
　海岸愛護月間期間中の主な行事（予定）

都道府県名 市町村名 地区海岸名

苫小牧海岸清掃 7月25日 北海道 苫小牧市 胆振海岸
室蘭開発建設部、室蘭
建設管理部、苫小牧市

苫小牧市元町地区から錦岡地区までの海岸の清掃

海岸保全事業パネル展 7月下旬 北海道 苫小牧市 胆振海岸 室蘭開発建設部
直轄海岸保全施設整備の事業紹介パネルと海岸愛護
月間ポスター掲示

白老海岸清掃 7月中旬 北海道 白老町 胆振海岸
萩野北吉原海岸

保全の会
白老町萩野、北吉原地区の海岸の清掃

海岸保全事業パネル展 7月下旬 北海道 白老町 胆振海岸 室蘭開発建設部
直轄海岸保全施設整備の事業紹介パネルと海岸愛護
月間ポスター掲示

れい明の里町内会海岸清掃 7月上旬 北海道 古平町 歌棄地区海岸 れい明の里町内会 ごみ拾い

函館海岸清掃美化活動 7月6日 北海道 函館市
大森～湯浜
地区海岸

函館市 約４．７ｋｍの海岸を９つのエリアに分けて清掃

海浜の清掃 7月5日 北海道 松前町
清部～原口
地区海岸

大島小学校､
大島中学校

海浜の清掃

海浜清掃 7月14日 北海道 知内町 中の川地区海岸
知内町婦人赤十字

奉仕団
海岸への漂着物、ゴミの回収

海岸清掃 7月中旬 北海道 乙部町
滝瀬～乙部漁港

地区海岸
元町一自治会 海岸の清掃とゴミの撤去

名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要
開催場所

資料 １

日本海ＣＵＰ
ビーチバレーボール大会

7月7日 北海道 留萌市 沖見地区海岸
日本海ＣＵＰ

ビーチバレー留萌
大会実行委員会

ビーチバレーボール大会

稚咲内海岸清掃作業 7月20日 北海道 豊富町 稚咲内地区海岸 豊富町 散乱ゴミ、漂着ゴミの回収

海岸清掃 7月10日 北海道 稚内市 坂の下地区海岸
稚内西小学校
稚内西中学校

海岸の清掃

十符ケ浦海水浴場清掃 7月5日 青森県 野辺地町 十符ケ浦海水浴場 野辺地町
海水浴場海開き前に一般町民や各団体により清掃活動を実
施。

海岸清掃 7月5日 青森県 つがる市 津軽沿岸出来島海岸
(木造中学校)

穂波小学校PTA
生徒･児童PTAによる海水浴場の清掃活動

海岸清掃 7月7日 青森県 青森市 青森海岸 奥内地区社会福祉協議会 海岸の清掃

海の日記念日前清掃
奉仕活動

7月8日 青森県 六ケ所村
泊海岸

むつ小川原港
烏山土木工業(株) 地域の清掃奉仕活動

クリーン作戦 7月11日 青森県 六ケ所村
泊海岸

むつ小川原港
六ケ所第一中学校

・地域のゴミ拾いや美化活動をし、きれいにすることで自然を
大切にする心や故郷を大切にする心を養う。
・労を惜しまず活動する態度を育てる。

夕陽ふれあいイベント
「夕陽も溶げる日本海」

7月13日 青森県 中泊町
小泊地区

折腰内海岸
中泊町

砂浜の特設ステージで、小泊中学校吹奏楽部の演奏、藤はじ
め歌謡ショー、おつかれーずの夕日ライブ等を開催し、日本海
に沈みながら溶け込む夕陽を鑑賞する内容となっている。



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

第１8回　中泊町
ビーチサッカー青森県大会

ｉｎこどまり

7月13日～
14日

青森県 中泊町
小泊地区

折腰内海岸
中泊町

自然のビーチを活用し、「スポーツ選手の発掘・育成」と「海と
人の共存」をテーマに、都市との交流を目指す大会
一般75チーム、中学生の部20チーム、女性の部12チーム

