
別　紙

１．海フェスタ

実施事業 事業の概要 実施主体 日時 場所

「海フェスタふくおか
～海の祭典2004博多港」

　福岡県福岡市において「人を　夢を　未来を　つなご
う　みなとから」を開催テーマに、秋篠宮同妃殿下のご
臨席を賜る記念式典・祝賀会、シンポジウム等多彩な
イベントを開催する。

「海フェスタふくおか」実行委員会、博多港
振興協会、航海訓練所、海上保安庁、気
象庁、日本船主協会、日本旅客船協会、
日本海事広報協会、日本海事財団、日本
港湾協会、日本内航海運組合総連合会、
日本海洋振興会、日本財団、Ｂ＆Ｇ財団、
日本水路協会、海上保安協会、外航客船
協会、日本海事代理士会

7/17～25

博多港（博多ぴあ
トピア、シーサイド
ももち等）を主会
場として開催

平成１６年「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 の 月 間 」 推 進 委 員 会

事務局：(財)日本海事広報協会
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２．広報・周知活動

実施事業 事業の概要 実施主体 日時 場所

キャッチフレーズ、シンボルマーク等によ
る広報活動

　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。

推進委員会 月間中 全国各地

　平成16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。

　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
　「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。

推進委員会、日本港湾協会、全国海岸協
会、海事関係団体連絡会

月間中 全国各地

パンフレット等の作成、配布
　イベントガイダンス、パンフレット等を作成し、広く一
般に配布する。

推進委員会、日本海事広報協会、海上保
安協会、海事関係団体連絡会、日本旅客
船協会

月間中 全国各地

海事関連刊行物の発行

　「数字でみる日本の海運・造船」「数字で見る港湾」
「海上保安新聞（「海の月間特別号）」「内航海運の現
況」「日本の旅客船」「ラメール（海フェスタふくおか特
集号）」等を発行する。

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

字幕の掲出 　官公庁、海事関係会社、船舶等に字幕を掲出する。
推進委員会、国土交通省、海上保安庁、
日本海事財団、日本海事広報協会、日本
小型船舶検査機構

月間中 全国各地

「海の日」旗の掲揚 　「海の日」の旗の掲揚を提唱する。 推進委員会、日本海事広報協会 7月 全国各地

海に関する「歌」による広報活動 　全国の各行事で「海の歌」等を歌う。 推進委員会 月間中 全国各地

業務用車による広報
「海の日」キャッチフレーズロゴタイプのシールを貼付
した車で巡回し、広報活動を実施する。

日本小型船舶検査機構 月間中 全国各地

海や水辺をきれにするキャンペーン

　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「B&Gクリーンフェスティバル」
「ビーチウォーククリーンアップ大作戦」「クリーンキャン
ペーン」「全国一斉海浜清掃」「海岸愛護運動」等、港
湾・海浜等の清掃活動、マリーナ周辺の美化運動を
行う。

推進委員会、国土交通省都市・地域整備
局特別地域振興課、国土交通省港湾局、
B&G財団、日本海事広報協会、全日本海
員組合、日本海洋少年団連盟、海と渚美
化推進機構

6月～10月 全国各地

全国水浴場水質調査結果公表
　地方公共団体が実施した水浴場の水質調査のうち、
開設前調査結果を取りまとめて公表する。

環境省環境管理局水環境部 7月上旬 東京都

漂着ゴミ分類調査
海洋環境保全の一環として、全国各地の漂着ゴミ調
査を実施する。

海上保安庁 7月 全国各地

月間中 全国各地

推進委員会、国土交通省大臣官房広報
課、国土交通省港湾局、海上保安庁総務
部政務課政策評価広報室、海事関係団
体連絡会、全日本海員組合

マスコミ等を通じて行う広報・周知活動
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３．イベント

実施事業 事業の概要 実施主体 日時 場所

実感！マリーンウィーク '04
　全国のマリーナ等を開放し、地域の児童、市民の参
加を得てプレジャーボートへの体験乗船等及び地域
共催型のイベントを実感する。

日本マリーナ・ビーチ協会、日本舟艇工業
会

5/29～9/30
全国各地のマ
リーナ等

若者の水難救済ボランティア教室
　中学生を対象とし、体育館又はプール等で海浜事
故防止及び救助方法等を教え、水難救済ボランティア
活動思想の普及啓蒙を行う。

日本水難救済会 5月～10月 全国各地

瀬戸内海沿岸における浜辺の観察教室
　子供達が浜辺へ行き直接生物に触れ、どのような生
物が生息しているかを考える機会をつくり、環境保全
の大切さを学ぶ事業（小中学生50名程度が対象）

