
　海岸愛護月間期間中の主な行事の実施予定

都道府県名 市町村名 地区海岸名

白老海岸清掃 未定 北海道 白老町 胆振海岸 萩野北吉原海岸保全の会 海岸清掃 1

苫小牧海岸清掃 未定 北海道 苫小牧市 胆振海岸 北海道開発局、北海道、苫小牧市 海岸清掃 2

ヨコスト海岸クリーンアップ 8月29日 北海道 白老町 胆振海岸
海岸協力団体

「白老町環境町民会議」
海岸清掃 3

海岸清掃 6月中 青森県 蓬田村 蓬田地区海岸 蓬田村 海岸清掃 4

海岸清掃 7月5日 青森県 青森市 奥内地区海岸　他 奥内地区社会福祉協議会 海岸清掃 5

海岸・海浜漂着ごみ調査 7/16 青森県 鰺ヶ沢町 七里長浜漁港海岸
青森海上保安部

舞戸小学校
西海小学校

海岸漂着ゴミの調査 6

海岸漂着物等地域対策推進事業 4/30～7/31 青森県 つがる市
出来島地区海岸
車力漁港海岸

つがる市 海岸清掃 7

海岸清掃 7月7日 岩手県 陸前高田市 大野地区海岸 陸前高田市 清掃活動 8

八森地区海岸クリーンアップ 7月18日 秋田県 八峰町 八森地区海岸 八峰町 海岸ゴミ拾い 9

きれいな川で住みよいふるさと運
動

4月1日～
10月31日

山形県 鶴岡市
湯野浜海岸
加茂地区
金沢地区

鶴岡市 海岸ゴミ拾い 10

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
比子海岸
吹浦海岸
菅里海岸

遊佐町 海岸ゴミ拾い 11

クリーンアップ作戦 7月12日 福島県 相馬市 原釜尾浜海水浴場 相馬市 砂浜清掃 12

北泉海岸ビーチクリーン 7月10日 福島県 南相馬市 北泉海岸 南相馬観光協会 海岸ゴミ拾い 13

ボランティア清掃 7月2日 千葉県 館山市 北条・八幡海岸 千葉県建設業協会館山支部 海岸清掃 14

本須賀海岸ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝ 7月5日 千葉県 山武市 本須賀海岸 本須賀波乗り倶楽部 海岸清掃 15

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） 海岸清掃 16

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 海岸清掃 17

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 海岸清掃 18

（１）海岸清掃活動　　　（表中の赤字下線は、海岸管理のパートナーである「海岸協力団体」が主催・参加する行事）

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号



都道府県名 市町村名 地区海岸名

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 海岸清掃 19

海岸清掃
７月23日
(予定）

新潟県 新潟市
新潟海岸

五十嵐浜･有明浜
地区海岸

(主催）新潟市
五十嵐中学校区青少年

育成協議会
海岸清掃 20

荒俣海岸清掃 7月5日 富山県 黒部市 荒俣海岸 黒部市 海岸清掃 21

クリーン入善7125大作戦 7月中 富山県 入善町 町内の海岸等 入善町 海岸清掃 22

生地浜海岸清掃 7月12日 富山県 黒部市 生地浜海岸 黒部市 海岸清掃 23

みんなできれいにせんまいけ大作
戦

７月～12月 富山県 富山県 海岸清掃 24

海浜クリーン作戦委託 ７月中 新潟県 出雲崎町 井鼻海岸他 出雲崎町 海岸清掃 25

環境美化活動 7月5日 新潟県 上越市 上越海岸
上越市海岸線環境美化

促進協議会
海岸清掃 26

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 海岸清掃 27

みんなできれいにせんまいけ大作
戦

７月中（日未定） 富山県 射水市
六渡寺海岸、海老
江海岸、本江海岸

各地域振興会 海岸清掃 28

海岸清掃活動 ７月後半 富山県 魚津市 魚津・経田海岸 魚津漁業協同組合 海岸清掃 29

なぎさクリーン運動 7月12日 石川県 羽咋市
押水羽咋海岸

羽咋一ノ宮海岸
羽咋ライオンズクラブ ラジオ体操、海岸清掃 30

クリーンビーチななお 未定 石川県 七尾市
能登島地区B海岸

（久美地区）
七尾マリンシティ推進協議会、

七尾商工会議所
海岸清掃 31

千本浜公園及び
千本浜海岸清掃

未定 静岡県 沼津市 富士海岸
海岸協力団体

沼津市赤十字奉仕団
海岸ゴミ拾い（規模を縮小して開催予定） 32

海岸愛護活動 7月5日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 NPO法人中区inかんばら 清掃活動 33

