
　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

海岸清掃 ７月下旬 北海道 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 3

ヨコスト海岸クリーンアップ 8月28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 4

海岸清掃 7月13日 青森県 蓬田村 蓬田地区海岸 蓬田村 玉松海水浴場の海岸清掃 5

海岸・海浜漂着ゴミ調査及び清掃 5月31日 青森県 鰺ヶ沢町 七里長浜港海岸
青森海上保安部

舞戸小学校
西海小学校

海岸に漂着したゴミの調査を行い、危険なゴミが無い
か調査するとともに、清掃活動を行う

6

03春　赤川海岸物語 6月中旬 青森県 むつ市
金谷沢（その１）
地区一般公共海

岸
ＮＰＯ法人ＧＥＭＢＵ 海岸ゴミ拾い（旧赤川海水浴場付近）、後援：むつ市 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 小学生及び高校生による清掃活動 8

海岸清掃 7月17日 岩手県 宮古市 藤の川地区海岸 宮古市 藤の川海水浴場の清掃 9

海岸清掃 7月中旬 岩手県 釜石市 根浜地区海岸 一般社団法人根浜MIND 清掃活動 10

ビーチクリーンキャラバン 7月14日 秋田県 にかほ市 象潟海水浴場 本田技研工業株式会社 ボランティアによるゴミ拾い 11

八森地区海岸クリーンアップ 7月17日 秋田県 八峰町 八森地区海岸 八峰町 海岸ゴミ拾い 12

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　　　　　

金沢地区ほか
鶴岡市 海岸ゴミ拾い 13

（１）海岸清掃活動

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号
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（１）海岸清掃活動

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号

きれいな川で住みよいふるさと運
動

7月4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 14

鹿嶋市海岸一斉清掃 7月6日 茨城県 鹿嶋市
平井・下津・明石
小山・角折・青塚
大小志崎海岸

日本製鉄（株）鹿島製鉄所
鹿嶋市観光協会

鹿嶋の海岸を守る会
かしま青年会議所

鹿嶋市建設業協同組合
鹿嶋市

海岸ゴミ拾い 15

海岸クリーン運動 7月3日 茨城県 ひたちなか市
那珂湊漁港，平
磯海岸，磯崎海

岸

ひたちなか市コミュニティ組織連
絡協議会

市民憲章実践部会
海岸ゴミ拾い 16

ひたちなか市平磯海岸クリーン
ウォーク

7月3日 茨城県 ひたちなか市 平磯海岸
ひたちなか市ウォーキング協

会，ひたちなか健歩の会
海岸ゴミ拾い，ウォーキング 17

クリーンアップ大洗 7月4日 茨城県 大洗町 大洗サンビーチ 大洗町 海岸ゴミ拾い 18

海岸清掃 7月4日 茨城県 高萩市

高戸小浜海岸
高戸前浜海岸

関根川口付近か
ら花貫川河口付

近まで

高萩市 海岸ゴミ拾い 19

ビーチクリーンキャンペーン 7月17日 千葉県 御宿町
御宿中央海岸

浜海岸
岩和田海岸

御宿町 清掃活動（ゴミ拾い） 20

三番瀬ミニクリーンアップ 7月4日 千葉県 浦安市
浦安海岸日の出

地区　三番瀬
浦安三番瀬を大切にする会 三番瀬護岸の清掃活動 21

鏡ヶ浦クリーン作戦（夏） 7月14日 千葉県 館山市 北条海岸 館山市 夏のレジャーシーズンに向け、海岸の清掃を行う 22

本須賀海岸ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝ 7月4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 23
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海岸クリーン大作戦 7月4日 千葉県 横芝光町
北九十九里地区

海岸
横芝光町 海岸清掃 24

ふれあいさわやか運動 7月18日 千葉県 大網白里市
南九十九里二号

地区海岸
大網白里市子ども会育成連絡協

議会
海岸清掃 25

海岸清掃事業
年に105日実

施
神奈川県 平塚市 平塚海岸

公益財団法人かながわ海岸美
化財団

海岸清掃 26

街頭美化キャンペーン 7月18日 神奈川県 平塚市 平塚海岸 湘南海岸をきれいにする会 海岸清掃 27

海さくら　ＢＬＵＥ　ＳＡＮＴＡ 7月22日 神奈川県 藤沢市 片瀬海岸東浜 ＮＰＯ法人海さくら、日本財団 海岸ゴミ拾い 28

逗子海岸一斉清掃 7月4日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子ビーチクリーン隊 ボランティアによる海岸清掃活動 29

