
「海の月間」推進委員会
１．海フェスタ 事務局：(財)日本海事広報協会

実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

海フェスタながさき～海の祭典2010
長崎・五島列島～

海フェスタながさき実行委員会、
長崎市、五島市、新上五島町、
国土交通省、財務省、海上保安
庁、気象庁、航海訓練所、日本
船主協会、日本旅客船協会、日
本海事広報協会、日本海事セン
ター、九州海事広報協会、日本
港湾協会、日本内航海運組合総
連合会、海技振興センター、日本
海事代理士会

7/17～8/1
長崎市、五島市及び新
上五島町

「感じたい　海と歴史と夢・ロマン」をコンセ
プトに、皇族のご臨席を賜る記念式典・祝
賀会をはじめ、海の大切さをあらためて考
え、開催地である長崎市、五島市、新上五
島町の海とのかかわり合い、歴史、文化な
どを紹介する。船の一般公開・体験航海や
マリンビーチスポーツなどさまざまなイベン
トを開催。

２．表彰

実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

第３回海洋立国推進功労者表彰

国土交通省、内閣官房総合海洋
政策本部事務局、文部科学省、
農林水産省、経済産業省、環境
省

7月中旬 国土交通省
海洋に関する幅広い分野における普及啓
発、学術、研究、産業復興等において顕著
な功績を挙げた個人・団体を表彰する。

海事関係功労者の表彰
推進委員会、国土交通省、海上
保安庁、海事関係12団体、日本
海事広報協会

7月20日 東京都・海運クラブ
海事功労の顕著な者及び海をきれいにす
るための一般協力者の奉仕活動に対する
表彰及び祝賀会を開催する。

３．体験イベント

実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

体験乗船会等
日本海洋レジャー安全・振興協
会

3月～10月
全国各地のボート
ショー、マリーナ等

各地のボートショー・マリーナのイベント等
の来場者を対象に、ボート免許の普及、海
洋レジャーの振興等のための体験乗船会
等を実施。

実感！マリンウィーク’10
「実感！マリーンウィーク’10」
キャンペーン実行委員会

5/1～10/31
全国各地のマリーナ・
港湾等

マリンスポーツ・レジャーの認知の促進、自
然環境と共生の理解並びに活性化を図る
ため、体験・参加型のイベントを開催する。

平成22年度「海の月間」を中心に計画されている行事および広報活動

海洋性レクリエーション指導者養成
研修（アドバンスト・インストラクター)

ブルーシー・アンド・グリーンラン
ド財団

6/4～7/8
沖縄県本部町・マリンピ
アザオキナワ

海洋性レクリエーション（ヨット・カヌーローイ
ング等）中心に安全対策、環境保全、イン
タープリテーションの手法などを学ぶ研修
会を開催する。

「水の安全教室」の開催 ﾌﾞﾙｰｼｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ財団 6月～9月
都内の小学校18ヶ所全
国のB&G海洋センター・
海洋クラブ

カヌー体験等の海洋性レクリエーション活
動及び着衣泳、ロープワーク等の水の安全
教育活動を行う。

ウォータースポーツプロジェクト教室
ブルーシー・アンド・グリーンラン
ド財団、日本ライフセービング協
会、日本トライアスロン連合

6月～9月 全国各地

子どもから大人、親子を対象に、水泳・バイ
ク・ランニング・セルフレスキュー・カヌー等
のウォータースポーツの基礎知識及び水辺
の安全・自然環境を学ぶ教室を開催する。

離島フェリー体験航海及び海事普
及活動

北海道運輸局 「海の月間」 北海道・稚内港

稚内市とその近郊の小学生を対象に、離
島航路のフェリーに乗船させ、船舶の運航
業務や航路の重要性について体験学習す
る。フェリーターミナルを見学、資料等を
使って説明する。

海洋関係施設、船舶、港湾施設等
の一般公開、体験乗船

国土交通省、海上保安庁、気象
庁、航海訓練所、海上技術安全
研究所、国土技術政策総合研究
所、港湾空港技術研究所、海洋
研究開発機構

「海の月間」 全国各地

国土交通省関係施設（港・特殊船など）、海
上保安庁（巡視船・艇・灯台）、気象庁（気
象台）、航海訓練所（練習船）、海上技術安
全研究所、国土技術総合研究所、港湾空
港技術研究所、海洋研究開発機構の海洋
関係施設や船舶の一般公開、体験乗船、
施設内スタンプラリー等を行う。