海岸愛護活動 7月5日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 神沢自治会 清掃活動 34

海岸愛護活動 7月5日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原小金自治会 清掃活動 35

海岸愛護活動 7月5日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原柵自治会 清掃活動 36

海岸愛護活動 7月5日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原新田自治会 清掃活動 37

海岸愛護活動 7月5日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原天王町自治会 清掃活動 38

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号



都道府県名 市町村名 地区海岸名

海岸愛護活動 7月5日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原西町自治会 清掃活動 39

海岸愛護活動 7月5日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原八幡町自治会 清掃活動 40

海岸愛護活動 7月5日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 堀川自治会 清掃活動 41

海岸愛護活動 7月5日 静岡県 静岡市 蒲原海岸 本町自治会 清掃活動 42

夏季海岸清掃業務委託 7月17日～随時 静岡県 牧之原市 静波海岸 静波区 清掃活動 43

ビーチクリーン 7月5日 静岡県 牧之原市 静波海岸 地元サーファー 海岸のゴミの回収 44

水辺クリーンアップ大作戦 7月下旬 愛知県 半田市
衣浦港中央ふ頭西

亀崎海浜緑地
半田市 クリーンアップ活動 45

海岸美化ボランティア 7月5日 三重県 志摩市 坂手北地先海岸 坂手自治会 海岸清掃 46

七里御浜クリーン作戦 7月5日 三重県 御浜町
市木地区海岸・阿

田和地区海岸
七里御浜清掃グループ 海岸清掃 47

海岸美化ボランティア活動 7月11日 三重県 鈴鹿市 千代崎港（海岸） 若松地域づくり協議会 海岸ゴミ拾い 48

海岸美化ボランティア活動 7月中 三重県 鈴鹿市 磯山地区海岸 ウミガメネットワーク 海岸ゴミ拾い 49

海水浴場清掃・整備
７月上旬～

中旬
福井県 越前町 越前海岸 越前町 海水浴場清掃・砂浜整地 50

環境美化区域事業 7月19日 京都府 舞鶴市 瀬崎地区海岸 瀬崎区 海岸清掃 51

環境美化区域事業 7月12日 京都府 舞鶴市 大丹生地区海岸 大丹生区 海岸清掃 52

海岸清掃 7月3日 和歌山県 広川町

西広海岸、宮代海
岸、白木海岸、あえ
の浜、樫永海岸、小
浦海岸、柄杓井海岸

広川町 海岸ゴミ拾い 53

賀露海岸清掃(仮) 未定 鳥取県 鳥取市 賀露海岸 県港湾事務所 海岸清掃 54

白兎海岸清掃(仮) 未定 鳥取県 鳥取市 白兎海岸 白兎観光協会 海岸清掃活動 55

小沢見海岸清掃(仮) 未定 鳥取県 鳥取市 小沢見海岸 小沢見観光協会・ほか 海岸清掃活動 56

海岸清掃 7月22日 鳥取県 米子市 皆生海岸 皆生温泉旅館組合 海岸ゴミ拾い 57

宇谷クリーンアップ 7月5日 鳥取県 湯梨浜町 宇谷地区海岸 宇谷区 海岸ゴミ拾い 58

