
　海岸愛護月間中の主な行事の実施予定

(海岸清掃）

開催場所

都道府県名 市町村名 地区海岸名

苫小牧海岸清掃 7月27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

海岸清掃 7月1日 北海道 函館市 大森浜地区 函館市土木部公園河川整備課 海岸漂着物及びゴミの回収

海岸清掃 7月23日 北海道 知内町 森越地区 知内町婦人赤十字奉仕団 海岸漂着物及びゴミの回収

稚咲内海岸清掃作業 7月中旬 北海道 豊富町
天塩沿岸豊富海岸稚咲
内地区海岸

豊富町 海岸清掃

有珠クリーン作戦 7月2日 北海道 伊達市 有珠地区 ＮＰＯ法人　だて観光協会 有珠地区海岸の清掃活動

海浜清掃 7月中旬 北海道 洞爺湖町 虻田海岸 洞爺湖町 海岸ゴミ拾い

海浜清掃 7月中旬 北海道 豊浦町 豊浦町内海岸 豊浦町 地域住民による海岸漂着物の回収などの美化活動、清掃活動を実施

磯清掃 7月11日 青森県 上北郡六ヶ所村 六ヶ所（泊）海岸 六ヶ所村立泊中学校 泊中学校学区内の海岸のゴミ拾い。（漁協が運搬協力）

クリーン作戦 7月20日 青森県 上北郡六ヶ所村 むつ小川原港海岸 六ヶ所村立第一中学校 第一中学校学区内の海岸及び道路のゴミ拾い。

早朝清掃 7月13日 青森県 上北郡野辺地町
野辺地港海岸
 野辺地地区

野辺地町 海開き前の海岸清掃

1000人BEACH CLEAN 7月9日 宮城県 七ヶ浜町
七ヶ浜海岸
 菖蒲田地区海岸

SEVEN BEACH PROJECT
実行委員会

砂浜の清掃

八森地区海岸清掃大会 7月8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

宮沢海岸クリーンアップ 7月21日 秋田県 男鹿市 男鹿海岸 東北発電工業（株） 海岸清掃

西目海水浴場クリーンアップ 7月22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22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

きれいな川で住みよいふるさと運動 7月2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2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2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2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2日 山形県 鶴岡市 三瀬海岸 三瀬自治会 清掃

ビーチクリーン 7月23日 福島県 新地町 谷地小屋地区海岸 しんちビーチク隊 クリーンアップ活動

平成29年度海岸愛護運動 7月2日 茨城県 高萩市 有明海岸、高浜海岸 高萩市、市民憲章推進協議会 海岸清掃

ビーチクリーンキャンペーン 7月8日 茨城県 日立市 市内6海水浴場 日立市
伊師浜、川尻、会瀬、河原子、水木、久慈浜海水浴場の海岸清掃（地域団体、
住民等ボランティア参加）

海岸クリーン運動 7月1日 茨城県 ひたちなか市 平磯海岸、磯崎海岸 市ｺﾐｭﾆﾃｨ組織連絡協議会実践部会 市民による市内海岸清掃

クリーンアップ大洗 7月2日 茨城県 大洗町
大洗サンビーチ・
大洗海岸

大洗町 海岸を含めた町全体のごみ拾い等

鹿嶋市海岸一斉清掃 7月1日 茨城県 鹿嶋市

平井地区海岸、下津地
区海岸、小山地区海
岸、青塚地区海岸、武
井釜地区海岸

新日鐵住金㈱鹿島製鐵所、鹿嶋市
観光協会、鹿嶋市建設業協同組合、
かしま青年会議所、鹿嶋の海岸を守
る会、鹿嶋市

市民、団体、企業、行政が一体となって実施する海岸清掃活動

神栖市海岸清掃 7月8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

名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

資 料
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開催場所

都道府県名 市町村名 地区海岸名

海岸清掃 7月2日 千葉県 横芝光町 木戸海岸 ㈱畔蒜工務店 海岸清掃

海岸清掃 7月2日 千葉県 旭市
北九十九里海岸、横根
海岸、下永井海岸

きれいな旭をつくる事務局 旭市の地域住民による海岸線の一斉清掃

海岸清掃 7月3日 千葉県 銚子市
銚子マリーナ海水浴
場、海鹿島海水浴場

銚子市 海岸清掃

海岸清掃 ７月上旬 千葉県 いすみ市 日在浦海岸 いすみ市 海岸清掃

海岸清掃 ７月上旬 千葉県 勝浦市
鵜原2号海岸、
守谷海岸

ボランティア、組合等 海岸清掃

海岸清掃 7月15日 千葉県 浦安市 浦安海岸 ウラピカプロジェクト 海岸清掃

アジすくい 7月22日 千葉県 南房総市 北浜海岸 アジすくい実行委員会 アジすくいの前に波打ち際を清掃

三戸浜のビーチクリーン 7月1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2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、荒井浜海岸の清掃

逗子海岸一斉清掃 7月2日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子ビーチ・クリーン隊 逗子海岸の一斉清掃

鎌倉花火大会翌日清掃 7月20日 神奈川県 鎌倉市 由比ガ浜 鎌倉市
鎌倉花火大会翌日の早朝約１時間、ボランティアによる花火大会散乱ごみの清
掃活動。

海さくら ＢＬＵＥ ＳＡＮＴＡ 7月17日 神奈川県 藤沢市
片瀬海岸西浜、
片瀬海岸東浜

NPO法人 海さくら、日本財団 海岸のゴミ拾い

美化キャンペーンクリーン　茅ヶ崎 7月30日 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎海岸全域 茅ヶ崎市 清掃

