
＜海フェスタ＞ 2017/07/01現在
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

帆船フェスティバル
海フェスタ神戸実行委員
会

7月15日～17
日

メリケンパーク
帆船パレードの観覧や船内の一般公開、セイ
ルドリル等を行う。

神戸市役所みなと振興課内
TEL:078-322-0237

海の絵画展示会
海フェスタ神戸実行実行
委員会　　　　　（公社）神
戸海事広報協会

7月15日～30
日

第4突堤旅客ターミ
ナル

入賞作品40点を展示する。
（公社）神戸海事広報協会
TEL:078-392-3248

海フェスタ神戸

海フェスタ神戸実行委員
会
※兵庫県、神戸市、関係
行政機関、港湾関係団
体、経済団体、観光団
体、市民団体などで構成

7月15日～8
月6日

神戸港周辺

神戸開港150年をともに祝い、神戸港に集積し
ている海や港の産業や技術、文化を身近に体
験しながら、海・船・港の重要性を次の世代へ
繋げ、多彩で豊かな地域資源の魅力を全国に
発信する。
神戸の海や港の産業、技術、文化に関する行
事、帆船フェスティバル、過去最多1万5000発
の花火大会などイベントを多数実施。

海フェスタ神戸実行委員会＜事
務局＞
TEL:078-322-0237
FAX:078-322-6121
E-mail:
kobeport@office.city.kobe.lg.jp

海フェスタ神戸海の総合
展

海フェスタ実行委員会
7月15日～30
日

神戸ポートターミナ
ルホール

「第28回マリナーズ・アイ展」入賞作品17点及び
「第42回海上美術展」絵画選抜26点を展示

（一財）日本海員福祉センター
TEL:03-3475-5391
海フェスタ実行委員会事務局
TEL:078-322-0237

海フェスタ神戸　「海の総
合展」海事法令手続き等
の無料相談事業

(一社)日本海事代理士会
7月15日～31
日

兵庫県神戸市：神戸
港周辺、神戸ポート
ターミナル他

海事代理士は、海の法律家と呼ばれて管海官
庁に、海事に関する諸手続きを行っている。社
会貢献事業の一環として、小型船舶等の海技
資格の取得や船舶の売買・相続や旅客船事業
の許認可など海事関係のよろず相談窓口を設
け、会場に来られた方の質問・相談を受ける。

(一社）日本海事代理士会
TEL:03-3552-9688

第16回Kobe Love Port
みなとまつり

海フェスタ神戸実行委員
会

7月16日～17
日

メリケンパーク
一般市民に海と港の存在を身近に感じててもら
うため、ステージイベントやランドイベントを行
う。

（一社）神戸青年会議所
TEL:078-303-0075

平成29年「海の月間」を中心に計画されている行事および広報活動
「海の月間」推進委員会
事務局：（公財）日本海事広報協会



『船ってサイコ～ 2017』
川崎汽船　自動車運搬船
見学会

川崎汽船（株）
(一社）日本船主協会

7月16日 神戸港

（海フェスタ神戸）
神戸市内小中学校6校（約200名）をはじめ約
500名を招待し、自動車運搬船の見学会を実
施。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

『船ってサイコ～ 2017』
帆船「海王丸」セイルドリ
ル船上見学会

(一社）日本船主協会
協力　： 海技教育機構

7月16日 神戸港
（海フェスタ神戸）
帆船「海王丸」セイルドリルの見学会を、海洋少
年団を招待し、実施。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

第33回神戸港ボート天国
海フェスタ神戸実行委員
会

7月17日 メリケンパーク
Kobe Love Port みなとまつりの一環として、官
庁船や神戸港遊覧船の体験航海、一般公開等
を行う。

神戸市役所みなと興課内
TEL:078-322-0237
（公社）神戸海事広報協会
TEL:078-392-3248

神戸港内クルーズ＆海洋
教室

海フェスタ神戸実行実行
委員会　　　　　（公社）神
戸海事広報協会

7月17日 メリケンパーク
一般市民を対象に、神戸港遊覧船をチャーター
しクルーズ＆海洋教室を行う。

（公社）神戸海事広報協会
TEL:078-392-3248

海フェスタ神戸記念式典 海フェスタ神戸実行委員会 7月19日 ホテルオークラ神戸
海事関係功労者表彰、海の絵画コンクール表
彰等

神戸市みなと総局みなと振興部
振興課
TEL:078-322-0237

帆船「みらいへ」体験航海
海フェスタ神戸実行実行
委員会　　　　　（公社）神
戸海事広報協会

7月22日～23
日

神戸～西島
航海中は、セイリング体験、マスト登りや展帆
作業、手旗信号を、西島では環境学習、海洋ス
ポーツ等を体験する。

（公社）神戸海事広報協会
TEL:078-392-3248

船上親子海洋教室＆体験
教室

海フェスタ神戸実行実行
委員会　　　　　（公社）神
戸海事広報協会

7月29日 神戸～小豆島
船上では手旗信号、ブリッジの見学、海に関す
る講話等を、小豆島ではフォトフレーム作成教
室等を行う。

（公社）神戸海事広報協会
TEL:078-392-3248

マリンカーニバル in マリン
ピア神戸

海フェスタ神戸実行委員
会事務局

7月29日～30
日

三井アウトレット、海
の駅、さかなの学校
等

一般市民にマリンレジャーの魅力を体験しても
らう。（展示、体験、講演等）

（一社）日本マリン事業協会

海事施設見学
海フェスタ神戸実行実行
委員会　　　　　　　神戸
運輸監理部部

8月2日
大阪湾海上交通セ
ンター等

小学4年生以上の親子を対象に、大阪マーチス
等を見学し、海・船・港の重要性を学習してもら
う。

神戸運輸監理部
TEL:078-321-3146



＜全国各地＞
１．イベント

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

マリーンウィーク2017キャ
ンペーン

(一社)日本マリーナ・ビー
チ協会

5月1日～10
月31日

全国各地

マリンスポーツ・レジャーの普及振興のため、
〇ヨット、モーターボートの体験乗船〇海の駅ク
ルージング体験〇スクール体験〇安全学習と
環境学習〇地域振興イベント共催などを実施
する。

(一社)日本マリーナ・ビーチ協会
TEL:03-3222-3734

ペットボトル浮き世界記録
に挑戦！

B&G財団
全国のB&G海洋セン
ター・海洋クラブ

7月23日
B&G海洋センター・
B&G海洋クラブ　そ
の他、海、川、湖等

同日、同時刻に全国一斉で1分間のペットボト
ル浮きを実施し、世界記録樹立に挑む。

B&G財団
事業部海洋センター・クラブ課
TEL:03-6402-5314

安全講習会への参加 海上保安部等 ７月中
全国の主要港湾、
漁協、マリーナ等

安全講習会等に講師を派遣し、安全思想の啓
蒙活動と受験指導を実施する。

日本小型船舶検査機構
TEL:03-3239-0828

海の安全教室
（公社）日本水難救済
会、道府県水難救済会

7月～8月 全国各地

7月～8月を中心に海の安全教室を開催し、子
供たちだけでなく、学校の教師や保護者をはじ
め地元地域の一般市民にまで拡大して、海で
の安全意識と海への理解の醸成を図るととも
に水難救済ボランティア活動に対する理解と協
力の輪の拡大を図る。
主催＝日本水難救済会、道府県水難救済会
後援＝国土交通省、海上保安庁、消防庁

（公社）日本水難救済会
TEL:03-3222-8066

『船ってサイコ～ 2017』せ
んきょう夏休みキャンペー
ン

(一社）日本船主協会 主に7月-8月 全国各地

一般の方（特に青少年対象）に商船、コンテナ
ターミナル、造船所等を見学して頂く。
（船舶一般公開、体験乗船会、港湾施設見学
会など）

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

国際交流事業
(公社)日本海洋少年団連
盟

8月4日～ 福岡市、呉市等

日本海洋少年団全国大会にあわせて来日する
国際海洋少年団協会に加盟する海洋少年団
員と当連盟に加盟する海洋少年団員が10日間
程度、訓練、見学等をともに行うことにより交流
を深め、国際性豊かな少年少女達を育成する。

(公社)日本海洋少年団連盟
TEL:03-5213-4778
http://www.jsf-japan.or.jp

「海の日」と「海の安全」を
学ぶ教室

B&G財団
全国のB&G海洋セン
ター・海洋クラブ･全国の
小中学校

通年
B&G海洋センター・
B&G海洋クラブ　小
中学校プール　など

小中学生、教員等を対象に、着衣泳・ライフ
ジャケット浮遊・ペットボトル救助の体験会や、
指導方法等の研修会を実施し、「海の日」や
「海の安全」について学習の機会を提供する。

B&G財団
事業部事業課
TEL:03-6402-5313



プールでOPヨット体験会
全国のB&G海洋センター
・海洋クラブ

通年
B&G海洋センター・
B&G海洋クラブ

小学生が「安心・安全・気軽」にヨットを体験でき
るように、プールに小型ヨットを持込み、扇風機
の風で帆走する。ヨットの仕組みのみでなく安
全対策等についても学ぶ機会を提供する。

B&G財団
事業部海洋センター・クラブ課
TEL:03-6402-5314

２．広報・周知活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

無料健康相談等 (一社)日本海員掖済会
7月1日～31
日

全国の同会の各病
院・診療所内及び最
寄港

船員等を対象に、健康相談、検査、処置、投薬
を無料で行う。

（一社）日本海員掖済会
TEL:03-3541-4661

新聞「海の日」特集号の発
行

（公財）海上保安協会
7月13日
(発行予定）

全国規模
海上保安協会が発行する「海上保安新聞」にて
「海の日」特集号を組み、広報活動を行う予定。

(公財）海上保安協会
TEL:03-3297-7580

パンフレット作成・配布 平
成29年度版[内航海運の
活動」

日本内航海運組合総連
合会

7月17日 全国各地
「海の日」に発行し、内航海運の現状と活動を
広く業界内外にＰＲ

日本内航海運組合総連合会
TEL:03-3263-4741

旅客船事業の広報及び振
興

日本旅客船協会及び各
地区旅客船協会並びに
会員事業者

7月 全国各地
子供用パンフレット「日本の旅客船」を作成し、
全国各地で開催される旅客船に係るイベントで
使用する。

(一社）日本旅客船協会
TEL:03-3265-9691

「海の日」の旗の掲揚 日本小型船舶検査機構 7月中 全国の支部事務所 「海の日」の旗を掲揚する。
日本小型船舶検査機構
TEL:03-3239-0828

小型船舶に対する安全パ
トロール

国土交通省地方運輸局
等

7月中
全国の主要港湾、
漁協、マリーナ、湖
川等

地方運輸局、海上保安部、水上警察署、小型
船舶安全協会、PW安全協会等との協力によ
り、小型船舶に対する安全思想の啓発活動と
受検指導を実施する。

日本小型船舶検査機構
TEL:03-3239-0828

第32回海岸愛護写真コン
クール

(一社)全国海岸協会 8月～11月 全国各地

四面を海に囲まれたわが国では、海岸は生
活、産業、レクリエーションなどの場として多様
に活用されている。そこでは海岸災害を防ぎ、
美しく、安全で、生き生きとした海岸を創出する
努力が続けられているが、うるおいとやすらぎ
のある海岸への期待は、ますます高まってい
る。このような、私たちにとって貴重な自然空間
である海岸を、私たちみんなで大切に守り、育
てる心の広がりを願って、海岸愛護写真コン
クールを実施する。

(一社）全国海岸協会
TEL:03-3595-6633
http://www.kaigan.or.jp



船員労働安全衛生月間 (一社)日本海員掖済会
9月1日～30
日

全国の同会の各病
院・診療所内及び最
寄港

船員無料健康相談所の開設、訪船診療、講演
会等

（一社）日本海員掖済会
TEL:03-3541-4661

歳末無料健康相談 (一社)日本海員掖済会
12月1日～31
日

全国の同会の各病
院・診療所内及び最
寄港

船員等を対象に、健康相談、検査、処置、投薬
を無料で行う。

（一社）日本海員掖済会
TEL:03-3541-4661

３.その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

青い羽根募金強調運動期
間

（公社）日本水難救済
会、道府県水難救済会

7月～8月 全国各地

「海の日」を中心に7月～8月を、「青い羽根募
金強調運動期間」として募金活動を実施する。
主催＝日本水難救済会、道府県水難救済会
後援＝国土交通省、海上保安庁、消防庁、水
産庁

（公社）日本水難救済会
TEL:03-3222-8066

旅客船事業の広報及び振
興

日本旅客船協会及び各
地区旅客船協会並びに
全国会員事業者

7月 全国各地

旅客船に馴染みの薄い子供達に船旅や体験
乗船を経験してもらい、船をより身近に感じても
らうキャンペーンを「海の日」に実施する。内容
は、「海の日における小学生乗船無料キャン
ペーン」を全国の旅客船協会会員事業者に呼
びかけ実施する。

(一社）日本旅客船協会
TEL:03-3265-9691

＜北海道地区＞
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

フラワーポート事業
釧路海の月間実行委員
会

6～10月
耐震旅客船ターミナ
ル

港湾を花で飾り、訪れる観光客等に親しんでも
らうフラワーポート事業に参画し、港湾の美化
を図る

釧路運輸支局運航担当
TEL:0154-51-0057

海のフェスティバル 根室港海の日会
７月16日
9:00～

旧根室市場
海事思想普及活動として、海の日のグッズや風
船等を配布する広報活動

釧路運輸支局運航担当
TEL:0154-51-0057

海底広域研究船「かいめ
い」一般公開

函館市、一般財団法人
函館国際水産・海洋都市
推進機構

7月12日
15：00～19：
00（18：30受
付終了）

函館港西埠頭
JAMSTEC所有の船舶一般公開事業として。
マリンフェスティバル2017のプレイベントとして。

函館国際水産・海洋都市推進
機構
TEL:0138-21-4700



ＷＡＫＫＡＮＡＩみなとコン
サート

稚内のみなとを考える女
性ネットワーク

7月15日
15:00～21:00

北防波堤ドーム
稚内港北防波堤ドームを会場として、市内小中
高校の吹奏楽部や市民コーラス、アマチュアバ
ンドなどが出演するステージイベント

稚内のみなとを考える女性ネッ
トワーク
TEL:0162-32-6525

函館マリンフェスティバル

海の日を祝う会・函館国
際水産・海洋都市推進機
構、函館運輸支局、函館
海上保安部、函館開発
建設部、北海道、函館市
共催

7月15日～16
日

函館市国際水産・
海洋総合研究セン
ター

函館港で活躍する官庁船見学会、みなとパネ
ル展、みなと見学会、海の日記念親子料理教
室を開催予定

海の日を祝う会事務局
函館市港湾空港部内
TEL:0138-21-3493
函館国際水産・海洋都市推進
機構
TEL:0138-21-4700

マリン・フェスタ in 小樽
「マリン・フェスタin 小樽」
連絡会議

7月16日

小樽築港臨海公園
小樽港マリーナ（お
たる海の駅）
他

各種マリンスポーツ体験操船（スーパーキッズ
ボート、モーターボート）、展示ブース等を行う。
ボート天国市民舟遊び･小樽港みなと見学会・
フェリー船内一般公開ほか

「マリンフェスタin小樽」連絡会
議
連絡先（調整役）：㈱マリン
ウェーブ小樽
TEL:0134-22-1311

エンルムマリーナ祭
株式会社エンルムマリー
ナ室蘭

7月16日
エンルムマリーナ室
蘭

新鮮な魚介類の販売、露店、歌謡ショーやフ
リーマーケットなどの開催。

エンルムマリーナ室蘭
TEL:0143-27-4188
http://enrum-marina.jp/

わっかない海の駅まつり ㈱副港開発・稚内市
7月17日
11:00～16:00

わっかない海の駅
稚内副港市場

海の駅を広く市民に周知するとともに、海とふ
れあう機会を設けることを目的としたまつり（み
なと見学会等）

旭川運輸支局
（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047
㈱副港開発・稚内市
TEL:0162-29-0829

もんべつ観光港まつり
・もんべつ観光港まつり
協賛会
・紋別海上保安部

7月29日
予定

紋別港
もんべつ観光港まつりに併せて、巡視船そらち
体験航海

紋別海上保安部
TEL:0158-23-0118

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

わんぱくチャレンジ夏「海
であそぼう」

一般財団法人稚内市体
育協会

7月15日
9:30～14:30

抜海港、稚内市少
年自然の家

未定（昨年は、海遊び（カニ釣り等）、工作）
旭川運輸支局
（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

ジュニアライフセービング
教室

日本ライフセービング協
会北海道支部　他

7月16日～8
月20日の日
祝日

おたるドリームビー
チ
銭函海水浴場付近

子供を対象に海の素晴らしさや自らのいのちを
守る知識等を学習・体験

北海道運輸局海事振興部旅
客・船舶産業課
TEL:011-290-1011



魚拓づくり体験講習会
登別魚拓同好会
室蘭港海の日会

7月21日～23
日

白鳥大橋記念館「み
たら」

一般市民向けの魚拓づくり講習会を実施する
室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001

＜絵画・写真コンクール＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

全道中学生絵画コンクー
ル

（公社）北海道海事広報
協会

7月13日～21
日

長崎屋小樽店
全道各中学校より応募された海の絵画中、入
選作品３０点を展示

（公社）北海道海事広報協会
TEL:0134-22-2060

児童絵画展
海の月間苫小牧地区実
行委員会

７月20日～
23日

苫小牧市民活動セ
ンター１階
市民ギャラリー

市内の小学生を対象に「苫小牧の港」をテーマ
とした絵画を募集し、絵画展及び入選者の表彰
式を開催（表彰式22日）

室蘭運輸支局
苫小牧海事事務所
TEL:0144-32-5901

絵画展
釧路海の月間実行委員
会

7月21日～23
日
10:00～

釧路市観光国際交
流センター

市内小学生に海に関する絵画をテーマにした
絵画展

釧路運輸支局運航担当
TEL:0154-51-0057

海の絵画展
室蘭観光協会
室蘭港海の日会

７月下旬 アークス室蘭中央店
「全国中学生海の絵画コンクール（海事広報協
会主催）」の西胆振地区の中学生から応募の
あった絵画を展示する。

室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001

「海の日」記念フォトコンテ
スト

海の日を祝う会
写真展9月15
日～28日

アクロス十字街
「港の賑わいと景観」をテーマにフォトコンテスト
を実施し、入賞作品の写真展（応募締切り8月
10日）

海の日を祝う会事務局
TEL:0138-21-3493
函館市港湾空港部内
TEL:0138-21-3493

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

体験乗船
北海道運輸局
北海道旅客船協会

7月4日 北海道羽幌町

羽幌町の小学生を対象に、観光航路であるとと
もに島民にとって生活に欠かすことの出来ない
羽幌～焼尻航路に体験乗船し、運航する船舶
やそこで働く船員の仕事、運ばれている物品に
ついて学習を行い、その必要性、重要性への
理解を深める。

北海道運輸局海事振興部船員
労政課
TEL:011-290-1014

海事講座およびフェリー体
験航海

稚内港海の月間実行委
員会

7月8日 稚内～利尻島
稚内市内小学校児童を対象に、海事講座およ
びフェリー体験航海を実施する。

旭川運輸支局
（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047



室蘭港ナイトクルーズ
室蘭港海の日会
室蘭運輸支局

７月上旬 室蘭港内
市民を対象にナイトクルーズの体験乗船を実
施する。

室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001

石狩川　下覧櫂　水上
オートバイ・スーパーキッ
ズボート体験乗船会

（公財）マリンスポーツ財
団

7月8日～9日
北海道砂川市（遊水
池）

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッ
ズボート、水上オートバイ）

(公財)マリンスポーツ財団
TEL:03-3454-1151

港内見学会

釧路運輸支局
釧路開発建設部
釧路市
釧路海の月間実行委員
会

7月11日
9:00～12:00

釧路港（西港区）
釧路市内の小学生高学年を対象に船舶及びバ
スによる港内、施設見学を行う。

釧路海の月間実行委員会事務
局　釧路運輸支局
TEL:0154-51-0057

親子で楽しむ函館港ク
ルージング

海の日を祝う会
函館運輸支局

7月15日
9:30～

末広町西波止場遊
覧船ターミナル

親子で遊覧船に乗船し、函館港内のいろいろな
施設や船舶を見学しながら、海に親しんでもら
う。

函館運輸支局運航担当
TEL:0138-49-9901

クルーザーボート体験ク
ルーズ

株式会社エンルムマリー
ナ室蘭

7月16日
エンルムマリーナ室
蘭

市民を対象にクルーザーボートの体験クルー
ズを開催する。

室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001
エンルムマリーナ室蘭
TEL:0143-27-4188
http://enrum-marina.jp/

みなと見学会 室蘭開発建設部 7月17日 室蘭港内
港湾業務艇「みさご」を利用した室蘭港内遊覧
を実施する。

室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001

港内体験航海

海の月間苫小牧地区実
行委員会
室蘭開発建設部苫小牧
港湾事務所

７月27日、28
日

苫小牧港西港港内
市内の小学生と保護者を対象に室蘭開発建設
部所有の測量船「はやぶさ」により港内体験航
海を実施

室蘭運輸支局
苫小牧海事事務所
TEL:0144-32-5901

巡視船の体験航海と一般
公開

留萌海上保安部
7月29日
10:00～15:00

留萌港南岸壁～留
萌港沖合

留萌海上保安部巡視船「ちとせ」の体験航海と
一般公開を行う。

旭川運輸支局
TEL:0166-51-5271

巡視船「りしり」体験航海 稚内海上保安部
7月30日
午前・午後

稚内港～稚内港沖
合

一般市民を対象に巡視船「りしり」の体験航海
をする

旭川運輸支局
（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047



苫小牧港「体験航海」
海の月間苫小牧地区実
行委員会

7月下旬 苫小牧港西港区

苫小牧港の役割・機能等を紹介し、港湾事業
への理解や親しみを深めてもらうことを目的
に、苫小牧市内在住の小学生を対象とした「苫
小牧港みなと見学会」を実施。

海の月間苫小牧地区実行委員
会「みなと見学会」事務局ナラサ
キスタックス㈱内TEL:0144-35-
2131

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

鴎島灯台一般公開 函館海上保安部
7月2日
10:00～
予定

北海道桧山郡江差
町（鴎島）

鴎島灯台の一般公開
函館海上保安部交通課
TEL:0138-42-5658

造船所見学会及び港内遊
覧

室蘭港海の日会
室蘭運輸支局

７月上旬
函館どつく(株)
室蘭港内

小学生を対象に造船所の施設見学及び港内遊
覧を実施する

室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001

水族館の無料開放
室蘭観光協会
室蘭港海の日会

7月17日 市立室蘭水族館
市立室蘭水族館の無料開放日に、来場者へ記
念品を配布する

室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001

室蘭港みなと見学会＆港
湾の役割パネル展

室蘭開発建設部 7月17日 白鳥大橋記念館
室蘭港の役割、機能等を紹介し、港湾事業へ
の理解や親しみを深めてもらうことを目的として
開催。

室蘭港海の日会
室蘭運輸支局
TEL:0143-23-5001

チキウ岬灯台一般公開 室蘭海上保安部 7月17日 チキウ岬 チキウ岬灯台の一般公開
室蘭海上保安部交通課
TEL:0143-23-3133

稚内港で活躍する船舶大
集合

海の月間実行委員会
7月15日
10:00～16:00

稚内港北埠頭 稚内港で働く官庁船の一般公開を実施
旭川運輸支局
（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