海岸漂着物処理委託団体清掃 7月23日 鳥取県 琴浦町 東伯海岸保全区域 逢束自治公民館 海岸清掃 59

海岸漂着物処理委託団体清掃 7月12日 鳥取県 琴浦町 東伯海岸保全区域 丸尾自治会 海岸清掃 60

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号



都道府県名 市町村名 地区海岸名

海岸漂着物処理委託団体清掃 7月12日 鳥取県 琴浦町 東伯海岸保全区域 八橋1区自治会 海岸清掃 61

海岸漂着物処理委託団体清掃 7月8日 鳥取県 琴浦町
赤碕地区海岸保全

区域
琴浦町社会福祉協議会
琴浦ふれあい事業所

海岸清掃 62

海岸漂着物処理委託団体清掃 7月中旬 鳥取県 琴浦町
赤碕地区海岸保全

区域
ふるさと海岸整備協議会 海岸清掃 63

海岸漂着物処理委託団体清掃 7月5日 鳥取県 琴浦町
八幡地区海岸保全

区域
下市自治会 海岸清掃 64

海岸漂着物処理委託団体清掃 7月12日 鳥取県 琴浦町 赤碕港 八橋4区自治会 海岸清掃 65

海岸漂着物処理委託団体清掃 7月12日 鳥取県 琴浦町 赤碕港 八橋5区自治会 海岸清掃 66

海岸漂着物処理委託団体清掃 7月26日 鳥取県 琴浦町 東伯海岸保全区域 逢束漁業組合 海岸清掃 67

大山地区海の日海岸清掃 7月23日 鳥取県 大山町 平田海岸 大山町、地域自主組織 海岸ゴミ拾い 68

古浦海水浴場浜清掃 7月5日 島根県 松江市鹿島町 古浦海岸
松江市観光協会

鹿島支部
海岸清掃 69

大田市海岸を美しくする活動 7月5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
海岸清掃 70

漁場クリーンアップ作戦 ７月中旬 岡山県 笠岡市
内地４カ所
離島３カ所

岡山県漁業協同連合組合 海岸清掃 71

海岸清掃 ７月２７日 岡山県 浅口市 寄島海岸 みつやまクリーンクラブ 海岸清掃等 72

I LOVEあぶ町クリーンアップ大作
戦

7月12日
（状況により中止とする

可能性あり）
山口県 阿武町 阿武町全域 阿武町 海岸清掃 73

クリーン運動 7月1日 愛媛県 大洲市 長浜港海岸 長浜中学校 清掃奉仕活動 74

愛ビーチ活動 7月5日 愛媛県 宇和島市 堂崎及び石応海岸 石応自治会 海岸ゴミ拾い 75

愛ビーチ活動 7月6日 愛媛県 四国中央市 寒川海岸 （社）愛媛県電設業協会 海岸の除草・ゴミ拾い 76

愛ビーチ活動 7月12日 愛媛県 四国中央市 蕪崎海岸
ボランティア団体シークレットサー

ビス
海岸のゴミ拾い 77

愛ビーチ活動 7月12日 愛媛県 新居浜市 垣生海岸 浮島自治会 海岸漂流物、流木拾い、砂浜の清掃 78

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号



都道府県名 市町村名 地区海岸名

愛ビーチ活動 7月13日 愛媛県 四国中央市 二名海岸 愛媛県建設業協会四国中央支部 海岸のゴミ拾い 79

愛ビーチ活動 7月15日 愛媛県 四国中央市 寒川海岸 愛媛県建設業協会四国中央支部 海岸のゴミ拾い 80

クリーン運動 7月16日 愛媛県 大洲市 長浜港海岸 長浜高校 清掃奉仕活動 81

愛ビーチ活動 7月17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 海岸ゴミ拾い 82

愛ビーチ活動 7月22日 愛媛県 愛南町 須ノ川海岸 愛媛県建設業協会南宇和支部 清掃活動 83

愛ビーチ活動 7月25日 愛媛県 四国中央市
寒川海岸(ふれあ
いビーチを除く)