浜奥内地区海岸清掃 7月初旬 青森県 むつ市 浜奥内海岸 むつ市 海岸の清掃

孫次郎間海岸地区清掃 7月下旬 青森県 むつ市 孫次郎間海岸 孫次郎間町内会 海岸の清掃

二枚橋地区海岸清掃 7月下旬 青森県 むつ市 二枚橋海岸 二枚橋町内会 海岸の清掃

いちご煮祭り
7月28日～

29日
青森県 階上町 小舟渡海岸 階上町商工会 いちご煮の販売、各種出店、ステージ

小田の浜海水浴場開設に伴う
清掃活動

7月下旬 宮城県 気仙沼市 小田の浜 気仙沼大島観光協会 海水浴場の清掃活動

秋田トライアスロン
芭蕉レ―ス象潟大会

7月21日 秋田県 にかほ市 象潟海岸
にかほ市観光協会、秋
田県トライアスロン協会

トライアスロン大会

海の幸まつり 7月27日 秋田県 にかほ市 象潟海岸 にかほ市観光協会
「天然岩ガキ」など海の幸販売、道の駅象潟「ねむの丘」
特設会場にて開催

宮沢海岸夕陽フェスティバル 7月27日 秋田県 男鹿市 琴浜海岸 男鹿市

各種イベントを開催し、日本海に沈む夕日を鑑賞
・ビーチバレーボール大会
・ビーチフラッグス大会
・ヤートセ踊り　等
宮沢海水浴場 開催・宮沢海水浴場にて開催

サンドクラフト2013 inみたね
7月27日～

28日
秋田県 三種町 八竜海岸 三種町

・砂の像制作展示、各種イベント　等
・釜谷浜海水浴場にて開催

きれいな川で住みよい
ふるさと運動

7月7日 山形県 鶴岡市 小波渡海岸 小波渡自治会 海岸清掃

きれいな川で住みよい
ふるさと運動

7月7日 山形県 鶴岡市 鼠ヶ関海岸ほか 鼠ヶ関自治会ほか 海岸清掃

きれいな川で住みよい
ふるさと運動

7月7日 山形県 鶴岡市 加茂海岸 加茂地区自治振興会 海岸清掃

きれいな川で住みよい
ふるさと運動

7月7日 山形県 遊佐町
比子、吹浦、

菅里海岸
遊佐町 海岸清掃

きれいな川で住みよい
ふるさと運動

7月15日 山形県 鶴岡市 三瀬海岸 ボーイスカウト 海岸清掃

いわき市海開き式 7月15日 福島県 いわき市 四倉海水浴場
社団法人いわき観光ま

ちづくりビューロー
神事、式典、海開き宣言、テープカット、初泳ぎ

海岸清掃大会 7月7日 茨城県 高萩市 有明・高浜海岸
高萩市、高萩市市民憲

章推進協議会
海岸清掃

ビーチバレー大会 7月21日 茨城県 高萩市 高戸海岸
Ｔ－ＢＥＡＣＨ
実行委員会

ビーチバレー大会



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

ビーチクリーンキャンペーン
7月6日、

13日
茨城県 日立市

伊師浜・会瀬・水木・
川尻・河原子・久慈

浜海岸
日立市観光物産協会 海岸清掃

ひたちサンドアート
フェスティバル2013

7月14日 茨城県 日立市 河原子海岸
ひたちサンドアート

実行委員会
国内外のプロの彫刻家により、砂像製作、展示イベン
ト、ダンスコンテスト、浴衣コンテスト、遊覧船乗船

海のテャレンジ
フェスティバルin河原子

7月14日 茨城県 日立市 河原子海岸
海のテャレンジフェス
ティバル実行委員会

子どものスポーツイベントを中心としたフェスティバルイ
ベント（ビーチサッカー、ビーチバレー、宝探し大会等）

海岸クリーン運動
7月14日

(予備日21日)
茨城県 ひたちなか市

平磯海岸
磯崎海岸

那珂湊漁港周辺

ひたちなか市市民憲章
推進協議会

海岸、海浜に投棄されたごみや漂流物の清掃

海水浴場海開き
（海水浴場祈願祭）

7月13日 茨城県 ひたちなか市
阿字ヶ浦

平磯海水浴場
ひたちなか市観光協会 祈願祭

くじらの大ちゃん
誕生30周年記念式典

7月13日 茨城県 ひたちなか市 平磯海水浴場 平磯観光組合
大洗高校マーチングバンド演奏、磯節披露、フラダンス、
こどもソーラン踊り、たこ焼きグランプリ

ランタンナイト
7月13日、
20日、27日

茨城県 ひたちなか市 阿字ヶ浦海岸
