
　海岸愛護月間及びその前後の主な行事の実施予定

都道府県名 市町村名 地区海岸名

大森浜環境美化活動 7月6日 北海道 函館市 大森浜海岸 函館市 海岸漂着物及びゴミの回収

有珠クリーン作戦 7月6日 北海道 伊達市 有珠地区 NPO法人だて観光協会 有珠地区海岸の清掃活動

海の日清掃 7月8日 北海道 豊浦町 豊浦・大岸・礼文 豊浦町 海岸ゴミ拾い

海浜清掃 7月中旬 北海道 洞爺湖町 虻田海岸 洞爺湖町 海岸ゴミ拾い

北吉原・荻野海岸清掃 7月中旬 北海道 白老町 胆振・白老海岸
白老町・萩野北吉原海岸保全の会・北
海道開発局

白老海岸の清掃活動

稚咲内海岸清掃 7月中旬 北海道 豊富町 稚咲内海岸 豊富町 海岸ゴミ拾い

苫小牧海岸清掃 7月26日 北海道 苫小牧市 胆振・苫小牧海岸 北海道開発局、北海道、苫小牧市 海岸ゴミ拾い

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

蒼い海ビーチクリーン 7月毎土曜日 北海道 留萌市 ゴールデンビーチるもい NPO市民ボランティア「蒼い海」 海岸ゴミ拾い

ﾖｺｽﾄ海岸ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ 8月下旬 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」 白老海岸（ﾖｺｽﾄ）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（約7km）

海と渚の清掃活動事業 7月中 青森県 蓬田村
青森海岸
青森蓬田海岸

蓬田村 海岸の清掃（村内ほぼ全部の海岸線）

七里長浜清掃 6月7日 青森県 鰺ヶ沢町 七里長浜海岸
鰺ヶ沢町
青森海上保安部

海岸ゴミ拾い・漂着物の調査

出来島海岸清掃活動 ７月中旬 青森県 つがる市 出来島海岸 観光物産協会 海岸ゴミ拾い

マグアビーチ清掃活動 ７月中旬 青森県 つがる市 車力漁港海岸 観光物産協会 ビーチ内漂流物等の清掃

十符ヶ浦海水浴場早朝清掃 7月11日 青森県 野辺地町 野辺地漁港海岸 青森県野辺地町 海岸ゴミ拾い

浜奥内海岸清掃 7月上旬 青森県 むつ市 浜奥内海岸 近川中学校 海岸の清掃活動

二枚橋・孫次郎間海岸清掃 実施日未定 青森県 むつ市 大畑漁港海岸
二枚橋町内会
孫次郎間町内会

海岸の清掃活動

海岸清掃 ７月中旬 青森県 佐井村 村内各海岸 子ども会 水遊び場の海岸清掃

普代浜海岸清掃 7月4日、5日 岩手県 普代村 宇留部海岸 普代村 海岸清掃

根浜海岸清掃 7月15日 岩手県 釜石市 根浜海岸 釜石市 海岸清掃

大野海岸清掃 7月16日 岩手県 陸前高田市 大野海岸 陸前高田市 海岸清掃

名　　称 実施予定日 主　　催 行　事　の　概　要

別紙　（１）海岸清掃活動　　（表中の赤字下線は、海岸管理のパートナーである「海岸協力団体」が主催・参加する行事）

開催場所
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

1000人BEACH CLEAN 6月30日 宮城県 七ヶ浜町
七ヶ浜海岸
菖蒲田地区海岸

七ヶ浜町、
七ヶ浜町観光協会
七ヶ浜町教育委員会、
SEVEN BEACH PROJECT実行委員会

砂浜の清掃

海岸清掃 ７月中旬 宮城県 気仙沼市
中島地区海岸
大谷地区海岸
杉の下地区海岸

気仙沼本吉サーフィンクラブ 海岸清掃，仮設トイレの清掃

海岸清掃 7月中旬 宮城県 気仙沼市 中島地区海岸
五洋・みらい・徳倉
特定建設工事共同企業体

海岸清掃

八森地区海岸クリーンアップ ７月中旬 秋田県 八峰町 八森地区海岸 八峰町 海岸ゴミ拾い

能代の浜辺クリーンアップ 7月28日 秋田県 能代市
能代海岸及び
能代港

能代市 海岸ゴミ拾い

西目海水浴場クリーンアップ 7月20日 秋田県 由利本荘市 西目海岸 由利本荘市観光協会 クリーンアップ活動

本荘マリーナクリーンアップ 7月27日 秋田県 由利本荘市 本荘海岸 由利本荘市 クリーンアップ活動

小中学校合同地域一斉クリーンアップ 7月1日 秋田県 由利本荘市 岩城道川海岸 由利本荘市、岩城地域小中学校 クリーンアップ活動

平沢漁港・金浦漁港・象潟漁港クリーンアッ
プ

6月11日 秋田県 にかほ市 市内漁港海岸 秋田県、秋田県漁協、にかほ市 ボランティアによるゴミ拾い

象潟漁港クリーンアップ ６月下旬 秋田県 にかほ市 象潟海岸 象潟町船長会 ボランティアによるゴミ拾い

ビーチクリーンキャラバン ７月上旬 秋田県 にかほ市 象潟海水浴場 本多技研工業(株) ボランティアによるゴミ拾い

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
金沢地区など

鶴岡市 海岸ゴミ拾い

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
比子海岸
吹浦海岸
菅里海岸

遊佐町 海岸ゴミ拾い

クリーンアップ作戦 7月15日 福島県 相馬市 原釜尾浜海水浴場 相馬市商工観光課 砂浜清掃

ビーチクリーン 6月30日 福島県 新地町 釣師浜海水浴場 新地町 海岸ゴミ拾い

磯原海岸清掃 ７月中旬 茨城県 北茨城市 磯原地区海岸 北茨城市観光協会 海岸清掃

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

令和元年度海岸愛護運動 6月30日 茨城県 高萩市 有明海岸、高浜海岸 高萩市、市民憲章推進協議会 海岸清掃

ビーチクリーンキャンペーン 7月6日 茨城県 日立市 市内6海水浴場 日立市 伊師浜、川尻、会瀬、河原子、水木、久慈浜海水浴場の海岸清掃

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

鹿嶋市海岸一斉清掃 7月6日 茨城県 鹿嶋市

平井地区海岸
下津地区海岸
小山地区海岸
明石地区海岸
青塚地区海岸
角折地区海岸
大小志崎地区海岸

日本製鉄（株）鹿島製鉄所，鹿嶋市観
光協会，鹿嶋市建設業協同組合，かし
ま青年会議所，鹿嶋の海岸を守る会，
鹿嶋市

市民，団体，企業，行政が一体となって実施する海岸清掃活動

神栖市海岸清掃
6月29日

（雨天時6月30
日）

茨城県 神栖市 日川浜海岸 神栖市海岸清掃実行委員会 市民、実行委員、市職員による日川浜海岸の清掃

三番瀬ミニクリーンアップ（プラごみ一掃作
戦）・環境学習（プラスチックスマート学習
会）

7月7日 千葉県 浦安市 三番瀬 浦安三番瀬を大切にする会 海岸清掃、環境学習

舞浜海岸清掃 7月15日 千葉県 浦安市 浦安海岸舞浜地区 うらやすピカピカプロジェクト 海岸清掃

海鹿島海水浴場清掃 7月 千葉県 銚子市 海鹿島海岸 銚子市 海岸清掃

海岸清掃 7月7日 千葉県 旭市 横根海岸・旭海岸 きれいな旭をつくる会 海岸清掃

鏡ケ浦クリーン作戦 7月3日 千葉県 館山市
北条・船形・那古・新井
海岸・沖ノ島

鏡ケ浦をきれいにする会　思行会 海岸清掃

本須賀海岸　　　　　　　ビーチクリーン 7月7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

令和元年度小田原漁港・海岸夏季クリーン
作戦

７月下旬 神奈川県 小田原市 (早川海岸)
小田原市漁業協同組合・㈱小田原魚
市場・神奈川県・小田原市ほか

漁業関係者・地元自治会関係者・行政職員ほかにより、清掃活動を実施。

主　　催 行　事　の　概　要

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

茨城県 ひたちなか市
平磯海岸
磯崎海岸

市ｺﾐｭﾆﾃｲ組織連絡協議会実践部会 市民による市内海岸清掃海岸クリーン運動 7月6日
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

海さくら　BLUE　SANTA 7月15日 神奈川県 藤沢市 藤沢海岸 NPO法人海さくら、日本財団 海岸ゴミ拾い

城ヶ島の海岸清掃 7月6日 神奈川県 三浦市 （三戸海岸） 三戸浜ビーチクリーン（準） 三戸浜海岸の清掃

三戸浜のビーチクリーン 7月7日 神奈川県 三浦市 (城ヶ島海岸) 三浦まちづくりの会 城ヶ島海岸の清掃

京浜電鉄×かながわＳＤＧｓ presents「海の
豊かさを守ろう」in 三浦海岸

7月13日 神奈川県 三浦市 三浦海岸 京急電鉄 ビーチクリーン　外

油壺周辺の清掃 7月14日 神奈川県 三浦市 (荒井海岸) 緑の油壺を守る会 荒井浜海岸の清掃

諸磯海岸の清掃 7月20日 神奈川県 三浦市 (諸磯海岸) 諸磯の海を100年先まで残す会 諸磯海岸の清掃

花火大会翌日清掃 7月11日 神奈川県 鎌倉市 由比ガ浜海岸 鎌倉市
鎌倉花火大会翌日の早朝１時間、ボランティアによる花火大会散乱ごみの
清掃活動

東京湾クリーンアップ大作戦inはしりみず
'19

7月13日 神奈川県 横須賀市 横須賀市(共催:かながわ信用金庫)
海岸清掃(地元住民及び地元小中学校生ほか)
(走水伊勢町海岸)

