
  主なｲﾍﾞﾝﾄの実施予定

行　事　名 月　　日 実施場所 主　　催 後　　援 ｲ　ﾍﾞ　ﾝ　ﾄ　の　概　要 連絡先

北海道 胆振海岸・樽前山 ６月下旬 苫小牧市・白老町 室蘭開発建設部 ・６月の土砂災害防災月間と７月の海岸愛護月間に
防災パネル展 ～７月上旬 胆振海岸 あわせて開催

・胆振海岸保全事業について、過去の直立護岸の被災
事例、現在の人工リーフ、緩傾斜護岸の整備目的等を
一般市民向けに分かりやすく作成したパネルを基に
事業紹介をする

第３４回クリ－ンアッ
プおしゃまんべ １７．７．１８ 長万部町　長万部

海岸 長万部町　他 北海道渡島支庁 海岸清掃

青森県 ももいし砂浜祭り １７．７．２４ 上北郡百石町 百石町 経済産業省資源エネルギー庁 地引き網体験
（東北地方） 　　二川目海岸 百石町観光協会 百石町商工会 いわし販売

ＪＡ百石 全国砂上グラウンドゴルフ大会
百石町漁協 蟹獲り合戦
百石町物産振興会 ＹＯＳＡＫＯＩ
東奥日報社 歌謡ショー
デーリー東北 ほかゲーム等
百石町議会
百石町教育委員会 集客目標　20,000人
百石町町内会連合会

岩手県 H17.7.30～31 海岸清掃、海に親しむ各種イベントなど
（東北地方）

宮城県 平成17年7月2日 亘理町荒浜海岸
（東北地方）

海岸清援隊 平成17年7月9日 石巻市白浜海岸 国土交通省東北地方整備局
宮城県、岩手県

秋田県 サンドクラフト 八竜町八竜海岸 八竜町イベント協議会 砂像製作
（東北地方）

山形県 鶴岡市　　三瀬海岸
（東北地方）「きれいな川ですみ 7月3日 　　　　　　 由良海岸 山形県・市町村 国土交通省 重点運動期間を7月及び9月とし、その中で特に7月3日、

よいふるさと」運動              湯野浜海岸 東北地方整備局 9月11日の両日を「県民河川・海岸愛護デー」と定め、県
県民河川・海岸              小波渡 や市町村が中心となって、河川・海岸の清掃や美化活動
愛護デー              加茂海岸 を行うこととしています。

             堅苔沢
遊佐町　　比子海岸
　　　　　　 吹浦海岸
             菅里海岸
温海町　　鼠ヶ関海浜地
　　　　　　 温海海浜地
             暮坪海浜地
             鈴海浜地

