
　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

1 有珠クリーン作戦 7月1日 北海道 伊達市 伊達海岸 NPO法人だて観光協会 有珠地区の海岸清掃活動

2 海の日清掃 7月8日 北海道 虻田郡豊浦町 豊浦海岸 豊浦町 豊泉・大岸・礼文華地区の海岸清掃活動

3 白老海岸清掃 7月14日 北海道 白老郡白老町 胆振海岸 萩野北吉原海岸保全の会 白老海岸の清掃活動

4 苫小牧海岸清掃 7月下旬 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

苫小牧海岸の清掃活動

5 海浜清掃 7月22日 北海道 虻田郡洞爺湖町 洞爺湖海岸 洞爺湖町 虻田地区の海岸清掃活動

6 海岸清掃 7月22日 北海道 上磯郡知内町 知内海岸 知内町婦人赤十字奉仕団 海岸漂着物及びゴミの回収

7 浜奥内海岸清掃 7月5日 青森県 むつ市 浜奥内海岸
近川小学校、奥内小学校、むつ養
護学校

海岸の清掃活動

8 二枚橋海岸清掃 7月16日 青森県 むつ市 二枚橋 二枚橋町内会 海岸の清掃活動

9 孫次郎間海岸清掃 7月16日 青森県 むつ市 孫次郎間 孫次郎間町内会 海岸の清掃活動

10 海岸清掃 7月中旬 青森県 佐井村 村内各海岸 子ども会 水遊び場の海岸清掃

11 十符ヶ浦海水浴場早朝清掃 7月上旬 青森県 野辺地町 野辺地港海岸 野辺地町 海岸ゴミ拾い

12 磯清掃 7月6日 青森県 六ヶ所村 泊海岸 泊中学校 中学校学区内の海岸及び道路のゴミ拾い

13 クリーン作戦 7月19日 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港海岸 第一中学校 中学校学区内の海岸及び道路のゴミ拾い

14 村内行楽地清掃奉仕活動 ７月下旬 青森県 六ヶ所村 泊海岸 六ヶ所村産業協議会 泊地区タタミ岩付近の清掃奉仕活動

15 青森海岸清掃 7月1日 青森県 青森市 青森海岸 奥内地区社会福祉協議会 海岸清掃

16 「青森クリーン隊」清掃奉仕活動 7月前半 青森県 青森市 青森港ほか 青森県港湾空港建設協会青森支部 海岸清掃

17 海と渚の清掃活動事業 7月中旬 青森県 蓬田村
青森海岸
青森蓬田海岸

蓬田村 海岸清掃

18 普代浜園地キラウミの清掃活動 7月上旬 岩手県 普代村 宇留部地区海岸 普代村普代村政策推進室 海岸ゴミ拾い

19 １０００人　BEACH CLEAN！ 7月8日 宮城県 七ヶ浜町
七ヶ浜海岸
菖蒲田地区海岸

七ヶ浜町，七ヶ浜町観光協会，
七ヶ浜町教育委員会，
SEVEN BEACH PROJECT実行委員
会，
一般社団法人OASIS

菖蒲田海水浴場遊泳エリア付近の清掃

別紙　　（１）海岸清掃活動　　　　（表中の赤字は、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。「海岸協力団体」の詳細については別添①参照。）

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

20 八森地区海岸クリーンアップ ７月中旬 秋田県 八峰町 八森地区海岸 八峰町 海岸ゴミ拾い

21 海岸清掃 ７月初旬 秋田県 秋田市 浜田浜海岸 秋田ゼロックス株式会社 海岸清掃

22 秋田港一斉クリーンアップ ７月中旬 秋田県 秋田市 秋田港～秋田マリーナ 秋田港をキレイにする会 秋田港周辺のクリーンアップ

23 西目海水浴場クリーンアップ 7月21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

24 本荘マリーナクリーンアップ 7月21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

25 小中学校合同地域一斉クリーンアップ 7月10日 秋田県 由利本荘市 岩城道川海岸 由利本荘市、岩城地域小中学校 クリーンアップ活動

26 きれいな川で住みよいふるさと運動 7月1日 山形県 遊佐町
比子海岸、吹浦海岸、
菅里海岸

遊佐町 清掃

27 きれいな川で住みよいふるさと運動 7月1日 山形県 鶴岡市
加茂海岸、三瀬海岸、
小波渡海岸、鼠ヶ関海
岸ほか

鶴岡市 清掃

28 海岸清掃 ７月中旬 福島県 相馬市 松川浦漁港海岸 相馬市 海岸ゴミ拾い

29 磯原海岸清掃 ７月中旬 茨城県 北茨城市 磯原地区海岸 北茨城市観光協会 海水浴場開設に伴う安全祈願式典に伴う海岸清掃

30 平成30年度海岸愛護運動 7月1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

31 ビーチクリーンキャンペーン 7月7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）

32 海岸クリーン運動 7月7日 茨城県 ひたちなか市
平磯海岸
磯崎海岸

市ｺﾐｭﾆﾃｲ組織連絡協議会実践部
会

市民による市内海岸清掃

33 クリーンアップ大洗 7月1日 茨城県 大洗町 大洗サンビーチ 大洗町 海岸ゴミ拾い(ボランティア団体75参加予定)

34 鹿島海岸一斉清掃 7月7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
明石地区海岸
大小志崎地区海岸

新日鐵住金（株）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

35 神栖市海岸清掃
６月３０日（雨
天時７月１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

36 海岸清掃 7月1日 千葉県 旭市
横根海岸・下永井海
岸

きれいな旭を作る会 海岸ゴミ拾い

行　事　の　概　要名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

37 鏡ケ浦クリーン作戦 7月4日 千葉県 館山市 北条海岸　外 館山市 海岸ゴミ拾い

38 海岸清掃 7月7日 千葉県 いすみ市 大原海水浴場 いすみ市 海岸ゴミ拾い

39 ビーチクリーンキャンペーン 7月8日 千葉県 御宿町 御宿海水浴場 県・御宿町 海岸ゴミ拾い

40 ビーチクリーンキャンペーン 7月8日 千葉県 南房総市 南千倉海水浴場 商工会青年部 海岸ゴミ拾い　スイカ・かき氷・麦茶無料配布予定

41 まるごみ１８ 7月14日 千葉県 南房総市 島崎海岸 NPO法人まるごみJAPAN 海岸ゴミ拾い

42 海岸清掃 7月上旬 千葉県 勝浦市 鵜原海水浴場ほか ボランティア等 海岸ゴミ拾い

43 城ヶ島の海岸清掃 7月1日 神奈川県 三浦市 城ヶ島海岸 三浦まちづくりの会 城ヶ島海岸の清掃（毎月実施）

44 三戸浜のビーチクリーン 7月7日 神奈川県 三浦市 三戸浜海岸 三戸浜ビーチクリーン 三戸浜海岸の清掃（毎月実施）

45 油壺周辺の清掃 7月8日 神奈川県 三浦市 荒井浜海岸 緑の油壺を守る会 荒井浜海岸の清掃（毎月実施）

46 諸磯海岸の清掃 7月21日 神奈川県 三浦市 諸磯海岸 諸磯の海を100年先まで残す会 諸磯海岸の清掃（毎月実施）

47 花火大会翌日清掃 7月25日 神奈川県 鎌倉市 由比ガ浜海岸 鎌倉市
鎌倉花火大会翌日の早朝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。

48 海さくら　ＢＬＵＥ　ＳＡＮＴＡ 7月16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

49 ほのぼのビーチフェスタ 7月29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

50 美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎 7月29日 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎海岸全域 茅ヶ崎市 清掃

51
平成30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。

52 住民による海岸一斉清掃 7月16日 新潟県 新潟市西区 青山海岸
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「真砂小学校区コミュニティ協議会」参加予
定）

