
海岸愛護月間期間中の主な行事の実施予定調査

都道府県名 市町村名 地区海岸名

白老海岸清掃 7月18日 北海道 白老町 胆振海岸
萩野北吉原海岸保全の会

（後援等：室蘭開発建設部、白老町）
白老町萩野、北吉原地区の海岸の清掃

苫小牧海岸清掃 7月31日 北海道 苫小牧市 胆振海岸
室蘭開発建設部
室蘭建設管理部

苫小牧市
苫小牧市元町地区から錦岡地区までの海岸の清掃

海岸保全事業パネル展 7月中旬 北海道 白老町 胆振海岸 室蘭開発建設部 直轄海岸保全施設整備の事業紹介パネルと海岸愛護月間ポスターの掲示

海岸保全事業パネル展 7月中旬 北海道 苫小牧市 胆振海岸 室蘭開発建設部 直轄海岸保全施設整備の事業紹介パネルと海岸愛護月間ポスターの掲示

海辺パトロールウォーク 7月3日 北海道 石狩市 石狩親船地区海岸 いしかり海辺ファンクラブ バギー車等進入による植生被害を防ぐための柵の補修等

大森浜環境美化活動 7月4日 北海道 函館市
大森地区海岸～
湯浜地区海岸

函館市 約4.7kmの海岸を９つのエリアに分けて清掃

海浜清掃 7月上旬 北海道 知内町 重内地区海岸 知内町婦人赤十字奉仕団 海岸漂着物及びゴミの回収

室蘭海岸清掃 7月12日 北海道 室蘭市 みゆき町地区海岸 室蘭イタンキ浜鳴り砂を守る会 清掃

白老海岸清掃 7月18日 北海道 白老町
白老町萩野、

北吉原地区海岸
萩野北吉原海岸保全の会 清掃

北海道ビーチバレー選手権大会兼日
本海ＣＵＰ争奪ビーチバレー留萌大会

7月上旬 北海道 留萌市 沖見地区海岸
るもいスポーツクラブ「このゆびとま
れ」、日本海ＣＵＰ争奪ビーチバレー

留萌大会実行委員会
ビーチバレーボール大会

全日本ビーチバレー大学男女選手
権大会北海道予選会

7月11日 北海道 留萌市 沖見地区海岸 北海道大学バレーボール連盟 ビーチバレーボール大会

稚咲内海岸清掃作業 7月18日 北海道 豊富町 稚咲内地区海岸 豊富町 清掃

さるる海浜まつり 7月26日 北海道 興部町 沙留地区海岸 興部町観光協会 こども向け花火大会・ホタテ貝拾い等

知床岬清掃 7月上旬 北海道 羅臼町 知床岬地区海岸 羅臼漁協定置部会 清掃活動

八森地区海岸清掃大会 7月12日 秋田県 八峰町 八森地区海岸 八峰町 八森地区海岸の清掃

第10回全国ビーチサッカー大会
秋田県大会

7月12日 秋田県 にかほ市 象潟海岸 （一社）秋田県サッカー協会 ビーチサッカー大会

西目海水浴場クリーンアップ 7月18日 秋田県 由利本荘市 西目海岸 由利本荘市観光協会 クリーンアップ活動

本荘マリーナクリーンアップ 7月18日 秋田県 由利本荘市 本荘海岸 由利本荘市 クリーンアップ活動

港まつり能代の花火 7月18日 秋田県 能代市 能代港海岸 能代商工会議所 花火大会

第31回日本海洋上花火大会 7月25日 秋田県 由利本荘市 岩城海岸 由利本荘市観光協会 花火大会

浜奥内地区海岸清掃 7月2日 青森県 むつ市 浜奥内海岸 近川中学校、奥内小学校、むつ養護学校 清掃

名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要
開催場所
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開催場所

第20回　中泊町ビーチサッカー
青森県大会inこどまり

7月18・19日 青森県 中泊町 小泊地区折腰内海岸 中泊町
自然のビーチを活用し、「スポーツ選手の発掘・育成」と「海と人の共存」をテーマに、都
市との交流を目指す大会。一般85チーム、中学生の部20チーム、女性の部12チーム

サンドクラフト2015 inみたね
7月25日～

26日
秋田県 三種町 八竜海岸 三種町

大小約４０基の砂像展示の他、特産品を利用したＰＲイベント・多彩な音楽ステージイベ
ント・花火・水着コンテスト等の実施
7/12～8/31　大小約４０基の砂像制作・展示期間

