
　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

苫小牧海岸清掃 7月下旬 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 1

ヨコスト海岸
クリーンアップ

8月27日 北海道 白老町 胆振海岸
白老町環境町民会議

（海岸協力団体）
海岸清掃 2

石山地区海岸清掃 7月上旬 北海道 白老町 胆振海岸 日本製紙（株） 海岸清掃 3

大森浜環境美化活動 7月2日 北海道 函館市
湯浜地区海岸～
大森地区海岸

函館市土木部
公園河川管理課

海岸漂着物及びゴミの回収 4

大森浜CLEAN-UP ! !ウォーキン
グ

7月18日 北海道 函館市 日出地区海岸
はこだて市民健幸大学

実行委員会
海岸漂着物及びゴミの回収 5

蒼い海ビーチクリーン 7月上旬 北海道 留萌市 沖見地区海岸 NPO 市民ボランティア 海開きがあれば実施予定 6

さるる海水浴場海兵清掃 7月1日 北海道 興部町 興部海岸 おこっぺ町観光協会 海岸漂着物及びゴミの回収（参加人数１３０人予定） 7

ところ常南ビーチ清掃 7月下旬 北海道 北見市常呂 常呂海岸 北見市 ゴミ拾い 8

海岸清掃 7月12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 9

海岸・海浜漂着ゴミ調査及び清掃 6月9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

10

赤川海岸清掃 5月28日 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 11

出来島海岸清掃 7月下旬 青森県 つがる市 出来島海岸 つがる市 海岸ごみ拾い 12

マグアビーチ海岸清掃 7月下旬 青森県 つがる市
マグアビーチ公園
海岸（車力漁港海

岸）
つがる市 海岸ごみ拾い 13

海岸清掃 7月上旬 岩手県 釜石市 根浜地区海岸 （一社）根浜MIND 清掃活動 14

（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 番号
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海岸清掃 7月上旬 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 15

荒浜清掃活動 7月3日 宮城県 亘理町 荒浜海水浴場 地元サーファー有志 海岸清掃 16

気仙沼市全海水浴場一斉ビーチ
クリーン

7月10日 宮城県 気仙沼市 中島海岸
気仙沼本吉サーフィンクラブ外

小泉ユニバーサルビーチユニット
外

海岸清掃　※中島海岸は小泉海水浴場 17

気仙沼市全海水浴場一斉ビーチ
クリーン

7月10日 宮城県 気仙沼市 大谷海岸 本吉夢プロジェクト委員会外 海岸清掃　※大谷海岸は大谷海水浴場 18

気仙沼市全海水浴場一斉ビーチ
クリーン

7月10日 宮城県 気仙沼市 杉の下海岸 気仙沼の海辺を守る会外 海岸清掃 ※杉の下海岸は、お伊勢浜海水浴場 19

海岸清掃（みやぎスマイルポート・
プログラム）

7月上旬 宮城県 気仙沼市 崎浜地区海岸 大立浜スマイルサポーター 海岸清掃 20

海岸清掃 7月15日 宮城県 名取市
閖上・北浜地区海

岸
スマイルサポーター 清掃活動 21

海岸清掃 7月中旬 宮城県 仙台市 深沼地区海岸 スマイルサポーター 清掃活動 22

海岸清掃（みやぎスマイルポート・
プログラム）

7月
（期日未定）

宮城県 仙台市 向洋地区海岸

三井住友建設鉄鋼エンジニアリン
ググループ
（内訳）
・三井住友建設鉄鋼エンジニアリン
グ株式会社東北営業所
・株式会社E&Sマシナリー
ドーピー建設工業株式会社東北支
店
・三井E&Sシステム技研株式会社
株式会社三井E&Sテクニカルリ
サーチ
・三井造船特機エンジニアリング株
式会社

海岸清掃 23

海岸清掃（みやぎスマイルポート・
プログラム）

7月2日 宮城県 仙台市 向洋地区海岸 仙台サーフショップユニオン 海岸清掃 24
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海岸清掃（みやぎスマイルポート・
プログラム）

7月9日 宮城県 仙台市 向洋地区海岸 特定非営利活動法人eight 海岸清掃 25

海岸清掃 7月中旬 宮城県 東松島市 東名地先海岸 スマイルサポーター 海岸ゴミ拾い 26

ビーチクリーンキャラバン 7月6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 27

八森地区海岸クリーンアップ 7月9日 秋田県 八峰町 八森地区海岸 八峰町 海岸ゴミ拾い 28

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 29

元気な地域づくりチャレンジ事業 7月3日 秋田県 由利本荘市 西目海岸
由利本荘市、西目地域小中学校、

町内会
クリーンアップ活動 30

本荘マリーナ海水浴場クリーン
アップ

7月23日 秋田県 由利本荘市 本荘海岸 由利本荘市 海開きにあわせて海岸クリーンアップ 31

きれいな川で住みよいふるさと運
動

4月1日～7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 32

きれいな川で住みよいふるさと運
動

7月3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 33

酒田港クリーンアップ作戦 7月16日 山形県 酒田市
酒田港海岸
（大浜海岸）

酒田港クリーンアップ推進協議会 海岸ゴミ拾い 34

クリーンアップ大洗 7月3日 茨城県 大洗町
大洗サンビーチ

海岸
大洗町 海岸ゴミ拾い 35

鹿嶋市海岸一斉清掃 7月上旬 茨城県 鹿嶋市
平井海岸
下律海岸
角折海岸

日本製鉄（株）
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 36

海岸清掃 7月3日 茨城県 高萩市
高戸小浜海岸

外
高萩市 海岸ゴミ拾い 37
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河川海岸アダプトプログラム 未定 千葉県 銚子市
長崎海岸
酉明海岸

銚子土木事務所 酉明海岸から長崎海岸にかけての海岸清掃 38

海岸清掃 7月3日 千葉県 旭市

下永井地区海岸
横根地区海岸

北九十九里地区
海岸

きれいな旭をつくる会（事務局：旭
市環境課観光美化班）

海岸清掃 39

海岸クリーン大作戦 7月3日 千葉県 横芝光町
屋形海岸、木戸

浜海岸
横芝光町 海岸ゴミ拾い 40

海岸等清掃業務 年間 千葉県 大網白里市 白里海岸 大網白里市 海岸ゴミ拾い、ビーチクリーナー 41

海岸清掃 7月17日 千葉県 大網白里市 白里海岸
白里サーフィン業組合

子ども会育成連絡協議会
海岸ゴミ拾い 42

大原海水浴場海岸清掃 7月9日予定 千葉県 いすみ市 大原海岸 いすみ市 海岸ゴミ拾い 43

海岸クリーンキャンペーン 7月16日 千葉県 御宿町
御宿中央海岸、
浜海岸、浦中海
岸、岩和田海岸

御宿町 海岸ゴミ拾い 44

本須賀海岸ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝ 7月3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 45

環境美化活動
7月1日・7月
8日・7月9日

東京都 港区台場 お台場海浜公園 東京港埠頭(株) 海岸清掃 46

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 47

サザエさんビーチクリーン 7月9日 神奈川県 藤沢市 片瀬海岸東浜
NPO法人 海さくら
（公財）日本財団

海岸ゴミ拾い 48

海さくら　BLUE　SANTA 7月18日 神奈川県 藤沢市
片瀬海岸西浜
片瀬海岸東浜

NPO法人 海さくら
（公財）日本財団

海岸ゴミ拾い 49
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令和４年度小田原漁港７月期一
斉清掃

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

水産関係者・行政職員ほかにより、清掃活動を実
施。

50

逗子海岸一斉清掃 7月3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 51

三戸浜のビーチクリーン 7月2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 52

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 53

油壺周辺の清掃 7月10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 54

三浦海岸のビーチクリーン
7月14日･7月

29日
神奈川県 三浦市 三浦海岸 Ｒeichels Yoga 満月と新月に開催する、三浦海岸の清掃 55

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 56

大磯ビーチクリーン事業 7月3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） 57

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

大磯町 海岸清掃を行う 58

海岸美化キャンペーン 7月中下旬 神奈川県 二宮町
二宮地区海岸(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 59