三戸浜のビーチクリーン 7月3日 神奈川県 三浦市 三戸浜海岸 三戸浜ビーチクリーン（準） 毎月行われている、三戸浜海岸の清掃 30

城ヶ島の海岸清掃 7月4日 神奈川県 三浦市 城ヶ島海岸 三浦まちづくりの会 毎月行われている、城ヶ島海岸の清掃 31

油壺周辺の清掃 7月11日 神奈川県 三浦市 荒井浜海岸 緑の油壺を守る会 毎月行われている、荒井浜海岸の清掃 32

諸磯海岸の清掃 7月17日 神奈川県 三浦市 諸磯海岸 諸磯の海100年先まで残す会 毎月行われている、諸磯海岸の清掃 33

大磯ビーチクリーン事業 7月4日※ 神奈川県 大磯町 北浜海岸 大磯ビーチクリーン実行委員会 北浜海岸の清掃を行う　※毎月第1日曜日実施 34

街頭美化キャンペーン 7月18日 神奈川県 大磯町
北浜海岸及び
照ヶ崎海岸

湘南海岸をきれいにする会 海岸清掃及び啓発物品の配布を行う 35

海岸美化キャンペーン ７月末 神奈川県 二宮町
梅沢海岸(二宮

駅)
湘南海岸をきれいにする会 二宮駅街頭でのティッシュ配り 36

海岸清掃
７月22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

市職員、自治会、学生による清掃活動
約4500人

37

TeamECOwork! ごみゼロACTION　
IN 新潟関屋浜

6月26日 新潟県 新潟市 金衛町海岸
UX新潟テレビ２１　TeamECO事

務局
海岸ゴミ拾い 38
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（１）海岸清掃活動

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号

TeamECOwork! 242 新潟県
HONDA Cars ごみゼロACTION 
IN 青山海岸

7月10日 新潟県 新潟市 青山海岸
UX新潟テレビ２１　TeamECO事

務局
海岸ゴミ拾い 39

荒俣海岸清掃大会 7月7日 富山県 黒部市 荒俣海岸 黒部市 海岸清掃 40

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 入善町全域で清掃活動 41

生地浜海岸清掃 7月14日 富山県 黒部市 生地浜海岸 黒部市 海岸清掃 42

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 業者による重機を用いた海岸清掃 43

環境美化活動 7月4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 44

青海地域海岸一斉清掃 7月4日 新潟県 糸魚川市 姫川港海岸 青海地域地区公民館 海岸ゴミ拾い 45

天険・親不知サマークリーン活動 7月18日 新潟県 糸魚川市 親不知海岸 栂海岳友会ほか 海岸清掃 46

クリーン入善7125大作戦 7月中 富山県 入善町 入善海岸 入善町
7月をクリーンアップ月間とし、住民と企業とで町内全
地区を清掃

47

荒俣海岸清掃 7月4日 富山県 黒部市 荒俣海岸 村椿自治振興会 海岸清掃 48

生地海岸清掃 7月25日 富山県 黒部市 生地海岸 生地自治振興会 海岸清掃 49

ふるさと大クリーン作戦 7月10日 富山県 魚津市 大町地区海岸 大町地区
海岸ゴミ拾い（アダプトプログラム団体、蜃気楼の見
える海岸をきれいにする会参加）

50

潮風ボランティア 7月17日 富山県 魚津市 経田地区海岸 経田小学校 海岸ゴミ拾い 51

海岸ボランティア清掃 7月31日 富山県 魚津市
ミラージュランド周

辺海岸
魚津市

例年、5/30（ゴミゼロの日）に行っている市職員による
ボランティア清掃を、8/7から開催されるTJAR2021の
スタート地点である海岸で行う

52

東部小学校クリーン作戦 7月18日 富山県 滑川市
高塚海岸、三ケ海

岸
滑川市 海岸清掃 53
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みんなできれいにせんまいけ大
作戦

7月4日 富山県 射水市
六渡寺海岸、海
老江海岸、足洗

海岸
各地域振興会 地域住民ボランティアによるゴミ拾い 54

海岸特別清掃 7月3日 富山県 高岡市
雨晴浜から伊勢

領浜一帯
美しいまちづくり高岡市民連絡

会議・高岡市
海岸清掃 55

浜清掃 7月17日 富山県 高岡市 雨晴海岸 太田小学校 砂浜等の清掃（クリーン作戦） 56

クリーンビーチななお
７月上旬

（第２週日曜
日）

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
※現時点では、コロナ感染防止を踏まえ実施するか
は未定