戸賀海岸クリーンアップ 未定 秋田県 男鹿市 男鹿海岸 秋田県スキューバダイビング連盟 清掃

五里合海岸クリーンアップ 未定 秋田県 男鹿市 男鹿海岸 五里合コミュニティ推進協議会 清掃

戸賀海岸クリーンアップ 未定 秋田県 男鹿市 男鹿海岸 保険の窓口グループ株式会社 清掃

きれいな川で住みよいふるさと運動 7月5日 山形県 鶴岡市 小波渡海岸 小波渡自治会 清掃

きれいな川で住みよいふるさと運動 7月5日 山形県 鶴岡市 鼠ヶ関海岸ほか 鼠ヶ関自治会ほか 清掃

きれいな川で住みよいふるさと運動 7月5日 山形県 鶴岡市 加茂海岸 加茂地区自治振興会 清掃

きれいな川で住みよいふるさと運動 7月5日 山形県 遊佐町
比子、吹浦、

菅里海岸
遊佐町 清掃

きれいな川で住みよいふるさと運動 7月5日 山形県 鶴岡市 三瀬海岸 三瀬自治会 清掃

いわき市海開き式 7月18日 福島県 いわき市 四倉海水浴場 （一般）いわき観光まちづくりビューロー 神事、式典、海開き宣言、テープカット、初泳ぎ

ひたちサンドアートフェスティバル
2015

7月19日 茨城県 日立市 河原子海岸
ひたちサンドアートフェスティバル実

行委員会
砂像制作，展示，屋台村，劇場型花火他

第58回日立港まつり 7月26日 茨城県 日立市 茨城港・日立港区 日立港まつり実行委員会 花火大会，他各種イベント

海岸クリーン運動 7月5日 茨城県 ひたちなか市
那珂湊漁港海岸

平磯海岸
磯崎海岸

ひたちなか市民憲章推進協議会 市民及び市職員による那珂湊漁港海岸，平磯海岸，磯崎海岸の清掃

安全祈願祭 7月17日 茨城県 ひたちなか市
阿字ヶ浦海岸

平磯海岸
ひたちなか市 海水浴場開設に伴う安全祈願式典

阿字ヶ浦ランタンナイト 7月18日 茨城県 ひたちなか市 阿字ヶ浦海岸 ひたちなか市 ランタン灯火，音楽ライブ，お笑いライブ等

第20回阿字ヶ浦海岸花火大会 7月26日 茨城県 ひたちなか市 阿字ヶ浦海岸 阿字ヶ浦海岸花火大会実行委員会 花火打ち上げ（約2,500発）

海の月間 7月11日 茨城県 大洗町 大洗港海岸 海の月間実行委員会 護衛艦等の一般公開

大洗花火大会 7月25日 茨城県 大洗町 大洗港海岸 大洗まつり実行委員会 花火打ち上げ（約3,000発）

大洗観光協会長杯ヨットレース 7月20日 茨城県 大洗町 大洗港海岸 大洗マリーナ利用者協議会 ヨットレース大会

2015JBAビーチバレーボールシリー
ズＡ大洗大会

7月31日 茨城県 大洗町 大洗港海岸 日本バレーボール協会 ビーチバレーボール大会

大竹海岸鉾田海水浴場 7月16日 茨城県 鉾田市 大竹海岸 鉾田市 海水浴場開設に伴う安全祈願式典

第32回鹿嶋市沿岸一斉清掃 7月4日 茨城県 鹿嶋市
下津海岸

鹿島港海岸
6団体関係者会議 市民，企業及び市職員による下津海岸，鹿島港海岸の清掃
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神栖市海岸清掃 7月5日 茨城県 神栖市 日川海岸 神栖市海岸清掃実行委員会 市民，市職員による日川海岸の清掃

神栖市長杯波崎サーフィン大会 7月5日 茨城県 神栖市 豊ヶ浜海岸 波崎南風サーフィンクラブ大会事務局 サーフィン大会

海岸清掃 7月5日 千葉県 旭市 北九十九里（旭市） 旭市 旭市の海岸地域住民による海岸線の一斉清掃

あさひ砂の彫刻美術展
7月13日～

8月7日
千葉県 旭市 北九十九里（旭市） 旭市 砂像展示

第37回浦安市花火大会 7月25日 千葉県 浦安市 浦安地区海岸 浦安市ふるさとづくり推進協議会 花火大会

海岸清掃 ７月中旬 千葉県 銚子市
長崎海水浴場
ﾏﾘｰﾅ海水浴場
海鹿島海水浴場

銚子市 清掃

第21回新島オープンウォータースイ
ミング大会

7月11日 東京都 新島村 和田浜海岸 新島オープンウォータースイミング大会実行委員会 3タイプの距離に分かれてのスイミング大会

津波対策訓練
（相模湾沿岸１３市町合同訓練）

7月24日 神奈川県
相模湾沿岸の

13市町
相模湾沿岸

神奈川県
他沿岸13市町

海浜利用者を対象にした、神奈川県内相模湾13市町津波対策合同訓練

三戸浜のビーチクリーン 7月4日 神奈川県 三浦市 三戸浜海岸 三戸浜ビーチクリーン（準） 三戸浜ビーチクリーン（準）により毎月行われている、三戸浜海岸の清掃

城ヶ島の海岸清掃 7月5日 神奈川県 三浦市 城ヶ島海岸 三浦まちづくりの会 三浦まちづくりの会により毎月行われている、城ヶ島海岸の清掃

油壺周辺の清掃 7月12日 神奈川県 三浦市 荒井浜海岸 緑の油壺を守る会 緑の油壺を守る会により毎月行われている、荒井浜海岸の清掃

諸磯海岸の清掃 7月18日 神奈川県 三浦市 諸磯海岸 諸磯の海100年先まで残す会 諸磯の海100年先まで残す会により毎月行われている、諸磯海岸の清掃

第30 回　東京湾クリーンアップ大作戦
inはしりみず

7月4日 神奈川県 横須賀市 走水海岸 横須賀市 走水海岸の清掃活動（近隣小中学校の生徒等による）

横須賀うみかぜ
カーニバル2015

７月18日
７月19日

神奈川県 横須賀市

横須賀
うみかぜ

カーニバル
実行委員会

（横須賀市、（公財）マリン
スポーツ
財団、

マリスクラブ
湘南）

・モーターボート等の体験乗船会
・横須賀海上保安部巡視船「たかとり」消防訓練
・パワーボートのデモンストレーション
・海に関する団体によるブース出展
など
※会場となる「うみかぜ公園」は、水際線に面した港湾緑地ですが、海岸保全区域には
指定されていません。

逗子ビーチクラブ 7月4日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 NPO海岸クラブ マリンスポーツの無料体験イベント

ビーチクリーン 7月5日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子ビーチクリーン隊 ボランティアによる海岸清掃活動

津波避難訓練 7月10日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市 津波避難訓練

逗子ビーチクラブ 7月20日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 NPO海岸クラブ マリンスポーツの無料体験イベント

ライフガードと遊ぼう 7月23日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 観光協会が行うこども向け企画
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マリンスポーツを楽しもう
7月27日～
7月28日

神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 観光協会が行うこども向け企画

ライフガードと遊ぼう 7月30日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 観光協会が行うこども向け企画

ずぶ濡れ決戦！水鉄砲ウォーズ 7月31日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 観光協会が行うこども向け企画