ヤンの気ままにドライブ海岸清掃 7月9日 新潟県 聖籠町 網代浜海水浴場 エフエムラジオ新潟 海岸清掃ボランティア（社会貢献活動）

クリーン作戦 7月1日 新潟県 胎内市 桃崎浜地区海岸 胎内市職員労働組合連合会 桃崎浜海岸のごみ拾い

クリーン作戦 7月1日 新潟県 胎内市 桃崎浜地区海岸 （株）小野組 桃崎浜海岸のごみ拾い

住民による海岸一斉清掃 7月17日 新潟県 新潟市
五十嵐浜、内野、
四ツ郷屋地区

内野中学校区 青少年育成協議会 海岸清掃

住民による海岸一斉清掃 7月17日 新潟県 新潟市西区
青山海岸（小針浜・
有明浜･五十嵐浜）

五十嵐中学校区 青少年育成協議会 海岸清掃（海岸協力団体「真砂
マサゴ

小学校区コミュニティ協議会」参加予定）

住民による海岸一斉清掃 7月17日 新潟県 新潟市
越前浜、角田、浦浜、
間瀬地区

新潟市西蒲区役所 海岸清掃

環境美化活動 7月下旬 新潟県 長岡市 寺泊野積海岸 ４WD愛好会 海岸清掃ボランティア

海岸清掃 7月上旬 ～ 中旬 新潟県 糸魚川市 間脇地区海岸 新潟県 海岸のゴミ拾い（委託）

海岸清掃 7月上旬 ～ 中旬 新潟県 糸魚川市 百川地区海岸 新潟県 海岸のゴミ拾い（委託）

海岸清掃 7月上旬 ～ 中旬 新潟県 糸魚川市 藤崎地区海岸 新潟県 海岸のゴミ拾い（委託）

海岸特別清掃日 7月1日 富山県 高岡市 国分浜、雨晴海岸 高岡市 清掃

氷見市一斉清掃 7月2日 富山県 氷見市 市内全域の海岸 氷見市 清掃

みんなできれいにせんまいけ大作戦 7月2日 富山県 射水市 海老江等の海岸 射水市 清掃

海岸をきれいにする日 7月2日 富山県 富山市 市内全域の海岸 富山市 清掃

クリーン入善7125大作戦 7月2日 富山県 入善町 町内全域の海岸 入善町 清掃　　　　（海岸協力団体「五十里
イカリ

海岸の環境を良くする会」参加予定）

荒俣海岸清掃大会 7月2日 富山県 黒部市 荒俣海岸 黒部市 清掃

町民総ぐるみ清掃デー 7月9日 富山県 朝日町 町内の海岸 朝日町 清掃

東部小学校クリーン作戦 7月23日 富山県 滑川市 高塚海岸周辺 滑川市 清掃

名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

県で「みんなできれいにせんまいけ

大作戦」として取りまとめています。
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開催場所

都道府県名 市町村名 地区海岸名

荒俣海岸清掃大会 7月2日 富山県 黒部市 荒俣海岸 黒部市 地域ぐるみでの環境美化活動として、荒俣海岸の清掃を実施

第37回  よりよい環境づくりの日 7月2日 石川県 能美市 根上海岸 能美市、能美市根上校下壮年団 海岸清掃活動

かほく市海岸一斉清掃 7月9日 石川県 かほく市 高松・七塚・宇ノ気海岸 かほく市 ボランティア清掃

なぎさクリーン運動 7月9日 石川県 羽咋市
押水羽咋海岸、
羽咋一ノ宮海岸

羽咋ロータリークラブ ラジオ体操、海岸清掃

ジェットスキー大会 7月8日、9日 石川県 羽咋市 押水羽咋海岸 はくい市観光協会 ジェットスキー大会、海岸清掃

クリーンアップ能登 7月1日 石川県 輪島市 光浦海岸 輪島市・キリンビール 袖ヶ浜海水浴場の清掃、ヒラメ稚魚の放流

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

クリーンビーチななお 7月2日 石川県 七尾市
能登島ﾏﾘﾝﾊﾟｰｸ、
海族公園

ｸﾘｰﾝﾋﾞｰﾁななお実行委員会 海岸清掃、工作教室（エコde工作）

クリーンビーチいしかわ２０１７年 7月2日 石川県 宝達志水町 押水羽咋海岸 宝達志水町 宝達志水海岸の清掃

海岸清掃 7月2日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 NPO法人 中区inかんばら 地元団体による海岸清掃

海岸清掃 7月2日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 神沢自治会 地元団体による海岸清掃

海岸清掃 7月2日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 小金自治会 地元団体による海岸清掃

海岸清掃 7月2日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原柵自治会 地元団体による海岸清掃

海岸清掃 7月2日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原新田自治会 地元団体による海岸清掃

海岸清掃 7月2日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 高浜自治会 地元団体による海岸清掃

海岸清掃 7月2日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原地区連合自治会 地元団体による海岸清掃

海岸清掃 7月2日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原天王町自治会 地元団体による海岸清掃

海岸清掃 7月2日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原西町自治会 地元団体による海岸清掃

海岸清掃 7月2日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原八幡町自治会 地元団体による海岸清掃

海岸清掃 7月2日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 新諏訪自治会 地元団体による海岸清掃

海岸清掃 7月2日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原堰沢自治会 地元団体による海岸清掃

海岸清掃 7月2日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 本町自治会 地元団体による海岸清掃

海岸清掃 7月9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9日 静岡県 焼津市 田尻浜海岸 和田第22自治会 清掃

1000人ｸﾘｰﾝ作戦 7月16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

海岸清掃

平成２９年度
 水辺クリーンアップ大作戦

7月23日 愛知県 半田市
衣浦港中央ふ頭西
亀崎海浜緑地

半田市市民憲章実践協議会 クリーンアップ活動

第40回  海の大掃除 7月2日 三重県 鳥羽市
岩崎、中之郷、赤崎、
安楽島

鳥羽清港会 海岸清掃

海岸清掃 7月中 福井県 福井市 浜住海岸 鷹巣観光協会 海岸清掃

河野小中学校合同 海岸清掃 7月上旬 福井県 南越前町 甲楽城海岸 河野小中学校 漂着物撤去等の清掃

南越前町職員組合奉仕作業
 （海岸清掃）

7月9日 福井県 南越前町 甲楽城海岸 南越前町職員組合 漂着物撤去等の清掃

港湾美化啓発活動 7月2日 大阪府 貝塚市 貝塚地区
（主催）貝塚港湾振興会、貝塚市、
（共催）大阪府港湾局

海岸の美化清掃活動

名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要
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開催場所

都道府県名 市町村名 地区海岸名

海岸清掃 7月1日 鳥取県 米子市 米子市　皆生海岸

海岸協力団体「ＮＰＯ法人 皆生
カイケ

ライ

フセービングクラブ」

海岸協力団体「ＮＰＯ法人 皆生
カイケ

ス

ポーツアカデミー」

清掃活動

Let's里再来 7月7日 島根県 益田市 三里ヶ浜海岸 Let's里再来実行委員会 海岸清掃活動

大田市海岸を美しくする活動 7月16日 島根県 大田市 琴ヶ浜海岸
大田市海岸を美しくする活動実行
委員会

広く市民に参加を呼びかけ、メイン会場として琴ヶ浜海岸を清掃。市民あげての
清掃活動とする。

川から海へ大航海 ｉｎ 鹿島2017 7月23日 島根県 松江市 古浦地区海岸 鹿島公民館（実行委員会） 佐陀川から古浦海岸まで筏くだりの実施。古浦海岸清掃活動。砂浜イベント。

リフレッシュ瀬戸内 7月2日 岡山県 備前市 外輪海岸
瀬戸内・海の路ネットワーク推進
協議会

海岸の清掃

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 海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月30日 岡山県 笠岡市
笠岡港海岸夏目地区、
鳥ノ江地区他

笠岡市（瀬戸内・海の路ネットワーク
推進協議会）、笠岡市教育委員会、
日本カブトガニを守る会

海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月9日 岡山県 浅口市 寄島海岸（青佐地区） 青佐地区住民 寄島町青佐地区海岸の清掃

海岸清掃 7月29日 岡山県 浅口市 三郎海岸 みつやまクリーンクラブ 海岸と堤防のゴミ回収・定例活動

渋川海水浴場 7月15日 ～ 31日 岡山県 玉野市 渋川海岸 渋川海水浴場運営協議会 海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月9日 岡山県 玉野市 渋川海岸 渋川海水浴場運営協議会 海岸の清掃

渋川清掃保護活動 7月23日 岡山県 玉野市 渋川海岸 玉野ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ少年団 海岸の清掃