亘理町，岩沼市，福島市，仙台河
川国道事務所

阿武隈川サミット実
行委

海と川のつながりを考えるため，流域自治体住民が連携し
て阿武隈川河口～荒浜海岸を一斉清掃する。その後，施
設見学やボートの体験乗船も行う。

阿武隈川河口クリー
ンアップ作戦

第21回のだ砂まつり 野田村野田海岸
（十府ヶ浦海岸）

第21回のだ砂祭り実
行委員会

（株）岩手日報社、三陸鉄道（株）、
NTT久慈支店等（予定）

北上川流域住民による河口海岸の清掃活動及び上下流域
の交流（地引網等）

北上川流域市町村
連携協議会、北上
川流域連携協議会

17.7.30～
17.7.31



行　事　名 月　　日 実施場所 主　　催 後　　援 ｲ　ﾍﾞ　ﾝ　ﾄ　の　概　要 連絡先

福島県 7月30日 双葉町商工会青年部 花火大会等
（東北地方）

茨城県 7月10日 北茨城市磯原海岸 北茨城市教育委員会・茨城県 ・トライアスロンのスイムの部で当該海岸を泳ぐ。
（関東地方） ・茨城新聞社

・茨城新聞社茨城放送
・朝日新聞社
・ＮＨＫ水戸放送局
・その他１４社

千葉県 後援 ビーチバレーボール大会
（関東地方） 千葉県観光協会 海浜花火大会約３，０００発

※平成１７年７月１
日飯岡町は合併に
より旭市になります

協力・協賛
飯岡町議会
町内外各種団体及び組合

宝さがし
郷土芸能大会

神奈川県湘南ひらつか H17.7.2 平塚海岸 ・(財)かながわ海岸美化財団
（関東地方）ビーチカーニバル ～ ・平塚商工会議所

２００５ SUMMER (H17.8.31) ・平塚市観光協会
・(財)平塚市ｽﾎﾟｰﾂ振興財団

石川県 H17.7.18 能美市山口町 能美市 能美市教育委員会 舞台の設置による海への賛歌（コンサート）
（北陸地方） 根上海岸 レーザー光線を活用した創作花火

松任Ｃ．Ｃ．Ｚ 7月（日未定） 石川県白山市 白山市・ 国土交通省金沢河 海岸事業パネル展示
フェスティバル 　　　徳光海岸 白山市御手洗地 川国道事務所・ 各種ゲーム大会

区振興協議会 石川県 花火大会　　

新潟県 海岸クリーン作戦 神林海岸　塩谷海岸 神林村 神林村 海岸周辺の関係集落に協力を頂１００人規模でゴミ拾
（北陸地方） 　老人クラブ連合会 い作業を行う。

富山県 海岸特別清掃 7月3日 高岡市雨晴海岸 美しいまちづくり 高岡市 海岸（砂浜、松林、キャンプ場周辺）の清掃活動
（北陸地方） 高岡市民連絡会議

愛知県 健康砂浴 平成17年7月31日 吉良町　吉良海岸 吉良町 愛知県他 砂浴体験等
（中部地方）

静岡県 (仮)海の日イベント 平成17年7月17日 袋井市浅羽海岸 袋井市 静岡新聞 海岸保全、自然保護のパネル展、教室・地引き網
（中部地方） （共催） 中日新聞 各種レクリエーション　等（予定）

静岡放送、FMハロー 参加予定延べ5,000人
袋井観光協会
NEOぱんぷきん
袋井スポーツコミュ
ニケーション
里浜の会　など

第１４回雨情の里トラ
イアスロンiｎ北茨城

平成１７年７月
２３日～７月２４

・なお、海が荒れた場合は、砂浜を約４km走ることになって
いる。

旭市いいおかYOU・
遊フェスティバル　２０

美しい根上海岸2005
～渚のバースデー祭

サマーチャレンジin
双葉

双葉町
郡山中野地区海岸

平塚海岸・湘南ひらつかビーチパークを会場に、オープニ
ング式典を皮切りに、ビーチバレー・フットボール・ビーチフ
ラッグス大会等が開催されます。

・例年、選手２００人前後と４００～５００人のボランティア・応
援客が集まる。

旭市いいおかYOU・
遊フェスティバル　２
００５実行委員会

湘南ひらつかビーチ
カーニバル実行委
員会、平塚市

飯岡町（旭市）
下永井海岸



行　事　名 月　　日 実施場所 主　　催 後　　援 ｲ　ﾍﾞ　ﾝ　ﾄ　の　概　要 連絡先

静岡県 第5回踊夏祭 7月23日 志太郡大井川町 大井川町観光協会 大井川町 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ（陸上、海上）
（中部地方）（おどらっかさい） 大井川港北岸壁周辺 静岡県 創乱「おどらっか」コンテスト

静岡県観光協会 創乱「おどらっか」町民総踊り
静岡新聞社 帆船・ヨットの海上体験乗船
SBS静岡放送 ちびっこ広場（フワフワ、ゲームコーナーetc)
中日新聞東海本社 物産・特産品展
朝日新聞静岡支社 三ヶ日手筒花火
静岡県ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛ

三重県 7月3日 御浜町
（中部地方）

京都府 海開き ７／１中心 各海水浴場 地元観光協会等 - 安全祈願祭、清掃等
（近畿地方）

福井県 平成17年7月17日 高浜町観光協会 宝探し・各種ゲーム他
（近畿地方）

大阪府 大阪府海岸美化運動 6月26日 貝塚市　二色浜 大阪府港湾局 - 海岸愛護運動の一環として、海岸のゴミ、空き缶等の
（近畿地方） 回収を行う。

兵庫県 南あわじ市 市民まつりSaturday, July 30, 2005 南あわじ市 南あわじ市 未定 サンドアートコンテスト
（近畿地方）慶野松原 花火大会 慶野松原海岸 市民まつり 花火大会

