


【参考資料】実施予定一覧表

市町村名 担当課等 問い合わせ先 実施予定場所 実施予定日

和歌山市 河川港湾課 073-435-1090 和歌山市加太海岸 6月26日（日）
海南市 管理課 073-483-8489 海南市塩津地区 6月12日（日）
有田市 商工観光課 0737-83-1111 地ノ島海水浴場 6月4日（土）
湯浅町 建設課 0737-64-1124 栖原海岸 7月3日（日）
広川町 総務政策課 0737-63-1122 西広海岸　他６箇所 7月１日（金）
由良町 産業建設課 0738-65-0200 白崎海岸、小引海岸 6月25日（土）

市町村名 担当課等 問い合わせ先 実施予定場所 実施予定日

大阪市 海務担当 06-6571-1966 大阪南港野鳥園 6月25日(土)
岸和田市 産業政策課 072-423-9618 阪南１区、浜工業公園 6月26日(日)
泉大津市 港湾振興室 0725-33-1131 小松埠頭、汐見埠頭、助松埠頭 5月29日(日)
貝塚市 都市計画課 072-433-7246 阪南3区（貝塚旧港地区） 7月3日（日）

06-6751-8238 貝掛海岸 6月10日（金）
072-471-0428 鳥取西海岸 6月１２日（日）

市町村名 担当課等 問い合わせ先 実施予定場所 実施予定日

神戸市 みなと総局振興課 078-322-5670 須磨海岸 6月26日(日)
姫路市 産業・港湾振興課 079-221-2504 姫路港飾磨埠頭周辺 6月26日(日)

明石市 土木部海岸課 078-918-5042
明石港、林崎漁港、江井ヶ島港、東
播磨港

6月20日（月）～
7月20日（水）

西宮市 臨海対策グループ 0798-35-3340 香枦園浜海岸 7月16日(土)
洲本市 都市整備部建設課 0799-22-3321 安乎海岸、厚浜海岸 7月10日(日)

芦屋市 都市環境部環境課 0797-38-2050
市内の主要幹線道路・海岸線・芦屋
川

6月12日(日)

相生市 都市整備課 0791-23-7136 相生湾全域 7月9日(土)
尾上漁港周辺 6月22日(水)
別府港公共埠頭周辺 6月24日(金)

高砂市 まちづくり部建設課 079-443-9032 東播磨港、高砂、伊保、曽根地区 5月～8月上旬
南あわじ市 都市整備部管理課 0799-37-3014 市内全域 7月3日(日)
たつの市 都市建設部建設課 0791-64-3160 新舞子海岸 7月18日(月・祝)
播磨町 土木グループ 079-435-2365 播磨町新島内（南護岸） 6月21日(火)

市町村名 担当課等 問い合わせ先 実施予定場所 実施予定日

岡山市 河川港湾課 086-803-1434 宝伝海水浴場 6月26日（日）
倉敷市 企画経営室 086-426-3055 沙美海水浴場（西浜、東浜） 6月19日（日）
玉野市 商工観光課 0863-33-5005 渋川海岸 6月19日（日）

笠岡市 建設企画課 0865-69-2135
ｶﾌﾞﾄｶﾞﾆ繁殖指定地内および周辺
海岸

7月24日（日）

備前市 都市整備課 0869-64-1833 頭島、大多府島及び五味の市周辺 7月3日（日）
建設課 0869-22-2649 前泊海岸 7月13日（水）
産業振興課 0869-22-3942 扇海岸 7月13日（水）

浅口市 寄島総合支所産業建設課 0865-54-5116 寄島町青佐海岸 7月10日（日）

瀬戸内市

加古川市 土木総務課 079-427-9239

岡山ブロック

※本表は平成23年7月13日現在での予定です。追加、中止、変更が生じる場合があります。

兵庫ブロック

和歌山ブロック

大阪ブロック

阪南市 土木管理室

【凡例】
　※　赤色：全体拠点地
　※　朱色：ブロック拠点地



市町村名 担当課等 問い合わせ先 実施予定場所 実施予定日

広島市 臨海開発課 082-504-2337 広島みなと公園 7月10日（日）
呉市 港湾振興課 0823-25-3333 呉市音戸町大浦崎海浜 7月2日（土）
竹原市 建設産業部建設課 0846-22-0173 的場海水浴場 6月26日（日）