宝伝海水浴場 7月7日 岡山県 岡山市 田坪海岸 岡山市、西大寺観光協会 海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月9日 岡山県 岡山市 田坪海岸
瀬戸内・海の路ネットワーク推進
協議会

海岸の清掃

犬島海水浴場 7月14日 ～ 31日 岡山県 岡山市 犬島東海岸 岡山市、西大寺観光協会 海岸の清掃

牛窓海水浴場 7月1日 ～ 31日 岡山県 瀬戸内市 東町海岸 瀬戸内市 海岸の清掃

西脇海水浴場 7月1日 ～ 31日 岡山県 瀬戸内市 矢宵ヶ浜海岸 瀬戸内市 海岸の清掃

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 海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月23日 広島県 大竹市 小方港周辺 小方遊漁船組合 海岸の清掃

7月中旬 ～ 下旬 広島県 大竹市 阿多田島，猪子島 阿多田島漁協 海岸の清掃

7月2日 広島県 大竹市 飛石港周辺 大竹遊漁船組合 海岸の清掃

7月 第2週頃 広島県 大竹市 小方南港周辺 潜港会 海岸の清掃

7月15日 広島県 廿日市市
地御前海岸、
大野鳴川海岸

廿日市市 海岸の清掃

7月16日 広島県 廿日市市 宮島包ヶ浦海岸 廿日市市 海岸の清掃

7月2日 広島県 広島市 広島みなと公園 広島市 海岸の清掃

7月3日 広島県 江田島市 長瀬海岸 広島県呉特別支援学校江能分級 海岸の清掃

7月31日 広島県 江田島市 長浜海岸
江田島市立江田島中学校、
広島県立大柿高等学校

海岸の清掃

7月9日 広島県 坂町 町内海岸全域 坂町 海岸の清掃

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

リフレッシュ瀬戸内 7月1日 広島県 呉市 大浦崎海浜 呉市 海岸の清掃

7月8日 広島県 東広島市
安芸津町港海岸
 （三津）

安芸津漁協 海岸の清掃

7月 広島県 東広島市
安芸津町港海岸
 （風早）

早田場漁協 海岸の清掃

7月2日 広島県 竹原市
的場海水浴場、
的場西海水浴場

竹原港湾管理事務所 海岸の清掃

7月中旬 広島県 大崎上島町 町内一円 大崎上島町 海岸の清掃

7月2日 広島県 三原市 向田海岸 三原市 海岸の清掃

7月2日 広島県 尾道市 瀬戸田サンセットビーチ 尾道市 海岸の清掃

7月上旬 広島県 福山市 仙酔島 明るいまちづくり鞆学区委員会 海岸の清掃

7月中旬 広島県 福山市 走島町 環境保全団体　瀬戸内宇治島クラブ 海岸の清掃

長門市海岸清掃の日 7月2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 海岸の清掃

河川海岸一斉清掃 7月9日 山口県 萩市 萩地域の各海岸 萩市 河川及び海岸の清掃

I LOVE あぶ町 クリーンアップ大作成 7月9日 山口県 阿武町 阿武町全域 阿武町 阿武町全域で河川・海岸等の清掃活動

リフレッシュ瀬戸内 7月1日 香川県 坂出市 沙弥海岸等 坂出市 清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月2日 香川県 観音寺市 堀切海岸等 豊浜環境衛生組合 清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月上旬 愛媛県 今治市 沖浦海岸ほか 各地区小中高校、PTAほか 海岸清掃(約1,600名が参加予定)

リフレッシュ瀬戸内 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

愛ビーチ活動 7月上旬 愛媛県 西予市 田之浜海岸 平野建設 海岸清掃

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

四国中央市クリーンデー 7月2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（約600人～750人）

リフレッシュ瀬戸内 7月2日 愛媛県 西条市 高須海岸 西条市海事振興会 清掃

クリーン運動 7月2日 愛媛県 伊方町 伊方港海岸他 伊方町 漂流物・ゴミの回収

愛ビーチ活動 7月8日 愛媛県 四国中央市 寒川海岸 （社）愛媛県電設業協会 清掃活動

愛ビーチ活動 7月9日 愛媛県 新居浜市 浮島海岸 浮島自治会 清掃活動

長浜大清掃 7月9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

リフレッシュ瀬戸内 （愛ビーチ活動） 7月9日 愛媛県 宇和島市 石応海岸、白浜地区 石応自治会 清掃活動

愛ビーチ活動 7月11日 愛媛県 四国中央市 余木崎海岸 愛媛県建設業協会宇摩支部 清掃活動

愛ビーチ活動 7月12日 愛媛県 四国中央市 寒川海岸 愛媛県建設業協会宇摩支部 清掃活動

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 海岸清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月15日 愛媛県 上島町 岩城島海岸全域 上島町建設課 岩城島全域の海岸清掃