稚内地方気象台の施設見
学会（わっかないお天気ひ
ろば2017）

稚内地方気象台
稚内港海の月間実行委
員会

7月29日
10:00～15:00

稚内港湾合同庁舎
気象台の施設見学会（観測機器等の見学、パ
ネル展示、実験、工作コーナー等）

旭川運輸支局
（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

宗谷岬灯台の一般公開
稚内海上保安部
稚内港海の月間実行委
員会

7月16日 宗谷岬灯台 灯台の一般公開
旭川運輸支局
（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

函館地方気象台見学会 函館地方気象台 7月22日 函館地方気象台 函館地方気象台の施設見学
函館地方気象台
TEL:0138-46-2214

巡視船の一般公開 室蘭海上保安部 ７月下旬 室蘭港中央埠頭
室蘭海上保安部所属の巡視船の一般公開を
行う

室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001



稚内灯台の一般公開
稚内海上保安部
稚内港海の月間実行委
員会

8月（未定）
稚内灯台
（ノシャップ岬）

灯台の一般公開
旭川運輸支局
（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

④清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

港湾清掃

全日本海員組合
小樽船員OB会
全国海友婦人会小樽支
部

7月10日
9:30～

色内埠頭 岸壁、埠頭地区の清掃を実施
北海道運輸局海事振興部旅
客・船舶産業課
TEL:011-290-1011

海岸清掃
釧路海の月間実行委員
会

7月4日
10:30～11:30

釧路港西港区第４
埠頭

釧路港海の月間実行委員会会員等による釧路
港近接海浜の清掃

釧路運輸支局運航担当
TEL:0154-51-0057

港の清掃活動「クリーン作
戦」

函館港湾振興会、海の
日を祝う会、函館市

7月13日
7:30～8:30

函館港各埠頭 港湾関係者による港の清掃活動
海の日を祝う会事務局
函館市港湾空港部内
TEL:0138-21-3493

港湾清掃 根室港海の日会
７月15日
午後

根室港 港湾関係者等の協力を得て港湾の清掃
釧路運輸支局運航担当
TEL:0154-51-0057

港湾清掃

北海道港運協会小樽支
部
全日本港湾労働組合北
海道地方小樽支部

7月中旬 港町埠頭 岸壁、埠頭地区の清掃を実施
北海道運輸局海事振興部旅
客・船舶産業課
TEL:011-290-1011

⑤マリンスポーツ・レジャー
＜マリンスポーツ＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

マリンフェスタ in 小樽
スーパーキッズボート体験
乗船会

（公財）マリンスポーツ財
団

7月16日
北海道小樽市（築港
臨海公園）

マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズ
ボート）

(公財)マリンスポーツ財団
TEL:03-3454-1151

＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

むろらん港鉄人舟漕ぎ大
会

むろらん港鉄人舟漕ぎ大
会実行委員会
室蘭市港湾部

７月下旬 室蘭港中央ふ頭
室蘭港の「みなとまちづくり」の一環として、地
域住民の海と港に対する親しみと関心を深め
てもらうために、舟漕ぎ大会を開催

室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001
（一社）室蘭観光協会
TEL:0143-23-0102
http://muro-
kanko.com/event/port_festival.h
tml



函館ペリーボート競漕
函館ペリーボート競漕実
行委員会

7月下旬 函館港若松ふ頭
市民参加のボート競漕。函館港まつりの協賛イ
ベント。市内中心部の若松南ふ頭（旧シーポー
トプラザ前）で行われる。

函館ﾍﾟﾘｰﾎﾞｰﾄ競漕実行委員会
（㈱富士サルベージ内）
TEL:0138-26-6110
http://hakodate-perry-
boatrace.com/

⑥その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

字幕等の掲揚
室蘭港海の日会
室蘭運輸支局

7月1日～31
日

合同庁舎前
港内船舶
室蘭市内

「海の月間」字幕及び港内船に「海の日旗」を
掲揚し、海の月間をＰＲする

室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001

ライトアップ 室蘭港海の日会
7月1日、10
日、15日

測量山
市内測量山のライトアップにより海の月間及び
海の日をＰＲする

室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001

地元ラジオ局による月間
行事周知放送の実施

釧路海の月間実行委員
会

7月11日～24
日

FMくしろ
海の月間行事について、「FMくしろ」による周知
放送

釧路運輸支局運航担当
TEL:0154-51-0057

在港船訪船慰問
海の月間苫小牧地区実
行委員会

7月14日
9:00～東港
区
13:00～西港
区

苫小牧港(西港区及
び東港区)

苫小牧港に接岸中の本船に対して訪船慰問を
行い、記念品を贈呈

室蘭運輸支局
苫小牧海事事務所
TEL:0144-32-5901

海に係わる映画上映
釧路海の月間実行委員
会

7月14日
10:00～
7月16日
13:00～
7月17日
13:00～

市立釧路図書館
海事思想普及活動行事として、海に係わる映
画上映

釧路運輸支局運航担当
TEL:0154-51-0057

「海とみなと」パネル展 根室港海の日会
7月16日
9:00～

旧根室市場
根室港及び漁港の役割、港の建設等のパネル
を展示

釧路運輸支局運航担当
TEL:0154-51-0057

海開き 稚内市教育委員会
7月16日
（予定）

坂の下海水浴場 坂の下海水浴場において、海開きを実施する。
旭川運輸支局
（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

一日港長・一日船長任命
式

苫小牧海上保安署 7月中旬
巡視艇係留桟橋前
（苫小牧港西港区第
１船溜）

はすかっぷレディ2名を1日船長、港長に任命
し、港内巡視等を行う。

苫小牧海上保安署
TEL:0144-33-0118



パネル展 室蘭開発建設部 7月17日
白鳥大橋記念館「み
たら」

海の日記念イベントとして「港湾の役割」のパネ
ル展を実施する

室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001

汽笛の一斉吹鳴 北海道運輸支局
7月17日
正午

小樽港
小樽港停泊中の船舶による汽笛の一斉吹鳴を
行う。

北海道運輸局海事振興部旅
客・船舶産業課
TEL:011-290-1011

汽笛の一斉吹鳴
室蘭港海の日会
室蘭運輸支局

7月17日
正午

室蘭港 室蘭港停泊中の船舶による一斉吹鳴を行う
室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001

汽笛の一斉吹鳴
室蘭運輸支局苫小牧海
事事務所

7月17日
正午

苫小牧港(西港区及
び東港区)

海の日の正午に港内停泊中の船舶による汽笛
一斉吹鳴を実施する。

室蘭運輸支局苫小牧海事事務
所 TEL:0144-32-5901

汽笛の一斉吹鳴 釧路運輸支局
7月17日
正午

釧路港
海の日の正午に港内停泊中の船舶による汽笛
の一斉吹鳴を実施する。

釧路運輸支局
TEL:0154-51-0057

汽笛の一斉吹鳴 釧路運輸支局
7月17日
正午

根室港
海の日の正午に港内停泊中の船舶による汽笛
の一斉吹鳴を実施する。

釧路運輸支局
TEL:0154-51-0057

汽笛の一斉吹鳴
稚内港海の月間実行委
員会

7月17日
正午

稚内港内
稚内港内に停泊中の船舶が、7月17日（海の
日）正午から20秒間汽笛吹鳴を行う。

旭川運輸支局
（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

汽笛の一斉吹鳴
各地区協議会等(停泊中
の船舶による)

7月17日 全道各港
海の日の正午、全道各港に停泊中の船舶によ
る汽笛の一斉吹鳴を行う。

各地区協議会等
小樽海上保安部他

「めだかの学校」海の日コ
ンサート

めだかの学校、みなとま
ちづくり女性ネットワーク
室蘭

7月17日
エンルムマリーナ室
蘭

海にちなんだ童謡や唱歌を歌い、海に対する
想いを深めるコンサート

めだかの学校学校

安全祈願祭 室蘭港海の日会
7月18日
9:30～

室蘭八幡宮
海上航行、港湾関係労働者の安全祈願祭を行
う

室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001

海事関係功労者の表彰
室蘭運輸支局苫小牧海
事事務所

7月18日
10:00～

グランドホテル
ニュー王子

海事功労の顕著な者等に対する表彰式を開催
室蘭運輸支局
苫小牧海事事務所
TEL:0144-32-5901



「海の日」式典、祝賀会
室蘭港海の日会
室蘭海上保安部
室蘭運輸支局

7月18日
11:00～

ホテルセピアス花壇
海事関係功労者の表彰式及び祝賀会を開催
する

室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001

海事関係功労者の表彰

旭川運輸支局
稚内海上保安部
稚内港海の月間実行委
員会

7月18日
11:00～

稚内水産ビル５階会
議室

海事功労の顕著な者等に対する表彰式を開催
する。

旭川運輸支局
（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

海事関係功労者の表彰 北海道運輸局
7月18日
14:30～

小樽港湾合同庁舎
海事功労の顕著な者等に対する表彰式を開催
する

北海道運輸局海事振興部旅
客・船舶産業課
TEL:011-290-1011

「海の日」海事関係功労者
等表彰式

釧路海の月間実行委員
会

7月18日
16:30～

釧路センチュリー
キャッスルホテル

海事関係功労者等に対する表彰式
釧路運輸支局運航担当
TEL:0154-51-0057

「海の日」海事関係功労者
等表彰式

根室港海の日会
7月20日
11:30～

根室商工会館 海事関係功労者等に対する表彰式
釧路運輸支局運航担当
TEL:0154-51-0057

海の日コンサート
めだかの学校
室蘭港海の日会

7月23日
エンルムマリーナ室
蘭

めだかの学校が主催する海の日コンサートに
協賛し、海にちなんだ歌を参加者全員で歌う。

室蘭運輸支局運航担当
TEL:0143-23-5001

汽笛の一斉吹鳴
海の日を祝う会
函館運輸支局

7月24日
9:00～

函館運輸支局運航担当
TEL:0138-49-9901

海上安全祈願祭 海の日を祝う会
7月24日
9:00～

船魂神社
海の日を祝う会事務局
TEL:0138-21-3493

海の日記念式典 海の日を祝う会
7月24日
15:00～

函館市五島軒本店
海上安全祈願祭、海事功労者表彰、開催記念
祝賀会

海の日を祝う会事務局
函館市港湾空港部内
TEL:0138-21-3493

海事功労者等表彰式・祝
賀会

旭川運輸支局 7月28日
13:30～

留萌市海のふるさと
館

海の記念式典及び海事功労者表彰式を実施
し、終了後祝賀会を行う。

旭川運輸支局
TEL:0166-51-5271

釧路みなとパネル展 釧路開発建設部
7月29日
10:00～

釧路市観光国際交
流センター

釧路港の概要や役割などのパネルを展示す
る。

釧路海の月間実行委員会事務
局　釧路運輸支局
TEL:0154-51-0057



海に関するクイズラリー
釧路海の月間実行委員
会

7月29日
10:00～

釧路市観光国際交
流センター

海事思想普及活動として、観葉植物の配布及
び海に関するクイズラリー

釧路運輸支局運航担当
TEL:0154-51-0057

＜東北地区＞
○青森県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

三陸復興国立公園種差海
岸観光まつり

種差海岸観光まつり実行
委員会

7月9日
青森県八戸市種差
海岸芝生広場

凧揚げ大会や海産物即売会などで夏を楽しむ
イベント

南浜公民館
TEL:0178-39-3036

青森安潟みなとまつり２０
１７

青森県商工会議所
青森安潟みなとまつり実
行委員会

7月15日～17
日、7月21～
23日

青森市青い海公園

海の日の発祥の地青森港を広く周知する活動
を目的に、ステージイベントやPRブース等を実
施
フードコーナー、ステージイベント、元祖伝言花
火等

青森安潟みなとまつり実行委員
会
TEL:017-734-1311

八甲田丸港フェスタ
特定非営利活動法人あ
おもりみなとクラブ

7月16日～17
日

青函連絡船メモリア
ルシップ八甲田丸及
び周辺ウォーターフ
ロント地区

青森港及び歴史的な産業遺産ともいえる青函
連絡船を再認識し、港の賑わいを取り戻すこと
を目的に実施。

特定非営利活動法人あおもりみ
なとクラブ
TEL:017-735-8150
青函連絡船メモリアルシップ八
甲田丸
TEL:017-735-8150

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

ねぶたの家ワ・ラッセイベ
ント

ねぶたの家ワ・ラッセ
7月1日、12
日、19日

ねぶたの家ワ・ラッ
セ

1日・初心者向けねぶた囃子体験教室、12，19
日ハネト衣装着付け教室を実施。

ねぶたの家ワ・ラッセ
TEL:017-752-8317

＜絵画・写真コンクール＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

青森港「海の日」図画コン
クール

青森港振興協会
7月15日～28
日

八甲田丸船内
青森市内の小学生を対象に「海」をテーマにし
た図画コンクールを開催し、左記期間は全応募
作品を展示する。

青森港振興協会
TEL:017-734-5415



③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海のボート天国 青森商工会議所
7月中旬から
下旬

青森市聖徳公園前
青森湾内無料体験クルージング体験を行い、
より多くの人に港湾について知ってもらう機会と
して実施

安潟みなとまつり実行委員会
TEL:017-734-1311

蒸気船洋上ウオッチング
特定非営利活動法人あ
おもりみなとクラブ

7月15日～8
月20日（土日
祝日・ねぶた
期間運航）

青森港
旅客船ターミナル発着、青森港内を約30分で
周遊（幼児以外有料）

特定非営利活動法人あおもりみ
なとクラブ
TEL:017-735-8150

八甲田丸港フェスタ
（港内無料体験航海）

特定非営利活動法人あ
おもりみなとクラブ

7月16日～17
日

青森港 港内無料体験航海
特定非営利活動法人あおもりみ
なとクラブ
TEL:017-735-8150

青森安潟みなとまつり２０
１７
（青森港海のボート天国）

青森安潟みなとまつり実
行委員会

7月22日～23
日

青森港 クルーザー、パワーボート等の無料体験航海
青森安潟みなとまつり実行委員
会
TEL:017-734-1311

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

あさむし水族館イベント 浅虫水族館 7月～8月 浅虫水族館 七夕水槽等各種イベントの実施
浅虫水族館
TEL:017-752-3,377

海洋地球研究船「みらい」
就航20周年記念　記念講
演会・船舶／施設一般公
開

むつ市、JAMSTEC

講演会…
7月8日
13:30～16:15
一般公開…
7月9日
10：00～16：
00
（15:30受付
終了）

むつ来さまい館（講
演会）
JAMSTECむつ研究
所（一般公開）

海洋地球研究船「みらい」就航20周年を記念し
て。

JAMSTECむつ研究所
TEL:0175-25-3811（平日9:00～
17:30）

艫作埼灯台一般公開 青森海上保安部 7月16日
艫作埼灯台
（西津軽郡深浦町）

艫作埼灯台の内部等を一般に公開し当部の業
務を紹介する。

青森海上保安部交通課
TEL:017-734-2422



自衛艦艦内一般公開、電
灯艦飾

自衛隊八戸地域事務所・
八戸港海の日行事協賛
会

7月15日 八戸港
船舶に親しむため、自衛隊艦船の見学会を実
施する。

八戸港海の日行事協賛会事務
局
(八戸港湾運送)
TEL:0178-29-3111

巡視船一般公開 八戸海上保安部 八戸港 海上保安部船舶の一般公開
八戸海上保安部
TEL:0178-33-1222

鮫角灯台まつり 八戸海上保安部 7月17日 鮫角灯台
鮫角灯台の一般公開、地域交流イベントの開
催。

八戸海上保安部交通課
TEL:0178-32-4691

④マリンスポーツ・レジャー
＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第30回青函カップヨット
レース

青函カップヨットレース実
行委員会

7月15日～16
日

函館港から青森港 外洋クルーザーによるレース
青函カップヨットレース実行委員
会
TEL:017-738-8317

⑤その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

アスパムイベント 青森県観光連盟
6月30日～7
月2日

県観光物産館アス
パム

あおもりたまごかけごはんまつり、あおもり大畜
産まつり

青森県観光連盟
TEL:017-735-5331

海事関係功労者の表彰
八戸港海の日行事協賛
会

7月 八戸市内
海事功労の顕著な者及び海をきれいにするた
めの一般協力者の奉仕活動に対する表彰及び
祝賀会を開催する。

八戸港湾運送㈱
TEL:0178-29-3111

汽笛の一斉吹鳴 青森運輸支局 7月17日正午 青森港 青森港内の在港船が汽笛を一斉吹鳴
青森運輸支局海事部門
TEL:017-739-8112

汽笛の一斉吹鳴 八戸海事事務所 7月18日正午 八戸港 在港船による汽笛の一斉吹鳴を行う。
八戸海事事務所
TEL:0178-33-0718



「海の日」記念式典並びに
表彰式（海事功労者表彰
等）

青森運輸支局、青森港
湾事務所、青森海上保
安部、青森港振興協会、
青森海上保安協会青森
支部

7月25日 ホテル青森 海事功労の顕著な者に対する表彰式

青森港湾振興協会（青森市経
済部交流推進課）
TEL:017-734-5415
他実施団体
https://www.city.aomori.aomori.
jp/

「海の日」海事関係功労者
表彰式

八戸海の日行事協賛会
八戸海事事務所
八戸港湾・空港整備事務
所
八戸海上保安部

7月18日
八戸シーガルビュー
ホテル

海事関係功労者（大臣表彰及び局長表彰）に
対する表彰状の伝達及び授与を行う。

八戸港海の日行事協賛会事務
局
(八戸港湾運送)
TEL:0178-29-3111

在港船訪問
八戸海事事務所
八戸海の日行事協賛会

7月18日 八戸港 商船等訪問、記念品を配布する。

八戸港海の日行事協賛会事務
局
(八戸港湾運送)
TEL:0178-29-3111

海難殉職者慰霊法要

漁業指導協会
八戸海事事務所
八戸市
八戸港海の日行事協賛
会

7月19日 八戸市　福昌寺 海難殉職船員の慰霊法要

八戸港海の日行事協賛会事務
局
(八戸港湾運送)
TEL:0178-29-3111

○岩手県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

もぐらんぴあ夏まつり
(有)あくあぷらんつ、久慈
みなと・夏まつり実行委
員会

7月22日～23
日

もぐらんぴあみなと
オアシス

もぐらんぴあ周辺を主会場に地元の海・水生生
物とふれあうイベント。新鮮な魚介類の販売や
ステージイベントで「久慈の海」の元気を発信

久慈市商工観光課
TEL:0194-52-2111

三陸ぐるっと食堂　in KUJI
三陸ぐるっと食堂　in
KUJI実行委員会

7月22日～23
日

もぐらんぴあみなと
オアシス周辺

愛Bリーグ本部から協力を頂き、愛Bリーグ加盟
団体及び被災地の地域づくり団体等の料理提
供による地域PRイベントを開催し、東日本大震
災からの復興に取り組む三陸を県内外に発信

県北広域振興局経営企画部企
画推進課
TEL:0194-53-4981

久慈みなと・さかなまつり
久慈みなと・夏まつり実
行委員会、久慈市漁業
協同組合

7月30日 久慈港
久慈港を主会場とした、海の恵みに触れるイベ
ント。新鮮な魚介類の販売やステージイベント
で「久慈の海」の元気を発信

久慈市商工観光課
TEL:0194-52-2111



②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

砂ＡＳＯＢｅａｃｈ B&G財団 7月16日 岩手県洋野町

3つのプログラムを実施することで、参加者が楽
しく海に親しみ、「海の日」と「海の安全」への理
解を深める機会を提供する。〈海におもいを伝
えろ！　B＆G大声選手権〉〈水辺のかるた遊
び〉〈SUNA-ART（砂アート）〉

B&G財団
事業部事業課
TEL:03-6402-5313

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第26回宮古港ボート天国
宮古港ボート天国推進協
議会

8月6日 リアスハーバー宮古
ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ、水上ﾊﾞｲｸ、ｼｰｶﾔｯｸ等の体験試
乗により、海事思想の普及、海洋レジャーの秩
序ある発展を目的に開催

宮古港海事振興会（宮古市水
産課）
TEL:0193-68-9099

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

練習船「海王丸」宮古港寄
港

宮古市
(独)海技教育機構
宮古港利用促進協議会

7月21日～
25日

宮古港（藤原ふ頭）

セイルドリル、夜間イルミネーション
「港」「船」「海」を軸に、広く「海洋・海事思想」の
一層の普及を図るとともに、東日本大震災にお
ける支援への感謝と復旧・復興の状況を広く県
内外へ発信し、「港の賑わい創出による復興」
を推進することを目的に開催

(独)海技教育機構
TEL:045-211-7314
宮古市観光港湾課港湾振興室
TEL:0193-68-9093

④マリンスポーツ・レジャー
＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

宮古港カッターレース
宮古港カッターレース実
行委員会

7月16日
宮古港（宮古魚市場
付近の海域）

「海にひろがる夢・みらい」をテーマに海の街、
宮古のPRと活性化を図り、出場選手間の交流
を深めると共に、水産並びに海洋スポーツの振
興・理解を高め、明るく豊かなふるさとづくりの
一翼を担うことを目的とする。清掃活動を通じ
てきれいな宮古の海をアピールする。

宮古港カッターレース実行委員
会
TEL:0193-62-6000



⑤その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の日」記念式典（海事
功労者表彰式等）

岩手運輸支局
宮古市
宮古港海事振興会

7月20日 宮古市民文化会館
海事功労の顕著な者等に対する表彰式を行
う。

宮古港海事振興会（宮古市水
産課）
TEL:0193-68-9099

「海の日」記念式典（海事
功労者表彰式等）

釜石市「海の日」実行委
員会
釜石市漁業協同組合連
合会
釜石市

7月21日
釜石・大槌地区産業
育成センター

海事功労の顕著な者等に対する表彰式を行
う。

釜石市「海の日」実行委員会
(釜石市水産課)
TEL:0193-22-2111

汽笛一斉吹鳴 岩手運輸支局 7月17日正午 宮古港 在籍船による汽笛の一斉吹鳴を行う。
岩手運輸支局
TEL:0193-62-3500

汽笛一斉吹鳴 岩手運輸支局 7月17日正午 釜石港 在籍船による汽笛の一斉吹鳴を行う。
岩手運輸支局
TEL:0193-62-3500

在籍船訪問 岩手運輸支局 7月 宮古港 入港船舶を訪問し、記念品を配布する。
岩手運輸支局
TEL:0193-62-3500

○宮城県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

塩竃みなと祭り
塩竃みなと祭協賛会
塩竃観光交流課
塩竃市観光物産協会

7月16日～17
日

宮城県塩竃市
塩釜港
マリンゲート塩釜ほ
か

神輿海上渡御、陸上パレード、前夜祭（花火大
会）
巡視船一般公開（未定）
ブース展示（第二管区海上保安本部、宮城海
上保安部）

塩竈市観光交流課
TEL:022-364-1165

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

体験航海を含むオープン
キャンパス、オーシャン
キャンパス

宮城県水産高等学校 7月15日
宮城県水産高等学
校、石巻港

中学生及びその保護者と中学校教員を対象と
した授業体験と実習船体験航海（オープン）。
小中学生とその保護者を対象とした、実習船体
験航海及び学生による加工品販売実習（オー
シャン）。

宮城県水産高等学校企画情報
部
TEL:0225-24-0404



＜絵画・写真コンクール＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

漁村漁場海岸写真コン
クール入賞作品の展示

気仙沼港海事振興会他 未定
「海の市」「リアス
アーク美術館」

「海と生きる」気仙沼の自然、風土、生業の素
晴らしさを再発見するため、入賞作品の展示を
行う。

気仙沼市産業部水産課
TEL:0226-22-6600
http://www.city.kesennuma.lg.jp
/www/toppage/0000000000000
/APM03000.html

