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団体名 事業名 イベント名 日時 場所

CHANGE FOR THE BLUEしまね一斉清掃 4／1～12／31 島根県内各地

しまねごみゼロの日制定記者会見 6月 （調整中） 島根県松江市

しまねごみゼロの日一斉ライトアップ 島根県内各地

しまねごみゼロの日一斉ごみ拾い 8月 （調整中） 島根県内各地

しまねごみゼロの日制定記者会見 6月 （調整中） 島根県松江市

しまねごみゼロの日一斉ライトアップ 8月 （調整中） 島根県内各地

しまねごみゼロの日一斉ごみ拾い 8月 （調整中） 島根県内各地

未定 2020年5月30日（予定） かんたん港園・田ノ浦ピーチ（予定）

OBSサマーフェスタ2020（未定） 2020年8月7日・8日 大分市若草公園

大分トリニータ×CHANGE FOR THE BLUEタイアッ
プイペント（仮）

未定（大分トリニータHOME戦開催日） 昭和電工ドーム・ドーム周辺

大分県内での海岸清掃活動（未定） 2020年6月（予定） 大分県内沿岸（数か所）

大分市いっせいごみ拾い（仮） 2020年8月9日（予定） 大分市内各地

大分の海を、佐賀関の海からキレイにしよう！

（仮）
2020年7月～8月（海の家営業期間内） 大志生木海水浴場

OBSサマーフェスタ2020（未定） 2020年8月7日・8日 大分市若草公園

大分トリニータ×CHANGE FOR THE BLUEタイアッ
プイペント（仮）

未定（大分トリニータHOME戦開催日） 昭和電工ドーム・ドーム周辺

大分県内での海岸清掃活動（未定） 2020年6月（予定） 大分県内沿岸（数か所）

大分市いっせいごみ拾い（仮） 2020年8月9日（予定） 大分市内各地

大分の海を、佐賀関の海からキレイにしよう！

（仮）
2020年7月～8月（海の家営業期間内） 大志生木海水浴場

いわて海ごみなくし隊　実行委員会

飲食イベントやさんさ祭り等伝統行事と連携した

海洋ごみ削減・周知啓発（CFB・海と日本
2020）

いわて海ごみなくし隊～海と日本PROJECT～ 4月1日 10：00～3月31日17：00 岩手県内

うみゴミ対策琵琶湖プロジェクト実行委員会

自治体と連携した一斉清掃活動及びプロダクト開

発等による海洋ごみ削減・周知啓発（CFB・海と
日本2020）

海と日本プロジェクト「びわ湖1周ゴミ拾い」 4月～7月 滋賀県・京都府・大阪府

海と日本プロジェクトスポGOMI甲子園県大会
8月1日～10月31日 東京都内の海岸線、河川敷、街中のいずれかの場所

海と日本プロジェクトスポGOMI甲子園全国大会 11月7日～15日の間の1日 墨田区役所すみだリバーサイドホール

海洋ごみゼロプロジェクトin岡山実行委員会
プロスポーツチームと連携した清掃活動やプロダ

クト開発等による海洋ごみ削減・周知啓発

（CFB・海と日本2020）

プロスポーツチームと連携した清掃活動やプロダク

ト開発等における海洋ごみ削減・周知啓発（海と日

本PROJECT）
2020年2月24日～2021年3月31日 岡山県全域

～海と日本PROJEGT～inペガルタ仙台ホームゲーム
5月31日～9月20日（仮） ※ペガルタ仙台
ホームゲーム8試合想定（コロナウィルスの
影響により日程再調整）

ユアテックスタジアム

～海と日本PROJECT～in仙台七タ花火祭 2020/08/05
仙台市青葉区／西公園付近一帯、広瀬川河川区域及び川内地

区

～海と日本PROJECT～in仙台七タまつり 8月6日～8月8日 勾当台公園市民広場

元気だけん！くまモン県プロジェクト県下一斉清掃

～海と日本PROJECT～ 5月30日～6月8日
熊本県内（熊本市、八代市、荒尾市、天草市、上益城郡嘉島

町ほか）

SUP全日本選手権海ゴミ出前教室～海と日本
PROJECT～ 10月10日、11日 熊本県水俣市湯の児

アジア・太平洋水サミット海ゴミで前教室～海と日

本PROJECT～ 2020/10/19 熊本県熊本市熊本城ホール

高知クリーンアッププロジェクト実行委員会

よさこい祭りとの連携やプロダクト開発等による

海洋ごみ削減・周知啓発（CFB・海と日本
2020）

ゴミゴミ99（ナイナイ）キャンペーン～海と日本
PROJECT～ 5月～11月 高知県内

北海道530プロジェクト「おもてなし」大作戦！～
海と日本PROJECT～ 7月中旬 札幌市

コスプレごみ拾いイベント～海と日本PROJECT～
（仮）

9月～11月（予定） 函館市、釧路市、苫小牧市、小樽市のいずれか想定

ミズウオの解剖～海と日本PROJECT～ 8月頃 静岡市（もしくは静岡県中部）

清水七タまつりでの海ごみに関する啓発活動 ～海と
日本PROJECT～

7月2日（木）10：30～7月5日（日）21：
00 静岡県静岡市清水区

CHANGE FOR THE BLUE in青森実行委員会
ねぶた等地域伝統行事と連携した海洋ごみ削減・

周知啓発（CFB・海と日本2020） 未提出

160 万人海ごみゼロ！『拾い箱』プロジェクト
～日本財団 海と日本PROJECTin 鹿児島～ 2020年7月～12月 鹿児島県内一円

160 万人海ごみゼロ！運動～日本財団 海と日本
PROJECTin 鹿児島～ 7月 MBCグラウンド

160 万人海ごみゼロ！ナイトアクアリウム
～日本財団 海と日本PROJECTin 鹿児島～ 2020/10/01 かごしま水族館

ホココスwithコスプレde海ごみゼロ大作戦！～海と
日本PROJECT～ 5月17日12：00～17：00（予定） 名古屋

コスプレde海ごみゼロ大作戦i～海と日本PROJECT
～ 5月30日12：00－18：00（予定） 東京都港区東京タワー付近

世界コスプレサミット2020withコスプレde海ごみゼ
ロ大作戦！～海と日本PROJECT～ 8月1日～2日10：00～21：00 愛知県名古屋市オアシス21

海洋ごみ問題ジブンゴト化プロジェクトin広島
地域フェスティバル等と連携した海洋ごみ削減・

周知啓発（CFB・海と日本2020）
海洋ごみ問題ジブンゴト化プロジェクト～海と日本

PROJECT～ 4月1日10：00～12月31日17：00 広島県内

海と渚環境美化・油濁対策機構
全国海浜清掃活動の推進（海でつながる）（海と

日本2020）
全国に海浜清掃用ごみ袋を配布（海と日本プロジェ

クト）
4月～12月 全国各地で実施

海と日本プロジェクト in えひめ 海岸・河川・その他
清掃活動

２０２０年５月〜１０月（予定） 愛媛県内各所

海と日本プロジェクト in えひめ 大型イベントと連携
した周知啓発

 （松山市お城下ウォーク、ラジフェス、愛媛マラソ
2020年5月～2021年2月（予定） 愛媛県松山市

海と日本プロジェクト in えひめ 海ごみ学習イベント
（仮）

２０２０年５月〜１０月（予定） 愛媛県内各所（中予地域、東予地域、南予地域）

スポGOMI甲子園実行委員会
海と日本プロジェクトスポＧＯＭＩ甲子園

（CFB･海と日本2020）

宮城海ごみプロジェクト実行委員会

七夕等伝統行事やプロスポーツチームと連携した

海洋ごみ削減・周知啓発（CFB・海と日本
2020）

元気だけん！くまモン県プロジェクト実行委員会

国際サミットでの情報発信や企業と連携した一斉

清掃活動等による海洋ごみ削減・周知啓発

（CFB・海と日本2020）

CHANGE FOR THE BLUE しまね実行委員会 出雲大社や松江城等と連携した海洋ごみ削減・周

知啓発（CFB・海と日本2020）

CHANGE FOR THE BLUE in大分実行委員会 自治体やプロスポーツチーム等と連携した海洋ご

み削減・周知啓発（CFB・海と日本2020）

コスプレ海ごみゼロ実行委員会
コスプレと連携した海洋ごみ削減・周知啓発

（CFB・海と日本2020）

えひめ海ごみ調査プロジェクト実行委員会
スポーツ大会や子どもたちへの教育等を通じた海

洋ごみ削減・周知啓発（CFB・海と日本2020）

北“海”道530プロジェクト大作戦！実行委員会
道内イベントやコスプレイヤーと連携した海洋ご

み削減・周知啓発（CFB・海と日本2020）

しずおか海洋ごみゼロ対策プロジェクト実行委員

会

自治体と連携した海洋ごみ削減イベント及び子ど

ものワークショップ等による海洋ごみ削減・周知

啓発（CFB・海と日本2020）

CHANGE FOR THE BLUE 鹿児島実行委員会
水族館と連携したオリジナルイベントや「拾い

箱」による海洋ごみ削減・周知啓発（CFB・海と
日本2020）
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団体名 事業名 イベント名 日時 場所