53 住民による海岸一斉清掃 7月16日 新潟県 新潟市西区 五十嵐浜 内野中学校区、青少年育成協議会 海岸清掃

54 海岸ｸﾘｰﾝ作戦 7月1日 新潟県 聖籠町 網代浜海水浴場 堀川ﾕﾆｵﾝ（堀川かまぼこ内） 海岸ゴミ拾い

名　　称 実施予定日
開催場所

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

55 海岸をきれいにする日 7月1日 富山県 富山市 市内全域の海岸 富山市 清掃

56 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

57 氷見市一斉清掃 7月1日 富山県 氷見市 市内全域の海岸 氷見市 清掃

58 東部小学校クリーン作戦 7月1日 富山県 滑川市
高塚海岸～荒俣～笠
木～吉浦～山ヶ海岸

滑川市 清掃

59 荒俣海岸清掃大会 7月1日 富山県 黒部市 荒俣海岸 黒部市 清掃

60 生地浜海岸清掃 7月15日 富山県 黒部市 生地浜 黒部市 清掃

61 みんなできれいにせんまいけ大作戦 7月1日 富山県 射水市
本江・足洗海岸、海老
江海岸、六渡寺海岸

射水市 清掃

62 クリーン入善7125大作戦 7月1日 富山県 入善町 町内全域の海岸 入善町 清掃

63 町民総ぐるみ清掃デー 7月1日 富山県 朝日町 町内の海岸 朝日町 清掃

64 第３８回　よりよい環境づくりの日 7月1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

65 海岸の一斉清掃 7月8日 石川県 かほく市
高松七塚海岸、
宇ノ気内灘海岸

かほく市 海岸ゴミ拾い

66 クリーンビーチななお 7月1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 海岸清掃、工作教室（エコde工作）

67 なぎさクリーン運動 7月1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

68
クリーン・ビーチ
いしかわ２０１８

５月下旬～
７月下旬

石川県 志賀町
大島海岸～
西海地区海岸

実践倫理宏正会、石川県立志賀高
等学校、富来商工会女性部、麗心
会（アイリス）、北陸電力、志賀町互
助会、甘田区、志賀町シルバー人材
センター、シーサイドヴィラ渤海、富
来のとしん会青年部トライクラブ、酒
見区、志賀町、志賀町教育委員会、
高浜地区区長会、中甘田区区長
会、高浜公民館、中甘田公民館

海岸ゴミ拾い（１，５００人参加予定）

69 海岸清掃
６月中旬～
８月下旬

石川県 志賀町
甘田海岸～
前浜海岸

石川県、
志賀町

海岸清掃

70
クリーンビーチ
宝達志水海岸清掃

7月1日 石川県 宝達志水町 押水羽咋海岸 宝達志水町 宝達志水町の海岸清掃

名　　称 実施予定日
開催場所

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。

（海岸協力団体「五十里海岸の環境を良くする会」参加予定）
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

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

72 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 海岸清掃

73 地引網と海岸清掃 7月23日 静岡県 吉田町 駿河海岸 吉田町教育委員会 地引き網と海岸清掃を駿河海岸川尻工区で実施

74 海岸清掃 7月1日 福井県 あわら市 波松海岸 波松区 海岸ゴミ拾い

75 越前地区ごみゼロ大作戦 ７月中旬 福井県 越前町 越前海岸 越前町
海岸の漂着ごみを処理することにより、海岸における良好な環境及び
景観の保全を図る。

76 河野小・中学校海岸清掃 ７月上旬 福井県 南越前町 甲楽城海岸 河野小・中学校 甲楽城海水浴場を中心にゴミ拾い・漂着物除去

77 南越前町職員組合清掃活動 7月8日 福井県 南越前町 甲楽城海岸 南越前町職員組合 甲楽城海水浴場を中心にゴミ拾い・漂着物除去

78 港湾美化啓発運動 7月1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

79 淡路全島一斉清掃の日 ７月第１日曜 兵庫県 淡路島全域 県民局・市 海岸一斉清掃

80 リフレッシュ瀬戸内 ７月中旬 兵庫県 高砂市 県立高砂海浜公園 高砂市 海岸ゴミ拾い

81 リフレッシュ瀬戸内 ７月中旬 兵庫県 相生市 相生湾一帯
兵庫県、相生市、ボランティア･企
業・沿岸自治体

海岸ゴミ拾い・清掃活動

82 海岸清掃 ７月上旬 鳥取県 米子市 米子市　皆生海岸

海岸協力団体「NPO法人　皆生ライ
フセービングクラブ」
海岸協力団体「NPO法人　皆生ス
ポーツアカデミー」

清掃活動

83 海の日海岸清掃 7月16日 鳥取県 大山町 平田・末吉海岸
大山町、
まちづくり所子地区会議

海岸ゴミ拾い

84 大田市海岸を美しくする活動 7月15日 島根県 大田市 久手海岸
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。

