見分け方看板作成

６．館外環境設備

５．事業連携・地域ネットワーク

４．調査研究・自然情報集約



事業名 時期 内容 報告

継 はまなすの丘観察会 6月•7月
はまなすの丘公園における一般向け観察会の開催。
（NPO法人いしかり海辺ファンクラブと共催）

開催日：
①6/3（土）9：30～15：00
②7/17（火）9：30～12：30
参加者：①12名　②12名

事業名 時期 内容 報告

継 石狩浜自然案内人養成講座 5月
養成講座を開催し、館内案内、自然体験プログラム
の運営・補助が出来る人材を養成する。

開催日：5/26（土）、5/27（日）9：30～16：00
参加者：5名

事業名 時期 内容 報告

継 ボランティア活動支援 随時
センター事務室の使用、情報提供等による活動支
援。また、ボランティアのスキルアップのための学
習の場も提供する。

・石狩浜クリーンアップごみ拾い
（主催：NPO法人いしかり海辺ファンクラブ）
開催日：5/17（木）、6/21（木）
・はまなすの丘定期観察会
（主催：石狩浜定期観察の会）
開催日：4/18・5/2・5/16・5/30・6/6・6/20・7/4
（全日水曜日）

事業名 時期 内容 報告

継 出前講座・講話 随時
団体からの依頼に応じて、石狩浜の自然環境や保全
について講話をする。

継 企画講座（共催） 4～3月
市民団体等と共催し、石狩海岸や海浜植物への理解
を深める講座を開催する。

事業名 時期 内容 報告

継
海浜植物等保護地区

監視・管理
4～10月 河口地区、聚富地区、及び弁天、親船地区の監視

4/1～10/31の期間中、8時から16時まで監視員1名を
配置し、保護地区内の監視業務を実施

継 親船地区の管理 4～11月 植生保護地区の維持管理。
・親船拡大地区の保護柵設置
・親船地区の保護柵点検及び修繕と車両乗り入れ防
止柵の設置

継 石狩浜環境保全連絡会議 随時
海岸保全区域の保全、その他海岸保全に関する協
議。

その他

　・センターの施設老朽化への対策（観察園木道・雨漏り他）

１２．保護センター２０周年

保護センター開館20周年に向けた、今後の方向性と新たな目標の検討。

１１．保全対策・保全施策

７．観察会の開催

８．人材育成

９．ボランティア支援

１０．出前・出張・他施設による普及啓発