海ごみゼロウィークー斉ごみ拾い～海と日本

PROJECT～ 2020年5月～6月 福井県全域

わんぱくフェアでごみ拾い～海と日本PROJECT～ 2020年5月2日、3日 福井市・美浜町

ヨサコイいっちょらい・ぺんたワイワイ夏まつり～

海と日本PROJECT～ 2020年8月初旬 福井駅前

CHANGE FOR THE BLUEプロダクト開発～海と日
本PROJECT～ 通年 福井県全域

2020福丼県フェス～海と日本PROJECT～ 2020年9月12日、13日 福井駅前

スポーツフェス（福丼県フェス）～海と日本

PROJECT～ 2020/10/11 福井県営陸上競技場9．98スタジアム前広場

海洋ごみ問題に関するアンケート調査～海と日本

PROJECT～ 2020年5月・12月 福井県全域

海と川をきれいにする日（海と日本PROJECT
CHANGE FOR THE BLUE一斉ごみ拾い） 2020年6月7日（日） 富山市岩瀬浜ほか

海岸をきれいにする日（海と日本PROJECT
CHANGE FOR THE BLUE一斉ごみ拾い） 2020年7月5日（日） 富山市岩瀬浜ほか

ふるさと美化大作戦（海と日本PROJECT
CHANGE FOR THE BLUE一斉ごみ拾い） 2020年8月23日（日） 富山市全域

小学校モデル授業（海と日本 PROJECT） 2020年6月～2020年10月（調整中） 富山市内の小学校

農業関係者を対象としたフォーラム（仮）（海と日

本 PROJECT） 2020年5月～2020年12月（調整中） 富山市内

まちなかイベント連携（仮）（海と日本

PROJECT） 2020年6月～2020年12月（調整中） 富山市内

西淡中学校清掃活動～海と日本PROJECT～ 5月7日15：00～16：00 兵庫県南あわじ市慶野松原海水浴場

ビーチヨガ～海と日本PROJECT～ 5月16日13：00～19：00 兵庫県南あわじ市慶野松原海水浴場

うみぞら映画祭2020in淡路島～海と日本PROJECT
～

5月30日、31日16：00～18：30 大浜海水浴場

アワハワ～海と日本PROJECT～ 5月30日13：00～18：00 兵庫県南あわじ市慶野松原海水浴場

ジャパンビーチバレーポール南あわじ大会ピーチク

リーン   ～海と日本PROJECT～ 6月27日8：00～9：30 慶野松原海水浴場

海ホタル放流会～海と日本PROJECT～ 2020/08/09 慶野松原海水浴場

3海峡クリーンアップ大作戦～海と日本PROJECT～ 2020/09/26
南あわじ市伊毘海岸／洲本市由良生石海岸／淡路市岩屋田ノ

代海岸

花博sodatete market～海と日本PROJECT～
2020/09/19 兵庫県洲本市民広場

花博sodatete market～海と日本PROJECT～ 2020/09/20 兵庫県洲本市民広場

花博sodatete market～海と日本PROJECT～ 2020/09/21 兵庫県洲本市民広場

アロハスフェスタ ～海と日本PROJECT～
2020/10/17 兵庫県南あわじ市慶野松原海水浴場

海と日本プロジェクト　ふくしま海ごみ削減プロ

ジェクト「一斉清掃活動」
6月～10月 いわき市、郡山市、南相馬市など

海と日本プロジェクト　大型イベントと連携した周

知啓発活動等
6月～10月 いわき市、西郷村、矢吹町、郡山市、福島市など

海と日本プロジェクト　こども海洋調査団 11月 いわき市・アクアマリンふくしまほか

海と日本PROJECTまちなかごみ拾いinツエーゲン金
沢MRO北陸放送SPECIAL MATCH 5月6日11：00～12：00（仮） 石川県金沢市西部緑地公園陸上競技場及び周辺

海と日本PROJECT海岸線ごみ拾いinSSTR（サンラ
イズ・サンセット・ツーリング・ラリー）

5月24日11：00～13：00（仮） 石川県羽咋市千里浜なぎさドライブウェイ

海と日本PROJECTまちなかごみ拾いin金沢百万石ま
つり「百万石踊り流し」

6月6日18：00～20：00（仮）
石川県金沢市内（金沢百万石まつり「百万石踊り流し」コー

ス内にて）

海と日本PROJECTまちなかごみ拾いin加賀百万石
ツーデーウォーク

6月7日8：30～16：00（仮）
石川県金沢市内（加賀百万石ツーデーウオークコース内に

て）

海と日本PROJECT海ごみ問題PRinMRO旅フェスタ
2020 6月28日10：00～16：00（仮） 石川県産業展示館

海と日本PROJECTまちなかごみ拾いin金沢オクトー
バーフェスト2020 8月30日11：00～13：00（仮） いしかわ四高記念公園及び周辺

海と日本PROJECTまちなかごみ拾いinMROこども
みらいキャンペーン

9月6日10：00～12：00（仮） 石川県金沢市内

海と日本海ごみゼロブロジェクトオリジナル商品販

売開始
6月27日10；OO～16：00（仮） 石川県内

海ごみゼロ維新プロジェクトサッカーJ2リーグレノ
ファ山口戦～海と日本PROJECT～

4月19日（仮）、5月24日（仮）16：00～
16：30 維新みらいふスタジアム

海ごみゼロ維新プロジェクトおごおり地域づくり協

議会ごみゼロ作戦～海と日本PROJECT～ 6月11日15：00～16：00 新山口駅周辺

海ごみゼロ維新プロジェクト 山口七タちょうちんま
つり～海と日本PROJECT～ 8月6日、7日17：30～21：30 山口市中心商店街など

海ごみゼロ維新プロジェクト　西日本やきとり祭り

In長門～海と日本PROJECT～ 8月29日、30日10：00～18：00 山口県漁協湊魚市場

「ごみ拾い健康ウォーク」（仮）
5月～7月 山梨県内

「やまなし環境フォーラム」（仮） 6月（予定） 山梨県甲府市内

地元放送局イベントブースに出展、ステージイベン

ト
7月4・5日 山梨県甲府市JR甲府駅北ロ多目的広場

一斉清掃活動～海と日本 PROJECT～ 4月～12月 検討中

日本一の芋煮会フェスティバルにて周知啓発～海と

日本 PROJECT～ 6月～10月 山形市馬見ヶ崎川河川敷

プ ロ サ ッ カ ー チ ー ム モ ン テ デ ィ オ 山 形 の
試 合 で の 周 知啓 発 活 動
～海と日本 PROJECT～

6月～12月 山形県天童市

クリーンツーリズム～海と日本 PROJECT～ 5月～12月 検討中

福丼県プロジェクト実行委員会

プラスチック代替素材を用いた飲食イベント開催

や県民意識調査等による海洋ごみ削減・周知啓発

（CFB・海と日本2020）

海ごみゼロプロジェクトin石川実行委員会
地域の祭りやツーリングイベントと連携した海洋

ごみ削減・周知啓発（CFB・海と日本2020）

海ごみゼロ維新プロジェクト実行委員会
プロスポーツチームや祭り等と連携した海洋ごみ

削減・周知啓発（CFB・海と日本2020））

海なしやまなし発!海ごみZEROプロジェクト実行
委員会

河川流域調査や自治体と連携したフォーラム開催

等による海洋ごみ削減・周知啓発（CFB・海と日
本2020）

CHANGE FOR THE BLUE in 富山実行委員会
自治体と連携した地域ぐるみの海洋ごみ対策モデ

ル構築（CFB・海と日本2020）

ひょうご瀬戸内ごみゼロ青年団実行委員会
映画祭やスポーツイベント等と連携した海洋ごみ

削減・周知啓発（CFB・海と日本2020）

ふくしま海ゴミ削減プロジェクト実行委員会

子ども向け周知啓発イベントや企業･スポーツ

チームと連携した一斉清掃活動（CFB・海と日本
2020）

海洋ごみバスターズin山形実行委員会
飲食イベントや祭り等との連携及び親子体験プロ

グラムによる海洋ごみ削減・周知啓発（CFB・海
と日本2020）
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団体名 事業名 イベント名 日時 場所

