
  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 海岸清掃 ７月上旬 苫小牧市・白老町 室蘭開発建設部 地先町内会 毎年、海岸愛護月間中に地元の協力をいただいて
胆振海岸 苫小牧河川事務所 漁業関係者 苫小牧市区間（約７km）、白老町区間（約２km）で海岸清掃

建設関係者 を実施している。
自治体 参加人数
萩野北吉原海岸保全の会 苫小牧市区間　　　５８０名程度

白老町区間　　　　　 ６０名程度

函館海岸清掃美化運 平成18年7月8日 函館市函館海岸 函館市 海岸清掃

はこだてマリンフェス
ティバル２００６

7/15～7/16 函館港若松南ふ頭
周辺

青森県 いちご煮祭り H18.7.29～30 三戸郡階上町 いちご煮祭り実行委
員会

階上町 階上町の特産品である〔ウニ・アワビ〕を使った「いちご煮」を
広くＰＲし、産業振興と地域活性化の為開催している。（昭
和61年スタート　今年21回目）また、海に親しんでもらう為の
各種イベントを取り入れている。（アサリ拾い、つり大会等）
参加人員　30,000人

（東北地方） 　　小舟渡海岸 階上町観光協会
階上町漁業協同組合
階上町商工会

岩手県 のだ砂まつり H18.7.29～30 野田村十府ヶ浦海 のだ砂祭り実行委員
会

未定 未定
（東北地方）

宮城県 阿武隈川河口クリー
ンアップ作戦

平成18年7月1日 亘理町荒浜海岸 阿武隈川サミット実
行委員会

亘理町，岩沼市，福島市，仙台河
川国道事務所

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。

（東北地方）

大曲浜クリーン作戦 平成17年7月2日 宮城県東松島市
大曲海岸（矢本海
浜緑地）

東松島市青少年健
全育成市民会議

東松島市 市民のボランティアによる環境浄化活動。例年、小中学生
を含む約600人が参加。昨年回収したごみは、一般ごみ（可
燃物）930kg,缶びんごみ（不燃物）1,810kg。

東松島市教育委員会

秋田県 サンドクラフト2006in
みたね

18.7.29～
18.7.30

山本郡三種町（八
竜海岸）釜谷浜海
水浴場

ｻﾝﾄﾞｸﾗﾌﾄ実行委員
会（三種町、秋田や
まもと農業協同組
合、山本南部商工
会）

秋田県、半島地域振興対策協議
会、国土交通省能代河川国道事
務所、日本砂像連盟、八竜町環境
協会等

砂像の製作・展示と砂像競技会、砂像ライトアップ、
（東北地方） 花火ショー、メロン各種ゲーム　他

福島県 コスモ　アースコン
シャスアクト

7月8日 いわき市四倉海岸 ふくしまFM 後援　いわき市
協賛　コスモ石油㈱

海岸の清掃及びビーチサッカー大会の実施
（東北地方） ＨＰアドレスhttp://www.co.jp/pc/cosmo/index

茨城県 海岸清掃 7月2日 高萩市有明海岸 市民憲章推進協議会 海岸愛護思想の普及を目的とした地域住民による海岸清掃
（関東地方） 高萩市高浜海岸 高萩市

ビーチバレーｉｎたか
はぎ

7月17日 高萩市有明海岸 実行委員会 高萩青年会議所 参加チームによるリーグ戦を行う。
高萩市観光協会
高萩市教育委員会
高萩市



県
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千葉県 旭市いいおかyou遊
フェスティバル2006

H18.7.29～30 旭市　下永井海岸 旭市いいおかyou遊
フェスティバル2006
実行委員会

千葉県観光協会 海浜花火大会約３，０００発
（関東地方） 郷土芸能大会

ビーチバレーボール大会
宝さがし

東京湾クリーンアップ
大作戦（千葉港特別
行事）

７月 千葉ポートパーク
（予定）

関東地方整備局、
第三管区海上保安

千葉ポートパークにて職員による
海浜部の清掃活動を実施

東京都 海の日記念フェス
ティバル（海開き）

7月4日 大島町弘法浜 大島観光協会 海の安全祈願、サザエの無料配布、郷土芸能
（関東地方）

東京湾クリーンアップ
大作戦

７月１日　～　７
月３１日

東京湾 関東地方整備局、
千葉県県土整備
部、東京都港湾局、
川崎市港湾局、横
浜市港湾局、横須
賀市港湾部、第三
管区海上保安本部

海をきれいにすることを啓発したポ
スターを港湾関係機関に掲示。ま
た清掃船兼油回収船に本作戦の
周知を目的とした内容の電光掲示
板を点灯しての回収業務を実施

神奈川 湘南ひらつか H18.7.1 平塚海岸 湘南ひらつかビーチ
カーニバル実行委
員会、平塚市

・(財)かながわ海岸美化財団 平塚海岸の通年利用できる海岸施設「湘南ひらつかビーチ
パーク」を会場に、ビーチバレー・ビーチフラッグス大会等
のビーチスポーツイベントやビーチレクリエーションイベント

