年代
2015
（平成27年）

月別
1月

2月

3月
4月
5月

6月

7月

8月

9月

10月

主な出来事
○夕張商工会議所新年交札会 ホテルシューパロ 藤井、水尾出席
○夕張青年会議所新年交差札会 鹿鳴館 藤井出席
○林道、ヒュッテパトロール 2名
○ヒュッテ雪下ろし作業 積雪調査 7名 後方支援2名
○市教育委員会まちづくり課訪問 平成27年度事業計画について
○空知総合振興局環境課訪問 交付金事業計画について
○役員会9名
○資材（紅葉山～真谷地）、薪（札幌～夕張）運搬作業
○林道～ヒュッテ パトロール2名
○第5回日本山岳遺産サミット 東京神保町 藤井、河村出席
○夕張岳春山パトロール 11名
○北海道新聞野生生物基金30万円決定
○北海道高山植物保護ネット総会出席 藤井、水尾出席
○役員会7名
○万計山荘友の会結成20周年会 講演藤井代表 他2名
○平成27年度総会 14名
○講演会「高山植物とエゾシカ」入場者35名 市民研修センター
講師 佐藤謙（北海学園大学） 杉浦晃介（セ・プラン）
○夕張岳パンフレット作成打合せ会議 5名
○夕張市教育委員会まちづくり企画室訪問 基金活動説明
○空知森林管理署訪問 調査・パトロール活動打合せ
○アポイ岳安全登山・盗掘防止研修会 兼 アポイ・夕張交流学習登山会
様似町28名 当会3名
○夕張岳関係者協議会 夕張市役所 当会3名
○ヒュッテ周辺美化、ソーラーパネル設置、炊事棟作業等8名
○役員会7名
○安全登山研修会 講師：浴山正久市 市民研修センター20名
○第1回森林パトロール 兼登山道整備・清掃登山 17名
○ヒュッテ開き 炊事棟建前 小林教育長出席 22名 兼安全祈願演芸会
○高山植物パトロール 6名
官民合同キャンペーン監視登山 当会10名 チラシ配布当会 4名
○エゾシカ及び希少種調査 協力：酪農学園大学学生 計7名
○多世代交流促進助成事業プレセンテーション 水尾
○第2回森林パトロール 6名
○「夕張岳体験登山及び道立自然公園指定60周年記念事業」助成決定
○トイレのくみ取り運搬作業 3名
○官民合同監視登山 当会2名
○空知管内三団体交流研修会 合計15名
○シューパロダム湖活用意見交換会 水尾出席
○役員会 8名
○第7回休産炭地域こども交流事業 子供20名他 総勢57名
○第1回親と子夕張岳登山会・多世代交流促進事業 総勢25名
○第3回森林パトロール 金山コースと交差縦走 8名
○エゾシカモニタリング調査 佐藤謙教授 他2名
○木道補修 （お花畑 空知総合振興局）
○空知総合振興局、森林管理署訪問 道立自然公園60周年記念事業協力要請
○北海道局地豪雨により駐車場からヒュッテ連絡道崩壊 人力緊急補修 2名
○市教育委員会訪問（ヒュッテ現況、記念事業について）
○北海道自然保護連合交流会(士幌町ヌプカの里） 出席団体5団体 当会2名
○第4回森林パトロール 6名 協力：酪農学園大4名 コースロープ撤収 カメラ
防鹿柵撤収、食痕調査
○役員会編集会議 7名
○札幌夕張会(ホテルノースシティ） 2名
○9月4日崩壊の駐車場～ヒュッテ道補修（地元企業：永井組）
○炊事棟の屋根トタン張り施工（永井組）
○富良野芦別道立自然公園指定60周年記念事業（多世代間交流促進事業）
記念講演会、記念映画上映会、記念トーク会 市民研修センター 入場70名
○第5回森林パトロール 7名