海開き 7月1日 神奈川県 藤沢市 片瀬海岸東浜 江の島マイアミビーチショー実行委員会 安全祈願神事、救助訓練デモンストレーション　他

第２回藤沢市ビーチサッカー大会
７月４日
７月５日

神奈川県 藤沢市 片瀬海岸西浜 藤沢市ビーチサッカー協会 ビーチサッカー大会

江の島天王祭 7月12日 神奈川県 藤沢市 片瀬海岸東浜 江の島の八坂神社と小動神社の祭り

朝フラ
７月１２日
７月２６日

神奈川県 藤沢市
片瀬海岸西浜
片瀬海岸東浜

江の島マイアミビーチショー
実行委員会

フラ体験

SHONAN OPEN 2015
７月１８日

～７月２０日
神奈川県 藤沢市

鵠沼海岸　鵠沼
海浜公園

（スケートパーク）
湘南オープン実行委員会 プロサーフィン、ボディボード大会、ストリート系パフォーマンスなどのサマービーチフェス

ビーチバレー海の日記念大会
７月１８日、
７月１９日

神奈川県 藤沢市
鵠沼海岸ビーチ
バレー常設コート

藤沢市バレーボール協会・（公財）藤
沢市みらい創造財団・（公社）藤沢市

観光協会
ビーチバレー大会

THE BEACH 2015 7月25日 神奈川県 藤沢市
鵠沼海岸ビーチ
バレー常設コート

ザ・ビーチ実行委員会・
（公財）藤沢市みらい創造財団

ビーチバレー、ビーチフラッグス、ビーチサッカー、ビーチ綱引の総合力を競う一般参加
型チーム対抗戦

海の日街頭キャンペーン 7月21日 神奈川県 藤沢市 片瀬海岸 湘南海岸をきれいにする会
小田急線片瀬江ノ島駅および江の島内入口にて，ティッシュ等の啓発物品を配布し，ご
みの持ち帰り等の協力を呼びかける。

地引網体験学習イベント 7月25日 神奈川県 藤沢市 鵠沼海岸 藤沢市
地引網を通じて、藤沢での漁業を知り、海の環境と良好な漁業環境の大切さを体験して
学ぶ。海岸清掃（ゴミ拾い）も実施。

美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎 7月26日 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎海岸全域
茅ヶ崎市