57

なぎさクリーン運動 7月11日 石川県 羽咋市
千里浜海岸、釜

屋海岸、一ノ宮海
岸、柴垣海岸

羽咋ロータリークラブ 海岸清掃 58

海岸清掃 7月22日 静岡県 榛原郡吉田町
駿河海岸（住吉海

岸）
住吉区自治会 地元団体による清掃活動 60

垂水区役所海岸清掃 未定 兵庫県 神戸市 未定 神戸市 海岸ゴミ拾い 61

波松海岸清掃 7月4日 福井県 あわら市 波松海岸 漁協組合 海岸ごみ拾い 62

海岸一斉清掃 7月4日 静岡県 静岡市
富士海岸（蒲原海

岸）

NPO法人中区
inかんばら
神沢自治会

蒲原小金自治会
蒲原柵自治会

蒲原新田自治会
蒲原天王町自治会
蒲原西町自治会

蒲原八幡町自治会
堀川自治会
本町自治会

蒲原日の出自治会

地元団体による清掃活動 59
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クリーンアップふくい 7月18日 福井県 坂井市
福井港海岸

（いさぎ親水公
園）

福井県 海岸清掃 63

越前中学校ボランティア活動 7月中旬 福井県 越前町 越前海岸
越前中学校

越前町漁業協同組合
海岸ごみ拾い 64

環境美化活動 7月18日 三重県 津市
津松阪港海岸
（河芸海岸）

町屋百人衆 海岸清掃、枯れ木処理 65

海岸清掃活動 毎週実施 三重県 津市
津松阪港海岸
（松本崎海岸）

ウミガメネットワーク三重 海岸清掃 66

ボランティア清掃 7月17日 大阪府 貝塚市澤
貝塚市脇の浜地

区海岸
近畿大学学生 海岸ゴミ拾い 67

県立高砂海浜公園清掃 7月3日 兵庫県 高砂市

県立高砂海浜公
園

加古川河口部
高砂港

高砂市 海岸ゴミ拾い 68

那智浜清掃 ７月中旬 和歌山県 那智勝浦町
天満・浜ノ宮地区

海岸
那智勝浦町

海岸ゴミ拾い（海岸協力団体、住民、近隣企業等参
加予定）

69

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（海開き前に毎年実施） 70

ビーチクリーン活動 7月15日 鳥取県 米子市
米子市　皆生海

岸
（株）ホンダ ビーチクリーナー（開発機械）を用いた清掃活動 71

大規模ボランティア清掃 7月4日 鳥取県 米子市 淀江海岸 淀江地区環境をよくする会 海岸清掃 72

新開東西自治会合同清掃 7月18日 鳥取県 米子市 皆生海岸
新開西１・３区、新開東》１・２区

定期清掃
海岸清掃 73

河川清掃フィールドワーク 7月12日 鳥取県 琴浦町 赤碕海岸 琴浦町 河口、海岸ゴミ拾い 74

海岸清掃 7月22日 鳥取県 大山町 末吉・平田海岸 大山町・まちづくり組織 海岸ゴミ拾い 75
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（１）海岸清掃活動

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号

小沢見海岸清掃（仮）
7月上旬～中

旬
鳥取県 鳥取市 小沢見海岸 小沢見観光協会 海岸清掃活動 76

賀露海岸清掃(仮) 未定 鳥取県 鳥取市 賀露海岸
賀露自治会

賀露みなと観光協会ほか
海岸清掃活動 77

大田市海岸を美しくする活動 7月4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
生活環境・海岸環境保全を目的として、市民全体で
ボランティア清掃活動を行う

78

漁場クリーンアップ作戦 未定※ 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
※コロナ禍の影響により実施時期未定

79

リフレッシュ瀬戸内 7月11日 岡山県 浅口市 寄島海岸
青佐地区
町内会

海岸清掃等 80

リフレッシュ瀬戸内 未定 広島県 広島市 宇品海岸
広島市及び瀬戸内・海の道

ネツトワーク協議会
町内会等による海岸清掃 81

リフレッシュ瀬戸内 未定 広島県 江田島市 長瀬海岸
江田島市及び瀬戸内・海の道

ネツトワーク協議会
　　　　　　　〃 82

リフレッシュ瀬戸内 未定 広島県 坂町 坂町海岸
坂町及び瀬戸内・海の道

ネツトワーク協議会
　　　　　　　〃 83

海岸清掃 7月3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 84

「海の日」一斉海浜清掃 7月22日 広島県 広島市
広島港海岸

（中央西地区）
広島県漁業協同組合連合会 海浜清掃 85

長門市海岸清掃の日 7月4日 山口県 長門市 長門市内の海岸
長門市海岸清掃の日実行委員

会
海岸の清掃 86

河川海岸一斉清掃 7月11日 山口県 萩市 萩地域の各海岸 萩市 河川及び海岸の清掃 87

I　LOVEあぶ町クリーンアップ大作
戦

7月11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 88

環境美化活動 7月5日 愛媛県 今治市 波方港海岸 ㈱眞鍋組 海岸清掃 89
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　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）海岸清掃活動