ひめゆりの会 海岸のゴミ拾い 84

愛ビーチ活動 7月27日 愛媛県 四国中央市 寒川海岸 （社）愛媛県電設業協会 海岸の除草・ゴミ拾い 85

リフレッシュ瀬戸内
7月上旬
～下旬

愛媛県 今治市
乗越海岸（関前）ほ

か
自治会、高校、漁協ほか 海岸清掃 86

リフレッシュ瀬戸内 ７月上旬 愛媛県 上島町 岩城島海岸全域 上島町建設課 海岸ゴミ拾い 87

愛ビーチ活動 7月上旬 愛媛県 西予市 横ハエ海岸 平野建設（株） 海岸ゴミ拾い 88

海浜清掃
７月（月、水、金、

土）
福岡県 福岡市早良区

百道浜・地行浜・
愛宕浜

福岡市海浜公園管理事務所 海浜清掃 89

海岸山間部清掃 ７月～今年度中 福岡県 古賀市 古賀海岸 古賀市 海岸清掃 90

海岸清掃 7月15日 佐賀県 太良町
多良・糸岐漁港海

岸
佐賀県有明海漁業協同組合 海岸ゴミ拾い 91

伊万里湾岸清掃 ７月中旬 佐賀県 伊万里市 伊万里港海岸 伊万里市 ゴミ拾い 92

海岸清掃
（諫早湾漁協国見支所）

７月中旬 長崎県 雲仙市、国見町 国見地区一帯 諫早湾漁協国見支所 海岸清掃 93

海岸清掃
（諫早湾漁協瑞穂支所）

７月中旬 長崎県 雲仙市、瑞穂町 瑞穂地区一帯 諫早湾漁協瑞穂支所 海岸清掃 94

千々石町民一斉清掃 7月19日 長崎県
雲仙市、千々石

町
千々石地区海岸 雲仙市 海岸清掃 95

蛤浜清掃活動 7月5日 長崎県 新上五島町 蛤浜海水浴場 五島振興局　上五島支所 海岸清掃 96

高井旅海水浴場海岸清掃 7月7日 長崎県 新上五島町 高井旅海水浴場 新上五島町 海岸清掃 97

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号



都道府県名 市町村名 地区海岸名

蛤浜海水浴場海岸清掃 7月9日 長崎県 新上五島町 蛤浜海水浴場 新上五島町 海岸清掃 98

蛤浜ばきれいにすっで2020 7月15日 長崎県 新上五島町 蛤浜海水浴場 新上五島町 海岸清掃（NIB・24時間テレビ環境保護活動） 99

ボランティア清掃 7月4日 熊本県 玉名市 鍋松原海岸 玉名市 海岸清掃 100

くまもと・みんなの川と海づくりデー 未定 熊本県 芦北町
井出鼻海岸・御立

岬海岸
芦北町 清掃活動 101

くまもと・みんなの川と海づくりデー 7月23日 熊本県 津奈木町
男島海岸・古川海

岸
津奈木町 清掃活動 102

大分うつくし海岸クリーンアップ作
戦

７月頃 大分県 杵築市 奈多地区海岸 奈狩江地区住民自治協議会 海岸清掃 103

大分うつくし海岸クリーンアップ作
戦

7月 大分県 佐伯市 鶴見地区海岸一円 佐伯市 海岸清掃 104

大分うつくし海岸クリーンアップ作
戦

7月 大分県 臼杵市
臼杵市各地区海岸

一円
ＪＦ大分　臼杵支店 海岸清掃 105

大分うつくし海岸クリーンアップ作
戦

7月25日 大分県 姫島村 村内全海岸 各地区自治会 海岸清掃 106

石崎浜ビーチクリーン 8月1日 宮崎県 宮崎市 宮崎海岸
宮崎の海岸をみんなで

美しくする会
海岸ゴミ拾い・環境学習 107

錦港湾クリーンアップ作戦 7月19日 鹿児島県 霧島市 隼人小浜海岸 錦江湾みらい総合戦略推進協議会 海岸清掃 108

錦港湾クリーンアップ作戦 7月23日 鹿児島県 霧島市
福山町福山港周辺

海岸
錦江湾みらい総合戦略推進協議会 海岸清掃 109

上甑クリーン作戦 7月19日 鹿児島県
薩摩川内市上甑

町
上甑地区海岸

上甑地区
コミュニティ

海岸清掃 110

錦江湾クリーンアップ作戦（夏の
部）

7月4日 鹿児島県 指宿市 魚見港海岸周辺 指宿市 海岸ゴミ拾い 111

錦江湾クリーンアップ作戦（夏の
部）

7月4日 鹿児島県 指宿市 指宿港海岸 指宿市海岸美化推進協議会 海岸ゴミ拾い 112

海岸清掃 7月23日 鹿児島県 東串良町 柏原海岸 東串良漁協，東串良町建設同志会 海岸ゴミ拾い 113

夏のクリーン大作戦 7月中旬 鹿児島県 和泊町

西原海岸，湾門浜，
与和の浜，伊延海

岸，内喜名，国頭海
岸，笠石海岸，出花