海岸清掃 7月15日 新潟県 新潟市西区
青山海岸（小針浜・有明
浜・五十嵐浜）

五十嵐中学校区青少年育成協議会 海岸清掃（海岸協力団体「真砂小学校区コミュニティ協議会」参加予定）

町民総ぐるみ清掃デー 6月30日 富山県 朝日町 町内の海岸等 朝日町 朝日町全域で清掃活動

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

クリーン入善7125大作戦 7月7日 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

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

富山湾ウエーブ 7月21日 富山県 入善町 芦崎海岸 富山県、入善町 海岸清掃

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

海岸清掃 7月6日 新潟県 上越市
大潟海岸
九戸浜地区

上越市社会福祉協議会互助会 海岸清掃

環境美化活動 7月7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 海岸清掃

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

海岸をきれいにする日 7月7日 富山県 富山市 市内全域の海岸 富山市 清掃

海岸特別清掃日 7月7日 富山県 高岡市 国分浜、雨晴海岸 高岡市 清掃

蜃気楼が見える海岸をきれいにする会
～みんなが集うきれいな浜辺へ～

7月7日 富山県 魚津市 大町地区の海岸 魚津市 清掃

潮風ボランティア清掃活動 7月13日 富山県 魚津市
経田漁港
（周辺の海岸含む）

魚津市 清掃

氷見市一斉清掃 7月7日 富山県 氷見市 市内全域の海岸 氷見市 清掃

東部小学校クリーン作戦 7月21日 富山県 滑川市
高塚海浜公園付近
～早月川河口付近

滑川市 清掃

石田浜海岸清掃 6月30日、8月
10日

富山県 黒部市 石田浜 黒部市 清掃

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 清掃

生地浜海岸清掃 7月14日 富山県 黒部市 生地浜 黒部市 清掃

みんなできれいにせんまいけ大作戦 7月7日 富山県 射水市
本江・足洗海岸、
海老江海岸、六渡寺海
岸

射水市 清掃

クリーン入善７１２５大作戦 7月7日 富山県 入善町 町内全域の海岸 入善町 清掃

第３９回よりよい環境づくりの日 7月7日 石川県 能美市 根上海岸 能美市、能美市根上校下壮年団 海岸清掃活動

千鳥ヶ浜海岸清掃 7月14日 石川県 志賀町 千鳥ヶ浜海岸 志賀町
海岸清掃（共催：高浜・中甘田区長会、高浜・中甘田公民館、約700人参加
予定）

なぎさクリーン運動 7月14日 石川県 羽咋市
押水羽咋海岸
羽咋一ノ宮海岸

羽咋ライオンズクラブ ラジオ体操、海岸清掃

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 押水羽咋海岸 宝達志水町 宝達志水町の海岸清掃

クリーンビーチななお 7月7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

クリーンアップ能登 7月6日 石川県 輪島市 光浦海岸 キリンビール 袖ヶ浜海水浴場の清掃、ヒラメ稚魚の放流

すずの美しい海岸を守る月間 ７月上旬 石川県 珠洲市 海岸部全域 珠洲市 海岸清掃

千本浜公園及び千本浜海岸清掃 6月20日 静岡県 沼津市 富士海岸 海岸協力団体「沼津市赤十字奉仕団」 海岸ゴミ拾い

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要

県で「みんなできれいにせんまいけ

大作戦」として取りまとめています。

（海岸協力団体「五十里海岸の環境を良くする会」参加予定）
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

湖西市長杯ビーチクリーン2019 7月7日 静岡県 浜松市 湖西海岸 湖西ビーチクリーンカップ実行委員会 海岸ゴミ拾い、サーフィン大会

1000人クリーン作戦 7月14日 愛知県 西尾市 宮崎海岸
吉良・幡豆まちづくり協議会
宮崎町内会

宮崎海水浴場海岸清掃活動

七里御浜クリーン作戦 7月7日 三重県 御浜町 阿田和地区海岸 七里御浜清掃グループ 御浜町民に呼びかけ、早朝から清掃活動を実施

志摩町海岸クリーン大作戦 7月7日 三重県 志摩市
片田・布施田・和具・和
具間崎・越賀・御座西

志摩夢まちサポーターズ 海岸清掃

第４２回　海の大掃除 7月7日 三重県 鳥羽市
岩崎、中之郷、赤崎、安
楽島

鳥羽清港会 海岸清掃

海岸美化ボランティア 7月13日 三重県 志摩市 船越・名田 波切自治会 海岸清掃

伊勢湾森・川・海のクリーンアップ大作戦大
作戦

7月15日 三重県 三重郡川越町 高松海岸 霞ヶ浦地区環境行動推進協議会 海岸ごみ拾い

海岸清掃 7月上旬 福井県 あわら市 波松海岸 波松区 海岸ゴミ拾い

阿蘇海海岸清掃 7月14日 京都府 与謝野町 阿蘇海沿岸 阿蘇海環境づくり協働会議 海岸清掃、アオサ等藻類の回収

港湾美化啓発活動 7月7日 大阪府 貝塚市 貝塚地区

（主催）
貝塚港湾振興会、貝塚市
（共催）
大阪府港湾局

海岸の美化清掃活動

淡路全島一斉清掃の日 ７月第１日曜 兵庫県 淡路島全域 県民局・市 海岸一斉清掃

ﾘﾌﾚｯｼｭ瀬戸内2019 7月6日 兵庫県 相生市 相生湾一帯 相生市 海岸ゴミ拾い

ビーチウオーク&クリーンアップ大作戦 7月15日 兵庫県 豊岡市 竹野海岸 竹野海岸を美しくする会 ボランテｲアによるゴミ拾い（約３５０人参加見込み）

有田市クリーン作戦 7月7日 和歌山県 有田市 女ノ浦海岸 有田市 海岸清掃

海岸清掃 7月5日 和歌山県 広川町

西広海岸、宮代海岸、
白木海岸、あえの浜、樫
永海岸、小浦海岸、柄
杓井海岸

広川町 各種団体が参加し、各海岸ゴミ拾いを行う

那智海水浴場美化清掃活動 7月10日 和歌山県 那智勝浦町 天満・浜の宮地区海岸 那智勝浦町 清掃活動

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

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

大田市海岸を美しくする活動 7月7日 島根県 大田市 鳥井海岸
大田市海岸を美しくする活動実行委員
会

広く市民に参加を呼びかけ、メイン会場として鳥井海岸を清掃。市民あげて
の清掃活動

古浦海岸ボランティア清掃 7月13日 島根県 松江市 鹿島町古浦海岸
はまひるがお（鹿島町内ボランティア団
体）

ボランティア団体による海岸清掃活動

古浦海岸ボランティア清掃 7月24日 島根県 松江市 鹿島町古浦海岸
はまひるがお（鹿島町内ボランティア団
体）

ボランティア団体による海岸清掃活動

7月7日 岡山県 備前市 外輪海岸
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議
会

海岸の清掃

7月7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（カブト
ガニ博物館）、日本カブトガニを守る会

海岸の清掃

7月14日 岡山県 浅口市 寄島海岸（青佐地区） 青佐地区住民 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
市内陸地部４箇所
島地部３箇所