諏訪崎ビーチクリーン 7月17日 愛媛県 八幡浜市 諏訪崎海岸 諏訪崎を愛する会 諏訪崎ビーチの漂流物及びごみの回収

リフレッシュ瀬戸内
　（愛ビーチ活動）

7月22日 愛媛県 宇和島市
宇和島港坂下津・戎山
地区

大河建設株式会社 清掃活動

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

愛ビーチ活動 7月23日 愛媛県 新居浜市 垣生北部海岸 町連合自治会 はまっこクラブ 清掃

市民一斉清掃 7月23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 清掃活動

愛ビーチ活動 7月28日 愛媛県 四国中央市 寒川海岸 （社）愛媛県電設業協会 清掃活動

リフレッシュ瀬戸内
　（愛ビーチ活動）

7月30日 愛媛県 宇和島市
玉津港畔屋東・先新浜
地区

先新浜自治会 清掃活動

高知海岸一斉清掃 7月2日 高知県
高知市、南国市、

土佐市
清掃活動

高知河川国道事務所、高知県、高知
市、南国市、土佐市

清掃活動

海岸一斉清掃
7月2日

（予備日7/16）
高知県 高知市 高知海岸 国、高知県、高知市

海岸愛護月間行事による地域住民参加の海岸一斉清掃（海岸協力団体「ＮＰ

Ｏ法人　新居
ニイ

を元気にする会」、海岸協力団体「久保建設（株）」参加予定）

海岸一斉清掃
7月2日

（予備日7/16）
高知県 南国市 十市前浜海岸 国、高知県、南国市 海岸愛護月間行事による地域住民参加の海岸一斉清掃

海岸一斉清掃
7月2日

（予備日7/16）
高知県 土佐市 新居海岸 国、高知県、土佐市 海岸愛護月間行事による地域住民参加の海岸一斉清掃

宇佐漁港海岸一斉清掃 7月2日 高知県 土佐市 宇佐漁港海岸 高知県、土佐市 宇佐漁港内での地域住民参加の海岸一斉清掃

黒潮町 浮鞭地区海岸

〃 入野地区海岸

〃 田野浦地区海岸

〃 出口地区海岸

四万十市 双海地区海岸

〃 平野地区海岸

土佐清水市 大岐地区海岸

全国ビーチウオークアンドクリーン
アップ大作戦　（中土佐地区）

7月17日 高知県 中土佐町
久礼地区海岸、
上ノ加江地区海岸

中土佐町 海岸清掃（クリーンアップ）活動

富士ヶ浜清掃活動 7月下旬 高知県 須崎市 富士ヶ浜海岸 すさき祭り実行委員会 富士ヶ浜海岸の清掃（クリーンアップ）活動

海岸清掃 7月9日 福岡県 築上町
八津田地区海岸
　（浜の宮海岸）

NPO法人築上町観光協会 海岸清掃

さがっ子リレー放流 7月5、7日 佐賀県 唐津市 西の浜海水浴場 佐賀県 幼稚園児等による 海岸清掃、種苗の放流

玄海クリーンアップ作戦2017
（海岸一斉清掃）

7月8日 佐賀県 唐津市、玄海町 玄海沿岸 佐賀県、玄海沿岸漁協 玄海沿岸域海浜の清掃

東よか干潟ラムサールクラブ活動 7月下旬 佐賀県 佐賀市 東与賀海岸 佐賀市 海岸清掃活動、干潟体験

海の日海岸清掃 7月18日 佐賀県 藤津郡太良町 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

熊本地震被災地支援・
第7回 スクイまつり

7月22日 長崎県 島原市 長浜海岸 みんなでスクイを造ろう会 海岸清掃、地魚放流・捕獲

海岸清掃 （国見漁業協同組合） 7月上旬 長崎県 雲仙市 国見地区一帯 国見漁業協同組合 組合員による海岸清掃

海岸清掃 （瑞穂漁業協同組合） 7月中旬 長崎県 雲仙市 瑞穂地区一帯 瑞穂漁業協同組合 組合員による海岸清掃

海岸清掃 （ＪＡ） 7月14日 長崎県 雲仙市 千々石海岸 島原雲仙農協千々石支店 職員による海岸の清掃

海岸清掃（雲仙市職員） 7月14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16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

サーファーによる一斉ビーチクリーン
7月16日

（海の日の前日）
高知県 地元サーファー有志

各サーフビーチでの一斉海岸清掃
（ごみ袋は各自治体が負担。収集ごみの撤去は各海岸管理者が実施。）

おおむね各ビーチ５０～１００人のサーファーが参加。
地元サーファーのほか、ビジターサーファー等も参加。

名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要
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石干見（すくい）遊び 7月2日 長崎県 南島原市 布津大崎地区海岸 布津小学校PTA・飯野小学校育友会 布津大崎地区海岸の清掃、「石干見（すくい）」※伝統漁法体験

口加高校海岸清掃 7月5日 長崎県 南島原市
口之津地区海岸、
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・白浜海岸）

くまもと・みんなの川と海づくりデー 7月17日 熊本県 荒尾市 荒尾海岸 荒尾市 清掃活動

海と川のクリーンアップ作戦 7月17日 熊本県 水俣市
湯の児海岸
及び周辺漁港等

水俣市 河川・海岸の清掃活動

鶴見クリーンアップ2017 7月23日 大分県 佐伯市 鶴見海岸全域 鶴見振興局、県漁協鶴見支店 海岸清掃

ウォーターフロントクリーン作戦 7月14日 大分県 大分市 田ノ浦地区海岸 大分海の日協賛会 海岸清掃

おおいたうつくし海岸クリーンアップ作
戦

7月中旬 大分県
国東市、杵築市、
臼杵市、大分市、
佐伯市

小原・塩屋・奈多・
辛幸・大内浦地区海岸

大分県、ソニーセミコンダクタ㈱、
安岐サーフライダース、クリーンアッ
プ大分、JFおおいた臼杵支店、
ＪＦおおいた米水津支店

海岸清掃

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

町内一斉海岸清掃 7月16日 鹿児島県 中種子町 町内の海岸 中種子町、中種子町衛生自治会 中種子町内海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃

海の日清掃 7月16日 鹿児島県 徳之島町 町内一円 徳之島町自治会 各集落自治会による海の日清掃

松ヶ浦地区海岸クリーン作戦 7月下旬 鹿児島県 南九州市 松ヶ浦地区海岸 松ヶ浦地区公民館 松ヶ浦地区海岸（南九州市知覧町）の清掃

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 海岸の清掃

海岸清掃 7月中旬 沖縄県 宮古島市 宮古島管内の海岸 沖縄県 海岸清掃

海岸清掃 7月下旬 沖縄県 石垣市 大浜海岸 沖縄県 海岸の清掃

ビーチクリーンアップ 7月9日 沖縄県 竹富町 西表島鹿の川海岸 八重山環境ネットワーク 海岸の清掃

名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

＊北海道の胆振海岸で清掃活動を行っている海岸協力団体「白老町
シラオイチョウ

環境町民会議」は、今年度は活動地域が災害復旧工事のため立ち入ることができないことから、活動を見合わせています。

   静岡県富士海岸で清掃活動を行っている海岸協力団体「沼津市赤十字奉仕団」は、今年度は６月に清掃活動を実施しました。
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(環境保全・啓発活動）
開催場所

都道府県名 市町村名 地区海岸名

地引網漁業体験学習イベント 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。

阿蘇海環境美化事業 7月9日 京都府 与謝野町 阿蘇海男山区海岸 阿蘇海環境づくり協働会議 藻（アオサ）の回収。

日和佐うみがめまつり 7月15日 徳島県 美波町
日和佐港海岸
　（大浜地区）

日和佐うみがめまつり実行委員会 うみがめの上陸・産卵を祈願するうみがめ感謝祭

三保松原感謝祭2017 7月1日 静岡県 静岡市清水区 清水海岸 静岡市文化財課 松原保全にかかる講演会、地場産品即売会、など

(安全・避難訓練）

開催場所

都道府県名 市町村名 地区海岸名

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

津波対策訓練 7月22日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市 津波避難訓練

合同安全パトロール 7月30日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子マリン連盟 合同安全パトロール

鎌倉市海水浴場等 津波非難訓練 7月上旬 ～ 中旬 神奈川県 鎌倉市 材木座・由比ガ浜・腰越 鎌倉市 津波発生を想定した避難誘導訓練。

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

海水浴場津波対策訓練 7月15日 神奈川県 湯河原町 湯河原海岸 湯河原町 津波避難訓練

海の日フェス2017 in 佐和田ビーチ 7月30日 新潟県 佐渡市
佐和田海岸　窪田・
諏訪町・本町地区海岸

海の日フェス実行委員会 マリンレジャー等体験、マリンレジャー時の注意等の啓発活動

松任海岸

ビーチスポーツの面白さと徳光海岸の魅力を直に感じてもらい、地域の賑わい
を創出させ、活性化につなげる。
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等（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）を開催

徳光海岸 ビーチサッカー、バレーボール大会、ビーチサバイバル、飲食ブースなど

ヨット（ディンギー）試乗会 7月23日 石川県 白山市 松任海岸
海岸協力団体「白山市

ハクサンシ

セーリング協

会」

小型ヨット（ディンギー）、カヌー試乗、水難事故防止の安全体験教室など

避難訓練 7月30日 三重県 志摩市 国府・志島 志摩市、志摩コーストガーディアンズ サーファー、漁業者を含めた津波避難・海難救助訓練

子どもの水辺･海辺安全教室の開催 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

名　　称 実施予定日

名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

C.C.Z.フェスティバル2017 石川県 白山市 C.C.Z.フェスティバル実行委員会7月23日

主　　催 行　事　の　概　要
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(各種イベント等）

開催場所

都道府県名 市町村名 地区海岸名

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1日、2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