海岸清掃 7月18日 新潟県 新潟市
新潟海岸

五十嵐浜･有明浜
地区海岸

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 60

海岸清掃イベント 6月25日 新潟県 新潟市 金衛町海岸 UX新潟テレビ２１ 海岸ゴミ拾い 61

海岸清掃イベント 7月9日 新潟県 新潟市 青山海岸 UX新潟テレビ２１ 海岸ゴミ拾い 62

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 63

天険・親不知サマークリーン活動 7月中 新潟県 糸魚川市 親不知海岸 栂海岳友会 他 海岸清掃 64
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青海地域海岸一斉清掃 7月上旬 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 65

環境美化活動 7月3日 新潟県 上越市

上越海岸（郷津・
五智地区）、直江
津港海岸（西海岸

地区）

上越市海岸線環境美化促進協議
会

海岸清掃 66

町民総ぐるみ清掃デー 7月中 富山県 朝日町 朝日海岸他 朝日町 町民総ぐるみで町内全地区を清掃 67

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

68

荒俣海岸清掃 7月3日 富山県 黒部市 荒俣海岸 村椿自治振興会 海岸清掃 69

生地浜海岸清掃 7月17日 富山県 黒部市 生地浜 村椿自治振興会 海岸清掃 70

ふるさと大クリーン作戦 7月24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）

71

潮風ボランティア 7月16日 富山県 魚津市 経田地区海岸 経田小学校 海岸ゴミ拾い 72

海岸をきれいにする日 7月3日 富山県 富山市
富山市に面する

海岸一帯
富山市 地域住民や企業による海岸清掃活動 73

みんなできれいにせんまいけ大
作戦

7月3日 富山県 射水市

六渡寺海岸、海
老江海岸、足洗
海岸、伏木富山

港海岸

各地域振興会 地域住民ボランティアによるごみ拾い 74

海岸清掃 7月3日 富山県 射水市
伏木富山港海岸
（倉垣・堀岡地区）

海老江
地域振興会

海岸ゴミ拾い 75

海岸清掃 7月中旬 富山県 射水市
伏木富山港海岸
（倉垣・堀岡地区）

海老江海浜公園
美化委員会

海岸ゴミ拾い、除草 76
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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、国分

浜

美しいまちづくり高岡市民連絡会
議・富山県・高岡市・（公財）富山環

境財団
海岸清掃 77

クリーン大作戦 7月3日 富山県 高岡市
伏木富山港海岸

（伏木地区）

伏木地区
環境美化推進

委員会
海岸ゴミ拾い 78

氷見市一斉清掃 7月3日 富山県 氷見市 市内海岸 氷見市 市民による市内の一斉清掃 79

クリーンビーチいしかわ
5月28日･6月
19日･6月26日

石川県
小松市、白山
市、加賀市

石川海岸
クリーン・ビーチいしかわ実行委員

会
海岸清掃 80

海岸清掃 6月26日 石川県 白山市 徳光海岸周辺 白山市 地元町会、海岸協力団体による海岸清掃 81

海岸美化清掃 6月26日 石川県 白山市 市内の海岸全域 白山市 海岸清掃活動 82

なぎさクリーン運動 7月17日 石川県 羽咋市
千里浜海岸　他３

海岸
羽咋ライオンズクラブ 海岸清掃 83

クリーンビーチ
宝達志水海岸清掃

7月3日 石川県 宝達志水町 宝達志水海岸 宝達志水町 宝達志水町の海岸清掃 84

「すずの美しい海岸を守る月間」
の海岸清掃活動

7月3日 石川県 珠洲市 市内一円 珠洲市 海岸清掃 85

クリーンビーチいしかわinこまつ 6月12日 石川県 小松市 安宅海岸 小松市 海岸清掃活動 86

海岸清掃
6月下旬～７

月上旬
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 87

スポGOMI 7月2日 石川県 金沢市
金沢港海岸

（大野・金石地区
海岸）

Finding ゴミ 海岸清掃 88
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

粟崎海岸清掃 7月2日 石川県 金沢市
金沢港海岸（宇ノ
気内灘地区海岸）

粟崎校下町会連合会 海岸清掃 89

クリーンビーチななお ７月３日 石川県 七尾市
七尾港海岸（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 90

海岸一斉清掃 7月3日 静岡県 沼津市 富士海岸 地元自治会 海岸清掃（ゴミ拾い） 91

海岸一斉清掃 7月3日 静岡県 静岡市
富士海岸（蒲原海

岸）

蒲原西町自治会
蒲原柵自治会

蒲原八幡町自治会
高浜自治会

地元団体による清掃活動 92

ビーチクリーン 7月10日 静岡県 御前崎市 御前崎港緑地
心がすっきり御前崎で夢拾い（ﾎﾟｰ

ﾄｻﾎﾟｰﾀｰ）
海岸ゴミ拾い 93

ビーチクリーン 7月18日 静岡県 御前崎市 御前崎港緑地
OMAEZAKI BEACH CLEANUP、御
前崎ｽﾏｲﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（ﾎﾟｰﾄｻﾎﾟｰﾀｰ）

海岸ゴミ拾い
＊御前崎おんぱく関連

94

海岸一斉清掃 7月17日 静岡県 吉田町 駿河海岸 住吉区自治会 地元団体による清掃活動 95

海岸一斉清掃 11月13日 静岡県 牧之原市 駿河海岸 細江自治会 地元団体による清掃活動 96

千里地区海岸清掃 7月2日 三重県 津市 千里地区海岸
千里の海岸を美しくするボランティ

アの会
草刈り、ごみ拾い 97

阿漕・藤枝・米津地区海岸清掃 7月9日 三重県 津市
阿漕・藤枝・米津

地区海岸
ウミガメネットワーク三重 草刈り、ごみ拾い、流木移動 98

阿漕・藤枝・米津地区海岸清掃 7月17日 三重県 津市
阿漕・藤枝・米津

地区海岸
津市育成地区自治会連合会

（海岸協力団体）
草刈り、ごみ拾い 99

白塚地区海岸清掃 7月17日 三重県 津市 白塚地区海岸 白塚の浜を愛する会 草刈り、ごみ拾い 100

栗真地区海岸清掃 7月17日 三重県 津市 栗真地区海岸 町家百人衆 草刈り、ごみ拾い、枝打ち・間伐作業 101
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

栗真地区海岸清掃 7月19日 三重県 津市 栗真地区海岸 津市マレットゴルフ協会 草刈り、ごみ拾い 102

海岸美化ボランティア 7月9日 三重県 鈴鹿市 千代崎港（海岸）
若松海岸通り美化ボランティア推

進委員会
海岸ごみ拾い、除草作業 103

海岸美化ボランティア 7月中 三重県 鈴鹿市 磯山地区海岸 磯山・鼓ヶ浦海岸美化ボランティア 海岸ごみ拾い、枯木の伐採 104

志摩町クリーン大作戦（海岸美化
ボランティア）

7月3日 三重県 志摩市

片田地区海岸（大
野浜）・布施田地
区海岸（広の浜、
和具広の浜）・間
崎島南地先海岸・
越智地区海岸（阿
津里浜）・御座西
地先海岸（御座白

浜）

志摩夢まちサポーターズ 海岸清掃（６箇所の海岸で地域住民等計１２０人） 105

海岸美化ボランティア 7月9日 三重県 志摩市 船越・名田 波切自治会 海岸清掃（８０人） 106

七里御浜クリーン作戦 7月3日 三重県
南牟婁郡御浜

町
市木地区海岸

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、海岸清掃活動を実施 107

伊勢湾　森・川・海のクリーンアッ
プ大作戦

7月9日 三重県 川越町 高松海岸
霞ヶ浦地区環境行動推進協議会

（KIEP'S）
海岸ゴミ拾い 108

波松海岸清掃 7月中旬 福井県 あわら市 波松海岸 波松地区 海岸ゴミ拾い 109

クリーンアップふくい 7月10日 福井県 坂井市
福井港海岸

（いさぎ親水公
園）

福井県 海岸ゴミ拾い 110

福井港環境美化大作戦 7月10日 福井県 坂井市 福井港 福井港を美しくする会 海岸等ゴミ拾い 111

神崎海水浴場浜掃除 6月19日 京都府 舞鶴市 神崎海岸 西神崎区　　　東神崎区 海岸周辺清掃（ボランティア参加あり） 112

港湾美化啓発活動 7月3日 大阪府 貝塚市 阪南港海岸 貝塚港湾振興会 清掃活動 113
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