の浜，長浜，ワン

ジョ，その他

和泊町 海岸ごみ拾い 114

海の日清掃 ７月下旬 鹿児島県 徳之島町 各集落海岸 各集落 海岸ゴミ拾い 115

吹上浜クリーン作戦 7月18日 鹿児島県 日置市 江口海岸 日置市 海岸清掃 116

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号



都道府県名 市町村名 地区海岸名

吹上浜クリーン作戦 7月19日 鹿児島県 日置市
日吉海岸一帯
吹上海岸一帯

日置市 海岸清掃 117

「海の日」環境美化活動 7月23日 鹿児島県 枕崎市
枕崎漁港を中心に

海岸一帯
枕崎漁港国際化対策推進協議会 海岸ゴミ拾い 118

枕崎港内清掃活動 毎月初旬 鹿児島県 枕崎市 枕崎港内 夕凪会 海岸ゴミ拾い 119

塩屋海岸・火之神海岸清掃活動 毎月１回 鹿児島県 枕崎市
塩屋海岸

火之神海岸
磯酔会 海岸ゴミ拾い 120

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 海岸清掃 121

海岸清掃 ７月下旬 沖縄県 北谷町 北谷海岸宮城地区 沖縄県 海岸清掃 122

海岸清掃 ７月下旬 沖縄県 宮古島市 島尻海岸 沖縄県 海岸清掃 123

都道府県名 市町村名 地区海岸名

胆振海岸パネル展 7月6日～10日 北海道 白老町 胆振海岸 北海道開発局
胆振海岸の事業紹介パネルと海岸愛護月間ポスターの
掲示

1

胆振海岸パネル展 7月13日～17日 北海道 苫小牧市 胆振海岸 北海道開発局
胆振海岸の事業紹介パネルと海岸愛護月間ポスターの
掲示

2

環境美化区域事業 7月～8月 京都府 舞鶴市
市内指定区域海岸

全域
舞鶴市

海岸等への不法投棄を防止するため、啓発看板の設置
や広報パトロール等を実施

3

産卵保護見学会 6月17日 高知県 高知市 高知海岸
高知河川国道事務所

高知県 高知市
うみがめの保護活動 4

ウミガメ学習会 9月中旬 高知県 高知市 高知海岸
高知河川国道事務所

高知県 高知市
うみがめの保護活動 5

特別講座
「海辺の生きもの観察会」

7月18日 福岡県 福岡市 地行浜地区
福岡市環境局

保健環境研究所
生きもの観察、環境保護講習 6

海中環境調査 ７月中旬 福岡県 福岡市 地行浜地区 一般社団法人ふくおかFUN 藻（アサオ）の回収など、海中の環境調査 7

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

（２）環境保全・啓発活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号



都道府県名 市町村名 地区海岸名

海・浜合同パトロール 未定 千葉県 館山市
北条・新井・波左

間・那古海岸
館山市 海岸の利用に関するルール・マナーの周知 1

令和2年度官・民による水難救助合
同訓練

7月第2週 京都府 京丹後市 小天橋 舞鶴海上保安部

夏季の海水浴場等における水難事故に対する関係機関
の連携の確認及び関係機関の救助能力の向上。

参加機関（予定）：海上保安庁、京都府警京丹後警察
署、京丹後市消防本部峰山消防署、京都府水難救済会
（久美浜救難所）、京丹後市

2

水難救命救急講習会 ７月初旬 福岡県 福岡市 百道浜地区 福岡市海浜公園管理事務所 海浜公園関係者への水難救命救急講習 3

都道府県名 市町村名 地区海岸名

第25回中泊ビーチサッカーフェスタ 7/18、7/19 青森県 中泊町
小泊地区折腰内海

岸
中泊町 ビーチサッカー大会 1

滝の間・岩館海岸海開き 7月10日 秋田県 八峰町 岩館海岸 八峰町観光協会 海開き 2

釜谷浜海水浴場海開き 7月4日 秋田県 三種町 釜谷浜海岸 三種町 海開き 3

下浜海岸海開き 7月12日 秋田県 秋田市 下浜海岸 下浜海水浴場組合 海開き 4

由良海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 鶴岡市 由良地区 由良温泉観光協会 海開き（予定） 5