85 西浜海岸一斉清掃 7月16日 島根県 出雲市 西浜海岸 湖陵地区区会連合会 海岸ごみ拾い

86 稲佐の浜クリーン作戦 7月16日 島根県 出雲市 稲佐の浜 杵築地区自治協会 海岸ごみ拾い

87 多伎町海岸一斉清掃 7月17日 島根県 出雲市
小田漁港海岸、小田
東港、田儀港

多伎町連合自治会、環境保全連合
会多伎支部

海岸ごみ拾い

88 長浜海岸一斉清掃 7月17日 島根県 出雲市 長浜海岸 長浜自治協会 海岸ごみ拾い

89 平田地域海岸一斉清掃 ７月１６日、１７日 島根県 出雲市 平田地域沿岸 ＪＦしまね平田支所 海岸ごみ拾い

行　事　の　概　要名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

90 リフレッシュ瀬戸内 7月1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

91 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

92 リフレッシュ瀬戸内 7月29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

93 リフレッシュ瀬戸内 7月15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

94 海岸清掃 7月28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

95 リフレッシュ瀬戸内 7月1日 広島県 広島市 広島みなと公園 広島市 海岸の清掃

96 リフレッシュ瀬戸内 7月1日 広島県 広島市 宇品海岸 広島市 海岸の清掃

97 リフレッシュ瀬戸内 7月7日 広島県 呉市 大浦崎海浜 呉市 海岸の清掃

98 リフレッシュ瀬戸内 7月8日 広島県 竹原市
的場海水浴場・的場
西海水浴場

竹原市 海岸の清掃

99 リフレッシュ瀬戸内 7月8日 広島県 三原市 長浜海岸 三原市 海岸の清掃

100 リフレッシュ瀬戸内 7月1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

101 リフレッシュ瀬戸内 7月上旬 広島県 福山市 仙酔島 福山市 海岸の清掃

102 リフレッシュ瀬戸内 7月16日 広島県 福山市 宇治島 福山市 海岸の清掃

103 リフレッシュ瀬戸内 7月8日 広島県 大竹市 小方南港周辺 潜港会 海岸の清掃

104 リフレッシュ瀬戸内 7月22日 広島県 大竹市 小方港周辺 小方遊漁船組合 海岸の清掃

105 リフレッシュ瀬戸内 7月 広島県 大竹市 玖波港周辺 玖波遊漁船組合 海岸の清掃

106 リフレッシュ瀬戸内 7月 広島県 大竹市 飛石港周辺 大竹遊漁船会 海岸の清掃

107 リフレッシュ瀬戸内 7月 広島県 大竹市 阿多田島周辺 阿多田島漁協 海岸の清掃

108 リフレッシュ瀬戸内 7月 広島県 大竹市 玖波港周辺 玖波漁協 海岸の清掃

109 リフレッシュ瀬戸内 7月 広島県 東広島市 安芸津港海岸（三津） 安芸津漁協 海岸の清掃

110 リフレッシュ瀬戸内 7月 広島県 東広島市 安芸津港海岸（風早） 早田原漁協 海岸の清掃

111 リフレッシュ瀬戸内 7月7日 広島県 廿日市市 地御前海岸 廿日市市 海岸の清掃

名　　称 実施予定日
開催場所

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

112 リフレッシュ瀬戸内 7月29日 広島県 廿日市市 大野鳴川海岸 廿日市市 海岸の清掃

113 リフレッシュ瀬戸内 7月17日 広島県 江田島市 長瀬海岸 江田島市 海岸の清掃

114 リフレッシュ瀬戸内 ７月中 広島県 江田島市 長浜海岸 江田島市 海岸の清掃

115 リフレッシュ瀬戸内 7月28日 広島県 坂町 坂町海岸 坂町 海岸の清掃

116 リフレッシュ瀬戸内 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

117 長門市海岸清掃の日 7月1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

118 河川海岸一斉清掃 7月8日 山口県 萩市 萩地域の各海岸 萩市 河川及び海岸の清掃

119 I LOVEあぶ町クリーンアップ大作戦 7月8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

120 リフレッシュ瀬戸内 7月1日 香川県 観音寺市 堀切海岸等 豊浜環境衛生組合 清掃

121 リフレッシュ瀬戸内 7月7日 香川県 坂出市 沙弥海岸等 坂出市 清掃

122 クリーン運動 ７月中旬 愛媛県 愛南町 須ノ川海岸 愛媛県建設業協会南宇和支部 須ノ川海岸の清掃活動

123 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 自治会、小中高校、PTAほか 海岸清掃

124 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 岩城島全域の海岸清掃

125 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

126 愛ビーチ活動 ７月 愛媛県 四国中央市 余木崎海岸 （一社）愛媛県建設業協会宇摩支部 海岸清掃

127 愛ビーチ活動 ７月 愛媛県 四国中央市 寒川海岸 （一社）愛媛県建設業協会宇摩支部 海岸清掃

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

129 愛ビーチ活動 7月1日 愛媛県 松山市
松山港海岸・和気地
区

和気浜環境整備検討委員会 海岸ゴミ拾い

130 愛ビーチ活動 7月1日 愛媛県 松山市 新開海岸
一般社団法人　ＨＩＴキャラクトロジー
心理学協会

海岸ゴミ拾い

131 愛ビーチ活動 7月1日 愛媛県 松山市
松山港海岸・今出地
区

今出ヶ浜潮騒を守る会 海岸ゴミ拾い

132 愛ビーチ活動 7月1日 愛媛県 新居浜市 浮島海岸 浮島自治会 海岸漂流物、砂浜の清掃、流木拾い

133 四国中央市クリーンデー 7月1日 愛媛県 四国中央市 三島地区海岸 四国中央市
市が主催する清掃活動イベントに合わせて、市内の企業が海岸でも
清掃を実施する。（約600人）

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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134 愛ビーチ活動 7月7日 愛媛県 松山市
松山港海岸・今出地
区

今出ヶ浜潮騒を守る会 海岸ゴミ拾い

135 愛ビーチ活動 7月7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

海岸ゴミ拾い

136 愛ビーチ活動 7月8日 愛媛県 松山市 中島港海岸　外 ＮＰＯ　ＢＬＵＥ　ＳＥＡ 海岸ゴミ拾い

137 リフレッシュ瀬戸内（愛ビーチ活動） 7月8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

138 愛ビーチ活動 7月14日 愛媛県 松山市
松山港海岸・和気地
区

一般社団法人日本塗装工業会愛媛
県支部

海岸ゴミ拾い

139 愛ビーチ活動 7月14日 愛媛県 松山市 河原海岸　外 渡部工業株式会社 海岸ゴミ拾い

140 愛ビーチ活動 7月15日 愛媛県 松山市
松山港海岸・和気地
区

まなざし松原 海岸ゴミ拾い

141 リフレッシュ瀬戸内（愛ビーチ活動） 7月15日 愛媛県 宇和島市 玉津港海岸 先新浜自治会 清掃活動

142 諏訪崎ﾋﾞｰﾁｸﾞﾘｰﾝ 7月16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

143 愛ビーチ活動 7月20日 愛媛県 松山市 立岩海岸 五洋建設株式会社四国支店 海岸ゴミ拾い

144 リフレッシュ瀬戸内（愛ビーチ活動） 7月21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

145 愛ビーチ活動 7月28日 愛媛県 西条市 河原津海岸 四国カブトガニを守る会 海岸ゴミ拾い

146 羽根坂本海岸一斉清掃 7月6日 高知県 室戸市 羽根海岸 羽根海岸有効利用実行委員会 羽根海岸の美化と有効利用を図るため、草刈り等の清掃を行う。

147 安芸納涼市民祭海岸清掃 7月中 高知県 安芸市 安芸海岸 安芸納涼市民祭実行委員会 イベント（花火大会）のため、安芸海岸の清掃を行う。

148 港湾美化運動
7月4日
（予備日
7月5日）

高知県 高知市 高知港海岸
高知みなとまつり　　実行委員会
（高知海事壮年会）

海事関係者により高知港の清掃を行い、港湾美化の推進を図る。
（清掃場所）高知港潮江岸壁一帯

149 海岸一斉清掃
7月8日
（予備日
7月22日）

高知県
高知市
南国市
土佐市

高知海岸
国土交通省、高知県、高知市、南国
市、土佐市

海岸一斉清掃（新居工区・仁ノ工区・長浜工区・南国工区）

150 富士ヶ浜清掃活動 7月下旬 高知県 須崎市 富士ヶ浜海岸 須崎まつり実行委員会 富士ヶ浜海岸の清掃（クリーンアップ）活動

151
全国ビーチウォークアンドクリーンアップ
大作戦

7月14日 高知県 中土佐町 久礼地区海岸 中土佐町 海岸清掃（クリーンアップ）活動

152
全国ビーチウォークアンドクリーンアップ
大作戦

7月20日 高知県 中土佐町 上之加江地区海岸 中土佐町 海岸清掃（クリーンアップ）活動

153 サーファーによる一斉ビーチクリーン 7月15日 高知県
黒潮町、四万十
市、土佐清水市

浮鞭地区海岸ほか
双海地区海岸ほか
大岐地区海岸

地元サーファー有志 各サーフビーチでの一斉清掃

名　　称 実施予定日
開催場所

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

154 高知海岸一斉清掃 7月8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

海岸清掃（ゴミ拾い）
（海岸協力団体 NPO法人新居を元気にする会、久保建設（株）、高知
県マリン協会　参加予定）

155 海開き　海岸清掃 7月初旬 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

156 玄海クリーンアップ 7月14日 佐賀県 唐津市 唐津地区海岸 佐賀玄海漁協 唐津市各漁港の清掃

157 海の日海岸清掃 7月16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

158 海岸清掃（JF） ７月中旬 長崎県 島原市 島原地区一帯 島原漁業協同組合 組合員による海岸清掃

159 海岸清掃（ＪＦ） ７月中旬 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

160 海岸清掃（ＪＦ） 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

161 海岸清掃（JA） 7月13日 長崎県 雲仙市 千々石海岸 島原雲仙農協千々石支店 職員による海岸清掃

162 海岸清掃（雲仙市職員） 7月13日 長崎県 雲仙市 千々石海岸 雲仙市 職員による海岸清掃

163 千々石町民一斉清掃 7月15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

164 口加高校海岸清掃 7月上旬 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、
建設業組合

海水浴場の清掃（野田浜・前浜・白浜）

165 海岸ゴミ清掃 7月 長崎県 西海市 瀬戸港海岸ほか 地元団体ほか 海岸(砂浜等)の漂着ゴミ回収

166 海と川のクリーンアップ作戦 7月29日 熊本県 水俣市
湯の児海岸及び周辺
漁港等

水俣市 市民活動による海岸の清掃活動

167 くまもと・みんなの川と海づくりデー 7月16日 熊本県 津奈木町 男島海岸・古川海岸 津奈木町 清掃活動

168 くまもと・みんなの川と海づくりデー 7月14日 熊本県 芦北町
井出鼻海岸・御立岬
海岸

芦北町 清掃活動

169 「海の日」クリーン作戦 7月16日 熊本県 上天草市
大潟海岸他上天草市
内全域

NPO法人シートラスト 海岸の清掃

170 鶴見クリーンアップ2018 7月22日 大分県 佐伯市
荒三郎・猿鳴地区海
岸

鶴見振興局・県漁協鶴見支店 海岸清掃

名　　称 実施予定日
開催場所

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

171 おおいたうつくし海岸クリーンアップ作戦 7月16日 大分県 豊後高田市 波戸地区海岸 市民ボランティア 海岸清掃

172 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 豊後高田市 臼野地区海岸 真玉中学校・ひまわり苑 海岸清掃