阿字ヶ浦・磯崎

里浜づくり実行委員会
ランタン灯火、タヒチアンダンス、バンド演奏

第18回阿字ヶ浦海岸花火大会 7月28日 茨城県 ひたちなか市 阿字ヶ浦海岸
阿字ヶ浦海岸

花火大会実行委員会
花火打ち上げ
※荒天の場合翌日に順延

第30回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、荒野、角折、青

塚 荒井 浜津賀 大

新日鐵住金㈱鹿島製
鉄所、鹿嶋市観光協

会、鹿嶋の海岸を守る 海岸清掃鹿 斉 掃 鹿
塚、荒井、浜津賀、大

小志崎海岸

、鹿
会、かしま青年会議所、

鹿嶋市建設業協会

掃

ビーチサッカー2013
茨城県大会

7月27日 茨城県 鹿嶋市 平井海岸 茨城県 ビーチサッカー大会

アントラーズカップ2013
かしまビーチサッカー大会

7月28日 茨城県 鹿嶋市 平井海岸 茨城県 ビーチサッカー大会、観光イベント等

平成25年度
ふれあいさわやか運動

7月8日 千葉県 大網白里市 南九十九里海岸２号
大網白里子ども会
育成連絡協議会

美化作業、地曳き網

鏡ヶ浦クリーン作戦 7月9日 千葉県 館山市 館山海岸
鏡ヶ浦をきれいにする

会、思行会
各海岸清掃

あさひ砂の彫刻美術展
7月16日～

31日
千葉県 旭市 北九十九里（旭市）

あさひ砂の彫刻
美術展実行委員会

砂像展示

地曳き網大会 7月25日 千葉県 山武郡九十九里町 片貝海岸 九十九里町 九十九里地域の伝統漁法である地曳網を無料で体験

旭市いいおかＹＯＵ・遊
フェスティバル

7月27日～
28日

千葉県 旭市 飯岡（横根）
旭市いいおかＹＯＵ・遊

フェスティバル
実行委員会

花火大会、ビーチバレーボール大会等

浦安市花火大会 7月27日 千葉県 浦安市 浦安地区海岸
浦安市ふるさとづくり

推進協議会
花火大会

岩井観光地引網 7月28日 千葉県 南房総市 岩井海岸
南房総市観光協会

岩井支部
海岸での地引網体験



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

鴨川納涼花火大会 7月29日 千葉県 鴨川市 前原横渚海岸
鴨川納涼花火大会

実行委員会
水中花火、スターマインなど、約3000発
19：30～20：20

新島オープンウォーター
スイミング大会

7月6日 東京都 新島村 前浜海岸
新島オープンウォー

タースイミング大会実行
委員会

3タイプの距離に分かれてのスイミング大会

美化キャンペーン
クリーン茅ヶ崎

7月28日 神奈川県 茅ヶ崎市 市内全域
茅ヶ崎市、

茅ヶ崎市自治会連合会
海岸清掃

海開き 7月7日 神奈川県 大磯町 北浜海岸 大磯町 海水浴場のオープン、式典

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

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

柿崎中央海水浴場海開き 7月6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

柏崎合同海開き 7月7日 新潟県 柏崎市 柏崎海岸 柏崎観光協会 海の安全祈願

くじらなみ夏祭り 7月14日 新潟県 柏崎市 鯨波地区海岸
くじらなみ夏祭り

実行委員会
潮干狩り、魚のつかみどり

第13回関屋浜大花火大会 7月中旬 新潟県 新潟市中央区 関屋地区海岸 関屋浜海水浴場組合 花火大会

海　岸　清　掃 7月中旬 新潟県 新潟市西区
五十嵐浜、有明浜地

区海岸
五十嵐浜中学校区、
青少年育成協議会

海岸清掃

みんなできれいにせんまいけ
大作戦

6月～9月 富山県

富山市（7/7)
高岡市（7/7）
魚津市（7/28）
氷見市（7/7）
滑川市（7/28）
黒部市（7/7）
射水市（7/7）
入善町（7/7）
朝日町（7/14）
立山町（7/14）