マンガッタンイラストギャラ
リー作品展・テーマ「海」

石ノ森萬画館
MIG project2017

6月5日～8月
31日

石ノ森萬画館
第48回マンガッタンイラストギャラリー作品とし
て「海」をテーマとしたイラストを石巻地域内外
から募集、大賞作品91点を展示。

石ノ森萬画館
TEL:0225-96-5055

③清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

仙台塩竃港一斉清掃
仙塩地区海の月間実行
委員会

7月5日
7月26日

塩竃港周辺
仙台港周辺

月間実行委員会会員等による港湾清掃を実
施。

宮城県仙台塩釜港湾事務所
TEL:022-254-3131

④その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

在港船訪問
石巻海事事務所
石巻地区「海の日」実行
委員会

7月1日～
31日

石巻港・女川港他
管内の各港等に停泊している船舶を訪問し、記
念品を配布する。

石巻海事事務所
TEL:0225-95-1228

在港船訪問
仙塩地区海の月間実行
委員会

7月 仙台港・塩竃港 在港船訪問、記念品を配布する。
東北運輸局海事振興部
海事産業課
TEL:022-791-7512

「海の日」及び海の月間の
広報

石巻海事事務所
石巻地区「海の日」実行
委員会

7月1日～
31日

石巻市内

定期航路の旅客船に「海の日旗」を掲揚。
「海の日」及び海の月間ポスター等を公共機
関、関係事業者へ配布、公共施設や事業所に
掲示する。

石巻海事事務所
TEL:0225-95-1228
石巻地区「海の日」実行委員会
TEL:0225-82-5551（㈱ヤマニシ
内）

石巻港開港50周年記念式
典

石巻港整備・利用促進期
成同盟会（共催：宮城
県、石巻市、東松島市、
石巻商工会議所）

7月12日 石巻グランドホテル
石巻港開港50周年を記念して、関係者参加の
もと、功労者表彰、記念講演を行う。

石巻市建設部河川港湾室
TEL:0225-95-1111



汽笛の一斉吹鳴 東北運輸局 7月17日 仙台港・塩竃港 在籍船による一斉汽笛吹鳴
東北運輸局海事振興部
海事産業課
TEL:022-791-7512

汽笛の一斉吹鳴 石巻海事事務所 7月17日 石巻港 在籍船による一斉汽笛吹鳴
石巻海事事務所
TEL:0225-95-1228

「海の日」海事関係功労者
表彰式

石巻海事事務所
石巻地区「海の日」実行
委員会

7月20日 石巻グランドホテル
海事関係者の参加のもと、「海の日」海事関係
功労者表彰式を実施する。

石巻海事事務所
TEL:0225-95-1228

「海の日」海事関係功労者
等表彰式

東北運輸局
東北地方整備局
第二管区海上保安本部

7月21日 仙台サンプラザ
海事関係功労者(大臣表彰及び局長・本部長
表彰)に対する表彰状の伝達及び授与を行う。

東北運輸局海事振興部
海事産業課
TEL:022-791-7512

「海の日」海事関係功労者
表彰式

気仙沼海事事務所
気仙沼海上保安署

7月21日
サンマリン気仙沼ホ
テル観洋

海事関係者の参加のもと、平成29年「海の日」
海事関係功労者表彰式を実施。

気仙沼海事事務所
TEL:0226-22-6906
http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/
kn/kn-index.htm

傷病船員慰問
仙塩地区海の月間実行
委員会

７月
仙台・塩釜市等の病
院

慰問とお見舞い品の配布
東北運輸局海事振興部
海事産業課
TEL:022-791-7512

入院傷病船員慰問 気仙沼港海事振興会他 未定 気仙沼市内の病院 入院している船員保険患者へ慰問

気仙沼市産業部水産課
TEL:0226-22-6600
http://www.city.kesennuma.lg.jp
/www/toppage/0000000000000
/APM03000.html

海難遺児家庭訪問 気仙沼港海事振興会他 未定 気仙沼市内
①市内に在住する当該小・中学生
②①以外で過去１年間に海難遺児となった小・
中学生（気仙沼港を母港とする船）

気仙沼市産業部水産課
TEL:0226-22-6600
http://www.city.kesennuma.lg.jp
/www/toppage/0000000000000
/APM03000.html

○秋田県



①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

のしろみなと祭り みなと祭り実行委員会 7月16日 秋田県能代市

能代港の多様な利活用を通じた地域活性化の
ため毎年開催。国土交通省、海上保安庁、海
上自衛隊等ブース設置、船の一般公開、ス
テージライブなど（詳細は未定）

（事務局）
能代商工会議所
TEL:0185-52-6341

秋田港海の祭典
秋田港海の祭典実行
委員会

7月29日～30
日
※式典は29
日

秋田市セリオンプラ
ザ

海洋・海事思想の普及と秋田港の振興・地域
活性化のため毎年開催。「海の日」海事関係功
労者表彰記念式典、国土交通省・海上保安
庁、海上自衛隊等のブース設置、船舶の一般
公開・体験乗船、海洋少年団デモンストレー
ション等ステージライブ、花火大会など。

（事務局）
秋田商工会議所土崎支所
TEL:018-845-5983

②体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

港湾業務艇「あきかぜ」体
験航海

船川港港湾振興会 7月17日 秋田県男鹿市
船川港の新たな魅力の発見や、海や港に親し
みを持っていただくことを目的に、港湾業務艇
による体験航海を実施。

（事務局）
男鹿市観光商工課商工港湾班
TEL:0185-24-9142

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
③清掃活動

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

秋田港一斉クリーンアップ 秋田港をきれいにする会 7月16日 秋田港内
秋田港の周辺企業、団体、官公庁等港湾関係
者により港湾清掃を実施。

秋田港をきれいにする会
（りんかい日産建設（株）内）
TEL:018-845-2271

④その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

汽笛の一斉吹鳴 秋田運輸支局 7月17日正午 秋田港 港内停泊中船舶による汽笛一斉吹鳴の実施
秋田運輸支局
TEL:018-863-5812

汽笛の一斉吹鳴 秋田運輸支局 7月17日正午 船川港 港内停泊中船舶による汽笛一斉吹鳴の実施
秋田運輸支局
TEL:018-863-5812



汽笛の一斉吹鳴 秋田運輸支局 7月17日正午 能代港 港内停泊中船舶による汽笛一斉吹鳴の実施
秋田運輸支局
TEL:018-863-5812

○山形県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

2017みなとオアシスまつり
「海の日」記念事業実行
委員会

7月29日～30
日

酒田港本港地区・酒
田港内

フードコーナー、ステージイベント、酒田版sea
級グルメ人気コンテスト、働く船の一般公開、港
湾業務艇による港内見学会等を開催する。

酒田市商工港湾課港湾空港課
TEL:0234-26-5758

②体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

発見！酒田みなとの探検
隊、「定期船とびしま」によ
る酒田港クルーズ

山形県、山形県港湾協
会、NPO法人酒田港女
みなと会議

7月15日
酒田市市内（みなと
オアシス酒田他）

港の学習、酒田港内クルーズ等を通じて、酒田
港及び海に対する理解を深めるもの。（酒田み
なとの探検隊は、小学生とその保護者対象。酒
田港クルーズは、探検隊参加者及び１８歳以上
対象。２つの企画を同日に行うもの。）

山形県港湾事務所港湾振興室
TEL:0234-26-5636

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

酒田灯台一般公開 酒田海上保安部
7月17日
10:00～15:00

酒田灯台
（酒田北港緑地展望
台）

酒田灯台の一般公開、灯台の写真展示。
酒田海上保安部交通課
TEL:0234-24-0055

③清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

酒田港クリーンアップ作戦
「海の日」記念事業実行
委員会

7月15日
酒田港大浜海岸
酒田港臨港地区

酒田港の海岸清掃、美化啓発活動を行う。
酒田市商工港湾課港湾空港課
TEL:0234-26-5758



④その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の日」海事関係功労者
表彰式

「海の日」記念事業実行
委員会

7月26日
山形県酒田市
酒田産業会館

海事関係者の参加のもと、平成29年「海の日」
海事関係功労者表彰式を実施する。

酒田市商工港湾課港湾空港課
TEL:0234-26-5758

○福島県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

おなはま海遊祭
いわき花火大会実行委
員会、海遊祭委員会

7月29日～30
日

小名浜港アクアマリ
ンパーク

「いわき花火大会（8/5）」のプレイイベントとして
開催される、海と港の魅力に触れあう市民参加
型イベント。【開催内容（H28実施内容）】▽キッ
ズボート操舵体験
▽ジェットスキー体験乗船▽バナナボート体験
乗船▽ジェットスキーアクロバットショー▽アク
アウォーカー▽海保ヘリ救助実演▽ステージ
（ベリーダンス）▽ステージ（よさこい）▽自衛隊
車両一般公開▽日産モーターショー　他

いわき花火大会実行委員会
TEL:0246-53-5677
URL
http://www.iwakihanabi.com/kai
yusai.html

＜海上花火大会＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第６４回いわき花火大会
いわき花火大会実行委
員会

8月5日 小名浜港 約１２０００発の花火打ち上げ
いわき花火大会実行委員会
TEL:0246－53－5677

②マリンスポーツ・レジャー
＜マリンスポーツ＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

マリンスポーツフェスティ
バル in いわき

（公財）マリンスポーツ財
団

7月29日～30
日

福島県いわき市（お
なはま港）

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッ
ズボート、ジェットスポーツ、モーターボート等）
展示ブース等。

(公財)マリンスポーツ財団
TEL:03-3454-1151

③その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の日」海事関係功労者
表彰式

福島運輸支局、小名浜
港湾事務所、福島海上
保安部

7月25日
カルチェ  ド  シャン・
ブリアン

海事関係者の参加のもと、平成29年「海の日」
海事関係功労者表彰式を実施。

福島運輸支局小名浜庁舎
TEL:0246-54-2311



＜関東地区＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

関東の旅客船おでかけガ
イドマップの発行及び「関
東の旅客船フォトコンテス
ト」の開催

関東旅客船協会

冊子発行:7
月17日、写
真募集期
間:7月17日
～12月31日

関東地区旅客船事
業者（関東旅客船協
会会員）

「海の日」に合わせて、冊子「関東の旅客船お
でかけガイドマップ」を発行する。冊子には「海
の月間」運動の趣旨を記載して啓蒙活動を行
う。あわせて、関東の旅客船を題材とした写真
を募集し、入選作には商品を贈る。（特別賞受
賞作品は、翌年のガイドマップの表紙に採用さ
れる）

関東旅客船協会
TEL:03-5733-4863

海洋環境教育としての「海
藻おしば教室」

(一財)日本海洋レジャー
安全・振興協会（企画振
興部）
海藻おしば協会

未定

①小岩小学校(江戸
川区）②東海大付属
小学校（静岡市）③
御前崎小学校（御前
崎市）④三崎小学校
（三浦市）⑤土浦市
立小学校（土浦市）
⑥金田小学校（木更
津市）

海ばなれの進む昨今、広く子供達に海への親
しみを啓発し、「海藻おしば教室」を通じて、海
洋環境保全の大切さを学んでもらう。

海レ協（企画振興部）
TEL:045-228-3068

○東京都
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海の灯まつりinお台場
『海の灯まつりinお台場」
実行委員会（事務局：東
京港埠頭株式会社）

7月16日～17
日

お台場海浜公園
海の安全を祈願し、お台場海浜公園の砂浜に
ろうそくを入れた紙袋を並べて地上絵を描く。今
年で14回目を迎える）

東京港埠頭株式会社
TEL:03-3599-7303

第19回ジャパン・インター
ナショナルシーフード
ショー

(一社)大日本水産会
8月23日～25
日

東京ビッグサイト

水産業における生産・加工・流通その他、関連
の業界各位に対し、水産物の取引機会を拡
大、情報交換のための具体的な場と機会を提
供する。

同左

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

東京湾海洋体験アカデ
ミー

B&G財団

7月31日～8
月4日
8月6日～10
日

神奈川県及び東京
都

小中学生を対象に、首都圏の海のプロフェッ
ショナルの仕事を体験する4泊5日の体験学習

B&G財団
事業部事業課
TEL:03-6402-5313



＜絵画・写真コンクール＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第31回海岸愛護写真コン
クール入賞作品のパネル
の展示

(一社)全国海岸協会 7月～11月 東京・福岡

平成28年度実施、第31回海岸愛護写真コン
クール入賞作品のパネルを全国海岸協会主催
の行事や国土交通省（霞が関）ロビー、なぎさ
シンポジウム会場等へ展示し、海岸愛護思想
の普及啓発に資するための広報活動を行う。

(一社）全国海岸協会
TEL:03-3595-6633
http://www.kaigan.or.jp

我ら海の子展
①審査会②展示会③表彰
式

(公社)日本海洋少年団連
盟

①7月14日
②7月中旬～
③8月18日

①ホテルニューオー
タニ②銀座ギャラ
リー③ホテルニュー
オータニ

全国の中学生、小学生及び児童から「船、海や
船で働く人、海の環境保全や震災復興など」を
テーマにした絵画を募集し、7月に審査会を実
施。授賞した優秀作品を銀座ギャラリーで約１
月に渡り展示する。８月に表彰式を開催し、９
月以降、国土交通省、アクアマリンふくしま、琴
平海洋博物館（海の科学館）等で展示すること
により海洋海事思想の普及に努める。

(公社)日本海洋少年団連盟
TEL:03-5213-4778
http://www.jsf-japan.or.jp

第32回日本の海洋画展
併設展：海に生きる者の
絵画展

(一財）全日本海員福祉
センター

8月21日～27
日

東京芸術劇場5F
展示ギャラリー1

現代日本画壇の海洋画約46点と特別出品橋
本八百ニ作品4点による絵画展。併設展：海事
関係者絵画約43点を展示。

（一財）日本海員福祉センター
TEL:03-3475-5391
東京芸術劇場
TEL:03-5391-2111

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

東京港見学会 東京港埠頭株式会社 7月17日 東京港内
東京港埠頭株式会社が管理運営する施設や
指定管理者事業等を水上バスを使用して紹介

東京港埠頭株式会社
TEL:03-3599-7303

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

特別展「深海2017」-DEEP
OCEAN-～最深研究でせ
まる“生命”と“地球”～

国立科学博物館、
JAMSTEC、NHK、NHKプ
ロモーション、読売新聞
社

7月11日～10
月1日

国立科学博物館

本展覧会では、「生物発光」や「巨大生物」、「超
深海」などに焦点をあて、最新映像とともに御
紹介するほか、最新の研究成果からわかって
きた「深海と巨大災害」、「深海と資源」などを、
実物の機材や映像・ＣＧなどを駆使して御紹
介。

ＴＥＬ:03-5777-8600（ハローダイ
ヤル）



有人潜水調査船支援母船
「よこすか」一般公開

総合海洋政策本部、国
土交通省、日本財団

7月17日
東京晴海客船ターミ
ナル及び晴海ふ頭

JAMSTEC所有の船舶一般公開事業として。

海と日本プロジェクトin晴海　運
営事務局
ＴＥＬ:03-5379-1336
Ｅ－mail
harumi@uminohi2017.info
受付時間：10：00～17：00（※
土・日・祝祭日を除く）

『船ってサイコ～ 2017』
商船三井　自動車専用船
見学会

（株）商船三井
(一社）日本船主協会

7月17日 東京　晴海客船ター
ミナル

自動車専用船「EMERALD ACE」見学会、およ
び操船シミュレーター体験会を実施。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

『船ってサイコ～ 2017』
「新東京丸」乗船、東亜石
油製油所・東京臨海部広
報展示室「TOKYOミナトリ
エ」見学

(一社）日本船主協会
共催 ： 石油連盟

7月31日 東京港
東京都の小学校社会科研究会教師等を対象と
し、海運の役割と重要性の理解増進、学校教
育への反映を図る。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

『船ってサイコ～ 2017』
日本郵船　大井コンテナ
ターミナル＆コンテナ船見
学会

日本郵船（株）
（一社）日本船主協会

8月7日 東京港  大井
日本郵船の大井コンテナターミナルおよびコン
テナ船の見学会を開催。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

第146回水路記念日特別
展示

海上保安庁海洋情報部

9月上旬
～10月上旬
13:00～17:00
※土日祝日
除く

海洋情報資料館（海
上保安庁海洋情報
部庁舎1F）東京都江
東区青海2-5-18

海図などの展示
海上保安庁海洋情報部企画課
TEL:03-3595-3620

G空間EXPO2017
G空間EXPO2017運営協
議会

10月12日～
14日
10:00～17:00

日本科学未来館（東
京都江東区青海2-
3-6）及び
東京有明ふ頭

(日本科学未来館)
海洋情報業務の紹介パネルなどの展示
(東京有明ふ頭)
測量船「明洋」一般公開（14日のみ）

海上保安庁海洋情報部
技術・国際課
TEL:03-3595-3603

④清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の月間　海浜クリーン
アップ」

全日本海員組合
7月21日
（予定）

東京都・葛西海浜公
園

組合本部および支部がそれぞれ地元でクリー
ンアップを行っている。この一環で本部では、本
部従業員が近郊の海に感謝する気持ちを込め
て、毎年クリーンアップを実施している。例年約
２０人が参加。

全日本海員組合
TEL:03-5410-8329



⑤マリンスポーツ・レジャー
＜マリンスポーツ＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

B&G全国ジュニア水泳競
技大会

B&G財団 8月19日
東京辰巳国際水泳
場

全国の海洋センター・海洋クラブを利用する小
中学生を対象に日頃の練習の成果を発揮する
場として開催する。

B&G財団
事業部海洋センター・クラブ課
TEL:03-6402-5314

⑥その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

字幕（横断幕）等の掲出 東京運輸支局
7月1日～31
日

東京港湾合同庁舎
東京海上保安部
東京湾岸警察署
臨港消防署
東京都港湾局
船の科学館　　ほか
（計１２機関に依頼
予定）

字幕（横断幕）等を各官署、団体、港内旅客船
及びに巡視船等に掲出する。

東京運輸支局運航部門
（TEL:03-5253-2320）ほか

外航海運セミナー (一社）日本船主協会
7月4日
13:30-16:00

東京  海運ビル
外航海運の概要、航海安全・環境への対応に
ついてのセミナーを開催。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

汽笛の一斉吹鳴

東京運輸支局
東京海上保安部臨港消
防署
（一財）海上災害防止セ
ンター

7月17日
正午

東京港内に停泊中
の船舶（19機関に依
頼予定）

「海の日」の正午を期して、停泊船が汽笛の一
吹鳴（約１０秒の長音を１回）を実施する。
＜実施船＞消防船「おおたき」「きよたき」

東京運輸支局運航部門
TEL:03-5253-2320
(一財)海上災害防止センター
消防船課
TEL:045-224-4318
http://www.mdpc.or.jp/

「海の日」表彰式典

関東運輸局
東 京 運 輸 支 局
関東地方整備局
東 京 港 湾 事 務 所
第三管区海上保安本部
東 京 海 上 保 安 部

7月25日
15:00～

東京港湾福利厚生
協会
芝浦サービスセン
ター（バーク芝浦）
大会議室

第２２回「海の日」にあたり、海事関係功労者及
び永年勤続者等に対し、国土交通大臣、海上
保安庁長官をはじめ関東運輸局長、関東地方
整備局長及び第三管区海上保安本部長等か
らの表彰状等の伝達及び授与式典を行う。
海事功労者等の表彰を行うことにより、受賞者
はもとより一般に広く「海」に対する理解と知識
を高め、海事思想の普及を図るとともに支援の
拡大効果期待する。

東京運輸支局運航部門
TEL:03-5253-2320
東京港湾事務所
TEL:03-5534-1360



国立高等専門学校（商船
学科）5校合同進学ガイダ
ンス

(一社）日本船主協会
7月29日
13:00-17:00

東京　海運ビル・日
本船主協会

国立高等専門学校（商船学科）の先生や卒業
生から船の仕事や将来性、入試案内や学生生
活など貴重で楽しい話を聞くことができる進学
ガイダンスを開催。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

「“海と船”と遊ぼう！」
（公財）日本海事広報協
会

8月15日～17
日

東京国際フォーラム

子どもたちに、海運、船、船員など海事産業に
ついて、理解してもらうことを目的に「学び」と
「遊び」を融合したイベント。
操船シミュレータ、パネル展示、紙アプリ、アニ
メ上映などを実施。J-CREWプロジェクトキャラ
バンも参加。

（公財）日本海事広報協会
TEL:03-3552-5035

○神奈川県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

横浜スパークリングトワイ
ライト2017

横浜スパークリングトワ
イライト実行委員会

7月15日、16
日

山下公園及びその
周辺、公園前海上

山下公園前での花火の打ち上げや、港で働く
船のパレード、公園内でのステージパフォーマ
ンス、山下公園通りでの世界の有効パレードな
ど、海と陸を舞台とした総合的なイベント。

関東運輸局海事振興部旅客課
TEL:045-211-7214

横須賀うみかぜカーニバル

うみかぜカーニバル実行
委員会
（公財）マリンスポーツ財
団

7月15日、16
日

うみかぜ公園(横須
賀市）

海のマナーの啓発、安全に楽しむマリンスポー
ツの普及を目指す体験乗船会等を実施。
各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッ
ズボート、ジェットスポーツ、モーターボート
等）、展示ブース等。

海レ協（特定事業部関東事務
所）
TEL:045-201-1222
海レ協（企画振興部）
TEL:045-228-3068
(公財)マリンスポーツ財団
TEL:03-3454-1151
関東海事広報協会横須賀支部
TEL:046-826-3363

みうら・みさき海の駅フェス
タ2017

㈱三浦海業公社 7月17日
みうら・みさき海の
駅

みうら・みさき海の駅（うらり）において、体験乗
船会や海に親しむためのブース出展、水上バ
イクレスキュー実演会等を実施。

三崎フィッシャリーナ・ウォーフ
「うらり」TEL:046-881-6721



小田原みなと祭り 小田原市 8月上旬
小田原市小田原漁
港

海保ブース出展，体験航海

湘南海上保安署
TEL:0466-22-4999
小田原市
TEL:0465-22-9227

東京湾大感謝祭2017
東京湾大感謝祭実行委
員会

10月21日～
23日
13:00～17:00

赤レンガ倉庫周辺
東京湾の環境を考え、マリンレジャーの普及を
目的としてイベントを開催。東京湾の海図の展
示など

海上保安庁海洋情報部環境調
査課
TEL:03-3595-3609
海レ協（企画振興部）
TEL:045-228-3068

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

小学校高学年海洋教室
（公財）帆船日本丸記念
財団

7月26日 帆船日本丸
甲板みがきやカッター訓練等、帆船日本丸での
生活や航海訓練を体験する。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

ポンポン船をつくる工作教
室

（公財）帆船日本丸記念
財団

7月27日 横浜みなと博物館
蒸気の力で働くポンポン船の模型をつくり、走ら
せて蒸気の働きを知り、船に親しむ。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

ソーラーで働く船をつくる
工作教室

（公財）帆船日本丸記念
財団

7月28日 横浜みなと博物館
クリーンエネルギーのソーラー（太陽電池）を動
力源にした船の模型をつくり船に親しむ。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

モーターで働く船をつくる
工作教室

（公財）帆船日本丸記念
財団

7月29日、30
日

横浜みなと博物館
モーターで働く船の模型をつくり、船の形やプロ
ペラの位置による動き方の違いなどを知り船に
親しむ。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