岡山県漁業協同組合連合会 海岸の清掃

海岸清掃 7月27日 岡山県 浅口市 三郎海岸 みつやまクリーンクラブ 海岸と堤防のゴミ回収・定例活動

7月7日 広島県 広島市 広島みなと公園 広島市 海岸の清掃

7月7日 広島県 広島市 宇品海岸 広島市 海岸の清掃

7月6日 広島県 呉市 大浦崎海浜 呉市 海岸の清掃

7月7日 広島県 竹原市
的場海水浴場・
的場西海水浴場

竹原市 海岸の清掃

7月7日 広島県 三原市 長浜海岸（佐木） 三原市 海岸の清掃

7月7日 広島県 尾道市 瀬戸田サンセットビーチ 尾道市 海岸の清掃

7月15日 広島県 福山市 宇治島 福山市 海岸の清掃

7月13日 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

リフレッシュ瀬戸内

主　　催 行　事　の　概　要

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

7月28日 広島県 大竹市 小方港周辺 小方遊漁船組合 海岸の清掃

7月13日 広島県 大竹市 飛石港周辺 大竹遊漁船会 海岸の清掃

7月27日 広島県 大竹市 阿多田島周辺 阿多田島漁協 海岸の清掃

7月13日 広島県 大竹市 玖波港周辺 玖波漁協 海岸の清掃

7月 広島県 東広島市
安芸津港海岸
（風早）

早田原漁協 海岸の清掃

7月7日 広島県 廿日市市 大野鳴川海岸 廿日市市 海岸の清掃

７月 広島県 江田島市 長瀬海岸 江田島市 海岸の清掃

7月 広島県 江田島市 長浜海岸 江田島市 海岸の清掃

7月15日 広島県 坂町 坂町海岸 坂町 海岸の清掃

7月7日 広島県 大崎上島町 町内一円 大崎上島町 海岸の清掃

長門市海岸清掃の日 7月7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

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

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 阿武町全域で河川・海岸等の清掃活動

小松海岸クリーン大作戦 7月7日 徳島県 徳島市 小松地先海岸 徳島市 海岸清掃

7月14日 香川県 高松市 サンポート周辺 高松市 海岸清掃

7月6日 香川県 坂出市 沙弥海岸等 坂出市 海岸清掃

7月7日 香川県 観音寺市 有明海岸等 観音寺市 海岸清掃

７月上旬 愛媛県 上島町 岩城島海岸全域 上島町建設課 岩城島全域の海岸清掃

7月上旬 愛媛県 西予市 周木北海岸 西予市 周木北海岸の清掃活動

7月上旬
～下旬

愛媛県 今治市 沖浦海岸（伯方）ほか 自治会、小中高校、PTAほか 海岸清掃

7月7日 愛媛県 西条市 高須海岸
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議
会

海岸清掃

7月14日 愛媛県 伊予市 北山崎海岸
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議
会

海岸清掃

リフレッシュ瀬戸内

リフレッシュ瀬戸内

リフレッシュ瀬戸内

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

７月上旬
～下旬

愛媛県 四国中央市 寒川海岸以外の海岸 ひめゆりの会 海岸のゴミ拾い

7月上旬 愛媛県 西予市 横ハエ海岸 平野建設（株） 海岸ゴミ拾い

7月3日 愛媛県 四国中央市 寒川海岸 （社）愛媛県電設業協会 海岸の除草・ゴミ拾い

7月7日 愛媛県 新居浜市 浮島海岸 浮島自治会 ゴミ拾い、流木処理

7月7日 愛媛県 宇和島市 石応海岸、白浜地区 石応自治会 海岸清掃

7月10日 愛媛県 四国中央市 二名海岸 愛媛県建設業協会宇摩支部 海岸のゴミ拾い

7月12日 愛媛県 四国中央市 寒川海岸 愛媛県建設業協会宇摩支部 海岸のゴミ拾い

7月20日 愛媛県 宇和島市
宇和島港坂下津・戎山
地区

大河建設株式会社 海岸清掃

7月21日 愛媛県 新居浜市 垣生海岸 町連合自治会 海岸全域のゴミ拾い

7月26日 愛媛県 四国中央市 寒川海岸 （社）愛媛県電設業協会 海岸の除草・ゴミ拾い

7月27日 愛媛県 西条市 河原津海岸 四国カブトガニを守る会 海岸のゴミ拾い

7月上旬～中旬 愛媛県 大洲市 長浜港海岸
長浜中学校
長浜高校

大洲市長浜地域の清掃奉仕活動

7月下旬 愛媛県 愛南町 須ノ川海岸 愛媛県建設業協会南宇和支部 須ノ川海岸の清掃活動

クリーン伊予運動 7月14日 愛媛県 伊予市 新川海岸　外 伊予市 市内全域清掃（海岸含む）

第44回市民大清掃 7月14日 愛媛県 松山市 北条港海岸 松山市 市内全域清掃（海岸含む）

長浜大掃除 7月14日 愛媛県 大洲市
長浜港海岸
沖浦海岸

長浜自治会、沖浦自治会、長浜小学
校

大洲市長浜地域の清掃活動

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 諏訪崎ビーチの漂流物及びごみの回収

高知海岸一斉清掃 7月7日 高知県
高知市、南国市、

土佐市
高知海岸

高知河川国道事務所、高知県、高知
市、南国市、土佐市

海岸清掃（ゴミ拾い）
（海岸協力団体 参加予定）

全国ビーチウオークアンドクリーンアップ
大作戦

7月中旬 高知県 中土佐町
久礼港海岸
上ノ加江漁港海岸

中土佐町 海岸清掃（クリーンアップ）活動

富士ヶ浜清掃活動 7月下旬 高知県 須崎市 須崎港海岸 須崎祭り実行委員会 富士ヶ浜海岸の清掃（クリーンアップ）活動

クリーン運動

愛ビーチ活動

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

海開き　海岸清掃 ７月上旬 築上町
八津田地区海岸
（浜の宮海岸）

ＮＰＯ法人
築上町観光協会

海岸清掃

海の日　海岸清掃 ７月中日 吉富町 吉富地区海岸 吉富町 海岸清掃

（旧）三池港海水浴場 ７月中旬 大牟田市 三池港海岸 大牟田市明るい街づくり推進協議会 海岸清掃

多々良海岸 ゴミ拾い（伊万里市カブトガニを守る会）

伊万里湾内 ゴミ拾い（ＮＰＯ法人伊万里湾小型船安全協会）

釘島船着場及び防波堤
横スロープ

ゴミ拾い（釘島遊漁船組合）

多々良海岸 ゴミ拾い（伊万里海洋少年団）

伊万里湾周辺 ゴミ拾い（（公財）日本釣振興会佐賀県支部）

嬉野新田堤防管理道路 ゴミ拾い（中通子ども会）

木須ポンプ場～多々良
海岸

ゴミ拾い（木須西子ども会）

川副新田堤防管理ロー
ド～瀬戸塩田跡地

ゴミ拾い（本瀬戸子ども会）

嬉野新田海岸～伊万里
湾大橋橋脚下

ゴミ拾い（早里子ども会）

漁港周辺、嬉野新田海
岸～伊万里湾大橋橋脚
下

ゴミ拾い（漁港釘島子ども会）

海の日海岸清掃 ７月17日１８日 佐賀県 太良町 多良・糸岐海岸 佐賀県有明海漁業協同組合たら支所 海岸線の漂着物・堆積物の清掃

玄海クリーンアップ ７月中旬 佐賀県 唐津市 唐津地区海岸 佐賀玄海漁協 唐津市各漁港の清掃

７月中旬 長崎県 島原市 島原地区一帯 島原漁業協同組合 海岸清掃

７月中旬 長崎県 雲仙市 国見地区一帯 国見漁業協同組合 海岸清掃

７月中旬 長崎県 雲仙市 瑞穂地区一帯 瑞穂漁業協同組合 海岸清掃

海岸清掃（JF）

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要

福岡県

海岸清掃 7月中旬 佐賀県 伊万里市 伊万里市
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

海岸清掃（JA） ７月中旬 長崎県 雲仙市 千々石海岸 島原雲仙農協千々石支店 海岸清掃

海岸清掃 ７月中旬 長崎県 雲仙市 千々石海岸 雲仙市 海岸清掃

海岸清掃 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一斉清掃

海岸清掃 7月上旬 長崎県 南島原市
口之津地区海岸
加津佐地区海岸

口加高校、南島原市、
建設業組合

海水浴場の清掃（野田浜・前浜・白浜）

海岸清掃 7月中旬 長崎県 西海市 瀬戸港海岸ほか 地元団体ほか 海岸ゴミ拾い

海岸清掃 7月14日 長崎県 五島市 田尾海岸 町内会 海岸ゴミ拾い

海岸清掃 ７月中旬 長崎県 五島市 玉ノ浦港小浦地区海岸 五島市、町内会 海岸清掃

海岸清掃 7月13日 長崎県 五島市 高浜海岸 五島市、町内会 海岸清掃

海岸清掃 ７月中旬 長崎県 新上五島町 蛤浜海岸 新上五島町 海岸ゴミ拾い

くまもと・みんなの川と海づくりデー 7月6日 熊本県 芦北町
井出鼻海岸・御立岬海
岸

芦北町 清掃活動

海と川のクリーンアップ作戦 7月14日 熊本県 水俣市
湯の児海岸及び周辺漁
港等

水俣市 市民活動による海岸の清掃活動

くまもと・みんなの川と海づくりデー 7月15日 熊本県 津奈木町 男島海岸・古川海岸 津奈木町 清掃活動

「海の日」クリーン作戦 7月15日 熊本県 上天草市
大潟海岸他上天草市内
全域

NPO法人シートラスト 海岸の清掃

7月15日 大分県 豊後高田市
香々地海岸
（波戸地区）

豊後高田市 海岸清掃

7月27日 大分県 姫島村 村内全海岸 姫島村各地区 海岸清掃

7月14日 大分県 別府市
スパビーチ、餅ヶ浜海
岸、上人ヶ浜海岸、関の
江海岸

市民ボランティア 海岸清掃

７月第３
日曜日

大分県 別府市 餅ヶ浜海岸、SPAビーチ 別府市都市整備課 海岸清掃

7月 大分県 杵築市 奈多狩宿海岸 奈狩江地区住民自治協議会 海岸清掃

おおいたうつくし海岸クリーンアップ作戦

実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要

（１）海岸清掃活動

名　　称
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

7月中旬 大分県 豊後高田市 真玉海岸(臼野地区)
真玉中学校、
ひまわり苑

海岸清掃

7月中旬 大分県 佐伯市 大入島海岸一円 大入島自治会 海岸清掃

石崎浜ビーチクリーン 8月3日 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 海岸ゴミ拾い・環境学習