富山湾沿岸

富山県、市町村、富山
県環境保健衛生連合

会、各市町村環境保健
衛生協議会、（公財）と
やま環境財団、富山県
県土美化推進県民会

議

海岸等の清掃

第29回　荒俣海岸清掃大会 7月7日 富山県 黒部市 荒俣
村椿環境
衛生組合

地域ぐるみでの環境美化活動として、荒俣海岸の清掃
を実施。

あいの風海岸清掃 7月7日 富山県 朝日町 東草野 朝日町
朝日町全域（側溝清掃、公園清掃、海岸清掃等）で町民
総ぐるみの一斉清掃活動を実施。

クリーン入善7129大作戦 7月14日 富山県 入善町 吉原海岸 入善町
入善町全域（公民館、公園、海岸など）で町民総ぐるみ
の一斉清掃活動を実施。

根上地区よりよい環境づくり
の日（海岸清掃）

7月7日 石川県 能美市 根上海岸
根上校下
壮年団

海岸の清掃



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

クリーンビーチ
宝達志水海岸清掃

7月7日 石川県 宝達志水町
宝達志水町

柳瀬、出浜、今浜、米
出、北川尻海岸

宝達志水町 海岸清掃

グリーン・ビーチななお 7月7日 石川県
七尾市能登島

町
能登島マリンパーク

海族公園

グリーンビーチななお
実行委員会、七尾商工

会議所
海岸清掃、エコｄｅ工作（貝の根付け、フォトスタンド）

ＨＯＮＤＡビーチクリーン活動 7月7日 石川県
七尾市能登島

町
能登島マリンパーク

海族公園
ＨＯＮＤＡ 海岸清掃

かほく市海岸一斉清掃 7月14日 石川県 かほく市
高松・七塚・宇ノ気海

岸
かほく市 海岸清掃

なぎさクリーン運動 7月14日 石川県 羽咋市
羽咋市

千里浜、釜屋、一の
宮、柴垣海岸

羽咋
ロータリークラブ

市民憲章の唱和、ラジオ体操、海岸清掃、美化運動の
広報、イカリモンハンミョウ観察会

海開き 7月20日 石川県 輪島市 琴ヶ浜海水浴場 輪島市 午前

海開き 7月20日 石川県 輪島市 袖ヶ浜海水浴場 輪島市
午後
・フルーツまき

Ｃ．Ｃ．Ｚフェスティバル2013
7月27日～

28日
石川県 白山市

松任海岸
（松任工区）

Ｃ．Ｃ．Ｚフェスティバル
実行委員会

・Ｃ．Ｃ．Ｚ整備計画の啓蒙を図り、松任海岸を広く啓蒙
するためのパネル展、模型展示を開催。
・パネル展、ステージイベント、ビーチサッカー大会、飲
食コーナー等。

クリーンビーチ内灘作戦
海岸清掃

7月28日 石川県 内灘町 内灘海水浴場
クリーンビーチ

内灘作戦
海岸清掃（4～10月の期間、毎月第4日曜日に実施）
クリーンビーチ内灘作戦：ボランティア団体

海岸一斉清掃 7月7日 静岡県 沼津市 沼津・原海岸 沼津市 一般市民参加型の海岸清掃

ビーチフェスタ
ｉｎかんばら

7月14日 静岡県 静岡市清水区
富士海岸

(蒲原工区）
ビーチフェスタ
実行委員会

熱気球体験、水鉄砲サバイバル、サンダル飛ばし等

伊勢湾西南海岸北浜地区
海岸清掃

7月15日 三重県
伊勢市有滝町、村
松町、東大淀町

北浜・東大淀地区海岸
北浜中学校区青少年

健全育成協議会
海岸の清掃

二見七夕・星まつり ７月、8月 三重県 伊勢市
宇治山田港

二見地区海岸
二見七夕・星まつり

実行委員会
イルミネーション等

二見大祭しめなわ曳き 7月14日 三重県 伊勢市
宇治山田港

二見地区海岸
しめなわ曳実行委員会 奉納行事等

鳥羽みなとまつり 7月19日 三重県 鳥羽市
鳥羽港

岩崎地区海岸
鳥羽みなとまつり

実行委員会
花火、コンサート等

鷹巣地区自治会連合会
海岸清掃

7月中 福井県 福井市 鷹巣海岸
鷹巣地区

自治会連合会
海岸清掃活動（予定）

海岸清掃 7月7日 福井県 あわら市 波松地区海岸
波松海岸を美しくする

会
海岸清掃活動
・参加人数：200人程度　・活動時間：2時間程度

磯の生き物観察会 7月中旬 福井県 坂井市 福井港海岸
福井県
坂井市

磯の生き物観察会、海のマナー学習



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

南越前町職員組合
奉仕作業（海岸清掃）

7月7日 福井県 南越前町
甲楽城海岸
河野海岸

南越前町
職員組合

海水浴場を中心にゴミ拾い、漂着物撤去

海開き神事及び
豊漁祈願祭

7月1日 福井県 越前町 越前海岸
越前夏まつり
　実行委員会

豊漁祈願祭

海浜パトロール
7月19日～

28日
福井県 越前町 越前海岸 越前町 防犯隊による海浜パトロール

浜開き 7月4日 福井県 美浜町 丹生白浜海岸 美浜町観光協会 美浜町内海水浴場10ヶ所の浜開き

海浜清掃 7月中旬 福井県 高浜町 白浜海岸 高浜町 海浜清掃

高浜七年祭 7月6日 福井県 高浜町 鳥居浜海岸 佐伎治神社
6/30～7/6の祭開催期間の最終日に、３基の神輿が鳥
居浜海岸において「足洗いの儀」を行う。３基の神輿が
ぶつかり合い、「けんか祭り」と呼ばれている。