茅ヶ崎市自治会連絡協議会
清掃

ほのぼのビーチフェスタ 7月26日 神奈川県 茅ヶ崎市
東海岸南

ヘッドランドビー
チ

NPO法人　ほのぼのビーチ茅ヶ崎
清掃
海岸環境保全啓発イベント
ビーサン飛ばし大会

街頭美化キャンペーン 7月20日 神奈川県 平塚市 平塚海岸 湘南海岸をきれいにする会 海岸美化の普及啓発活動

海開き 7月5日 神奈川県 大磯町 北浜海岸 大磯町 海水浴場のオープン、式典

街頭美化キャンペーン 7月21日 神奈川県 大磯町 北浜海岸 大磯町 海の日に海岸清掃及び海岸美化のPRの実施

平成２７年度小田原漁港・海岸夏季
クリーン作戦

７月下旬 神奈川県 小田原市 早川海岸
小田原市漁業協同組合・㈱小田原魚市

場・
神奈川県・小田原市ほか

漁業関係者・地元自治会関係者・行政職員ほかにより、清掃活動を実施。

津波避難訓練 7月10日 神奈川県 湯河原町 湯河原海岸 湯河原中学校 湯河原中学校において津波に対しての避難訓練を行う

なおえつ海水浴場海開き 7月1日 新潟県 上越市
上越海岸

五智国分地区
（公社）上越観光コンベンション協会 海開き



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

鵜の浜海水浴場海開き 7月1日 新潟県 上越市
大潟海岸

九戸浜地区
大潟観光協会 海開き

柿崎中央海水浴場海開き 7月4日 新潟県 上越市
柿崎海岸

柿崎竹鼻地区
柿崎観光協会 海開き

柏崎合同海開き・安全祈願祭 7月5日 新潟県 柏崎市 柏崎海岸 柏崎観光協会 海の安全祈願

くじらなみ夏祭り 7月19日 新潟県 柏崎市 鯨波地区海岸 くじらなみ夏祭り実行委員会 潮干狩り、魚のつかみどり

海岸清掃 7月20日 新潟県 新潟市西区
青山海岸

（有明町工区・
五十嵐浜）

新潟市 清掃

ぎおん柏崎まつり海の大花火大会 7月26日 新潟県 柏崎市 柏崎海岸 ぎおん柏崎まつり協賛会 海の大花火大会

氷見市一斉清掃 7月5日 富山県 氷見市 市内全域の海岸 氷見市 清掃

海岸をきれいにする日 7月5日 富山県 富山市 市内全域の海岸 富山市 清掃

海岸特別清掃日 7月5日 富山県 高岡市 雨晴海岸 高岡市 清掃

射水市海岸清掃 7月5日 富山県 射水市 海老江等の海岸 射水市 清掃

みんなできれいにせんまいけ
大作戦in射水

7月5日 富山県 射水市 海老江海水浴場 射水市 清掃

クリーン入善7125大作戦 7月5日 富山県 入善町 吉原海岸 入善町 清掃

荒俣海岸清掃大会 7月5日 富山県 黒部市 荒俣海岸
村椿環境
衛生組合

清掃

町民総ぐるみ清掃デー 7月12日 富山県 朝日町 町内の海岸等 朝日町 清掃

東部小学校海岸クリーン作戦 7月26日 富山県 滑川市 高塚海岸周辺 滑川市 清掃

クリーン・ビーチななお 7月5日 石川県 七尾市
能登島マリン

パーク海族公園
クリーン・ビーチななお実行委員会 清掃、工作教室（エコde工作）

第35回よりよい環境づくりの日 7月5日 石川県 能美市 根上海岸 能美市、能美市根上校下壮年団 清掃

すずの美しい海岸を守る月間 7月上旬 石川県 珠洲市 海岸部全域 珠洲市 清掃

Clean UP 能登 7月11日 石川県 輪島市 袖ヶ浜海水浴場 輪島市・ＫＩＲＩＮ 清掃

かほく市海岸一斉清掃 7月12日 石川県 かほく市 高松・七塚・宇ノ気海岸 かほく市 清掃

海開き 7月20日 石川県 輪島市 袖ヶ浜海水浴場 輪島市 海開き

海開き 7月20日 石川県 輪島市 琴ヶ浜海水浴場 輪島市 海開き

クリーンビーチ宝達志水海岸清掃 7月5日 石川県 宝達志水町 町内海岸 宝達志水町 海開き

富山県
「みんなできれいにせんまいけ大作戦」



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

なぎさクリーン運動 7月12日 石川県 羽咋市 市内海岸 羽咋市ほか 海開き

ジェットスキーｉｎ千里浜
７月18～

20日
石川県 羽咋市 千里浜海岸

羽咋市観光協会、石川テレビ放送、
北陸中日新聞

ジェットスキー大会、清掃

クリーン千鳥ヶ浜作戦 7月19日 石川県 志賀町 千鳥ヶ浜 志賀町ほか 清掃

Ｃ．Ｃ．Ｚﾌｪｽﾃｲﾊﾞﾙ2015
7月25日
　　26日

石川県 白山市 松任海岸 Ｃ．Ｃ．Ｚﾌｪｽﾃｲﾊﾞﾙ実行委員会
Ｃ．Ｃ．Ｚ整備計画と松任海岸を広く啓蒙するためのﾊﾟﾈﾙ展、模型展示を開催
（ﾊﾟﾈﾙ展示、ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ、ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ大会、飲食ｺｰﾅｰ等）