海洋ごみシンポジウム～海と日本 PROJECT～ 5月～12月 検討中

スポ GOMI 甲子園～海と日本 PROJECT～ 5月～10月 検討中

海と日本プロジェクト 海ごみゼロにいがた大作戦
（仮題）

2020年4月～11月 新潟県

海と日本プロジェクト 長岡花火ごみゼロプロジェク
ト（仮題）

2020年8月2日（日）～4日（火） 長岡市

海と日本プロジェクト 日本海夕日コンサートごみゼ
ロプロジェクト（仮題）

2020年8月10日（月祝） 新潟市西区青山海岸

イベント内でのワーウショップ開催 2020年4月～10月 新潟市中央区関屋浜海水浴場

スポGOMI甲子園との連携 2020年4月～10月 新潟市中央区関屋浜海水浴場

瀬戸内スポーツごみ拾いin小豆島 ～海と日本
PROJECT～ 5月30日10：00～12：00 小豆島（香川県小豆郡土庄町）

海洋ごみ対策市民リーダー育成講習会～海と日本

PROJECT～
7月18日13：00～20：0019日9：00～
12：00 小豆島（香川県小豆郡土庄町）

瀬戸内スポーツごみ拾いin今治（他複数箇所）～海
と日本PROJECT～ 9月26日9：00～12：00 瀬戸内海各地

オリーブフォーラム2020in岡山～海と日本
PROJECT～ 10月24日13：00～16：00 岡山大学

美らビーチクリーン大作戦2020～海と日本
PROJECT～（仮） 9月5日・6日11：00～16：00 豊崎美らSUNビーチ

那覇大綱挽まつりごみゼロキャンペーン～海と日本

PROJECT～（仮） 10月10日～12日 11：00～18：00 奥武山公園運動公園

県内の海洋ごみ一斉清掃～海と日本PROJECT～
（仮）

4月～6月上旬中心 長崎県内各所

海ごみに関しての学びを共有するワークショップ

長崎の海洋ごみ（海洋ごみの特徴・漂着ごみなど）

の現状報告   ～海と日本PROJECT～（仮）
9月～11月ごろ 長崎県内

逗子海岸営業協同組合
逗子海岸プラごみ削減プロジェクト（海と日本

2020）
海と日本「逗子海岸プラごみ削減プロジェクト」

 海開き式典内での記者発表 2020/06/26 逗子海水浴場

海と日本プロジェクトin石川県実行委員会
海と日本プロジェクトinいしかわ（海と日本
2020）

奥能登の海と恵みを学ぼう！2020～海と日本プロ
ジェクト～

7月29日（水）8：00～7月31日（金）18：
30 石川県能登町及び珠洲市

海と日本プロジェクトin新潟実行委員会 海と日本プロジェクトin新潟（海と日本2020）
海と日本プロジェクト        新潟の海の魅力を知り
隊・伝え隊・守り隊！        ～お寿司を通じて見つけ
た地域毎の文化の違い～（仮題）

2020年7月～11月 新潟県内

海と日本プロジェクトin長野県実行委員会 海と日本プロジェクトin長野（海と日本2020） 海と日本プロジェクトin長野「海の恵みを届け隊」 6月～10月（調整中） 長野県、新潟県（調整中）

海と日本プロジェクトin富山実行委員会 海と日本プロジェクトin富山県（海と日本2020） 海と日本PROJECT　富山かまぼこ学校 2020年6月～2021年2月（調整中） 富山県

海と日本プロジェクトin京都実行委員会 海と日本プロジェクトin京都（海と日本2020）
海の京都調査隊 ～海の京都の生き物を調査せよ～
（仮）

７月２９日７：００ ～７月３０日１７：０
０（１泊２日） 宮津市

海と日本プロジェクトin愛知県実行委員会 海と日本プロジェクトin愛知県（海と日本2020）
海と日本プロジェクト「豊かな海 愛知の海を学ぼ
う！～我ら三河湾水質調査隊～」

7月または8月で調整中 愛知県蒲郡市等

海と日本プロジェクトｉｎ秋田県実行委員会 海と日本プロジェクトin秋田県（海と日本2020）
海と日本 PROJECT あおもり・あきた 海山調査団
（仮）

7月～8月 青森県・秋田県

海と日本プロジェクトin三重県実行委員会 海と日本プロジェクトin三重県（海と日本2020）
名：海と日本プロジエクト みえのうみ通信社！
～潮流の可能性を追え～

7月下旬から8月上旬にかけて 1泊2日 三重テレビ放送本社

海と日本プロジェクトin青森県実行委員会 海と日本プロジェクトin青森県（海と日本2020）
海と日本プロジェクト　in青森県・秋田県
             「あおもり・あきた 日本海調査団 ～白神山
地の恵みを知ろう！～」

2020年7月28日（火）～7月30日（木） 青森県深浦町・秋田県八峰町

海と日本プロジェクトin大阪実行委員会 海と日本プロジェクトin大阪（海と日本2020）
海と日本プロジェクト「魚庭（なにわ）のライター

プロジェクト」（仮）
2020年8月中（予定） 泉佐野漁港などを予定

海と日本プロジェクトin岡山実行委員会 海と日本プロジェクトin岡山（海と日本2020）
瀬戸内の海のアイドルを守る！スナメリ調査団in前
島        （海と日本PROJECTin岡山） 2020年2月24日～2021年3月31日 岡山県全域

海と日本PROJECTin沖縄県実行委員会 海と日本PROJECT in 沖縄県（海と日本2020） 未提出

海と日本プロジェクトinみやぎ実行委員会
海と日本プロジェクト in みやぎ（海と日本
2020）

海と日本PROJECTオリジナルイベント        気仙沼
の漁業を支えるお仕事学び隊！（仮）

7月1日（水）～ 8月31日（月）予定 気仙沼市

とっとり・しまね海の恵み追跡団～日本海から私た

ちの食卓まで～（仮）
7月～8月 島根県隠岐郡、鳥取県境港市

みんなの教室から見る海の未来（仮） 5月～3月（調整中） 島根県内

海と日本プロジェクトさばける塾（仮） 9月～10月 （調整中） 島根県内

海と日本プロジェクト とっとり海洋ごみ清掃ウォー
クラリー（仮）

5月2日8：00～13：00（予定） 鳥取県鳥取市賀露みなと海水浴場

海と日本プロジェクト とっとり・しまね 海の恵み追
跡団 ～日本海から私たちの
食卓まで～（仮）

7月27日8：00～7月29日15：00（予定） 島根県隠岐諸島、鳥取県境港市

海と日本プロジェクト オリジナルイベント 名称未定 8月18日～8月19日 山梨県、 静岡県

海と日本プロジェクトさばける塾inやまなし 未定 未定

海と日本プロジェクトうみぽすグランプリ 未定 甲府駅北口よっちゃばれ広場（予定）

海と日本プロジェクトinふくおか実行委員会
海と日本プロジェクトinふくおか（海と日本
2020）

「われら糸島の海探検隊！～海と日本プロジェクト

inふくおか～」（仮） 2020年6月1日～10月31日（仮） 福岡県全域（予定）

海ごみゼロウィーク期間ゴミ拾い～海と日本

PROJECT～ 5月30日～6月8日 岐阜県

海なし県岐阜で海を学ぽう隊2020～海と日本
PROJECT～ 7月下旬～8月上旬 岐阜県・三重県

スポGOMI甲子園～海と日本PROJECT～ 8月上旬 岐阜県

さばける塾in岐阜県～海と日本PROJECT～ 10月上旬 岐阜県

海と日本プロジェクトin高知県実行委員会 海と日本プロジェクトin高知県（海と日本2020）
高知県オリジナルイペント「黒潮冒険団  ～海と日本
PROJECT～皿鉢料理の食材を守ろう」 8月 高知県内