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号

玄海クリーンアップ作戦 7月10日 佐賀県 唐津市・玄海町 玄海沿岸 佐賀県 漁業関係者等による玄海沿岸の一斉清掃活動 90

伊万里湾岸清掃 7月22日 佐賀県 伊万里市 伊万里港海岸 伊万里市 ボランティアによるゴミ拾い 91

海岸清掃
（諫早湾漁協本所）

７月中旬 長崎県
諫早市小長井

町
小長井地区一帯 諫早湾漁協本所 組合員・プレジャーボート利用者による海岸清掃 92

川内海岸清掃 ７月中旬 長崎県 平戸市　川内町 川内海岸 増山建設株式会社 海岸ゴミ拾い 93

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 組合員による海岸清掃 94

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 組合員による海岸清掃 95

千々石町民一斉清掃 7月18日 長崎県
雲仙市、千々石

町
千々石地区海岸 雲仙市 雲仙市千々石町民による一斉清掃 96

蛤浜海水浴場清掃
6月24日
7月9日
7月14日

長崎県 新上五島町 蛤海岸 新上五島町 海岸清掃 97

高井旅海水浴場清掃 7月7日 長崎県 新上五島町 高井旅海岸 新上五島町 海岸清掃 98

蛤浜海水浴場清掃 7月3日 長崎県 新上五島町 蛤海岸 長崎県 海岸清掃 99

おおいたうつくし海岸クリーンアッ
プ作戦

7月18日 大分県 別府市 餅ケ浜海岸（南） べっぷの海岸みまもり隊 海岸清掃 100

おおいたうつくし海岸クリーンアッ
プ作戦

毎週土曜日 大分県 宇佐市 高家海岸　他 宇佐市ごみゼロ運動クラブ 海岸清掃 101

おおいた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 102

おおいたうつくし海岸クリーンアッ
プ作戦

７月頃 大分県 杵築市
奈多海岸（杵築海

岸）
陸上自衛隊　別府駐屯地　曹友

会
海岸清掃 103
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　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）海岸清掃活動

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号

石崎浜ビーチクリーン ７月下旬 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

なぎさ・保安林に親しむ会（海岸
協力団体）

海岸ゴミ拾い・環境学習 104

石崎浜ビーチクリーン 7月31日 宮崎県 宮崎市 住吉海岸 宮崎の海岸を美しくする会 海岸ゴミ拾い 105

海岸清掃活動 ７月上旬 宮崎県 日南市 梅ヶ浜海岸 日南土木事務所 自治会や学校など一緒に海岸の清掃活動を行う 106

蚊口浜ビーチクリーン 7月11日 宮崎県 高鍋町 蚊口浜 高鍋町観光協会 海岸ゴミ拾い 107

海の日清掃 ７月中旬 鹿児島県 徳之島町 各集落海岸 各集落 海岸ゴミ拾い 108

錦江湾クリーンアップ作戦（夏の
部）

7月18日 鹿児島県 垂水市 市内一円の海岸 垂水市 海岸ゴミ拾い 109

錦港湾クリーンアップ作戦 7月3日 鹿児島県 姶良市
須崎、脇元、松

原、重富
姶良市 海岸清掃 110

海岸清掃 7月22日 鹿児島県 東串良町 柏原海岸 東串良町漁協 海岸清掃 111

「海の日」環境美化活動 7月22日 鹿児島県 枕崎市
枕崎漁港を中心

に海岸一帯
枕崎港国際化対策推進協議会 海岸ゴミ拾い 112

枕崎漁港内清掃活動 毎月初旬 鹿児島県 枕崎市 枕崎漁港内 夕凪会 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

錦江湾クリーンアップ作戦 7月18日 鹿児島県 霧島市 隼人町小浜海岸
錦江湾みらい総合戦略推進協

議会
海岸清掃 115

錦江湾クリーンアップ作戦 7月22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 116
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　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）海岸清掃活動