港湾美化啓発活動 7月7日 大阪府 貝塚市 阪南港阪南3区 貝塚市
「リフレッシュ瀬戸内」に賛同し、阪南3区の岸壁などの
清掃かつどうを行い、併せて釣り客に美化啓発を行う。

「リフレッシュ瀬戸内」海岸清掃 7月15日 大阪府 田尻町
　田尻町りんくうポー

ト南地区海岸
田尻町 海浜植物生息地の除草及び海浜清掃。

田辺扇ケ浜海水浴場海開き 7月1日 和歌山県 田辺市 扇ヶ浜海岸 田辺観光協会 安全祈願神事、地元園児、小学生による初泳ぎ

ビーチサイドドルフィン
in扇ヶ浜

7月20日～
8月18日

和歌山県 田辺市 扇ヶ浜海岸
イルカふれあい事業

実行委員会
イベント期間中、扇ヶ浜海岸に特設イケスを設置し、イル
カにふれあっていただくin扇ヶ浜 8月18日 実行委員会 カにふれあっていただく。

白良浜津波避難訓練 7月23日 和歌山県 白浜町
白浜地区

白良浜海水浴場
和歌山県
白浜町

白良浜津波避難訓練のサイレン吹鳴を合図に、各地域
が指定している初期避難場所へ参集する。その後訓練
本部への参加者報告を行う。

第33回皆生海岸
トライアストン大会

7月14日 鳥取県

米子市、境港
市、南部町、伯
耆町、大山町、

日吉津村

皆生海岸
皆生トライアスロン協
会、鳥取県観光連盟、
米子市観光協会

水泳：皆生温泉海岸沖日本海（日野川河口～県営米子屋内
プール）
自転車：県営米子屋内プール～国立公園・大山山麓道路～県
営米子屋内プール（１市４町村）
マラソン：県営米子屋内プール～境港市～東山陸上競技場

第１８回さかいみなと
ビーチバレー大会

7月28日 鳥取県 境港市 境港市新屋町海岸

境港ビーチバレー実行
委員会、鳥取県バレー
ボール協会、鳥取県
ビーチバレー連盟

一般男子の部：２人制
一般女子の部：３人制
男女混成の部：４人制（女子２名以上）
高校生男子の部：２人制
高校生女子の部：３人制
中学生の部：男女共３人制
小学生の部：４人制（男女問わず）

