
「海!いのちの故郷」のスローガンの元、北海道の海と浜辺を日本一きれいにする
ために、地元住民や他団体との協力して清掃活動を行っています。 
　また、広く道民を啓発し、参加者の心身共に豊かな人格形成を目的としていま
す。自然とのふれあいから、子どもたちに心温かな道徳の高揚を図り教育を推進
することが私たちの活動の目指すところです。 

1. 北海道の海辺を日本一美しく！

2. 守りたい地球、子どもたちの未来のために！

3. 海浜美化活動に参加して社会貢献を！

4. 海をきれいに！心もきれいに！

1. 北海道の海辺を日本一美しく！

活動のスローガン

「海!いのちの故郷」のスローガンの元、北海道の海と浜辺を日本一きれいに

当会の目的と活動の方向性
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累計人数
年間人数年 回数 年間

人数
累計
人数

2001 1 80 80 
2002 2 180 260 
2003 3 420 680 
2004 3 550 1,230 
2005 2 270 1,500 
2006 3 440 1,940 
2007 3 470 2,410 
2008 4 490 2,900 
2009 4 350 3,250 
2010 4 750 4,000 
2011 4 525 4,525 
2012 5 644 5,169 
2013 5 834 6,003 
2014 5 959 6,962 
2015 7 995 7,957 
2016 8 1168 9,125 
2017 7 1045 10,170 
2018 7 988 11,158 
2019 7 1074 12,232

年 回数 年間 累計

これまでの参加者数の遷移

(年)

年間(人) 累計(人)

月日 場所 人数 ゴミ回収量
5/12 浜益 100 560kg
6/2 石狩 564 4000kg

6/23 洞爺湖 35 2500kg
8/31,9/1 積丹 32 2500kg

9/22 石狩 290 3613kg
10/20 浜益 53 380kg
!積丹は2日間の合計

2019年の参加者数

2019年  
年間 1074人 
累計12,232人 

↓



　道民カレッジ連携講座「海浜美化シンポジウム2019」は札
幌市環境プラザ・環境研修室にて35名ほどが参加して行われ
ました。今回は4名のパネリストを迎えシンポジウムとしまし
た。当会の水﨑会長が「マイクロプラスチックの脅威」と題し
て世界的なマイクロプラスチックから自然環境を守る取り組み、
私たちの健康に及ぼす影響などを講演して頂きました。 
続いて舞踏家で舞道場渦・UZUを主催している菊澤 好紀氏が
「旅と水の行方－インド、ガンジス川から－」と題して自分の

旅したルートと経緯(I.インドの人口と環境汚染状況、Ⅱ.バラナシ 宗教
と環境汚染、Ⅲ.ダラムサラ、リシケシ、Ⅳ.山での水の供給、沢水や滝、
井戸など)をインドの地図や映像を使って現地の環境汚染の実態を報告
しました。次に國田 瞳氏が「子供たちの未来に、私たちの出来ること」
と題して海浜美化活動に参加してから気づいたこと、私たちができる
ことは何か?について発表しました。最後に中根惠美子当会事務局長が
「北海道周辺の海ゴミの現状と対応について」と題し、海のプラスチッ
クゴミや漂着船などの情報を報告し、海の環境を守るにはまず各人が
プラごみを家から適切に回収することが大事であると締めくくりまし
た。最後の質疑応答では菊地氏にインドについての質問が殺到し、参加
者はインドの話が特に面白かったと感想がありました。 
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＜守りたい海・子どもたちの未来のために＞

海浜美化フォーラムの歴史 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2003年より毎年1回、計17回開催。述べ1085人が参加し、環境について学んできました。 
　第10回(2012.2.18) 50名「漁場環境の保全について」石川清氏、「海、知られざる世界」藤田尚夫氏 
　第11回(2013.2.23) 45名「森・川・海のつながりー劣化と復元の歴史」中村 太士氏 
　第12回(2014.2.22) 40名「流木は どんなもの？」齋藤 直人氏 
　第13回(2015.2.28) 45名「海は広いな大きいな…は今」小林 三樹氏 
　第14回(2016.2.13) 40名「豊平川あってのまち・札幌」小林 三樹氏 
　第15回(2017.2.18) 50名「海獣トドを守るという願い」藤田 尚夫氏 
　第16回(2018.2.17) 50名 「きけ！わだつみの声」藤田 尚夫氏
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菊澤 好紀氏
(舞道家、舞道場 渦 UZU 主催) 

國田 瞳氏
(元中学校養護教諭・アーティ
フィシャルフラワー講師) 