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号

錦江湾クリーンアップ作戦（夏の
部）

７月 鹿児島県 南大隅町 町内海岸一帯 町内各自治会 海岸ゴミ拾い 117

高取海岸愛護作業 7月24日 鹿児島県 南九州市 高取海岸 宮脇地区公民館 ボランティアによるゴミ拾い 118

吹上浜クリーン作戦 7月18日 鹿児島県 南さつま市
新川海岸

（加世田地区）

南さつま市
南さつま市教育委員会

南さつま市子ども会育成連絡協
議会

万世校区元気づくり委員会
まっしゃま元気づくり委員会

海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃 119

青少年ふるさと美化活動 ７月中 鹿児島県 南さつま市

仁王崎海岸
野間池海岸
大当海岸

（笠沙地区）

南さつま市笠沙支部子ども会育
成連絡協議会

海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃 120

青少年ふるさと美化活動 ７月中 鹿児島県 南さつま市

坊海岸
泊海岸

久志海岸
丸木浜海岸
（坊津地区）

南さつま市
南さつま市教育委員会

南さつま市坊津支部子ども会育
成連絡協議会

海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃 121

坊津町建友会クリーン作戦 7月19日 鹿児島県 南さつま市
荒所海岸

（坊津地区）
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

122
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　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

胆振海岸パネル展 7月5日～9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12日～16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

しらおい夏の海塾 8月 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）
地元小学生を対象に海岸を教材にした環境教育 3

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
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。

4

おもてなしクリーンキャンペーン
7月24日～

8月4日
神奈川県 藤沢市 片瀬海岸 藤沢市

オリンピック大会期間中，江ノ島駅（江ノ電）及び片瀬
江ノ島駅（小田急）からセーリング競技会場エリアま
でを清掃する。

5

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

6

アオサ回収 7月11日 京都府 与謝野町 阿蘇海海岸 男山区 藻（アサオ）の回収 7

荒尾干潟生き物観察会 7月3日 熊本県 荒尾市 蔵満海岸
荒尾干潟保全・賢明利活用協

議会
生物多様性の保全を目的とした学習会 8

拾い箱プロジェクト
4月1日～3月

31日
鹿児島県 鹿児島市 磯海岸

ＣＨＡＮＧＥ　ＦＯＲ ＴＨＥ　ＢＬＵＥ　
鹿児島実行委員会

磯海岸を訪れた方が、漂着した海洋ごみを拾って捨
てるための拾い箱を設置

9

（２）環境保全・啓発活動　　

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号
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　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

白老町防災訓練 7月17日 北海道 白老町 胆振海岸 白老町
町民の津波避難訓練と町職員のみで災害対策本部
設置訓練、避難所設営訓練

1

水難救助訓練 7月5日、6日 千葉県 大網白里市
南九十九里二号
地区海岸

山武郡市広域行政組合中央消
防署

水難救助訓練 2

津波避難訓練 7月17日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市 大規模地震発生時の津波を想定した避難訓練。 3

葉山町津波避難訓練 7月17日 神奈川県 葉山町
森戸、一色、大
浜・長者ヶ崎海岸

葉山町 津波対策訓練 4

葉山海水浴場海上マナーアップ
パトロール

未定 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

海水浴場
津波対策訓練

7月17日 神奈川県 湯河原町 湯河原海岸 湯河原町 津波避難訓練 6

水難事故連携救助訓練 7月11日 福井県 高浜町 和田港海岸 小浜海上保安署 水難事故救助訓練 7

大和海岸高潮・津波防災訓練 ７月上旬 福岡県 柳川市 大和海岸
福岡県
柳川市

高潮・津波防災訓練 8

（３）安全・避難訓練

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号
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　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

石狩浜海水浴場
（あそびーち石狩）

7月10日～8月
22日

北海道 石狩市 石狩海岸 石狩市 海開き 1

第26回中泊ビーチサッカーフェス
タ

7月17日、18
日

青森県 中泊町 折腰内海岸 中泊町 ビーチサッカー大会の開催 2

高田地区海岸 海開き 7月17日 岩手県 陸前高田市 高田地区海岸 陸前高田市 海開き 3

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

平沢海水浴場海開き 7月22日 秋田県 にかほ市 平沢海岸 にかほ市 海開き 5

赤石浜海水浴場海開き 7月22日 秋田県 にかほ市 赤石浜岸海岸 にかほ市 海開き 6

象潟海水浴場海開き 7月22日 秋田県 にかほ市 象潟海岸 にかほ市 海開き 7

小砂川海水浴場海開き 7月22日 秋田県 にかほ市 小砂川海岸 にかほ市 海開き 8

サンドクラフトinみたね 7月25日 秋田県 三種町 釜谷浜海水浴場 三種町 砂像展示、竹あかりによるライトアップ 9

由良海水浴場海開き 7月中旬 山形県 鶴岡市 由良地区 由良温泉観光協会 海開き 10

湯野浜海水浴場海開き 7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 11

三瀬海水浴場海開き 7月中旬 山形県 鶴岡市 三瀬地区 三瀬観光協会 海開き 12

小波渡海水浴場海開き 7月中旬 山形県 鶴岡市 小波渡地区 小波渡観光協会 海開き 13

加茂レインボービーチ海開き 7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 14

マリンパークねずがせき海開き 7月中旬 山形県 鶴岡市 鼠ヶ関地区 あつみ観光協会 海開き 15

飛島海水浴場海開き 7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 16

西浜海水浴場海開き 7月16日 山形県 遊佐町 吹浦地区 ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会 海開き 17