北海道ビーチバレー選手権大会兼日
本ＣＵＰ争奪ビーチバレー留萌大会

7月9日 北海道 留萌市 沖見地区海岸 留萌大会実行委員会 ビーチバレーボール大会

さるる海浜まつり 7月30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

海開き安全祈願祭 7月9日 北海道 伊達市 有珠地区 ＮＰＯ法人　だて観光協会 海水浴場開設とともに安全祈願祭

第36回　有珠磯まつり 7月9日 北海道 伊達市 有珠地区 有珠磯まつり実行委員会 海産物販売やビンゴ大会、餅まき

はしかみいちご煮祭り 7月29日、30日 青森県 階上町 小舟渡海岸 階上町商工会 いちご煮販売、各種出店、ステージ

第22回 中泊町ビーチサッカー
 青森県大会 in こどまり

7月15日、16日 青森県 中泊町 小泊地区折腰内海岸

中泊町主管
・中泊町ビーチサッカー青森県大会
  inこどまり実行委員会
・一般社団法人青森県サッカー協会

・ビーチサッカー大会
・自然のビーチを活用し、「スポーツ選手の発掘・育成」と「海と人との共存」を
  テーマに、都市との交流を目指す大会
・一般の部72チーム、中学生の部16チーム、女性の部16チーム、小学生の部
  6チーム

常夜燈朝市 7月9日 青森県 上北郡野辺地町 野辺地漁港海岸 野辺地町、野辺地町漁協 町内関係業者による物品販売

海開き 7月13日 青森県 上北郡野辺地町
野辺地港海岸
 野辺地地区

野辺地町 海開き宣言

のへじ常夜燈火フェスタ 7月30日 青森県 上北郡野辺地町 野辺地漁港海岸 野辺地町 屋台、ステージイベント、その他

花火大会 7月30日 青森県 上北郡野辺地町
野辺地港海岸
 馬門地区

野辺地町商工会 花火大会

第29回 ビーチバレーボール岩手県
大会

7月2日 岩手県 陸前高田市 大野地区海岸
岩手県バレーボール協会、
岩手県ビーチバレーボール連盟

ビーチバレーボール大会

普代浜園地キラウミ海水浴場海開き 7月15日 岩手県 普代村 宇留部地区海岸 普代村 海開き

海水浴場安全祈願祭 7月15日 宮城県 七ヶ浜町
七ヶ浜海岸
 菖蒲田地区海岸

七ヶ浜町観光協会 海水浴場開設

復興花火 7月29日 宮城県 七ヶ浜町
七ヶ浜海岸
 菖蒲田地区海岸

七ヶ浜町観光協会 打上げ花火

下浜海水浴場海開き 7月8日 秋田県 秋田市 下浜海岸 下浜海水浴場組合 海開き

桂浜海水浴場 7月8日 秋田県 秋田市 桂浜 桂浜海水浴場組合 海開き

第30回 秋田トライアスロン
 芭蕉レース象潟大会

7月16日 秋田県 にかほ市 象潟海岸 にかほ市観光協会 トライアスロン大会

宮沢海岸夕陽フェスティバル 7月22日 秋田県 男鹿市 男鹿海岸
宮沢海岸夕陽フェスティバル実行
委員会

宮沢海水浴場にて各種イベントを開催
日本海に沈む夕日を鑑賞、若美メロンの試食会、親子アサリ拾い、ヤートセ踊
り等

道川海水浴場海開き 7月22日 秋田県 由利本荘市 岩城海岸 由利本荘市 海開き

西目海水浴場海開き 7月22日 秋田県 由利本荘市 西目海岸 由利本荘市 海開き

本荘マリーナ海水浴場海開き 7月22日 秋田県 由利本荘市 本荘海岸 由利本荘市 海開き

第33回　日本海洋上花火大会 7月22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

第3回　にかほ海の幸まつり 7月22日 秋田県 にかほ市 象潟海岸 にかほ海の幸まつり実行委員会
「天然岩がき」などの海の幸販売
･道ﾉ駅象潟「ねむの丘」特設会場にて開催

サンドクラフト2017 in みたね 7月29日、30日 秋田県 三種町 八竜海岸 三種町サンドクラフト実行委員会 砂像イベント、コンサート、特産品イベント等

名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要
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開催場所

都道府県名 市町村名 地区海岸名

秋田港海の祭典
　「マリンフェスティバル」

7月29日、30日 秋田県 秋田市 秋田港海岸 秋田港海の祭典実行委員会

ステージイベント、屋台の出店、国交省業務艇体験乗船、みなと花火大会
○平成28年度実績
　【花火打ち上げ場所】
 　 ・向浜２埠頭・秋田港内旧雄物川水上・秋田フェリーターミナル横セリオン側
  　 ※29年度については、県の工事の関係で変更になる可能性有り。
　【花火打ち上げ玉数】
 　 ・合計　約2,000発

出戸浜海水浴場海開き 7月上旬 秋田県 潟上市 天王海岸 出戸浜海水浴場組合 海開き

きさかた港まつり 7月下旬 秋田県 にかほ市 象潟海岸 象潟漁民一同

いわき市海開き式 7月15日 福島県 いわき市 薄磯地区海岸
一般社団法人
　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

磯原二ツ島海水浴場 7月22日 茨城県 北茨城市 磯原地区海岸 北茨城市 海水浴場開設に伴う安全祈願式典

高萩海水浴場安全祈願祭 7月15日 茨城県 高萩市 有明海岸 一般社団法人　高萩市観光協会 海水浴場開設に伴う安全祈願祭式典

ＪＢＶビーチバレーボール 高萩大会 7月16日、17日 茨城県 高萩市 高戸前浜海岸 日本ビーチバレーボール連盟 ビーチバレーボール大会

ひたちサンドアートフェスティバル
2017

7月15日 茨城県 日立市 河原子海岸 ひたちサンドアート実行委員会
「海」と「砂」の共演、プロ彫刻家製作の砂像展示、水鉄砲大会等のアトラクショ
ン、ひたち屋台村（飲食出店）、劇場型花火の打ち上げ

日立港まつり 7月30日 茨城県 日立市 日立港 日立港まつり実行委員会 露店出店、山車・神輿出演、花火打上

海水浴場開設 7月15日 茨城県 日立市 市内6海水浴場 日立市 伊師浜、川尻、会瀬、河原子、水木、久慈浜海水浴場開設（8月20日まで）

海のチャレンジフェスティバル
 in 河原子

7月15日 茨城県 日立市 河原子海岸 河原子観光協会 海を活用したビーチスポーツ（サッカー・バレー）や宝探しなど

安全祈願祭 7月14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

7月15日

7月22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，ビーチフラ，ビーチヨガ等

7月29日

7月15日 茨城県 ひたちなか市 阿字ヶ浦海岸 ひたちなか市 未定（昨年：宝探し，網引き大会，ビーサンとばし等）

7月16日 茨城県 ひたちなか市 平磯海岸 ひたちなか市 未定（昨年：宝探し，網引き大会，ビーサンとばし等）

第22回　阿字ヶ浦海岸花火大会 7月30日 茨城県 ひたちなか市 阿字ヶ浦海岸 ひたちなか市 花火打上げ（約2,500発）

大洗「海の月間」イベント
　艦艇公開 in 大洗

7月8日、9日 茨城県 大洗町 大洗港第4埠頭 大洗港海の月間実行委員会 艦艇の一般公開等の海に親しむためのイベント

海水浴場安全祈願祭 7月14日 茨城県 大洗町 大洗海岸 大洗町 海水浴場解説に伴う安全祈願祭

ユニスポWAVE 7月16日 茨城県 大洗町 大洗サンビーチ NPO法人　大洗海の大学
障害のあるなしに関わらず、誰もが安全に安心して一緒に楽しめる海を目指し
て、ユニバーサルスポーツを体験するイベント