　8:00バスは札幌を出発。オロロンラインを北上しました。桜など花々が咲き誇る中を左手に真っ青な
海を見ながら、吉田理事より浜益のガイドを聞きながら「浜益漁港朝市」に到着。ホタテや桜貝・魚を
買い、すぐ炭火で焼いてもらう。口いっぱいに海が広がり「ごみ拾い頑張るぞ！」と気合が入ります。 
　11：00から川下海岸へ。天気は曇り、少し肌寒いが活動には最適な気温です。ボーイスカウト・カブ
スカウトの子供たちも参加してみんなで砂浜を清掃しました。今年も会員の一人が大物狙い。太く長い
ロープを砂から掘り出したり、漁網などを片付けていました。今年は10c㎡以下のプラスチック片が多
く、回収に手間取りました。12：00にサイレンが鳴り「あと30分で終了だ」と、ラストスパートをか
けゴミを拾い奇麗な砂浜になりました。ビーチコーミングは今年は中止。 
　閉会式後はコミセン「きらり」にて、浜益区支所職員の方が作った豚汁とお弁当で昼食。「お代わり」
の列ができました。次は「浜益温泉」で汗を流したり、温泉の裏で山菜狩りなどをして楽しみました。
帰りのバスは達成感に満たされ、活動の感想を標語や川柳にしながら心地よい揺れとけだるさに包まれ
て帰路につきました。

　8:00バスは札幌を出発。オロロンラインを北上しました。桜など花々が咲き誇る中を左手に真っ青な
海を見ながら、吉田理事より浜益のガイドを聞きながら「浜益漁港朝市」に到着。ホタテや桜貝・魚を
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　8:00バスは札幌を出発。オロロンラインを北上しました。桜など花々が咲き誇る中を左手に真っ青な　8:00バスは札幌を出発。オロロンラインを北上しました。桜など花々が咲き誇る中を左手に真っ青な

浜美化初め 100人で560kgのゴミ回収

子供たちもたくさん参加

活動後の豚汁は格別！

ものすごい量の漂着ゴミ

Pコネメンバーも活躍 中国語のゴミ

感想を発表
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10回目の開催 564人で4t程のゴミを回収
 「ラブアースクリーンアップin北海道」のメインイベント、春の石狩浜にスタッフ含め600名以上が
集い、広い砂浜を清掃しました。おびただしい数のプラゴミが砂に埋もれていて、風や波で運ばれた
ものから、海岸利用者が捨てたと思われるおにぎりの外装、新しい釣り具のプラ包装、紙おむつなど
も散乱していました。10:30から12：00の清掃が終わると、そこにはきれいな砂浜が。 
　この活動は「NPO法人北海道市民環境ネットワーク」が街でしていた清掃活動を「海でもしたい」
とのことから当会も主催に加わり開催することになり、9回目から「NPO法人ezorock」も主催に加
わり今回で10回目になりました。今回は「CHANGE FOR THE BLUE」の海ごみゼロウィークの取
組みも加えて、海ごみ問題について提議しました。多くの団体・企業の協力で、家族連れ・子ども連
れでの参加で、素晴らしい環境教育の場になっています。

一般廃棄物：可燃ゴミ900kg、燃えないゴミ450kg、燃やせないゴミ1050kg、粗大ゴミ450kg 
処理困難物：漁網500kg、自動車部品100kg、タイヤ8本、テレビ3台、マットレス1枚

企業からも家族で参加

学生の#Trashtagプロジェクト

清掃前　　　　　　　　  　清掃後

中根事務局長の挨拶

清掃前　　　　　　　　  　清掃後清掃前　　　　　　　　  　清掃後清掃前　　　　　　　　  　清掃後清掃前　　　　　　　　  　清掃後清掃前　　　　　　　　  　清掃後清掃前　　　　　　　　  　清掃後
Pコネもスタッフとして活躍 海上保安庁からも



　洞爺湖サミットから今年で12年目になり、虻田海岸清掃はその前年から開催しているので13回目に
なりました。札幌から参加者35名がヒルズ観光の貸切バスに乗り、中山峠で休息し、良い天気で羊蹄
山に雲が一筋かかり、眺望良好でした。あげ芋などを手にバスに戻り、洞爺湖町虻田海岸に到着。今
回は道庁からも現地集合で参加があり、海岸清掃の実体験をして頂きました。海が時化ると海岸に打

し け

ち寄せるゴミが減少しますが、ぺットボトルが多く、住民が捨てたと思われる紙おむつも40個以上回
収しました。概算で、合計2500kgのゴミを回収しました。 
　活動終了後はオプションのカニ飯弁当や持参のお弁当で昼食を済ませました。昼食後のジオパーク
散策は前日までの雨で山の道路が滑りやすいため中止し、洞爺湖温泉へ移動し、洞爺湖から贈呈の温
泉無料券にて汗を流しに行く、また、洞爺湖アニメフェスタを楽しむなどをしました。帰りは感想を
俳句や川柳にして、達成感を満喫しながらあっという間に札幌に着きました。

　洞爺湖サミットから今年で12年目になり、虻田海岸清掃はその前年から開催しているので13回目に
なりました。札幌から参加者35名がヒルズ観光の貸切バスに乗り、中山峠で休息し、良い天気で羊蹄