夏休み海洋環境教室 川崎港振興協会 7月24日 東扇島東公園
子供と保護者を対象とし、海洋環境に関する授
業と体験教室を開催する。

川崎海事事務所
TEL:044-266-3878

アサリ「わくわく調査」
横浜港湾空港技術調査
事務所

7月
横浜港湾空港技術
調査事務所敷地内
「潮彩の渚」

東京湾内のアサリがいつ、どんなところでわく
のか「潮彩の渚」での調査を通して、海に対す
る理解を広める。

横浜港湾空港技術調査事務所
TEL:045-461-3892



施設見学「人工干潟の体
験東京湾のゴミを知る」

横浜港湾空港技術調査
事務所（協力：千葉港湾
事務所）

7月
横浜港湾空港技術
調査事務所敷地内
「潮彩の渚」

「潮彩の渚」で干潟体験し、干潟の大切さを学
び、清掃船「べいくりん」の説明を聞き、大切な
海を汚しているゴミについて学ぶ。

横浜港湾空港技術調査事務所
TEL:045-461-3896

夏休み工作教室 川崎港振興協会
8月19日
8月20日

川崎マリエン
川崎市在住者、在勤者、在学者を対象とし、
「ボトルシップ」「ステンド画」の両教室を子供と
保護者を対象に実施する。

川崎海事事務所
TEL:044-266-3878

＜絵画・写真コンクール＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

人と海のフォトコンテスト
第28回マリナーズ・アイ展

（一財）全日本海員福祉
センター

6月27日～7
月3日

みなとみらいギャラ
リー

「海で働く人たち」をメインテーマに、海に関係し
た写真を募集し、受賞作品120点による写真
展。

（一財）全日本海員福祉セン
ターTEL:03-3475-5391

第５４回関東地区中学生
海の絵画コンクール作品
展

（公社）関東海事広報協
会

横浜みなと
博物館ロ
ビー展示
７月15日～
26日
横浜第二合
同庁舎１Fロ
ビー展示
8月1日～10
日

横浜みなと博物館ロ
ビー及び横浜第２合
同庁舎１階ロビー

次代を担う中学生が海・港・船等を描くことによ
り海に関心を高めてもらうよう、関東地方及び
山梨県の中学生を対象にコンクールを実施し
優秀作品を展示する。

関東海事広報協会　廣岡
TEL:045-201-6575

海の絵画コンクール
関東海事広報協会横須
賀支部

10月3日 ヴェルクよこすか
横須賀市内の中学校在校生を対象に海に関す
るものを画題に絵画コンクールを実施する。

関東海事広報協会横須賀支部
TEL:046-826-3363

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

夏休み川崎港見学会 川崎港振興協会
7月26日
8月2日
8月9日

川崎港

川崎市内の小学生と保護者を対象に午前中は
川崎港内を市巡視船により体験航海を実施、
午後は東扇島内の公園、自動車運搬船の見学
を実施する。

川崎海事事務所
TEL:044-266-3878



「海の月間」横浜港こども
乗船見学会

「海の月間」横浜地区実
行委員会

7月31日 横浜港内

次世代を担う子供達を対象に乗船見学会を行
うことにより、祝日「海の日」の意義を薄れさせ
ることなく、海・港・船のことに関心を深めていた
だく行事。

関東海事広報協会　廣岡
TEL:045-201-6575

港内見学会
みなと祭行事実行委員
会

7月27日、28
日

横浜港内
市民と港を結ぶ事業の一環として、観光船での
横浜港内クルーズ及びバスを使用した港湾施
設の見学を実施する。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

巡視船体験航海
関東海事広報協会横須
賀支部

7月15日 横須賀新港埠頭
海事、海上交通安全ルール等の普及、啓蒙を
目的に巡視船の体験航海をむ実施。

関東海事広報協会横須賀支部
TEL:046-826-3363

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

JAMSTEC横浜研究所休
日開館

JAMSTEC

7月15日
10:00～16:00
（15:30グッズ
販売終了）

JAMSTEC横浜研究
所

JAMSTEC横浜研究所の休日開館として。
JAMSTEC広報報課見学担当
TEL:045-778-5318（平日10:00
～17:00）

『船ってサイコ～ 2017』
NYKバルク・プロジェクト
多目的コンテナ船見学会

NYKバルク・プロジェクト
（株）
（一社）日本船主協会

7月21日 横浜港
NYKバルク・プロジェクト（株）の多目的コンテナ
船の見学会を開催。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

海と空と港の研究所一般
公開

国土技術政策総合研究
所(国総研)
国立研究開発法人
海上・港湾・航空技術研
究所
港湾空港技術研究所（港
空研）

7月22日 神奈川県横須賀市
津波を起こすことができる世界最大級の実験
施設など多様な施設を公開。

国総研
TEL:046-844-5019
http://www.ysk.nilim.go.jp/
港空研
TEL:046-844-5040
http://www.pari.go.jp/

川崎港を見てみよう！～
外国船見学会～

川崎市
7月下旬～8
月上旬

東扇島外貿埠頭

将来を担う子供たちに国際物流の現場を体験
してもらうことにより、貿易や海運に対する関心
を高めてもらうことを狙いとして、川崎港外貿埠
頭に停泊中の外国船舶に体験乗船する見学会
を実施する。

川崎海事事務所
TEL:044-266-3878



『船ってサイコ～ 2017』
日本郵船　自動車専用船
見学会およびタグボート体
験乗船会

日本郵船（株）
(一社）日本船主協会

8月6日
横浜港　大さん橋

「横浜うみ博2017」の一部として、自動車専用
船の船内見学会(10:00-17:00)およびLNG燃料
タグボートの体験乗船会を実施。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

お天気フェア 横浜地方気象台
8月17日、18
日

横浜地方気象台

参加希望小学生（5、６年生）を対象に、気象現
象や液状化、津波等の実験を行う。また、露場
（観測施設）及び観測予報作業室の見学、震度
計の展示・説明、パネル展示・説明、パンフレッ
トの配布などを行う。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

④清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

港内清掃活動 川崎清港会 ７月中 各埠頭及び港内
港内各埠頭及び港内の清掃活動を行う。また、
月間期間中は、清掃船本船に横断幕を張り啓
蒙活動を実施する。

川崎海事事務所
TEL:044-266-3878

東京湾クリーンアップ大作
戦「きれいな海をまもる船
大公開　in横浜港」

関東地方整備局、第三
管区海上保安部、横浜
市

7月22日
横浜港新港ふ頭5号
岸壁

 パネル展示、回収ゴミ展示や、官庁清掃船公
開を通じ、東京湾の環境保全の重要性を説明
することにより地元からの理解、支援の拡大を
期待する。

関東地方整備局海洋環境・技
術課
TEL:045-211-7420
関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

⑤マリンスポーツ・レジャー
＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第58回パールレース 外洋東海
7月27日～30
日

神奈川県江の島 太平洋を行く外洋ヨットレース。

外洋東海
http://www.tosc.jp/
TEL:052-971-5835
外洋湘南

第30回横浜港ボート天国
・YCC横浜市長杯ヨット
レース
・横浜港ボート天国開会式
・YCC体験乗船会/親子つ
り体験会
他

横浜港ボート天国実行委
員会
横浜港ボート天国推進連
絡協議会

7月2日、9
日、8月13日

臨港パーク前面海
域　他

横浜の港における海洋レジャー振興を目的と
し、普段航行できない港内でレースを行うことに
より、来場者に横浜港への関心を喚起する場と
する。

ディンギーヨットレース/一般来場者向けクルー
ザーヨット体験乗船会/一般来場者向けアクセ
スディンギー体験乗船会

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214



⑥その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

ポスター等による広報活
動

川崎海事事務所 ７月中 海事関係主要箇所
海の日の広報ポスターを川崎市内海事主要箇
所に掲示する。

川崎海事事務所
TEL:044-266-3878

在港船訪問
関東海事広報協会横須
賀支部

7月6日 横須賀港
乗組員の慰労と安全作業の要請を目的に、記
念品（タオル、筆記用具）を贈呈する。

関東海事広報協会横須賀支部
TEL:046-826-3363

物故船員慰霊祭
「海の月間」横浜地区実
行委員会

7月7日 成田山横浜別院
戦没・海難事故等で亡くなった横浜及びその周
辺地区出身等の船員の慰霊祭を実施する。

関東海事広報協会　廣岡
TEL:045-201-6575

汽笛の一斉吹鳴
「海の月間」横浜地区実
行委員会【関東運輸局】

7月17日
横浜港に停泊中の
船舶

「海の日」を祝して、7月17日の正午、横浜港内
に停泊中の船舶に対し、汽笛の一斉吹鳴の協
力依頼を実施する。

関東運輸局海事振興部旅客課
流石 TEL:045-211-7214
sasuga-n53ra@mlit.go.jp

汽笛の一斉吹鳴
川崎港海の月間実行委
員会

7月17日 川崎港内
7月17日正午を期して、港内在泊船舶による汽
笛の一斉吹鳴を実施する。

川崎海事事務所
TEL:044-266-3878

表敬慰労訪船
「海の月間」横浜地区実
行委員会

7月下旬
横浜港内停泊中の
船舶

横浜港に入港・停泊中の船舶を訪船し、乗船員
の航海の労をねぎらう。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

「海の日」表彰式典
関東運輸局、関東地方
整備局、第三管区海上
保安本部

7月21日
横浜市開港記念会
館

「海の日」にあたり、海事、港湾、空港及び海上
保安関係功労者に対し、関東運輸局長、関東
地方整備局長、第三管区海上保安本部長表彰
を行うとともに、国土交通大臣及び海上保安庁
長官の表彰状を伝達する。
海事功労者等の表彰を行うことにより、受賞者
はもとより一般に広く「海」に対する理解と知識
を高め、海事思想の普及を図るとともに支援の
拡大効果を期待する。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下　TEL:045-211-7214
関東地方整備局港政課
TEL:045-211-7406

「海の日」海事関係表彰式
典及び祝賀パーティ

川崎海事事務所
川崎海事広報協会
川崎港運協会
川崎港湾福利厚生協会

7月21日 川崎マリエン

「海の日」にあたり、海事関係の永年勤続者に
対する関東運輸局長表彰状の伝達式を実施
し、式終了後に３団体主催の祝賀パーティを実
施する

川崎海事事務所
TEL:044-266-3878

川崎港物故者顕彰碑霊前
祭

川崎港湾福利厚生協会 7月21日 川崎マリエン
川崎港において物故された方々の霊前祭を執
り行う。

川崎海事事務所
TEL:044-266-3878



国立高等専門学校（商船
学科）5校合同進学ガイダ
ンス

(一社）日本船主協会
7月30日
13:00-17:00

横浜市・ナビオス横
浜

国立高等専門学校（商船学科）の先生や卒業
生から船の仕事や将来性、入試案内や学生生
活など貴重で楽しい話を聞くことができる進学
ガイダンスを開催。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

ポスターの配布及び掲示

(公財）日本海事広報協
会
（公社）関東海事広報協
会

6月下旬～7
月

横浜市内
「海の日」ポスターを各機関で掲示するととも
に、（公社）関東海事広報協会を通じて、関係
機関・団体等に掲示を依頼する。

関東海事広報協会　廣岡
TEL:045-201-6575

第三管区海上保安本部及
び海上保安資料館横浜館
（工作船資料館）における
周知活動

第三管区海上保安本部 7月

第三管区海上保安
本部
海上保安資料館横
浜館

第三管区海上保安本部のほか、一日平均約
800名の見学者が訪れ広報効果の見込める海
上保安資料館において、「海の月間」に関する
各種ポスター等を掲示し啓発活動を行う。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

帆船日本丸国重要文化財
指定記念企画展「帆船日
本丸の航跡」

（公財）帆船日本丸記念
財団

7月15日～9
月3日

横浜みなと博物館
帆船日本丸が国重要文化財に指定されるのを
記念して、関連する図面や航海日誌、機関長
日誌等、様々な資料で日本丸の航跡をたどる。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

帆船日本丸国重要文化財
指定記念シンポジウム

（公財）帆船日本丸記念
財団

7月22日
帆船日本丸訓練セ
ンター

国重要文化財に指定される帆船日本丸の多様
な価値について講演していただく。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

帆船日本丸総帆展帆
（公財）帆船日本丸記念
財団

7月17日
日本丸メモリアル
パーク

ボランティアの協力により、全ての帆を広げる
総帆展帆を年12回実施。
7月17日（月祝）も「海の日」を祝して総帆展帆を
実施。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

帆船日本丸親子展帆
（公財）帆船日本丸記念
財団

7月17日
日本丸メモリアル
パーク

帆船日本丸の大きな１枚の帆を親子で展帆す
る。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214



横浜国際船員スポーツ大
会

横浜国際船員スポーツ
大会実行委員会

7月18日～20
日、22日

ユナイテッドシーメン
スサービス、大黒ふ
頭中央公園運動広
場

船員の福利厚生の向上、船員相互の親睦及び
横浜港の振興のため、卓球、バスケットボー
ル、ソフトボール等の競技を行う。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

横浜港国際船員スポーツ
大会「海の日・勤労青少年
の日」ソフトボール大会

「海の月間」横浜地区実
行委員会

7月22日
大黒埠頭中央公園
運動広場

「海の日」と「勤労青少年の日」の意義を広く
知ってもらうため、横浜港で働く海事関係者、そ
の家族に呼びかけ、ソフトボール競技での交
流・親睦を図る。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

優良海事関係者表彰式
みなと祭行事実行委員
会

7月24日 大さん橋ホール
横浜港において永年精励勤続した海事関係者
の方々の功績をたたえ、感謝の意を込めて横
浜市長より表彰する。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

「海洋都市横浜うみ博
2017」におけるブース展示
及びステージプログラム

関東運輸局、（独）海技
教育機構

8月5日、6日 大さん橋ホール　他

海洋都市横浜うみ協議会が主催する「うみ博」
（将来の海洋産業や研究・教育の担い手になる
小中学生とその保護者を主なターゲットとした、
資源開発、魚や生き物、レジャー、環境保全、
船舶など多彩な海の魅力と可能性を知り、触
れ、学び、海への関心や、理解が深まる、親子
で楽しめる体験型イベント。）において、ブース
展示やステージプログラム等を展開する。

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214

関東海っ子塾2017
関東地区海っ子塾実行
委員会

8月21日～24
日

横浜市内及び横須
賀市内の海事関連
施設（海洋研究開発
機構、横浜海上防
災基地等）

栃木、群馬、埼玉、山梨の海なし４県の子供達
に日本有数の貿易港である横浜港・横須賀港
で、港の役割、海上貿易を通じた世界との繋が
り、海に関わる仕事への理解を深めてもらい、
海の魅力を感じてもらうことを目的とし、２日間
の日程で乗船体験、関連施設の見学、関係者
による講話、発表会を実施。（日本財団「海と日
本PROJECT」助成事業）

関東運輸局海事振興部旅客課
山下
TEL:045-211-7214



○千葉県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

たてやま海まちフェスタ２０
１７

たてやま海まちフェスタ
実行委員会，館山市，館
山市教育委員会

7月29日

館山夕日桟橋及び
渚の駅たてやま，海
上自衛隊館山航空
基地，館山港（自衛
隊岸壁）

パネル展示や官船の体験乗船などを通し、市
民や観光客が海や船に親しむ機会を創出する
ことで「海辺のまちづくり」への理解を広めるこ
とを目指す。

たてやま海まちフェスタ実行委
員会事務局、館山市みなと課
TEL:0470-22-3606

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

砂ＡＳＯＢｅａｃｈ B&G財団 9月10日 千葉県御宿町

3つのプログラムを実施することで、参加者が楽
しく海に親しみ、「海の日」と「海の安全」への理
解を深める機会を提供する。〈海におもいを伝
えろ！　B＆G大声選手権〉〈水辺のかるた遊
び〉〈SUNA-ART（砂アート）〉

B&G財団
事業部事業課
TEL:03-6402-5313

（独）海技教育機構練習船
「大成丸」海洋教室・新聞
づくり講習会

（公財）日本海事広報協
会千葉地区海の月間活
性化検討委員会

8月10日
千葉中央埠頭Ｉバー
ス

貿易を担う「海運」や「船」の新聞を募集する
「ジュニア・シッピング・ジャーナリスト賞」の活
動のひとつとして、「練習船「大成丸」海洋教
室・新聞づくり講習会」を開催。ふだん見ること
ができない練習船「大成丸」を見学・取材した後
に、新聞づくり専門の先生の指導のもと、新聞
づくりを行う。

（公財）日本海事広報協会
事業第一部
TEL:03-3552-5033
千葉地区海の月間活性化委員
会
TEL:043-248-1151

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

ヨット体験乗船 千葉県セーリング連盟
7月15日～17
日

千葉県千葉市
ヨット体験乗船、エコバックつくり、砂浜のゴミ拾
い、海での一日の絵日記

http://www.geocities.jp/new_cs
af/

遊覧船による千葉港周遊
千葉地区海の月間活性
化検討委員会

8月10日～8
月12日

千葉みなと旅客船
桟橋

千葉港内周遊県民乗船体験
千葉地区海の月間活性化委員
会　事務局長　鬼頭
TEL:043-248-1151

帆船「みらいへ」体験乗船
千葉地区海の月間活性
化検討委員会

8月28日
千葉中央埠頭Ｉバー
ス

総帆展帆の見学や体験など。
千葉地区海の月間活性化委員
会　事務局長　鬼頭
TEL:043-248-1151



＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

犬吠埼灯台特別公開 銚子海上保安部 7月17日 犬吠埼灯台
「海の日」にあたり、海上保安思想普及のた
め、特別公開を実施する

関東運輸局茨城運輸支局鹿島
海事事務所　斉藤
TEL:0299-92-2604

お天気フェア開催 銚子地方気象台 7月29日 銚子地方気象台
気象台施設の見学、アメダスや地震計の展示
等を実施する。

関東運輸局茨城運輸支局鹿島
海事事務所　斉藤
TEL:0299-92-2604

千葉海上保安部巡視船見
学

千葉地区海の月間活性
化検討委員会

8月10日
千葉みなと旅客船
桟橋

巡視船見学及び講習会
千葉地区海の月間活性化委員
会　事務局長　鬼頭
TEL:043-248-1151

（独）海技教育機構練習船
「大成丸」一般公開

千葉地区海の月間活性
化検討委員会

8月11日
千葉中央埠頭Ｉバー
ス

8月8日に千葉港入港歓迎セレモニーを開催
し、8月11日に船内の一般公開を実施。

千葉地区海の月間活性化委員
会　事務局長　鬼頭
TEL:043-248-1151

関東地方整備局所属清掃
兼油回収船「べいくりん」
一般公開

千葉地区海の月間活性
化検討委員会

8月10日
千葉みなと旅客船
桟橋

本船の一般公開と併せて、関東地整及び税関
がブースを出展し、トピックス等を展示。

千葉地区海の月間活性化委員
会　事務局長　鬼頭
TEL:043-248-1151

千葉港コンテナターミナル
と冷蔵倉庫見学

千葉地区海の月間活性
化検討委員会

8月11日
千葉港中央埠頭コ
ンテナターミナル

ガントリークレーンによるコンテナ荷役の見学
や、マイナス３０度の冷蔵倉庫体験、冷凍品の
物流システム講習など。

千葉地区海の月間活性化委員
会　事務局長　鬼頭
TEL:043-248-1151

④清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海浜の清掃作業 銚子漁業協同組合 8月下旬 銚子漁港
漁業関係者により、漁港とその周辺の清掃活
動を実施する。

関東運輸局茨城運輸支局鹿島
海事事務所　斉藤
TEL:0299-92-2604

⑤マリンスポーツ・レジャー
＜マリンスポーツ＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

ウォーターフェスタ in 小見
川

（公財）マリンスポーツ財
団

7月31日 千葉県香取市
障害児者体験クルーズ、各種マリンスポーツ体
験乗船会（スーパーキッズボート、水上スキー
等）。

(公財)マリンスポーツ財団
TEL:03-3454-1151



⑥その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の月間」字幕の掲出
千葉地区海の月間活性
化検討委員会

７月中

千葉ポートサービス
(株)
関東地方整備局千
葉港湾事務所
関東運輸局千葉運
輸支局

期間中、字幕を各事業所において掲出
千葉地区海の月間活性化委員
会　鬼頭委員長
TEL:043-248-1151

汽笛の一斉吹鳴
銚子地区海の月間実行
委員会

7月17日
正午

銚子港
波崎港
飯岡港

海の日正午に各港に停泊する漁船の協力によ
り、汽笛の一斉吹鳴を実施する。

関東運輸局茨城運輸支局鹿島
海事事務所 巣籠
TEL:0299-92-2604
sugomori-e55m3@mlit.go.jp

汽笛の一斉吹鳴
千葉エーゼント会
千葉県内航海運組合他

7月17日
千葉港
木更津港

千葉港
木更津港

関東運輸局千葉運輸支局

「海の日」表彰式典 銚子海上保安部 7月下旬 銚子港湾合同庁舎
「海の日」にあたり、海上保安業務関係功労者
に対し表彰状の伝達式を行う。

関東運輸局茨城運輸支局鹿島
海事事務所　斉藤
TEL:0299-92-2604

「海の日」を祝う会
千葉地区海の月間活性
化検討委員会、関東海
事広報協会千葉支部

7月28日
ホテルニューオータ
ニ幕張

海の日表彰受賞者及び海事関係者を招き、
「海の日」を祝う会を開催。

千葉地区海の月間活性化委員
会　鬼頭委員長
TEL:043-248-1151

「海の日」表彰式典
関東地方整備局、関東
運輸局、第三管区海上
保安本部

7月28日 千葉港湾合同庁舎

海事功労者等の表彰を行うことにより、受賞者
はもとより一般に広く「海」に対する理解と知識
を高め、海事思想の普及を図るとともに支援の
拡大効果期待する。

千葉港湾事務所
TEL:043-243-9172

『船ってサイコ～ 2017』
海技教育機構　練習船
「大成丸」海洋教室・新聞
講習会

海技教育機構
（一社）日本船主協会

8月10日 千葉港
海技教育機構　練習船「大成丸」を見学・取材
（10:00-12:00）した後、専門の先生の指導のも
と新聞づくりを行う(13:00-15:30)講習会。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181