海と日本プロジェクトin佐賀実行委員会 海と日本プロジェクトin佐賀県（海と日本2020）
唐津の海の魅力発見隊（海の幸で魚ロッケを開発し

よう）        ～海と日本PROJECT～ 8月上旬（夏休み中） 佐賀県唐津市

海と日本プロジェクトin静岡県実行委員会 海と日本プロジェクトin静岡県（海と日本2020）
海と日本PROJECTキッズサマースクール～カツオマ
スターを目指そう～（仮）

8月18日（火）8：00～8月19日（水）17：
00（1泊2日） 静岡県焼津市および静岡県御前崎市

海と日本プロジェクトBO－SO海のめぐみ発見隊
（オリエンテーション）（地引網漁）

8月 千葉市、九十九里町

美らビーチクリーンプロジェクト実行委員会
美らビーチクリーンプロジェクト（CFB・海と日
本2020）

冒険する長崎プロジェクト実行委員会

離島を中心とした地域イベントとの連携やプロダ

クト開発等による海洋ごみ削減・周知啓発

（CFB・海と日本2020）

海と日本プロジェクトinしまね実行委員会 海と日本プロジェクトinしまね（海と日本2020）

海洋ごみバスターズin山形実行委員会
飲食イベントや祭り等との連携及び親子体験プロ

グラムによる海洋ごみ削減・周知啓発（CFB・海
と日本2020）

海ごみゼロ新潟プロジェクト実行委員会

花火大会やコンサート等地元イベントと連携した

海洋ごみ削減・周知啓発（CFB・海と日本
2020）

瀬戸内オリーブ基金
瀬戸内海同時多発スポーツごみ拾い＆オリーブ

フォーラム（海と日本2020）

海と日本プロジェクトin千葉県実行委員会 海と日本プロジェクトin千葉県（海と日本2020）

海と日本プロジェクトinとっとり実行委員会 海と日本プロジェクトinとっとり（海と日本2020）

海と日本プロジェクトinやまなし実行委員会 海と日本プロジェクトinやまなし（海と日本
2020）

海と日本プロジェクトin岐阜県実行委員会 海と日本プロジェクトin岐阜県（海と日本2020）
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団体名 事業名 イベント名 日時 場所

海と日本プロジェクトBO－SO海のめぐみ発見隊
（醤油工場・イワシ加工工場体験学習）

8月 銚子市

海と日本プロジェクトBO－SO海のめぐみ発見隊
（体験レポート発表会）

8月 干葉市

海と日本プロジェクトin長崎県実行委員会
海と日本プロジェクトinながさき（海と日本
2020）

ながさき海のしましまキッズ調査隊（仮）～海と日

本PROJECT～ 7月ごろオリエンテーリング1日 五島市ほか

TOKYO SUSHI－ART Challenge（TOKYO　寿司
アートチャレンジ）   ～海と日本  PROJECT～  9月26日（予定） 東京都築地市場・千葉県船橋漁港

京浜運河クルーズと工場さんぽ～海と日本PROJECT
～

8月22日（予定） 川崎海底トンネル

東京湾アクアライン裏側探検～海と日本PROJECT～ 8月22日（予定） 東京湾アクアライン

貸切船で行く下町河川一周クルーズパナマ運河式水

門「荒川ロックゲート」の水のエレベーター～海と

日本PROJECT～
8月22日（予定） 荒川

海と日本プロジェクトinかながわ実行委員会
海と日本プロジェクトinかながわ（海と日本
2020）

海と日本PROJECT『新聞記者になって“かながわ海
新聞”をつくろう！』 7月下旬で2日間実施予定 神奈川県内3ヶ所を巡る予定

海と日本PROJECT海ごみゼロウィーク期間ゴミ拾い 5月23日～6月7日 栃木県

海と日本PROJECT栃木発！海のミネラル増やし隊 7月下旬 栃木県・茨城県

海と日本PROJECTうみぽすワークショップ 8月上旬 栃木県

海と日本PROJECT さばける塾 11月中旬 栃木県

海と日本プロジェクト若狭が昔の都の食文化を支え

ていた！        「御食国若狭と鯖街道こども調査団」 7月～8月 福井県小浜市周辺

海と日本プロジェクト海応援動画30本の制作・放送 5月 ～2月 福井県内全域

海のプロジェクト訴求映像（15秒）3パターンの制
作・放送

5月 ～2月 福井県内全域

海と日本プロジェクト首都圏PRイベント 11月 福井県内全域

海と日本プロジェクト in えひめ２０２０オリジナル
イベント

「村上海賊に学ぶしまなみ海道合宿」（仮）

２０２０年７月〜８月 １泊２日（予定） 愛媛県今治市 大島・能島・大三島 周辺

海と日本プロジェクトかがわとえひめ活動報告

（仮）

2020年7月～8月の週末の一日10：00～
16：00 せとうち旬彩館（東京都港区新橋2－19－10

ＣＨＡＮＧＥ ＦＯＲ ＴＨＥ ＢＬＵＥ 海と日本プロ
ジェクト in えひめ（仮） ２０２０年５月〜１０月（予定） 愛媛県内各所 海岸・海浜公園・島嶼部など

海と日本プロジェクト キッズマリン体験 in アンカ
レッジ・マリーナ（仮）

２０２０年７月２０日 予定 ９：００～１
５：３０

松山市北条

海と日本プロジェクトin岩手実行委員会 海と日本プロジェクトin岩手（海と日本2020）
いわてマリンキッズプロジェクトin久慈～海と日本
PROJECT～ 7月～9月※1泊2日想定 10：00～17：00 岩手県久慈市

海と日本プロジェクトin埼玉県実行委員会 海と日本プロジェクトin埼玉県（海と日本2020） 海と川・SAITAMA使節団～海と日本PROJECT～ 9月中を予定 埼玉県長瀞町、東京都江戸川区など

海と日本プロジェクトin広島うま島太郎！調査団～
アナゴ調査イベント

7月20日10：00～17：00（予定） くば漁業協同組合

海と日本プロジェクトin広島うま島太郎！調査団
～特別列車デザインイベント

8月 19日13：00～17：00（予定） 株式会社中国放送本社

海と日本プロジェクトin広島うま島太郎！調査団
～特別列車出発イベント

10月3日11：00～11：30（日時調整中） 広島駅

海と日本プロジェクトｉｎ広島　魚さばける塾 10月 日 ：～：（日時調整中） 広島酔心調理製菓専門学校

海と日本プロジェクトinかがわ実行委員会 海と日本プロジェクトinかがわ（海と日本2020）
海と日本プロジェクトinかがわ   かがわseaマスター
しまうみ探検隊

2020年7月下旬～9月中旬 三豊市、多度津町

海と日本プロジェクトinくまもと実行委員会
海と日本プロジェクトinくまもと（海と日本
2020）

「熊本ふりかけプロジェクト2020」～海と日本
PROJECT～ 2020年6月～11月 熊本市及び熊本県内の沿岸部を中心とした地域

海と日本プロジェクトinみやざき実行委員会
海と日本プロジェクトinみやざき（海と日本
2020） 海と日本PROJECT～「みやざき海キング」～ 6月1日～11月30日 青島海水浴場（宮崎市）ほか

海と日本PROJECTinふくしま実行委員会
海と日本PROJECT in ふくしま（海と日本
2020）

海と日本プロジェクトinふくしま「潮目・冒険トレ
イン・ツアー」（仮）

6月～10月
福島県いわき市・アクアマリンンふくしま、久ノ浜漁港、南

相馬市・北泉海岸ぼか

海と日本プロジェクトin滋賀県実行委員会 海と日本プロジェクトin滋賀県（海と日本2020）
海と日本プロジェクトin滋賀県「びわっこうみっご
調査隊

6月～10月 滋賀県・大阪府

海と日本プロジェクトin大分県実行委員会 海と日本プロジェクトin大分県（海と日本2020） 大友宗麟プロジェクト～海の伝道師育成塾～
8月23日09：00～17：00 8月24日09：00
～17：00 大分県国東市、姫島村