173 おおいたうつくし海岸クリーンアップ作戦 7月21日 大分県 姫島村 追崎地区海岸 姫島村 海岸清掃

174 おおいたうつくし海岸クリーンアップ作戦
７月中（随

時）
大分県 国東市 小原地区海岸 個人 海岸清掃

175 おおいたうつくし海岸クリーンアップ作戦 ７月中 大分県 国東市 塩屋地区海岸 安岐サーフライダース 海岸清掃

176 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 臼杵市
佐志生・黒島・風成地
区海岸

JFおおいた臼杵支店 海岸清掃

177 おおいたうつくし海岸クリーンアップ作戦 ７月中 大分県 佐伯市 ・大内浦地区海岸 JFおおいた米水津支店 海岸清掃

178 蚊口浜海岸清掃 ７月上旬 宮崎県 高鍋町 蚊口浜海岸 高鍋町観光協会 海岸ゴミ拾い

179 海岸清掃活動 例年７月 宮崎県 日南市 梅ヶ浜 日南土木事務所 自治会や学校などとともに海岸の清掃活動

180 海岸美化活動 ７月 宮崎県 日南市 梅ヶ浜海岸ほか 日南市サーフィン連盟 海岸清掃

181 海岸美化活動 7月8日 宮崎県 宮崎市 宮崎海岸（石崎浜） 宮崎倫理法人会 海岸清掃

182 清掃作業 7月7日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸 若大将会 ボランティア清掃

183 「海の日」環境美化活動 7月16日 鹿児島県 枕崎市
枕崎港中心に海岸一
帯

枕崎港国際化推進協議会 海岸ゴミ拾い

184 ふるさと出水クリーン作戦 7月8日 鹿児島県 出水市

・切通海岸～前田海
岸
・出水市海洋公園西
側
・福ノ江海水浴場　古
浜海岸

ふるさと出水クリーン作戦実行委員
会

ゴミ拾い

名　　称 実施予定日
開催場所

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

185 錦江湾クリーンアップ作戦（夏の部） 7月7日 鹿児島県 指宿市 魚見港海岸周辺 指宿市 海岸ゴミ拾い

186 錦江湾クリーンアップ作戦（夏の部） 7月7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
指宿港海岸保全推進協議会

海岸ゴミ拾い

187 錦江湾クリーンアップ作戦・夏の部 7月8日 鹿児島県 垂水市

境海岸、浮津海岸、深
港海岸、二川海岸、牛
根麓海岸、垂水小浜
海岸、海潟海岸、中俣
海岸、元垂水海岸、垂
水海岸

錦江湾みらい総合戦略推進協議会 ボランティアによる海岸部の清掃作業

188 錦江湾クリーンアップ作戦 7月1日 鹿児島県 霧島市 国分下井海岸
霧島市
霧島市観光協会
錦江湾みらい総合戦略推進協議会

海岸清掃

189 錦江湾クリーンアップ作戦 7月8日 鹿児島県 霧島市 小浜海岸
霧島市
小浜地区自治公民館
錦江湾みらい総合戦略推進協議会

海岸清掃

190 錦江湾クリーンアップ作戦 7月16日 鹿児島県 霧島市 福山港周辺海岸
霧島市
福山町漁業協同組合
錦江湾みらい総合戦略推進協議会

海岸清掃

191 海岸クリーン作戦 7月8日 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

ボランテイアによる清掃活動

192 松ヶ浦地区海岸クリーン作戦 7月22日 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

193 海の日清掃 7月15日 鹿児島県 徳之島町
亀徳、井之川、下久
志、池間、母間、山、
長浜、手々、南原

徳之島町自治会 海岸ゴミ拾い

194 思いやり・クリーン作戦 ７月中旬 鹿児島県県 天城町

松原海岸・湾屋海岸・
前野海岸・千間海岸・
秋利神海岸・喜治海
岸・平土野海岸

天城町自治会 各集落自治会による海の日清掃

名　　称 実施予定日
開催場所

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

195 夏のクリーン大作戦 ７月中旬 鹿児島県 和泊町

西原海岸，ワンジョ，
与和の浜，伊延海岸，
内喜名，国頭海岸，笠
石海岸，出花の浜

和泊町 海岸ゴミ拾い

196 2018吹上浜クリーン作戦
７月29日

（日）
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
・南さつま市教育委員会
・南さつま市子連加世田支部

海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃

197 青少年ふるさと美化活動
７月

16日（月）・
21日（土）

鹿児島県
南さつま市
（笠沙地区）

（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

198 2018吹上浜クリーン作戦
７月29日

（日）
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
・南さつま市教育委員会
・南さつま市子連加世田支部

海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃

199 青少年ふるさと美化活動
７月

16日（月）・
21日（土）

鹿児島県
南さつま市
（笠沙地区）

（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

200 大浦クリーン作戦 7月7日（土） 鹿児島県
南さつま市
（大浦地区）

（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
・南さつま市
・南さつま市教育委員会
・南さつま市社会福祉協議会
・遠泳大会育成会

海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃

201 青少年ふるさと美化活動
7月16日
（月）・

22日（日）
鹿児島県

南さつま市
（坊津地区）

（坊津地区）
・坊海岸
・泊海岸
・久志海岸
・丸木浜海岸

・南さつま市
・南さつま市教育委員会
・南さつま市子連坊津支部
・Ｂ＆Ｇ利用者

海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃

202 ふるさと金峰クリーン作戦
７月15日

（日）
鹿児島県

南さつま市
（金峰地区）

（金峰地区）
・京田海岸
・上ノ山海岸

・南さつま市
・南さつま市教育委員会
・南さつま市子連金峰支部

海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃

203 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）

（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

204 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

205 海岸清掃 ７月中旬 沖縄県 宮古島市 島尻海岸 沖縄県 海岸ゴミ拾い

名　　称 実施予定日
開催場所

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

1 海岸保全事業パネル展
7月2日～
7月6日

北海道 白老郡白老町 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

2 海岸保全事業パネル展
7月9日～
7月15日

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

3 第29回少年少女　砂の芸術大会 7月14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康育成

4 街頭美化キャンペーン 7月16日 神奈川県 平塚市 平塚海岸 湘南海岸をきれいにする会 啓発用品を配布し，ごみの持ち帰りを呼びかける。

5 海の日街頭美化キャンペーン 7月16日 神奈川県 藤沢市 片瀬海岸 湘南海岸をきれいにする会
片瀬江の島公衆便所前広場において，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。

6 地引網漁業体験学習イベント 7月27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。

7 Ｃ．Ｃ．Ｚﾌｪｽﾃｲﾊﾞﾙ2018 7月22日 石川県 白山市 徳光海岸 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発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、飲食ｺｰﾅｰ等）を開催