海上技術学校体験入学 九州運輸局 7月

熊本県天草市鬼池港～
長崎県南島原市口之津
港（島原鉄道）
長崎県南島原市・口之
津海上技術学校

口之津海上技術学校が行っている体験入
学事業と連携し、熊本県内の中学生を対象
に、現地まで旅客フェリーに乗船した後、同
校の体験入学を行う。

マリンリゾートフェスティバルin
WAKAYAMA

マリンスポーツ財団 7月
和歌山県・和歌山マ
リーナシティ

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパー
キッズボート、ジェットスポーツ等）、障害児
者体験クルーズを実施する。



実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

マリンスポーツフェスティバルinいわ
き（おなはま海遊祭）

マリンスポーツ財団 7月
福島県いわき市・小名
浜港

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパー
キッズボート・ジェットスポーツ等）、デモン
ストレーション等を行う。

大阪湾フェリー等体験クルーズ 近畿運輸局 7月 大阪府・大阪湾

小中学生とその家族を対象に、フェリーや
遊覧船等による大阪湾体験クルーズを実
施（４回予定）し、船内において「海と船で働
く船員の仕事」をテーマに講演会、パネル
展を実施し、海・船・船員について理解を深
める。

第9回ウォーターフェスタin小見川 マリンスポーツ財団 7月 千葉県香取市・黒部川
各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパー
キッズボート、プレジャーボート等）を行う。

江戸川・水フェスタinいちかわ マリンスポーツ財団 7月 千葉県市川市・江戸川
各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパー
キッズボート、ジェットスポーツ、ヨット等）、
展示ブース等を行う。

浦臼町　夏まつり マリンスポーツ財団 7月 北海道・浦臼市
各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパー
キッズボート、ジェットスポーツ）、展示ブー
ス等を行う。

海の仕事紹介のための練習船「広
島丸」体験航海

中国運輸局 7月～8月 広島県竹原・大崎上島
青少年のための「竹原大崎上島キッズふ
れあい体験航海」を実施。

宮古海上技術短期大学校への体験
入学

東北運輸局 7月～10月
岩手県・宮古海上技術
短期大学校

宮古海上技術短期大学校に体験入学し、
船員養成課程で行われる実習等を体験し、
船員の仕事への理解を深め、海上技術短
期大学校について知ってもらう。

白老港港内一斉清掃
苫小牧港湾事務所工事安全連
絡協議会

7月中旬 北海道・白老港
白老港まつりの協力として、港内のクリーン
アップ作戦を実施する。

全国一斉海浜清掃旗揚げ式 海と渚環境美化推進機構 7月中旬 岐阜県内
全国豊かな海づくり大会のプレイベントとし
て、水産庁の協力を得て開催し、全国津々
浦々に向けて海浜等の清掃を呼びかける。

「海の月間」海浜クリーンアップ 全日本海員組合 7月16日
東京都・葛西臨海公園
西なぎさ

市民との交流の場をつくり、海と船員に理
解を深めてもらおうと、組合本部と支部が
各地元の海浜でクリーンアップ活動を実
施。

各種マリンスポ ツ体験乗船会（ス パ
横須賀うみかぜカーニバル2010

横須賀うみかぜカーニバル実行
委員会

7/17～7/18
神奈川県横須賀市・う
みかぜ公園

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパー
キッズボート、ジェットスポーツ、ヨット等）、
展示ブース等を実施する。