海開き 7月17日 静岡県 河津町 河津浜・今井浜 河津町観光協会 海開き

今井浜海上花火大会 7月31日 静岡県 河津町 今井浜海岸 河津町観光協会 花火大会

海岸清掃 7月5日 静岡県 焼津市 浜当目海岸 東益津第17自治会 清掃

海岸清掃 7月5日 静岡県 焼津市 和田浜海岸 和田第22自治会 清掃

海岸清掃 7月5日 静岡県 焼津市 田尻浜海岸 港第23自治会 清掃

海開き 7月1日 静岡県 牧之原市 さがらサンビーチ 牧之原市観光協会 海開き

海岸清掃 7月5日 静岡県 牧之原市 地頭方海岸 地頭方区 清掃

SHIZUNAMI　BEACH　SOCCER 7月5日 静岡県 牧之原市 静波海岸 牧之原市観光協会 ビーチサッカー

SEASIDE　STATION 7月20日 静岡県 牧之原市 静波海岸 K-MIX ラジオ公開生ライブ

静波海水まつり花火大会 7月24日 静岡県 牧之原市 静波海岸 牧之原市観光協会 花火大会

シーサイドプール 7月25日～ 静岡県 牧之原市 地頭方海岸 牧之原市 プール

アームレスリング大会 7月26日 静岡県 牧之原市 静波海岸 牧之原市観光協会 アームレスリング

磐田市長杯 7月18日 静岡県 磐田市 福田漁港海岸
NPO法人

ﾏﾘﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
サーフィン大会時に皆でビーチクリーン活動

海岸一斉清掃 7月5日 静岡県 沼津市 沼津市内の海岸 沼津市 住民による海岸一斉清掃

田尻地区海岸清掃 7月5日 静岡県 焼津市
駿河海岸

（焼津工区）
和田自治会 田尻地区海岸の清掃

川尻地区海岸清掃 7月26日 静岡県 吉田町
駿河海岸

（川尻工区）
吉田町４地区（住吉・川尻・片岡・北

区）地域教育推進委員会
地引き網、川尻地区海岸の清掃

住吉地区海岸清掃 7月19日 静岡県 吉田町
駿河海岸

（住吉工区）
住吉自治会 住吉地区海岸の清掃



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

第19回ビーチフェスタ
inかんばら

7月19日 静岡県 静岡市清水区
富士海岸

(蒲原工区)
第19回ビーチフェスタinかんばら

実行委員会

・熱気球体験
・サンダル飛ばし
・水鉄砲サバイバル
・ストラックアウト
・水遊び
・宝探し
・ネイチャークラフト
・ステージ演出

平成27年度水辺クリーン・アップ
大作戦

7月18日 愛知県 半田市
半田中央ふ頭
亀崎海浜緑地

半田市民憲章実践協議会 クリーンアップ活動

衣浦みなとまつり花火大会

7月17～18
日（荒天の

場合は、7月
19日まで順

延）

愛知県 半田市 衣浦港中央ふ頭
衣浦みなとまつり花火大会

半田市実施本部
花火大会

田原市表浜一斉ビーチクリーン 7月5日 愛知県 田原市 赤羽根地区海岸 田原市サーフィン協会 清掃

第13回おいでんガールズカップ 7月12日 愛知県 田原市 赤羽根地区海岸 おいでんガールズカップ実行委員会 女性のみのサーフィン大会

ボディボード体験学習 7月21日 愛知県 田原市 赤羽根地区海岸 赤羽根小学校 ボディボード体験学習

赤羽根夏まつり 7月25日 愛知県 田原市 赤羽根地区海岸 赤羽根夏まつり実行委員会 校区の夏まつり、盆踊りや手筒花火を実施

第25回東三河ビーチバレー選手権
大会

7月26日 愛知県 田原市 赤羽根地区海岸
愛知県バレーボール協会・愛知県ビーチバ

レー連盟
ビーチバレーボール大会

第33回蒲郡まつり納涼花火大会
7月25日
7月26日

愛知県 蒲郡市 竹島ふ頭・蒲郡ふ頭 蒲郡まつり実行委員会 海上及び海岸からの打ち上げ花火大会

1000人ｸﾘｰﾝ作戦 7月19日 愛知県 西尾市 宮崎海岸 吉良・幡豆まちづくり協議会、宮崎町内会 清掃

吉良花火大会 7月25日 愛知県 西尾市 宮崎海岸
吉良・幡豆まちづくり協議会、

西尾市観光協会
打上げ花火約1700発

キリンビールデー 7月26日 愛知県 西尾市 宮崎海岸 西尾市観光協会 サッカーゴールゲーム

スイカ割り大会
7月18～

20日
愛知県 西尾市 寺部海岸 寺部海水浴場駐車場管理組合 カブトムシプレゼント、スイカ割り

佐久島の豊かな海を守ろう 7月11日 愛知県 西尾市 佐久島海岸 島を美しくつくる会、漁師分科会 清掃

鳥羽みなとまつり 7月24日 三重県 鳥羽市 岩崎 鳥羽市、商工会議所　他 太鼓、コンサート、花火大会等

海開きフェスタ 7月上旬 三重県 尾鷲市 三木里 三木里地区観光協会 神事、宝探し、餅まき等

古里海岸海開き 7月上旬 三重県 紀北町 海野 紀北町 神事、スイカ割り、宝探し等

城ノ浜ビーチフェスタ 7月下旬 三重県 紀北町 長島 民間企業 ビーチフラッグ大会、サンドクラフトコンテスト、綱引き大会等



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

きほく燈籠祭 7月25日 三重県 紀北町 長島 燈籠祭実行委員会 港市、花火大会、巨大燈籠等

鷹巣地区自治会海岸清掃 ７月上旬 福井県 福井市 鷹巣地区海岸
鷹巣地区
各自治会

清掃

国見地区自治会海岸清掃 ７月上旬 福井県 福井市 国見地区海岸
国見地区
各自治会

清掃

越廼地区自治会海岸清掃 ７月上旬 福井県 福井市 越廼地区海岸
越廼地区
各自治会

清掃

海開き神事及び豊漁祈願祭 7月1日 福井県 越前町 越前海岸 越前夏まつり実行委員会 海開き神事及び豊漁祈願祭

海浜パトロール
7月17～

31日
福井県 越前町 越前海岸 越前町 防犯隊による海浜パトロール

南越前町職員組合
奉仕作業（海岸清掃）

7月12日 福井県 南越前町
甲楽城海岸
河野海岸

南越前町
職員組合

海水浴場を中心にゴミ拾い、漂着物撤去

第5回竹野浜オープンウォータース
イミング大会

7月5日 兵庫県 豊岡市 竹野海岸 たけの観光協会 1.0㎞と2.5㎞の部門でタイムを競う遠泳大会

港湾美化啓発活動 7月5日 大阪府 貝塚市
阪南港阪南3区

海岸

貝塚港振興会（主催）
貝塚市（主催）

大阪府港湾局（共催）
阪南3区海岸の美化清掃活動

田辺扇ヶ浜海水浴場海開き 7月1日 和歌山県 田辺市 田辺漁港海岸 田辺観光協会 安全祈願神事、地元園児・小学生による初泳ぎ

ビーチバレーボール大会 7月26日 和歌山県 那智勝浦町 那智勝浦海岸 那智勝浦町観光協会 ビーチバレーボール大会

第35回全日本トライアスロン皆生大会 7月19日 鳥取県

米子市
境港市
南部町
伯耆町
大山町

日吉津村

米子市　皆生海岸
皆生トライアスロン協会、鳥取県観光

連盟、米子市観光協会

日本国内で初めて開催された歴史ある大会で、今年で34回目となる。水泳(3km)、自転
車(145km)、マラソン(42.195km)を全国から集まった約９００人の選手が体力の限界に挑
戦するトライアスロン大会である。また、大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして約4000人が参加している。
この競技の内、水泳(3km)が皆生海岸で実施される。
日野川河川事務所としては、この海岸を利用したイベントに対し、水泳のスタート地点の
整地など大会に協力している。

皆生温泉海水浴場海開き 7月11日 鳥取県 米子市 米子市　皆生海岸 皆生温泉旅館組合 海開き

第３５回皆生海岸トライアストン大会 7月19日 鳥取県

米子市、境港市、
南部町、伯耆町、
大山町、日吉津

村

皆生海岸
皆生トライアスロン協会、鳥取県観光

連盟、米子市観光協会

水泳：皆生温泉海岸沖日本海（皆生温泉海岸～県営米子屋内プール）
自転車：県営米子屋内プール～国立公園・大山山麓道路～県営米子屋内プール（１市
４町村）
マラソン：県営米子屋内プール～境港市～どらドラパーク米子陸上競技場

第２８回Sun-inビーチバレー大会
7月25日、

26日
鳥取県 境港市 境港市新屋町海岸

日本ビーチバレーボール連盟、境港ビー
チバレー実行委員会、鳥取県バレー

ボール協会、鳥取県ビーチバレー連盟

男子、女子、混成（男女各２人　４人制）
ビーチクリーンの後競技開始
予選グループ戦の後、決勝トーナメント戦

Let's里再来ビーチクリーンアップ 7月20日 島根県 益田市 持石海岸 『Let's里再　　来』実行員会 清掃

漁場クリーンアップ作戦 ７月中旬 岡山県 笠岡市
市内陸地部３箇
所島地部３箇所

岡山県漁業協同組合連合会 清掃



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

牛窓海水浴場
7月1日

～7月31日
岡山県 瀬戸内市 東町海岸 瀬戸内市 清掃

西脇海水浴場
7月1日

～7月31日
岡山県 瀬戸内市 矢宵ヶ浜海岸 瀬戸内市 清掃

渋川海水浴場
7月11日

～7月31日
岡山県 玉野市 渋川海岸 渋川海水浴場運営協議会 清掃

宝伝海水浴場
7月17日

～7月31日
岡山県 岡山市 田坪海岸 岡山市、西大寺観光協会 清掃

犬島海水浴場
7月17日

～7月31日
岡山県 岡山市 犬島東海岸 岡山市、西大寺観光協会 清掃

サンビーチ前島
未定

～7月31日
岡山県 瀬戸内市 前島矢の浦海岸 一般社団法人瀬戸内市緑の村公社 清掃

大久野島おさかな放流・
海岸クリーンアップ

7月12日 広島県 竹原市 大久野島海岸 竹原市
・稚魚の放流
・クリーンアップ活動

リフレッシュ瀬戸内 7月5日 広島県 呉市 大浦崎海浜 呉市 清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月5日 広島県 広島市 みなと公園
広島市（瀬戸内・海の路ネットワーク

推進協議会）
清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月13日 広島県 三原市
鷺浦町須波
長浜海岸

三原市（瀬戸内・海の路ネットワーク
推進協議会）

清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月5日 広島県 尾道市
瀬戸田サンセット

ビーチ
尾道市（瀬戸内・海の路ネットワーク

推進協議会）
清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月下旬予定 広島県 福山市 走島町宇治島 瀬戸内海宇治島クラブ 清掃

リフレッシュ瀬戸内 ７月上旬予定 広島県 福山市 鞆町仙酔島 明るいまちづくり鞆学区委員会 清掃

リフレッシュ瀬戸内
７月中旬～

下旬
広島県 大竹市

阿多田島及び
猪子島周辺

阿多田島漁業協同組合 清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月26日 広島県 大竹市 小方港周辺 小方港遊漁船組合 清掃