自然公園クリーンデー 7月中 兵庫県 美方郡香美町 香住海岸 香住海岸を美しくする会 海岸ゴミ拾い 114

県立高砂海浜公園清掃 7月3日 兵庫県 高砂市 東播磨港海岸 高砂市 海岸ゴミ拾い 115

淡路全島一斉清掃の日 7月3日 兵庫県 淡路島全域 兵庫県県民局・市 海岸一斉清掃 116

気比の浜清掃 7月3日 兵庫県 豊岡市 津居山港海岸 豊岡市気比区 気比の浜松林の草刈り 117

海岸清掃 7月1日 和歌山県 広川町
西広海岸、樫長
海岸、柄杓井海

岸
広川町 海岸ゴミ拾い（各種団体参加予定） 118

海岸清掃 7月1日 和歌山県 広川町
白木海岸、小浦
海岸、あえの浜

広川町 海岸ゴミ拾い（各種団体参加予定） 119

那智浜清掃 7月上旬 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
（ボランティア団体、住民、近隣企業等参加予定）

120

海岸清掃 7月上旬 鳥取県 米子市
米子市　皆生海

岸

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　（海岸協力団体）

清掃活動（海開き前に毎年実施） 121

大規模ボランティア清掃 7月3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 122

新開東西自治会合同清掃 7月17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 123

Hondaビーチクリーン活動 7月7日 鳥取県 鳥取市 西浜海岸 ホンダカーズ鳥取 海岸清掃 124

親子ふれあい海岸清掃 7月24日 鳥取県 鳥取市 西浜海岸 賀露自治会 海岸清掃 125

別紙

10



　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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

海岸清掃
7月10日・7月
17日・7月18日

鳥取県 琴浦町
東伯海岸保全区

域

八橋１区自治会
丸尾自治会

逢束漁業組合
逢束自治公民館

海岸清掃 126

海岸清掃 7月10日 鳥取県 琴浦町 赤碕港
八橋４区自治会
八橋５区自治会
八橋６区自治会

海岸清掃 127

海岸清掃 7月10日 鳥取県 琴浦町
八幡地区海岸保

全区域
下市自治会 海岸清掃 128

海岸清掃 7月16日 鳥取県 琴浦町
箆津地区海岸保

全区域
鳴り石の浜プロジェクト 海岸清掃 129

海岸清掃
7月21日・7月

中
鳥取県 琴浦町

赤碕地区海岸保
全区域

琴浦町社会福祉協議会琴浦ふれ
あい事業所

ふるさと海岸整備協議会
海岸清掃 130

海の日一斉清掃 7月18日 鳥取県 大山町 平田・末吉海岸 大山町、地域自主組織 海岸ゴミ拾い 131

海岸清掃 7月18日 鳥取県 大山町 御崎海岸 地域自主組織 海岸ゴミ拾い 132

海岸清掃 7月31日 鳥取県 大山町 大雀海岸 地域自主組織 海岸ゴミ拾い 133

平田地域海岸ボランティア 7月中旬 島根県 出雲市 平田地域海岸 JFしまね平田支所 海岸ゴミ拾い 134

稲佐の浜海岸清掃 7月中旬 島根県 出雲市 稲佐の浜海岸 地元町内会 海岸ゴミ拾い 135

長浜海岸清掃 7月中旬 島根県 出雲市 長浜海岸 長浜自治協会 海岸ゴミ拾い 136

西浜海岸清掃 7月中旬 島根県 出雲市 西浜海岸 湖陵コミュニティセンター 海岸ゴミ拾い 137

大田市海岸を美しくする活動 7月3日 島根県 大田市 島津屋海岸 朝山まちづくりセンター 海岸ゴミ拾い 138

大田市海岸を美しくする活動 7月中 島根県 大田市 波根町海岸 地元自治会等 海岸ゴミ拾い 139
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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
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主　　催 行　事　の　概　要 番号

大田市海岸を美しくする活動 7月中 島根県 大田市 久手町海岸 地元自治会等 海岸ゴミ拾い 140

大田市海岸を美しくする活動 7月中 島根県 大田市 柳瀬海岸 地元自治会等 海岸ゴミ拾い 141

大田市海岸を美しくする活動 7月中 島根県 大田市 鳥井町海岸 地元自治会等 海岸ゴミ拾い 142

大田市海岸を美しくする活動 7月17日 島根県 大田市 静間町海岸 自治会連合会、ＪＦしまね 海岸ゴミ拾い 143

大田市海岸を美しくする活動 7月中 島根県 大田市 五十猛町海岸 五十猛自治協議会 海岸ゴミ拾い 144

大田市海岸を美しくする活動 7月中 島根県 大田市 宅野海岸 中学校保護者会 海岸ゴミ拾い 145

大田市海岸を美しくする活動 7月中 島根県 大田市 琴ケ浜海岸 地元有志 海岸ゴミ拾い 146

大田市海岸を美しくする活動 7月17日 島根県 大田市 湯里海岸 湯港自治会 海岸ゴミ拾い 147

大田市海岸を美しくする活動 7月中 島根県 大田市 温泉津海岸 地元自治会等 海岸ゴミ拾い 148

大田市海岸を美しくする活動 7月17日 島根県 大田市 釜野海岸 地元有志 海岸ゴミ拾い 149

大田市海岸を美しくする活動 7月17日 島根県 大田市 吉浦海岸 吉浦壮年会 海岸ゴミ拾い 150

海岸清掃 7月13日 島根県 益田市 益田港海岸 益田県土整備事務所 海岸清掃 151

リフレッシュ瀬戸内 7月3日 岡山県 備前市
日生五味の市周

辺
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協

議会
清掃活動 152

リフレッシュ瀬戸内 7月3日 岡山県 玉野市 渋川海岸
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協

議会
清掃活動 153

リフレッシュ瀬戸内 7月3日 岡山県 笠岡市 カブト・拓海海岸
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協

議会
清掃活動 154
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都道府県名 市町村名 地区海岸名

（１）海岸清掃活動
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リフレッシュ瀬戸内 7月10日 岡山県 浅口市 青佐鼻海岸
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協

議会
清掃活動 155

リフレッシュ瀬戸内 7月12日 岡山県 瀬戸内市
筵江海岸、扇海

岸
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協

議会
清掃活動 156

海岸清掃 7月30日 岡山県 浅口市 寄島海岸 みつやまクリーンクラブ 清掃活動 157

漁場クリーンアップ作戦 7月中旬 岡山県 未定（調整中） 未定（調整中） 岡山県漁業協同組合連合会

清掃活動（海の日を中心に県内の漁場・海岸の清
掃を実施）R3実績　笠岡市、浅口市、倉敷市、玉野
市、岡山市、岡山市、備前市（各漁協が地元自治体
と調整して実施）

158

リフレッシュ瀬戸内 6月25日 広島県 呉市 大浦崎海岸 呉市 ボランティアによるゴミ拾い 159

リフレッシュ瀬戸内 7月3日 広島県 竹原市 的場海水浴場
瀬戸内海の路ネットワーク推進協

議会
竹原市

海岸清掃 160

リフレッシュ瀬戸内 7月3日 広島県 尾道市
垂水地区海岸（瀬

戸田サンセット
ビーチ）

尾道市 海岸ゴミ拾い 161

リフレッシュ瀬戸内 7月中 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 162

リフレッシュ瀬戸内 7月中 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
町内会等による海岸清掃 163

リフレッシュ瀬戸内 7月中 広島県 〃 長浜海岸
江田島市及び瀬戸内・海の道

ネツトワーク協議会
町内会等による海岸清掃 164

リフレッシュ瀬戸内 7月中 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
町内会等による海岸清掃 165

長門市海岸清掃の日 7月3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 166

河川海岸一斉清掃 7月3日 山口県 萩市 萩地域の各海岸 萩市 河川及び海岸の清掃 167
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