蚊口浜海岸清掃 7月7日 宮崎県 高鍋町 蚊口浜海岸 高鍋町観光協会 海岸ゴミ拾い

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

清掃活動 7月6日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸 若大将会 ボランティア清掃

「海の日」環境美化活動 7月15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

ふるさと出水
クリーン作戦

7月7日 鹿児島県 出水市

・ 切通海岸～前田海岸
・ 出水市海洋公園西側
・ 福ノ江海水浴場
・ 古浜海岸

ふるさと出水
クリーン作戦
実行委員会

海岸ゴミ拾い

7月6日 鹿児島県 指宿市 魚見港海岸周辺 指宿市 海岸ゴミ拾い

7月6日 鹿児島県 指宿市 指宿港海岸
指宿市海岸美化推進協議会
指宿港海岸保全推進協議会 海岸ゴミ拾い

上甑クリーン作戦 7月14日 鹿児島県
薩摩川内市

上甑町
上甑地区海岸 上甑地区コミ 海岸清掃

7月13日 鹿児島県 日置市 江口海岸 日置市 ボランティアによる海岸清掃

7月14日 鹿児島県 日置市
日吉地域海岸，吹上地
域海岸

日置市 ボランティアによる海岸清掃

7月28日 鹿児島県 南さつま市
（加世田地区）
新川海岸

・南さつま市
・南さつま市教育委員会
・南さつま市子連加世田支部

海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃

おおいたうつくし海岸クリーンアップ作戦

錦江湾クリーンアップ作戦（夏の部）

吹上浜クリーン作戦

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要

（１）海岸清掃活動
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

海岸クリーン作戦 7月7日 鹿児島県 いちき串木野市

土川海岸・羽島漁港・横
須海岸・白浜海岸・荒川
海岸・野元海岸（串木野
新港）・五反田川・串木
野漁港（屋敷港）・長崎
鼻公園・照島海岸・市来
海岸一帯

いちき串木野市・いちき串木野市衛星
自治団体連合会

ボランティアによる清掃活動

大浦クリーン作戦 7月6日 鹿児島県 南さつま市
（大浦地区）
越路浜海岸

・大浦元気づくり
・委員会

海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃

７月14日他 鹿児島県 南さつま市

（笠沙地区）
・仁王崎海岸
・野間池海岸
・大当海岸

・南さつま市子連
・笠沙支部

海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃

７月15日他 鹿児島県 南さつま市

（坊津地区）
・坊海岸
・泊海岸
・久志海岸
・丸木浜海岸

・南さつま市
・南さつま市教育委員会
・南さつま市子連
坊津支部

海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃

ふるさと金峰クリーン作戦 7月14日 鹿児島県 南さつま市
（金峰地区）
・京田海岸
・上ノ山海岸

・南さつま市
・南さつま市教育委員会
・南さつま市子連
金峰支部

海岸のゴミ・空き缶等回収、清掃

坊津町建友会クリーン作戦 7月15日 鹿児島県
南さつま市
（坊津地区）

（坊津地区）
荒所海岸

・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

松ヶ浦地区海岸クリーン作戦 7月21日 鹿児島県 南九州市 松ヶ浦地区海岸一帯 松ヶ浦地区公民館 松ヶ浦地区海岸（南九州市知覧町）の清掃

海岸清掃 7月14日 鹿児島県 東串良町 柏原海岸 東串良漁協 海岸ゴミ拾い

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，その他

和泊町 海岸ゴミ拾い

海岸清掃 ７月下旬 沖縄県 うるま市 照間海岸 沖縄県 海岸ゴミ拾い

青少年ふるさと美化活動

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

海岸清掃 ７月中旬 沖縄県 宮古島市 島尻海岸 沖縄県 海岸ゴミ拾い

令和元年度「河川・海岸愛護月間」モデル
清掃

７月下旬 沖縄県 石垣市 大浜海岸 沖縄県 海岸の清掃

都道府県名 市町村名 地区海岸名

海岸保全事業パネル展
7月1日～
7月5日

北海道 白老町 胆振海岸 北海道開発局 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の掲示

海岸保全事業パネル展
7月8日～
7月12日

北海道 苫小牧市 胆振海岸 北海道開発局 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の掲示

海岸愛護キャンペーン 7月初旬 北海道 留萌市
ゴールデンビーチ
るもい

北海道
海水浴シーズンに向け啓発のための「直火禁止マーク」および「海をきれい
に」ののぼりを立てる。

しらおい夏の海塾 8月上旬 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」、白老町

地元小学生を対象に海岸を教材にした環境教育を開催

ウミホタル観察会 7月20日 千葉県 館山市 新井海岸 また旅倶楽部 ウミホタルの採取・観察

環境教育セミナー 7月7日 千葉県 山武市 本須賀海岸 山武市 海岸の生態を調べてみよう

街頭美化キャンペーン 7月7日 神奈川県 藤沢市 藤沢海岸 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。

街頭美化キャンペーン 7月28日 神奈川県 平塚市 平塚海岸 湘南海岸をきれいにする会 啓発用品を配布し，ごみの持ち帰りを呼びかける。

Ｃ．Ｃ．Ｚﾌｪｽﾃｲﾊﾞﾙ2019 7月下旬 石川県 白山市 徳光海岸 Ｃ．Ｃ．Ｚﾌｪｽﾃｲﾊﾞﾙ実行委員会
Ｃ．Ｃ．Ｚ整備計画と松任海岸を広く啓発するためのﾊﾟﾈﾙ展等（ﾊﾟﾈﾙ展示、
ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ、飲食ｺｰﾅｰ等）を開催

早朝ウミガメ産卵調査
７月13、14、
20、21、28日

静岡県 浜松市 浜松海岸（篠原海岸） サンクチュアリNPO ウミガメの産卵調査

日和佐うみがめまつり
7月14日
・15日

徳島県 美波町
日和佐港海岸
（大浜地区）

日和佐うみがめまつり実行委員会 うみがめの上陸・産卵を祈願するうみがめ感謝祭

さがっ子リレー放流
７月５日、

９日、
１１日

佐賀県 唐津市 西の浜海水浴場 佐賀県水産課 カサゴの放流

（１）海岸清掃活動

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要

（２）環境保全・啓発活動

14



都道府県名 市町村名 地区海岸名

白老町防災訓練 8月下旬 北海道 白老町 胆振海岸 白老町 地震・津波発生を想定した防災訓練

水難救助合同訓練 7月8日 茨城県 ひたちなか市 阿字ヶ浦海岸 ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 水難事故を想定した関係機関との合同訓練

鹿島灘水難事故対策合同訓練 7月13日 茨城県 鉾田市 大竹地区海岸 鉾田市商工観光課 水難事故対策訓練

海・浜合同パトロール
７月１３日
７月２８日

千葉県 館山市
北条・新井・波左間・那
古地区海岸・沖ノ島

館山市 海水浴場等の合同パトロール

環境教育セミナー 7月7日 千葉県 山武市 本須賀海岸 山武市 避難訓練（津波避難）

葉山町津波避難訓練 7月20日 神奈川県 葉山町 一色下山口海岸他 葉山町 津波避難訓練

葉山海水浴場海上マナーアップパトロール 7月27日 神奈川県 葉山町 一色下山口海岸他 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。

海水浴場
津波対策訓練

7月13日 神奈川県 湯河原町 湯河原海岸 湯河原町 津波避難訓練

津波避難訓練 7月20日 神奈川県 真鶴町 真鶴町 津波避難訓練（岩海岸）

鎌倉市海水浴場等津波避難訓練 7月19日 神奈川県 鎌倉市 由比ガ浜海岸他 鎌倉市 津波発生を想定した避難訓練

避難訓練 7月28日 三重県 志摩市 国府・志島 志摩市、志摩コーストガーディアンズ サーファー、漁業者を含めた津波避難・海南救助訓練

海浜警備 7月下旬 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

水難救助合同訓練 7月14日 福井県 高浜町 城山海水浴場 小浜海上保安署
小浜海上保安署・警察・消防・水難救助員・ライフセーバー・行政など関係
機関による水難救助合同訓練

禁止行為監視等重点パトロール 7月中 京都府 京丹後市 琴引浜 琴引浜の鳴り砂を守る会
海水浴シーズンの休日を中心に、「琴引浜の鳴り砂を守る会」の会員が午
前と午後に浜辺をパトロールし、禁止行為の重点的な監視・指導・啓発を行
う。

関係機関合同水難救助訓練
７月３日
（予備日９日）

兵庫県 豊岡市 竹野港海岸 豊岡市消防本部 消防本部と関係機関による水難救助訓練

名　　称 主　　催 行　事　の　概　要

（３）安全・避難訓練

実施予定日
開催場所
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

豊浦町内「海水浴・キャンプ場」合同安全
祈願祭

7月3日 北海道 豊浦町 豊浦地区 一般社団法人噴火湾とようら観光協会 豊浦海浜公園内にて、海水浴シーズン中の安全を祈願する式典

北海道ビーチバレー選手権大会兼
日本海ＣＵＰ争奪ビーチバレー留萌大会

7月7日 北海道 留萌市 沖見地区海岸
留萌市・留萌市教育委員会・日本海Ｃ
ＵＰ争奪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