リフレッシュ瀬戸内 ７月中旬 広島県 大竹市 小方南港周辺 潜港会 清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月5日 広島県 大竹市 飛石港周辺 大竹港遊漁船組合 清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月25日 広島県 廿日市市
地御前海岸及び

阿品海岸
廿日市市（瀬戸内・海の路ネットワー

ク推進協議会）
清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月19日 広島県 廿日市市 大野鳴川海岸
廿日市市（瀬戸内・海の路ネットワー

ク推進協議会）
清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月中 広島県 東広島市 安芸津港海岸 早田原漁協 清掃
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リフレッシュ瀬戸内 ７月中 広島県 東広島市 安芸津港海岸 安芸津漁業協同組合 清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月3日 広島県 江田島市
能美町中町
長瀬海岸

広島県呉特別支援学校 清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月5日 広島県
豊田郡

大崎上島町
町内一円

大崎上島町（瀬戸内・海の路ネット
ワーク推進協議会）

清掃

長門市海岸清掃の日 7月5日 山口県 長門市
青海島静ヶ浦一帯

他８ヶ所
長門市海岸清掃の日実行委員会 清掃

I LOVE あぶ町クリーンアップ大作戦 7月12日 山口県 阿武町 阿武町全域 阿武町民生課 阿武町全域で海岸・河川等の清掃活動

アースディｉｎあじ水ぎわクリーン作戦 7月19日 香川県 高松市
鎌野笹尾海岸

高尻海岸
高松市 高松市庵治町の海岸を一斉清掃

リフレッシュ瀬戸内沙弥海岸等一斉清
掃

7月4日 香川県 坂出市 沙弥海岸等 坂出市 坂出市沙弥～大屋富地区海岸一斉清掃

リフレッシュ瀬戸内清掃活動 7月5日 香川県 観音寺市 堀切海岸等 豊浜町環境衛生組合 観音寺市豊浜町の海岸を一斉清掃

愛ビーチ活動 7月5日 愛媛県 松山市 松山港和気地区
和気浜環境
検討委員会

清掃

愛ビーチ活動 7月26日 愛媛県 松山市 松山港今出地区
今出ヶ浜

潮騒を守る会
清掃

愛ビーチ活動 7月11日 愛媛県 松山市 松山港堀江地区
一般社団法人

日本塗装工業会愛媛県支部
清掃

愛ビーチ活動 7月17日 愛媛県 松山市 立岩海岸
五洋建設㈱
四国支店

清掃

愛ビーチ活動 7月11日 愛媛県 松山市
河原海岸・
鹿峰海岸

渡部工業㈱ 清掃

愛ビーチ活動 7月19日 愛媛県 松山市 松山港和気地区 まなざし松原 清掃

愛ビーチ活動 7月28日 愛媛県 松山市 松山港梅津寺地区
三菱電機㈱
四国支社
愛媛支店

清掃

愛ビーチ活動 7月5日 愛媛県 松山市 松山港梅津寺地区 ターナー島を守る会 清掃

愛ビーチ活動 7月6日 愛媛県 松山市 塩屋海岸 伊予農希少植物群保全プロジェクトチーム 清掃

愛ビーチ活動 7月11日 愛媛県 松山市 塩屋海岸 伊予農希少植物群保全プロジェクトチーム 清掃

リフレッシュ瀬戸内
６月下旬

～７月上旬
愛媛県 松山市

中島港海岸
（あみあげビーチ）

中島小学校PTA東支部、大浦地区
老人クラブ、松山市

地元老人クラブ、小学校PTA、小学生の参加による、中島港海岸（あみあげビーチ）の
清掃

リフレッシュ瀬戸内
（愛ビーチ活動）

7月6日 愛媛県 宇和島市
堂崎・白浦地区

海岸
石応自治会 清掃
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リフレッシュ瀬戸内
（愛ビーチ活動）

7月18日 愛媛県 宇和島市
戎山・坂下津地区

海岸
大河建設（株） 清掃

リフレッシュ瀬戸内
（愛ビーチ活動）

7月26日 愛媛県 宇和島市
畔屋東・先新浜地区

海岸
先新浜自治会 清掃

愛ビーチ活動 7月19日 愛媛県 宇和島市
堂崎海岸及び白浦

海岸
石応自治会 清掃

愛ビーチ活動 7月18日 愛媛県 宇和島市
宇和島港

（坂下津、戎山）
大河建設株式会社 清掃

愛ビーチ活動 7月26日 愛媛県 宇和島市 （地）玉津港海岸 先新浜自治会 清掃

諏訪崎ビーチクリーン 7月20日 愛媛県 八幡浜市 諏訪崎海岸 諏訪崎を愛する会 清掃

諏訪崎ビーチクリーン 7月20日 愛媛県 八幡浜市 諏訪崎海岸 諏訪崎を愛する会 清掃

長浜大清掃 7月12日 愛媛県 大洲市
長浜港海岸
沖浦海岸

長浜自治会
沖浦自治会

大洲市長浜地域の清掃活動

クリーン運動
7月上旬
～中旬

愛媛県 大洲市 長浜港海岸
長浜小学校
長浜中学校
長浜高校

大洲市長浜地域の清掃奉仕活動

リフレッシュ瀬戸内 7月5日 愛媛県 西条市 高須海岸 西条市海事振興会 ボランティア団体や地元自治会・建設業関係団体などが参加し、海岸清掃を実施する。

リフレッシュ瀬戸内 ７月上旬 愛媛県 今治市 乗越海岸（関前）ほか 各地区小中高校、ＰＴＡほか 清掃

クリーン伊予運動 7月19日 愛媛県 伊予市
新川海岸、下吾
川海岸、北山崎
海岸、森海岸

伊予市 市民参加による海岸清掃

愛ビーチ活動 ７月中 愛媛県 愛南町 須ノ川海岸 （一社）愛媛県建設業協会南宇和支部 清掃

愛ビーチ活動 ７月上旬 愛媛県 西予市
田之浜海岸

（横ハエ海岸）
平野建設㈱ 清掃

愛ビーチ活動 7月5日 愛媛県 新居浜市 浮島海岸 浮島自治会 清掃

西予市一斉クリーン運動 7月12日 愛媛県 西予市 周木地区海岸 西予市 清掃

市民一斉清掃 7月26日 愛媛県 新居浜市 荷内海岸
新居浜市

環境美化推進協議会
地域住民による海岸ゴミの回収、清掃

四国中央市クリーンデー 7月5日 愛媛県 四国中央市 三島地区海岸 四国中央市
大王製紙㈱、大王海運㈱、日本興運㈱、三島運輸㈱の4企業が市の主催する清掃活動
に併せて、護岸、臨港道路、岸壁のゴミを拾う（役600人～750人）