（関東地方） ビーチカーニバル ～ ・平塚商工会議所
２００６ SUMMER (H18.8.31) ・平塚市観光協会

東京湾クリーンアップ
大作戦（横浜港特別
行事）

７月下旬 山下公園（予定） 関東地方整備局、
第三管区海上保安
本部

一般市民を対象としてパネルの展
示、関連グッズの配布、横浜市、三
管の作業船と「べいくりん」による海
上パレード等を開催

新潟県 佐渡市一斉海岸清掃 平成18年7月1日 佐渡市で海岸を有
する全地区

佐渡市（廃棄物対策
課）

佐渡を美しくする会 市内一斉でボランティアの協力を得て海岸清掃の実施をする。
（北陸地方）

石川県 C.C.Z.フェスティバル
松任2006

平成18年7月30日 石川県白山市 ・白山市 ・石川県 　　C.C.Zフェスティバルは、国土交通省、石川県、白山市、
中日本高速道路㈱などが、豊かな「海辺のふれあいゾー
ン」構想に向け整備を推進してきたC.C.Z整備計画の啓蒙
を図り、市民の交流促進に資する魅力ある海洋リゾート空
間を全国に発信するため開催するものである。また、近年
の海岸に対する良好な環境への意識の高まり、レクリェー
ションの場として利用に対するニーズの増大など国民の期
待はますます高まってきていることから、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として実施されている。

（北陸地方） （予定） （石川海岸　松任工 ・御手洗地区振興協
議会

・国土交通省金沢河川国道事務所
松任海浜公園

かほく四季まつり
～サマーフェスタinか
ほく～（ビーチフェス
タ）

H18.7.29 かほく市　白尾海岸 かほく市まつり実行
委員会

北國新聞社 ・地引網体験
・ビーチサンダル跳ばし大会

H18.7.30 かほく市　白尾海岸 かほく市まつり実行
委員会

北國新聞社 ・白ギス釣り大会



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

静岡県 踊夏祭 7月22日 大井川町大井川港
内

大井川町 静岡県、静岡県観光協会、静岡新
聞、ＳＢＳ静岡放送、中日新聞、静
岡朝日テレビ、エスパルス、テレビ
静岡、静岡第一テレビ、トーカイブ
ロードバンドコミュニケーションズＴ
ＣＮ西静

一般の方、民間団体によるステージでの踊りの披露、模擬
店、ブースの展示等が行われる。昨年度、静岡河川事務所
もブースを設置し、大井川工区に設置予定の有脚式離岸
堤の模型やパネル等を展示した。

（中部地方） （おどらっかさい）

ふれあい海岸まつり 平成18年7月16日 袋井市　浅羽海岸 袋井市まちおこし協
会

静岡新聞、中日新聞 海岸保全・自然保護のパネル展・教室、各種レクリエーション
参加予定延べ人数　約５，０００人

愛知県 にっぽん音吉トライア
スロンin知多美浜

平成18年7月16日 美浜町　美浜海岸 美浜町 愛知県 トライアスロン大会
（中部地方） 愛知県教育委員会　他

三重県 七里御浜クリーン大
作戦

7月2日 御浜町阿田和地区
海岸

御浜町 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、一昨年度は世界遺産（「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。

（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、清掃、アトラクション（ヨサコイ踊り）、砂像コンテ
スト等（近畿地方）

福井県 越前夏まつり２００６ 平成18年7月1日 越前町　厨海岸 越前夏まつり実行 越前町 海開き神事および豊漁祭
（近畿地方） （丹生郡越前町厨） 委員会 越前町観光協会

兵庫県 ﾘﾌﾚｯｼｭ瀬戸内 2006年7月2日 洲本市 洲本市 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協
議会の事務局は国土交通省中国
地方整備局港湾空港部