○茨城県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

日立港まつり
日立港海の月間実行委
員会

7月中 ４埠頭他 日立港まつり（花火大会、御輿等）に協賛
関東運輸局茨城運輸支局総務
企画担当　八ツ星
TEL:029-247-5348

だれでも楽しもう霞ヶ浦 セイラビリティー土浦 7月16日 ラクスマリーナ
（障害の有無に関係なく）
誰でもマリンアクティビティを楽しもうというイベ
ント

海レ協（関東事務所）
TEL:045-201-1222

＜海上花火大会＞

大洗海上花火大会
大洗港海の月間実行委
員会

7月29日 大洗サンビーチ
大洗町まつり実行委員会が主催する大洗海上
花火大会に協賛

茨城県茨城港湾事務所　大洗
港区事業所　港営課　笠掛
TEL:029-267-2700

②体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

巡視船による地元住民の
体験航海

鹿島港海の月間実行委
員会

7月17日 鹿島港

公募により申し込まれた鹿嶋市民及び神栖市
民を対象に、鹿島海上保安署所属の巡視船
「ひたち」による鹿島港内の体験航海を実施す
る。

関東運輸局茨城運輸支局鹿島
海事事務所　斉藤
TEL:0299-92-2604

親子体験航海
鹿島港海の月間実行委
員会

7月15日～8
月27日の土
日祝日

鹿島港
鹿嶋市、神栖市在住の小学生親子を公募し、
鹿島埠頭（株）の遊覧船「ユーリカ」での鹿島港
内の遊覧を実施する。

関東運輸局茨城運輸支局鹿島
海事事務所　斉藤
TEL:0299-92-2604

歓迎イベント
大洗港海の月間実行委
員会

未定
フェリーターミナルビ
ル

クルーズ船をはじめとした大洗港振興協会が
主催、協賛する歓迎イベント等に協賛。

茨城県茨城港湾事務所　大洗
港区事業所　港営課　笠掛
TEL:029-267-2700

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

艦艇公開
大洗港海の月間実行委
員会

7月8日～9日 大洗港第4埠頭
護衛艦「あさゆき」、「さわぎり」、「さんふらわあ
さっぽろ（9日のみ）」の一般公開

関東運輸局茨城運輸支局総務
企画担当　八ツ星
TEL:029-247-5348

大洗「海の月間」
大洗町
（大洗港区事業所）

7月8日 大洗港第４埠頭
巡視船一般公開・イベントブース（写真展示・制
服試着、学生募集等）

茨城海上保安部
TEL:029-263-4118



鹿島港海釣園の無料開放
鹿島港海の月間実行委
員会

7月17日 鹿島港 海の日を祝い、１日無料開放する。
関東運輸局茨城運輸支局鹿島
海事事務所　斉藤
TEL:0299-92-2604

日立灯台一般公開
茨城海上保安部
日立港海の月間実行委
員会

7月31日
日立灯台（日立市古
房地公園内）

日立灯台一般公開
（日立港まつりに併せ開催）

茨城海上保安部
TEL:029-263-4118
関東運輸局茨城運輸支局総務
企画担当　八ツ星
TEL:029-247-5348

③清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

港内清掃
日立港海の月間実行委
員会

７月中 日立港区内全区域 日立港区内の清掃
関東運輸局茨城運輸支局総務
企画担当　八ツ星
TEL:029-247-5348

港内清掃
常陸那珂港海の月間実
行委員会

７月中 常陸那珂港区 常陸那珂港区にて港内清掃を行う
茨城県茨城港湾事務所　港営
課　小野
TEL:029-265-1260

港内清掃
大洗港海の月間実行委
員会

7月2日 大洗港漁港区 漁港区にいて港内清掃を行う。
茨城県茨城港湾事務所　大洗
港区事業所　港営課　笠掛
TEL:029-267-2700

港内清掃
大洗港海の月間実行委
員会

７月下旬
大洗サンビーチ海
水浴場

大洗サンビーチ海水浴場の一般清掃参加者へ
の粗品（お菓子）提供。

茨城県茨城港湾事務所　大洗
港区事業所　港営課　笠掛
TEL:029-267-2700

④その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

訪船慰問
大洗港海の月間実行委
員会

7月中
大洗港区各船係留
岸壁

一般公開船舶、在港船舶へ訪船慰問する。
茨城県茨城港湾事務所　大洗
港区事業所　港営課　笠掛
TEL:029-267-2700

訪船慰問
日立港海の月間実行委
員会

7月中 日立港区各埠頭 入港船舶へ訪船慰問する
関東運輸局茨城運輸支局総務
企画担当　八ツ星
TEL:029-247-5348



訪船慰問
常陸那珂港海の月間実
行委員会

7～8月 常陸那珂港区 入港船舶へ訪船慰問する
茨城県茨城港湾事務所　港営
課　小野
TEL:029-265-1260

訪船活動
鹿島港海の月間実行委
員会

7月17日 鹿島港
海の日に鹿島港に停泊する船舶を訪船し、記
念品を贈呈する。

関東運輸局茨城運輸支局鹿島
海事事務所　斉藤
TEL:0299-92-2604

海の日表彰式典

関東運輸局茨城運輸支
局
関東地方整備局鹿島港
湾・空港整備事務所
第三管区海上保安本部
茨城海上保安部

7月21日 ホテルニュー白亜紀

海事功労の顕著な者に対する表彰式典を開催
する。海事功労者等の表彰を行うことにより、
受賞者はもとより一般に広く「海」に対する理解
と知識を高め、海事思想の普及を図るとともに
支援の拡大効果期待する。

関東運輸局茨城運輸支局総務
企画担当　八ツ星
TEL:029-247-5348
鹿島港湾・空港整備事務所
TEL:0299-84-7711

「海の日」表彰式典

関東運輸局茨城運輸支
局鹿島海事事務所
関東地方整備局鹿島港
湾・空港整備事務所
第三管区海上保安部茨
城海上保安本部鹿島海
上保安署

7月25日
鹿島セントラルホテ
ル

海事功労の顕著な者に対する表彰を開催す
る。
海事功労者等の表彰を行うことにより、受賞者
はもとより一般に広く「海」に対する理解と知識
を高め、海事思想の普及を図るとともに支援の
拡大効果期待する。

関東運輸局茨城運輸支局鹿島
海事事務所　斉藤
TEL:0299-92-2604
鹿島港湾・空港整備事務所
TEL:0299-84-7711

少年水産教室 はさき漁業協同組合 8月上旬
茨城県立海洋高等
学校、大洗水族館

神栖市内（旧波崎町）の東部地区の小中学校
を対象として水産業に関わる施設等を見学し、
水産業についての知識の向上等を図る。

関東運輸局茨城運輸支局鹿島
海事事務所　斉藤
TEL:0299-92-2604

○静岡県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

マリンフェアin伊東マリンタ
ウン２０１７

下田海上保安部伊東マ
リンパトロールステーショ
ン

7月8日
静岡県
伊東マリンタウン

海上保安庁業務紹介コーナー
ミニ制服試着コーナー等

下田海上保安部伊東マリンパト
ロールステーション
TEL:0557-35-3085

第３３回清水マリーンフェ
スティバル

清水マリーンフェスティバ
ル実行委員会

7月16日 清水港日の出ふ頭
清水羽衣レガッタ（ボート競漕）、ヨット体験乗船
会等

TEL:090-7850-0661



＜海上花火大会＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第７０回清水みなと祭り
海上花火大会

清水みなと祭り実行委員
会

8月6日 静岡市　清水港 TEL:054-354-2189

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海洋教室 静岡県海事広報協会 7月4日、7日 清水港 　（静岡市内小学校・事前募集） TEL:054-354-3265

オープンキャンパス
国立清水海上技術短期
大学校

7月15日、22
日

国立清水海上技術
短期大学校

体験型 TEL:054-334-0922

ふれてみてサメと海の生
きもののタッチプール

東海大学海洋学部博物
館

7月29日～8
月27日

海洋科学博物館
裏庭テント

TEL:054-334-2385

平成２９年度ひらめき☆と
きめきサイエンス～ようこ
そ大学研究室へ～(事前
募集)

東海大学海洋学部
清水事務課（研究支援担
当）

7月30日
東海大学調査船「望
星丸」着岸岸壁

「海の不思議にふれる　－望星丸は海の上の
実験室」

TEL:054-334-0490

＜絵画・写真コンクール＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海の絵画・図画コンクール
展

静岡県海事広報協会
7月1日～30
日

静岡市　フェルケー
ル博物館

TEL:054-354-3265

海の絵画・図画コンクール
展

伊豆海事広報協会 8月予定
下田市　伊豆クルー
ズ「サスケハナ号」

TEL:0558-22-1181

海の絵画・図画コンクール
展

伊豆海事広報協会 8月予定
伊豆急行伊豆高原
駅やまもプラザ内

TEL:0558-22-1181

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

やいづ少年の船
焼津市教育委員会社会
教育課

7月24日～26
日

焼津市 （学校事前指定） TEL:054-662-0511



＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

特別展「釣（ちょ）～水族
館」

東海大学海洋学部博物
館

7月8日～10
月29日

海洋科学博物館 TEL:054-334-2385

灯台特別公開 清水海上保安部交通課 7月15日 御前埼灯台 御前埼灯台特別公開 TEL:054-355-0225

海洋科学博物館・自然史
博物館ガイドツアー

東海大学海洋学部清水
事務課

7月17日
海洋科学博物館・自
然史博物館

（事前募集） TEL:054-334-0412

フェルケール博物館　小
中学生の無料入館

フェルケール博物館 7月17日
静岡市　（フェル
ケール博物館）

TEL:054-352-8060

恐竜ナイトツアー
東海大学海洋学部博物
館

7月22日～23
日、29日～
30日、8月5
日～6日

自然史博物館 TEL:054-334-2385

清水港親子見学会
中部地方整備局清水港
湾事務所

8月実施　日
程調整中

清水港 （事前募集） TEL:054-352-4146

サマースクール「もっと魚
を知ろう」

東海大学海洋学部博物
館

8月1日～2日 海洋科学博物館 TEL:054-334-2385

オープンキャンパス
東海大学海洋学部

清水教学課（入試広報
担当）

8月10日～11
日

東海大学海洋学部
海洋科学博物館の無料見学及び海洋調査研
修船『望星丸』の公開等

TEL:054-337-0144

県民の日「清水港見学会」
清水港管理局企画振興
課

8月14日 清水港 （事前募集) TEL:054-353-2203

サマースクール「化石をみ
つけよう」

東海大学海洋学部博物
館

8月3日～4日 海洋科学博物館 TEL:054-334-2385

海上自衛隊護衛艦の一般
公開

清水みなと祭り実行委員
会

8月5日～6日 清水港 TEL:054-354-2189

ナイトアクアリウム
東海大学海洋学部博物
館

8月11日～20
日、26日～
27日

海洋科学博物館 TEL:054-334-2385

tel:054-355-0225


大接近！恐竜迫力撮影会
東海大学海洋学部博物
館

8月11日～20
日

自然史博物館 TEL:054-334-2385

化石クリーニング
東海大学海洋学部博物
館

8月11日、20
日

自然史博物館 TEL:054-334-2385

④清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

全国一斉ビーチウォーク
＆クリーンアップ大作戦

田子の浦地区まちづくり
協議会

７月中旬
富士市　 田子の浦
港　みなと公園

海浜清掃 TEL:0545-63-5208

⑤マリンスポーツ・レジャー
＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第１５回清水港富士山羽
衣マリーナカップオープン
ヨットレース

富士山羽衣マリーナ（株） 7月16日 三保沖～久能沖 TEL:054-337-1113

焼津市中学校ボートレー
ス大会

事務局：港中学校 7月29日 焼津市小川港 TEL:054-624-6010

⑥その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

在港船舶訪問
「海の日」焼津実行委員
会

7月14日 焼津港・小川港 TEL:054-628-7115

海のパネル展
「海の日」田子の浦港実
行委員会

7月１5日～
21日

新富士駅構内 「田子の浦港の紹介」 TEL:0545-33-3111

在港船舶訪問
清水港管理局企画整備
課

7月20日 清水港 TEL:054-353-2203

在港船舶訪問
「海の日」田子の浦港実
行委員会

7月21日 田子の浦港 TEL:0545-33-3111

海上安全祈願祭
「海の日」田子の浦港実
行委員会

7月21日
富士市　田子の浦
港

TEL:0545-33-3111

tel:0545-63-5208


「海の日」記念式典 下田海事事務所 7月25日
下田市（下田市民文
化会館）

海事関係功労者の表彰

「海の日」記念式典 静岡運輸支局 7月20日
静岡市（清水マリン
ターミナル）

海事関係功労者の表彰

各地区主要病院入院船員
のお見舞い

全日本海員組合静岡支
部

7月予定 静岡市清水区内 TEL:054-352-9136

＜北陸信越地区＞
○新潟県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

新潟みな水遊記２０１７

新潟みなとまちづくりネッ
トワーク事務所（北陸地
方整備局　新潟港湾・空
港整備事務所　企画調
整課内）

7月1日～9月
30日

新潟西港周辺（信濃
川・萬代橋サンセッ
トカフェ・新潟西海岸
周辺エリア）

「みなとまち新潟」をちょっとしたバカンス気分で
楽しめる空間に解放し、様々なイベントを開催
する。港の解放された空間の中、夕日をロケー
ションにカフェを楽しむ「萬代橋サンセットカ
フェ」や大型ヨットで港から街並みを楽しむ「ク
ルーザーヨット体験」、流木行灯や竹キャンドル
等の幻想的な空間でお月見を楽しむ「月待ち
湊」など、「みなと」を楽しむイベントを行う。

新潟みなとまちづくりネットワー
ク事務所北陸地方整備局　新
潟港湾・空港整備事務所　企画
調整課内
（担当者：村山・清水）
TEL:025－222－6111

聖籠マリンフェスタ～聖籠
海まつり～２０１７

主催：聖籠マリンフェスタ
実行委員会

7月16日
9：00～6：00

聖籠町海のにぎわ
い館及びその周辺

海洋レクリエーション交流拠点施設「聖籠町海
のにぎわい館」を中心に、「海とのふれあい・親
しみ向上」をコンセプトとしたイベント（釣船ク
ルージング体験、地引網体験、セーリング艇乗
船体験、バナナボート体験、ジェットスキー乗船
体験、海遊び体験、砂浜宝探し大会、ビーチサ
ンダル跳ばし大会）等―を開催し、地域の活性
化及び交流人口の拡大を図る。

聖籠マリンフェスタ実行委員会
（担当：笠原）
TEL:0254-27-1103

②体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

親子 de ときわ丸乗船体
験

佐渡汽船（株）
【共催】（公社）北陸信越
海事広報協会

7月8日、7月
22日、7月30
日

新潟・両津航路
親子で大型フェリーに乗船し、操舵室などを見
学し、船への理解を深めてもらうことを目的とし
た体験乗船会を実施する。

佐渡汽船（株）
TEL:025-245-6122



海の日　小学生運賃無料
キャンペーン

奥只見観光 7月17日 奥只見湖周辺

子供たちに、普段はあまりなじみのない国内の
旅客船（フェリー、遊覧船等）への乗船機会を
提供し、船旅を体験して頂き、船への理解を深
めて頂く。

奥只見観光（奥只見湖遊覧船）
（担当者：山田）
TEL:025-795-2750
北陸信越旅客船協会
（担当者：土井）
TEL:025-245-3455

高千漁港行事 高千地区 7月17日 高千漁港 巡視艇体験航海
佐渡海上保安署
TEL:0259-27-0118

乗船ウォッチング
（公社）北陸信越海事広
報協会

7月29日
新潟→両津（カー
フェリー）、両津→新
潟（ジェットフォイル）

新潟市市内の小学生を対象に、新潟ー両津往
復、親子役１３０名（小学生５０名）を公募し、新
潟発は佐渡汽船（株）所有の大型カーフェリー、
両津発はジェットフォイルに乗船し、乗船ウォッ
チングを行うとともに海洋環境クイズ、ブリッジ
見学、ロープワーク等の学習会を実施する。
（予約制）

（公社）北陸信越海事広報協会
（担当者：大井戸）
TEL:025-247-4799

実習船『海洋丸」体験ク
ルージング

新潟県立海洋高校

①8月6日10：
00～14：00、
②8月18日
10：00～14：
00、8月19日
10：00～14：
00、8月20日
10：00～14：
00

①能生漁港発着、
②新潟港発着

実習船「海洋丸」体験クルージングを行う。昼食
に海洋丸特製ランチが食べられます。（要事前
申し込み）

新潟県立海洋高校
（担当者：増田）
TEL:025-566-3155

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

角田岬灯台一般公開 新潟海上保安部交通部
７月23日
（日）

角田岬灯台 角田岬灯台一般公開を行う。
新潟海上保安部交通部
（担当者：中野谷）
TEL:025-247-0118

海の日関連行事
「自衛艦との一般公開」

第九管区海上保安本部
新潟海上保安部
自衛隊新潟地方協力本
部

7月21日～23
日

新潟港西区山ノ下
埠頭

自衛艦及び巡視船の一般公開
第九管区海上保安本部総務部
TEL:025-285-0118

両津港イベント 佐渡市 7月30日 両津港 巡視艇一般公開
佐渡海上保安署
TEL:0259-27-0118



③清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

全国一斉ビーチウォーク
＆クリーンアップ大作戦

（公社）北陸信越海事広
報協会

7月17日、②
7月17日・8月
20日、③8月
20日

①山ノ下船江町海
岸・松浜海岸、②瀬
波海岸、③村上市
岩舟船海水浴場

海水浴シーズン及びシーズン終了後にあわ
せ、一斉清掃を行う。

（公社）北陸信越海事広報協会
（担当者：大井戸）
TEL:025-247-4799

④マリンスポーツ・レジャー
＜マリンスポーツ＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

マリンスポーツ体験乗船
会 in かしわざき

（公財）マリンスポーツ財
団

7月29日
新潟県柏崎市（みな
とまち海浜公園）

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッ
ズボート、水上オートバイ等）。

(公財)マリンスポーツ財団
TEL:03-3454-1151

２０１７柏崎マリンスポーツ
フェスタ

［主催］新潟県柏崎マ
リーナ（かしわざき海の
駅）
［共催］柏崎マリーナオー
ナーズクラブ

7月30日
9：00～14：00

新潟県柏崎マリーナ
（かしわざき海の駅）

体験乗船会を実施し、柏崎の海の魅力を広く周
知するとともに、「海の月間行事」としてマリンレ
ジャーの普及と青少年健全育成及び地域の活
性化を図る。

新潟県柏崎マリーナ（かしわざ
き海の駅）
TEL:0257-21-1255

⑤その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

安全・衛生訪船指導
船員災害防止協会北陸
信越支部

7月1日～31
日

新潟港在港船舶
安全技術指導員が、月間中に新潟港在港船舶
に対し、安全・衛生技術指導を行う。

船員災害防止協会北陸信越支
部（担当：江口）
ＴＥＬ:025-245-3555

海にひろがる夢・みらい
「海の月間」パネル展

北陸信越運輸局、北陸
地方整備局、第九管区
海上保安本部

7月6日～8月
1日

新潟市立中央図書
館（ほんぽーと）エン
トランス

北陸信越運輸局・北陸地方整備局・第九管区
海上保安本部がタイアップし、「港湾」「船」「海
上安全」関係のポスターを一同に掲示すること
で「海」の一体感を演出し、海への興味・関心を
高めてもらう。

北陸信越運輸局海事部
（担当者：風間・谷内（やち））
TEL:025-285-9156

訪船慰問
（公社）北陸信越海事広
報協会

7月17日
8：45～

新潟西港（万代島埠
頭）

記念品を贈呈して日頃の苦労をねぎらい、激励
する。

（公社）北陸信越海事広報協会
（担当者：大井戸）
TEL:025-247-4799

在港船舶による汽笛一斉
吹鳴

［協力］佐渡汽船（株）
7月17日
12：00

新潟西港、東港、直
江津港

新潟西港・東港及び直江津港に停泊中の全船
舶に対して協力要請を行い、正午を期して汽笛
の一斉吹鳴（１０秒～３０秒の長音１回）を実施
する。

佐渡汽船（株）
TEL:025-245-6122



平成２９年海事関係功労
者表彰式

北陸信越運輸局、北陸
地方整備局、第九管区
海上保安部、新潟海上
保安部

7月20日（木）
10：30～

ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル新潟

海事関係各分野において功労顕著な方に対し
て、北陸信越運輸局・北陸地方整備局・第九管
区海上保安部・新潟海上保安部の四官署共催
による海事関係功労者表彰式典を行う。

北陸信越運輸局（担当者：渡
邉、櫻井）TEL:025-285-9156
北陸地方整備局（担当者：大
井）TEL:025-280-8760
第九管区海上保安本部（担当
者：三澤）TEL:025-285-0118
新潟海上保安部（担当者：上
野）TEL:025-247-0137

夏休み「お天気フェア
2017」

主催：新潟地方気象台
後援： (一財)日本気象協
会新潟支店
協力：公財)新潟県環境
保全事業団　新潟県地
球温暖化防止活動推進
センター、(一社)日本気
象予報士会新潟支部

 7月22日
10：00～15：
30

新潟地方気象台
気象台見学、気象と地震の各種実験及びパネ
ル展示、地球温暖化防止活動に関連する説明
を行う。

新潟地方気象台（担当者：上
原、荒井）TEL:025-281-5873

水路記念日パネル展 新潟県立図書館
7月25日～8
月6日

新潟県立図書館

船舶交通の安全に不可欠な海図を作成する組
織が日本に設立されて１４６年目を迎える行事
としてパネル展を行い、海洋に関する理解の増
進を図る。

第九管区海上保安本部海洋情
報部（担当者：社（こそ））
TEL:025-285-0118

内航海運パネル展 北陸信越運輸局海事部
7月25日～8
月6日

新潟県立図書館
海や瀬人に関するパネル展示やパンフレット配
布を行い、家族連れを中心とした来場者へ理
解を深めてもらう。

北陸信越運輸局海事部（担当
者：風間）

海のフェスティバル 佐渡市 7月30日 佐渡市佐和田方面 海難防止活動
佐渡海上保安署（担当者：島
田）
TEL:0259-27-0118



○富山県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

ボートフェスティバル
2017in伏木

港で働く船大集合実行委
員会事務局
高岡商工会議所伏木支
所

7月29日（土）
10:00～16:00 伏木富山港左岸

伏木港に日頃から海で働く船を集め、体験乗船
や航海、展示スペース等により多くの人達に港
と船への理解と親しみを深めていただく。

港で働く船大集合実行委員会
事務局
高岡商工会議所伏木支所
担当者:得能〈とくの〉
TEL:0766-44-0457

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜絵画・写真コンクール＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第５４回富山県中学生海
の絵画コンクール

富山県海の日協賛会（伏
木海陸運送（株）社内）

①7月25日～
8月8日、②8
月14日～20
日、③8月23
日～31日

①海王丸パーク、②
高岡文化ホール、③
富山教育記念館

コンクール受賞作品の展示
①海王丸パーク
②高岡文化ホール
③富山教育記念館

富山県海の日協賛会
（伏木海陸運送（株）社内）
（担当：堀）
TEL:0766-45-1120

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

乗船ウォッチング

（公社）北陸信越海事広
報協会
［協力］（株）関電アメニッ
クスくろよん観光事業部

7月17日 黒部湖

小学生及び保護者の親子約６０名（小学生児
童約３０名）を対象とした体験学習会、１日船長
体験を開催し、「海の日」の意義の周知と海事
への理解が深まるように努める。

（公社）北陸信越海事広報協会
（担当者：大井戸）
TEL:025-247-4799

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

タモリカップ
海王丸フェスティバル

公益財団法人
伏木富山港
海王丸財団

7月16日 海王丸パーク等 巡視船やひこ一般公開
伏木海上保安部
TEL:0766-45-0118

生地えびす祭り
伏木海上保安部交通課
黒部市

7月29日 生地鼻灯台 生地鼻灯台一般公開を行う。
伏木海上保安部交通課
（担当者：三盃）
TEL:0766-45-0118

伏木みなとまつり
「働く船大集合」

高岡商工会議所
7月29日
or30日

伏木富山港（伏木
区）
左岸2、3号

巡視艇たちかぜ一般公開
伏木海上保安部
TEL:0766-45-0118



④その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

在港船舶による汽笛一斉
吹鳴

北陸信越運輸局富山運
輸支局

7月17日
12：00

伏木富山港
伏木富山港に停泊中の全船舶に対して協力要
請を行い、正午を期して汽笛の一斉吹鳴（１０
秒～３０秒の長音１回）を実施する。

北陸信越運輸局富山運輸支局
（担当：清水）
TEL:0766-44-1367

平成２９年度海の日記念
式典

北陸信越運輸局富山運
輸支局、伏木海上保安
部

7月20日 第一イン新湊

海事関係各分野において功労顕著な方に対し
て、富山運輸支局・伏木海上保安部の二官署
共催による海事関係功労者表彰式並びに富山
県海事広報協会・富山県海の日協賛会の共催
による中学生海の絵画コンクール表彰式を行
う。

北陸信越運輸局富山運輸支局
（担当：清水）
TEL:0766-44-1367
伏木海上保安部
（担当：惣万）
TEL:0766-44-0197

○石川県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海フェスタ金沢2017
（一社）金沢港振興協会
内港フェスタ金沢2017実
行委員会