海開き安全祈願祭 7月13日 北海道 伊達市 有珠地区 NPO法人だて観光協会 海水浴場開設とともに行う安全祈願祭

海水浴場開設
7月13日
～15日

北海道 豊浦町 豊浦 一般社団法人噴火湾とようら観光協会 海水浴場の開設（プレオープン）

みなくるびーちオープン記念ビーチバレー
ボール大会

7月14日 北海道 遠別町
富士見海水浴場
（みなくるびーち）

遠別町バレーボール協会 ビーチバレーボール大会

常南ビーチ海開き 7月中旬 北海道 北見市 常南海岸 北見市常呂 海開き

しおさい朝市 7月20日 北海道 豊浦町 豊浦 豊浦町外 豊浦町海産物販売

海水浴場開設
7月20日

～8月18日
北海道 豊浦町 豊浦 一般社団法人噴火湾とようら観光協会 海水浴場の開設（本オープン）

はまなす海水浴場海開き 7月下旬 北海道 枝幸町 枝幸海岸岡島地 枝幸町 海開き

さるる海浜まつり 7月下旬 北海道 興部町 沙留地区海岸 興部町観光協会 ホタテ貝拾い等

はしかみいちご煮祭り
7月27日
～28日

青森県 階上町 小舟渡海岸 はしかみ産業振興委員会
いちご煮及び魚介類の販売,花火大会,船団パレード,釣り大会,ステージ発
表

海開き（白浜海水浴場） 7月8日 青森県 八戸市 白浜海岸 八戸市 前日（7/7）に安全祈願祭を実施

海開き（蕪島海水浴場） 7月20日 青森県 八戸市 八戸漁港海岸 八戸市 前日（7/19）に安全祈願祭を実施

種差海岸観光まつり 7月14日 青森県 八戸市 種差海岸 種差海岸観光まつり実行委員会 海産物販売会、児童たこ揚げ大会、ステージ発表、花火打ち上げ

第24回中泊町ビーチサッカー青森県大会in
こどまり

7月13、14日 青森県 中泊町 小泊地区折腰内海岸 中泊町 ビーチサッカー大会

出来島海水浴場海開き 7月中旬 青森県 つがる市 出来島海岸 観光物産協会 海開き

マグアビーチ海開き式 7月中旬 青森県 つがる市 車力漁港海岸 観光物産協会 海開き

（４）各種イベント等

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

十符ヶ浦海水浴場海開き 7月18日 青森県 野辺地町 野辺地漁港海岸 青森県野辺地町 海開き

2019のへじ常夜燈フェスタ 7月28日 青森県 野辺地町 野辺地漁港海岸 青森県野辺地町 野辺地の歴史を築いた「海」をベースとしたイベント

ゆかい村観光ウニ園 7月7日 青森県 風間浦村 易国間海岸 ウニ採取、殻むき体験、販売

第25回釜石はまゆりトライアスロン国際大
会

7月28日 岩手県 釜石市 根浜海岸
釜石はまゆりトライアスロン国際大会
実行委員会

トライアスロン大会

海水浴場安全祈願祭 7月12日 宮城県 七ヶ浜町
七ヶ浜海岸
菖蒲田地区海岸

七ヶ浜町観光協会 安全祈願祭、海水浴場開設

復興花火 7月29日 宮城県 七ヶ浜町
七ヶ浜海岸
菖蒲田地区海岸

七ヶ浜町、七ヶ浜町観光協会 打上げ花火

滝の間・岩館海岸海開き ７月中旬 秋田県 八峰町 岩館海岸 八峰町観光協会 海開き

釜谷浜海水浴場海開き 7月6日 秋田県 三種町 釜谷浜海岸 三種町観光協会 海開き

サンドクラフト2019inみたね ７月27・28日 秋田県 三種町 釜谷浜海岸 三種町 砂像制作、海上花火、水着コンテスト、ジェットスキー等

出戸浜海水浴場海開き 7月1日 秋田県 潟上市 天王海岸 出戸浜海水浴場組合 海開き

宮沢海岸夕陽フェスティバル 7月27日 秋田県 男鹿市 男鹿海岸
宮沢海岸夕陽フェスティバル実行委員
会

宮沢海水浴場にて各種イベントを開催
日本海に沈む夕日を鑑賞、若美メロンの試食会、親子アサリ拾い、ヤート
セ踊り等

道川海水浴場海開き 7月27日 秋田県 由利本荘市 岩城海岸 由利本荘市 海開き

西目海水浴場海開き 7月20日 秋田県 由利本荘市 西目海岸 由利本荘市 海開き

本荘マリーナ海水浴場海開き 7月27日 秋田県 由利本荘市 本荘海岸 由利本荘市 海開き

第34回日本海洋上花火大会 7月20日 秋田県 由利本荘市 岩城道川海岸 由利本荘市観光協会 花火大会

第３２回秋田トライアスロン芭蕉レース
象潟大会

7月21日 秋田県 にかほ市 象潟地区海岸 にかほ市観光協会 トライアスロン大会

第５回にかほ海の幸まつり 7月13日 秋田県 にかほ市 象潟地区海岸 にかほ市海の幸まつり実行委員会
「天然岩がき」などの海の幸販売
道ﾉ駅象潟「ねむの丘」特設会場にて開催

きさかた港まつり ７月中旬 秋田県 にかほ市 象潟地区海岸 象潟漁民一同 象潟の天然「岩ガキ」の即売、新鮮な魚介類のバーベキューコーナー等

（４）各種イベント等

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

平沢海水浴場海開き 7月12日 秋田県 にかほ市 平沢海岸 にかほ市 海開き

赤石浜海水浴場海開き 7月12日 秋田県 にかほ市 赤石浜海岸 にかほ市 海開き

象潟海水浴場海開き 7月12日 秋田県 にかほ市 象潟海岸 にかほ市 海開き

小砂川海水浴場海開き 7月12日 秋田県 にかほ市 小砂川海岸 にかほ市 海開き

由良海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 鶴岡市 由良地区 由良温泉観光協会 海開き

湯野浜海水浴場海開き
7月中旬～
8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

三瀬海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 鶴岡市 三瀬地区 三瀬観光協会 海開き

小波渡海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 鶴岡市 小波渡地区 小波渡観光協会 海開き

加茂レインボービーチ海開き
7月中旬～
8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

マリンパークねずがせき海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 鶴岡市 鼠ヶ関地区 あつみ観光協会 海開き

浜中あさり海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 酒田市 浜中あさり地区 浜中海水浴実行委員会 海開き

宮海海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 酒田市 宮海地区 酒田市宮海海水浴実行委員会 海開き

飛島海水浴場海開き
7月中旬～
8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

西浜海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 遊佐町 吹浦地区 ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会 海開き

釜磯海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

山形県 遊佐町 吹浦地区 ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会 海開き

遊佐町十里塚海水浴場海開き
7月中旬～
8月中旬

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

そうま浜祭り2019（海開き） 7月20日 福島県 相馬市 原釜尾浜海水浴場 そうま浜まつり実行委員会 ステージイベント、花火、出店等

（４）各種イベント等

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

いわき市海開き 7月13日 福島県 いわき市 勿来地区海岸 いわき観光まちづくりビューロー 海開き

釣師浜海水浴場海開き 7月20日 福島県 新地町 釣師浜海水浴場 新地町 海開き

夏祭り「遊海しんち２０１９（仮称）」 8月3日 福島県 新地町
釣師浜海水浴場内及び
周辺会場

新地町 漁船パレード、野外音楽ライブ、花火大会等

磯原二ツ島海水浴場 7月20日 茨城県 北茨城市 磯原地区海岸 北茨城市観光協会 海水浴場開設に伴う安全祈願式典

高萩海水浴場安全祈願祭 7月13日 茨城県 高萩市 有明海岸 （一社）高萩市観光協会 ・海水浴場開設に伴う安全祈願祭式典

ジャパンビーチバレーボールツアー2019
サテライト大成温調シリーズ　第３戦高萩大
会　ユーデザイン大会

7月14日
7月15日

茨城県 高萩市 高戸前浜海岸 日本ビーチバレーボール連盟 ・ビーチバレーボール大会

日立港まつり 7月28日 茨城県 日立市 日立港 日立港まつり実行委員会 露天出展、山車・神輿出演、花火打上等

海のチャレンジフェスティバルＩＮ河原子 7月13日 茨城県 日立市 河原子海岸 河原子観光協会 海を活用したビーチスポーツ（サッカー・バレー）や宝探し等

ひたちサンドアートフェスティバル2019 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
砂像展示、メインステージ（バンド演奏、ダンス等）、各種アトラクションの実
施、劇場型花火の打ち上げ　ほか

海水浴場開設
7月13日から
8月18日まで

茨城県 日立市 市内6海水浴場 日立市 伊師浜、川尻、会瀬、河原子、水木、久慈浜海水浴場開設

アートビーチくじはま
7月13日～
8月18日

茨城県 日立市 久慈浜海水浴場 ひたちの海アート事業実行委員会 アート作品の展示、ワークショップ

パークビーチいしはま，かわらご
7月13日～
8月18日

茨城県 日立市
河原子・伊師浜海水浴
場

日立市 ウォータースライダー、オープン型ふわふわ遊具の設置

海開き 7月13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 阿字ヶ浦海水浴場・平磯海水浴場の海開き

第24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 花火大会（打上げ発数：約2,500発）

海水浴場安全祈願祭 7月12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 海水浴場開設に伴う安全祈願式典