体験乗船会
日本海洋レジャー安全・振興協
会

7/17～7/18
神奈川県・横須賀市う
みかぜ公園

横須賀うみかぜカーニバルの一環として、
ボート免許の普及、海洋レジャーの普及の
ためのボート免許艇による体験乗船会を実

第3回「ボート」天国・市民舟遊び
小樽築港ベイエリア活用促進実
行委員会

７/17～7/19 北海道・小樽港
ボート・カヌー・ヨット等を利用して、市民(障
害者含む)の誰もが参加できる舟遊びを実
施する。

関門港ボート天国 関門港ボート天国推進協議会 7月18日 福岡県・門司レトロ地区

マリンレジャーの健全な発展に資すること
を目的とし、ＳＷＩＭ＆ＲＵＮ競技やヨット
セーリング、みなとパネル展等を実施する。
「海の歩行者天国」。

第18回唐津港まつり海のカーニバ
ルｉn唐津

唐津港海のカーニバル実行委員
会

7月18日
佐賀県・唐津東港及び
その周辺

護衛艦体験乗船、海事関係者ブース展示、
海上パレードを開催。

「海の日」記念事業　熊本港フェス
ティバル

熊本港フェスティバル運営協議
会

7月19日 熊本県・熊本港 体験航海等を開催。

小松島港まつり 小松島港まつり運営委員会 7/18～7/19
徳島県小松島市・新港
地区

巡視船体験航海、港湾業務艇みなと見学
会等を実施。

シップウォッチングin東京港 船の科学館 7月19日 東京湾内
東京港内を観光船で巡り、港湾作業船舶
や港湾施設等を間近で見学する。

ヨットフェスティバル霞ヶ浦2010 茨城県セーリング連盟 7月19日
茨城県霞ヶ浦・ラクスマ
リーナ

ディンギー・クルーザーヨットレース、クルー
ザーヨット体験試乗会を行う。

睦月島歴史探訪と地引網クルージ
ング

四国運輸局 7月19日
松山観光港ターミナル
～睦月島

小学生を対象に、航海の楽しさや海の良さ
を体験し、また離島の実態や島の歴史・自
然に触れることにより、海事思想の普及を
図る。



実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

神戸港ボート天国 神戸運輸監理部 7月20日 神戸港

一般市民を対象に、官庁船等の体験乗
船、官庁船海上パレード、巡視船・練習船
等の一般公開、水上バイク等の試乗会、海
上救難訓練、海事関係PRブース出展等を
実施。

横浜港内体験航海及び出前講座 関東運輸局 7月23日 神奈川県・横浜港

小中学生とその同伴者を一般公募し、横浜
港内を遊覧する観光船「マリーンシャトル」
で港内及び港湾施設を見学。航海中の船
内において横浜港の紹介や港の機能を説
明する。

油津港まつり2010 油津港まつり協賛会 10/30～10/31 宮崎県・油津港
花火大会、自衛艦及び巡視船による体験
航海、弁甲競漕大会等を開催。

B&G「海洋体験セミナー」
ブルーシー・アンド・グリーンラン
ド財団

7/25～8/21
沖縄県本部町・マリンピ
アザオキナワ

4泊5日を3回実施。小学5年生から中学生
を対象に、沖縄での海洋性レクリエーション
や自然体験活動等を行う。

海の仕事紹介のための練習船「大
島丸」体験航海プログラム

中国運輸局・大島商船高専等 ７月（予定） 未定

小中学生を対象に２泊３日で体験航海や
キャンプを行う「サバイバルキャンプ」や、中
学生を対象に練習船からの史跡の見学と
それに関する講義を行う「周防大島歴史講
座」等、各種の体験航海や洋上セミナーを
実施する。

琵琶湖地区・和歌山地区乗船体験
学習

近畿運輸局 8月 滋賀県・和歌山県

小中学生とその家族を対象にフェリーや旅
客船の体験航海とともに船内での講演、
ロープワーク教室、ブリッジ見学などを通じ
て海・船・船員について理解を深める。（滋
賀県１回、和歌山県３回予定）

マリンフェスタin西条 マリンスポーツ財団、西条市 8月 愛媛県・西条市
各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパー
キッズボート・ジェットスポーツ等）、展示
ブース等を出展する。

美唄市中村地区　夏まつり マリンスポーツ財団 8月 北海道・美唄市
各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパー
キッズボート、ジェットスポーツ）、展示ブー
ス等を実施する。

浦河港港内一斉清掃 浦河町 8月上旬 北海道・浦河港
海に対する関心の喚起や、港湾工事への
理解増進のため、港内のクリーンアップ作
戦を実施する。戦を実施する。

四日市港まつり 四日市港管理組合 8月1日
三重県・四日市港霞ヶ
浦地区ポートビル周辺

カッターレース大会や鳥羽商船「鳥羽丸」の
一般公開等。

B&G「親子ふれあい体験セミナー」
ブルーシー・アンド・グリーンラン
ド財団

8/1～8/4
沖縄県本部町・マリンピ
アザオキナワ

小学校3～6年生とその保護者を対象に、
沖縄での海洋性レクリエーションや自然体
験活動を通して親子の絆を深める。

親子イベント（親子カヌー･ディン
ギー・海藻おしば教室）

日本海洋レジャー安全・振興協
会、YBM

8/10～8/11
神奈川県・横浜ベイサ
イドマリーナ（YBM）

カヌーとアクセスディンギーの体験乗船会、
海藻が果たしている役割や、海洋環境保全
の大切さを学ぶための「海藻おしば教室」
を開催。

体験航海セミナーの実施 中国運輸局 8/20～8/21 広島県・広島港

将来、船員としての夢を描くきっかけを作る
ことを目的に、小学生以上の青少年を対象
に、1泊2日の瀬戸内海周遊体験航海等を
実施。

マリンスポーツフェスティバルin柏崎
2010

マリンスポーツフェスティバル実
行委員会・マリンスポーツ財団

8/21～8/22
新潟県柏崎市・みなと
まち海浜公園

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパー
キッズボート、ジェットスポーツ等）を実施す
る。

親水イベント(観劇会)
日本海洋レジャー安全･振興協
会

9月11日
千葉県・木更津市民会
館

「みなと木更津うみ祭り」の一環として小学
生等を対象として海を題材にした観劇会
（老人と海）を開催。

体験乗船会
日本海洋レジャー安全・振興協
会

9/11～9/12 千葉県・木更津市出島

「みなと木更津うみ祭り」の一環として、
ボート免許の普及、海洋レジャーの普及の
ためのボート免許艇による体験乗船会を実
施。

アクセスディンギーフェスタ ﾌﾞﾙｰｼｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ財団 9/18～9/19
神奈川県・江ノ島ヨット
ハーバー