7月15日（土） 金沢港大浜埠頭
海上祈願祭、護衛艦「かが」の艦内見学会等を
行う。

（一社）金沢港振興協会内　港
フェスタ金沢2017実行委員会
（担当者:島崎、小林）
TEL:076-263-3710

②体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

禄剛埼灯台一般公開
七尾海上保安部
珠洲市観光交流課

７月29日
（土）

禄剛埼灯台とじま水
族館

禄剛埼灯台一般公開を行う。
七尾海上保安部
（担当者：田平）
TEL:0767-52-9118

②その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の日」記念式典・海上
安全祈願祭 七尾商工会議所

7月17日（月）
七尾マリンパーク

海事関係に功労のあった方々に対する表彰式
典及び港のさらなる発展と船舶の安全運航を
願い海上安全祈願祭を行う。

七尾商工会議所（担当者:大星）
TEL:0767-54-8888



在港船舶による汽笛一斉
吹鳴

北陸信越運輸局石川運
輸支局

7月17日
12：00

金沢港、七尾港
金沢港・七尾港に停泊中の全船舶に対して協
力要請を行い、正午を期して汽笛の一斉吹鳴
（１０秒～３０秒の長音１回）を実施する。

北陸信越運輸局石川運輸支局
（担当：泉）
TEL:0767-53-1120

のとじま水族館海難防止
協調運動

七尾海上保安部 7月22日 のとじま水族館 海難防止活動

七尾海上保安部（担当者：小
西）
TEL:0767-52-9118
金沢海上保安部長表彰関係
TEL:076-266-6118
七尾海上保安部長表彰関係
TEL:0767-52‐9118

海事関係功労者表彰式

石川県海事広報協会
北陸信越運輸局石川運
輸支局
七尾海上保安部

7月25日
14：30～

ポートサイド七尾

海事関係各分野において功労顕著な方に対し
て、石川運輸支局・金沢海上保安部・七尾海上
保安部の三官署共催による海事関係功労者表
彰式典を行う。

北陸信越運輸局石川運輸支局
（担当：泉）
TEL:0767-53-1120

○長野県
①体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海の日　小学生運賃無料
キャンペーン

野尻湖定期船会社
7月15日（土）
～17日（日）

野尻湖一周

子供たちに、普段はあまりなじみのない国内の
旅客船（フェリー、遊覧船等）への乗船機会を
提供し、船旅を体験して頂き、船への理解を深
めて頂く。

野尻湖定期船会社（担当者:相
原）
TEL:026-258-2505
北陸信越旅客船協会（担当者:
土井）
TEL:025-245-3456

乗船ウォッチング

（公社）北陸信越海事広
報協会
［協力］（有）野尻湖定期
船会社

7月15日～17
日

野尻湖

日頃、海や船舶に接する機会の少ない、長野
県周辺と新潟県内陸部の小学生及び保護者の
親子約９００名（小学生児童約３００名）を対象と
した体験学習会を開催し、「海の日」の意義の
周知と海事への理解が深まるように努める。

（公社）北陸信越海事広報協会
（担当者：大井戸）
TEL:025-247-4799
野尻湖定期船会社（担当：相
原）
TEL:026-258-2505

乗船ウォッチング

（公社）北陸信越海事広
報協会
［協力］東洋観光事業
（株）、（株）ぬのはん船
舶事業部

7月17日 諏訪湖

日頃、海や船舶に接する機会の少ない、長野
県周辺と新潟県内陸部の小学生及び保護者の
親子約１０００名（小学生児童約５００名）を対象
とした体験学習会を開催し、「海の日」の意義
の周知と海事への理解が深まるように努める。

（公社）北陸信越海事広報協会
（担当者：大井戸）
TEL:025-247-4799



＜中部地区＞
○愛知県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第７１回海の日名古屋み
なと祭

海の日名古屋みなと祭
協賛会事務局
臨時救護所:名古屋掖済
会病院附属埠頭診療所

7月17日
名古屋港ガーデン
ふ頭

花火大会　ほか

海の日名古屋みなと祭協賛会
事務局
TEL:052-654-7894
臨時救護所
TEL:052-651-1158

豊橋みなとフェスティバル
豊橋みなとフェスティバ
ル実行委員会

7月17日
豊橋市神野ふ頭
カモメリア一帯

TEL:0532-53-7211

衣浦みなとまつり
衣浦みなとまつり実行委
員会

7月22日 衣浦港中央ふ頭
衣浦みなとまつり実行委員会
TEL:0566-41-3311

蒲郡まつり 蒲郡まつり実行委員会
7月29日～30
日

蒲郡ふ頭付近
蒲郡まつり実行委員会
TEL:0533-66-1120

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第１３回碧南ラジコンボー
ト体験教室

中部ラジコンボート連盟 7月30日
勤労青少年水上ｽ
ﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

TEL:090-1826-8713

＜絵画・写真コンクール＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

平成２９年度中学生海の
絵画コンクール受賞作品
展示会

（公社）中部海事広報協
会

7月24日～31
日

名古屋港ポートビル TEL:052-652-4039

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 事業名 事業名 事業名 事業名 事業名

みなと体験ツアー
名古屋港管理組合 広
報・にぎわい振興室

7月28日、8
月10日、25
日

名古屋港 （事前募集） TEL:052-654-7839



2017　海で遊ぼう！みん
なでヨーソロー　～体験乗
船in名古屋港～

（一財）日本海洋レジャー
安全・振興協会

7月30日、8
月20日、9月
24日

名古屋港 （事前募集） TEL:052-331-0185

夏休み伊勢湾発見ツアー
（公社）中部海事広報協
会

8月25日
名古屋港ガーデン
ふ頭

（事前募集） TEL:052-652-4039

体験乗船in三河港2017
（一財）日本海洋レジャー
安全・振興協会

7月30日
鈴木マリーナ三河御
津

（事前募集） TEL:052-331-0185

体験乗船会in四日市港
2017

(一財)日本海洋レジャー
安全・振興協会（中部事
務局）

10月1日 伊勢湾マリーナ
ボート免許の周知、海洋レジャーの普及等のた
めに体験乗船会を実施。

海レ協（中部事務所）
TEL:052-331-0185

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

『船ってサイコ～ 2017』
NYKバルク・プロジェクト
多目的コンテナ船見学会

NYKバルク・プロジェクト
（株）
（一社）日本船主協会

8月21日 名古屋港
NYKバルク・プロジェクト（株）の多目的コンテナ
船の見学会を開催。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

『船ってサイコ～ 2017』
名古屋港管理組合　海か
ら見る名古屋港見学会

名古屋港管理組合
(一社）日本船主協会

8月23日
名古屋港

名古屋港管理組合の船に乗船し、停泊中の船
を海の上から見学する。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

④清掃活動
事業名 事業名 事業名 事業名 事業名 事業名

全国一斉ビーチウォーク
＆クリーンアップ大作戦

（公社）中部海事広報協
会
全日本海員組合名古屋
支部

7月9日
名古屋港　ガーデン
ふ頭

海浜清掃
TEL:052-652-4039
TEL:052-652-5495

全国一斉ビーチウォーク
＆クリーンアップ大作戦

高豊校区豊橋表浜海岸
清掃協力会

７月中旬 豊橋市　高豊海岸 海浜清掃 TEL:0532-21-2005

伊勢湾・三河湾・五ヶ所湾
エコアクション

日本海洋少年団愛知県
連盟

8月11日～15
日

知多郡美浜町　野
間海岸

海浜清掃 TEL:052-752-2066



⑤マリンスポーツ・レジャー
＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞

事業名 事業名 事業名 事業名 事業名 事業名

テーザー級世界選手権

国際テーザー協会、日本
テーザー協会、日本セー
リング連盟、愛知県ヨット
連盟

7月30日～8
月4日

愛知県蒲郡市・海陽
ヨットハーバー

テーザー級の世界選手権 http://tasarworlds2017.org/

⑥その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

名古屋港水族館　２５周年
記念特別展「くらげの刻
（とき）～漂い生きる不思
議な生き物～」

（公財）名古屋港みなと
振興財団（名古屋港水族
館）

4月29日～9
月18日

名古屋港水族館 TEL:052-654-7080

名古屋港水族館　２５周年
記念特別展
サマーナイトアクアリウム

（公財）名古屋港みなと
振興財団（名古屋港水族
館）

7月17日、7
月21日～8月
31日

名古屋港水族館 TEL:052-654-7080

名古屋港水族館　２５周年
記念特別展
イルカのナイトパフォーマ
ンス

（公財）名古屋港みなと
振興財団（名古屋港水族
館）

7月17日、7
月21日～8月
31日

名古屋港水族館 TEL:052-654-7080

名古屋港開港110周年記
念
名古屋海洋博物館企画展
「昭和時代の名古屋港」

（公財）名古屋港みなと
振興財団（名古屋海洋博
物館）

7月15日～9
月3日

名古屋港ポートビル TEL:052-652-1111

名古屋港開港110周年記
念
「親子名古屋港社会見学
会」

（公財）名古屋港みなと
振興財団（名古屋海洋博
物館）

8月23日、30
日

名古屋港ポートビル （事前募集） TEL:052-652-1111

名古屋港開港110周年記
念
ボトルシップ入門教室

（公財）名古屋港みなと
振興財団（名古屋海洋博
物館）

8月6日 名古屋港ポートビル （事前募集） TEL:052-652-1111



名古屋港開港110周年記
念
夏休み工作教室「3Ｄ立体
色紙をつくろう」

（公財）名古屋港みなと
振興財団（名古屋海洋博
物館）

8月13日 名古屋港ポートビル （事前募集） TEL:052-652-1111

海洋安全教室「楽sea教
室」

（公社）中部小型船安全
協会

10月15日実
施予定

常滑市　NTPマリー
ナりんくう

TEL:052-653-2407

安全パトロール艇出廷式
（公社）中部小型船安全
協会

7月17日 TEL:052-653-2407

「海の日」記念式典 中部運輸局 7月21日
名古屋市（ウィルあ
いち）

海事関係功労者の表彰

○三重県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

鳥羽みなとまつり
鳥羽みなとまつり実行委
員会

7月28日 鳥羽港 TEL:0599-25-1373

おわせ港まつり 尾鷲観光物産協会 8月5日 尾鷲港 TEL:0597-23-8261

四日市港まつり
四日市港まつり実行委員
会

8月6日
四日市港 TEL:059-366-7022



②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海の博物館
海の博物館
(公財)東海水産科学協会

7月22日 海の博物館
アマモ場に行って、イカの卵を探そう！（要予
約）

TEL:0599-32-6006 

海の博物館
海の博物館
(公財)東海水産科学協会

7月23日 海の博物館 磯でウミウシを探そう！（要予約） TEL:0599-32-6006 

海の博物館
海の博物館
(公財)東海水産科学協会

7月29日～8
月20日の土
日

海の博物館 木の船を動かそう！ろこぎ体験 TEL:0599-32-6006 

海の博物館
海の博物館
(公財)東海水産科学協会

8月6日 海の博物館 磯の生きもの観察会（要予約） TEL:0599-32-6006 

海の博物館
海の博物館
(公財)東海水産科学協会

8月20日 海の博物館 漂着物で標本をつくろう！（要予約） TEL:0599-32-6006 

＜絵画・写真コンクール＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海の絵画・図画コンクール 三重県海事広報協会
8月5日～20
日

四日市港ポートビル TEL:059-340-6430

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

親子で体験航海
三重県立水産高校体験
航海係

7月15日～17
日

実習船「しろちどり」（事前募集） TEL:0599-85-0021

『船ってサイコ～ 2017』
故郷の海を愛する会
JMU造船所見学・練習船
「鳥羽丸」体験航海

故郷の海を愛する会
(一社）日本船主協会 7月27日 津市　鳥羽市

津のJMU造船所でLNG船の建造工程を学び、
練習船「鳥羽丸」に乗って伊勢湾体験航海を実
施。（小学校5年生～中学生）

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

体験航海 四日市港管理組合 8月6日 四日市港 四日市港めぐり（事前募集） TEL:059-366-7022



『船ってサイコ～ 2017』
故郷の海を愛する会　 四
日市港クルーズ＆LNG火
力発電所見学会

故郷の海を愛する会
(一社）日本船主協会 8月22日 四日市市

四日市港「ユリカモメ」に乗船し港内見学、川越
火力発電所の電力館テラ46でLNG船が運んで
きたLNGを焚いて発電する様子を学ぶ。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

灯台特別公開 鳥羽海上保安部 7月8日予定 菅島灯台（鳥羽市） TEL:0599-25-2303

海の博物館
海の博物館
(公財)東海水産科学協会

7月17日 海の博物館 「海の日」高校生以下の入館無料 TEL:0599-32-6006 

第２４回「親子で学習！」
～親子でチャレンジ～（仮
称）

三重県海事広報協会
三重県南部海事広報協
会

7月下旬予定
津ボートレース場予
定

TEL:059-340-6430
TEL:0598-28-4093

一般公開 四日市港管理組合 8月6日 四日市港 練習船「鳥羽丸」 TEL:059-366-7022

ポートビルの展望展示室
「うみてらす１４」の無料開
放

四日市港管理組合 8月6日 四日市港ポートビル ＊９：３０～２１：００ TEL:059-366-7022

④清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

全国一斉ビーチウォーク
＆クリーンアップ大作戦

鳥羽清港会 7月2日 鳥羽湾内 港湾清掃 TEL:0599-25-1147

⑤マリンスポーツ・レジャー
＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第58回パールレース
JSAF外洋東海
南伊勢町観光協会

7月28日～30
日

南伊勢町～江の島 太平洋を行く外洋ヨットレース。

JSAF外洋東海
http://www.tosc.jp/
TEL:052-971-5835
南伊勢町観光協会
TEL:0599-66-1717



鳥羽ビルフィッシュトーナメ
ント国際大会

鳥羽・ビルフィッシュトー
ナメント実行委員会

8月4日～6日 鳥羽湾 TEL:0599-25-3019

四日市港カッターレース
四日市港まつり実行委員
会

8月6日 四日市港 TEL:059-366-7022

⑥その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の日」記念式典 三重運輸支局 7月19日
四日市市（四日市商
工会議所）

海事関係功労者の表彰

「海の日」記念式典 鳥羽海事事務所 7月22日
鳥羽市（鳥羽商工会
議所）

海事関係功労者の表彰

港湾関連及び一般の公共
機関・団体による展示

四日市港管理組合 8月6日 四日市港ポートビル TEL:059-366-7022

海のバリアフリーまつり NPO法人　海の達人
9月9日～10
日

マリーナ河芸 TEL:059-245-5001

海洋安全教室「楽sea教
室」

（公社）中部小型船安全
協会

9月10日実施
予定

マリーナ河芸 TEL:052-653-2407

安全パトロール艇出廷式 8月6日 四日市港

海から始まる物語ＩＮ2017
海の博物館見学と海の話

NPO法人 故郷の海を愛
する会

7月8日 （要予約） TEL:090-7612-2979

海から始まる物語ＩＮ2017
JMU造船所見学と鳥羽商船
高専の練習船で体験航海

NPO法人 故郷の海を愛
する会

7月27日 （要予約） TEL:090-7612-2979

海から始まる物語ＩＮ2017
四日市港の見学と火力発
電所の見学

NPO法人 故郷の海を愛
する会

8月22日 （要予約） TEL:090-7612-2979



○福井県
①体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

体験試乗＆遊覧船ツアー
福井県海事広報協会（福
井運輸支局内）

7月22日予定
三国ボートレース
場・東尋坊遊覧船

モーターボート選手とのペアボート体験試乗＆
遊覧船ツアー

TEL:0770-22-0003

②清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

全国一斉ビーチウォーク
＆クリーンアップ大作戦

気比の松原を愛する会
（敦賀市松原公民館内）

7月17日予定
敦賀市　気比の松
原

海浜清掃 TEL:0770-23-8990

③マリンスポーツ・レジャー
＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

敦賀港カッターレース
敦賀港カッターレース実
行委員会

7月16日 敦賀港 TEL:090-2120-4925

④その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

一日海上保安官 小浜保安署 7月中旬頃 小浜湾 一日海上保安官による海難防止指導等
小浜保安署
TEL:0770-52-0494

海上安全祈願祭
福井県海事広報協会（福
井運輸支局内）

7月21日予定 敦賀市　気比神宮 TEL:0770-22-0003

「海の日」記念式典 福井運輸支局 7月21日
敦賀市（ニューサン
ピア敦賀）

海事関係功労者の表彰

＜近畿・神戸地区＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「リフレッシュ瀬戸内」

瀬戸内・海の路ネット
ワーク推進協議会
（事務局：近畿地方整備
局）

6月1日
～8月31日

瀬戸内海沿岸各地
美しい瀬戸内海を守っていくことを、海浜の清
掃活動を通じて多くの人々へＰＲを実施。

近畿地方整備局
TEL:078-391-8361



○大阪府
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

堺港(みなと)まつり
堺市港湾事務所
堺港湾振興会

10月予定
堺出島漁港「とれと
れ市」

市民が海に親しみ、海への恩恵に感謝するとと
もに、海事思想の普及を図るため、堺港クルー
ジングや、ステージショーなどを実施する。

堺港湾振興会
TEL:072-244-7368

天保山まつり

大阪海上保安監部
天保山にぎわいまちづく
り実行委員会
港まちづくり協議会大阪

10月29日 天保山周辺
街づくりのための官民連携のイベントで、海上
保安庁の業務紹介及び１１８番周知活動等を
実施

大阪海上保安監部
TEL:06-6571-0221

＜海上花火大会＞

第65回岸和田港まつり花
火大会

岸和田港振興協会
7月29日
19:40～20:30

阪南1区岸壁
港をより一層親しみやすいものにするために、
市民と港を結ぶ「港まつり」を実施。
打上花火数1,500発

岸和田港振興協会
TEL:072-423-9618

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

みさきの海の環境教室 岬町まちづくり戦略室

7月31日（日）
9:30～15:00
雨天は8月2
日（火）に延
期

岬町長松自然海浜

大阪府で唯一の自然海岸である長松自然海岸
で海の生物の観察、大阪湾から流れつくごみ
の分析、水質調査を通じて、大阪湾の海の環
境を学習する。

大阪府港湾協会
TEL:0725-21-7203

＜絵画・写真コンクール＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第54回中学生海の絵画コ
ンクール
【大阪港開港150年記念事
業】

公益社団法人
近畿海事広報協会

7月12日
   ～8月9日

海遊館エントランス
ビル

「海の日」「海の月間」広報事業の一環として、
近畿地方の中学生を対象に海に関する絵画を
募集し（4月1日から6月15日まで募集）、入選作
品41点を決定し表彰するとともに、上位入選作
品の展示会を開催します。（全入選作品をホー
ムページに掲載します。）

(公社)近畿海事広報協会
TEL:06-6573-6387



第39回海の写真コンクー
ル
【大阪港開港150年記念事
業】

公益社団法人
近畿海事広報協会

7月12日
   ～8月9日
10月15日
　～11月30
日

海遊館エントランス
ビル

住之江・琵琶湖ボー
トレース場及び梅
田・京都やわたボー
トピア

「海の日」「海の月間」広報事業の一環として、
全国各地の一般市民から海に関する写真を募
集し（4月1日から6月15日まで募集）、入選作品
42点を決定し表彰するとともに、入選作品の展
示会を開催します。（全入選作品をホームペー
ジに掲載します。）

(公社)近畿海事広報協会
TEL:06-6573-6387

第51回中学生海の作文コ
ンクール

公益社団法人
近畿海事広報協会

11月上旬～
公益社団法人近畿
海事広報協会ホー
ムページ

「海の日」「海の月間」広報事業の一環として、
近畿地方の中学生を対象に海に関する作文を
募集し（4月1日から9月30日まで募集）、入選作
品40点を決定し表彰するとともに、全入選作品
をホームページに掲載します。

(公社)近畿海事広報協会
TEL:06-6573-6387

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

大阪湾クルーズ
[大阪港開港150年記念事
業]

大阪市港湾局振興課 7月23日

大阪南港フェリー
ターミナル及び大阪
南港コスモフェリー
ターミナル

大阪港開港150年記念事業として、２隻の大型
フェリーを貸し切って大阪湾を巡るクルーズ
(1500名を募集)

大阪市港湾局
TEL:06-6615-7764

巡視船体験航海 岸和田港振興協会 8月5日
阪南1区岸壁から関
西国際空港沖

体験航海を通じて海の安全を考える。
岸和田港振興協会
TEL:072-423-9618

体験航海行事
貝塚港湾振興会
（事務局：貝塚市都市整
備部都市計画課）

8月6日
午前と午後
各１回

阪南港阪南１区地
蔵浜地区

海事思想の普及と港湾の振興発展に努めるた
め、海上保安庁から巡視船の派遣を受け、公
募による市民が午前と午後の２回にわけて乗
船。

貝塚港湾振興会
TEL:072-433-7246

体験乗船
全日本海員組合
大阪支部

未定 未定
海で働く事を子供に伝える事を目的に開催する
予定。

全日本海員組合大阪支部
TEL:06-6612-4300

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
④清掃活動

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

大阪府海岸・港湾美化運
動（「ごみをなくそう。水を
きれいに！」合同キャン
ペーン）

大阪府港湾局
堺泉北港湾事務所
阪南港湾事務所
貝塚港湾振興会
（事務局：貝塚市都市整
備部都市計画課）

7月2日 阪南港、阪南３区、
貝塚旧港地区

府民や港湾事業者等の協力を得て、海岸・港
湾の清掃活動を実施する。

大阪府港湾局
TEL:0725-21-7203
貝塚港湾振興会
TEL:072-433-7246



⑤マリンスポーツ・レジャー
＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第28回大阪港カッター
レース

大阪市港湾局海務課 7月16日
大阪港天保山岸壁
前面海域

８人乗りのカッターによるトーナメントレース
大阪市港湾局
TEL:06-6615-7728

大阪港カッターレースに伴
う海の安全活動

大阪海上保安監部 7月16日 天保山岸壁
カッターレース会場において海保ブースを設置
する等して海の事故ゼロキャンペーン及び海上
保安思想普及活動を実施

大阪海上保安監部
TEL:06-6571-0221

⑥その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海員スポーツイベント（ボ
ウリング）

全日本海員組合
大阪支部

7月頃 未定
全日本海員組合の大阪地区組合員及び関係
者との交流を目的として開催。

全日本海員組合大阪支部
TEL:06-6612-4300

電光掲示板啓発記事掲載
貝塚市都市整備部都市
計画課

7月1日～31
日

南海貝塚駅西口広
場

南海貝塚駅西口広場の電光掲示板に、海の月
間をお知らせする記事を掲載し市民に対する
啓発を行う。

貝塚港湾振興会
TEL:072-433-7246

無料健康相談
大阪掖済会病院
地域連携室・医事課

7月1日～31
日（月～金）
8:30～11：30
予約制

大阪掖済会病院
船員等を対象に健康相談・検査・処置・投薬を
行う。

(一社)日本海員掖済会大阪掖
済会病院
TEL:06-6581-2881

無料健康相談
大阪みなと中央病院
地域医療連絡室

7月1日～31
日（月～金）
10:00～15:00
予約制（前日
17:00までに）

大阪みなと中央病
院

船員等を対象に健康相談を行う。
(独法)地域医療機能推進機構
大阪みなと中央病院
TEL:06-6572-6711

歴史展示会（大阪港開港
150年記念事業）

大阪市港湾局総務課（企
画）

7月6日～31
日

大阪市役所本庁舎
玄関ホール

大阪港の歴史に関するパネル展示。
大阪市港湾局
TEL:06-6615-7728

『船ってサイコ～ 2017』
近畿運輸局　クルーズ客
船「スーパースターヴァー
ゴ」初入港歓迎イベント

近畿運輸局
(一社）日本船主協会

7月8日 大阪市
クルーズ客船「スーパースターヴァーゴ」の大
阪港初入港歓迎イベントにてパンフレットやグッ
ズ等を配布。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181