瀬戸内海環境保全協会、環境省環境管
理局水環境部

6～7月 兵庫県淡路島

尼崎海域における実践環境教育のプロ
グラムの推進

小･中学生を対象に生物プラント・干潟・ラグーン・海
藻育成用筏を使った閉鎖性海域における環境修復実
験施設の見学を行う。

国際エメックスセンター、環境省環境管理
局水環境部

7/10、7/31 兵庫県尼崎港

海洋文学大賞
　海や船をテーマにした海洋文学作品を募集し、優秀
作品を選考のうえ、贈賞式を行う。

日本財団、日本海事広報協会 7/16（贈賞式） 東京船の科学館

マリンフェスタin小樽 '04
　「海の月間」イベントとして地方行政機関と連携して、
体験クルーズ、水上アクロバット等のイベントを開催。

国土交通省港湾局、北海道運輸局、マリ
ンスポーツ財団

7/18～7/19 北海道小樽市

臨時海の相談室
　パソコンによる「潮汐のふるまい」（誕生日の潮汐）、
海に関する情報パンフレットの配布等を実施する。

海上保安庁、日本水路協会
7/18～19、7/24
～25

東京船の科学館

第6回ジャパン・インターナショナル・シー
フードショー

　世界中の選りすぐりの水産物及び関連のものを展示
し、バイヤー、ユーザー等の商談の場を提供する。

大日本水産会 7/21～23 東京国際展示場

なんせい第45回鳥羽パールレース 　外洋ヨットレースによるオフショアレース 日本セーリング連盟 7/23 鳥羽～江ノ島

東京湾再生のためのシンポジウム
　東京湾の現状報告、パネル展示、パネルディスカッ
ション等を行う。

東京湾再生推進会議、国土交通省都市・
地域整備局下水道部

7/28 神奈川県横浜市

横須賀うみかぜカーニバル 2004 　各種マリンスポーツ体験乗船会、陸上イベント等
横須賀市港湾部港湾企画課、マリンス
ポーツ財団

7/31～8/1
神奈川県うみか
ぜ公園

青少年の海洋環境教室
　小中学生を対象に、官庁船、フェリー等の体験乗船
会と海事施設の見学会を実施する。

日本海事広報協会 7月 全国各地

ウォーターフロントフェスティバル
　気象台の業務と知識普及を図る（パネル展示、簡単
な実験、気象計器展示等）

7/19
鹿児島県鹿児島
本港区

お天気教室
小中学生を対象に、実験等を含めたお天気教室を開
催する。

7月
北海道稚内地方
気象台

気象庁
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海洋環境保全教室
　子どもたちに対して、簡易水質検査や環境紙芝居等
を実施する。

7月 全国各地

自己救命策確保キャンペーン
各種イベント等を通じ、「ライフジャケットの常時着用」
「携帯電話等の連絡手段の確保」「118番の有効活用」
を3つの柱とする自己救命策確保の周知普及を図る。

月間中 全国各地

海上・街頭パレード
　海上保安庁の巡視船や一般の船舶等による海上パ
レード、一般市民の参加による街頭パレードを行う。

推進委員会、国土交通省都市・地域整備
局特別地域振興課、海上保安庁、日本海
洋少年団連盟

7月～8月 全国各地

ボート天国
　港湾内に、ディンギーヨットやボードセーリングを自
由に楽しめる海域を設けるとともに、ヨット教室等を開
催する。

推進委員会、海上保安庁、海上保安協会 5月～10月 全国各地

海の図画・写真コンクール

　中学生対象の「全国中学生海の絵画コンクール」、
小学生以下の児童対象の「我ら海の子展」、プロ及び
船員対象の「日本の海洋画展」、人と海のフォトコンテ
スト「マリナーズアイ」、「豊かなウォーターフロントフォト
コンテスト」等を実施する。