海水浴場安全祈願祭 7月12日 茨城県 大洗町 大洗サンビーチ海岸 大洗町 海水浴場の安全祈願祭

海水浴場開設
7月13日～
8月18日

茨城県 大洗町
大洗海岸
大洗サンビーチ海岸

大洗町 海開き

（４）各種イベント等

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

大洗観光協会長杯ヨットレース 7月15日 茨城県 大洗町 大洗サンビーチ海岸 大洗マリーナ利用者協議会 ヨットレース大会

大洗海上花火大会 7月27日 茨城県 大洗町 大洗サンビーチ海岸 大洗のまつり実行委員会 花火大会

第30回ビーチバレーin大洗
７月27日
～28日

茨城県 大洗町 大洗サンビーチ海岸 大洗のまつり実行委員会 ビーチバレー大会

大竹海岸鉾田海水浴場海開き式 7月19日 茨城県 鉾田市 大竹地区海岸 鉾田市観光協会 海開き・安全祈願

はまぐり祭り
7月下旬～
8月上旬

茨城県 鉾田市 大竹地区海岸 はまぐり祭り実行委員会 潮干狩り

海開き 7月13日 茨城県 鹿嶋市 下津・平井地区海岸 鹿嶋市観光協会・鹿嶋市 海開き

音楽イベント「アラレフル」 7月27日 茨城県 鹿嶋市 平井地区海岸 楽文化振興会 楽器やＤＪ機材を用いた演奏，ダンスショーなどを行う　　音楽イベント

ライフセービング夏の体験教室 ７月下旬 茨城県 鹿嶋市 平井地区 NPO法人鹿嶋ライフガードチーム ライフセービング競技体験

日川浜・波崎海水浴場海開き 7月12日 茨城県 神栖市 日川浜・波崎海岸 神栖市観光協会 海開き

第4回海辺のカフェ
'THE BEACH@総合公園'

7月15日 千葉県 浦安市 浦安海岸明海地区 NEXT30

・海辺のカフェ、キッチンカー出店
・江戸前マーケット誘致をメイン＋アクティビティ+砂浜をイメージできるイベ
ント
・べか船（あさり取りの船）の境川の川下り、川上り
・境川でのカヌーのイベント

第40回浦安市花火大会 7月27日 千葉県 浦安市 浦安海岸明海地区
浦安市ふるさとづくり推進協議会・浦安
市

花火大会。宗家花火鍵屋によるプロデュース。

海開き 7月20日 千葉県 銚子市
海鹿島海岸、
酉明浦、銚子マリーナ

銚子市 海開き

海開き 7月18日 千葉県 長生郡長生村 一松海岸 長生村観光協会 海開き

海開き 7月19日 千葉県 長生郡白子町 中里海岸 白子町、白子町観光協会 海開き

海開き 7月13日 千葉県 勝浦市
勝浦漁港
鵜原二号・守谷・鵜原一
号海岸保全区域

勝浦市 海開き（中央海水浴場、鵜原海水浴場、守谷海水浴場・興津海水浴場）

海開き 7月13日 千葉県 いすみ市
太東漁港
日在浦海岸保全区域

いすみ市観光協会 海開き（太東海水浴場、大原海水浴場）

ＯＨＢ 7月28日 千葉県 いすみ市
日在浦海岸保全区域

いすみ市観光協会 花火大会・盆踊り

海開き 7月13日 千葉県 御宿町
御宿海岸保全区域
岩和田漁港 御宿町 海開き（浜海水浴場、中央海水浴場、岩和田海水浴場）

（４）各種イベント等

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

海開き 7月13日 千葉県 館山市
北条・新井・波左間海地
区海岸・沖ノ島

館山市 海開き

第２３回館山OWSフェスティバル 7月15日 千葉県 館山市 北条海岸 OWS委員会 水泳大会

たてやま海まちフェスタ2019 7月27日 千葉県 館山市 渚の駅たてやま他 たてやま海まちフェスタ実行委員会 シーカヤック体験・海上自衛隊船舶乗船体験等

鴨川ウォーターアイランド
7月1日～
8月31日

千葉県 鴨川市 内浦海岸 鴨川ホテル三日月 ウォーターアトラクション

Kameda Cup 2019 7月15日 千葉県 鴨川市 東条海岸 Kameda Cupサーフィン大会事務局 サーフィン大会

鴨川市納涼花火大会 7月29日 千葉県 鴨川市 前原横渚海岸 鴨川市観光協会 花火大会

南房総富浦アジすくい 7月30日 千葉県 南房総市 多田良北浜 南房総市観光協会 生けすに放流しているアジを網ですくい取るイベント

白浜・千倉地区海開き 7月19日 千葉県 南房総市
根本、塩浦、名倉、南千
倉、瀬戸浜

南房総市 海開き

富山・富浦・和田地区海開き 7月20日 千葉県 南房総市
岩井、豊岡、原岡、多田
良北浜、和田浦

南房総市 海開き

一宮町海永浴場開設式 7月13日 千葉県 一宮町 一宮海岸 一宮町観光協会 海開き

一宮町納涼花火大会 8月3日 千葉県 一宮町 一宮海岸 一宮町観光協会 花火大会

海開き式 7月11日 千葉県 山武市 本須賀海岸 山武市観光協会 海水浴期間中の安全祈願

第25回新島オープンウォータースイミング 7月6日 東京都 新島村 和田浜海岸
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

第54回葉山海岸花火大会 7月25日 神奈川県 葉山町 一色下山口海岸他 葉山海岸花火大会実行委員会 花火大会

海開き記念式典 7月13日 神奈川県 平塚市 平塚海岸
平塚市、平塚海岸魅力促進共同事業
体

海水浴場開設の記念式典

海開き 7月1日 神奈川県 藤沢市 藤沢海岸
江の島マイアミビーチショー実行委員
会

安全祈願神事、救助訓練デモンストレーション　他

江の島天王祭 7月14日 神奈川県 藤沢市 藤沢海岸 江の島の八坂神社と小動神社の祭り

MURASAKI　SHONAN　OPEN　２０１９
7月8日～7月

15日
神奈川県 藤沢市 藤沢海岸 湘南オープン実行委員会

プロサーフィン、ボディボード、BMX、スケートボードの大会やパフォーマン
スを行うサマービーチフェス

第24回ビーチバレー海の日記念大会
7月20日
7月21日

神奈川県 藤沢市 藤沢海岸
藤沢市バレーボール協会　　　　　（公
財）藤沢市みらい創造財団　　（公社）
藤沢市観光協会

ビーチバレー常設コート
ビーチバレー大会

（４）各種イベント等
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

地引網漁業体験学習イベント 7月25日 神奈川県 藤沢市 藤沢海岸 藤沢市
地引網を通じて、藤沢での漁業を知り、海の環境と良好な漁業環境の大切
さを体験して学ぶ。
海岸清掃（ゴミ拾い）も実施。

湯河原海水浴場海開き 7月13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

第30回少年少女砂の芸術大会 7月13日 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

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

岩海岸海開き 7月11日 神奈川県 真鶴町 真鶴町 海開き(岩海岸)

荒井浜海水浴場海開き 7月12日 神奈川県 三浦市 (荒井海岸) 油壺観光協会 海開き

横堀海水浴場海開き 7月12日 神奈川県 三浦市 (横堀海岸) 油壺観光協会 海開き

OTODAMA SEA STUDIO 7月 神奈川県 三浦市 三浦海岸 OTODAMA運営事務局 ライブコンサート・トークイベント・企業イベント

横須賀うみかぜカーニバル2019
inうみかぜ公園

7月20日、
21日

神奈川県 横須賀市 (横須賀港）

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、マリンクラブ湘南）

(平成地区)うみかぜ公園
カヌー、水上オートバイ、バナナボートのマリンスポーツ体験会、稚魚の放
流、横須賀海上保安部などの協賛・協力団体特設ブース、2019ジェットス
ポーツテクニカル全日本選手権シリーズ横須賀大会

JWFファミリー(日本)釣り週間）初心者キス
投げ釣り教室

7月7日 新潟県 聖籠町 聖籠海岸
一般財団法人日本釣振興会新潟県支
部

初心者キス投げ釣り教室を開催する。終了後は、使用者が責任を持って後
片付け・清掃を行い、海岸美化に努める。

キス釣り体験 7月15日 新潟県 聖籠町 聖籠海岸 ＮＰＯ法人海レクサポートせいろう 船を使ってキス釣り体験

船釣り体験
7月21日、

2７日
新潟県 聖籠町 聖籠海岸 ＮＰＯ法人海レクサポートせいろう 聖籠海岸付近で船釣り体験

キス釣り大会 7月28日 新潟県 聖籠町 聖籠海岸 ＮＰＯ法人海レクサポートせいろう 聖籠海岸で行われるキス釣り大会

藤塚浜海水浴場海開き 7月12日 新潟県 新発田市 藤塚浜 新発田市及び新発田市観光協会 海開き

村松浜海開き 7月10日 新潟県 胎内市 村松浜海岸 胎内市観光協会 海開き

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

井鼻海水浴場海開き 7月7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、サザエのつかみ取り）

ビーチスポーツ体験会 7月27日 新潟県 長岡市 中央海岸 長岡市 海岸清掃、ビーチバレーボール、ビーチテニス、ビーチサッカー

（４）各種イベント等

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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ぎおん柏崎まつり 7月26日 新潟県 柏崎市 柏崎海岸 ぎおん柏崎まつり協賛会 海の大花火大会