大阪府知事又は港湾局長
感謝状贈呈式

大阪府港湾局総務企画
課総務グループ

7月11日
ホテルアゴーラリー
ジェンシー堺

大阪府営港湾の振興及び海岸・港湾愛護の功
績者に対して大阪府知事又は港湾局長感謝状
を贈呈し、その功績をたたえ、感謝の意を表す
る。

大阪府港湾局
TEL:0725-21-7203

大阪港港湾功労者表彰式 大阪市港湾局総務課 7月14日
ハイアットリージェン
シー大阪

多年海事業務に従事し、功労顕著な港湾労働
者に対する表彰式。

大阪市港湾局
TEL:06-6615-7728

アジア国際港湾会議（大
阪港開港150年記念事業）

大阪市港湾局総務課（企
画）

7月14日
ハイアットリージェン
シー大阪

大阪港の姉妹・友好港や今後成長が期待でき
るアジア諸港が参加する国際会議。

大阪市港湾局
TEL:06-6615-7728

大阪港開港150年記念式
典（大阪港開港150年記念
事業）

大阪市港湾局総務課（企
画）

7月14日
ハイアットリージェン
シー大阪

大阪港開港150年を記念し開催する記念式典
（記念講演、功労者顕彰等）。

大阪市港湾局
TEL:06-6615-7728

・大阪港開港150年記念シ
ンポジウム（大阪港開港
150年記念事業）

大阪市港湾局総務課（企
画）

7月15日
ハイアットリージェン
シー大阪

「大阪港の未来戦略」をテーマとしたシンポジウ
ム。

大阪市港湾局
TEL:06-6615-7728

大阪地区海の安全運動 大阪海上保安監部
7月16日～31
日

大阪港湾合同庁舎
会議室

海事関係者のみならず、広く国民に海の事故
防止を呼びかけるため、イベント、安全講習
会、各種安全啓発活動等を実施。

大阪海上保安監部
TEL:06-6571-0221

汽笛の一斉吹鳴 近畿運輸局 7月17日
大阪港
堺泉北港
阪南港

「海の日」正午を期して、大阪港、堺泉北港及
び阪南港に停泊している船舶による汽笛の一
斉吹鳴を行う。

近畿運輸局海事振興部旅客課
TEL:06-6949-6416

海事関係功労者等の表彰
式

近畿運輸局
大阪海上保安監部

7月20日 海遊館ホール 海事関係功労者等の表彰式典を実施。
近畿運輸局
海事振興部　旅客課
TEL:06-6949-6416

平成29年「海の日」祝賀会
公益社団法人
近畿海事広報協会

7月20日
17：00～

ホテルシーガルてん
ぽーざん大阪

「海の日表彰式典」の受賞者・ご家族・一般参
加者とともに「海の日」を祝い、海からの恵と、
そこで仕事に精出す人々に感謝し、海事産業
の重要性を再認識するための啓発活動として、
海事関係団体の協賛をいただき「海の日」祝賀
会を開催します。

(公社)近畿海事広報協会
TEL:06-6573-6387

機関紙による広報活動
大阪倉庫協会
広報委員会

7月下旬発行 -
機関紙「蒼光」7月号に実行委員から寄せられ
る記事を含め「海の月間」の特集記事を掲載。

大阪倉庫協会
TEL:06-6541-8505



海上安全祈願祭 大阪船主会 7月24日 住吉大社
大阪船主会と近畿海事広報協会並びに海上保
安協会大阪支部と共催
住吉大社本殿にて海上の安全をで祈願する。

大阪船主会
TEL:06-6446-6503

海上安全祈願祭 岸和田港振興協会
7月29日
10:00～

浪切神社
船舶の航行安全及び関係事業の安全平安祈
願を行う。

岸和田港振興協会
TEL:072-423-9618

無料健康講座
大阪掖済会病院
地域連携室

7月29日
10:00～12:00

大阪掖済会病院 医師等による講演会
(一社)日本海員掖済会大阪掖
済会病院
TEL:06-6581-2881

泉大津フェニックスにぎわ
いづくり及びＰＲ活動

大阪府港湾局経営振興
課開発調整グループ

野外コンサー
ト：8月から9
月

泉大津フェニックス
（泉大津市夕凪町）

野外コンサート等の各種イベントを誘致し、イベ
ントを通じて泉大津フェニックスのにぎわいづく
り及びＰＲ活動を実施する。

大阪府港湾局
TEL:0725-21-7203

海員スポーツイベント（ゴ
ルフ）

全日本海員組合
大阪支部

9月頃 未定
全日本海員組合の大阪地区組合員及び関係
者との交流を目的として開催。

全日本海員組合大阪支部
TEL:06-6612-4300

海員スポーツイベント（ソフ
トボール）

全日本海員組合
関西地方支部

9月頃 未定
全日本海員組合の関西地区組合員及び関係
者との交流を目的として開催。

全日本海員組合大阪支部
TEL:06-6612-4300

○兵庫県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

姫路港ふれあいフェスティ
バル・マリンフェスタ

姫路港ふれあいフェス
ティバル実行委員会

7月17日

姫路港飾磨3・4号岸
壁姫路港飾万津臨
港公園及びその周
辺

海面清掃兼油回収船「クリーンはりま」を一般
公開。通常乗船できない海上業務船舶を公開
展示することで、次世代を担う子ども達に海や
そこで働く船に興味を持ってもらい、海の大切さ
や重要性を認識してもらう。
姫路海上保安部巡視艇一般公開、姫路海上保
安部ブース展示、ステージ演奏、地元農産物等
の販売、掃海艇の一般公開　等

姫路港ふれあいフェスティバル
実行委員会事務局
TEL:079-235-0176
姫路海上保安部
TEL:079-231-5063
兵庫県中播磨県民センター姫
路港管理事務所
TEL:079-235-0183

淡路市夏まつり 淡路市夏まつり委員会 7月23日予定
淡路島明石海峡公
園

ブース展示
大阪湾海上交通センター
TEL:0799-82-3050



＜海上花火大会＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第39回姫路みなと祭 海上
花火大会

姫路みなと祭協賛会 7月29日 姫路港（飾磨地区）
水上スターマインや仕掛け花火など5,000発が
打ち上げられる。

姫路市産業局商工労働部産業
振興課
TEL:079-221-2504

第47回みなと神戸海上花
火大会

みなとこうべ海上花火大
会実行委員会

8月5日
神戸港（新港突堤～
メリケンパーク南側
海上）

夜景をバックに、尺玉やスターマイン、仕掛け
花火15,000発が打ち上げられ、海と一体化す
る。

神戸港振興協会
TEL:078-327-8982

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜絵画・写真コンクール＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海の絵画コンクール表彰
式

（公社）神戸海事広報協
会

7月16日 メリケンパーク
兵庫県内の幼稚園、小学生、中学生を対象に
海・船・港に関する絵画を募集し、入賞者を表
彰する。

（公社）神戸海事広報協会
TEL:078-392-3248

人と海のフォトコンテスト
第28回マリナーズ・アイ
神戸展

（一財）全日本海員福祉
センター

9月27日～10
月13日

神戸海洋博物館
「海で働く人たち」をメインテーマに、海に関係し
た写真を募集し、入賞作品17点による写真展。

（一財）全日本海員福祉セン
ターTEL:03-3475-5391
神戸海洋博物館
TEL:078-327-8983

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

『船ってサイコ～ 2017』
神戸大学　実習船「白鴎」
体験乗船

神戸大学
(一社）日本船主協会

7月29日 神戸港
神戸大学の実習船に体験乗船（1日に2回実
施）。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

神戸港ボート天国
（一社）神戸港振興協
会、神戸市他

7月17日 神戸港中突堤 海面清掃兼油回収船「Dr.海洋」を一般公開。
（一社）神戸港振興協会振興課
TEL:078-327-8982
http://www.kobe-meriken.or.jp/

神戸港夏休み親子みなと
見学会

神戸港湾事務所 7月下旬 神戸港湾事務所

小学生と保護者を対象に「みなと」の役割や神
戸港について知ってもらう。
海面清掃兼油回収船を一般公開及び、港湾業
務艇「いずみ」にて神戸港の見学を実施。

神戸港湾事務所企画調整課
TEL:078-333-2552
http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/kob
eport/



有人潜水調査船支援母船
「よこすか」一般公開

調整中 7月23日
神戸新港第一突堤
もしくは第二突堤

JAMSTEC所有の船舶一般公開事業として。 調整中

『船ってサイコ～ 2017』
日本郵船　神戸コンテナ
ターミナル＆コンテナ船見
学会

日本郵船（株）
（一社）日本船主協会

8月3日 神戸港  六甲
日本郵船の神戸コンテナターミナルおよびコン
テナ船の見学会を開催。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

『船ってサイコ～ 2017』
NYKバルク・プロジェクト
多目的コンテナ船見学会

NYKバルク・プロジェクト
（株）
（一社）日本船主協会

8月18日 神戸港
NYKバルク・プロジェクト（株）の多目的コンテナ
船の見学会を開催。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

④清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「リフレッシュ瀬戸内」関連
行事
「海の健康診断」

瀬戸内・海の路ネット
ワーク推進協議会
（事務局：近畿地方整備
局）

6月1日
～8月31日

瀬戸内海沿岸各地
（１府県につき１箇
所）

瀬戸内海の海岸の清掃活動及びゴミの組成調
査を実施し、ゴミ排出抑制に向けた市民への意
識啓発活動。

近畿地方整備局
TEL:078-391-8361

⑤その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

外航海運セミナー (一社）日本船主協会
7月１4日
13:30-16:00

神戸市
外航海運の概要、航海安全・環境への対応に
ついてのセミナーを開催。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

海の日記念式典 姫路みなと祭協賛会 7月17日
姫路港旅客船ターミ
ナル

海の日記念式典の挙行及び行事協力者に対
する感謝状贈呈等

姫路市産業局商工労働部産業
振興課
TEL:079-221-2504

海の日記念式典・祝賀会
海フェスタ神戸実行委員
会

7月19日 ホテルオークラ神戸 海事関係功労者表彰式

海フェスタ神戸実行委員会事務
局
TEL:078-322-0237
FAX:078-322-6121
kobeport@office.city.lg.jp

汽笛の一斉吹鳴 神戸運輸監理部 7月20日 神戸港・姫路港 港内停泊中の船舶による一斉吹鳴を行う。
神戸運輸監理部海事振興部旅
客課 TEL:078-321-3146



○京都府
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

宮津湾にぎわいフェスタ
2017

宮津湾にぎわいイベント
実行委員会

7月16日
宮津市　田井宮津
ヨットハーバー

海を利用したまちづくりの推進と宮津湾のにぎ
わいを創出するために、にぎわいイベントを実
施。
宮津湾を中心に、広く海と親しみ賑わいをつく
るため、地引網体験、魚釣り体験、大阪税関監
視艇等

宮津湾にぎわいイベント実行委
員会事務局
（宮津市役所企画部企画政策
課環境交通政策係）
TEL:0772-45-1601

みなと舞鶴ちゃったまつり
みなと舞鶴ちゃったまつ
り実行委員会

7月29日～30
日

舞鶴港

前夜祭、漕艇競技、自衛艦による市民の体験
航海、クイーンまいづる海上パレード、ヨット・自
衛艦イルミネーション、打上げ花火等、海洋イ
ベントの実施

みなと舞鶴ちゃったまつり実行
委員会
（舞鶴商工会議所内）
TEL:0773-62-4600

＜海上花火大会＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

宮津燈籠流し花火大会 宮津商工会議所
8月16日
19:30～20:30

宮津湾一帯
宮津湾一帯にて、５０隻の精霊船、１万個の
追っかけ灯籠を流すとともに、打ち上げ花火３，
０００発が打ち上げられる

宮津商工会議所
TEL:0772-22-5131

②体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

巡視艇体験航海 宮津商工会議所 7月中旬頃 宮津港内等 一般市民を対象とした体験航海
宮津商工会議所
TEL:0772-22-5131

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

五森祭（いつもりさい）・
オープンキャンパス

海上保安学校
7月2日
9:30～16:00

海上保安学校（舞鶴
市字長浜2001番地）

一般市民に学校を開放、練習船の一般公開、
巡視船乗船航海、モーターボートの試乗会、
カッターレース、オープンキャンパス、学生音楽
隊演奏、その他イベント

海上保安学校事務部総務課庶
務係
ＴＥＬ:0773-65-3520
Ｈ
Ｐ:http://www.kaiho.mlit.go.jp/sc
hool/



造船所見学会
京都運輸支局（舞鶴庁
舎）

7月下旬
14:00～16:00

ジャパンマリンユナ
イテッド㈱舞鶴事業
所

一般市民を対象に、小学校高学年又は中学生
の子供を持つ「親子ペアー」を造船所（ジャパン
マリンユナイテッド㈱舞鶴事業所）に招待し、施
設見学等を通じて海事産業への理解を深めて
もらう

京都運輸支局（舞鶴庁舎）
TEL:0773-75-0616

③清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

まいづるクリーンキャン
ペーン　２０１７

まいづるクリーンキャン
ペーン実行委員会（舞鶴
市生活環境課内）

7月2日 舞鶴市内全域
市民や事業所等による海岸・河川、町内事業
所周辺、道路等の公共の場所の散乱ごみの回
収

まいづるクリーンキャンペーン実
行委員会（舞鶴市生活環境課
内）
TEL:0773-66-1005

全国ビーチ・ウォーク＆ク
リーンアップ大作戦

小天橋観光協会 7月17日
久美浜町小天橋海
岸

海浜の清掃奉仕活動
小天橋観光協会
TEL:0772-83-0149

④マリンスポーツ・レジャー
＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第19回全国水産・海洋高
校カッターレース大会

全国水産高等学校長協
会

7月29日～30
日

京都府立海洋高等
学校

カッター競技を通じて、水産教育の重要性を広
く一般にアピールする。

同左

⑤その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の日」のつどい・交流
会

舞鶴「海の日」実行委員
会（京都運輸支局内）

7月17日
13：30～
16:00

舞鶴赤れんが倉庫
２号棟

式祝辞、表彰、海洋少年団等（一般市民の入
場歓迎）及び関係者交流会

舞鶴「海の日」実行委員会（京
都運輸支局内）
TEL:0773-75-0616

汽笛一斉吹鳴・満船飾
京都運輸支局（舞鶴庁
舎）

7月17日
12:00

舞鶴港・宮津港 汽笛一斉吹鳴・満船飾の呼びかけを行う。
京都運輸支局（舞鶴庁舎）
TEL:0773-75-0616

在港外航船慰問
舞鶴「海の日」実行委員
会（京都運輸支局内）

7月下旬 舞鶴西港
外航船舶を中心に、舞鶴港入港船舶を訪問し、
記念品等を贈呈

舞鶴「海の日」実行委員会（京
都運輸支局内）
TEL:0773-75-0616



○和歌山県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

港まつり
和歌山港振興協会
みなと祭実行委員会

7月23日
20:00～

和歌山港中ふ頭
海の月間行事として、港まつり及び花火大会を
実施

和歌山港振興協会
TEL:073-432-3116

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海の教室
紀南海運協会
近畿海事広報協会
勝浦海事事務所

6月26日
6月30日
10月6日
10月12日

新宮市、東牟婁郡
海事思想の普及を目的として、管内の小学生
を対象に海の教室を実施。海に関わる仕事や
海洋環境保護等を学ぶ。

勝浦海事事務所
TEL:0735-52-0260

＜絵画・写真コンクール＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海と船」の絵画展
東牟婁地方美育協会
紀南海運協会
近畿海事広報協会

7月8日、9日
7月22日、23
日

那智勝浦町教育セ
ンター
太地町立くじらの博
物館

海事思想の普及を目的として、新宮市及び東
牟婁郡の小・中学生を対象に実施。

勝浦海事事務所
TEL:0735-52-0260

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の月間」に伴う一般公
開

下里水路観測所 7月22日
下里水路観測所（和
歌山県那智勝浦町）

業務紹介
人工衛星レーザー測距実演
天体観望

下里水路観測所
TEL:0735-58-0084

④マリンスポーツ・レジャー
＜マリンスポーツ＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

マリンスポーツフェスティ
バル2017 IN WAKAYAMA

（公財）マリンスポーツ財
団

7月22日～23
日

和歌山県　和歌山
市（和歌山マリーナ
シティ―）

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッ
ズボート、水上オートバイ、バナナボート等）展
示ブース等。

(公財)マリンスポーツ財団
TEL:03-3454-1151



⑤その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

広報キャンペーン等
和歌山運輸支局
和歌山県港運協会

7月1日～31
日

ポスター、字幕の掲示、広報資料の配布により
海の恩恵について啓発活動を実施

和歌山運輸支局
TEL:073-422-0606

広報活動 勝浦海事事務所
7月1日～31
日

ポスター、字幕の掲示、広報資料の配布により
海の恩恵について啓発活動を実施

勝浦海事事務所
TEL:0735-52-0260

「海の日」記念表彰式典及
び記念祝賀会

勝浦海事事務所
紀南海運協会

7月17日 ホテル浦島
海事関係功労者及び絵画展の優秀作品の表
彰式典を実施。また、海の日を祝い海の恵みに
感謝する祝賀会を開催。

勝浦海事事務所
TEL:0735-52-0260

汽笛の一斉吹鳴
和歌山運輸支局
和歌山県海運協会

7月17日
正午

和歌山県内各港
「海の日」正午を期して、和歌山県内各港に停
泊している船舶による汽笛の一斉吹鳴を行う。

和歌山運輸支局
TEL:073-422-0606

汽笛の一斉吹鳴 勝浦海事事務所 7月17日
新宮港
勝浦港
串本港

「海の日」正午を期して、新宮港・勝浦港・串本
港に停泊している船舶による汽笛の一斉吹鳴
を行う。

勝浦海事事務所
TEL:0735-52-0260

海事功労者等表彰式及び
祝賀パーティー

和歌山運輸支局
和歌山県港運協会

7月18日 アバローム紀の国
海事関係功労者等の表彰式典及び海の日を
祝い海の恵みに感謝する祝賀パーティーを実
施。

和歌山運輸支局
TEL:073-422-0606

広報キャンペーン等 海南市役所 7月20日 下津港周辺 入港船舶等の記念品配布
海南市役所
TEL:073-483-8489

海上安全祈願祭 海南市役所
7月20日
9:30～

下津港湾合同庁舎
前

船舶の航行安全及び関係事業の安全祈願を
行う

海南市役所
TEL:073-483-8489

海上安全祈願祭
和歌山港振興協会
和歌山県海運協会

7月22日
10:00～

和歌山港中ふ頭
船舶の航行安全及び関係事業の安全祈願を
行う

和歌山港振興協会
TEL:073-432-3116
和歌山県海運協会
TEL:073-433-4043



○滋賀県
①体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

平成29年度びわこ少年少
女ゴムボート大会
（びわこファミリーカーニバ
ル２０１７の事業と共催）

一般財団法人日本モー
ターボート競走会琵琶湖
支部

7月23日

大津市茶が崎１番１
号
びわこボートレース
場

ゴムボート試乗会及びペアボート体験会（二人
乗り）による海洋性レクリエーションを実施し、
海事知識の普及をはかり、併せて体育の向上
を資することを目的とする。

①ゴムボート試乗会
小学生児童を対象に、小型船舶操縦士免許有
資格者がゴムボートに同乗して、ボートレース
場水面を周遊する。

　②ペアボート体験会
中学生以上を対象に、小型船舶操縦士免許有
資格者がペアボートに同乗して、ボートレース
場水面を周遊する。

(一財)日本モーターボート競走
会琵琶湖支部
TEL:077-524-3232

＜中国地区＞
○鳥取県
①体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

境港みなと見学会 境港湾・空港整備事務所 7月又は8月 境港
港湾業務艇（みほかぜ）を活用し、一般の方を
対象に境港の見学会を実施する予定。

境港湾・空港整備事務所　総務
課
TEL:0859-42-3145

サンセットクルージング 鳥取港振興会
7月16日～8
月14日の
金、土、日

鳥取港
夕陽を眺めながらのクルージング（クルージン
グ終了後、賀露地区での海鮮の食事）

鳥取港振興会
TEL:0857-22-1836

鳥取・賀露みなとオアシス
夏まつり２０１７

特定非営利法人鳥取・賀
露みなとオアシス事務局

7月17日
予定

鳥取県鳥取市
鳥取港（賀露漁港）
岸壁

一般市民を対象とした体験航海
事務局担当者
TEL:090-4804-3710



＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

巡視船の一般公開 境海上保安部
7月23日（予
定）

美保湾 巡視船「おき」による一般公開

境海上保安部
TEL:0859-42-2532
境港市観光協会
TEL:0859-47-3880

港湾施設見学会 鳥取運輸支局 10月頃 境港港内
海上、陸上からの海事産業関連施設、港湾施
設の見学、出前講座を実施

鳥取運輸支局境庁舎
TEL:0859-42-2169
境港湾・空港整備事務所
TEL:0859-42-3145

②清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海浜清掃 鳥取県漁協境港支所 7月1日 中野船溜り周辺
広く各方面に呼びかけて、恒例行事となった海
浜清掃を行い、海に親しむとともに公害防止の
思想の普及を図る。

鳥取県漁業協同組合境港支所
TEL:0859-44-0225

③マリンスポーツ・レジャー
＜マリンスポーツ＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海と日本プロジェクト 鳥取県セーリング連盟
7月29日～30
日

鳥取県境港市・境港
公共マリーナ

ヨットのセーリング体験、JETスキー試乗会、カ
ヌー、シーカヤック体験、ライフセーバーによる
人命救助

http://mbyc-or.jp/

④その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

鬼太郎・ねこ娘ほかが月
間のＰＲ

境港市観光協会 7月中 水木しげるロード 水木しげるロード周辺で「海の月間」をＰＲ
境港市観光協会
TEL:0859-47-3880

賀露西浜海岸清掃ボラン
ティア

鳥取県鳥取港湾事務所 7月7日
鳥取港西浜地区海
岸

賀露みなと海水浴場開設に先立ち、ボランティ
ア、周辺住民、港湾管理者等で行う清掃活動

鳥取県鳥取港湾事務所
TEL:0859-28-2432

ゲゲゲの大行進がレイン
ボージェットを訪船・ＰＲ

鳥取運輸支局
7月9日又は
23日

境港旅客ターミナ
ル・水木しげるロー
ド

航海の安全を祈念して船長、機関長に花束、
記念品贈呈。
乗客等にうちわを配付し、水木しげる記念館前
まで、ゲゲゲの大行進により「海の月間」と「海
の日」などをＰＲ。