推進委員会、日本海事広報協会、日本海
洋少年団連盟、日本海技協会、全日本海
員福祉センター、日本港湾協会、海上保
安庁、

7月～8月 全国各地

海洋少年団地区大会 　全国12地区連盟が主催し、各地で大会を開催する。 日本海洋少年団連盟
7月下旬～8月
中旬

全国各地（12ヵ
所）

室津祭
　大漁祈願祭に合わせ、海の幸バーベキュー、ボート
漕ぎ競争、活イカ釣り大会などを行う。

室津祭実行委員会 7/17～18 北海道奥尻島

三島水軍鶴姫祭
　三島水軍の鶴姫行列をはじめ、伝統芸能行事や物
産展などを行う。

大三島町商工会 7/18 愛媛県大三島町

UMIBOUZU　IN　高島
　海の日に合わせ、海水浴場でゲーム大会、ライブス
テージなどを行う。

高島町 7/18 長崎県高島町

ビーチフェスティバル
　海開きに合わせ、消防署員による海難救助方法の
実演、地元高校生によるブラスバンド演奏、商工会の
出店・ゲーム大会などを実施。

津島市商工会青年部上県支所 7/25 長崎県対馬市

日本海朱鷺カップレース 　ディンギーオープン級ヨットレースを開催。 両津体育協会、新潟県セーリング協会 8/1 新潟県佐渡島

海と船の体験教室
　海に面していない地域の児童を招待し、海事施設見
学や乗船体験会等を実施する。

7/20 東京港

ミス日本「海の日」によるキャンペーン
　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。

5月～8月 全国各地

海事関係団体連絡会

海上保安庁
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海洋ウィークフェスティバル「ワールド・
シー・ワールド夏」

　クルーズ船や水上バス等の体験航海ならびに海を
テーマとした展示会の開催する。

日本海事科学振興財団 7/17～20 東京港

夏休み！海と船の工作ひろば
　小中学生を中心に、親子で楽しめる海や船を題材と
した各種工作教室を開催する。

8/1～8/31 船の科学館

シップウォッチングin東京港
　水上バスに乗船して東京港で活躍する様々な船や
港湾施設、開発が進むウォーターフロントを見学する。

8/4・11・18・25 東京港

水辺の活動推進セミナー
　教員、学校関係者を対象に、水辺の安全、カヌー、
ヨットなどの操船体験、水辺に住む生物や環境に関す
る学習会を実施する。

7/3、7/11
海洋センター3ヵ
所

海洋体験セミナー
　全国の小学5年生から中学を対象に、沖縄で海洋性
レクリエーションの体験や自然体験学習を体験する宿
泊型学習セミナーを開催する。

7/26～30
本部町Ｂ＆Ｇ海
洋センター

クリーンフェスティバル
　水辺などの清掃活動と、カヌーやヨットなどの体験試
乗会を開催する。

月間中
各地域海洋セン
ター（480ヵ所）

Ｂ＆Ｇマリンスポーツ大会県大会
　カヌー・ヨットの競技を主体にしたイベントを開催す
る。

月間中
各地域海洋セン
ター（44ヵ所）

柏崎マリンスポーツフェスタ2004
　各種マリンスポーツ体験乗船会、ジェットスポーツ全
日本フリースタイル選手権第3戦、水上安全講習会等

7/10～11
新潟県みなとまち
海浜公園

葉山ハーバーフェスタ 　各種マリンスポーツ体験乗船会、陸上イベント等 7/18～19
神奈川県葉山新
港

マリンフェスタ・イン小樽
　各種マリンスポーツ体験乗船会、ジェットスポーツア
クロバットショー、安全講習会、展示ブース等

7/18～19 北海道小樽市

ジェットスポーツ全日本選手権シリーズ
　ジェットスポーツ全日本選手権シリーズ第3戦（クロー
ズドコース）

7/23～25
愛知県海陽海浜
公園

ジェットスポーツ全日本選手権シリーズ
　ジェットスポーツ全日本選手権シリーズ第4戦（クロー
ズドコース）

8/20～22
新潟県みなとまち
海浜公園

マリンスポーツフェスティバルインいわき
（第4回おなはま海遊祭）

　各種マリンスポーツ体験乗船会、陸上イベント等 8/7～8/8 福島県小名浜港

桂宮杯第49回全日本学生水上スキー選
手権

　全日本学生水上スキー選手権 8/20～23 秋田県大潟村

リバーサイドパーティーインうしぼり
　Ｆ3000全日本選手権シリーズ第2戦、Ｆ550全日本選
手権シリーズ第5戦、各種マリンスポーツ体験乗船会・
講習会等

8/23～24
茨城県水郷北斎
公園

B&G財団

日本海事科学振興財団

マリンスポーツ財団
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ソーラー＆人力ボート全日本選手権 　ソーラー＆人力ボート全日本選手権 8/28～29
静岡県浜名湖競
艇場