大洗観光協会長杯　ヨットレース 7月17日 茨城県 大洗町
大洗マリーナ
　（大洗沖）

大洗マリーナ利用者協議会 海の日を記念して、マリンスポーツ、マリンレジャーの振興を目的に開催

第28回　ビーチバレー in 大洗 7月29日、30日 茨城県 大洗町
大洗サンビーチ
　（バレーコート）

茨城県バレーボール協会
　（17ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰin大洗実行委員会)

・今年で28回目を迎える国内有数のビーチバレーボール大会
・日本トップ選手によるビーチバレーの熱戦が観戦できる。

大洗会場花火大会 7月29日 茨城県 大洗町 大洗サンビーチ 大洗のまつり実行委員会
ビックスターマイン・ワイドスターマイン・二尺玉のほか，大好評のミュージックス
ターマインを打ち上げるなど華やかな花火大会を開催

大竹海岸　鉾田海水浴場海開き式 7月20日 茨城県 鉾田市 大竹地区海岸 鉾田市観光協会 海開き、安全祈願

海水浴場
7月15日 ～

8月20日
茨城県 鹿嶋市 下津・平井地区海岸

鹿嶋市観光協会、
鹿嶋市

海水浴場

ライフセービング夏の体験教室 7月23日 茨城県 鹿嶋市 平井地区海岸 NPO法人　鹿嶋ライフガードチーム ライフセービング競技体験

名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

阿字ヶ浦ランタンナイト

ひたちなか市海開きイベント(仮称)
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開催場所

都道府県名 市町村名 地区海岸名

海開き式 7月1日 千葉県 大網白里市 白里海岸 大網白里市観光協会 修祓式、宝さがしイベント

北条海岸　BEACHマーケット 7月2日 千葉県 館山市 北条海岸
館山市海岸活性化プロジェクト推進
協議会

アウトドア＆フィットネスを体験、安房野菜の販売

シーバードデイ２０１７
海と日本プロジェクト in 館山

7月9日 千葉県 館山市 北条海岸 シーバード館山
親と子供で海を楽しむ体験プログラム
救急救助実演、海の生き物探し、海からの贈り物ストラップ作り

まるごみ１７ 7月15日 千葉県 南房総市 島崎地区 NPO法人　まるごみJAPAN 海女まつり前にビーチクリーン

ウォーターランイベント 7月16日 千葉県 旭市 横根海岸 旭青年会議所 全長750ｍの砂浜で各種の競争を実施する

館山オープンウォータースイム
フェスティバル

7月16日、17日 千葉県 館山市 北条海岸 一般社団法人　千葉県水泳連盟 水泳大会

南千倉地区ビーチクリーンキャンペー
ン

7月17日 千葉県 南房総市 南千倉海水浴場 南房総市朝夷商工会青年部 ビーチクリーン、参加者にスイカ・かき氷・麦茶無料配付予定

海の日イベント 7月17日 千葉県 大網白里市 白里海岸 大網白里市観光協会 親子あじのつかみ取り、抽選会

地引網大会 7月27日 千葉県 九十九里町 片貝海岸 観光協会 地引網

第１９回 浜まつり 7月29日 千葉県 大網白里市 白里海岸 大網白里市なつまつり実行委員会 ビーチフラッグ、各種踊り、打ち上げ花火、砂山遊び

鴨川市納涼花火鴨川大会 7月29日 千葉県 鴨川市 前原海岸 鴨川市 花火大会

旭市いいおかYOU・遊フェスティバル
2017

7月29日、30日 千葉県 旭市 横根海岸
旭市いいおかYOU・遊フェスティバル
実行委員会

バザー、夜店、ステージショー、神輿渡御、海浜花火大会・ビーチバレーボール
大会、宝さがし

第23回
 新島オープンウォータースイミング

7月8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

江の島天王祭 7月9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9日、23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

海の日街頭美化キャンペーン 7月17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前広場において、環境美化啓発物品を配布し、ごみの
持ち帰りを呼びかける。

MURASAKI SHONAN OPEN 2017 7月10日 ～ 17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

東浜ステージショー 7月22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

子どもに人気のある「TVキャラクターショー」

第２３回 ビーチバレー海の日記念
大会

7月22日、23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

ほのぼのビーチフェスタ 7月30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

海開き 7月15日 神奈川県 平塚市
平塚海岸 湘南ベルマー
レひらつかビーチパーク

平塚市 海開き

街頭美化キャンペーン 7月17日 神奈川県 平塚市 平塚海岸 湘南海岸をきれいにする会
湘南ひらつかビーチパーク"by shonanzoen"において啓発用品を配布し、ごみ
の持ち帰りを呼びかける。

湯河原海水浴場海開き 7月15日 神奈川県 湯河原町 湯河原海岸
湯河原やっさまつり海水浴行事実行
委員会、湯河原町

海開き、式典

第28回　少年少女砂の芸術大会 7月15日 神奈川県 湯河原町 湯河原海岸
湯河原町子ども会育成団体連絡協
議会、湯河原町教育委員会

砂の芸術活動を通した青少年の健全育成

湯河原温泉海上花火大会 7月17日 神奈川県 湯河原町 湯河原海岸
湯河原やっさまつり海水浴行事実行
委員会、湯河原町

花火大会

聖籠海岸海水浴場 海開き 7月13日 新潟県 聖籠町 聖籠海岸 聖籠町 海開き

名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要
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開催場所

都道府県名 市町村名 地区海岸名

聖籠マリンフェスタ
　～聖籠海まつり～ 2017

7月16日 新潟県 聖籠町 聖籠海岸 聖籠マリンフェスタ　　実行委員会
釣船によるクルージング、地引網体験、セーリング体験など、「海とのふれあ
い、親しみ向上」をコンセプトとした各種イベントを開催。