I　LOVEあぶ町クリーンアップ大
作戦

7月17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 168

リフレッシュ瀬戸内 7月2日 香川県 坂出市 沙弥海岸等 坂出市 海岸清掃 169

リフレッシュ瀬戸内 7月3日 香川県 観音寺市 有明海岸等 観音寺市 海岸清掃 170

リフレッシュ瀬戸内 7月3日 香川県 さぬき市 汐田海岸等 さぬき市 海岸清掃 171

愛ビーチ
7月2日・7月3
日・7月24日

愛媛県 新居浜市 沢津海岸
Clean Up Our Sea

浮島自治会
町連合自治会

海岸ゴミ拾い 172

リフレッシュ瀬戸内 7月31日 愛媛県 新居浜市 荷内海岸
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協

議会
海岸ゴミ拾い 173

市民一斉清掃 7月31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 海岸ゴミ拾い 174

愛ビーチ 7月10日 愛媛県 宇和島市 石応海岸 石応自治会 海岸清掃 175

リフレッシュ瀬戸内 7月中 愛媛県 宇和島市 宇和島港海岸
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協

議会
海岸ゴミ拾い 176

愛ビーチ 7月15日 愛媛県 宇和島市 宇和島港海岸 大河建設（株） 海岸ゴミ拾い 177

リフレッシュ瀬戸内 7月11日 愛媛県 今治市 有津港海岸
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協

議会
海岸ゴミ拾い 178

リフレッシュ瀬戸内 7月15日 愛媛県 松山市 中島港海岸
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協

議会
海岸ゴミ拾い 179

リフレッシュ瀬戸内 7月中旬 愛媛県 大洲市 長浜港海岸
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協

議会
海岸ゴミ拾い 180

海の日清掃 7月18日 高知県 宿毛市
脇本海岸
咸陽海岸

農林業連絡協議会 海岸ゴミ拾い 181
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

羽根海岸一斉清掃 7月中 高知県 室戸市
　羽根海岸

　羽根坂本海岸
羽根海岸美化推進協議会 除草・ゴミ拾い等 182

ビーチウォーク＆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 中土佐町 海岸清掃（クリーンアップ）活動 183

美化の日 7月24日 高知県 須崎市 須崎港海岸 美化の日委員会 海岸清掃活動 184

伊万里湾岸清掃 7月18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 185

シーバード活動海上清掃
7月～10月
第2土曜

佐賀県 伊万里市 伊万里港海岸
NPO法人伊万里湾小型船安全協

会
海岸清掃及び海上清掃 186

海岸清掃　（国見漁業協同組合） 7月中旬 長崎県 雲仙市国見町 国見地区一帯 国見漁業　　　協同組合 組合員による海岸清掃 187

海岸清掃　（瑞穂漁業協同組合） 7月中旬 長崎県 雲仙市瑞穂町 瑞穂地区一帯 瑞穂漁業　　　協同組合 組合員による海岸清掃 188

クリーン五島清掃活動 7月31日 長崎県 五島市

鐙瀬海岸
（港湾海岸でも建
設海岸でもありま

せん）

五島市 自然公園等の美化清掃活動の推進を図る 189

川内海岸清掃 ７月中旬 長崎県 平戸市 川内海岸 増山建設株式会社 川内海岸のごみ拾い 190

海の市民大清掃「海をきれいに
（ビーチ・クリーンアップ）」

7月18日 長崎県 佐世保市
鹿子前地区海岸
俵ヶ浦地区海岸
白浜地区海岸

佐世保市海の日協賛会 海岸清掃 191

苓北さわやかクリーン作戦 7月10日 熊本県 苓北町 富岡海岸 苓北町 町内全域の清掃活動 192

海と川のクリーンアップ作戦 7月16日 熊本県 水俣市 東海岸全域 水俣市 海岸ゴミ拾い 193

有明海クリーンアップ作戦 8月中旬 熊本県 宇土市
住吉，長浜，網
田，赤瀬海岸

熊本県漁業協同組合連合会 海岸ゴミ拾い 194
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

おおいたうつくし海岸クリーンアッ
プ作戦

7月3日 大分県 大分市 田浦ビーチ
うりゅうじまシェアリング

ネイチャーの会
ガールスカウト大分県第25団

海岸清掃 195

おおいたうつくし海岸クリーンアッ
プ作戦

7月17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 196

おおいたうつくし海岸クリーンアッ
プ作戦

7月23日 大分県 姫島村 村内全海岸 姫島村各地区 海岸清掃 197

おおいたうつくし海岸クリーンアッ
プ作戦

7月 大分県 臼杵市
臼杵市内全ての

海岸
JF大分臼杵支店 海岸清掃 198

おおいたうつくし海岸クリーンアッ
プ作戦

6月末～7月中
旬頃

大分県 豊後高田市 真玉海岸
豊後高田市
真玉中学校

海岸清掃 199

おおいたうつくし海岸クリーンアッ
プ作戦

7月上旬 大分県 佐伯市 瀬会海岸 佐伯市観光協会上浦支部 海岸清掃 200

高鍋クリーン活動 7月17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 201

海岸清掃活動 7月10日 宮崎県 日南市 市内海岸 日南サ－フィン連盟 海岸ゴミ拾い 202

油津港港内一斉清掃 ７月上旬 宮崎県 日南市
油津港海岸（油津

地区）
宮崎県油津港湾事務所、日南市 港内の一斉清掃 203

宮崎港内一斉清掃 7月下旬 宮崎県 宮崎市 宮崎港 宮崎ベイコムハート協議会 宮崎港内のゴミ拾い 204

細島港一斉清掃活動 7月中旬 宮崎県 日向市 御鉾ヶ浦海岸 宮崎県北部港湾事務所 海岸ゴミ拾い 205

「海の日」環境美化活動 7月18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 206

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 207
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

海岸清掃 7月下旬 鹿児島県 枕崎市 海岸一帯
枕崎消防署

互助会
海岸ゴミ拾い 208

錦江湾クリーンアップ作戦 7月9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 209

錦江湾クリーンアップ作戦 7月18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 210

吹上浜クリーン作戦 7月24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

海岸清掃 211

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）

南さつま市子ども会育成連絡
協議会笠沙支部

海岸清掃 212

青少年ふるさと美化活動 7月中 鹿児島県 南さつま市
越路浜海岸
（大浦地区）

南さつま市子ども会育成連絡
協議会大浦支部

海岸清掃 213

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）

南さつま市子ども会育成連絡
協議会坊津支部

海岸清掃 214

ふるさと金峰クリーン作戦
7月16日～
7月24日

鹿児島県 南さつま市
上ノ山海岸
京田海岸

（金峰地区）

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
会金峰支部

海岸清掃 215

坊津町建友会クリーン作戦 7月18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

216

高取海岸 7月23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 217
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

松ヶ浦地区海岸クリーン作戦 7月24日 鹿児島県 南九州市 松ヶ浦地区海岸 松ヶ浦地区公民館 松ヶ浦地区海岸の清掃 218

海岸清掃 7月18日 鹿児島県 東串良町 柏原海岸 東串良町漁協 海岸清掃 219

海の日清掃 7月17日 鹿児島県 徳之島町 各集落海岸 各集落 海岸ごみ拾い 220

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 221

ふるさと美化活動 ７月中旬 鹿児島県 天城町 町内海岸全域 天城町 海岸ゴミ拾い 222

夏のクリーン大作戦 ７月中旬 鹿児島県 和泊町 町内海岸全域 和泊町 海の日に合わせた海岸清掃 223
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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月上旬 北海道
苫小牧市、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の展示、海岸愛護月間
ポスターの掲示

1

しらおい夏の海塾 8月中旬 北海道 白老町 胆振海岸
白老町環境町民会議

（海岸協力団体）
地元小学生を対象に海岸を教材にした環境教育 2

街頭美化キャンペーン 7月18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。

3

ブルーフラッグ認証取得記念シン
ポジウム

7月2日 神奈川県 逗子市
逗子海岸（逗子文
化プラザホール）

逗子市
逗子海水浴場におけるブルーフラッグ認証取得を記
念したシンポジウムを実施し、周知啓発を図る。

4

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 啓発物品の配布を行う 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3日 京都府 与謝野町 阿蘇海海岸 男山区 藻（アサオ）の回収 7