8 日和佐うみがめまつり 7月14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

9 イマリンビーチ海開き 7月初旬 佐賀県 伊万里市 福田地区海岸 伊万里市　福田区 稚魚の放流

10 マリーンスクール ７月中旬 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

11 河川・海岸愛護月間企画展
７月10日～

22日
宮崎県 宮崎市 県立図書館 宮崎県 県立図書館で海岸愛護月間のポスター等を掲示し、普及啓発を行う

別紙　　（２）環境保全・啓発活動

実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要名　　称
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

1 水難救助合同訓練 7月9日 茨城県 ひたちなか市 阿字ヶ浦海岸
ひたちなか・東海広域事務組合消防
本部

水難事故を想定した関係機関との合同訓練

2 鹿島灘水難事故対策合同訓練 7月14日 茨城県 鉾田市 大竹地区海岸 鉾田市商工観光課 水難事故対策訓練

3 葉山町津波避難訓練 7月21日 神奈川県 葉山町
森戸、一色・大浜、長
者ヶ崎海岸

葉山町 津波避難訓練

4
葉山海水浴場海上マナーアップパトロー
ル

7月29日 神奈川県 葉山町
森戸、一色・大浜、長
者ヶ崎海岸

葉山町
水上バイク利用者に対し、海上及び海浜より、啓発物品の配布を行う
等、マナーアップの啓発活動を行う。

5 鎌倉市海水浴場等　津波避難訓練 7月21日 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。

6 サザンビーチちがさき海開き 7月7日 神奈川県 茅ヶ崎市 サザンビーチちがさき 茅ヶ崎市観光協会 津波避難誘導訓練・音楽イベント・スイカ割り

7 津波避難訓練 7月21日 神奈川県 真鶴町 岩海岸 真鶴町 津波避難訓練

8 海水浴場　津波対策訓練 7月14日 神奈川県 湯河原町 湯河原海岸 湯河原町 津波避難訓練

9 海浜警備 ７月中旬 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

10 子どもの水辺・海辺安全教室 ７月 宮崎県 宮崎市 青島海岸ほか 宮崎県 子どもを対象とした水難事故防止のための安全教室

都道府県名 市町村名 地区海岸名

1 海開き安全祈願祭 7月8日 北海道 伊達市
伊達海岸
(南有珠地区)

ＮＰＯ法人だて観光協会 海水浴場の開設、安全祈願祭

2
豊浦町内「海水浴・キャンプ場」合同安全
祈願祭

7月上旬 北海道 虻田郡豊浦町
豊浦海岸
（旭地区）

NPO法人豊浦観光ﾈｯﾄﾜｰｸ
豊浦海浜公園内キャンプ場、海水浴場施設における、海水浴シーズ
ン中の安全祈願式典

3 しおさい朝市 7月上旬 北海道 虻田郡豊浦町
豊浦海岸
（旭地区）

豊浦町他 豊浦町海産物の販売

4
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7日 北海道 留萌市
留萌海岸
（沖見地区）

北海道大学バレーール連盟 ビーチバレーボール大会

別紙　　（３）安全・避難訓練

別紙　　（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

名　　称 実施予定日
開催場所

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

5
北海道ビーチバレー選手権大会兼日本Ｃ
ＵＰ争奪ビーチバレー留萌大会

7月8日 北海道 留萌市
留萌海岸
（沖見地区）

留萌大会実行委員会 ビーチバレーボール大会

6 海水浴場開設
7月14日～
7月16日

北海道 虻田郡豊浦町
豊浦海岸
（旭地区）

NPO法人豊浦観光ﾈｯﾄﾜｰｸ 海水浴場の開設（プレオープン）

7 海水浴場開設
7月21日～
8月19日

北海道 虻田郡豊浦町
豊浦海岸
（礼文華地区）

NPO法人豊浦観光ﾈｯﾄﾜｰｸ 海水浴場の開設(本オープン）

8
はまなす海水浴場
海開き

7月27日 北海道 枝幸郡枝幸町
枝幸海岸
（岡島地区）

枝幸町 海開き

9 室蘭みなと祭り
7月27日～
7月29日

北海道 室蘭市 室蘭海岸 室蘭みなと祭り実行委員会 花火大会、市民踊り、室蘭ねりこみ

10 さるる海浜まつり 7月22日 北海道 紋別郡興部町
興部海岸
(沙留地区)

興部町観光協会 ホタテ貝拾い等

11 白浜海水浴場海開き 7月6日 青森県 八戸市 白浜海岸 八戸市 前日に安全祈願祭を実施

12 蕪島海水浴場海開き 7月21日 青森県 八戸市 蕪島海浜公園 八戸市 前日に安全祈願祭を実施

13 ゆかい村観光ウニ園
６月３０日or

７月１日
青森県 風間浦村 易国間海岸 ゆかい村ウニ園実行委員 ウニ採取、殻むき体験、販売

14 十符ヶ浦海水浴場海開き 7月21日 青森県 野辺地町 野辺地港海岸 野辺地町 海開き

15 2018のへじ常夜燈フェスタ 7月15日 青森県 野辺地町 野辺地港 野辺地町 野辺地町の歴史を築いた「海」をベースとしたイベント

16
第23回中泊町ビーチサッカー青森県大会
inこどまり

7月14日～
15日

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

17 出来島海水浴場海開き 7月15日 青森県 つがる市 出来島海岸 つがる市観光物産協会 海開き

18 マグアビーチ海開き式 7月15日 青森県 つがる市 マグアビーチ つがる市観光物産協会 海開き

19 はしかみいちご煮祭り
7月28日～29

日
青森県 階上町 小船渡海岸 はしかみ産業振興委員会

いちご煮及び魚介類の販売、花火大会、船団パレード、釣り大会、ス
テージ発表

20 普代浜園地キラウミ海水浴場海開き ７月中旬 岩手県 普代村 宇留部地区海岸 普代村普代村政策推進室 海開き

21 ビーチヨガ 7月29日 岩手県 普代村 宇留部地区海岸 普代村普代村政策推進室 ビーチヨガ

22 海水浴場安全祈願祭 7月13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 安全祈願祭，海水浴場開設

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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23 菖蒲田海水浴場海開き
７月１４日～
８月２０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，売店の設置等
９：００～１６：００（遊泳可能時間）

24 TBC夏祭り 7月28日 宮城県 七ヶ浜町
七ヶ浜海岸
菖蒲田地区海岸

TBC東北放送 人気アーティストによるライブ等

25 復興花火打ち上げ 7月28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 花火打ち上げ（２０：００～）

26 モーターパラグライダー体験会 7月29日 宮城県 七ヶ浜町
七ヶ浜海岸
菖蒲田地区海岸

かぜのおかパラグライダー モーターパラグライダー体験会

27 滝の間・岩館海岸海開き ７月中旬 秋田県 八峰町 岩館海岸 八峰町観光協会 海開き

28 宮沢海岸夕陽フェスティバル 7月21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

29 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

30 下浜海岸海開き ７月初旬 秋田県 秋田市 下浜海岸 下浜海水浴場組合 海開き

31 桂浜海岸海開き ７月初旬 秋田県 秋田市 桂浜海岸 桂浜海水浴場組合 海開き

32
秋田港海の祭典
「マリンフェスティバル」

7月28、
29日

秋田県 秋田市 秋田港周辺 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、港花火大会、乗船体験等

33 道川海水浴場海開き 7月21日 秋田県 由利本荘市 岩城海岸 由利本荘市 海開き

34 西目海水浴場海開き 7月21日 秋田県 由利本荘市 西目海岸 由利本荘市 海開き

35 本荘マリーナ海水浴場海開き 7月21日 秋田県 由利本荘市 本荘海岸 由利本荘市 海開き

36 第34回日本海洋上花火大会 7月21日 秋田県 由利本荘市 岩城道川海岸 由利本荘市観光協会 花火大会

37
第31回秋田トライアスロン芭蕉レース象
潟大会

7月15日 秋田県 にかほ市 象潟地区海岸 にかほ市観光協会 トライアスロン大会

38 第4回にかほ海の幸まつり 7月21日 秋田県 にかほ市 象潟地区海岸 にかほ市海の幸まつり実行委員会
「天然岩がき」などの海の幸販売
道の駅象潟「ねむの丘」特設会場にて開催