年代
2015
（平成27年）

月別
11月

12月
2016
（平成28年）

1月

2月

3月

4月

5月

6月

主な出来事
○ ヒュッテ冬支度 10名
○資材搬入 5名
○役員会、編集会議 8名
○北海道高山植物保護ネット主催 市民フォーラム（北大構内） 6名
○資材搬入 3名
○役員会、編集会議 6名 平成27年納会 13名
○日本自然保護大賞 沼田眞賞 受賞決定 市教育委員会訪問報告
○ヒュッテ歳末パトロール 積雪状況調査・林道状況調査 2名
○夕張商工会議所新年交札会（ホテルシューパロ） 1名
○夕張青年会議所新年交札会（ホテルシューパロ） 1名
○ヒュッテパトロール 積雪状況調査・林道状況調査 2名
○会報「コザクラだより」101号発行
○平成27年度日本自然保護大賞 沼田眞賞授賞式出席 藤井、水尾
○市教育委員会訪問 沼田賞受賞の御礼 南極学習会について
○夕張小学校訪問 南極授業の説明 2名
○鈴木市長 小林教育長訪問 沼田賞受賞報告 代表他3名
○空知森林管理署と森林パトロール協定更新
○夕張岳ヒュッテ雪下ろし作業 5名
○ユネスコ世界ジオパーク認定記念 アポイ岳フォーラム 3名
○ガイドマップ編集会議 3名 事務局打合せ 3名
○平成27年度「ふるさとづくり大賞」授賞式典出席 代表他2名
○夕張市まちづくり課訪問 新年度の登山計画について
○幸せの黄色いハンカチ基金申請
○空知森林管理署来訪(2名） 新年度の計画について協議
○夕張岳春山パトロール スノーモービル跡調査 6名
○役員会7名
○ガイドマップ作成
○会報「コザクラだより」102号発行
○平成28年度「みどりの日」環境大臣表彰出席 都内新宿御苑 2名
官房審議官へ、夕張岳が天然記念物指定20周年報告と自然保護推進を要望
○北海道高山植物保護ネット代表者会議 北大環境研 1名
○鈴木市長、市教育委員会、市議会議長訪問 環境大臣賞受賞の報告 代表他2名
○ヒュッテ炊事棟建設作業 3名
○森林管理署へ報告 融雪水によるゲート上部暗渠潜水で、林道最終駐車場及び
登山口入口への道路が洗掘された現況報告 藤井代表
○森林管理署から現地視察についての連絡
○「夕張岳天然記念物指定20周年」のぼり旗10本作成 市内に設置
○平成8年度総会 規約、役員改選について
○夕張岳天然記念物20周年記念事業 会場 清水沢市民研修センター 55名
講師 水野洋一（様似町議会議員）
講演会「アポイ岳ユネスコ世界ジオパーク認定」まで
○ヒュッテ炊事棟建材運搬 沼ノ沢～ヒュッテ 2名
○市教育委員会、大島副市長、厚谷議長、空知森林管理署長訪問
夕張岳ヒュッテ炊事棟建設に協力要請 長谷川ヒュッテ管理委員長 他1名
○空知森林管理署川園氏来所 暗渠及び駐車場修繕について打合せ
ミーティングルーム 事務局対応
○夕張岳関係者協議会出席 夕張市役所 2名
○バイオトイレ運搬 設置作業 北大～夕張岳登山口駐車場 7名
市教育委員会認可 協力：ゆうばり観光協会
○駐車場、作業道洗掘後の補修作業 （森林管理署認可） 4名
○安全登山研修会 講師：長谷川雄介（元日本山岳会北海道支部長） 研修C 15名
○ヒュッテ炊事棟設営整理 環境美化清掃 8名
○第1回森林パトロール 兼登山道整備・清掃登山・コースロープ整備 13名
○平成28年度夕張岳ヒュッテ開き 20名
夕張岳関係者協議会加盟団体出席 森林管理署長ヒュッテ宿泊 情報交換
○官民合同パトロールキャンペーンに協力 15名
○市教育委員会、常務委員 夕張岳ヒュッテ視察 7名 当会対応 長谷川他2名
○夕張小学校石丸校長訪問 藤井代表

年代
2016
（平成28年）

月別
7月

8月

9月

10月
11月

12月

主な出来事
○ヒュッテ炊事棟建設 道路補修作業 9名
○第2回森林パトロール 雨天中止
○官民合同監視パトロール エゾシカ調査（道庁）に協力 当会6名 合計25名
○エゾシカ対策、防鹿網 自動カメラ設営作業 4名
○アポイ～ユウバリ交流夕張岳学習登山 アポイファンクラブ4名 当会8名
○夕張小学校石丸校長訪問 「南極授業」企画書作成の説明 藤井代表
○第8回旧産炭地域子供交流事業
1日目 体験学習 山の習字先生 比志道子 山の先生 杉浦晃介
2日目 夕張岳登山 子供15名 成人12名 スタッフ20名
○エゾシカ食痕跡、呼応算植物希少種調査協力 酪農学園大学有志
○夕張市議会議会議員団 夕張岳ヒュッテ視察 12名 河村 他1名対応
○ヒュッテ炊事棟建設作業 5名
○空知管内３団体交流研修登山 雨竜沼湿原を愛する会 3名 当会4名
○第3回森林パトロール 雨天中止(台風9号）
○台風11号による大雨 林道パトロールで結果箇所発見 関係各所に報告
ヒュッテ管理人撤退
○ヒュッテ炊事棟建設作業 延16名
○第4回森林パトロール コースロープ撤収 5名
○コザクラだより103号発行
○北海道自然保護連合交流会 当麻町 出席団体5団体 当会2名
○ヒュッテ炊事棟建設作業 延30名
○エゾシカ調査 3名 延べ6名 ヒュッテ炊事棟建設作業 延べ8名
○登山道整備 延べ7名
○ヒュッテ終い 延べ23名
○石狩空知管内の地域管理経営計画などの策定に関する地元意見交換会 1名
森林管理局、空知森林管理署主催 岩見沢文化センター
「夕張岳の林道整備等」について要望
○高山植物保護ネット市民フォーラム 5名
○役員会議 6名