（４）各種イベント等

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号
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　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

（４）各種イベント等

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号

釜磯海水浴場海開き 7月16日 山形県 遊佐町 吹浦地区 ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会 海開き 18

遊佐町十里塚海水浴場海開き 7月17日 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 19

海開き 7月22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 阿字ヶ浦海岸，平磯海岸の海開き 20

海水浴場安全祈願祭 未定 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 21

海水浴場安全祈願祭 7月21日 茨城県 大洗町 大洗サンビーチ 大洗町 海水浴場の安全祈願祭 22

海水浴場開設
7月22日～
8月22日

茨城県 大洗町
大洗サンビーチ

，大洗海岸
大洗町 海開き 23

大洗観光協会長杯
ヨットレース

7月22日 茨城県 大洗町 大洗サンビーチ 大洗マリーナ利用者協議会 ヨットレース大会 24

ビーチバレー
in大洗

7月31日、
8月1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 ビーチバレーボール大会 25

ChuoKokusai Cup 2021supported 
by ATHLETA in 御宿

7月17日 千葉県 御宿町 御宿中央海岸
ChuoKokusai Cup 2021 

supported by ATHLETA in 御宿　
実行委員会

ビーチサッカー大会 26

千葉県中学校ビーチバレー大会 7月31日 千葉県 御宿町 御宿中央海岸 千葉県小中学校体育連盟 ビーチバレー大会 27

阿夫利神社祭礼の花火 7月28日 千葉県 旭市 北九十九里 町内会 横根西浜区祭礼のための花火 28

ALL JAPAN JET SPORTS 
SERIES 2021 3rd STAGE 及び 
AQUA BIKE 全日本選手権シリー
ズ 第3戦 銚子大会

7月2日
～4日

千葉県 銚子市 名洗地区海岸
日本ジェット

スポーツ協会

ALL JAPAN JET SPORTS SERIES 2021 3rd STAGE
AQUA BIKE 全日本選手権シリーズ 第3戦 銚子大会
（ジェットスポーツ大会）

29

令和３年度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
鴨川市納涼花火鴨川大会実行

委員会
花火大会
例年よりも規模を縮小して実施

30
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　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

（４）各種イベント等

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号

館山オープンウォータースイム
フェスティバル

7月18日 千葉県 館山市 北条海岸 （一社）千葉県水泳連盟
北条海岸において5km・3km・1kmタイムトライアルの
オープンウォータースイム競技を実施

31

横須賀うみかぜカーニバル2021 
in 深浦BP

5月23日 神奈川県 横須賀市
深浦ボートパーク

及び深浦湾

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）

※新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン開
催
・オンラインボートクルージング体験乗船会
・水辺の安全ワークショップ
・環境系ワークショップ

32

横須賀うみかぜカーニバル2021 
in 浦賀BP

10月9日、10
日

（予定）
神奈川県 横須賀市

浦賀ボートパーク
及び浦賀湾

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）

・SUP、ディンギー、カヌー、ヨットなどの体験乗船会
・ドラゴンボートレース
・協賛企業ブースの出展
・環境系ブースの設置（SDGｓなど）

33

横須賀うみかぜカーニバル2021 
in 海辺つり公園

11月14日
（予定）

神奈川県 横須賀市 海辺つり公園

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）

・釣り大会
・環境系ブースの設置（SDGｓなど）

34

海開き 7月3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、救難活動デモンストレーション　他 35

ブルーフラッグ取得記念セレモ
ニー

7月3日 神奈川県 藤沢市 片瀬海岸西浜 江の島海水浴場協同組合

片瀬西浜・鵠沼海水浴場において水質、環境マネジ
メント、環境教育、安全とサービスについての国際基
準を満たしたため、国際環境認証「ブルーフラッグ」の
掲揚が認められました。それについての記念セレモ
ニーとなります。

36

江の島天王祭 7月11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だが、今年は神
事のみ

37

第１５回神奈川県中学生ビーチバ
レー大会

7月31日 神奈川県 藤沢市
藤沢市鵠沼海岸　
常設ビーチバレー

コート

一般財団法人神奈川県バレー
ボール協会、藤沢市、藤沢市教

育委員会
公益財団法人藤沢市みらい創

造財団

ビーチバレーボール大会 38

逗子ビーチクラブ 7月3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 39
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　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

（４）各種イベント等

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号

逗子ビーチクラブ 7月22日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子ビーチクラブ 　　　　　　　　　　〃 40