人かい作戦による海岸清掃
（近畿地方） 安乎海岸・厚浜海

岸・内田海岸

和歌山県 第９回有田川クリーン
作戦

平成18年7月9日 有田海岸千田地区
海岸

有田市 有田市内各種５０団体余りが参加し有田市内一斉清掃を行
う。清掃場所は他に有田川両岸、有田港地区海岸、女の浦
地区海岸

（近畿地方）

島根県 第２９回長浜海岸清掃 7月2日 出雲市外園海岸 長浜地区
明るいまちづくり
推進協議会

長浜地区自治協会 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（中国地方） 長浜コミュニティセンター

長浜小学校
長浜中学校
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
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鳥取県 第２６回 H18.7.16 米子市 皆生海岸 皆生ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ協会 鳥取県 日本国内で始めて開催された歴史ある大会で、今年で２６
（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 回目となる。皆生海岸をメイン会場として、水泳(3km),

皆生大会 米子市観光協会 皆生温泉旅館組合 自転車(140km),マラソン(42.195km)を全国から集まった
報道機関など 約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。

浦富海岸元気フェス
ティバル

平成18年7月29日 岩美町　浦富海岸 浦富海岸元気フェス
ティバル実行委員会

花火、ステージイベント等

山口県 やけの美夕フェスタ２
００６

H18.7.16 山陽小野田市 やけの美夕フェスタ
実行委員会

山陽小野田市 ビーチバレーボール大会
（中国地方） きららビーチ焼野 山陽小野田市実行委員会 宝探し大会

山陽小野田観光協会 すいか割り大会
山口新聞 各種バザー
宇部日報社 救急救命士による救命講習のデモンストレーション
（予定） イベント終了後、海岸の清掃

愛媛県 ＨＯＴ
ＩＭＡＢＡＲＩ
２００６

H18.7.30 今治市国分寺海岸 ホッと今治実行委員会 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、瀬戸内海しまなみ海道周辺
地域振興協議会

ＢＥＡＣＨ　ＶＯＬＬＥＹ　ＳＨＩＭＡＮＡＭＩ　ＣＵＰ　2006
（四国地方） （唐子浜） （四人制のビーチバレーボール）

ＢＥＡＣＨ　ＳＯＣＣＥＲ　ＳＨＩＭＡＮＡＭＩ　ＣＵＰ　2006
（五人制のビーチサッカー）
ビーチしまなみアート　2006
（参加者の描いたデザイン画や写真をＴ者シャツ・タオルに
プリントして展示）
Ｗｏｎｄｅｒ　Ｂｅａｃｈ　2006
（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）

リフレッシュ瀬戸内 ７月１６日 愛媛県伊予市の海
岸

瀬戸内海岸線周辺
を行政区とする官公
庁

瀬戸内海沿線周辺を行政区とす
る官公庁で構成する「瀬戸内・海の
路ネットワーク推進協議会」の事業
活動の一環として、所内有志により
市内近郊の海岸清掃に参加。

徳島県 小松島みなと祭り ７月中旬 徳島小松島港 本
港地区

小松島市 阿波踊り大会や花火大会を実施。
（四国地方）

高知県 納涼祭 平成18年7月22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
（四国地方） 　又は7月23日 芸西海岸

福岡県 ラブアースクリーン
アップ２００６

H18.6.11 福間海岸、宮地
浜、津屋崎海岸、
恋の浦海岸

福津市 海岸清掃（アカウミガメ学習、漂着物調査（福岡海上保安部
実施）ほか）（九州地方）

佐賀県 いろは島フェスタ
2006　シーカヤック大
会

H18.7.16 佐賀県唐津市肥前
町満越海岸

いろは島フェスタ・
シーカヤック大会実
行委員会

唐津市　ほか H18概要
募集艇数　１０ｋｍレース：５０艇　団体リレー：２０艇（九州地方）

H17実績
参加人数　２０ｋｍレース：７７名　５ｋｍレース：４８名
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大分県 ふるさと 7月17日 国東市安岐海岸 国東半島安岐海岸
ふるさとづくりの会

国東市 サンドアート、ビーチバレー、ウィンドサーフィン等
（九州地方） 子供体験フェスタ （予定）

熊本県 ビーチバレー 平成１８年７月
８日、９日

・マリンパークビ ・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

（河川局所管井手
鼻海岸）

・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

宮崎県 日豊海岸クリーン大 H18.7.9 日豊海岸全域 日向市 日向市民総参加で地元海岸や河川の清掃を行うもの
（九州地方）

鹿児島県 2006サザンビーチバ
レーフェスタ

H18.7.23 錦江町神川海岸 サザンビーチバレー
実行委員会

錦江町等 150チームが競い合う南九州最大規模のビーチバレーボー
ル大会（九州地方） （予定）
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