湯野浜海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 鶴岡市 湯野浜地区 湯野浜温泉観光協会 海開き（予定） 6

三瀬海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 鶴岡市 三瀬地区 三瀬観光協会 海開き（予定） 7

小波渡海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 鶴岡市 小波渡地区 小波渡観光協会 海開き（予定） 8

加茂レインボービーチ海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 鶴岡市 加茂地区 加茂地区自治振興会 海開き（予定） 9

（３）安全・避難訓練

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

（４）各種イベント等

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号



都道府県名 市町村名 地区海岸名

マリンパークねずがせき海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 鶴岡市 鼠ヶ関地区 あつみ観光協会 海開き（予定） 10

宮海海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 酒田市 宮海地区 酒田市宮海海水浴実行委員会 海開き（予定） 11

飛島海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 酒田市 飛島地区 酒田港定期航路事業所 海開き（予定） 12

西浜海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 遊佐町 吹浦地区 ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会 海開き（予定） 13

釜磯海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 遊佐町 吹浦地区 ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会 海開き（予定） 14

遊佐町十里塚海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 遊佐町 十里塚地区 ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会 海開き（予定） 15

いわき市海開き ７月中旬 福島県 いわき市 薄磯海岸 いわき観光まちづくりビューロー 海開き 16

原釜尾浜海水浴場海開き 7月18日 福島県 相馬市 原釜尾浜海水浴場 原釜尾浜海水浴場対策協議会 海開き 17

相馬市尾浜ビーチバレーボール場
オープニングセレモニー

7月18日 福島県 相馬市 原釜尾浜海水浴場 相馬市 オープニングセレモニー 18

逗子ビーチクラブ 7月4日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子ビーチクラブ マリンスポーツの無料体験イベント 19

逗子ビーチクラブ 7月23日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子ビーチクラブ マリンスポーツの無料体験イベント 20

井鼻海岸海水浴場海開き 7月5日 新潟県 出雲崎町 井鼻海岸 出雲崎町観光協会 海開き（神事） 21

安全祈願祭 7月1日 新潟県 長岡市 中央海岸 寺泊観光協会 大海供養、神事 22

柏崎海開き 7月5日 新潟県 柏崎市 柏崎海岸 柏崎観光協会 海開き、安全祈願 23

自然水族館 7月18日～ 新潟県 柏崎市 柏崎海岸 柏崎市 海の生物観察 24

なおえつ海水浴場海開き 7月15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 25

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 26

（４）各種イベント等

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号



都道府県名 市町村名 地区海岸名

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 27

大島海水浴場海開き
7月18日～8月18

日
石川県 志賀町 大島海水浴場 大島観光開発株式会社 海開き 28

増穂浦海水浴場海開き 未定 石川県 志賀町 増穂浦海岸 一般社団法人志賀町観光協会 海開き 29

五色ヶ浜海開き 7月20日 石川県 能登町 五色ヶ浜海岸 能登町 海開き 30

沼津千本浜ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ ８月下旬 静岡県 沼津市 富士海岸
沼津千本浜ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ大会

実行委員会
ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 31

ﾁｰﾑｹﾝｽﾞｶｯﾌﾟﾄﾗｲｱｽﾛﾝ駅伝大会 ８月下旬 静岡県 沼津市 富士海岸
沼津千本浜ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ大会