島津屋海岸清掃活動 7月13日 島根県 大田市 島津屋海岸 東部まちづくり委員会 海岸清掃

Let's里再来
ビーチクリーンアップ

7月15日 島根県 益田市 持石海岸
『Let's里再来』
実行委員会

海岸清掃



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

リフレッシュ瀬戸内 7月27日 岡山県 笠岡市
笠岡港海岸夏目地
区、鳥ノ江地区他

笠岡市（瀬戸内・海の
路ネットワーク推進協
議会）、笠岡市教育委
員会、日本カブトガニを

守る会

海岸の清掃

漁場クリーンアップ作戦 7月中旬 岡山県 笠岡市 白石島漁港海岸他
岡山県漁業協同組合

連合会
海岸の清掃

カブトガニ幼生の放流 7月20日 岡山県 笠岡市
笠岡港海岸
夏目地区他

笠岡市 カブトガニ幼生の放流

海辺の学校 7月21日 岡山県 笠岡市
笠岡港海岸
夏目地区他

笠岡市 干潟と磯の生物の観察、カブトガニ幼生の放流

カブトガニ保護少年団
夏季研修会

7月22日 岡山県 笠岡市
笠岡港海岸
夏目地区他

笠岡市
カブトガニの現状理解と磯の生物の観察、カブトガニ幼
生の放流

青佐地区海岸清掃 7月14日 岡山県 浅口市 寄島海岸青佐地区 青佐地区 海岸の清掃

大久野島おさかな放流・海岸ク
リーンアップ

7月7日 広島県 竹原市 大久野島海岸 竹原市 稚魚の放流、クリーンアップ活動

リフレッシュ瀬戸内 7月7日 広島県 広島市 みなと公園
広島市（瀬戸内・海の路
ネットワーク推進協議会）

海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月14日 広島県 三原市
鷺浦町向田野浦

須ノ上海岸
三原市（瀬戸内・海の路
ネットワーク推進協議会）

海岸の清掃
須ノ上海岸 ネットワ ク推進協議会）

リフレッシュ瀬戸内 7月7日 広島県 尾道市
瀬戸田サンセット

ビーチ
尾道市（瀬戸内・海の路
ネットワーク推進協議会）

海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月15日 広島県 福山市 走島町宇治島 瀬戸内海宇治島クラブ 海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月上旬 広島県 福山市 鞆町仙酔島
明るいまちづくり
鞆学区委員会

海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内
7月中旬～

下旬
広島県 大竹市 阿多田島周辺 阿多田島漁業協同組合 海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月28日 広島県 大竹市 小方港周辺 小方港遊漁船組合 海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月中旬 広島県 大竹市 小方南港周辺 潜港会 海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月7日 広島県 大竹市 飛石港周辺 大竹港遊漁船組合 海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月中旬 広島県 大竹市 玖波地区沿岸 くば漁業協同組合 海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月21日 広島県 廿日市市 大野鳴川海岸
廿日市市（瀬戸内・海の路
ネットワーク推進協議会） 海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月中旬 広島県 東広島市 安芸津港海岸 安芸津漁業協同組合 海岸の清掃