ユニバーサルデザインのアクセスディン
ギーを用いた大会及び体験試乗会を開催
する。

親水イベント（セーリングクルーザー
教室）

日本海洋レジャー安全･振興協
会

9/18～9/19
福島県・いわきサンマ
リーナ

いわきマリンフェスティバルの一環として
「親子セーリングクルーザー教室」を共催。



４．講演会

実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

マリス海洋スクール マリンスポーツ財団 7月11日
大阪府貝塚市・二色の
浜公園

青少年に対する海洋教育講習会を実施す
る。

第８回海事立国フォーラム in 福岡
2010～アジアの発展と我が国海運
業の将来～

日本海事センター 7月13日
福岡県・西鉄グランドホ
テル２F「プレジール」

世界が注目するアジア市場の発展を、少子
高齢化や人口減少から経済成長の制約が
危惧される日本経済回復のチャンスと捉
え、そのためには“日本海運産業はどのよ
うな将来像を描いていくべきなのか、アジア
戦略とは何か”、また、“アジア市場の経済
ダイナミズムをどのようにして九州地方に
取り組んでいくのか”ということを模索する
ため、関係者への情報提供を図るととも
に、アジアの発展と我が国海運業の将来に
ついて検討を促す機会を提供する。

海辺の安全教室
ＮＰＯ法人海に学ぶ体験活動協
議会

７月中旬
（予定）

北海道・小樽港
海辺の安全マニュアルを利用した安全教室
を開催する。

講演会「海からのメッセージ」 気象庁 7月24日
長崎県・長崎港松ヶ枝
国際ターミナルビル

親子・子どもたちを対象に、海・港を職場と
する人たちの体験談や、その仕事を体験す
る場を設け、海・港に関する業務の大切さ
を体感させる。（「地球温暖化に関すること」
＝長崎海洋気象台、「大型クラゲに関する
こと」＝西海区水産研究所）

臨時「海の相談室」
海上保安庁、日本水路協会、船
の科学館

7/24～7/25 東京都・船の科学館
海図及び参考図等のリーフレット配布、パ
ソコンによる誕生日の潮汐曲線出力サービ
スと海に関する問い合わせに対応する。

海洋教室 海上保安庁、船の科学館 7/24～7/25
東京都・航海訓練所桟
橋

水深の測定方法や底質の解説等を実施す
る。

お台場水辺の安全教室 ﾌﾞﾙｰｼｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ財団 7月25日 東京都・お台場
お台場海浜公園を活用した「カヌー体験
会」及び「水辺の安全学習」を実施。