海辺漂着物調査 7月12日 島根県 隠岐の島町
重栖港（福浦地

区）海岸
島根県

（廃棄物対策課）
小学生による漂着物の調査 8

海がめ採卵・学習会 7月中旬 高知県 高知市春野町
戸原地区高知海

岸
春野西小学校
春野東小学校

海がめ採卵・学習会 9

和白干潟の生きものやハマボウ
を見る会

7月9日 福岡県 福岡市 和白干潟 和白干潟のつどい 干潟の生きものや海浜植物の観察、干潟の清掃 10

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

11

（２）環境保全・啓発活動　　

名　　称 実施予定日
開催場所

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、北海道
防災総合訓練

8月27日 北海道 白老町 胆振海岸 北海道、白老町 合同で津波を想定した防災総合訓練を実施 1

令和４年度大洗サンビーチ官民
合同水難救助訓練

7月5日 茨城県 大洗町
大洗サンビーチ

海岸
茨城海上保安部 水難事故防止のための訓練の実施 2

鹿島灘水難事故
対策合同訓練

7月9日 茨城県 鉾田市 大竹海岸 鉾田市 水難事故捜索・救助訓練 3

白里海水浴場津波避難訓練 7月15日 千葉県 大網白里市 白里海岸 大網白里市 海水浴場関係者による避難訓練 4

鎌倉市海水浴場等　津波避難訓
練

7月18日 神奈川県 鎌倉市
材木座・由比ガ

浜・腰越
鎌倉市 津波対策訓練 5

津波対策訓練 7月23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 6

葉山町津波避難訓練 7月23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 7

津波対策訓練 7月16日 神奈川県 湯河原町 湯河原海岸 湯河原町 津波対策訓練 8

海岸パトロール
7月9日・7月16
日・7月31日

新潟県 上越市

上越海岸（郷津・
五智地区）、直江
津港海岸（西海岸

地区）

上越市海岸線環境美化促進協
議会

レジャー客にごみの持ち帰りを呼びかける啓発活動 9

赤十字水上安全法救助員Ⅱ養成
講習

7月9日・7月10
日

愛知県 蒲郡市 倉舞港
日本赤十字社愛知県支部事務

局
水難事故防止のための安全教室 10

避難訓練 7月31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、海水浴客含めた津波避難訓練 11

（３）安全・避難訓練

名　　称 実施予定日
開催場所

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

（３）安全・避難訓練

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

水難事故連携救助訓練 7月3日 福井県 高浜町 城山海水浴場 小浜海上保安署 水難救護合同訓練 12

海浜警備 7月下旬 福井県 越前町 越前海岸 越前防犯隊 津波対策訓練 13

田辺扇ヶ浜海水浴場における津
波避難訓練

7月下旬 和歌山県 田辺市 田辺漁港海岸 田辺市 津波避難訓練 14

2022年度関係機関合同水難救助
訓練

7月11日 兵庫県 豊岡市 津居山港海岸 豊岡市 水難救助訓練（豊岡市消防主催） 15

SUP安全講習会
水難救助訓練

7月3日 広島県 竹原市 的場海水浴場
広島県水難救災会（シーバード

竹原）
SUPの安全講習並びに、水難救助訓練。 16

海岸点検パトロール 7月上旬 宮崎県 日向市 お倉ヶ浜 宮崎県 海岸の安全点検 17

海岸点検パトロール 7月上旬 宮崎県 日向市 伊勢ヶ浜 宮崎県 海岸の安全点検 18
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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9日 北海道 石狩市 石狩海岸 石狩市 海開き 1

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾋﾞｰﾁるもい 7月中旬 北海道 留萌市 沖見地区海岸 留萌市 海開き（検討中） 2

ところ常南ビーチ海水浴場 7月下旬 北海道 北見市常呂 常呂海岸 北見市 海開き 3

第27回中泊ビーチサッカーフェス
タ

7月16日・7月
17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 4

海開き 7月下旬 青森県 青森市
浅虫地区、油川
地区、造道地区

青森市 海開き 5

出来島海岸海開き 7月下旬 青森県 つがる市 出来島海岸 つがる市 海開き 6

マグアビーチ海開き 7月下旬 青森県 つがる市
マグアビーチ公園
海岸（車力漁港海

岸）
つがる市 海開き 7

高田松原海水浴場
　海開き

7月16日 岩手県 陸前高田市 高田地区海岸 陸前高田市 海開き 8

広田海水浴場　海開き 7月16日 岩手県 陸前高田市 大野地区海岸 陸前高田市 海開き 9

根浜海岸海開き 7月中旬 岩手県 釜石市 根浜地区海岸 釜石市 海開き 10

プログレス 7月17日 宮城県 仙台市 向洋地区海岸 仙台サーフショップユニオン サーフィン大会 11

仙台新港マスターズ 7月24日 宮城県 仙台市 向洋地区海岸 仙台新港マスターズ実行委員会 サーフィン大会 12

菖蒲田地区海岸海開き 7月16日 宮城県 七ヶ浜町 菖蒲田地区海岸 七ヶ浜町 海開き 13

（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 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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

第28回みやぎ国際トライアスロン
仙台ベイ七ヶ浜大会

7月3日 宮城県 七ヶ浜町 湊浜地区海岸

七ヶ浜町
(公社)日本トライアスロン連合

宮城県教育委員会
（公財）宮城県スポーツ協会
宮城県高等学校体育連盟
宮城県中学校体育連盟

トライアスロン大会 14

スタンドアップパドルボード体験会
7月中

（期日未定）
宮城県 七ヶ浜町 湊浜地区海岸 株式会社ツアー・ウェーブ スタンドアップパドルボード（ＳＵＰ）体験会 15

ビーチバレー大会
7月9，10，
17，31日

宮城県 七ヶ浜町 湊浜地区海岸 Sendai Volleyball Community ビーチバレー大会 16

サンオーレ袖浜海開き 7月16日 宮城県 南三陸町 袖浜海岸 南三陸町 海開きイベント 17

女川みなと祭り 7月24日 宮城県 女川町 女川港 四季の祭 花火大会・獅子踊り等 18

志津川湾夏祭り 7月30日 宮城県 南三陸町 袖浜海岸 志津川湾夏祭り実行員会 花火大会等 19

釜谷浜海水浴場海開き 7月2日 秋田県 三種町 釜谷浜海水浴場 三種町 海開き 20

平沢海水浴場海開き 7月23日 秋田県 にかほ市 平沢海岸 にかほ市 海開き 21

赤石浜海水浴場海開き 7月23日 秋田県 にかほ市 赤石浜岸海岸 にかほ市 海開き 22

象潟海水浴場海開き 7月23日 秋田県 にかほ市 象潟海岸 にかほ市 海開き 23

小砂川海水浴場海開き 7月23日 秋田県 にかほ市 小砂川海岸 にかほ市 海開き 24

サンドクラフトinみたね 7月30日 秋田県 三種町 釜谷浜海水浴場 三種町 砂像展示、各種イベント 25

道川海水浴場海開き 7月25日 秋田県 由利本荘市 岩城道川海岸 由利本荘市 海開き 26

西目海水浴場海開き 7月23日 秋田県 由利本荘市 西目海岸 由利本荘市 海開き 27
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