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

リフレッシュ瀬戸内 7月5日 広島県 江田島市
能美町中町
長瀬海岸

広島県呉特別支援学
校

海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月7日 広島県 安芸郡坂町
坂町海岸全域

坂町海域
坂町（瀬戸内・海の路
ネットワーク推進協議

海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内 7月14日 広島県
豊田郡

大崎上島町
町内一円

大崎上島町（瀬戸内・
海の路ネットワーク推

進協議会）
海岸の清掃

長門市海岸清掃の日
海岸一斉清掃

7月7日 山口県 長門市 只の浜地区海岸他
長門市海岸清掃の日

実行委員会
海岸の清掃

萩市民一斉清掃 7月7日 山口県 萩市 萩市全域 萩市環境衛生課 萩市内全域で一斉環境美化活動

I love あぶ町クリーンアップ大作戦 7月14日 山口県 阿武町 阿武町全域 阿武町民生課 阿武町全域で海岸・河川等の清掃活動

リフレッシュ瀬戸内（清掃活動） 7月7日 徳島県 徳島市 小松海岸 徳島市 清掃活動

リフレッシュ瀬戸内（清掃活動） 7月7日 徳島県 阿南市 今津海岸 阿南市 清掃活動

リフレッシュ瀬戸内（清掃活動） 7月9日 徳島県 阿南市 出島海岸 阿南市 清掃活動

海岸の清掃 7月13日 徳島県 松茂町 松茂海岸
NPO法人　月見ヶ丘海

浜公園を育てる会
海岸の清掃

浜公園を育てる会

海岸の清掃 7月13日 徳島県 阿南市 今津海岸 民間 海岸の清掃

アースディinあじ
水ぎわクリーン作戦

7月14日 香川県 高松市
鎌野笹尾海岸

高尻海岸
高松市 高松市庵治町の海岸を一斉清掃

銭形まつり
7月13日～

15日
香川県 観音寺市 有明海岸 銭形まつり実行委員会 親子潮干狩り、銭形おどりコンテスト、清掃等

リフレッシュ瀬戸内
沙弥海岸等一斉清掃

7月6日 香川県 坂出市 沙弥海岸等 坂出市
坂出市沙弥～大屋富地区
海岸一斉清掃

リフレッシュ瀬戸内 6月22日 愛媛県 松山市
中島港海岸

（あみあげビーチ）

中島小学校PTA東支
部、大浦地区老人クラ

ブ、松山市

地元老人クラブ、小学校PTA、小学生の参加による、中
島港海岸（あみあげビーチ）の清掃

リフレッシュ瀬戸内海岸清掃 7月上旬 愛媛県 大洲市 長浜海岸 長浜自治会他 海岸の清掃

リフレッシュ瀬戸内
　海岸清掃

7月7日 愛媛県 西条市 高須海岸 西条市海事振興会
ボランティア団体や地元次々回・建設関係団体などが参
加し、海岸清掃を実施する。

西予市一斉クリーン運動 7月7日 愛媛県 西予市 周木海岸 西予市 海岸の清掃

愛ビーチ活動 7月8日 愛媛県 宇和島市 白浦・石応地区海岸 石応自治会 クリーンアップ活動（ゴミ拾い）

リフレッシュ瀬戸内海岸清掃 7月13日 愛媛県 上島町 岩城地区海岸全域 上島町 海岸の清掃



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

諏訪崎ビーチクリーン 7月15日 愛媛県 八幡浜市 諏訪崎海岸 諏訪崎を愛する会 海岸の清掃

クリーン伊予運動 7月14日 愛媛県 伊予市
新川海岸、下吾川海
岸、北山崎海岸、森

海岸
伊予市 市民参加による海岸清掃

市民一斉清掃 7月28日 愛媛県 新居浜市 荷内海岸
新居浜市環境美化

推進協議会
地域住民による海岸ゴミの回収、清掃

甲浦地区納涼祭 7月27日 高知県 東洋町 白浜海岸
東洋町納涼祭
実行委員会

花火大会、各種イベント

海岸一斉清掃 7月上旬 高知県 室戸市 羽根海岸
羽根海岸有効利用

実行委員会
海岸清掃

安芸海岸清掃 7月下旬 高知県 安芸市 安芸海岸 安芸市 海岸清掃

香南市みなこい港まつり 7月28日 高知県 香南市 吉川漁港
香南市みなこい

港まつり実行委員会
花火大会、各種イベント

高知海岸一斉清掃 7月7日 高知県
南国市・高知
市・土佐市

高知海岸・長浜海
岸・仁ノ海岸・戸原海

岸・新居海岸

高知河川国道事務所・
高知県・高知市・南国

市・土佐市
海岸の清掃

宇佐地区一斉清掃 7月7日 高知県 土佐市 宇佐漁港他
宇佐漁港環境対策

連絡協議会
海岸一斉清掃

海岸清掃 7月28日 高知県 須崎市 須崎港海岸 須崎市 海岸清掃海岸清掃 7月28日 高知県 須崎市 須崎港海岸 須崎市 海岸清掃

ふるさと海岸清掃 7月中旬 高知県 中土佐町 ふるさと海岸 中土佐町 海岸清掃

海辺の清掃 7月中旬 高知県 中土佐町 上ノ加江漁港 中土佐町 海岸清掃

白浜地区海岸清掃 7月15日 高知県 大月町 下浜地区海岸 大月町商工会青年部 白浜地区海岸清掃

海の日清掃活動 7月15日 高知県 宿毛市 藻津海岸他 すくも湾漁業協同組合 海岸清掃

海岸一斉清掃 7月7日 高知県
高知市、土佐
市、南国市

高知海岸
（新居、仁ノ、戸原、

長浜、南国）

高知河川国道事務所、
高知県、高知市、南国

市、土佐市
海岸の清掃

海の日クリーンアップ活動 7月10日 福岡県 福岡市 博多港海岸 福岡市海の日協賛会 清掃