39 きさかた港まつり 7月下旬 秋田県 にかほ市 象潟地区海岸 象潟漁民一同
象潟の天然「岩ガキ」の即売、新鮮な魚介類のバーベキューコーナー
等

40 原釜尾浜海水浴場海開き 7月21日 福島県 相馬市 松川浦漁港海岸 相馬市観光協会 海開き

41 いわき市海開き 7月14日 福島県 いわき市 四倉地区海岸 いわき観光まちづくりビューロー 海開き

42 磯原二ツ島海水浴場 7月21日 茨城県 北茨城市 磯原地区海岸 北茨城市観光協会 海水浴場開設に伴う安全祈願式典
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43 高萩海水浴場安全祈願祭 7月14日 茨城県 高萩市 有明海岸 （一社）高萩市観光協会 海水浴場開設に伴う安全祈願祭式典

44
ＪＢＶビーチバレーボール
高萩大会

7月15日
7月16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

45 日立港まつり 7月29日 茨城県 日立市 日立港 日立港まつり実行委員会 露天出展、山車・神輿出演、花火打上等

46 海水浴場開設 7月14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（8/19)まで

47 海のチャレンジフェスティバルＩＮ河原子 7月14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）や宝探し等

48 海水浴場安全祈願祭 7月13日 茨城県 ひたちなか市
阿字ヶ浦海岸
平磯海岸

ひたちなか市観光協会 海水浴場開設に伴う安全祈願式典

49 海開き 7月14日 茨城県 ひたちなか市
阿字ヶ浦海岸
平磯海岸

ひたちなか市観光協会 海開き

50
ひたちなか市海開き
イベント2018

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 海開きを盛大にＰＲする為のオープニングイベント

51 阿字ヶ浦海岸花火大会 7月29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 花火大会（打上げ発数：約2,500発）

52 海開き 7月14日 茨城県 大洗町
大洗海岸・大洗サン
ビーチ

大洗町 海開き

53
大洗観光協会長杯
ヨットレース

7月16日 茨城県 大洗町 大洗マリーナ 大洗マリーナ利用者協議会 ヨットレース大会

54
ジャパンビーチバレーボールツアー２０１
８第６戦大洗大会＆第２９回ビーチバレー
in大洗

７月２８日～
７月２９日

茨城県 大洗町 大洗サンビーチ
大洗バレーボール協会
('１８ビーチバレーin
大洗実行委員会)

ビーチバレーボール大会

55 大洗海上花火大会 7月28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 花火大会

56 ノルディックウォーキング
7月1日～13

日
茨城県 大洗町 大洗サンビーチ 夢タウン大洗スポーツクラブ ノルディックウォーキング

57 ビーサン飛ばし大会 7月22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 花火大会

58 大竹海岸鉾田海水浴場海開き式 7月18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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要

－17－



都道府県名 市町村名 地区海岸名

59 海水浴場
７月１４日～
８月１９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

60 ライフセービング夏の体験教室 ７月下旬 茨城県 鹿嶋市 平井地区 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

61 第24回新島オープンウォータースイミング 7月7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

62 海開き・海鎮祭 7月14日 千葉県 勝浦市 勝浦中央海水浴場 市観光協会 海開き

63
館山オーシャンウォータースイムフェス
ティバル

７月14,15,16
日

千葉県 館山市、 北条海岸 県水泳連盟 水泳大会

64 砂の彫刻美術展 7月14～21日 千葉県 旭市 横根海岸 実行委員会 砂の集積、砂像制作・展示等

65 サーフィンスクール 7月22日 千葉県 旭市 旭海岸 青年会議所 サーフィン体験スクール

66 アジすくい 7月27日 千葉県 南房総市 北浜海岸 実行委員会 アジすくいの前に波打ち際を清掃

67 ＹＯＵ游フェスティバル 7月28・29日 千葉県 旭市 横根海岸 実行委員会 バザー、壁画アート、神輿渡御、花火大会等

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

69 第６回ＯＨＢ花火大会 7月29日 千葉県 いすみ市 大原海水浴場 運営委員会 花火大会

70 MURASAKI　SHONAN　OPEN２０１８
7月9日

～7月16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

71 海の日記念大会
7月21日、22

日
神奈川県 藤沢市 鵠沼海岸

藤沢市バレーボール協会
（公財）藤沢市みらい創造財団

ビーチバレー大会

72 第２４回ビーチバレー海の日記念大会
7月21日
7月22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

73 海開き 7月1日 神奈川県 藤沢市 片瀬海岸西浜
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

74 江の島天王祭 7月8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

75 西浜ビーチイベント 7月21日 神奈川県 藤沢市 片瀬海岸西浜
江の島マイアミビーチショー実行委
員会

フラ体験、ビーサン飛ばし選手権、宝探しゲーム

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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76 第２４回ビーチバレー海の日記念大会
7月21日
7月22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

77 浜降祭 7月16日 神奈川県 茅ヶ崎市 西浜海岸
茅ヶ崎海岸浜降祭保存会
茅ヶ崎市観光協会

式典・神輿の「みそぎ」

78 荒井浜海水浴場海開き 7月13日 神奈川県 三浦市 荒井浜海岸 油壷観光協会 海開き

79 横堀海水浴場海開き 7月13日 神奈川県 三浦市 横堀海岸 油壷観光協会 海開き

80 OTODAMA SEA STUDIO 7月 神奈川県 三浦市 三浦海岸 OTODAMA運営事務局 ライブコンサート・トークイベント・企業イベント

81 横須賀うみかぜカーニバル2018
7月14日
～15日

神奈川県 横須賀市
横須賀港（平成地区）
うみかぜ公園

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・カヌー・ヨット・スーパーキッズボートの体験乗船会、
稚魚の放流、横須賀海上保安部巡視船「あしたか」一般公開、2018
ジェットスポーツテクニカル全日本選手権シリーズ横須賀大会

82 第53回葉山海岸花火大会 7月26日 神奈川県 葉山町
森戸海岸、一部一色
海岸

葉山海岸花火大会実行委員会 花火大会

83 海開き記念式典 7月14日 神奈川県 平塚市 平塚海岸
平塚市、平塚海岸魅力促進共同事
業体

海水浴場開設の記念式典

84 岩海岸海開き 7月14日 神奈川県 真鶴町 岩海岸 真鶴町 海開き

85 湯河原海水浴場海開き 7月14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

86 湯河原温泉　海上花火大会 7月16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

87 海のイベント 7月28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

宝探しゲーム、フラダンスほか

88 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

89 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

90 柿崎中央海水浴場海開き 7月7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

91 聖籠マリンフェスタ～聖籠海まつり～2018 7月15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
釣り船の遊覧乗船、砂浜宝探し、ﾊﾞﾅﾅﾎﾞｰﾄ、ｼﾞｪｯﾄｽｷｰ、ｸﾞﾙﾒ屋台な
ど「海とのふれあい、親しみ向上」をｺﾝｾﾌﾟﾄとした各種ｱﾄﾗｸｼｮﾝの開
催