三原市 建設部港湾課 0848-67-6108
鷺浦町向田野浦
　向田海水浴場、布袋岩海岸

6月26日（日）

港湾振興課 0848-22-8158 大町海岸、立花海岸 6月26日（日）
しまおこし課 0845-27-2210 瀬戸田サンセットビーチ 7月3日（日）
瀬戸内海宇治島クラブ 084-962-0935 福山市走島町宇治島 7月18日（月・祝）
明るいまちづくり鞆学区委員会 084-982-2664 福山市鞆町仙酔島 7月6日

6月26日（日）
7月24日（日）
8月28日（日）

小方南港周辺 7月18日（月・祝）
玖波地区沿岸 7月18日（月・祝）
阿多田島沿岸 7月18日（月・祝）
安芸津港海岸（安芸津町三津） 7月中旬
安芸津港海岸（安芸津町風早） 6～7月

地域環境創造室 0829-30-9147 地御前５丁目地先海岸他 7月9日（土）
宮島支所市民福祉課 0829-44-2001 厳島神社付近海岸外 6月11日（土）

江田島市沖美町是長 7月中旬

7月8日（金）

6月26日（日）
9月25日（日）

坂町 建設部産業建設課 082-820-1512 坂町海岸全域、坂町海域 7月10日（日）
大崎上島町 建設課 0846-65-3124 町内一円 7月17日（日）

市町村名 担当課等 問い合わせ先 実施予定場所 実施予定日

西岐波海岸 6月12日（日）
東岐波海岸 6月19日（日）

防府市 企画政策課 0835-25-2119 富海海岸 6月15日（水）
岩国市 水産振興課 0827-29-5118 青木海岸 7月18日（月・祝）
光市 土木課 0833-72-1400 室積海岸、虹ヶ浜海岸 7月10日（日）

阿月出張所 0820-27-0001 阿月海岸 7月3日（日）
伊保庄出張所 0820-27-0002 伊保庄海岸 7月10日（日）
土木建築課 0820-22-2111 黒島海岸 6月3日（金）

大畠海岸 7月19日（火）
遠崎海岸 7月1日（金）
四郎谷海岸 7月4日（月）
粭島海岸 7月14日・18日
大島海岸 7月17日（日）
桑原海岸 7月24日（日）
油宇海岸 8月7日（日）
森海岸 7月10日（日）
平野海岸 7月16日（日）
下田海岸 7月10日（土）
船越海岸 7月17日（日）
外入海岸 7月10日（日）
陸奥海水浴場 7月18日（月・祝）

広島ブロック

082－823-9209

尾道市

福山市

廿日市市

0827-59-2163

小方港、飛石港周辺

東広島市 安芸津支所産業建設課 0846-45-1623

江田島市

大竹市 土木課

経済建設課

江田島市能美町中町

海田町 建設課 瀬野川

建設課 0823-40-2772

周防大島町 建設課 0820-79-1005

周南市 河川港湾課 0834-61-4419

7月中旬

0820-22-2111

周防灘ブロック【山口】

宇部市 土木港湾課 0836-34-8406

柳井市



市町村名 担当課等 問い合わせ先 実施予定場所 実施予定日

徳島市 まちづくり推進課 088-621-5270 徳島市川内町旭野 小松海岸 7月10日（日）
鳴門市 経済建設部土木課 088-684-1165 鳴門市鳴門町土佐泊浦 大毛海岸 6月1日（水）
小松島市 産業振興課 0885-32-3809 小松島市横須町　横須、金磯海岸 6月11日（土）

6月3日（金）
6月18日（土）

阿南市那賀川町　今津海岸 7月3日（日）

阿南市那賀川町　出島海岸 7月18日（月・祝）
松茂町 産業環境課 088-699-8714 松茂町長原　松茂海岸 6月4日（土）

市町村名 担当課等 問い合わせ先 実施予定場所 実施予定日

松山市 空港港湾課 089-948-6491 中島あみあげビーチ 6月下旬
今治市 港湾管理課 0898-22-4120 織田ヶ浜海岸他16箇所 5月下旬～7月下旬
八幡浜市 水産港湾課 0894-22-3111 舌間海岸諏訪崎海岸 7月中旬
新居浜市 港湾課 0897-65-1350 阿島荷内海岸 7月18日（月・祝）
西条市 港湾課 0897-56-5151 高須海岸 7月3日（日）
大洲市 長浜支所港湾水産課 0893-52-1112 肱川河口海岸周辺 6月上旬～7月下旬
伊予市 道路河川課 089-982-1111 伊予市の海岸全域 7月17日（日）
四国中央市 港湾課 0896-28-6036 余木崎海水浴場他 7月上旬
西予市 建設課 0894-62-6410 西予市三瓶町周木北海岸他 7月10日（日）
上島町 岩城総合支所建設課 0897-75-2500 岩城島　島内海岸全域 7月9日（土）