「海の日」記念式典 7月17日 福岡県 福岡市 博多港海岸 福岡市海の日協賛会 イベント

海の日ポートフェスタ 7月21日 福岡県 福岡市 博多港海岸 福岡市海の日協賛会 イベント

鳴き砂を守る会海岸清掃 7月11日 福岡県 糸島市 鹿家海岸 福吉校区振興協議会 海岸清掃活動



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

（旧）三池海水浴場
清掃活動

7月18日 福岡県 大牟田市 三池港海岸
大牟田市明るい町づく

り推進協議会
各種団体及び一般市民により、毎年「海の日」の前後に
清掃活動を実施している。

波戸岬ビーチクリーン 7月7日 佐賀県 唐津市 波戸地区海岸 国民宿舎波戸岬 海岸清掃

玄海クリーンアップ作戦2013 7月中旬 佐賀県 唐津市、玄海町 浜崎地区海岸他 佐賀県 海岸清掃

蛤浜で遊ぼデー＆白浜の芸術祭
7月13日～

14日
長崎県 新上五島町 有川港蛤海岸

｢探訪～四季を味わう上五
島｣実行委員会

蛤浜（海水浴場）の清掃、地曳網体験、バナナボート、
ビーチフラッグ等レクリエーション

海岸清掃
（国見漁協協同組合）

7月下旬 長崎県 雲仙市 国見地区一帯 国見漁協協同組合 組合員による海岸清掃

海岸清掃
（瑞穂漁協協同組合）

7月下旬 長崎県 雲仙市 瑞穂地区一帯 瑞穂漁協協同組合 組合員による海岸清掃

海岸清掃
（橘湾東部漁協協同組合）

7月下旬 長崎県 雲仙市 小浜・南串山一帯 橘湾東部漁協協同組合 組合員による海岸清掃

海岸清掃
（有明海漁協協同組合）

7月下旬 長崎県 雲仙市 多比良地区一帯 有明海漁協協同組合 組合員による海岸清掃

石干見（すくい）遊び 7月7日 長崎県 南島原市 布津大崎地区海岸
布津小学校PTA、
飯野小学校育友会

・布津大崎地区海岸の清掃
・「石干見（すくい）」※伝統漁法体験

海岸清掃（市民大清掃） 7月14日 長崎県 長崎市 脇岬海水浴場 長崎市 市民による海岸清掃

海開き 7月5日 長崎県 長崎市 脇岬海水浴場 長崎市 安全祈願神事行事

さんわ夏祭り
7月20日

（雨天時21日)
長崎県 長崎市宮崎町

宮崎地区海岸
（川原海水浴場）

長崎南商工会 花火大会及びアトラクション他（参加人数：2,000人予定）

高浜海水浴場海開き祈願祭 7月13日 長崎県 五島市
高浜海岸

（海水浴場）
高浜自然保護
推進協議会

海開き祈願祭（神事）、水難救助指導、クリーンアップ作
戦（海岸清掃）

千々石海岸漂流漂着ごみ
清掃作業

7月5日 長崎県 雲仙市 千々石海岸 雲仙市
・環境教育の一環として千々石海岸に漂着したごみの回
収、清掃活動を行う。
・千々石町内２小学校高学年約１００名。

海岸清掃 7月12日 長崎県 雲仙市 千々石海岸
ＪＡ島原雲仙
千々石支店

職員による海岸の清掃

海岸清掃 7月12日 長崎県 雲仙市 千々石海岸 雲仙市 職員による海岸の清掃

千々石町民一斉清掃 7月14日 長崎県 雲仙市 千々石海岸 雲仙市 雲仙市千々石町民による町内一斉清掃

口加高校海岸清掃 7月3日 長崎県 南島原市 白浜地区海岸
口加高校
南島原市

海水浴場の清掃

口加高校海岸清掃 7月3日 長崎県 南島原市 野田浜地区海岸
口加高校
南島原市

海水浴場の清掃

砂月海岸清掃大会 7月15日 熊本県 天草市牛深町 砂月海岸 天草宝島観光協会 砂月海岸の清掃活動



都道府県名 市町村名 地区海岸名
名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

開催場所

漁り火探検ツアー 7月15日 熊本県 天草市牛深町 砂月海岸 天草宝島観光協会 漁り火探検ツアー

さざなみフェスタ 7月14日 熊本県 天草市有明町 下津江海岸
実行委員会

（天草市有明支所）
各種イベント、花火等

海岸清掃 7月6日 大分県 杵築市 奈多地区海岸 大分キャノンマテリアル 海岸の清掃

海岸清掃 7月7日 大分県 杵築市 奈多地区海岸 日本アムウェイ 海岸の清掃

「海の日」記念クリーンアップ
2013

7月28日 大分県 佐伯市

荒三郎地区海岸、
猿鳴地区海岸、

丹賀浦地区海岸、
下梶寄浦地区海岸

佐伯市・大分県漁業
共同組合鶴見支店

漂着ゴミの回収・焼却・草刈り

県の支援事業を活用したボラ
ンティアによる海岸美化活動

7月 宮崎県 各地域 県内各海岸 各種団体

県事業である「河川・海岸ボランティア支援事業（ボラン
ティア活動団体に対する物資の支給・貸出及び傷害保
険の加入等を通した支援事業）」を活用した、ボランティ
ア団体の清掃活動

子どもの水辺・海辺安全サ
ポーター教室の開催

7月 宮崎県 宮崎市 青島海岸 宮崎県
ライフセーバー有資格者のいるNPOに委託し、主に子ど
も達を対象とした水難事故防止のための安全教室を数
回開催する。

海岸清掃 7月下旬 沖縄県 名護市
名護～屋部海岸
（宇茂佐海岸）

沖縄県 海岸の清掃

海岸清掃 7月下旬 沖縄県 石垣市 石垣島管内の海岸 沖縄県 海岸の清掃

海岸清掃 7月下旬 沖縄県 宮古島市 宮古管内の海岸 沖縄県 海岸の清掃