夏休み科学実験教室 海洋研究開発機構
7/29、

8/12(予定）
神奈川県・海洋研究開
発機構横浜研究所

小学生に向けた、地球環境や先端科学技
術に関する実験や、深海の水圧を目で見て
理解できる圧力実験などを行う。

海の安全教室 海上保安庁、船の科学館 7/31～8/1 東京都・船の科学館
マリンレジャーにおける安全意識の向上
や、知識の普及を図る。や、知識の普及を図る。

お天気教室 気象庁 8月11日
兵庫県・神戸海洋気象
台

小学生対象に気象測器等の展示および気
象に関する実験、一部施設見学。

５．コンクール・展示会

実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

児童絵画展及びみなとパネル展 北海道運輸局 「海の月間」 北海道・釧路港

小学生を対象とした海の絵画コンクールを
実施し、海の月間中に審査会及び表彰式
を実施し展示会を開催。他にパネル展や海
に関するクイズラリーを実施する。

第21回人と海のフォトコンテスト「マ
リナーズ・アイ展」

全日本海員福祉センター 7/13～7/19 東京都・東京芸術劇場
「海で働く人たち」をメインテーマに、海に関
係した写真を募集し、入賞作品を展示。

海図等の展示
海上保安庁、日本水路協会、船
の科学館

7/16～7/25 東京都・船の科学館
東京湾の海図や海の特殊図等を展示・解
説する。

人と海のフォトコンテスト「マリナー
ズ・アイ展」、海に生きる者の絵画展

全日本海員福祉センター 7/17～8/1 長崎県・長崎県美術館
人と海のフォトコンテストの過去の入賞作
品を展示と船員と家族、船員OBによる海の
絵画展を開催。

第12回ジャパン･インターナショナ
ル・シーフードショー

大日本水産会 7/21～7/23
東京都・東京ビッグサイ
ト

水産業における生産・加工・流通その他関
連の業界各位に対し、水産物の取引機会
を拡大、情報交換のための具体的な場と
機会を提供する。

第21回人と海のフォトコンテスト「マ
リナーズ・アイ展」

全日本海員福祉センター 7/23～8/6
兵庫県・神戸第2地方
合同庁舎

「海で働く人たち」をメインテーマに、海に関
係した写真を募集し、入賞作品を展示。

「我ら海の子展」入賞作品展 日本海洋少年団連盟
7月末～8月下

旬
東京都・銀座ギャラリー

海の景色、船、遊び、仕事、生き物など海を
自由に表現した作品を小学生以下の児
童、幼児から募集し、7月15日に審査会（ﾎ
ﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ）を実施、受賞した優秀作品を
銀座ギャラリーで約1カ月にわたり展示す

第47回「全国中学生海の絵画
コンクール」展

日本海事広報協会 8/10～8/17 東京都・羽田空港ビル
全国の中学生から海や船をテーマにした絵
を募集、審査をして上位入賞作品を展示す
る。



実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

第25回　日本の海洋画展 全日本海員福祉センター 8/22～8/31 東京都・東京芸術劇場
会派を超えた現役プロ作家による海洋・海
景画展及び海運人などによる海洋・海景画
展を開催する。

第21回人と海のフォトコンテスト「マ
リナーズ・アイ展」

全日本海員福祉センター 9/18～10/10
福岡県・北九州市立美
術館

「海で働く人たち」をメインテーマに、海に関
係した写真を募集し、入賞作品を展示。過
去11～20回の入賞作品他も展示。

第25回　日本の海洋画展 全日本海員福祉センター 9/18～10/10
福岡県・北九州市立美
術館

会派を超えた現役プロ作家による海洋・海
景画展を開催する。

６．一般公開

実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

進水式及び造船所の見学並びに海
事産業紹介セミナーの開催

中国運輸局 6月～10月 中国地区各地

山間部の高校生を対象として、将来にわた
る造船業の継続発展を図る観点から、船の
進水式及び造船所内施設の見学会と講演
会、勉強会等を行う。

コンテナターミナル見学、倉庫業と
博多港ベイサイドミュージアム・ポー
トタワー見学

九州運輸局 7月上旬
福岡県・香椎地区、博
多港

福岡市内とその近郊の小中学生を対象
に、香椎パークポート・コンテナターミナル
見学、倉庫業見学と博多港ベイサイド
ミュージアム・ポートタワー見学を行う。

釧路港内見学会 北海道運輸局 「海の月間」 北海道・釧路港

小学生（高学年）を対象に、観測測量船に
乗船させ、海から港湾施設を見学。コンテ
ナヤード、港湾荷役作業、港資料館等を見
学させる。

函館港内施設見学会 北海道運輸局 「海の月間」 北海道・函館港

函館市内の小学生（高学年）を対象に、函
館どつく（株）で進水式を見学、青函連絡船
記念館の「船のしくみ展示室」において説
明・見学を行い、船舶と港湾の重要性を認
識させる。

海事施設の見学会 推進委員会、日本海事広報協会 「海の月間」 全国各地
博物館、水族館、港湾施設等の海事諸施
設の見学会を行う。

小樽港フェリー見学会及び荷役施
設見学会

北海道運輸局 7月～10月 北海道・小樽港

札幌市内の小学生を対象に、小樽港に停
泊中のフェリーの船内見学と、船舶、港湾
の役割に関する説明等を行う。同時に港湾
荷役施設も見学し、物流体系の中における
海運の役割を認識させる。（2回予定）

港湾ターミナルを知ろう　ミニミニ
SCHOOL

東北運輸局 7月～11月 宮城県・仙台港

仙台港のコンテナターミナルや仙台港全体
を見学し、物流に果たしている港の役割や
同港に出入港する船（貨物船等）を知り、港
や船、そこで働く人々の重要性を知ってもら
う。