米山子ども海水浴場
７月13日～
７月28日

新潟県 柏崎市 米山海岸 柏崎市 子ども用遊具設置

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

サマーフェスタinかほく
７月２７、

２８日
石川県 かほく市 高松七塚海岸 かほく市まつり実行委員会

２７日（外日角地区）子ども地引網体験、ビーサン跳ばし大会
２８日（白尾地区）白ギス釣り大会

大島海岸海開き
７月１３日～
８月１８日

石川県 志賀町 大島海岸 大島観光㈱ 海開き

増穂浦海岸海開き
７月１３日～
８月１８日

石川県 志賀町 増穂浦海岸 志賀町シルバー人材センター 海開き

千里浜再生プロジェクト　ふれあい教室 7月9日 石川県 宝達志水町
宝達志水海岸
（今浜海岸）

千里浜再生プロジェクト実行委員会

押水漁協に協力していただき、地元小学生を対象に地引網体験をしてもら
う。（今年は、宝達小学校4,5,6年生が体験する）
また、ヒラメの稚魚放流も行う。（その際、小学生とは別に南部、中央保育
所の園児（年長）たちにも参加してもらう）

今浜海岸海開き 7月9日 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

五色ヶ浜海開き 7月16日 石川県 能登町 五色ヶ浜 能登町 海開き

恋路海開き 7月16日 石川県 能登町 恋路 能登町 海開き

くろべ生地浜海上花火大会 7月27日 富山県 黒部市 生地浜海岸
くろべ生地浜海上花火大会実行委員
会

花火大会

沼津千本浜ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 8月4日 静岡県 沼津市 富士海岸 沼津千本浜ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ大会実行委員会 トライアスロン

ﾁｰﾑｹﾝｽﾞｶｯﾌﾟﾄﾗｲｱｽﾛﾝ駅伝大会 8月4日 静岡県 沼津市 富士海岸 沼津千本浜ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ大会実行委員会 トライアスロン駅伝

第23回ビーチフェスタｉｎかんばら 7月14日 静岡県 静岡市 富士海岸（蒲原）
第23回ﾋﾞｰﾁﾌｪｽﾀｉｎかんばら実行委員
会

熱気球体験、ビーチサンダル飛ばし、水鉄砲サバイバル、ネイチャークラフ
ト、ステージ演出

（４）各種イベント等

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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熱川花火大会 7月中旬 静岡県 賀茂郡東伊豆町 東伊豆海岸 東伊豆町、観光協会 海岸での花火大会

海開き 7月1日 静岡県 牧之原市 さがらサンビーチ まきのはら産業・地域活性化センター 水難者供養祭、安全祈願神事

浜当目海水浴場海開き 7月12日 静岡県 焼津市 浜当目海岸 焼津市 海開き

焼津市中学校ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ大会 7月27日 静岡県 焼津市 小川新港 焼津市 焼津市内の中学校対抗のボートレース大会

田原おいでんガールズカップ ７月７日 愛知県 田原市 赤羽根地区海岸 おいでんガールズカップ実行委員会 サーフィン・ボディボード大会

第37回蒲郡まつり納涼花火大会
7月２７日
7月２８日

愛知県 蒲郡市
竹島ふ頭
蒲郡ふ頭

蒲郡まつり実行委員会 海上及び海岸からの打ち上げ花火大会

海開きフェスタ 7月7日 三重県 尾鷲市 三木里 三木里地区観光協会 神事、宝探し、餅まき等

新鹿海水浴場海開き 7月7日 三重県 熊野市 新鹿地区海岸 熊野市、新鹿観光協会 海開き

大泊海水浴場海開き 7月7日 三重県 熊野市 大泊地区海岸 熊野市、熊野市観光協会 海開き

古里海岸海開き 7月7日 三重県 紀北町 海野 紀北町 神事、宝探し等

二見大祭しめなわ曳 7月14日 三重県 伊勢市 二見 二見興玉神社 神事、花火

第６４回鳥羽みなとまつり 7月26日 三重県 鳥羽市 岩崎 鳥羽市、商工会議所 太鼓、海上パレード、花火大会等

第６８回　津花火大会２０１９ 7月27日 三重県 津市 阿漕藤枝米津 津花火大会実行委員会 花火大会

きほく燈籠祭 7月27日 三重県 紀北町 長島 燈籠祭実行委員会 港市、花火大会、巨大燈籠等

紀伊半島ビーチバレーボールフェスタ
INATASHIKA　新姫カップ

7月28日 三重県 熊野市 新鹿地区海岸 熊野市、熊野市教育委員会等 ビーチバレーボール大会

オープンウォータースイミング 7月28日 三重県 尾鷲市 三木里 三重県水泳連盟 遠泳大会（国体予選）等

鷹巣海水浴場海開き 7月10日 福井県 福井市 浜住海岸 鷹巣観光協会 海開き

鮎川海水浴場海開き 7月10日 福井県 福井市 鮎川海岸 鮎川観光協会 海開き

越廼海水浴場海開き 7月6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

海開き神事及び豊漁祈願祭 7月上旬 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

海開き神事及び豊漁祈願祭

（４）各種イベント等
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主　　催 行　事　の　概　要
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甲楽城海水浴場海開き 7月11日 福井県 南越前町
甲楽城地区
海水浴場

南越前町、河野観光協会 海開き

こうの夏祭り 7月27日 福井県 南越前町
甲楽城地区
海水浴場

南越前町、河野観光協会 花火大会

海開き式 7月7日 福井県 敦賀市 松原海岸 観光協会 海開き

美浜町海開き 7月4日 福井県 美浜町 丹生白浜海岸 観光協会 海開き

若狭和田海開き式典 7月1日 福井県 高浜町 若狭和田ビーチ 若狭和田観光協会 若狭和田ビーチの海開き式典

Ｂ＆Ｇマリンスポーツ教室
7月下旬～
8月下旬

福井県 高浜町 青戸入江付近 高浜町教育委員会 小中学生を対象としたヨット、カヌー教室

高浜町海開き式典 7月6日 福井県 高浜町 城山海水浴場 若狭高浜観光協会 高浜町の海水浴場海開き式典

ブルーフラッグ掲揚式 7月6日 福井県 高浜町 若狭和田ビーチ
ブルーフラッグ推進部会、若狭高浜観
光協会、高浜町

ブルーフラッグ掲揚式

BEACH RUGBY 2019 7月6日・7日 福井県 高浜町 若狭和田ビーチ 日本ビーチラグビー協会
若狭和田ビーチの広い砂浜を利用して行われているビーチラグビーの大
会。

若狭たかはま漁火想 7月27日 福井県 高浜町 若宮海岸 若狭高浜漁火想実行委員会
約３０万発の玩具花火を使ったパフォーマンス、水中花火、約１万個の砂浜
キャンドル

天橋立ライトアップ
7月13日～

9月1日
京都府 宮津市 天橋立海岸 天橋立ライトアップ実行委員会 天橋立の砂浜ライトアップ

林崎海水浴場海開き 7月1日 兵庫県 明石市 林崎海岸 林崎海水浴場組合 海開き

大蔵海岸海水浴場海開き 7月13日 兵庫県 明石市 大蔵海岸 明石市 海開き

アジュール舞子海水浴場海開き 7月11日 兵庫県 神戸市 舞子海岸 アジュール舞子海水浴場運営協議会 海開き

海開き 7月1日 兵庫県 香美町 柴山海岸 香美町香住観光協会 海開き

大浜海水浴場海開き ７月初旬 兵庫県 洲本市 洲本港海岸 洲本市 海開き

新都志海水浴場海開き ７月中旬 兵庫県 洲本市 都志港海岸 洲本市 海開き

慶野松原海水浴場海開き ７月初旬 兵庫県 南あわじ市 西淡海岸 南あわじ市 海開き

岩屋海水浴場海開き ７月初旬 兵庫県 淡路市 淡路海岸 淡路市 海開き

多賀の浜海水浴場海開き ７月初旬 兵庫県 淡路市 一宮海岸 淡路市 海開き

江井海水浴場海開き ７月初旬 兵庫県 淡路市 一宮海岸 淡路市 海開き

和歌山港まつり花火大会 7月28日 和歌山県 和歌山市 和歌山下津港海岸 港まつり実行委員会 花火大会

田辺市扇ヶ浜海水浴場海開き 7月1日 和歌山県 田辺市 田辺漁港海岸 田辺観光協会 海開き

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

臨海浦海水浴場海開き 7月13日 和歌山県 白浜町 江津良地区海岸 白浜町 海開き

白良浜花火フェスティバル 7月30日 和歌山県 白浜町 白浜地区海岸 白浜観光協会 花火大会

橋杭ﾋﾞｰﾁｻﾏｰﾌｪｽﾀ2019
＆串本ﾀﾞﾝｽﾌｪｽｉｎ橋杭

7月28日 和歌山県 串本町
串本鬮野川地区海岸
（橋杭海水浴場）

 串本町観光協会  シーカヤック、ＳＵＰ等のビーチアクティビティ体験ダンスイベント

くじら浜海水浴場海開き 7月1日 和歌山県 太地町 太地地区海岸 太地町 海開き

三輪崎海水浴場海開き 7月14日 和歌山県 新宮市 三輪崎漁港海岸 新宮市 海開き

ブルービーチ那智、玉の浦海水浴場、
湯川海水浴場、宇久井海水浴場海開き

7月20日 和歌山県 那智勝浦町

天満・浜の宮地区海岸、
粉白地区海岸、二河地
区海岸、宇久井地区海
岸

那智勝浦町 海開き

元年ブルービーチフェスタ 7月14日 和歌山県 那智勝浦町 天満・浜の宮地区海岸 ブルービーチ那智活性化協議会 サーフィン体験、サップ体験等

第24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 新屋町海岸 境港ビーチバレー実行委員会 ビーチバレーボール大会