本荘マリーナ海水浴場海開き 7月23日 秋田県 由利本荘市 本荘海岸 由利本荘市 海開き 28

第３６回日本海洋上花火大会 7月23日 秋田県 由利本荘市 岩城道川海岸 由利本荘市 花火大会 29

秋田港海の祭典 7月30日 秋田県 秋田市 秋田港周辺 秋田港海の祭典実行委員会
ステージイベント、屋台の出店、港花火大会、乗船体
験等

30

由良海水浴場開設
7月16日

　～8月16日
山形県 鶴岡市 由良地区 由良温泉観光協会 海開き 31

湯野浜海水浴場開設
7月15日

　～8月21日
山形県 鶴岡市 湯野浜地区 湯野浜温泉観光協会 海開き 32

三瀬海水浴場開設
7月23日

　～8月14日
山形県 鶴岡市 三瀬地区 三瀬観光協会 海開き 33

小波渡海水浴場開設
7月23日

　～8月16日
山形県 鶴岡市 小波渡地区 小波渡観光協会 海開き 34

加茂レインボービーチ開設
7月23日

　～8月14日
山形県 鶴岡市 加茂地区 加茂地区自治振興会 海開き 35

マリンパークねずがせき開設
7月23日

　～8月14日
山形県 鶴岡市 鼠ヶ関地区 あつみ観光協会 海開き 36

飛島海水浴場開設
7月15日

　～8月18日
山形県 酒田市 飛島地区 酒田港定期航路事業所 海開き 37

宮海海水浴場開設
7月23日

　～8月21日
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 38

西浜海水浴場開設
7月15日

　～8月15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 39

釜磯海水浴場開設
7月15日

　～8月15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 40

遊佐町十里塚海水浴場開設
7月16日

　～8月15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 41

大洗サンビーチ海開き
7月23日～8月

21日
茨城県 大洗町

大洗サンビーチ
海岸

大洗町 海開き 42
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

第32回ビーチバレーin大洗 &
マイナビジャパンビーチバレー

ボールツアー2022

7月29日～7月
31日

茨城県 大洗町
大洗サンビーチ

海岸
茨城県バレーボール協会

・ビーチバレーボール大会
・小学生から一般まで部門に分かれて競技
・日本トップ選手によるツアーも同時開催

43

海の月間 7月3日 茨城県 大洗町 茨城港大洗港区 海の月間実行委員会 海上自衛隊掃海挺一般公開等 44

大竹海岸鉾田海水浴場
海開き

7月16日 茨城県 鉾田市 大竹海岸 鉾田市 海開き 45

名称未定 7月17日 茨城県 高萩市高戸 高戸地区海岸 高萩市
海岸清掃後に子供たちがイベントを楽しむ（内容未
定）

46

海の安全祈願祭 7月1日 千葉県 九十九里町 片貝中央海岸
九十九里町
観光協会

本町地先海岸の利用者に対し安全を祈願 47

海開き式 7月15日 千葉県 大網白里市 白里海岸 大網白里市 海開き式 48

一松海水浴場海開き 7月22日 千葉県 長生村 一松海岸 長生村、長生村観光協会 海開き 49

白子海水浴場海開き 7月22日 千葉県 白子町 中里海岸 白子町 海開き 50

海開き 7月16日予定 千葉県 いすみ市
大原海岸
太東海岸

いすみ市観光協会 海開き 51

御宿町　海開き 7月16日 千葉県 御宿町
御宿中央海岸、
浜海岸、岩和田

海岸
御宿町 海開き 52

千葉県中学校ビーチバレーボー
ル大会

7月31日 千葉県 御宿町 御宿中央海岸 千葉県バレーボール協会 ビーチバレーボール大会 53

海鎮際 7月1日 千葉県 勝浦市
勝浦中央海水浴

場
勝浦市観光協会 海開き 54

ウォーターアイランド
7月13日～8月

31日
千葉県 勝浦市

勝浦中央海水浴
場

勝浦市観光協会 海上アスレチック 55

海水浴場開設
7月16日～8月

21日
千葉県 勝浦市 市内4浜 勝浦市 勝浦中央海水浴場・鵜原海岸・守谷海岸・興津海岸 56
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

スカイランタン 7月2日 東京都 港区 お台場海浜公園 東京スカイランタン実行委員会
コロナウィルスの1日でも早い収束を願い医療従事者
に対して感謝の気持ちや、家族や友人との絆を深め
るシンボルとしてスカイランタンを打ち上げる

57

トライアスロン教室
（実践編）

7月3日 東京都 港区 お台場海浜公園
港区スポーツふれあい文化健康

財団
東京臨海副都心グループ

東京2022大会のレガシーとしてトライアスロン・パラア
スロン会場となったお台場海浜公園でトライアスロン
の体験教室を開催する

58

お台場ビーチバレー2022
7月9日・7月10
日・7月23日・7

月24日
東京都 港区 お台場海浜公園

NPO法人 日本ビーチ文化振興
協会

ビーチバレーボールを通してビーチスポーツ全体の
普及促進を図り、認知向上、競技者人口の拡大を目
指しスポーツ振興に寄与することに加え、 お台場海
浜公園 のさらなる 利用者、 認知向上を目的とする

59

お台場マリンスポーツ・ビーチヨガ
教室

7月10日 東京都 港区 お台場海浜公園 東京臨海副都心グループ
お台場海浜公園でSUP・WING・ビーチヨガ教室を開
催することにより水辺に親しむ機会を作ろとともに、
水域の安全利用の普及を図ることを目的とする

60

海の灯まつりinお台場
7月16日～7月

18日
東京都 港区 お台場海浜公園 東京臨海副都心グループ

海の日を記念し、参加者と共に作成するペーパーラ
ンによる地上絵を通じて海の安全や夏の思い出とな
るイベントを開催する（本年は新型コロナウィルス感
染症対策としてWEB配信開催を予定している）

61

ビーチの日イベント 7月31日 東京都 港区 お台場海浜公園
NPO法人 日本ビーチ文化振興

協会
7月31日のビーチの日を記念し、身近にビーチを親し
む機会となるイベントを実施する

62

第28回新島オープンウォータース
イミング大会

7月2日 東京都 新島村 前浜海岸 新島村 海中での水泳競技大会 63
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

横須賀うみかぜカーニバル2022
in うみかぜ公園

7月30日・7月
31日

神奈川県 横須賀市
平成地区

（うみかぜ公園）
よこすかseasideパートナーズ

・キッズボート体験乗船
・マリンスポーツ体験
・水辺の安全教室
・海の課題について学ぶワークショップ
※「横須賀うみかぜカーニバル実行委員会」が主催
する「横須賀うみかぜカーニバル2022」全４回（６月・
７月・９月・10月）のうちの一つを、「よこすかseaside
パートナーズ」が期間中に実施するものです。

64

海開き 7月1日 神奈川県 鎌倉市 由比ガ浜 鎌倉市 海開き 65

海開き 7月1日 神奈川県 藤沢市 片瀬海岸東浜
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 66

第１６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 67

サザンビーチ海水浴場海開き 7月2日 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎海岸 茅ヶ崎市 海開き 68

ほのぼのビーチフェスティバル２０
２２

7月31日 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎海岸 ほのぼのビーチ茅ヶ崎
主催者は湘南エリアを中心に環境ボランティア活動
を行っている団体
「海を守る」ことを目的とした環境イベント

69

逗子ビーチクラブ
7月2日・7月18

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 70

海の安全講習 7月16日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 逗子市観光協会が実施する子供向け企画 71

ウォーターパークを遊びつくそう 7月21日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 逗子市観光協会が実施する子供向け企画 72

とびうおクラブで遊ぼう 7月22日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 逗子市観光協会が実施する子供向け企画 73

マリンスポーツを楽しもう 7月25日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 逗子市観光協会が実施する子供向け企画 74
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

ずぶ濡れ決戦！
水鉄砲ウォーズ

7月28日 神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 逗子市観光協会が実施する子供向け企画 75

海に親しむ水泳体験2days！
7月30日・7月

31日
神奈川県 逗子市 逗子海岸 逗子市観光協会 逗子市観光協会が実施する子供向け企画 76

海開き 7月3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 77

海水浴場海開き 7月15日 神奈川県 湯河原町 湯河原海岸
湯河原町やっさまつり海水浴行

事実行委員会
神事（安全祈願）のみ 78

第31回少年少女　　砂の芸術大
会

7月16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 79

CCZフェスティバル
7月22日～7月

24日
石川県 白山市 徳光海岸 C.C.Zフェスティバル実行委員会

海岸エリアでは、ビーチサッカー・ビーチバレー、公園
エリアでは、ステージイベント・キッチンカー、商業施
設エリアでは、キッチンカー・物産フェア等を開催予定

80

井鼻海水浴場海開き 7月9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・イベント） 81

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 82

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 83

柿崎中央海水浴場海開き 7月2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 84

直江津祇園祭大花火大会 7月26日 新潟県 上越市
直江津港海岸（西

海岸地区）
直江津祇園祭協賛会

花火大会
感染症対策の上実施

85

糸魚川・上越・妙高SEA TO
SUMMIT2022

7月16日・7月
17日

新潟県
糸魚川市・上越

市・妙高市

能生・筒石・直江
津港海岸（西海岸

地区）

上越地域SEA TO SUMMIT実行
委員会

人力のみで海（カヤック）から里（自転車）、そして山
頂（登山）へと進む中で自然について考える環境ス
ポーツイベント

86

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） 87
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