リフレッシュ瀬戸内 7月4日 愛媛県 上島町 岩城島海岸全域
上島町

岩城総合支所
建設課

岩城島全域の海岸清掃
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羽根海岸一斉清掃 ７月上旬 高知県 室戸市羽根町 羽根坂本海岸 高知県、室戸市 清掃

高知海岸一斉清掃 7月12日 高知県
高知市、南国市、

土佐市
高知海岸

高知河川国道事務所、高知県、
高知市、南国市、土佐市

清掃

鳴き砂を守る会海岸清掃 ７月中旬 福岡県 糸島市 鹿家海岸 福吉校区振興協議会 清掃

和白干潟の生きものやハマボウを
見る会

７月下旬 福岡県 福岡市 和白干潟 和白干潟保全のつどい 干潟の生きものや海浜植物の観察，干潟の清掃

イマリンビーチ海開き 7月5日 佐賀県 伊万里市 福田地区海岸 伊万里市福田区
・神事（安全祈願）
・関係機関による救助訓練の披露
・稚魚の放流　等

玄海クリーンアップ作戦2015 7月11日 佐賀県
唐津市、

伊万里市、
玄海町

浜崎地区海岸他 佐賀県 清掃

海の日海岸清掃 7月20日 佐賀県 太良町 多良・糸岐海岸 佐賀県有明海漁業協同組合たら支所 海岸線の漂着物、堆積物の清掃

さがっ子リレー放流 7月初旬 佐賀県
唐津市、
伊万里市

西の浜他 佐賀県
幼稚園児等による
・海岸清掃
・種苗の放流

小値賀町内一斉海岸清掃 7月12日 長崎県 小値賀町 島内各海岸 小値賀町 町民による町内海岸の一斉清掃

千々石海岸漂流漂着ごみ清掃作業 7月16日 長崎県 雲仙市 千々石海岸 雲仙市
・環境教育の一環として千々石海岸に漂着したごみの回収、清掃活動を行う。
・千々石町内の小学校で実施

海岸清掃 7月17日 長崎県 雲仙市 千々石海岸
JA島原雲仙
千々石支店

職員による海岸の清掃

海岸清掃 7月17日 長崎県 雲仙市 千々石海岸 雲仙市 職員による海岸の清掃

千々石町民一斉清掃 7月19日 長崎県 雲仙市 千々石海岸 雲仙市 雲仙市千々石町民による一斉清掃

口加高校海岸清掃 7月1日 長崎県 南島原市
口之津・加津佐

地区海岸
口加高校
南島原市

海水浴場の清掃(野田浜･下馬松･前浜・白浜海岸)

海開き式 7月17日 長崎県 南島原市 南島原市全海岸 南島原市観光協会 安全祈願

高浜海水浴場
海開き祈願祭

7月18日 長崎県
五島市、
三井楽町

三井楽地区海岸 高浜自然保護推進協議会
・海開き祈願祭（神事）、水難救助指導、
・クリーンアップ作戦（海岸清掃）

海岸清掃 7月10日 長崎県 新上五島町 島内各海岸 新上五島町 職員による海岸清掃

海岸清掃 7月10日 長崎県 新上五島町 高井旅海水浴場 社会福祉法人　清和会　清和園 清掃

 蛤浜で遊ぼデー＆白砂の芸術祭
７月１８日、
７月１９日

長崎県 新上五島町 有川港蛤海岸 探訪～四季を味わう上五島実行委員会
蛤浜(海水浴場）の清掃、地引網体験、バナナボート、ビーチフラッグ等レクリシエーショ
ン

第１２回荒尾マジャク釣り大会
７月１１日

（予備日：１２
日）

熊本県 荒尾市 荒尾海岸 荒尾マジャク釣り大会実行委員会 参加者体験型マジャク釣り

荒尾干潟の日　干潟の生きもの観察会
7月25日

(予備日：26
日)

熊本県 荒尾市 荒尾海岸 荒尾干潟保全・賢明利活用協議会 干潟の生物の観察・採取、講師による生物の解説
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くまもと・みんなの川と海づくりデー 7月19日 熊本県 荒尾市
蔵満海岸

(荒尾海岸)
荒尾市 清掃

さざなみフェスタ 7月19日 熊本県 天草市有明町 下津江海岸
下津江海岸実行委員会

（天草市有明支所）
各種イベント、花火等

海岸清掃 7月20日 大分県 豊後高田市 長崎鼻地区海岸 豊後高田市 清掃

ｺﾞﾐｾﾞﾛ海岸ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ作戦 7月20日 大分県 豊後高田市
香々地海岸
波戸地区

市環境課 ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ活動

海岸清掃 7月25日 大分県 姫島村 姫島村内全海岸 姫島村 清掃

ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄｸﾘｰﾝ作戦 7月31日 大分県 大分市 田ノ浦海岸 大分海の日協賛会 清掃

海岸清掃 ７月 大分県 臼杵市 中津浦鯉来ヶ浜 山内流游泳ｸﾗﾌﾞ 清掃

海岸清掃 ７月 大分県 臼杵市 臼杵湾沿岸 臼杵地区小型船安全協会 清掃

海岸清掃 ７月 大分県 臼杵市 中津浦海岸 臼杵市役所青年部 清掃

長崎鼻ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 7月19・20日 大分県 豊後高田市
香々地海岸
波戸地区