2019レーザー級世界選手権大会
6月26日～7月

24日
鳥取県 境港市

美保関海岸、弓浜海
岸、境港海岸
（美保湾海上）

国際レーザークラス協会、日本レー
ザークラス協会、2019レーザー級世界
選手権大会実行委員会

2019レーザー級世界選手権大会

皆生温泉海水浴場海開き 7月6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

第38回全日本トライアスロン皆生大会 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

米子市　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

日本国内で初めて開催された歴史ある大会で、今年で38回目となる。水泳
(3km)、自転車(140km)、マラソン(42.195km)を全国から集まった1,120人の選
手が体力の限界に挑戦するトライアスロン大会である。また、大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
として約4,400人が参加している。この競技の内、水泳(3km)が皆生海岸で
実施される。

古浦海水浴場安全祈願祭 7月6日 島根県 松江市鹿島町 古浦地区海岸 （一社）松江観光協会鹿島町支部 安全祈願祭

小波海水浴場海開き 7月7日 島根県 松江市島根町 小波海岸 小波観光協会 海開き

海のまちサマーフェスティバル 7月7日 島根県 松江市島根町 小波海岸 実行委員会 ビーチバレーボール大会他

古浦海水浴場海開きイベント 7月13日 島根県 松江市鹿島町 古浦地区海岸 （一社）松江観光協会鹿島町支部 海開き

鹿島ピーチフェスタ2019 7月14日 島根県 松江市鹿島町 古浦地区海岸 鹿島ビーチフェスタ実行委員会 ビーチバレーボール大会

第11回だれでも海で遊ばかい 7月14日 島根県 松江市鹿島町 片句地区海岸 片句自治会 交流会の開催

（４）各種イベント等

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

エビスカップ2019　第22回全日本海上網引
き選手権大会

7月15日 島根県 松江市美保関町 北浦海水浴場 2019美保関町海夏まつり実行委員会 海上網引き選手権大会

川から海へ大航海in鹿島2019 7月21日 島根県 松江市鹿島町 古浦地区海岸 川から海へ大航海in鹿島実行委員会 佐陀川から古浦海岸まで筏で下る

鹿島町納涼花火大会 7月27日 島根県 松江市鹿島町 古浦地区海岸 鹿島で花火を上げる会 花火大会

サンセットビーチ海開き 7月7日 広島県 尾道市 瀬戸田サンセットビーチ 尾道市 海開き

北の脇海水浴場 7月1日 徳島県 阿南市 見能林地区海岸 阿南市 海開き

あなんマリンフェスティバル 7月13日 徳島県 阿南市 見能林地区海岸 阿南市 花火大会

松原海水浴場海びらきサマーナイトフェス
IN　松原

７月中旬 愛媛県 上島町 浜都海岸 松原海びらき実行委員会 海開き・音楽ライブ・バザー・ライトアップ

EHIME OWS 2019 7月7日 愛媛県 松山市 立岩海岸 愛媛県水泳連盟 オープンウォータースイミング大会（7月6日に公式練習を実施）

HIMEカップ 7月7日 愛媛県 伊予市 伊予港海岸 伊予市 ビーチバレーボール大会

双海の夏まつり 7月14日 愛媛県 伊予市 上灘西海岸 双海の夏まつり実行委員会 夏まつり

ビーチサッカー 7月14日 愛媛県 伊予市 上灘西海岸 ビーチサッカー実行委員会 ビーチサッカー大会

ゆくはしビーチバレーボールフェスティバル
２０１９

7月13日～
15日

福岡県 行橋市
長井地区海岸
（長井浜海水浴場）

行橋市、行橋市教育委員会、（一財）
福岡県バレー教会

ビーチバレーボール大会

柳川「有明海」なんでん体験隊 7月30日 福岡県 柳川市
柳川海岸明治長栄橋本
開地区海岸

柳川市教育委員会 有明海生物観察・干潟遊び体験

イマリンビーチ海開き 7月7日 佐賀県 伊万里市 福田地区海岸 伊万里市・福田区 神事（安全祈願）、関係機関による救助訓練等の披露、稚魚の放流　等

第67回九州花火大会 7月14日 佐賀県 唐津市 唐津地区海岸 佐賀新聞社、唐津市、唐津観光協会
・打ち上げ花火（２尺玉あり）
・水中花火、仕掛け花火など
・約６０００発

第37回唐津湾イカダ大会 7月28日 佐賀県 唐津市 唐津地区海岸 唐津湾イカダと市民の会
・イカダ全艇一斉スタート（チーム編成4名以上）
・タイム表彰、特別表彰（デザイン賞・アイディア賞・ハッスル賞など）

結の浜マリンパーク海水浴場海開き 7月13日 長崎県 諫早市
田結港(結の浜マリン
パーク)

諫早市 海開き

海開き 7月13日 長崎県 南島原市 南島原市全海岸 南島原市観光協会 安全祈願

蛤浜海水浴場海開き ７月中旬 長崎県 新上五島町 蛤浜海岸 新上五島町 海開き

（４）各種イベント等
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

第16回　荒尾マジャク釣り大会
7月27日

（予備日7月28
日）

熊本県 荒尾市 荒尾海岸 荒尾マジャク釣り大会実行委員会 参加者体験型マジャク釣り大会

さざ波フェスタ 7月14日 熊本県 天草市 下津江海岸
さざ波フェスタ実行委員会（天草市有
明支所）

各種イベント、花火等

お倉ヶ浜海岸海開き ７月中旬 宮崎県 日向市 お倉ヶ浜海岸 日向市 海開き

伊勢ヶ浜海岸海開き ７月中旬 宮崎県 日向市 伊勢ヶ浜海岸 日向市 海開き

金ヶ浜海岸海開き ７月中旬 宮崎県 日向市 金ヶ浜海岸 日向市 海開き

栄松ﾋﾞ-ﾁ海開き 7月13日～ 宮崎県 日南市南郷町 栄松海岸 日南市     　 (株)ｺ-ｽﾄﾗｲﾌ 海開き

ビーチバレー大会　ＫＹＵＳＨＵ　ＳＵＮ－ＣＵ
Ｐ　２０１９　かごしま大会

7月7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

磯海水浴場海開き式 7月10日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸 鹿児島市 磯海水浴場開所

生見海水浴場海開き式 7月20日 鹿児島県 鹿児島市 生見海岸 鹿児島市 生見海水浴場開所

西道海水浴場海開き式 7月20日 鹿児島県 鹿児島市 西道海岸 鹿児島市 西道海水浴場開所

レインボービーチ海開き式 7月20日 鹿児島県 鹿児島市
桜島人工海浜海水浴場
（レインボービーチ）

鹿児島市 レインボービーチ開所

第28回カヌー錦江湾横断 7月21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・指導者がカヌーで錦江湾横断

第54回松原小学校錦江湾横断遠泳 7月22日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸 鹿児島市立松原小学校水泳同好会 松原小児童・指導者による錦江湾横断遠泳

第65回清水小学校錦江湾横断遠泳 7月23日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸
第65回清水小学校錦江湾横断遠泳実
行委員会

清水小児童・ＯＢ・コーチによる錦江湾横断遠泳

第33回桜島・錦江湾横断遠泳大会 7月28日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸
桜島・錦江湾横断遠泳大会実行委員
会

桜島小池海岸より磯海岸までを泳ぐ団体遠泳競技

３海水浴場海開き 7月6日 鹿児島県 阿久根市
阿久根地区阿久根漁協
海岸，飛松地区西目海
岸，脇本海岸

委託事業者及び指定管理者
阿久根大島海水浴場，大川島海水浴場及び脇本海水浴場の海開き（神
事）

シーサイドステーションin阿久根 7月15日 鹿児島県 阿久根市 脇本海岸 阿久根市，ホンダカーズさつま ＦＭの公開生放送，ビーチバレー大会

海の子カーニバル 7月15日 鹿児島県 阿久根市 五色ヶ浜海岸 阿久根市 阿久根大島から五色ヶ浜海岸までの約３キロを遠泳する伝統行事

（４）各種イベント等

（４）各種イベント等
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

エコプロジェクト「海辺の学校inこしき」2019 ７月14・15日 鹿児島県
薩摩川内市下甑

町
手打海岸

エコプロジェクト「海辺の学校inこしき」
2019実行委員会

海水浴・船釣り

江口浜海浜海開き 7月14日 鹿児島県 日置市 江口浜海浜海岸 日置市 海開き

錦江レゲエ浜祭り 7月27日 鹿児島県 錦江町 神川海岸
錦江はまほたる協議会
後援：錦江町

・ﾚｹﾞｴ音楽会・花火大会
・特産品販売を含むﾌｰﾄﾞｺｰﾅｰ
・神川地区の海岸清掃

大浜海岸海開き 7月13日 鹿児島県 南大隅町 大浜海岸 南大隅町観光課 海開き・神事

奄美シーカヤクマラソンin加計呂麻大会 7月7日 鹿児島県 瀬戸内町 大島海峡 瀬戸内町 ・シーカヤックマラソン大会

マリンフェスタin加計呂麻 7月21日 鹿児島県 瀬戸内町 渡連海岸 加計呂麻地域塾，加計呂麻青年団
・ビーチバレーボール大会
・ダイビング体験
・シーカヤック体験

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要
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