実行委員会

ポスター展示 ７月 藤江海岸 国土交通省 小学生等によるポスター（絵）展示

島根県 第２８回長浜海岸清掃 7月3日 出雲市外園海岸 長浜地区自治協会
（中国地方） 長浜コミュニティセンター

長浜小学校
浜山中学校
社会福祉協議会
消防長浜分団
ボーイスカウト出雲第４団
環境衛生組合
土木委員会
交通安全協会
長寿会
青少年健全育成協議会
おはようサイクリング
走ろう会

海岸清掃
　七里浜御浜海岸は吉野熊野国立公園の中にある自然の
景勝地であり、昨年度は世界遺産（「紀伊山地の霊場と参
詣道」）として当海岸の一部が登録された。
　この海岸の保全と町民の美化運動・清掃活動に対する意
識の高揚を図ることを目的に、平成３年から毎年『クリーン
作戦の日』を設け、官民一体となり町内一斉で海岸のゴミの
分別収集を行っている。参加者は御浜町、海岸美化ボラン
ティア団体、地域住民等で構成されている。

御浜町阿田和地区
海岸

地区住民による外園海岸（長浜海岸）の一斉清掃
（参加予定数　１，０００人）

七里御浜クリーン大
作戦

長浜地区
明るいまちづくり
推進協議会

高浜町　はまなす
パーク（高浜海岸）

はまなすパークイベ
ント

高浜町観光協会三
松支部

　　（問い合わせ先：大井川町産業
経済課商工水産係内
TＥＬ：054-662-0522）



行　事　名 月　　日 実施場所 主　　催 後　　援 ｲ　ﾍﾞ　ﾝ　ﾄ　の　概　要 連絡先

鳥取県 第２５回 H15.7.17 米子市 皆生海岸 皆生ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ協会 鳥取県 国内で始めて開催された歴史ある大会で、今年は２５周
（中国地方）全日本ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 鳥取県観光連盟 関係市町村 年の記念大会となる。皆生海岸をメイン会場として、水泳

皆生大会 米子市観光協会 皆生温泉旅館組合 (3km),自転車(140km),マラソン(42.195km)を全国から集
報道機関など まった800人の選手が体力の限界に挑戦するトライアスロ

ンの大会である。

海水浴場開き 平成17年7月9日 岩美町　浦富海水浴場 岩美町観光協会 合同祈願祭・小学校児童による海水浴等

岡山県 第１３回 Ｈ１７． 瀬戸内全体の海岸と海域で一斉に清掃活動を行う。
（中国地方）リフレッシュ瀬戸内

広島県 平成17年7月2日 三原市　須波海岸 三原市 （社）三原観光協会 安全祈願祭，太鼓･獅子舞奉納，宝さがし，スイカ割り
（中国地方）

山口県 7月10日 東和町 周防大島町 山口県 山口県知事杯ビーチバレーボール大会の実施
（中国地方） 片添ヶ浜海浜公園 山口県教育委員会 全２１０チーム参加予定

山口県体育協会　他

愛媛県 ＨＯＴ 7月31日 古国分海岸 ホッと今治実行委員会（共催）
（四国地方）ＩＭＡＢＡＲＩ （唐子浜） 今治市

２００５ 今治青年会議所
愛媛県ビーチバレー連盟
今治バレーボール協会
日本ジェットスキー協会
（後援）
愛媛県
愛媛県教育委員会
今治市教育委員会
今治市ＰＴＡ連合会
今治文化協会
今治地方観光協会
瀬戸内しまなみ街道周辺地域振興協議会
今治市商工会議所
今治ＣＡＴＶ

徳島県 第４２回日和佐うみがめ平成１７年７月 海部郡日和佐町 うみがめ祭り運営委員会 龍宮パレード
（四国地方） １６日（土） 大浜海岸 うみがめ放流

うみがめフェスティバル
納涼花火

２００５第６回 平成１７年７月 海部郡日和佐町 ひわさうみがめ スイム１．５ｋｍ
ひわさうみがめ １７日（日） 大浜海岸 トライアスロン実行委員会 　うみがめの故郷・大浜海岸を泳ぐ