ジェットスポーツ全日本フリースタイル選
手権シリーズ

　ジェットスポーツ全日本フリースタイル選手権第4戦 8/28～29
和歌山県片男波
海岸

みなとまつり
　港への理解を深めるために船舶や港湾施設の一般
公開・体験航海やパネル展など多彩なイベントを実施
する。

国土交通省港湾局、各港湾管理者等 7月～8月 全国各地

2004　久里浜ペリー祭
　水師提督ペリー上陸記念式典、日米親善ペリーパ
レード、打上げ花火（3,000発）等を実施する。

横須賀開国祭実行委員会 7月17日
神奈川県久里浜
海岸

海王丸フェスティバル
　手作りボートレース、監督測量船体験乗船などの「海
の日」記念イベントを実施する。

伏木富山港・海王丸財団 7/18～19
富山県伏木富山
海王丸パーク

港フェスタいしかわin金沢　2004
　船舶の一般公開・体験航海やパネル展など多彩なイ
ベントを実施する。

港フェスタいしかわin金沢2004開催実行
委員会

7/18～19 石川県金沢港

サンポートピア2004　「海のフェスティバ
ル」

　「日本丸」セイルドリルや船内見学会をはじめとする
多彩なイベントを実施する。

サンポート財団
6/26～27、
7/17～19

香川県高松市

ふるさと室戸まつり 漁船による海上パレードや花火大会を実施する。 ふるさと室戸まつり実行委員会 7/18
高知県室戸岬新
港

４．相談・指導

実施事業 事業の概要 実施主体 日時 場所

全国海難防止強調運動
　海難防止思想の普及と高揚を図るため、体験航海、
訪船指導、講習会等を実施する。

海上保安庁、海上保安協会、日本海難防
止協会

月間中 全国各地

小型船舶に対する受検指導
　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。

海上保安庁、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

月間中 全国各地

　海洋汚染防止思想の普及と高揚を図るため、訪船
指導を行う。

推進委員会、海上保安庁 月間中 全国各地

　訪船安全・衛生技術指導員が訪船し、安全・衛生に
係る細目について指導助言する。

月間中 全国各地

7/5 愛知県名古屋市

7/13 青森県八戸市

無料健康相談 　船員等を対象に無料健康相談を行う。 日本海員掖済会 月間中 全国各地

海洋環境保全講習会
　海事関係者及び事業者に対して、ビルジや廃棄等
の適正処理及び不法投棄防止について指導を実施。

海上保安庁 月間中 全国各地

訪船指導

マリンスポーツ財団

生存対策講習会
　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、並びに衛星ＥＰＩＲＢその他ＧＭ
ＤＳＳ機器の正しい取扱法等の教育訓練を行う。

船員災害防止協会
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５．その他

実施事業 事業の概要 実施主体 日時 場所

海事関係功労者の表彰
　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。

国土交通省、推進委員会、海事関係10団
体、日本海事広報協会

7/20
東京都海運クラ
ブ

汽笛の一斉吹鳴
　「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。

推進委員会、国土交通省、航海訓練所、
海上保安庁

7/19 全国各地

船員慰労、慰問関係
　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。

推進委員会 月間中 全国各地

海事施設の見学会
　博物館、水族館、港湾施設等の海事諸施設の見学
会を行う。

推進委員会、日本海事広報協会 月間中 全国各地

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、海上技術安全
研究所、海洋研究開発機構の海洋関係施設及び船
舶の一般公開、体験乗船、施設内スタンプラリー等を
行う。

国土交通省港湾局、気象庁、海上技術安
全研究所、港湾空港技術研究所、海洋研
究開発機構、海上保安協会

月間中 全国各地

一日船長等
　著名人等による一日船長・海上保安官・港長等を実
施する。

推進委員会、海上保安庁 月間中 全国各地

青い羽募金活動
　「海の日」を中心に7月～8月を「青い羽募金」活動強
調月間として実施する。

海上保安庁、国土交通省、日本水難救済
会、日本海洋少年団連盟、日本海事広報
協会

7月～8月 全国各地

7/7