糸魚川海水浴場海開き 7月1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） 88

第１４回
ビーチライフＩＮ新潟

7月31日 新潟県 新潟市中央区
新潟港海岸
日和山浜

ビーチライフＩＮ新潟実行委員会 各種ビーチスポーツ大会 89

安全祈願祭 7月1日 新潟県 長岡市
寺泊港海岸（寺泊

地区）
寺泊観光協会 大海供養、神事 90

海開き 7月16日 新潟県 柏崎市
柏崎港海岸（柏
崎・鯨波地区）

浜茶屋組合 海水浴の安全祈願 91

千里浜なぎさふれあい教室 7月12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、稚魚放流も行う。

92

今浜海水浴場浜開き 7月14日 石川県 宝達志水町
宝達志水海岸
（今浜海岸）

今浜浜茶屋組合 浜開き 93

大島海水浴場海開き
7月16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 94

増穂浦海水浴場海開き
7月16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 95

袖ヶ浜海水浴場海開き 7月16日 石川県 輪島市 袖ヶ浜海水浴場 輪島市 海開き 96

恋路海水浴場海開き 7月15日 石川県 能登町 恋路海岸 恋路海水浴場管理組合 海開き 97

五色ケ浜海水浴場海開き 7月15日 石川県 能登町 宮崎海岸 梶設備(株) 海開き 98

マリンパーク海開き 7月9日 静岡県 御前崎市 御前崎港緑地 御前崎市 海開き 99

静波海水浴場海開き 7月15日 静岡県 牧之原市 静波海岸 牧之原市 海開き 100

相良サンビーチ海開き 7月15日 静岡県 牧之原市 相良海岸 牧之原市 海開き 101
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三保海水浴場海開き 7月17日 静岡県 静岡市 三保 静岡市 海開き 102

津花火大会 7月30日 三重県 津市
阿漕・藤枝・米津

地区海岸
津花火大会実行委員会 花火打ち上げ 103

古里海岸海開き 7月10日 三重県 紀北町 海野 古里観光協会 神事、宝探し等 104

きほく燈籠祭 7月23日 三重県 紀北町 長島 燈籠祭実行委員会 港市、花火大会、大燈籠等 105

オープンウォータースイミング三
重オープン2022尾鷲

7月31日 三重県 尾鷲市 三木里 （一社）三重県水泳連盟
日本選手権トライアル、一般、高校生以下、ジュニア
の部の競技種目分けによる競泳大会

106

西浦温泉パームビーチ海開き 7月1日 愛知県 蒲郡市 倉舞港 西浦観光協会 海開き 107

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 108

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 109

鷹巣海水浴場海開き 7月8日 福井県 福井市 浜住海岸 鷹巣観光協会 海開き 110

鮎川海水浴場海開き 7月8日 福井県 福井市 鮎川海岸 鮎川観光協会 海開き 111

越廼海水浴場海開き 7月9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 112

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

海開き神事及び豊漁祈願祭 113

河野海水浴場海開き 7月7日 福井県 南越前町 河野海水浴場 河野観光協会 海開き 114

糠海水浴場海開き 7月7日 福井県 南越前町 糠海水浴場 河野観光協会 海開き 115

甲楽城海水浴場海開き 7月7日 福井県 南越前町 甲楽城海岸 河野観光協会 海開き 116
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こうの夏祭り 7月23日 福井県 南越前町 甲楽城海岸 河野観光協会 夏祭りイベント 117

海開き 7月1日 福井県 美浜町 菅浜海岸 美浜町 海開き 118

町内海水浴場海開き 7月9日 福井県 高浜町 城山海水浴場 若狭高浜観光協会 海開き式典 119

間人みなと祭 7月23日 京都府 京丹後市 間人港 間人みなと祭実行委員会
間人の町中で梵天丸(船)の巡行・パレードがありま
す。露店も予定しておりますが、規模縮小の可能性
があります。

120

浅茂川水無月祭 7月30日 京都府 京丹後市 八丁浜海水浴場 水無月祭典委員会

昼のみこし巡行から夜の花火大会までたくさんの人
で賑わう網野町内最大の夏祭り。みこし巡行の見せ
場・海上渡御では、担ぎ手の勇ましい掛け声が八丁
浜に響きわたります。

121

神崎海水浴場海開き 7月1日 京都府 舞鶴市 神崎海岸 神崎観光協会 海開き 122

ビーチDEスポーツ 7月3日 大阪府 貝塚市澤
貝塚市脇の浜地

区海岸
びーちＤＥすぽーつ実行委員会 ビーチでスポーツ 123

ビーチサッカーイベント
7月2日～7月

10日
大阪府

泉南市りんくう
南浜

樽井地区海岸 株式会社　アヴァンチ大阪 ビーチサッカーイベント 124

ビーチラグビー大会「ROAD TO
2023」大阪サザンビーチ大会

7月16日・7月
17日

大阪府
泉南市りんくう

南浜
樽井地区海岸 関西ビーチラグビー協会 ビーチラグビー大会 125

音楽イベント
7月21日～7月

25日
大阪府

泉南市りんくう
南浜

樽井地区海岸
FARS ENTERTAINMENT 株式会

社
音楽イベント 126

第９回深日港活性化イベント深日
港フェスティバル

7月3日 大阪府 岬町 深日港海岸
深日港活性化イベント実行委員

会（事務局：岬町）
大阪湾ミニクルーズ、特産品の販売等

127

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 128

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 129
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多賀の浜海水浴場海開き 7月初旬 兵庫県 淡路市 郡家港海岸 淡路市 海開き 130

江井海水浴場海開き 7月初旬 兵庫県 淡路市 江井港海岸 淡路市 海開き 131

ジオパーク海開き 7月16日 兵庫県 美方郡香美町
今子浦、香住海

岸
香美町香住観光協会 海開き 132

香住ふるさと祭り 7月1日 兵庫県 美方郡香美町 香住海岸 実行委員会 花火大会 133

青井浜ワンワンビーチ海開き 7月16日 兵庫県 豊岡市
青井浜ワンワン

ビーチ
たけの観光協会 海開き 134

竹野海岸海開き 7月1日 兵庫県 豊岡市 竹野港海岸 たけの観光協会 海開き（鷹野神社にて海開きの神事を行う） 135

たけの海上花火大会 7月30日 兵庫県 豊岡市 竹野港海岸
竹野町海上花火大会実行委員

会
花火大会 136

気比の浜海開き 7月10日 兵庫県 豊岡市 津居山港海岸 気比の浜観光開発協会 海開き 137

アジュール舞子海水浴場開設 7月7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
海水浴場の開設 138

須磨海水浴場海開き 7月7日 兵庫県 神戸市 神戸港海岸 神戸市 海開き 139

神戸港ボート天国 7月18日 兵庫県 神戸市 神戸港海岸

（一財）神戸観光局、神戸市港
湾局、（公社）神戸海事広報協

会、Kobe Love Portみなとまつり
実行委員会

官公庁船艇等の体験航海、一般公開 140

大蔵海岸海水浴場海開き 7月16日 兵庫県 明石市 大蔵海岸 明石市 海開き 141

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 142

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 143
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浜の宮海水浴場海開き 7月1日 和歌山県 和歌山市
和歌山下津港海