海と日本プロジェクトin北海道実行委員会
海と日本プロジェクトinガッチャンコ北海道（海
と日本2020）

氷る海の秘密調査隊2020～海と日本PROJECT～
（仮）

9月20日～22日（予定） オホーツク海沿岸

海と日本プロジェクトinひょうご実行委員会
海と日本ＰＲＯＪＥＣＴ inひょうご（海と日本
2020） ～海と日本PROJECT～豊かな海づくり探偵団（仮） 8月 1日9：00～18：00（仮） 明石市近郊

「海と日本プロジェクト」に賛同する県内の推進

パートナー20社および連携事例 を作るための渉外活
動」～海と日本PROJECT～

4月1日～3月31日 山形県

「県内のさまざまな団体・企業とコラボレーション

した企画を実施」        ～海と日本PROJECT～ 4月1日～3月31日 山形県

「山形県内の海に関するイベントやアクティビ

ティー等の取材動画、応援動画制作20本と放送」～
海と日本PROJECT～

4月1日～3月31日 山形県

「県内の海に関する「海と体験する機会」「海ごみ

対策」等をテーマに取材し3本の動画を制作と放送」
～海と日本PROJECT～

4月1日～3月31日 山形県

「山形県公式ニュースサイトの管理・運営」～海と

日本PROJECT～ 4月1日～3月31日 山形県

「オリジナルイベント山形海洋塾～夏休み特別教室

～の実施」～海と日本   PROJECT～ 7月1日～3月31日 山形県

「海と日本プロジェクトにて全国展開する事業等と

のコラポイペントを実施」 ～海と日本PROJECT～ 4月1日～3月31日 未定

海と日本PROJECTオリジナルパス「とくしま夏★海
号」を創ろう！～”楽しむ”徳島の夏の海の魅力を調査
～

7月初旬※予定 徳島県徳島市

海と日本PROJECTオリジナルバス「とくしま夏★海
号」を創ろう！～”食べる”徳島の夏の海の魅力を調査
～

7月初旬※予定 徳島県小松島市

海と日本PROJECTオリジナルバス「とくしま夏★海
号」を創ろう！～徳島の夏の海の魅力をラッピング

バスで表現～

8月初旬※予定 徳島県徳島市

海と日本プロジェクトinやまぐち実行委員会
海と日本プロジェクトinやまぐち（海と日本
2020）

「海と日本PROJECT【山口県】まるごと角島！ぶち
海体験隊（仮）」

7月30日（木）、7月31日（金）各10：00
～16：00（仮）

山口県下関市豊北町角島及び      渚の交番島戸（山口県下関
市豊北町大字神田宇大河3587番2）（仮）

海と日本プロジェクトin和歌山県実行委員会
海と日本プロジェクトin和歌山県（海と日本
2020）

海と日本プロジェクト海を学び未来に伝える2020～
わかやま海守り隊～

6月20日（土）7：30～6月21日（日）19：
30 和歌山県白浜町・田辺市

海と日本プロジェクトin千葉県実行委員会 海と日本プロジェクトin千葉県（海と日本2020）

海と日本プロジェクトin東京実行委員会 海と日本プジェクトin東京（海と日本2020）

海と日本プロジェクトin栃木県実行委員会 海と日本プロジェクトin栃木県（海と日本2020）

海と日本プロジェクトin山形実行委員会 海と日本プロジェクトin山形（海と日本2020）

海と日本PROJECTinとくしま実行委員会 海と日本プロジェクトinとくしま（海と日本
2020）

海と日本プロジェクトin福井県実行委員会 海と日本プロジェクトinふくい（海と日本2020）

海と日本プロジェクトinえひめ実行委員会
海とにっぽんプロジェクトｉｎえひめ（海と日本

2020）

海と日本プロジェクトin広島実行委員会
海と日本プロジェクトｉｎ広島（海と日本

2020）
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団体名 事業名 イベント名 日時 場所

海と日本PROJECTin鹿児島実行委員会 海と日本PROJECTin鹿児島（海と日本2020）
われはうみの子探検隊～海と日本PROJECTin鹿児島
～

2020年7月15日～12月15日（仮） 鹿児島県内一円

ネイチャーガイドのお仕事をしよう！＠静岡県[海と
日本 PROJECT] 2020年7月～9月（予定） 静岡県賀茂郡西伊豆町

マリンスポーツショップのお仕事をしよう！＠千葉

県 [海と日本 PROJECT] 2020年7月～9月（予定） 千葉県勝浦市

水族館のお仕事をしよう!＠静岡県 [海と日本
PROJECT] 2020年7月～9月（予定） 静岡県下田市

水中カメラマンのお仕事をしよう！＠千葉県 [海と日
本 PROJECT] 2020年7月～9月（予定） 千葉県館山市

漁師（船上）のお仕事をしよう！＠茨城県 [海と日本
PROJECT] 2020年7月～9月（予定） 茨城県東茨城郡大洗町

海のお仕事総会(海と日本 PROJECT)（名称仮） 2020年10月～11月（予定） 関東（予定）

「海のお仕事図鑑」ウェブサイトの更新 2020年6月～（予定） 関東（予定）

イペント名：Sea級グルメスタジアムin福島～海と日
本PROJECT～ 7月（※日程は調整中）10；OO～15：00 福島県立いわき海星高等学校内

Sea級グルメスタジアムin山口～海と日本PROJECT
～

8月（※日程は調整中）10：00～15：00 山口県立大津緑洋高等学校内

Sea級グルメスタジアムin愛媛～海と日本PROJECT
～

7・8月（※日程は調整中）10：00～15：
00 田中蒲鉾本店工場

Sea級グルメスタジアムin静岡～海と日本PROJECT
～

 8月（※日程は調整中）10：00～15：00 静岡県立焼津水産高等学校内

Sea級グルメスタジアムin石川～海と日本PROJECT
～

7月（※日程は調整中）10：00～15：00 石川県立能登高等学校内

Sea級グルメスタジアムin鳥取～海と日本PROJECT
～

7月（※日程は調整中）10：00～15：00 鳥取県立境港総合技術高等学校内

Sea級グルメスタジアムin大分～海と日本PROJECT
～

7月（※日程は調整中）10：00～15：00 大分県立海洋科学高等学校内

Sea級グルメスタジアムin島根～海と日本PROJECT
～

6月（※日程は調整中）10；00～15：00 島根県立浜田水産高等学校内

Sea級グルメスタジアムin熊本～海と日本PROJECT
～

6月（※日程は調整中）10：00～15：00 熊本県立天草拓心高等学校内

Sea級グルメスタジアムin秋田～海と日本PROJECT
～

6月（※日程は調整中）10：00～15：00 秋田県立男鹿海洋高等学校内

Sea級グルメスタジアムin富山～海と日本PROJECT
～

7月（※日程は調整中）10：00～15：00 富山県立滑川高等学校内

Sea級グルメスタジアムin長野～海と日本PROJECT
～

7月（※日程は調整中）10：00～15：00 松本第一高等学校内

Sea級グルメスタジアムin長崎～海と日本PROJECT
～

8月（※日程は調整中）10：00～15：00 長崎県立長崎鶴洋高等学校内

Sea級グルメスタジアム～海と日本PROJECT～ 11月（※日程は調整中）10：00～15：00 都内催事スペース（詳細調整中）

「海にいこ一よ」ウェプサイト設置及び情報発信 2020年6月～11月（予定） ウエプ

海あそび等に係る子育て本の制作、流通 2020年6月～（予定） 全国の書店等（予定）

磯遊びに係るハンドブック制作、配布 2020年7月（予定） ウェブ、関東を中心に全国の役所、学童保育機関等（予定）

海や磯あそび等に紐付いた「自由研究テーマフォー

マット」の制作、配布
2020年7月～8月（予定）

ウェブ、関東を中心とした全国の学童保育機関、水族館等

（予定）

次世代価値コンソーシアム
海のおもいで創造プロジェクト（海と日本

2020） 海のおもいで創造体験プログラム開催（名称仮） 2020年7月～8月（予定） 神奈川県・鎌倉、千葉県・館山の海水浴場（予定）

海と日本プロジェクトうみぽすPRコンテスト作品募
集

5月1日～9月18日 全国