トライアスロン バイク　４０ｋｍ
　遠くに室戸岬を望むサンラインを駆け抜ける
ラン１０ｋｍ
　清流日和佐川の涼風を背に、うみがめの故郷大浜へ

ＢＥＡＣＨ　ＶＯＬＬＥＹ　ＳＩＭＡＮＡＭＩ　ＣＵＰ　２００５
（四人制のビーチバレーボール）
ＢＥＡＣＨ　ＳＯＣＣＥＲ　SＩＭＡＮＡＭＩ　ＣＵＰ　２００５
（５人制のビーチサッカー）
ビーチしまなみアート　２００５
（参加者の描いたデザイン画や写真をＴシャツ・タオルにプ
リントして展示）
Ｗｏｎｄｅｒ　Ｂｅａｃｈ　２００５
（砂浜を利用して様々なアトラクションを展開
ビーチ六種目競技・ビーチテラス・ビーチファクトリー　ｅｔｃ）

山口県バレーボー
ル協会

第１２回サザンレク片
添山口県知事杯ビー
チバレーボール大会
２００５

すなみ海浜公園海開
きセレモニー

瀬戸内海沿岸部各
市町、各海岸（岡山
市、宝伝海水浴場

瀬戸内、海の路ネッ
トワーク推進協議会



行　事　名 月　　日 実施場所 主　　催 後　　援 ｲ　ﾍﾞ　ﾝ　ﾄ　の　概　要 連絡先

高知県 海岸一斉清掃 平成17年7月10日 高知海岸直轄工事区間・国土交通省 －
（四国地方） 及び ・南国市　南国工区 　高知河川国道事務所

平成17年7月24日 ・高知市　長浜工区 ・高知県
・春野町　戸原工区 ・高知市
・春野町　仁ノ工区 ・南国市
・土佐市　新居工区 ・土佐市

・春野町
・直轄高知海岸整備
　促進既成同盟会
・南国市海岸地域
　美化推進協議会
・まほろばの海を語る会

納涼祭 平成17年7月23日 芸西村 納涼祭実行委員会 芸西村 村民の夏祭り・踊り・花火等
（予定） 芸西海岸

福岡県 芦屋町　芦屋海岸 子供への海の遊び等教室
（九州地方）

熊本県 ビーチバレー ・マリンパークビーチ・芦北町 ・熊本県教育委員会 参加者は高校生から一般までで
（九州地方）　　　　インくまもと ・鶴が浜海水浴場 ・テレビ熊本 ・芦北町教育委員会 ビーチボールを楽しめる機会を

・熊本県バレー ・芦北町観光協会 提供する目的で開催。
　　　ボール協会

大分県 ふるさと 安岐町安岐海岸 国東半島安岐海岸 安岐町 サンドアート
（九州地方）子供体験フェスタ2005 ふるさとづくりの会 ビーチバレー

ウィンドサーフィン等

宮崎県 海岸清掃 佐土原町 佐土原町 町、地元企業、地元小学校等が行う一斉清掃
（九州地方） 大炊田海岸（予定） （昨年参加実績　３００名程度）

鹿児島県 マリンフェスタinかの H17.7.17
（九州地方）

７月１６日（予
定）

ジュニアライフセービ
ング教室

玄海ライフセービン
グクラブ

7/16～
17,7/23～24

７月１７日、１８
日のどちらか
に開催（現在
未定）

マリンスポーツを中心としたイベントを実施する。
マリンスポーツ，ビーチスポーツ，貝掘り大会及びカンパチ
つかみ取り大会　等

鹿屋市，錦江湾みらい総合戦略推
進協議会ほか

マリンフェスタ実行
委員会

鹿屋市高須海岸及
び浜田海岸

　国民の共有財産である海岸を、安全に利用し、管理する
運動を盛り上げ、快適でうるおいのある海岸環境を積極的
に創出し、海岸愛護思想の普及と啓発を図ることを目的
に、住民参加による海岸の一斉清掃を行うものである。

（河川局所管井手
鼻海岸）