マリンスポーツを楽しもう 7月26日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 観光協会が実施する子供向け企画 41

ずぶ濡れ決戦！水鉄砲ウォーズ 7月26日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 　　　　　　　　　　〃 42

ウォーターパークを遊びつくそう！ 7月27日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 　　　　　　　　　　〃 43

とびうおクラブで遊ぼう① 7月28日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 　　　　　　　　　　〃 44

SDGs洗剤学校/水と洗剤の減ら
し方教室

7月29日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 　　　　　　　　　　〃 45

とびうおクラブで遊ぼう② 7月30日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 　　　　　　　　　　〃 46

海に親しむ水泳体験2days！
7月31日、
8月1日

神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 　　　　　　　　　　〃 47

第15回真鶴・岩海岸オープン
ウォータースイム大会

7月11日 神奈川県 真鶴町 岩海岸
一般社団法人日本スポーツコ

ミュニケーション協会
オープンウォータースイミング大会 48

湯河原海水浴場海開き 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

海開き、式典 49

第31回少年少女　　　　　砂の芸
術大会

未定 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 50

新潟西海岸メッセージ花火大会 8月28日 新潟県 新潟市 青山海岸
新潟西海岸メッセージ花火実行

委員会
メッセージ花火の打ち上げ 51

持続可能な絆へ。音楽と海辺
SUNSET JAM

9月4日 新潟県 新潟市 青山海岸 一般社団法人新潟青年会議所　
ジュニア・アース・ジャパン新潟大会予選
地元バンド、ゲストアーティストによるライブ

52

「２０２１　新潟オープンビーチテニ
ストーナメント」

7月3日、7月4
日

新潟県 新潟市
新潟港海岸
（日和山浜）

ＮＰＯ法人　新潟海洋開発 ビーチテニス大会（国内ランキング公認大会） 53
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　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

（４）各種イベント等

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号

「相田杯　第18回新潟県ビーチバ
レーボール４人制選手権『日本海
カップ』」

7月11日 新潟県 新潟市
新潟港海岸
（日和山浜）

新潟県バレーボール協会
新潟県ビーチバレーボール連盟

ビーチバレーボール大会 54

ビーチバレー４人制オープン大会 7月23日 新潟県 新潟市
新潟港海岸
（日和山浜）

新潟市バレーボール協会 ビーチバレーボール大会 55

「フレンドCUP」 7月25日 新潟県 新潟市
新潟港海岸
（日和山浜）

ＮＰＯ法人　新潟海洋開発 ビーチテニス大会（月例大会） 56

「LOVE」はくさんプロジェクト 7月22日 石川県 白山市 徳光海岸 一般社団法人白山青年会議所
大型離岸堤上に設置のLOVEモニュメントの除幕式、
海上遊具設置等

57

井鼻海水浴場海開き 7月11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） 58

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 59

柏崎海開き 7月4日 新潟県 柏崎市 柏崎海岸 柏崎観光協会 海開き・安全祈願 60

石地海岸海開き 7月1日 新潟県 柏崎市 石地海岸 浜茶屋組合 海開き・安全祈願 61

なおえつ海水浴場海開き 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 62

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 63

柿崎中央海水浴場海開き 7月3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 64

百川海水浴場海開き 7月1日 新潟県 糸魚川市
能生海岸（小泊・

百川地区）
糸魚川市観光協会 海開き（神事） 65

糸魚川海水浴場海開き 7月6日 新潟県 糸魚川市 糸魚川海岸 糸魚川市観光協会 海開き（神事） 66

大島海水浴場海開き
７月１７日～８

月１５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 67

増穂浦海水浴場海開き
７月１７日～８

月１５日
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 68
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　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