村松浜海水浴場 海開き 7月14日 新潟県 胎内市 村松浜地区海岸 胎内市 村松浜地区海岸（胎内市）の海開き

第16回　関屋浜海の花火大会 7月15日 新潟県 新潟市中央区 関屋浜海水浴場 関屋浜 海の花火大会実行委員会 花火大会

井鼻海水浴場 海開き 7月2日 新潟県 出雲崎町 井鼻海水浴場 出雲崎町観光協会 海水浴の安全祈願、海開きイベント

柏崎合同海開き・安全祈願祭 7月2日 新潟県 柏崎市 柏崎海岸 柏崎観光協会 海の安全祈願

くじらなみ夏まつり 7月17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

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

直江津海水浴場　海開き 7月1日 新潟県 上越市
上越海岸
  五智国分地区

直江津浜茶屋組合 海開き

谷浜海水浴場　海開き 7月1日 新潟県 上越市
直江津海岸
  有間川・長浜地区

谷浜観光協会 海開き

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

柿崎海水浴場　海開き 7月1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

サザエファーム事業
  （サザエ取り体験）

7月1日 ～
8月31日

新潟県 糸魚川市 百川地区海岸 道の駅　マリンドリーム能生
サザエ取り体験を実施する
　協賛：上越漁業協同組合、後援：糸魚川地域振興局(予定)、糸魚川市

佐渡 SEA TO SUMMIT 2017 7月8日、9日 新潟県 佐渡市
佐和田海岸　窪田・
諏訪町・本町地区海岸

佐渡市、佐渡市スポーツ協会 環境シンポジウム、アクティビティ

海開き 7月15日 石川県 白山市 徳光海水浴場 白山市

海開き 7月15日 石川県 白山市 小舞子海水浴場 白山市

増穂浦海開き 7月15日 石川県 志賀町
富来海岸
 (増穂ケ浦海岸)

志賀町シルバー人材センター 海開き　10:00～　　於：能登ﾘｿﾞｰﾄｴﾘｱ増穂浦

第28回 西能登やっちゃ祭り 7月30日 石川県 志賀町 千鳥ヶ浜海岸 志賀町祭実行委員会 11:30～　ｽﾃｰｼﾞ、綱引き大会、花火等

機具岩ライトアップ
7月15日 ～

9月30
石川県 志賀町 富来七海 志賀町 ライトアップ：日没～22時まで

福浦灯台ライトアップ
7月15日 ～

9月30
石川県 志賀町 福浦港 志賀町 ライトアップ：19～22時まで

千鳥ヶ浜海岸清掃
 （クリーンビーチいしかわ）

7月16日 石川県 志賀町 千鳥ヶ浜海岸
志賀町、志賀町教育委員会、高浜・
中甘田公民館・区長会

6：00～　参加人数約7００人

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

静波ビーチサッカー大会2017 7月2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

浜当目海水浴場海開き 7月14日 静岡県 焼津市 浜当目海岸 焼津市 海開き

第22回 田子浦みなと祭り 7月15～17日 静岡県 富士市 富士市内の海岸 田子浦地区まちづくり協議会 各種団体の模擬店、舞台、花火等

第21回 ビーチフェスタ in かんばら 7月16日 静岡県 静岡市 蒲原海岸
第21回  ビーチフェスタ
  in かんばら実行委員会

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

K-mix SEASIDE STATION IN
SIZUNAMI

7月17日 静岡県 牧之原市 静波海岸 K-MIX ラジオ公開生ライブ

SHIZUNAMI BEACH SOCCER 7月17日 静岡県 牧之原市 静波海岸 牧之原市観光協会 ビーチサッカー大会

SEASIDE　STATION 7月18日 静岡県 牧之原市 静波海岸 K-MIX ラジオ公開生放送

シーサイドプール 7月28日 静岡県 牧之原市 地頭方海岸 牧之原市 プール

実施予定日 主　　催名　　称 行　事　の　概　要
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開催場所

都道府県名 市町村名 地区海岸名

静波海水まつり花火大会 7月28日 静岡県 牧之原市 静波海岸 牧之原市観光協会 花火大会

焼津市中学校ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ大会 7月29日 静岡県 焼津市 小川新港 焼津市 焼津市内の中学校対抗のﾎﾞｰﾄﾚｰｽ大会

アームレスリング静波カップ 7月30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

第２回 豊橋市長杯 サーフィン大会 7月2日 愛知県 豊橋市 小松原海岸～小島海岸 豊橋市長杯実行委員会 サーフィン大会

デンソーECOレンジャー21 7月8日 愛知県 豊橋市 小島海岸 民間企業 堆砂垣の設置、アカウミガメについての学習会

田原おいでんガールズカップ 7月9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 サーフィン大会

たはらサンドアートフェスティバル 7月16日 愛知県 田原市 赤羽根地区海岸 たはらサンドアート実行委員会 サンドアート、サーフスクール

豊橋みなとフェスティバル 7月17日 愛知県 豊橋市 神野ふ頭３号岸壁 豊橋商工会議所 マリンステージ、放水訓練と船舶航海、ボートバスツアー、三河港クルーズ等

衣浦みなとまつり花火大会 7月22日 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実行
委員会

花火大会

吉良花火大会 7月22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 打上げ花火約1700発

キリンビールデー 7月23日 愛知県 西尾市 宮崎海岸 西尾市 フリスビーゲーム

東海ラジオデー 7月29日 愛知県 西尾市 宮崎海岸 西尾市 パン食い大会

第35回  蒲郡まつり納涼花火大会 7月29日、30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

海開きフェスタ 7月2日 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9日 三重県 紀北町 海野 紀北町 神事、スイカ割り、宝探し等

二見大祭しめなわ曳 7月14日 三重県 伊勢市 二見地区海岸 二見輿玉神社 神事、花火

城ノ浜ビーチフェスタ 7月15日 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、網引き大会等

きほく燈籠祭 7月22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

第66回  津花火大会2017 7月29日 三重県 津市
阿漕、藤枝、米津地区
海岸

津花火大会実行委員会 花火大会

鳥羽みなとまつり 7月28日 三重県 鳥羽市 岩崎地区海岸 鳥羽市、商工会議所 他太鼓、コンサート、花火大会等

海遊祭 7月29日 三重県 尾鷲市 三木里 三木里地区観光協会 ビーチフラッグ大会等

オープンウォータースイミング 7月30日 三重県 尾鷲市 三木里 三重県水泳連盟 遠泳大会（国体予選）

地引網 7月中 福井県 福井市 浜住海岸 鷹巣観光協会 地引網

ハマグリ採り 7月16日 ～ 福井県 福井市 浜住海岸 鷹巣観光協会 ハマグリ採り

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

海開き 7月上旬 福井県 南越前町 甲楽城海岸 河野観光協会 海開き神事

河野夏まつり 7月29日 福井県 南越前町 甲楽城海岸 南越前町 花火大会など

海水浴場安全祈願式 7月1日 京都府 京丹後市 市内の海岸
一般社団法人
京都府北部地域連携都市圏振興社
京丹後地域本部

海水浴場安全祈願式

間人みなと祭 7月25日 京都府 京丹後市 間人港周辺 間人みなと祭実行委員会 大漁安全祈願、花火

中浜みなと祭り 7月26日 京都府 京丹後市 丹後町中浜
一般社団法人
京都府北部地域連携都市圏振興社
京丹後地域本部丹後町支部

花火

浅茂川水無月祭・納涼祭 7月30日 京都府 京丹後市
網野町浅茂川
八丁浜海水浴場周辺

水無月祭典委員会 花火

名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要
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開催場所