造船業界見学会 四国運輸局 7月9日
高知県・新高知重工
（株）本社工場

高校生に造船業界の見学会等を開催し、
造船産業のPR及び海事思想の普及を図る
とともに、就職活動にも寄与する。

練習帆船「海王丸」の一般公開
航海訓練所・神戸港振興協会振
興課

7/14～7/18 兵庫県・神戸港
神戸港に寄港し、練習帆船「海王丸」の一
般公開（7/17）を行う。

施設見学会 石油連盟、日本船主協会 7月21日
石油精製工場（千葉）と
船の科学館、東京港ク
ルーズ

小学校社会科教師を対象に海運の役割と
重要性をアピールする。

練習帆船「日本丸」「海王丸」の一般
公開等

航海訓練所 7/22～7/26 長崎県・長崎港
練習帆船「日本丸」「海王丸」のセイルドリ
ル（7/24）および一般公開（7/25）を行う。
「海王丸」の船上コンサート（7/23）を行う。

造船所施設及び進水式見学会 北海道運輸局 7月23日 北海道・室蘭港

室蘭市内の小学生（高学年）を対象に、省
エネセメント運搬船（5,700トン）の進水式及
び造船所の見学と船舶、海運の重要性に
ついて説明を行う。

研究施設一般公開 海上技術安全研究所 7/23(予定）
東京都三鷹市・海上技
術安全研究所三鷹本所

研究施設、実験等の一般公開。

函館海洋気象台施設見学会 気象庁 7月24日
北海道・函館海洋気象
台

施設の一般公開、気象や地震に関するパ
ネル展示など。

測量船一般公開 海上保安庁、船の科学館 7/24～7/25
東京都・航海訓練所桟
橋

海洋情報業務や海事知識の普及の場とし
て測量船内部を一般に公開する。

海の日協賛　みすみ港祭り 宇城市みすみ港祭り実行委員会 7/24～7/25 熊本県・三角港
式典、巡視船等の一般公開、ペーロン大
会、花火大会等を開催。

「よこすか」一般公開 海洋研究開発機構 7/27(予定） 長崎市 支援母船「よこすか」の一般公開を行う。



実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

練習船「銀河丸」の一般公開 航海訓練所 7/29～8/2 長崎県・長崎港 練習船の一般公開(7/31～8/1）を行う。

練習帆船「日本丸」の一般公開等 航海訓練所・五島市観光交流課 7/29～8/2 長崎県・福江港
練習帆船「日本丸」のセイルドリル（8/1）お
よび一般公開（7/31）を行う。

練習帆船「海王丸」の一般公開
航海訓練所・新上五島町観光物
産課

7/29～8/2 長崎県・青方港
練習帆船「海王丸」の一般公開（7/31、
8/1）を行う。

夏の一般公開
国土技術政策総合研究所、港湾
空港技術研究所

7月31日
神奈川県横須賀市・研
究所構内

私たちの生活に深く関わりのある「海・空・
港」に関する研究所の研究施設の一般公
開を行う。子どもも大人も楽しく体験できる
ようなイベントが盛りだくさん。地震体験や
海辺の生物に触れるコーナー等もある。

神戸港夏休み親子みなと見学 近畿地方整備局
７月末～
８月初旬

兵庫県・神戸港

「Dr.海洋」の一般公開、「いずみ」による神
戸港見学を通じ、生活に重要な役割を果た
している「みなと」神戸港や、海洋環境保全
の大切さについて知ってもらう。

練習帆船「日本丸」「海王丸」の一般
公開等

航海訓練所・周南市産業政策課 8/6～8/10 山口県・徳山港
徳山港に寄港し、練習帆船「日本丸」およ
び「海王丸」のセイルドリル（8/8）および一
般公開（8/7）を行う。