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要

－19－



都道府県名 市町村名 地区海岸名

92
ＪＦＷ(日本釣り週間)ファミリーキス投げ
釣り教室

7月1日 新潟県 聖籠町 聖籠海岸
財団法人日本釣
振興会新潟県支部

ファミリーキス投げ釣り教室を開催する。終了後は、使用者が責任を
もって後片付け・清掃を行い、海岸美化に努める。

93 海あそび教室 7月8日 新潟県 聖籠町 聖籠海岸 ＮＰＯ法人海レクサポートせいろう 海水浴場開設前の海遊びの教室

94 キス釣り大会 7月29日 新潟県 聖籠町 聖籠海岸 ＮＰＯ法人海レクサポートせいろう 聖籠海岸で行われるキス釣り大会

95 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 村松浜地区海岸の海開き

96
柏崎合同海開き
安全祈願祭

7月8日 新潟県 柏崎市 柏崎港港湾区域 柏崎観光協会
市内１５ヶ所の海水浴場の安全祈願、海岸での体験イベント、浜汁の
振る舞い

97 石地海水浴場海開き 7月1日 新潟県 柏崎市 石地地区海岸 西山町観光協会 安全祈願祭、あさりのつかみ取り

98 くじらなみ夏まつり 7月15日 新潟県 柏崎市 鯨波地区海岸 柏崎観光協会 潮干狩り、魚のつかみ取りなどのイベント

99
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
柏崎地区海岸
(港湾隣接地域)

ぎおん柏崎
まつり協賛会

海の大花火大会

100 海老江海浜公園海開き 7月14日 富山県 射水市 海老江海浜公園 射水市 海開き

101 海王丸パークフェスティバル
7月14日
～16日

富山県 射水市 海王丸パーク （公財）伏木富山港・海王丸財団 船の見学会

102 タモリカップ 7月15日 富山県 射水市 海王丸パーク （公財）伏木富山港・海王丸財団 海上パレード

103 富山新港花火大会 7月29日 富山県 射水市 海王丸パーク 富山新港花火大会実行委員会 花火大会

104  八重津浜海水浴場海開き 7月1日 富山県 富山市  八重津浜海水浴場 富山市 海開き

105 浜黒崎海水浴場海開き 7月2日 富山県 富山市 浜黒崎海水浴場 富山市 海開き

106 岩瀬浜海水浴場海開き 7月2日 富山県 富山市 岩瀬浜海水浴場 富山市 海開き

107 石田浜海水浴場海開き 7月中旬 富山県 黒部市 石田浜 黒部市 海開き

108 くろべ生地浜海上花火大会 7月28日 富山県 黒部市 生地浜
くろべ生地浜海上花火大会実行委
員会

花火大会

109 宮崎・境海岸（ヒスイ海岸）海開き 7月中旬 富山県 朝日町
宮崎・境海岸（ヒスイ
海岸）

朝日町 海開き

110
親子でチャレンジ！あさひヒスイ海岸トレ
ジャーハンティング

7月21日 富山県 朝日町
宮崎・境海岸（ヒスイ
海岸）

ふるさと体験inみやざき実行委員
会、ヒスイ恵みの会

親子でヒスイ探し体験

111 雨晴海水浴場海開き 7月上旬 富山県 高岡市 雨晴海岸 高岡市 海開き

名　　称 実施予定日
開催場所

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

112 海水浴場の設立 ７月中旬 石川県 内灘町 宇ノ気内灘海岸 内灘町 海開き

113 千里浜海岸海開き 7月10日 石川県 羽咋市 押水羽咋海岸 浜茶屋組合 海開き

114 大島海開き ７月中旬 石川県 志賀町 大島海岸 大島観光（株） 海開き

115 増穂ヶ浦海開き ７月中旬 石川県 志賀町
富来海岸
（増穂ヶ浦海岸）

志賀町
シルバー人材

海開き

116 西能登やっちゃ祭り ７月下旬 石川県 志賀町 千鳥ヶ浜海岸 志賀町祭
実行委員会

綱引き、各種団体ステージ、花火大会

117 今浜海岸海開き 7月13日 石川県 宝達志水町 押水羽咋海岸
宝達志水町
浜茶屋組合

海開き

118 海開き 7月13日 石川県 能登町 五色ヶ浜
能登町

海開き

119 海開き 7月17日 石川県 能登町 恋路海岸
能登町

海開き

120 第22回ビーチフェスタｉｎかんばら 7月15日 静岡県 静岡市 蒲原海岸
第22回ﾋﾞｰﾁﾌｪｽﾀ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

121 沼津千本浜ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 7月22日 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

122 ﾁｰﾑｹﾝｽﾞｶｯﾌﾟﾄﾗｲｱｽﾛﾝ駅伝大会 7月22日 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

123 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

124 地引網体験 7月中 福井県 福井市 浜住海岸 鷹巣観光協会 地引網体験

125 ハマグリ採り 7月中旬～ 福井県 福井市 浜住海岸 鷹巣観光協会 ハマグリ採り

126 海開き神事及び豊漁祈願祭 ７月上旬 福井県 越前町 厨海岸 越前町観光協会 豊漁祈願祭

127 南越前町海開き 7月12日 福井県 南越前町 甲楽城海岸 南越前町 海開き神事

128 河野夏まつり 7月28日 福井県 南越前町 甲楽城海岸 南越前町 花火大会

129 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

130 中浜みなと祭り 7月 26日 京都府 京丹後市 丹後町中浜 中浜みなと祭実行委員会
豊漁、漁業者の安全を祈願した祭礼
花火

131 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（浅茂川区）
みこし巡業
花火

132
2018サンセットビーチフェス　in　Kyotango
「第1回SUP西日本選手権大会」

7月1日 京都府 京丹後市
久美浜湾カヌー競技
場

サンセットビーチフェスinkyotango実
行委員会

スタンドアップパドルボード海外派遣選手選考会

名　　称 実施予定日
開催場所

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

133 海水浴場安全祈願式 7月 1日 京都府 京丹後市 夕日ヶ浦海岸
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

134 阿蘇海環境美化事業 7月 8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。

135 天橋立砂浜ライトアップ
7月 14日～

9月 2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

136 ジオパーク海開き行事 7月1日 兵庫県 香美町 柴山海岸 香美町香住観光協会 海開き

137 慶野松原海水浴場海開き ７月初旬 兵庫県 南あわじ市 西淡海岸 南あわじ市 海開き

138 大浜海水浴場海開き ７月初旬 兵庫県 洲本市 洲本港海岸 洲本市 海開き

139 岩屋海水浴場海開き ７月初旬 兵庫県 淡路市 淡路海岸 淡路市 海開き

140 多賀の浜海水浴場海開き ７月初旬 兵庫県 淡路市 一宮海岸 淡路市 海開き

141 江井海水浴場海開き ７月初旬 兵庫県 淡路市 一宮海岸 淡路市 海開き

142 新都志海水浴場海開き ７月中旬 兵庫県 洲本市 都志港海岸 洲本市 海開き

143 林崎松江海水浴場海開き 7月1日 兵庫県 明石市 林崎海岸 明石松江海水浴場組合 海開き

144 大蔵海岸海水浴場海開き 7月14日 兵庫県 明石市 大蔵海岸 明石市 海開き

145 アジュール舞子海水浴場海開き 7月12日 兵庫県 神戸市 舞子海岸
アジュール舞子海水浴場運営協議
会

海開き

146 港まつり 7月22日 和歌山県 和歌山市 和歌山下津港 港まつり実行委員会 花火大会

147 海開き式 7月1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、宝探しイベント

148 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 田辺観光協会 海開き

149 白良浜海水浴場海開き 7月1日 和歌山県 白浜町 白浜地区海岸 白浜町 海開き

150 臨海浦海水浴場海開き 7月14日 和歌山県 白浜町 江津良地区海岸 白浜町 海開き

151 白浜花火フェスティバル 7月30日 和歌山県 白浜町 白浜地区海岸 白浜観光協会 花火大会

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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152 海開き 7月1日 和歌山県 串本町