海と日本プロジェクトうみぽすPRコンテスト審査会 10月中旬 日本財団

海と日本プロジェクトうみぽすPRコンテスト結果発
表

公式サイト上 10月下旬

海と日本プロジェクトうみぽすPRコンテスト表彰式 2020/11/22 日本財団

春の海藻つみ体験会～海と日本PROJECT～
4月25日(土)　①9：00～10:00 ②11:00～
12：00 志海苔海岸

子ども海藻アカデミー第1回～海と日本PROJECT～ 6月13日（土）9：00～12：00 函館朝市（函館市若松町9－19）

お魚お絵描き教室～海と日本PROJECT～
7月23日（木）、28日（火）14：00～15：
30 函館朝市

お魚プログラミングワークショップ ～海と日本
PROJECT～

7月24日（金）、25日（土）午前10：00～
12：00、午後13：30～15：30 函館朝市

水族館飼育員体験 ～海と日本PROJECT～ 7月30日（木）13：00～15：00 函館朝市（函館市若松町9－19）

子ども海藻アカデミー第2回 ～海と日本PROJECT～ 8月6日（木）9：00～12：00 志海苔海岸、函館市漁村センター（函館市志海苔町）

子ども海藻アカデミー第3回 ～海と日本PROJECT～ 8月8日（土）13：00～16：00 函館市漁村センター（函館市志海苔町）

子ども海藻アカデミー第4回in函館空港 ～海と日本
PROJECT～ 8月29日（土）10：30～12：00 函館空港

子ども海藻アカデミー第5回 ～海と日本PROJECT～ 9月12日（土）9：00～12：00 函館朝市ひろば（函館市若松町9－19）

子ども海藻アカデミー第6回in東京 ～海と日本
PROJECT～ 9月20日（日）～21日（月） 東京都

子ども海藻アカデミー第7回in札幌 ～海と日本
PROJECT～ 10月3日（土） 札幌市

海洋教育授業「海の学校」～海と日本PROJECT～ 7月～9月（計16回実施するが日時は未定） 16道府県のモデル校およびその周辺地区において

「海でつながるこどもサミットin大阪～海と日本
PROJECT～」

10月下旬（1回の実施であるが日時は未
定）

大阪

振返り授業～海と日本PROJECT～
11月～12月（計16回実施するが日時は未
定）

16道府県のモデル校

事業成果の全国発信～海と日本PROJECT～ 2月 （1か月） 航空会社機内誌

海のお仕事図鑑プロジェクト実行委員会 海のお仕事図鑑プロジェクト（海と日本2020）

はこだて海の教室実行委員会 はこだて海の教室（海と日本2020）

北前船交流拡大機構
日本遺産の誇りで繋ぐ　海洋教育連携事業（海と

日本2020）

海洋キッズスクール実行委員会 Sea級グルメスタジアム（海と日本2020）

次世代価値コンソーシアム 海にいこーよプロジェクト（海と日本2020）

海洋連盟
海おこしプラットホーム　うみぽす（海と日本

2020）
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団体名 事業名 イベント名 日時 場所

「全国灯台文化創造フォーラム2020」 2020年10月 東京

灯台文化キュレーションによる灯台展 2020／9月～2020／10月 東京

モデル事業の開発および実施 2020／6月～2020／9月 全国5か所

「全国灯台文化創造ネットワーク」取組促進・集約

事業の実施
2020／4月～2021／3月 全国50か所

「恋する灯台」認定事業の実施 2020/6月～2020/9月 全国3カ所

博多：海と子どもの学びプロジェクト～海と日本

PROJECT～ 2020年8月8日、10日
福岡市博多区光薫寺及び福岡市中央区地行浜「まもる一む福

岡」

壱岐：海と子どもの学びプロジェクト～海と日本

PROJECT～
2020年8月15日～16日及び30日、9月12日
～13日及び27日 長崎県壱岐市芦辺町周辺及び九州産業大学造形短期大学部

平戸：海と子どもの学びプロジェクト～海と日本

PROJECT～
2020年8月15日～d6日及び30日、9月12日
～13日及び27日 長崎県平戸市根獅子町周辺及び九州産業大学造形短期大学部

海から見つめる子どもランドスケープ「ふくおか」

の制作と展示～海と日本PROJECT～ 2020年11月22日～23日 福岡市内小学校体育館

海洋都市横浜うみ協議会 海洋都市横浜うみ博2020（海と日本2020）
海洋都市横浜うみ博2020～見て、触れて、感じる海
と日本PROJECT～ 7月18日・19日 10：00～17：00 横浜港大さん橋ホール

江の島海水浴場営業組合片瀬東浜 海を学ぶ公園（海と日本2020・CFB）
ちびっこBEACH SAVERパーク ～海と日本
PROJECT～

2020年7月1日～2020年8月31日（2か月
間）

神奈川県藤沢市江の島片瀬東浜

第 55 回小田原北條五代祭り(海と日本 PROJECT) 5月3日 10：00～17：30 小田原城址公園とその周辺

江ノ島灯台ライトアップ×ワンカリ(海と日本
PROJECT) 5月30日10：00～17：30 江ノ島灯台付近＆辻堂海浜公園

横浜グルメンタ 2020(海と日本 PROJECT)
6月12日11：00～20：00、13日11：00～
17：00 横浜赤レンガ倉庫イベント広場

ライトアップ(海と日本 PROJECT) 7月 23日 17：00～20 ：00 江の島灯台

湘南ひらつか七夕まつり(海と日本 PROJECT) 7月3日～5日 平塚駅北側の商店街

海ゴミ拾い(海と日本 PROJECT)
7月1日～8月31日 9：00～16：00の間の数
時間

逗子海岸、鎌倉由比ガ海の家毎日清掃活動実施

ブルーシー・アンド・グリーンランド財団
海洋ごみ削減に向けた全国一斉清掃活動（海と日

本2020）

本事業はこれから実施団体等を募集するため、

イベント名につきましては、決定し次第お送りいた

します。

海さくら
LEADS TO THE OCEAN～海につづくプロジェ
クト～（海と日本2020・CFB）

LEADS TO THEOCEAN（海につづくプロジェク
ト）～海と日本PROJECT～

2020年3月28日～2021年6月30日（計16～
32回）

各チームホームスタジアム・アリーナ

湘南ベルマーレ（神奈川県平塚市）

セレッソ大阪（大阪府大阪市）

BLUESANTA ～海と日本PROJECT～ 2020年6月20日 、7月23日 横浜駅東口、神奈川県江の島および全国

釘のない海の家 ～海と日本PROJECT～ 2020年7月1日～2020年8月31日 神奈川県江の島海水浴場片瀬東浜

どすこいビーチクリーン武蔵川部屋 ～海と日本
PROJECT～

2020/06/23 神奈川県江の島（片瀬東浜）

どすこいビーチクリーン江の島場所 ～海と日本
PROJECT～

2020年8月（予定） 神奈川県江の島（片瀬東浜）

どすこいビーチクリーン大嶽部屋 ～海と日本
PROJECT～ 未定 静岡県御前崎市

大阪湾を知ろう！2020～海と日本PROJECT～（仮
題）

2020年5～9月 海遊館（大阪市）

北の海の生きものたち一海と日本PROJECT－（仮
題）

2020年5～6月 北海道大学

空から海の魅力を語ろう

一海と日本PROJECT－（仮題） 2020年7～8月 函館空港

海の宝アカデミックコンテスト優秀作品上映一海と

日本PROJECT－（仮題） 2020年7月 函館市国際水産・海洋総合研究センター

海洋プラスチックとブルーオーシャン活動一海と日

本PROJECT－（仮題） 2020年7～8月 函館市中央図書館（予定）

函館2020夏・私たちの海の宝は守れるか？一海と日
本PROJECT一（仮題） 2020年7～8月 函館市中央図書館（予定）

練習船うしお丸のヒ・ミ・ツとワークショップ

「ロープワーク」一海と日本PROJECT－（仮題） 2020年7～8月 函館市国際水産・海洋総合研究センター

海の中を覗いてみよう！海と日本PROJECT（仮題） 2020年7～8月 香川大学瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーション

2020札幌の夏・私たちは海の宝を守れるか？一海と
日本PROJECT－（仮題） 2020年7～8月 札幌市

2020海峡の夏・空から考える私たちの海の宝一海と
日本PROJECT－（仮題） 2020年7～8月 函館空港

海と日本PROJECT鹿児島のサメを調べる～サメ解剖
教室～（仮題）

2020年7～8月 かごしま水族館

解き明かされる“海”のなぞ！一海と日本PROJECT－
（仮題）

2020年7～8月 JAMSTEC横須賀本部（予定）、干葉市科学館

その“サーモン”どこから来たの？2020～海と日本
PROJECT～（仮題） 2020年7～8月 サケのふるさと千歳水族館

海の宝アカデミックコンテスト2020全国大会一海と
日本PROJECT－（仮題） 2020年11月 北海道大学大学院水産科学研究院（函館市）

「水辺の安全教室」～海と日本PROJECT～ 5月～9月（調整中） 全国の小中学校等

砂ASOBeach inくれ～海と日本PROJECT～ 7月12日（日） 広島県呉市

砂ASOBeach inひろの～海と日本PROJECT～ 7月12日（日） 岩手県洋野町

砂ASOBeach inまきのはら～海と日本PROJECT～ 7月18日（土） 静岡県牧之原市

砂ASOBeach inとままえ～海と日本PROJECT～ 7月19日（日） 北海道苫前町

砂ASOBeach inかすみ～海と日本PROJECT～ 7月23日（木） 兵庫県香美町

砂ASOBeach inいしかり～海と日本PROJECT～ 7月23日～26日のいずれか（調整中） 北海道石狩市

砂ASOBeach inむなかた～海と日本PROJECT～ 7月中旬(調整中) 福岡県宗像市

日本ロマンチスト協会
全国灯台文化価値創造プロジェクト2020（海と
日本2020）

海さくら
どすこいビーチクリーン（海と日本2020・
CFB）

北海道大学
海の宝アカデミックコンテスト2020・海の魅力
や課題を考え行動する（海と日本2020）

ブルーシー・アンド・グリーンランド財団
学校・地域への「海の日」と「海の安全」教育を

推進する事業の全国開催（海と日本2020）

山王ひなた美術教室
海から見つめる子どもランドスケープ「ふくお

か」（海と日本2020）

神奈川守ろう!私達の綺麗な海実行委員会
ラジオイベントと連携した海洋ごみ削減・周知啓

発（海と日本2020・CFB）

海さくら
海のごみ拾いの全国展開の基盤推進（海と日本

2020・CFB）
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砂ASOBeach inすま～海と日本PROJECT～ 8月(調整中） 兵庫県神戸市

砂ASOBeach inしか～海と日本PROJECT～ 8月（調整中） 石川県志賀町

砂ASOBeach inあなん～海と日本PROJECT～ 8月（調整中） 徳島県阿南市

砂ASOBeach inあおしま～海と日本PROJECT～ 9月（調整中） 宮崎県宮崎市

砂ASOBeach inおんじゅく～海と日本PROJECT～ 9月（調整中） 千葉県御宿町

砂ASOBeach inあまぎ～海と日本PROJECT～ 調整中 鹿児島県天城市

砂ASOBeach inはまだ～海と日本PROJECT～ 調整中 島根県浜田市（予定）

砂ASOBeach inぶんごたかだ～海と日本PROJECT
～

調整中 大分県豊後高田市（予定）

砂ASOBeach inふじさわ～海と日本PROJECT～ 調整中 神奈川県藤沢市

今治海Kids倶楽部海がだいすき～海と日本PROJECT
～

7月26日（日）9：00～16：30 今治港周辺

今治海人材育成メソッドについて～海と日本

PROJECT～ 9月12日（土）13：30～16：00 今治港は一ばり一

海を楽しもうinむなかた ～海と日本PROJECT～ 8月 11：00～20：00 福岡県宗像市内

宗像フェスEco活動 ～海と日本PROJECT～ 8月 12：30～17：00 福岡県福津市内

宗像フェス 環境DAY！～海と日本PROJECT～ 9月12日10：00～21：00 福岡県宗像市内 宗像フェス会場内

宗像フェスプラスティックリサイクル事業～海と日

本PROJECT～ 9月12日10：00～9月13日21：00 福岡県宗像市内 宗像フェス会場内

海と日本プロジェクトin浜名湖実行委員会
～海と日本プロジェクト～　うれsea　たのsea
はまなこshow　2020（海と日本2020）

～海と日本プロジェクト～うれseaたのseaはまなこ
show2020

7月18日（土）、7月19日（日） 両日とも
10：00～16：00 ポートレース浜名湖

海と日本プロジェクト2020竹島海岸清掃 7月23日9：00～10：00 蒲郡市竹島周辺海岸

海と日本プロジェクト2020海・みなと・蒲郡 10月10日・11日10：00～16：00 ポートレース蒲郡

海と日本プロジェクト2020ぶらぶら♪蒲郡海めぐり
ジオツアー

9月若しくは10月9：00～15：00 命の海科学館、西浦半島海岸

海と日本プロジェクト２０２０　海の生き物教室

（ヒカロープ）
 7月上～中旬 生命の海科学館

海と日本PROJECT大村湾ZEKKEIライド 2020 2020/10/25 大村湾沿岸

大村湾水質改善実証実験事業～海と日本PROJECT～ 7月～12月 大村湾海岸(大村市松山団地先)

担い手体験取組事業(漁師のお仕事を体験しよう！)～
海と日本PROJECT～ 5月中旬 大村市漁協松原支部～周辺海岸～周辺海域～

海フェスタ大村湾inボートレース大村～海と日本
PROJECT～ 8月 ボートレース大村

子どもペーロン大会inボートレース大村～海と日本
PROJECT～ 10月頃 ボートレース大村

無人島クリーンアップ大作戦～海と日本PROJECT～ 7月～8月の期間で計5回 無人島･田島(西海市西彼町亀浦郷)

海フェスタ 宝の海再生・稚魚放流体験事業～海と日
本PROJECT～ 6～10月頃 大村湾(長与町斎藤郷)

海フェスタ カゴ業体験・食育事業～海と日本
PROJECT～ 7月8月頃 大村湾(長与町斎藤郷)

長与川まつり～海と日本PROJECT～ 8月中旬 長与町ふれあい広場

海フェスタ大村湾inとぎつ夏祭り～海と日本
PROJECT～ 2020/08/30 時津ウォーターフロント公園(時津町浦郷)

とぎつ稚魚放流体験学習会～海と日本PROJECT～ 9月下旬 大村湾漁業協同組合(時津港)

里山・川・海でつなぐ大村湾～海と日本PROJECT～ 東彼杵町内(主に彼杵川、千綿川、串川周辺) 5月～12月

海上綱引き大会～海と日本PROJECT～ 7月中旬 川棚町大崎自然公園 海水浴場

長崎川棚海フェスタ2020～海と日本PROJECT～ 9月下旬 川棚町大崎自然公園 海水浴場

シーボルトの川づくりプロジェクト2020～海と日本
PROJECT～ 6月18日～10月31日 東彼杵郡波佐見町 波佐見川（川棚川)流域

海フェスタ大村湾事業管理(キックオフ･クロージン
グミーティング)～海と日本PROJECT～ 4月～12月

国際法学会
海における「法の支配」を担う人材育成（アジア

太平洋・ユーラシア地域）（海と日本2020）
国際法模擬裁判大会「2020年アジア・カップ」～海
と日本PROJECT～ 8月18日・19日 東京都千代田区イイノホール＆カンファレンスセンター

サマークエストin乙島～海と日本PROJECT～  7月26日 9：00～15：00 宮崎県東臼杵郡門川町庵川漁港及び無人島乙島周辺

IORIGAWA FISHERMANS FEST 2020～海と日本
PROJECT～ 12月 6日 11：00～ 15：00 宮崎県東臼杵郡門川町庵川漁港

庵川の漁師になれる3時間～海と日本PROFECT～
 7月～12月中の土曜日（5回以上） 6：00
～9：00 宮崎県東臼杵郡門川町庵川漁港

海はともだちプロジェクトinまるがめ実行委員会 海はともだち2020inまるがめ（海と日本2020） （情報更新中）

がまごおり深海魚まつり実行委員会
令和２年度がまごおり深海魚まつり（海と日本

2020） （情報更新中）

“陸養”プロジェクト実行委員会 "陸養"プロジェクト2020（海と日本2020） （情報更新中）

ドリームやまがた里山プロジェクト
自動車の廃材を活用したバリアフリービーチの構

築（海と日本2020） （情報更新中）

海なぞ実行委員会
水族館で学ぶ謎解きプロジェクト（海と日本

2020） （情報更新中）

海の親子寄席プロジェクト実行委員会 海の親子寄席プロジェクト（海と日本2020） （情報更新中）

ブルーシー・アンド・グリーンランド財団
学校・地域への「海の日」と「海の安全」教育を

推進する事業の全国開催（海と日本2020）

海フェスタ大村湾連絡協議会 海フェスタ大村湾（海と日本2020）

海と人がつながるプロジェクトチーム
海と人がつながるプロジェクト（海と日本

2020）

今治シビックプライドセンター 今治海kids倶楽部（海と日本2020）

宗像フェスＣＳＲ推進実行委員会
宗像フェス環境啓発プロジェクト（海と日本

2020）

海・みなと・蒲郡実行委員会
海と日本プロジェクト2020　海・みなと・蒲郡
（海と日本2020）
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熱源サミット しまね実行委員会 熱源サミット2020（海と日本2020） （情報更新中）