施設見学会
九州運輸局、九州地方海運組合
連合会、博多港振興協会、日本
船主協会

8月19日
コンテナターミナル見学
と博多港クルーズ

小学校社会科教師を対象に海運の役割と
重要性をアピールする。

練習帆船「海王丸」の一般公開等
航海訓練所・御前崎市事業部商
工観光課

8/20～8/24 静岡県・御前崎港
御前崎港に寄港し、練習帆船「海王丸」の
セイルドリル（8/21）および一般公開（8/22)
を行う。

練習帆船「日本丸」の一般公開等
航海訓練所・輪島市建設部都市
整備課

8/22～8/26 石川県・輪島港
輪島港に寄港し、練習帆船「日本丸」のセ
イルドリル（8/23）および一般公開（8/24）を
行う。

７．スポーツ

実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

B&G「OP級ヨット大会」
東日本大会

ブルーシー・アンド・グリーンラン
ド財団

7/17～7/18
愛知県蒲郡市・海陽ヨッ
トハーバー

小学校1年生～中学校3年生を対象にOP
級ディンギーのクラス別（初級・中級・上級）
レースを行う。

第51回パールレース 日本セーリング連盟 7/17～7/19 五ヶ所湾～江ノ島
外洋ヨットによるオフショアレースを開催す
る

第 回 ルレ ス 日本セ リング連盟 / / 五ヶ所湾 江 島
る。

B&G「OP級ヨット大会」
西日本大会

ブルーシー・アンド・グリーンラン
ド財団

7/18～7/19
大分県別府市・北浜ヨッ
トハーバー

小学校1年生～中学校3年生を対象にOP
級ディンギーのクラス別（初級・中級・上級）
レースを行う。

錦江湾マリンスポーツ大会
錦江湾みらい総合戦略推進協議
会

7/16～
7/21,8/1

鹿児島県・錦江湾

錦江湾湾岸市町で開催される、マリンス
ポーツ大会。2010鹿児島カップ火山めぐり
ヨットレース=7/16～7/21、桜島・錦江湾横
断遠泳大会=8/1。

第12回全国水産・海洋高校カッター
レース全国大会

全国水産高等学校長協会 7/21～７/23
愛知県・三谷水産高等
学校

水産高校の伝統スポーツである、カッター
競技会を通じて、水産教育の重要性を広く
一般にアピールする。優勝校には「海の
日」杯が贈呈される。

B&G全国少年少女カヌー大会
ブルーシー・アンド・グリーンラン
ド財団

7/31～8/1
山梨県河口湖町・精進
湖

小学生を対象に、K-1・K-2・普及艇（B&G
財団艇）・スラロームの各種目によるカヌー
競技大会やカヌーの試乗会を実施する。

日本海洋少年団地区連盟大会
日本海洋少年団地区連盟(11地
区）

7月下旬 各地区(11カ所）

各地区連盟傘下の各海洋少年団が参加
し、1泊2日または2泊3日の予定で、手旗競
技、ロープワーク競技、カッター競技等を行
い、総合優勝、種目別優勝等の表彰を行
う。

全国ウォータースポーツプロジェクト
大会　北日本大会・南日本大会

ブルーシー・アンド・グリーンラン
ド財団、日本ライフセービング協
会、日本トライアスロン連合

8/7～8/8
石川県・七尾市、鹿児
島県・天城町

ウォータースポーツプロジェクト参加者の練
習成果の発表の場として全国大会を開催
する。（北日本大会=石川県・七尾市、南日
本大会=鹿児島県・天城町）

８．広報・周知活動等

実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

海や水辺をきれいにするキャンペー
ン

推進委員会、国土交通省港湾
局、日本海事広報協会

6月～9月 全国各地

海洋環境の保全に対する関心を高めるた
めボランティア等の協力を得て「リフレッ
シュ瀬戸内」「東京湾クリーンアップ大作
戦」「ビーチウォーク＆クリーンアップ大作
戦」等、港湾・海浜・マリーナ等の清掃活動
を行う。