松前港内港 ７月22日（金）
塩屋海岸 7月7日（木）
北黒田海岸 7月7日（木）

伊方町 建設課 0894-38-0211 二名津中村海岸他 7月上旬
0895-82-1111 鹿島海岸 7月中旬
0895-85-0311 須ノ川海岸 7月中旬
0895-74-0334 室手海岸 7月中旬

阿南市中林町　北の脇海岸
0884-22-9596

089-985-4117

愛媛ブロック

徳島ブロック

阿南市 維持管理課

松前町 町民課

愛南町 建設課



市町村名 担当課等 問い合わせ先 実施予定場所 実施予定日

高松市 河港課 087-839-2522 男木島灯台周辺海浜地一帯 6月5日（日）
坂出市 河湾課 087-839-2522 沙弥周辺～大屋冨海岸 7月2日（土）

花稲海岸（干拓方面） 7月18日（月・祝）
花稲海岸（漁港方面） 7月24日（日）

観音寺中学校 0875-25-2440 有明海岸 6月20日（月）
豊浜支所業務係 0875-52-1200 姫浜、和田浜、和田関谷、堀切海岸 7月3日（日）

一の宮海岸 7月3日（日）
花稲海岸（漁港周辺） 7月4日（月）
有明海岸 7月4日（月）
興津海岸 6月19日（日）
汐田海岸 7月17日（日）
坂元地区海岸 6月19日（日）
駅山地区海岸 6月19日（日）
馬宿地区海岸 6月19日（日）
引田漁港 6月19日（日）
田ノ浦海岸 6月19日（日）
安戸海岸 6月19日（日）
新川・小松原海岸 6月19日（日）
松東海岸 6月19日（日）
松西海岸 6月19日（日）
東須賀海岸 6月19日（日）
西須賀海岸 6月19日（日）
横内海岸 6月19日（日）
小浦海岸（番屋） 6月19日（日）
伊砂子海岸 6月5日（日）
久保谷海岸 7月3日（日）
父母ヶ浜海岸 7月3日（日）
大蔦島海岸 7月3日（日）
エンジェルロード周辺 7月18日（月・祝）
柚浜 6月26日（日）

入部海岸 6月19日（日）
蒲生海岸 6月12日（日）
蒲野海岸 6月中旬
三都港周辺 7月3日（日）
吉野崎海岸 7月中旬
汐江海岸 6月5日（日）
瀬戸海岸 6月5日（日）
内海湾内周辺一円水木海岸 8月上旬
浜条海岸 6月下旬
二面海岸 7月10日（日）
南蒲野周辺海岸 5月～
池田港周辺 7月17日（日）
垂水海岸 7月２日（土）
外ケ浜海岸 7月2日（土）
重石海岸 7月2日（土）

宇多津町 建設課 0877-49-8016 宇多津新都市内護岸 6月5日（日）
多度津町 建設課 0877-33-1112 海岸寺海水浴場 6月6日（日）

0879-82-3600

087－892-2224

0875-23-3935

087-894-3444

0879-33-2971

0875-83-8806

0875-54-5700

香川ブロック

観音寺市

建設課

大野原支所業務係

さぬき市 建設課

東かがわ市 建設課

三豊市 港湾水産課

土庄町 企画課

小豆島町 建設課

直島町 建設経済課



市町村名 担当課等 問い合わせ先 実施予定場所 実施予定日

北九州市
特定非営利活動北九州市ﾚｸ
ﾘｴｰｼｮﾝ協会

093-341-1128 北九州市門司区大字喜多久 6月19日（日）

別府市 都市政策課 0977-21-1111
スパビーチ、上人ヶ浜公園、関の
江海岸、餅ヶ浜海浜公園

7月17日（日）

津久見市 都市建設課 0972-82-9515 津久見市大字長目字無垢島 未定
姫島村 建設課 0978-87-2111 村内一円 7月9日（土）

周防灘ブロック【福岡・大分】
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