こども海の学習プログラム普及プロジェクト実行

委員会

こども海の学習プログラム普及プロジェクト

2020（海と日本2020） （情報更新中）

はこだて海の教室実行委員会 トトタベローネin函館（海と日本2020） （情報更新中）

トトタベローネin桜島 実行委員会 トトタベローネin桜島（海と日本2020） （情報更新中）

トトタベローネ・プロジェクト実行委員会 トトタベローネ in 富山（海と日本2020） （情報更新中）

海のMAGNET教育推進実行委員会
アニメde海ごみゼロプロジェクト2020（海と日
本2020） （情報更新中）

海のMAGNET教育推進実行委員会
海洋マンガによる海の未来普及プロジェクト

2020（海と日本2020） （情報更新中）

海のそなえ推進プロジェクト実行委員会 海のそなえ推進プロジェクト（海と日本2020） （情報更新中）

海の熱源人材発掘プロジェクト実行委員会
海洋人材発掘プロジェクト2020（海と日本
2020） （情報更新中）

子ども海の知識士プロジェクト実行委員会
子ども海のクイズ王プロジェクト2020（海と日
本2020） （情報更新中）

日本さばけるプロジェクト実行委員会
日本さばけるプロジェクト2020（海と日本
2020） （情報更新中）

日本昔ばなし協会
海ノ民話のまちプロジェクト2020（海と日本
2020） （情報更新中）

トトタベローネinゆら実行委員会
トトタベローネinゆら～庄内の鯛を楽しもう～
（海と日本2020） （情報更新中）

マツリズム 海の祭ismプロジェクト2020（海と日本2020） （情報更新中）

海と日本ニュースプロジェクト実行委員会
海と日本ニュースプロジェクト2020（海と日本
2020） （情報更新中）

日本ロマンチスト協会
Blue Coastline Japan アクションプロジェクト
2020（海と日本2020） （情報更新中）

日本先端科学技術教育人材研究開発機構
異分野連携による海洋ごみ対策とプラスチック循

環の実証（CFB・海と日本2020） （情報更新中）

BC-ROBOP海岸工学会
海岸清掃の協働の輪を広げよう・人だから出来る

こと、機械が助てくれること（海と日本2020） （情報更新中）

うず潮を世界遺産にする淡路島民の会
渦潮の自然世界遺産登録に向けて、海洋環境問題

に取り組む拠点作り（海と日本2020） （情報更新中）

アノミアーナ
海ごみ問題の中間支援体制作りと海ごみアップサ

イクルの試み（海と日本2020） （情報更新中）

Ocean's Love
知的・発達障がい児の為のサーフィンスクール

（海と日本2020） （情報更新中）

海のみらい静岡友の会 青少年海洋体験研修2020（海と日本2020） （情報更新中）

海上保安協会
未来に残そう青い海・海洋環境保全推進（海と日

本2020） （情報更新中）

PLUS 親子で海を知る海賊キャンプ（海と日本2020） （情報更新中）

Ｃｏｍｐａｔｈ
海の課題を学ぶ「舟盛り体験教室」の開催（海と

日本2020） （情報更新中）

イドバタ 瀬戸内・箱浦漁業体験教室（海と日本2020） （情報更新中）

バーチャルオーシャン製作委員会

先進テクノロジーによる海の体験格差解消プロ

ジェクト（バーチャルオーシャンPJ2020）（海
と日本2020）

（情報更新中）

フウド
江田島の海と地域を繋ぐ体験イベントの開催（海

と日本2020） （情報更新中）

ふくおかFUN
博多湾のお困りごとを解決！アオサ実用化プロ

ジェクト（海と日本2020） （情報更新中）

吉川慎之介記念基金
子どものライフジャケット着用推進のための啓発

活動・調査・研究（海と日本2020） （情報更新中）

山本能楽堂
海と日本PROJECT 豊かな海を次代へとつなぐ～
新作能「水の輪」公演(仮）（海と日本2020） （情報更新中）

ヨロンSC
「海っ子ローカルメディア配信プロジェクト」～

海の魅力を体験・配信 ～（海と日本2020） （情報更新中）

日本海老協会
海ゴミ＆フードロス削減イベントの実施（海と日

本2020） （情報更新中）

おおいた環境保全フォーラム
SDGsへのファーストステップ海洋教育プロジェ
クト（海と日本2020） （情報更新中）

アートをコアとしたコミュニケーションデザイン

大学コンソーシアム

「特別の教科 道徳」における海洋教育の単元開
発～複数の小学校の地域を超えた連携による研究

と実践の推進～（海と日本2020）
（情報更新中）

イエローピンプロジェクト プログラミングで海のSDGs！（海と日本2020） （情報更新中）

スポGOMI甲子園実行委員会
海と日本プロジェクト スポGOMI全国大会（海と
日本2020） （情報更新中）

宇久町観光協会
宇久島の地域活性に向けた仕組みづくり～海育・

海遊・海祭～（海と日本2020） （情報更新中）

国際ボランティア学生協会
ユースによる海洋ゴミ対策キャンペーン（海と日

本2020） （情報更新中）

天草海部
天草の自然衣食住丸ごと体験メニューの整備およ

び講師育成（海と日本2020） （情報更新中）

長崎海洋産業クラスター形成推進協議会
海を活かす技術と仕事の体験型学習プログラム実

施事業（海と日本2020） （情報更新中）

日本海夕日キャンペーン実行委員会 日本海夕日コンサート（海と日本2020） （情報更新中）

日本海洋アカデミー
海を育み・人を育むプログラム（海と日本

2020） （情報更新中）

日本水中ロボネット 水中ロボットコンベンション（海と日本2020） （情報更新中）

Atlantic Pacific Japan
APJ 海の教育プログラム 2020（海と日本
2020） （情報更新中）

九州大学大学院工学研究院附属環境工学研究教育

センター

「福岡の海と人のつながり調べ」九州大学環境工

学教室2020（海と日本2020） （情報更新中）
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MORIUMIUS
海洋教育で海とまちを豊かに。海と社会をつなげ

深めるリーダー人材の育成。（海と日本2020） （情報更新中）

太宰府アートのたね 海と子どもとアーティスト（海と日本2020） （情報更新中）

たはらサンドアート実行委員会 スマイルビーチプロジェクト（海と日本2020） （情報更新中）

コバルトブルー下関ライフセービングクラブ
プロジェクト豊遊 ～豊かな時間を過ごすことの
できる人材の育成～（海と日本2020） （情報更新中）

サスティナビリティセンター
海とともに生きる地域のサイエンス活用主流化プ

ロジェクト（海と日本2020） （情報更新中）

日本セーリング連盟
全国各地のセーリングを通じた親水事業の実施

（海と日本2020） （情報更新中）

マナティー研究所
海に関する環境教育プログラムの開発と実施（海

と日本2020） （情報更新中）

green bird 海の自由研究フェス2020（海と日本2020） （情報更新中）

ピリカ
マイクロプラスチックの海洋流出を防ぐための調

査と調査体制の構築（海と日本2020） （情報更新中）

北海道江差観光みらい機構
江差町の海を活用したアクティビティー構築事業

（海と日本2020） （情報更新中）

日本中小型造船工業会
この地球で一番大きな工業製品『船』を見に行こ

う!!（海と日本2020） （情報更新中）

日本中小型造船工業会
中小造船所の海ごみ削減アクション（海と日本

2020） （情報更新中）

沖縄県公衆衛生協会
沖縄キッズドクター（博士）育成プロジェクト

（海と日本2020） （情報更新中）