串本鬮野川地区海岸
（橋杭海水浴場）
下田原地区海岸
（田原海水浴場）

串本町観光協会 海開き行事

153 海水浴祭り 7月29日 和歌山県 串本町
串本鬮野川地区海岸
（橋杭海水浴場）

串本町観光協会 海水浴場で宝探しなどを実施

154 海開き 7月7日 和歌山県 那智勝浦町
天満・浜の宮地区海
岸

那智勝浦町 那智海水浴場海開き

155 海開き 7月7日 和歌山県 那智勝浦町 粉白地区海岸 那智勝浦町 玉の浦海水浴場海開き

156 海開き 7月14日 和歌山県 那智勝浦町 宇久井地区海岸 那智勝浦町 宇久井海水浴場海開き

157 海開き 7月14日 和歌山県 那智勝浦町 二河地区海岸 那智勝浦町 湯川海水浴場海開き

158 くじらに出会える海水浴場 7月12日～ 和歌山県 太地町 太地地区海岸 太地町 くじら浜海水浴場海開き

159 ビーチバレー大会 7月29日 和歌山県 那智勝浦町
天満・浜の宮地区海
岸

那智勝浦町観光協会 ビーチバレーボール大会

160 第３１回Sun-inビーチバレー大会 7月22日 鳥取県 境港市 新屋町海岸 市バレーボール協会 ビーチバレーボール大会

161 第23回さかいみなとビーチバレー大会 7月29日 鳥取県 境港市 新屋町海岸 市バレーボール協会 ビーチバレーボール大会

162 皆生温泉海水浴場海開き 7月7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

164 桂島海水浴場海開き 7月1日 島根県 松江市 加賀浜海岸 加賀観光協会 海開き

165 小波海水浴場海開き 7月1日 島根県 松江市 小波海岸 小波観光協会 海開き

166 古浦海水浴場安全祈願祭 7月7日 島根県 松江市 古浦地区海岸 （一社）松江観光協会鹿島町支部 安全祈願祭

167 鹿島ビーチフェスタ2018 7月15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 ビーチバレーボール大会

168 第10回だれでも海で遊ばかい 7月15日 島根県 松江市 片句地区海岸 片句自治会 交流会の開催

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要

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38回目となる。
水泳(3km)、自転車(140km)、マラソン(42.195km)を全国から集まった
1,120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4,400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。

第38回全日本トライアスロン皆生大会 7月15日 鳥取県

米子市、境港市、
南部町、伯耆町、
大山町、日吉津

村

163
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169 古浦海水浴場海開きイベント 7月16日 島根県 松江市 古浦地区海岸 （一社）松江観光協会鹿島町支部 海開き

170
エビスカップ2018　第21回 全日本
海上綱引き選手権大会

7月16日 島根県 松江市 北浦地区海岸 美保関町海夏まつり実行委員会
５人一組のチームが海に浮かべた縦４ｍ、横２ｍの台船に乗り、綱を
引き合う大会。

171 川から海へ大航海in鹿島2018 7月22日 島根県 松江市 古浦地区海岸
川から海へ大航海in鹿島実行委員
会

佐陀川から古浦海岸まで筏で下る

172 ＫＯＵＲＡビーチサッカー大会 7月22日 島根県 松江市 古浦地区海岸
ＫＯＵＲＡビーチサッカー大会実行委
員会

ビーチサッカー大会

173 海のまちサマーフェスティバル 7月22日 島根県 松江市 大芦浜海岸 実行委員会 地引網、体験ダイビング

174 鹿島町納涼花火大会 7月28日 島根県 松江市 古浦地区海岸 鹿島で花火を打ち上げる会 花火大会

175 多岐キララまつり 7月29日 島根県 出雲市 キララビーチ 多岐キララまつり実行委員会 花火大会、砂浜イベント

176 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

177 あなんマリンフェスティバル 7月中旬 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

178
松原海水浴場海びらきサマーナイトフェス
IN　松原

７月中旬 愛媛県 上島町 浜都海岸 松原海びらき実行委員会 海開き・音楽ライブ・バザー・ライトアップ

179 ＥＨＩＭＥ　ＯＷＳ　２０１８ 7月1日 愛媛県 松山市 立岩海岸 愛媛県水泳連盟 オープンウォータースイミング大会　（６月３０日に公式練習を実施）

180 長浜海水浴場海開き 7月13日 愛媛県 大洲市 長浜港海岸 大洲市観光協会長浜支部 海開き

181 ゆくはしビーチバレーボールフェスタ2018 7/15～7/16 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ボール大会

182 イマリンビーチ海開き 7月初旬 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) 救助訓練披露

183 第36回 唐津湾イカダ大会 7月下旬 佐賀県 唐津市 唐津地区海岸 唐津湾イカダと市民の会 イカダ競争

184 海開き式 7月14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

185 結の浜マリンパーク海水浴場海開き 7月14日 長崎県 諫早市
田結港(結の浜マリン
パーク)

諫早市 海開き式典

186 第26階長崎西海トライアスロン 7月15日 長崎県 西海市 肥前大島港 西海市ほか トライアスロン大会

187 さざ波フェスタ 7月15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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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188 長崎鼻サマーフェスティバル 7月15日 大分県 豊後高田市 波戸地区海岸
長崎鼻サマーフェスティバル実行委
員会

各種イベント・花火

189 日向ビーチスポーツフェス 7月8日 宮崎県 日向市 お倉ヶ浜海岸
日向市、日向市教育委員会、日向
市ビーチスポーツフェス実行委員会

トップアスリートとのビーチスポーツ体験

190
ビーチバレー大会九州サンカップかごし
ま大会

7月1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

191 磯海水浴場海開き式 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

192 第６４回清水小学校錦江湾横断遠泳大会 7月21日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸
第６４回清水小学校錦江湾横断遠
泳大会実行委員会

清水小学校４～６年児童による錦江湾横断遠泳大会

193 第53回松原小錦江湾横断遠泳大会 7月23日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸 鹿児島市松原小学校水泳同好会 松原小学校児童による錦江湾横断遠泳を行う

194 レインボービーチ海開き式 7月21日 鹿児島県 鹿児島市
桜島人工海浜海水浴
場（レインボービーチ）

鹿児島市 レインボービーチ開所

195 生見海水浴場海開き式 7月21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

196 西道海水浴場海開き式 7月21日 鹿児島県 鹿児島市 西道海岸 鹿児島市 西道海水浴場開所

197 海開き 7月7日 鹿児島県 阿久根市 阿久根大島 阿久根市 海開き

198 シーサイドステーション 7月16日 鹿児島県 阿久根市 脇本海水浴場 阿久根市 ビーチバレー大会や宝探し大会，スタンプラリーなど

199 海の子カーニバル 7月16日 鹿児島県 阿久根市 五色ヶ浜海岸 阿久根市 阿久根大島から五色ヶ浜海岸までの約３キロを遠泳する伝統行事

200 第12回錦江湾シーカヤック大会in垂水 7月15日 鹿児島県 垂水市 柊原地区海岸 垂水市 シーカヤック大会、マリンスポーツ体験

201 錦江レゲエ浜祭り ７月中旬 鹿児島県 錦江町 神川海岸
錦江はまほたる協議会
後援：錦江町

ﾚｹﾞｴ音楽会・花火大会
特産品販売を含むﾌｰﾄﾞｺｰﾅｰ
神川地区の海岸清掃

202 ゴールドビーチ大浜海水浴場海開き 7月14日 鹿児島県 南大隅町
(根占地区)
大浜海岸

南大隅町観光課 神事・宝探し等

203
第26回奄美シーカヤックマラソンin加計呂
麻大会

7月1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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要

－25－



都道府県名 市町村名 地区海岸名

204 マリンフェスタin加計呂麻 7月22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

205 第31回2018トライアスロンＩＮ徳之島 7月1日 鹿児島県 天城町 与名間海岸
トライアスロンＩＮ徳之島大会実行委
員会

トライアスロン大会

206 海開き 4月28日 鹿児島県 和泊町 湾門海岸 おきのえらぶ島観光連盟 海開き

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要

－26－