（４）各種イベント等

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号

海開き ７月中旬 石川県 宝達志水町
宝達志水海岸
（今浜海岸）

宝達志水町 海開き 69

五色ヶ浜海水浴場　海開き 7月22日 石川県 能登町 新保地区海岸 梶設備㈱ 海開き 70

恋路海水浴場　海開き 7月22日 石川県 能登町 恋路地区海岸 恋路海水浴場管理組合 海開き 71

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・海水浴場開設：未定 72

松江海水浴場海開き 未定 兵庫県 明石市 松江海岸 松江海水浴場組合 海開き・海水浴場開設：未定 73

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・海水浴場開設：未定 74

サンセットビーチ海開き 7月1日 福井県 坂井市 福井港海岸 坂井市 海開き 75

浜地海水浴場海開き 7月1日 福井県 坂井市 浜地海岸 坂井市 海開き 76

鷹巣海水浴場海開き 7月9日 福井県 福井市 浜住海岸 鷹巣観光協会 海開き 77

鮎川海水浴場海開き 7月9日 福井県 福井市 鮎川海岸 鮎川観光協会 海開き 78

越廼海水浴場海開き 7月10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 79

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
越前町海開き神事及び豊漁祈

願祭実行委員会
海開き神事および豊漁祈願祭 80

海開き 7月中旬 福井県 美浜町
竹波海岸、菅浜

海岸
美浜町 海開き 81

町内海水浴場海開き 7月10日 福井県 高浜町 和田港海岸 若狭高浜観光協会 海開き 82

ビーチランタンフェス ７月上旬 大阪府
泉南市りんくう

南浜
樽井地区海岸 株式会社TryHard Japan 泉州ビーチランタンフェス 83
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　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

（４）各種イベント等

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号

ハワイ州観光局イベント ７月下旬 大阪府
泉南市りんくう

南浜
樽井地区海岸 株式会社TryHard Japan ハワイ州観光局イベント 84

白良浜海水浴場開き 7月1日 和歌山県 白浜町 白浜地区海岸 白浜町 海水浴場海開き 85

臨海浦海水浴場開き 7月17日 和歌山県 白浜町 江津良地区海岸 白浜町 海水浴場海開き 86

江津良海水浴場開き 7月17日 和歌山県 白浜町 江津良地区海岸 白浜町 海水浴場海開き 87

椿海水浴場開き 7月17日 和歌山県 白浜町 椿地区海岸 白浜町 海水浴場海開き 88

那智海水浴場海開き 7月22日 和歌山県 那智勝浦町
天満・浜ノ宮地区

海岸
那智勝浦町 海水浴場海開き 89

玉の浦海水浴場海開き 7月22日 和歌山県 那智勝浦町 粉白地区海岸 那智勝浦町 海水浴場海開き 90

皆生海岸海水浴場海開き 7月16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（7/16～8/22） 91

ゆくはしビーチバレーボールフェ
スティバル2021　長井浜カップ（一
般）

7月18日 福岡県 行橋市
長井地区海岸
（長井浜海水浴

場）

ゆくはしビーチバレーボールフェ
スティバル実行委員会

ビーチバレーボール大会 92

2021年度第4回福岡県中学生
ビーチバレー男女選手権大会

7月31日 福岡県 行橋市
長井地区海岸
（長井浜海水浴

場）

福岡県ビーチバレーボール連盟
（共催：行橋市・市教育委員会）

ビーチバレーボール大会 93

結の浜マリンパーク
海水浴場海開き

7月17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 94

第34回蛤浜で遊ぼデー 7月23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 95

白浜海水浴場海開き 7月17日 長崎県 南島原市 白浜海岸 南島原市 海開き 96

前浜海水浴場海開き 7月17日 長崎県 南島原市 前浜海岸 南島原市 海開き 97

テーラー乗車体験会
7月22日
7月23日

熊本県 荒尾市 蔵満海岸
荒尾干潟保全・賢明利活用協

議会
荒尾干潟をテーラーに乗車し体感する。 98
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　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

（４）各種イベント等

開催場所
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要 番号

鶴ヶ浜海水浴場海開き 7月上旬 熊本県 芦北町 芦北海岸 芦北町 海開き 99

お倉ヶ浜海岸海開き 7月22日 宮崎県 日向市 お倉ヶ浜海岸 日向市 海開き 100

伊勢ヶ浜海岸海開き 7月22日 宮崎県 日向市 伊勢ヶ浜海岸 日向市 海開き 101

金ヶ浜海岸海開き 7月22日 宮崎県 日向市 金ヶ浜海岸 日向市 海開き 102

のべおか海開き 7月10日 宮崎県 延岡市
須美江海水浴場

（日豊海岸）
延岡市 海開き 103

海水浴場海開き 7月3日 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海水浴場の海開き(神
事)

104

浜田海水浴場海開き 7月1日予定 鹿児島県 南種子町 浜田海岸 南種子町 海開き及び安全祈願祭 105

ビーチバレー大会　ＫＹＵＳＨＵ　Ｓ
ＵＮ－ＣＵＰ’３　かごしま大会

7月4日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸
ＫＹＵＳＨＵ　ＳＵＮ－ＣＵＰ実行委

員会
ビーチバレーボール　地区大会 106

第３０回カヌー錦江湾横断 7月18日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸 荒田カヌー同好会
荒田小児童・保護者・指導者等がカヌーで錦江湾横
断

107

第６７回清水小学校錦江湾横断
遠泳

7月31日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸
第６７回清水小学校錦江湾横断

遠泳実行委員会
清水小児童・コーチによる錦江湾横断遠泳 108
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