実行委員会
19日：浜辺の大運動会、花火
20日：清掃

海岸清掃 7月初旬 大分県 国東市国東町 来浦地区海岸 地元 草刈り清掃

海岸清掃 7月初旬 大分県 国東市武蔵町 内田地区海岸 地元 草刈り清掃

県の海岸愛護ボランティア支援事
業を活用した海岸美化活動

７月 宮崎県 各地域 県内各海岸 各種団体
県事業である「河川・海岸ボランティア支援事業（ボランティア活動団体に対する物資の
支給・貸出及び傷害保険の加入等を通した支援事業）」を活用した、ボランティア団体の
清掃活動

子どもの水辺･海辺安全サポーター
教室の開催

７月 宮崎県 宮崎市 青島海岸ほか 宮崎県
ライフセーバー有資格者をスタッフに持つNPOに委託し、子ども達を対象とした水難事
故防止のための安全教室を開催する。

河川・海岸愛護月間企画展
７月１４日
～２０日

宮崎県 宮崎市
普及啓発事業
（県立図書館）

宮崎県
県民の河川・海岸愛護の意識醸成を図るため、県立図書館で海岸愛護月間のポスター
等を掲示し、広く普及啓発活動を行う

錦江湾クリーンアップ作戦 7月4日 鹿児島県 霧島市 国分下井海岸 霧島市環境協会 清掃

ビーチバレー大会九州サンカップ
かごしま大会

7月5日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸 ＫＹＵＳＨＵ　ＳＵＮＣＵＰ実行委員会 ビーチバレーボール九州大会地区大会

磯海水浴場開所式 7月10日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸 鹿児島市 磯海水浴場開所

第１２回原田学園スイミングスクー
ル錦江湾横断遠泳大会

7月11日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸 原田学園スイミングスクール 錦江湾横断遠泳大会

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾁ
大浜海水浴場海開き

7月11日 鹿児島県 南大隅町
根占地区
大浜海岸

南大隅町企画観光課 宝探し等

シーカヤック体験講座 7月12日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸 市教育委員会保健体育課 親子シーカヤック体験講座



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

錦江湾クリーンアップ作戦 7月12日 鹿児島県 霧島市 小浜海岸 小浜地区自治公民館 海岸のゴミ収集

西道海水浴場開所式 7月18日 鹿児島県 鹿児島市 西道海水浴場 鹿児島市 西道海水浴場開所

生見海水浴場開所式 7月18日 鹿児島県 鹿児島市 生見海岸 鹿児島市 生見海水浴場開所

レインボービーチ開所式 7月18日 鹿児島県 鹿児島市 レインボービーチ 鹿児島市 レインボービーチ

錦江レゲエ浜祭り 7月18日 鹿児島県 錦江町 神川海岸 錦江町はまほたる協議会
・神川キャンプ場で行われるレゲエイベント
・LED風船設置

マリンフェスタｉｎ加計呂麻 7月19日 鹿児島県 瀬戸内町 渡連海岸 加計呂麻地域塾加計呂麻青年団

・ビーチバレーボール大会
・ダイビング体験
・シーカヤック体験

海の日清掃 7月19日 鹿児島県 徳之島町 徳之島町内海岸 徳之島町 町内海岸・河川・道路清掃

錦江湾クリーンアップ作戦 7月20日 鹿児島県 霧島市 福山港周辺海岸 福山町漁業協同組合 海岸のゴミ収集

「海の日」環境美化作業 7月20日 鹿児島県 枕崎市 枕崎地先海岸 枕崎港国際化対策推進協議会 清掃

夏のクリーン大作戦 7月20日 鹿児島県 和泊町 和泊町各字海岸 和泊町 和泊町各字海岸の清掃

夏祭り納涼大会 7月25日 鹿児島県 長島町 松ヶ平海岸 長島町観光協会 芸能ショー・花火大会

第２９回桜島・錦江湾横断遠泳大会 7月26日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸 桜島・錦江湾横断遠泳実行委員会 錦江湾横断遠泳大会

第２４回カヌー同好会錦江湾往復横断 7月26日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸 荒田カヌー同好会 小中学生がカヌーで錦江湾を往復横断漕艇する

ブリのつかみ取り大会 7月26日 鹿児島県 長島町 松ヶ平海岸 長島町観光協会 ブリのつかみ取り大会

青少年ふるさと美化活動 7月下旬 鹿児島県 南さつま市

（坊津地区）
・坊海岸
・泊海岸

・久志海岸

南さつま市坊津支部子連 海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃

坊津町建友会クリーン作戦 7月下旬 鹿児島県 南さつま市
（坊津地区）
荒所海岸

坊津町建設業協会 海岸のゴミ・空き缶等回収、海岸線の草払い、高枝伐採

大浦クリーン作戦 7月初旬 鹿児島県 南さつま市
（大浦地区）
越路浜海岸

大浦地区衛自連
大浦元気づくり委員会

海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃

海の日海岸クリーン作戦 ７月中旬 鹿児島県 いちき串木野市

土川海岸・羽島
漁港・横須海岸・
白浜海岸・荒川
海岸・野元海岸
（串木野新港）・
五反田川・串木
野漁港（屋敷
港）・長崎鼻公
園・照島海岸・市
来海岸一帯

いちき串木野市・
いちき串木野市衛生自治団体連合会

ボランティア清掃



都道府県名 市町村名 地区海岸名
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2015吹上浜クリーン作戦 ７月中旬 鹿児島県
南さつま市

（加世田地区）
（加世田地区）

新川海岸
南さつま市子連加世田支部 海岸清掃及びハマボウ群生地周辺の清掃

青少年ふるさと美化活動 ７月中旬 鹿児島県 南さつま市

（笠沙地区）
仁王崎海岸
・野間池海岸
・大当海岸

南さつま市笠沙支部子連 海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃

ふるさと金峰クリーン作戦 ７月中旬 鹿児島県 南さつま市

（金峰地区）
・京田海岸

・上ノ山海岸
南さつま市金峰支部子連 海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃

海岸清掃 7月下旬 沖縄県 名護市
名護～屋部海岸
（宇茂佐海岸）

沖縄県 清掃

海岸清掃 ７月下旬 沖縄県 沖縄市 中部管内の海岸 沖縄県 清掃

海岸清掃 ７月下旬 沖縄県 宮古島市 宮古島管内の海岸 沖縄県 清掃

海岸清掃 ７月下旬 沖縄県 石垣市 大浜海岸 沖縄県 清掃