都道府県名 市町村名 地区海岸名

天橋立砂浜ライトアップ
7月15日 ～

8月31日
京都府 宮津市 天橋立海岸 天橋立地区協議会 日本三景天橋立の砂浜ライトアップ

第7回 竹野浜オープンウォーター
スイミング大会

7月2日 兵庫県 豊岡市 竹野海岸 たけの観光協会 1.0kmと2.5kmの部門でタイムを競う競泳大会

フリスビー大会 7月8日 和歌山県 和歌山市
和歌山下津港海岸片男
波地区

和歌山県フライングディスク協会 フリスビー大会

海開き式 7月2日 和歌山県 広川町
唐尾漁港海岸
 西広・唐尾地区

広川町観光協会 海水浴シーズン安全祈願の式典、宝さがしイベント

田辺扇ケ浜海水浴場　海開き 7月1日 和歌山県 田辺市
田辺漁港海岸
 扇ケ浜地区

田辺観光協会 神事、初泳ぎ

白良浜海水浴場　海開き 7月15日 和歌山県 白浜町 白浜海岸白浜地区 白浜観光協会 神事、初泳ぎ

海開き 7月5日 和歌山県 串本町
串本海岸
 串本鬮野川地区

串本町観光協会 海開き行事（橋杭海水浴場）

海開き 7月5日 和歌山県 串本町
下田原漁港海岸
 下田原地区

串本町観光協会 海開き行事（田原海水浴場）

海水浴祭り 7月29日 和歌山県 串本町
串本海岸
 串本鬮野川地区

串本町観光協会 海水浴場で宝探しなどを実施（橋杭海水浴場）

ビーチバレー大会 7月30日 和歌山県 那智勝浦町
那智勝浦海岸
 天満浜の宮地区

那智勝浦町観光協会 ビーチバレーボール大会

熊野那智大社御創建1700年・那智山
青岸渡寺西国三十三所草創1300年
記念メッセージ花火

7月14日、15日 和歌山県 那智勝浦町
勝浦漁港海岸
 勝浦地区

那智山奉祝記念事業実行委員会
(那智勝浦町観光協会内)

花火大会

第37回
 全日本トライアスロン 皆生大会

7月16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37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、大会ボランティア
として約4000人が参加している。この競技のうち、水泳（3km）が皆生海岸で実
施される。

皆生温泉海水浴場　海開き 7月8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

古浦海水浴場安全祈願祭 7月1日 島根県 松江市 古浦地区海岸
一般社団法人
　松江観光協会鹿島町支部・自治会

安全祈願祭

第９回だれでも海で遊ばかい 7月16日 島根県 松江市 片句地区海岸 自治会（片句） 交流会の開催

鹿島ビーチフェスタ 7月16日 島根県 松江市 古浦地区海岸 鹿島ビーチフェスタ実行委員会 古浦海水浴場でのビーチバレーボール大会の実施

鹿島町納涼花火大会 7月29日 島根県 松江市 古浦地区海岸 鹿島で花火を上げる会 納涼花火大会の実施

北の脇海水浴場 7月1日 徳島県 阿南市 見能林地区海岸 阿南市 海水浴場開設に伴う式典

あなんマリンフェスティバル 7月15日 徳島県 阿南市 見能林地区海岸 阿南市、北の脇砂まつり実行委員会 花火大会

小松海岸海水浴場 7月15日 徳島県 徳島市
今切港海岸
　（川内地区）

徳島市 海水浴場開設に伴う式典

大砂海水浴場 7月15日 徳島県 海陽町
浅川港海岸
　（大砂地区）

海陽町 海水浴場開設に伴う式典

ひわさうみがめトライアスロン 7月16日 徳島県 美波町
日和佐港海岸
　（大浜地区）

美波町、
公益社団法人日本ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合

【1.5Kmのｽｲﾑ】+ﾊﾞｲｸ（40Km）+ﾗﾝ（10Km）

須ノ川公園まつり 7月31日 愛媛県 愛南町 須ノ川海岸
うちうみまちづくり連合
　Yomoshi連内海

花火大会　ランタンまつり

地引き網 de 海人体験 7月31日 愛媛県 愛南町 元越海岸
うちうみまちづくり連合
　Yomoshi連内海

地引き網体験

実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要名　　称
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開催場所

都道府県名 市町村名 地区海岸名

マリンフェスタ興津 7月2日 高知県 四万十町 興津地区小室海岸
四万十町観光協会、
ＮＰＯ法人 くぼかわスポーツクラブ

ビーチバレーボール大会、ビーチフラッグ、音楽フェス、マリンスポーツ体験、四
万十町のうまいもの屋台村※７月１日に安全祈願祭

福岡トライアスロン２０１７ 7月2日 福岡県 福岡市 海の中道地区海岸 福岡トライアスロン大会実行委員会 トライアスロン大会

ゆくはしビーチバレーボールフェスタ
2017

7月17日 福岡県 行橋市
長井地区海岸
　（長井浜海水浴場）

行橋市、行橋市教育委員会、
(一財)福岡県バレー協会

ビーチバレーボール大会

芦屋ビーチフェスティバル２０１７ 7月2日 福岡県 芦屋町
浜崎地区海岸
　（芦屋海水浴場）

芦屋ビーチフェスティバル２０１７
実行委員会

ビーチサッカー大会、ビーチバレーボール大会

伊万里市

福田区

第14回　佐賀ビーチサッカーフェス
ティバル 2017 in 唐津

7月9日 佐賀県 唐津市 西の浜海水浴場
佐賀ビーチサッカー実行委員会、
佐賀県サッカー協会ほか

ビーチサッカー大会

第65回  九州花火大会 7月16日 佐賀県 唐津市 唐津地区海岸 佐賀新聞社、唐津市、唐津観光協会
打ち上げ花火（2尺玉あり）、水中花火、仕掛け花火など、約6000発（県内最大
規模）

第35回  唐津湾イカダ大会 7月30日 佐賀県 唐津市 唐津地区海岸 唐津湾イカダと市民の会
イカダ全艇一斉スタート（チーム編成４名以上）、タイム表彰、特別表彰、タイム
当てクイズ表彰

海開き式 7月15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

さざ波フェスタ 7月16日 熊本県 天草市 下津江海岸
さざ波フェスタ実行委員会
　（天草市有明支所）

各種イベント、花火等

第14回　荒尾マジャク釣り大会
7月22日

（予備日7月23日）
熊本県 荒尾市 荒尾海岸 荒尾マジャク釣り実行委員会 参加者体験型マジャク釣り

マリーンスクール 7月23日 大分県 大分市 田ノ浦地区海岸 大分県、NPO法人 ビーチクリーン、学習会、シュノーケリング、磯観察

河川・海岸愛護月間企画展
7月4日　～
7月17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

第25回 奄美シーカヤックマラソン
大会 in 加計呂麻大会

7月2日 鹿児島県 瀬戸内町 大島海峡 瀬戸内町 シーカヤックマラソン大会

マリンフェスタ in 加計呂麻 7月23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

名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

イマリンビーチ海開き 7月2日 佐賀県 伊万里市

羽根海岸一斉清掃 7月7日

福田地区海岸 神事（安全祈願）、関係機関による救助l訓練の披露、稚魚の放流　等

羽根海岸有効利用委員会 羽根海岸一斉清掃、花壇植栽高知県 室戸市 羽根海岸
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