実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

ミス日本「海の日」によるキャンペー
ン

海事関係団体連絡会 6月～8月 全国各地
ミス日本「海の日」を起用して「海の日」「海
の月間」キャンペーン活動を展開する。

キャッチフレーズ、シンボルマーク等
による広報活動

推進委員会 ｢海の月間｣ 全国各地
キャッチフレーズ「海にひろがる　夢・みら
い」、シンボルマーク等をポスター、広報資
料、旗等に使用する。

国土交通省海事局 ｢海の月間｣ 全国各地
平成22年「海の月間」の実施について記者
クラブを通じて広報を行う。

推進委員会、海事関係団体連絡
会

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネット
等を利用して積極的に広報活動を行う。

ポスターによる広報活動
推進委員会、海事関係団体連絡
会

｢海の月間｣ 全国各地
「海の月間」「海の日」等のポスターを作成
し、配布及び掲示する。また、関係各所に
掲出依頼を行う。

字幕の掲出
推進委員会、国土交通省、海上
保安庁、日本海事広報協会、海
上災害防止センター

｢海の月間｣ 全国各地
官公庁、海事関係会社、船舶等に字幕を
掲出する。

「海の日」旗の掲揚
推進委員会、日本海事広報協
会、海事関係団体連絡会

「海の月間」 全国各地 「海の日」の旗の掲揚を提唱する。

海事関連刊行物の発行

日本海事広報協会、日本港湾協
会、海上保安協会、日本旅客船
協会、日本内航海運組合総連合
会

「海の日」 全国各地

「SHIPPING　NOW」「内航海運の活動」「海
上保安新聞（海の日特別号）」「日本の旅客
船」「ラメール（海フェスタよこはま特集号）」
等を発行する。

汽笛の一斉吹鳴
推進委員会、国土交通省、航海
訓練所、海上保安庁、海上災害
防止センター

「海の日」 全国各地
「海の日」の正午を期して、汽笛の一斉吹
鳴（10～30秒の長音を1回）を実施する。

業務用車による広報 日本小型船舶検査機構 「海の月間」
主要港湾、マリーナ等
検査実施場所

「海の日・海にひろがる夢・みらい」シール
を業務用車のドアに貼付し、検査・登録業
務の実施時に全国の主要港湾、マリーナ、
漁港等を巡回し、広報活動を実施する。

訪船指導 船員災害防止協会 「海の月間」 全国各地
訪船安全・衛生技術指導員が訪船し、安
全・衛生に係わる細目について指導助言す

マスコミ等を通じて行う広報・
周知活動

訪船指導 船員災害防止協会 「海の月間」 全国各地 全 衛生に係わる細目について指導助言す
る。

生存対策講習 船員災害防止協会 「海の月間」 全国各地

遭難時における船員の生存技術に関し、膨
張式救命筏の展脹等の実技、並びに
EPIRBその他GMDSS機器の正しい取扱法
等の教育訓練を行う。　（北海道留萌市、岩
手県宮古市、宮崎県宮崎市、大分県大分
市）

小型船舶への受検指導
日本小型船舶検査機構、水上警
察署、小型船舶安全協会、ＰＷ
協会

「海の月間」
全国各地主要港湾、湖
等

水上等から小型船舶に対する受検指導・
安全思想の啓蒙活動を実施する。

安全講習会への参加 日本小型船舶検査機構 「海の月間」 全国各地の漁協等
安全講習会等に講師を派遣し、受検指導・
安全思想の啓蒙活動を実施する。

若者の水難救済ボランティア教室
国土交通省、海上保安庁、消防
庁、日本水難救済会、都道府県
水難救済会

7月～8月 全国

7～8月を中心に若者の水難救済ボランティ
ア教室を開催し、小・中学生等の若者に海
での安全意識の向上を図るとともに水難救
済ボランタリー思想の普及啓発を行う。

全国海難防止強調運動
海上保安庁、海上保安協会、日
本海難防止協会

7/16～7/31 全国各地

「海難防止ゼロへの願い」をスローガンに、
関係行政機関と海事関係団体等民間関係
者が一体となって、海事関係者をはじめ、
広く国民全般に対し、海難防止思想の普
及・高揚を図るため、体験航海、訪船指
導、講習会等の運動を全国的に展開する。

秋田港海の祭典 秋田県・秋田港振興会 7/31～8/1
秋田県・秋田港、セリオ
ン広場、秋田マリーナ

海洋・海事の普及を図ることを目的として開
催、津波防災等に関し啓発広報する。



９．その他

実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

船員慰労、慰問関係 推進委員会 「海の月間」 全国各地
在港船舶及び傷病入院中の船員等に記念
品の贈呈を行う。

無料健康相談 日本海員掖済会 「海の月間」
全国各地の同会の各病
院・診療所内及び最寄
港

船員等を対象に健康相談・検査・処置・投
薬を無料で行う。

青い羽根募金強調月間
国土交通省、海上保安庁、日本
水難救済会、都道府県水難救済
会

7月～8月 全国各地
「海の日」を中心に7～8月を「青い羽根募
金」強調運動期間として実施する。

進学ガイダンス
国立高等専門学校（商船学科）、
日本船主協会

7月17日 東京都・船の科学館
中学生、中学校の先生、保護者を対象に
船員になるための国立高等専門学校をア
ピールする。

進学ガイダンス
国立高等専門学校（商船学科）、
日本船主協会

7月24日
兵庫県・神戸海洋博物
館

中学生、中学校の先生、保護者を対象に
船員になるための国立高等専門学校をア
ピールする。

進学ガイダンス
国立高等専門学校（商船学科）、
日本船主協会

7月25日
福岡県・福岡国際会議
場

中学生、中学校の先生、保護者を対象に
船員になるための国立高等専門学校をア
ピールする。

船員労働安全衛生月間 日本海員掖済会
9月1日～
9月30日

全国各地の同会の各病
院・診療所内及び最寄
港

船員無料健康相談所の開設、訪船診療、
講演会等

海のまちづくりの推進
国土交通省、地方運輸局、関係
自治体

通年
今治、尾道、呉、神戸、
佐伯、静岡（清水）、宇
城（三角）

海事産業が集積する地域において、地域
の実情に応じた海事産業のＰＲ、リクルー
ト、教育訓練等からなる総合的な人材確
保・育成策を進める。地域ごとの小中学校
向け副読本の作成、小中学生の海事産業
での就業体験、海事産業に関する市民講
座などを実施する。
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