漂着ゴミ減少も投棄ゴミ増 カニ飯や温泉も
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ミスアース北海道の感想

綺麗になった浜

漂着ゴミや投棄ゴミを拾う
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8/12,13

環境局との共催出展 海ゴミの影響を伝える
　札幌市主催の「環境広場さっぽろ2019」が札幌ドームにて行わ
れました。「環境広場さっぽろ」は小学校低学年を対象とした体験
型環境教育の場です。道庁の環境局から、共催出展のお誘いがあり、
海岸清掃を広めるための良いチャンスだと喜んで共催させて頂きま
した。来場者の方々に海岸のプラスチックごみの害や、清掃活動、
漂着ゴミの説明などをしました。このような出展で、海岸のゴミが
どこから出てくるのか、子どもにも大人にも考えてもらえたら嬉し
いと思います。

企業からも家族で参加

来場者の感想

海岸漂着ゴミの展示

漂着ゴミアート「人魚のなみだ」

夏休み 多くの児童が来場 海ゴミの動物への影響の本

パネルや川柳など

國田氏・古川氏作成の絵本
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8/31, 9/1

8回目の開催 自然を堪能し自然を考える2日間

ダイビングで積丹ブルーを満喫

毎年お世話になっているZemHouse

　積丹ブルーの美しい海を守るため、今年も22名でやってきました。1日目は日本の渚百選の
島武意海岸、2日目は幌武意海岸で清掃活動。プラごみや大きな岩に挟まったロープもハサミ
しま む い ほろ む い

で切り落とし回収しました。海岸線が狭く、岩だらけで宝探しのようですが、岩をどけるとゴ
ミが出てくる、出てくる。2日合計で概算2～3トンのゴミを回収しました。 
　夜は、研修センターで勉強会と懇親会。ミス小樽の村上千草氏など2名の発表があり、続い
て藤田尚夫氏が水中ドローンの映像を交えながらトドの映像で海洋の環境問題について講演し、
最後は会員の國田瞳氏が紙芝居「トントの冒険」を発表しました。他にも、学生たちは体験ダ
イビングで積丹ブルーを楽しみ、バーベキューや温泉「岬の湯」などもありました。8回目を
迎えられたのも、積丹町やダイビングショップゼムハウスの方々のご協力のおかげです。

毎年活動しても たくさんのゴミ

足場の悪い岩場での作業

夜の勉強会 村上氏の発表
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インターナショナル

TOYOTA協賛で250名が参加し 国際交流

活動の感想を発表

　昨年は、石狩市観光協会主催の「さけまつり」に合わせて、石狩浜あそびーちで活動しましたが、
５回目の今回は石狩市三線浜に場所を戻して開催しました。トヨタ自動車(ソーシャルフェス)の協賛、
北海道新聞の後援で参加者を募集し、募集定員250名のところ400名近くの応募があり、落選した150
名の方々には本当に申し訳なく思っています。領事館、在日外国人、留学生など、スタッフ含め290名
程が集合し、10時半から12時まで清掃しました。3.6t以上のゴミ 
を回収し、海岸はプラごみが散乱していた砂浜が、きれいな自然に 
戻り、海から「ありがとー」と聞こえてくるようでした。 
活動後は鮭祭り会場へ移動し、祭りを楽しんだり番屋の湯で汗を 

流したり、働いた後のご褒美のような祭りを楽しみました。社会貢 
献の達成感と祭りの余韻に浸りながら、札幌へ帰りました。
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　石狩市の浜益海岸では年に2度 海岸清掃とビーチコーミングを行ってきましたが、最近3回は学生
参加が少なく残念ながら通常の清掃だけでした。今回は北海道コカ・コーラボトリング(株)の役員
の方から「協力します」とお返事を頂き、実施ができるようになり涙が出そうでした。
　５３名の参加の元、暑いくらいの良い天気に恵まれ、ビーチコーミングも清掃活動もみんな楽し
くできました。参加者は「思った以上に細かいプラスチックがたくさんあり驚いた。ペットボトル
が、数は多くないですが、とても目立ったので印象が良くない事もわかった。マイクロプラになら
ないような活動を我々もしていく必要を感じた」と感想を述べ、とても有意義な活動になったと嬉
しくなりました。活動後はコミセン「きらり」で昼食をとり、100人前作った豚汁も完食でした。
昼食の後はやっぱり温泉入浴。浜益温泉で汗を流し、露天風呂につかりながら本日の反省会をして、
社会貢献の体験を反芻して、バスに心地よく揺られて、帰路に着きました。

活動後は豚汁と温泉活動後は豚汁と温泉

漁具や太い綱も協力して回収ゴミを分類しながら拾う

海 
外 
か 
ら 
の 
ゴ 
ミ

コカ・コーラの協力 3年ぶりにコーミング実施