岸
浜の宮ビーチ管理運営委員会 海水浴場海開き 144

片男波海水浴場海開き 7月1日 和歌山県 和歌山市
和歌山下津港海

岸
片男波海水浴場管理運営委員

会
海水浴場海開き 145

磯ノ浦海水浴場海開き 7月1日 和歌山県 和歌山市
和歌山下津港海

岸
（一社）マリンパーク磯ノ浦 海水浴場海開き 146

加太海水浴場海開き 7月1日 和歌山県 和歌山市 加太港海岸 加太地域活性化協議会 海水浴場海開き 147

西広海岸海水浴場海開き 7月3日 和歌山県 広川町 西広海岸
広川町

観光協会
海水浴場海開き 148

田辺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 海水浴場海開き 149

臨海浦海水浴場開き 7月16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 150

江津良海水浴場開き 7月16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 151

椿海水浴場開き 7月16日 和歌山県 白浜町 椿地区海岸 白浜町 海水浴場海開き 152

花火ラリー
7月17日・7月
24日・7月31日

和歌山県 白浜町 白浜地区海岸
南紀白浜
観光協会

1回約800発の花火 153

橋杭海水浴場海開き 7月2日 和歌山県 串本町
串本鬮野川地区

海岸
（一社）南紀串本観光協会 海水浴場海開き 154

田原海水浴場海開き 7月2日 和歌山県 串本町 下田原漁港海岸 串本町 海水浴場海開き 155

那智海水浴場海開き 7月16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 156

玉の浦海水浴場海開き 7月16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 157

皆生海岸海遊 ビーチ 海開き 7月9日 鳥取県 米子市
米子市　皆生海

岸
米子市観光協会 海開き（7/9～8/28） 158
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第40回全日本トライアスロン皆生
大会

7月17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、この競技の内、水泳(3km)が皆生海岸で実施され
る。

159

花火大会 7月17日 島根県 隠岐の島町 西郷港海岸 LIGHT UP OKI 実行委員会 花火大会 160

渋川海水浴場海開き 7月9日 岡山県 玉野市 渋川海岸 渋川海水浴場運営協議会 海開き 161

沙美海水浴場海開き 7月1日 岡山県 倉敷市 沙美海岸 沙美海水浴場運営委員会 海開き 162

海開き 7月16日 広島県 廿日市市 包ヶ浦海岸 宮島　包ヶ浦自然公園 海開き 163

たけはら海の駅
シーカヤック体験

7月17日 広島県 竹原市
北崎港

的場海水浴場
たけはら海の駅・みなとオアシス

たけはら
シーカヤック体験 164

サンポート高松トライアスロン
2022（瀬戸内国際体育祭）

7月3日 香川県 高松市 高松港海岸
サンポート高松トライアスロン大

会実行委員会
トライアスロン大会 165

いごっそうアクアスロン大会 7月3日 高知県 黒潮町 佐賀港海岸
いごっそうアクアスロン大会実行

委員会
アクアスロン大会 166

白浜海水浴場海開き 7月1日 高知県 東洋町 甲浦港海岸 東洋町 海開き 167

ヤ・シィパーク海水浴場海開き 7月17日 高知県 香南市 手結港海岸 株式会社ヤ・シィ 海開き 168

イマリンビーチ海開き 7月3日 佐賀県 伊万里市 伊万里港海岸 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

169

小城市ムツゴロウ王国芦刈夏祭
り

7月17日 佐賀県 小城市
芦刈海岸

(海遊ふれあい
パーク)

ムツゴロウ王国芦刈まちづくり
フォーラム

花火大会 170
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

鹿島市立北鹿島小学校
干潟体験

7月1日 佐賀県 鹿島市
鹿島海岸
（七浦地区

干潟交流館)
鹿島市 干潟体験 171

鹿島市立浜小学校
干潟体験

7月12日 佐賀県 鹿島市
鹿島海岸
（七浦地区

干潟交流館)
鹿島市 干潟体験 172

鹿島市立古枝小学校
干潟体験

7月15日 佐賀県 鹿島市
鹿島海岸
（七浦地区

干潟交流館)
鹿島市 干潟体験 173

イマリンビーチ海開き式典 7月3日 佐賀県 伊万里市 伊万里港海岸 伊万里市 海開き 174

太良人工海浜公園白浜海水浴場
海開き式

7月8日 佐賀県 太良町 大浦港海岸 太良町 海開き 175

海っぴビーチマリンスポーツ教室 7月31日 福岡県 福岡市 百道浜地区
マリゾン・博多港環境整備共同

事業体
ビーチマリンスポーツの体験会 176

白浜海水浴場海開き 7月16日 長崎県 南島原市 白浜海岸 南島原市 海開き 177

若宮海水浴場海開き 7月1日 熊本県 宇城市 戸馳漁協海岸 宇城市 海開き 178

さざ波フェスタ 7月17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）
サンドアート展示、花火、ステージイベント 179

第２７回海の日協賛・みすみ港祭
り

7月23日 熊本県 宇城市 三角港海岸
海の日協賛・みすみ港祭り実行

委員会
海上花火大会、海の日式典（海事功労者表彰）等 180

海開き 7月中旬 宮崎県 串間市 高松海岸 串間市 海開き 181

のべおか海開き 7月9日 宮崎県 延岡市 古江港海岸 延岡市 市内３つの海水浴場による合同の海開き 182

海開き 7月2日 宮崎県 日南市 大堂津海岸 大堂津海水浴場運営協議会 海開き 183

海開き 7月3日 宮崎県 日南市 富土海岸 富土海水浴場協賛会 海開き 184

花火大会 7月16日 宮崎県 日南市 油津海岸 油津港まつり協賛会 花火大会 185
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

海開き 7月17日 宮崎県 日南市 栄松海岸 コ－ストライフ 海開き 186

海開き ７月中旬 宮崎県 日向市 お倉ヶ浜 日向市 海開き 187

海開き ７月中旬 宮崎県 日向市 伊勢ヶ浜 日向市 海開き 188

海開き ７月中旬 宮崎県 日向市 金ヶ浜 日向市 海開き 189

ビーチバレー大会　九州サンカッ
プ’４　鹿児島大会

7月3日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸
NPO法人 九州ビーチバレーリー

グ
ビーチバレーボール大会 190

第３１回カヌー錦江湾横断 7月17日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸 荒田カヌー同好会 カヌー遠距離漕艇 191

第６８回清水小学校錦江湾横断
遠泳

7月21日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸
第６８回清水小学校錦江湾横断

遠泳実行委員会
横断遠泳大会 192

第１９回原田学園スイミングス
クール錦江湾横断遠泳大会

7月23日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸 原田学園スイミングスクール 横断遠泳大会 193

磯ビーチヨガ 7月23日 鹿児島県 鹿児島市 磯海岸
（公財）鹿児島市スポーツ振興

協会・鹿児島市
ビーチヨガ 194

海水浴場海開き 7月2日 鹿児島県 阿久根市
飛松地区西目海

岸
委託事業者及び指定管理者 大川島海水浴場の海開き(神事) 195

海水浴場海開き 7月2日 鹿児島県 阿久根市
脇本地区脇本海

岸
委託事業者及び指定管理者 脇本海岸海水浴場の海開き(神事) 196

海水浴場海開き 7月2日 鹿児島県 阿久根市 阿久根大島 委託事業者及び指定管理者 阿久根大島海水浴場の海開き(神事) 197

シーサイドステーション
あくね

7月18日 鹿児島県 阿久根市 脇本地区脇本海岸 市・委託事業者 ラジオ公開生放送・イベント等（予定） 198

シーカヤック大会 7月31日 鹿児島県 垂水市 柊原地区海岸 垂水市 シーカヤック大会 199

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 200
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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

名　　称 実施予定日
開催場所

主　　催 行　事　の　概　要 番号

O2Y（Okinawa to Yoron外洋縦断
レース）

7月上旬 鹿児島県 与論町 前浜海岸 ｶﾅｶ沖縄O2Y実行委員会 SUPによる30km海峡横断レース 201

与論小学校遠泳大会 7月6日 鹿児島県 与論町 大金久海岸 与論小学校 与論小児童・伴泳者による遠泳 202

奄美シーカヤックマラソン
ＩＮ加計呂麻大会

7月2日・7月3
日

鹿児島県 瀬戸内町
清水海岸等，古
仁屋港内の各海

岸
瀬戸内町 奄美シーカヤックマラソンＩＮ加計呂麻大会の開催 203
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