実行委員会
ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ駅伝 32

弓ヶ浜海水浴場海開き 7月中旬 静岡県 南伊豆町 弓ヶ浜海岸 湊区 海開き 33

子浦海水浴場海開き 7月下旬 静岡県 南伊豆町 五十鈴浜海岸 東西子浦区 海開き 34

わくわく体験村
こども体験会

7月11日 静岡県 西伊豆町 安良里漁協
西伊豆町

教育委員会
釣り体験 35

わくわく体験村
こども体験会

7月18日 静岡県 西伊豆町 根合海岸
西伊豆町

教育委員会
サップ体験 36

わくわく体験村
こども体験会

7月25日 静岡県 西伊豆町 根合海岸
西伊豆町

教育委員会
スノーケリング体験 37

三木里海岸海開き 7月5日 三重県 尾鷲市 三木里 三木里地区観光協会 神事 38

古里海岸海開き 7月5日 三重県 紀北町 海野 紀北町 神事 39

新鹿海水浴場海開き 7月5日 三重県 熊野市 新鹿地区海岸 熊野市、新鹿観光協会 海開き 40

大泊海水浴場海開き 7月5日 三重県 熊野市 大泊地区海岸 熊野市、熊野市観光協会 海開き 41

鷹巣海水浴場　海開き 7月10日 福井県 福井市 浜住海岸 鷹巣観光協会 海開き（協会会員等による縮小開催） 42

鮎川海水浴場　海開き 7月10日 福井県 福井市 鮎川海岸 鮎川観光協会 海開き 43

越廼海水浴場　海開き 7月11日 福井県 福井市 蒲生第一海岸 越廼海水浴場運営協議会 海開き 44

長須浜海水浴場　海開き ７月上旬 福井県 越前町 厨海岸 （一社）越前町観光連盟 海開き神事 45

林崎海水浴場海開き 未定 兵庫県 明石市 林崎海岸 林崎海水浴場組合 海開き 46

大蔵海岸海水浴場海開き 未定 兵庫県 明石市 大蔵海岸 明石市 海開き 47

（４）各種イベント等

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号



都道府県名 市町村名 地区海岸名

海開き式 7月5日 和歌山県 広川町 西広海岸 広川町観光協会 海の安全と無事故の祈願 48

皆生温泉海水浴場海開き 7月上旬 鳥取県 米子市 米子市　皆生海岸 皆生温泉旅館組合 海開き 49

古浦海水浴場安全祈願 7月6日 島根県 松江市鹿島町 古浦海岸
松江市観光協会

鹿島支部
海水浴客の安全祈願 50

九州ビーチサッカー
福岡県大会2020

7月5日 福岡県 福岡市 百道浜地区 福岡県サッカー協会 ビーチサッカー大会 51

第15回九州ビーチ
サッカー大会2020

７月23、24日 福岡県 福岡市 百道浜地区 福岡県サッカー協会 ビーチサッカー大会 52

ビーチスポーツ総合体験会 ７月25、26日 福岡県 福岡市 百道浜地区 NPO法人福岡ビーチスポーツクラブ ビーチスポーツ、カヌーなどの体験会 53

結の浜マリンパーク
海水浴場海開き

7月11日 長崎県 諫早市
結の浜マリンパー

ク（田結港）
諫早市 海開き式典 54

安全祈願祭 7月1日 長崎県 新上五島町 蛤浜海水浴場 新上五島町観光物産協会 海開き 55

安全祈願祭 7月1日 長崎県 新上五島町 高井旅海水浴場 新上五島町観光物産協会 海開き 56

安全祈願祭 7月1日 長崎県 新上五島町 三本松海水浴場 新上五島町観光物産協会 海開き 57

安全祈願祭 7月1日 長崎県 新上五島町 船崎海水浴場 新上五島町観光物産協会 海開き 58

第33回蛤浜で遊ぼデー 7月19日 長崎県 新上五島町 蛤浜海水浴場 探訪～四季を味わう上五島実行委員会 海開きイベント 59

お倉ヶ浜海岸海開き 7月18日 宮崎県 日向市 お倉ヶ浜海岸 日向市 海開き 60

伊勢ヶ浜海岸海開き 7月18日 宮崎県 日向市 伊勢ヶ浜海岸 日向市 海開き 61

金ヶ浜海岸海開き 7月18日 宮崎県 日向市 金ヶ浜海岸 日向市 海開き 62

のべおか海開き 7月11日 宮崎県 延岡市 下阿蘇海岸 延岡市、観光協会 海開き 63

2海水浴場海開き 未定 鹿児島県 阿久根市
飛松地区西目海岸

脇本海岸
委託事業者及び指定管理者 大川島海水浴場及び脇本海岸浴場の海開き（神事） 64

ｼｰｻｲﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝin阿久根 7月23日 鹿児島県 阿久根市 脇本海岸 阿久根市 FMの公開生放送，ビーチバレー大会 65

（４）各種イベント等

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号