鳥取運輸支局境庁舎
TEL:0859-42-2169
境港市観光協会
TEL:0859-47-3880
水木しげる記念館
TEL:0859-42-2171



賀海水浴場の開設 鳥取県空港港湾課
7月中旬～8
月中旬

鳥取港西浜地区海
岸

鳥取港西浜地区の海岸に開設される海水浴場
の開設

鳥取県空港港湾課
TEL:0857-26-7405

港内在港船による汽笛一
斉吹鳴

鳥取運輸支局 7月17日 港内在籍船舶 港内在港船による汽笛の一斉吹鳴
鳥取運輸支局境庁舎
TEL:0859-42-2169

｢海の日｣記念式典 鳥取運輸支局 7月18日 境港商工会議所
海事関係功労者、優良船員、海上保安功労者
の表彰式

鳥取運輸支局境庁舎
TEL:0859-42-2169
境海上保安部
TEL:0859-42-2532

○島根県
①体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

宍道湖クルーズ 島根県海事振興協会 7月29日 宍道湖
小学生（保護者）を対象に観光船で宍道湖ク
ルーズを行う

島根運輸支局
TEL:0852-38-8111

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞

美保関灯台の一般公開 境海上保安部
7月17日
（予定）

松江市美保関町 灯台内部の一般公開
境海上保安部
TEL:0859-42-2532

②その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の日」記念式典及び
記念講演

島根運輸支局 7月18日 サンラポーむらくも 海事関係功労者を表彰式と記念講演の実施。
島根運輸支局
TEL:0852-38-8111

○岡山県
①体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

少年少女ゴムボート大会

(一財)日本モーターボー
ト競走会児島支部
(公社)中国海事広報協会
水島海事事務所

8月 5日～6
日

児島ボートレース場
地元住民及び地区の子供会を対象にゴムボー
トの操縦体験及び共催イベントとして海の教室
を開催する。

水島海事事務所
TEL:086-444-7750

②体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

小学校親子ボート体験航
海

沙美ﾏﾘﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行
委員会

7月17日
沙美漁港～瀬戸大
橋

小学生の親子を対象にモーターボートによる体
験航海を行う。

水島海事事務所
TEL:086-444-7750



ヨット体験クルージング 笠岡市経済観光活性課 7月23日 笠岡諸島周辺
各ヨットに分乗して約２時間のクルージングを行
います。

水島海事事務所
TEL:086-444-7750

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞

小学生水島港海事
産業施設等見学会

水島海事事務所 8月下旬 水島港内及び児島
小学生を対象に船上から水島港内の見学と体
験学習を行う。

水島海事事務所
TEL:086-444-7750

③清掃活動

リフレッシュ瀬戸内 玉野市商工観光課 7月9日 玉野市渋川海岸
玉野市渋川海岸において、一斉海浜清掃を実
施する。

玉野市商工観光課
TEL:0863-33-5005

リフレッシュ水島
港クリーン大作戦

岡山県水島港湾事務所
水島清港会

7月22日
水島港東西公共岸
壁付近及び福崎町
内

水島港の特別清掃を実施する。
水島海事事務所
TEL:086-444-7750

④マリンスポーツ・レジャー
＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞

笠岡市長杯ヨットレース大
会

笠岡市経済観光活性課
7月 1日～2
日

笠岡諸島周辺
約30艇のヨットが各クラスに分かれてレースを
行なう。

水島海事事務所
TEL:086-444-7750

⑤その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

周知活動
①ポスター、字幕の掲示
②テレビ、新聞等による広
報

岡山運輸支局、
玉野海上保安部、
宇野港湾事務所

月間中

岡山運輸支局、関
係市町、海事関係
会社等
玉野記者クラブ

・「海の月間」及び「海の日」をテーマにしたポス
ター、字幕を港湾合同庁舎、関係市町庁舎、海
事関係会社、港湾施設等に配布掲示
・報道機関等に「海の月間」PRを依頼

岡山運輸支局
TEL:0863-31-4266

広報活動 水島海事事務所 月間中
合同庁舎、待合所
他

ポスター、横断幕を合同庁舎、待合所等に掲示
する。

水島海事事務所
TEL:086-444-7750

汽笛の一斉吹鳴
岡山県旅客船協会、
管下地区海運組合

7月17日 管内各港
7月17日「海の日」正午を期して汽笛の一斉吹
鳴を実施

岡山運輸支局
TEL:0863-31-4266

汽笛の一斉吹鳴 水島海事事務所 7月17日 水島港他 港内停泊中の船舶による吹鳴を行なう。
水島海事事務所
TEL:086-444-7750

シンポジウム「宇野港発
瀬戸内港と女性サミット」

うの港１３ 7月17日
玉野私立図書館・中
央公民館

宇野港を中心とした玉野市の活性化や観光交
流等による賑わいの創出や港の特性を活かし
た地域の憩いの場の醸成をテーマに講演やパ
ネルディスカッションを行い、新たな観光交流・
賑わい創出策を模索

宇野港湾事務所
総務課
TEL:0863-33-5006



海上パレード等 水島海上保安部 7月18日 水島港内

一日海上保安部長及び一日巡視艇船長を任
命し、保安部船艇と岡山県西部地区小型船安
全協会のパトロール艇で海上パレードを実施す
る。

水島海事事務所
TEL:086-444-7750

「海の日」記念式典

岡山運輸支局・玉野海上
保安部・宇野港湾事務
所・岡山県東部海事団体
協議会

7月18日 すこやかセンター
海事関係事業及び海上保安業務等に功績が
あった個人・団体に対し、大臣表彰等を行いそ
の功績を称える。

岡山運輸支局
TEL:0863-31-4266
宇野港湾事務所
総務課
TEL:0863-33-5006

訪船慰問 水島海事事務所 7月下旬 水島港 水島港停泊中の大型外航船を慰問する。
水島海事事務所
TEL:086-444-7750

海に関する学習会

岡山運輸支局
東部海事団体協議会
牛窓研修センターカリヨ
ンハウス

8月22日
牛窓研修センター
カリヨンハウス

小学生を対象とした海の学習会を実施し、海と
船に対する啓発を図る。

岡山運輸支局
TEL:0863-31-4266

○広島県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

宮島ボートレース
サマーフェスティバル

中国海事広報協会、モー
ターボート競争会、宮島
競艇施行組合

8月3日 宮島ボートレース場

サマーフェスティバルに近隣の児童や養護施
設の生徒、引率者を募集し、海の教室や体験ク
ルーズを実施し、海事知識の普及とモーター
ボート競争への理解、促進を図ります。

中国運輸局海事振興部旅客課
TEL:082-228-3679
広島海の月間実行委員会
TEL:082-253-1987

＜海上花火大会＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

広島みなと　夢　花火大会 広島祭委員会 7月22日
広島港１万トンバー
ス

恒例の花火大会が開催されます。

中国運輸局海事振興部旅客課
TEL:082-228-3679
広島海の月間実行委員会
TEL:082-253-1987



②体験教室、絵画・写真コンクール
＜絵画・写真コンクール＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海の図画・ポスター展 尾道市
7月9日～24
日

尾道市民センターむ
かいしま

尾道市内の小中学生を対象に海の図画・ポス
ター作品を募集し、特選・入選・特別賞作品の
展示を行う。

尾道市港湾振興課
TEL:0848-22-8158

海の図画コンクール入賞
作品展示会

因島地区海の日協会
7月18日～21
日

尾道市営因島中央
駐車場　多目的ホー
ル

因島・瀨戸田地区の小学生を対象にした海の
図画コンクール作品を展示

因島海事事務所
TEL:0845-22-2298

海の図画コンクール表彰
式

因島地区海の日協会 7月19日
尾道市営因島中央
駐車場　多目的ホー
ル

海の図画コンクール優秀作品を表彰
因島海事事務所
TEL:0845-22-2298

海の図画展
ひろしま港湾管理セン
ター

8月6日～20
日

広島観音マリーナロ
ビー

小学生を対象とした、海洋環境保全思想の普
及活動

中国運輸局海事振興部
TEL:082-228-3679
広島海の月間実行委員会
TEL:082-253-1987

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

広島みなと親子見学会
広島港湾空港整備事務
所広島港湾

７月下旬 広島港
港湾業務艇を活用し、小学生並びにその保護
者を対象に、港の役割、直轄事業の必要性を
理解していただく。

広島港湾・空港整備事務所　企
画調整課
TEL:082-254-7906

練習船「広島丸」体験航
海・
一般公開

広島商船高等専門学校
同校校友会
呉海事事務所
呉市
大和ミュージアム
中国地方海運組合連合
会
日本郵船(株)
呉海事振興会

7月22日～
23日

呉港
大和ミュージアム

練習船体験航海（中学生等）及び一般公開（市
民一般）を通じて、海事思想の普及及び将来の
海事関係人材育成に寄与する。

呉海事振興会
TEL:0823-25-0887

体験航海、海上教室 広島商船高等専門学校 7月28日 尾道港～周辺海域
練習船「広島丸」に尾道市内の中学生等を招
き、尾道周辺海域で体験航海等を行う。

尾道海事事務所
TEL:0848-23-5235



＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

巡視船くろせ一般公開 呉海上保安部
7月29日
10:00～15:00

呉市宝町大和波止
場

巡視船くろせの一般公開を通じて、参加者への
パンフレット配布等より海事思想の普及を図
る。

呉海上保安部管理課
TEL:0823-21-0123

海事産業等見学会
中国海事広報協会、広
島海の月間実行委員
会、関係機関

未定
造船所、物流企業、
港湾物流施設、海
事博物館等

小学校高学年や中学校の生徒など次世代を担
う青少年を対象として、進水式や施設の見学会
を行い、海事産業や海事職場の体験見学を通
じて、海運造船などの海事意識の啓発を図りま
す。

中国運輸局海事振興部旅客課
TEL:082-228-3679
広島海の月間実行委員会
TEL:082-253-1987

”宇品灯台”の一般公開 広島海上保安部 未定 宇品灯台
元宇品にある”宇品灯台”を一般公開し、一般
市民の海上安全への関心を高めます。

中国運輸局海事振興部
TEL:082-228-3679
広島海の月間実行委員会
TEL:082-253-1987

④清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海浜清掃 因島地区海の日協会
平成29年7月
頃

海水浴場
海開きにあわせ、５地区（高根・御寺・宮原・萩・
田高根）の子供会により海浜清掃を行う。

因島海事事務所
TEL:0845-22-2298

海や水辺をきれいにする
キャンペーン（”リフレッ
シュ瀬戸内”）

広島市、広島海の月間
実行委員会、観光親善
大使、中国海事広報協
会他

7月2日
広島みなと公園・広
島港周辺

一斉清掃を行い、旅客ターミナル周辺で「海を
きれいにしよう」のPRグッズ等を配布します。

中国運輸局海事振興部
TEL:082-228-3679
広島海の月間実行委員会
TEL:082-253-1987

海浜清掃活動
尾道市向島各地区子ど
も会により海浜清掃を行
う。

７月中旬 向島各地区海岸 向島各地区子ども会
尾道海事事務所
TEL:0848-23-5235

⑤マリンスポーツ・レジャー
＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞

宮島一周ヨット競技大会 広島県セーリング連盟 7月16日 宮島周辺
小型艇・大型艇の2部門によるヨット競技を行
う。

中国運輸局海事振興部
TEL:082-228-3679
広島海の月間実行委員会
TEL:082-253-1987

広島みなと祭カッターレー
ス

広島みなと祭カッター
レース実行委員会

7月22日
広島港1万トン岸壁
沖合水面

広島港一万トンバース沖合水面で、恒例のカッ
ターレースを行います。

中国運輸局海事振興部
TEL:082-228-3679
広島海の月間実行委員会
TEL:082-253-1987



⑥その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

その他広報活動
中国海事広報協会、関
係機関

月間中 各所

広報幕掲揚、ポスター掲示、マスコミへのPR記
事提供、行事参加者への広報資料の提供、
「海の月間」キャンペーン案内作成・配布等の
広報活動を行います。

中国運輸局海事振興部
TEL:082-228-3679
広島海の月間実行委員会
TEL:082-253-1987

ソフトボール大会
尾道海事事務所
全日本海員組合尾道支
部

7月1日
東尾道スポーツ広
場

船員部門・海事関係者の２部門によるソフト
ボール大会を実施する。

尾道海事事務所
TEL:0848-23-5235

訪船慰問

運輸局、広島県、広島
市、全日海、広島海の月
間実行委員会、親善大
使他

7月11日 広島港

関係機関等の代表者及び広島観光親善大使
が在港代表船を訪問して、乗り組み船員の日
頃の労苦を労い、航海の安全を祈って花束と
記念品を贈ります。

中国運輸局海事振興部
TEL:082-228-3679
広島海の月間実行委員会
TEL:082-253-1987

海事広報パレード 因島地区海の日協会
7月14日
予備15日

耕三寺参道
しおまち商店街を園児による鼓笛パレードを行
う。

因島海事事務所
TEL:0845-22-2298

入港船舶訪船 因島地区海の日協会
7月14日
予備15日

瀨戸田港
園児・職員・保護者の参加により記念演奏、記
念品贈呈を行う。

因島海事事務所
TEL:0845-22-2298

ボーリング大会（勤労青少
年の日協賛）

中国海事広報協会、全
日海等

7月14日
国際ボール（広島市
内）

「勤労青少年の日」（船員に関する広報）行事と
して実施します。

中国運輸局海事振興部
TEL:082-228-3679
広島海の月間実行委員会
TEL:082-253-1987

訪船慰問
呉海事事務所
呉海事振興会

7月14日 呉港全域
くれマリンクイーンと入港中船舶を訪船又は関
係事務所を訪問し、航海の安全と日頃の労苦
を労い記念品を贈る。

呉海事振興会
TEL:0823-25-0887

汽笛一声吹鳴 船舶運航各社 7月17日正午 広島港
広島港在港船舶が一斉に長笛と吹鳴して「海
の日」を祝う。

中国運輸局海事振興部
TEL:082-228-3679
広島海の月間実行委員会
TEL:082-253-1987

汽笛一斉吹鳴
入港全船舶
呉海事事務所

7月17日 呉港全域
正午を期して入港船による汽笛の一斉吹鳴を
行い、海の日の意識高揚を図る。

呉海事事務所
TEL:0823-22-2520

海洋少年団市中パレード 尾道海洋少年団 7月17日 尾道市本通り
尾道海洋少年団員等による尾道市内パレード
を行う。

尾道海事事務所
TEL:0848-23-5235



海上安全祈願祭・
第22回海の日式典

呉海事事務所
呉海上保安部
呉海事振興会

7月18日 呉森沢ホテル
海事関係者による海上安全祈願祭及び海事関
係功労者等表彰式を行う。

呉海事振興会
TEL:0823-25-0887

「海の日」記念式典 因島海事事務所 7月19日
尾道市営因島中央
駐車場　多目的ホー
ル

海事関係功労者を表彰する。
因島海事事務所
TEL:0845-22-2298

「海の日」記念式典
海事関係功労者表彰式典

中国運輸局
中国地方整備局
第六管区海上保安本部

7月19日
グランドプリンスホテ
ル広島

「海の日」の記念式典、及び海事関係功労者の
表彰式を実施する。

中国運輸局海事振興部
TEL:082-228-3679
広島海の月間実行委員会
TEL:082-253-1987
中国地方整備局港湾空港部
港政課
TEL:082-511-3900

親善ボーリング大会 呉海事振興会 7月20日 呉マリンボウル
海事関係者の交流を目的とした、ボーリング大
会を実施。

呉海事振興会
TEL:0823-25-0887

海洋教室

呉・竹原地区小型船安全
協会
呉市
呉セーリング連盟
呉海上保安部

7月29日～30
日

呉市阿賀マリノ
少年少女の参加を呼びかけ、海に親しむ心を
養い海事思想の普及を図る。

呉海事振興会
TEL:0823-25-0887

○山口県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

長門ヨットフェスタ２０１７
長門ヨットフェスタ実行委
員会

7月16日 長門市内
ヨットレース、キッズトライアスロン、海保ブース
展示、学生募集ほか

長門市経済観光部観光課内
TEL:0837-23-1137

ながとお魚まつり
ながとお魚まつり実行委
員会

例年
10月上旬

山口県漁協仙崎地
方卸売市場

巡視艇一般公開（予定）、ながとの新鮮な魚介
類PRほか

山口県漁協長門総括支店
TEL:0837-26-1313



＜海上花火大会＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

花火大会
宇部市花火大会実行委
員会

7月22日 宇部港（宇部市） 花火大会を実施する。

事務局
宇部市広報・シティーセールス
部観光推進課
TEL:0836-34-8353

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜絵画・写真コンクール＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

図画コンクール 港湾局振興課
7月14日～27
日

展示場所：
生涯学習プラザ１階
ロビー（下関市）

小学生による海に関わる図画を募集し展示す
る。

事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

子ども体験航海 ・下関海上保安署
・下関市生涯学習課

７月中 東港地区護岸（下関
市　）

下関子ども会連合会及び海洋少年団の子供た
ちを対象に、巡視船で関門海峡を航海する。

事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海峡ゆめタワーイベント ・下関市港湾局 ７月中
海峡ゆめタワー（下
関市）

小学生向けのイベントを開催する。
事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277

海響館無料開放 ・下関市観光施設課 7月17日 海響館（下関市）
中学生以下の子供達に海響館を無料開放す
る。

事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277

フィシングパーク無料開放 ・下関市観光施設課 7月17日
下関フィッシング
パーク（下関市）

中学生以下の子供たちにフィッシングパークを
無料開放する。

事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277

④清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

リフレッシュ瀬戸内 ・下関市振興課 7月2日
長府浜浦町海岸（下
関市）

海岸の清掃
事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1278



徳山・下松・光・新南陽港
区クリーン作戦

徳山・下松・光・新南陽港
区 海の日協賛会

7月13日
17:00～18:00

徳山・下松・光・新南
陽港区内

徳山港を中心に地域住民、企業、関係官庁
等、各団体が協力して海浜のクリーン作戦を展
開

周南市役所商工振興課
TEL:0834-22-8373

⑤マリンスポーツ・レジャー
＜マリンスポーツ＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

水泳大会 ・下関市水泳連盟 7月17日
下関市民プール（下
関市）

海への関心を深めるため、「海の日」に水泳大
会を実施する。

事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277

＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

カッターレース
海の日カッターレース競
技会

7月22日 宇部港（宇部市）
海洋少年団、市職員、海運関係者及び一般の
チームによるレースを実施する。

事務局
宇部市海の日カッターレース競
技会事務局
TEL:0836-33-3242

⑥その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

傷病船員・傷病港湾従事
者見舞

・全日本会員組合九州関門
  地方支部
・全国海友婦人会下関支部
・下関港運協会

７月中随時 下関市内各病院
市内の病院に入院中の傷病船員・港湾従事者
をお見舞いする。

事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277

訪船慰問

・全日本会員組合九州関
門
  地方支部
・全国海友婦人会下関支
部

７月中随時
下関港、漁港（下関
市）

下関港に入港中の船舶を訪問し乗組員を慰問
する。

事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277

港湾従事者激励 ・下関港運協会 ７月中随時
下関港、漁港（下関
市）

下関市内の港湾従事者に記念品を配布する。
事務局
下関市港湾局振興課
083-231-1277

一日海上保安官 宇部海上保安署 7月中旬 宇部港 一日海上保安官による海難防止指導等
宇部海上保安署
TEL:0836-21-2410

「海の日」記念式典・海事
功労者表彰式

下関海事事務所
宇部市海の日協賛会ほ
か

7月14日
宇部市役所（宇部
市）

海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。

事務局
宇部市産業振興部商工振興課
TEL:0836-34-8355



海上安全祈願式 海上保安協会宇部支部 7月14日
中津瀬神社（宇部
市）

海上安全祈願式を行う。

事務局
宇部市産業振興部商工振興課
TEL:0836-34-8355

汽笛の一斉吹鳴
徳山・下松・光・新南陽港
区 海の日協賛会

7月17日
正午

徳山・下松・光・新南
陽港

港内停泊中の船舶による一斉吹鳴を行う
山口運輸支局
TEL:0834-21-0180

汽笛一斉吹鳴 下関市振興課
7月17日
正午

各港
海の日である7月17日の正午に在港船の協力
を得て汽笛の一斉吹鳴及び満艦飾を行う。

事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277

「海の日」記念式典
徳山・下松・光・新南陽港
区 海の日協賛会

7月17日
14:00～

周南市文化会館
海事功労者等を表彰し、吹奏楽コンサートも実
施する

山口運輸支局
TEL:0834-21-0180

海上自衛隊練習艦｢やま
ゆき」
入港歓迎式典

徳山・下松・光・新南陽港
区 海の日協賛会

7月22日 周南市晴海埠頭
練習艦の入港を歓迎するセレモニーを実施す
る

周南地区自衛隊協力会
TEL:0834-31-3613

「海の日」記念式典
 海事功労者表彰式

・下関海事事務所
・下関海の日協賛会
  ほか

7月25日
亀山八幡宮（下関
市）

海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。
事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277

航海安全・大漁祈願祭
殉職船員慰霊祭
魚霊慰霊祭

・下関水産振興協会
・下関市水産課

7月25日
金毘羅宮、亀山八
幡宮（下関市）

祈願祭・慰霊祭を行う
事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277

灯台パネル展 仙崎海上保安部
10月下旬
～11月上旬

長門市内
全国の著名な灯台のパネル展示、灯器展示ほ
か

仙崎海上保安部交通課
TEL:0837-26-3168

＜四国地区＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

報道関係・地方公共団体
に対する周知

(公社)四国海事広報協会
6月下旬
他　随時

四国交通記者クラブ
で発表(２０社)

平成２９年「海の月間」行事実施計画を四国交
通記者クラブで発表し、一般の方々への広報
について依頼します。

(公社)四国海事広報協会
TEL:087-833-8677



○徳島県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

小松島港まつり
小松島港まつり運営委員
会

７月15日～
16日

小松島市（みなとオ
アシス周辺）

協賛行事として、海面清掃兼油回収兼用船の
一般公開、港湾業務艇による港見学会を実
施。

小松島港湾・空港整備事務所
沿岸防災対策室
TEL:0885-32-3357

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

砂ＡＳＯＢｅａｃｈ B&G財団 8月13日 徳島県阿南町

3つのプログラムを実施することで、参加者が楽
しく海に親しみ、「海の日」と「海の安全」への理
解を深める機会を提供する。〈海におもいを伝
えろ！　B＆G大声選手権〉〈水辺のかるた遊
び〉〈SUNA-ART（砂アート）〉

B&G財団
事業部事業課
TEL:03-6402-5313

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

巡視船体験航海 徳島海上保安部
7月15日
11:00～
14:00～

徳島小松島港沖
徳島県在住の方を対象に公募により約140名を
招待し、巡視船「よしの」による体験航海を行
う。

徳島海上保安部
TEL:0885-33-2246

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海面清掃兼油回収船「み
ずき」の一般公開及び港
湾業務艇「ひのみね」によ
る港見学会

小松島港湾・空港整備事
務所

7月15日（予
定）

徳島小松島港新港
南岸壁付近

海面清掃兼油回収船「みずき」の一般公開及
び港湾業務艇「ひのみね」による港見学会を実
施する。

小松島港湾・空港整備事務所
TEL:0885-32-3356

④清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海の環境美化運動
海部郡牟岐中学校
徳島県海事振興会

7月28日 海部郡牟岐町
牟岐中学校の生徒及び先生方が、夏休み期間
中の登校日に地元の海浜清掃を実施する。

徳島運輸支局
TEL:088-622-7622



⑤その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

旅客船等への訪船活動 徳島県海事振興会
調整中
（７月）

未定
海の月間、海の日の周知と安全運航意識の高
揚を図るための訪船

徳島運輸支局
TEL:088-622-7622

海難防止啓発活動
徳島海上保安部美波分
室
牟岐警察署

7月17日
午前

日和佐町漁業協同
組合
日和佐港及び周辺
海域

乙姫大使（美波町観光ＰＲ大使）を一日海上保
安官に任命し、牟岐警察署と合同で日和佐漁
協、同港及びその周辺海域で海難防止啓発活
動を行う。

徳島海上保安部
美波分室
TEL:0884-77-0555

海の日小学生旅客運賃無
料キャンペーン

徳島県旅客船協会 7月17日
大歩危峡観光遊船
鳴門観光汽船

海の日当日、左記２社において保護者１名につ
き小児２名まで乗船料を無料にする

徳島運輸支局
TEL:088-622-7622

「海の日」汽笛一斉吹鳴 徳島県海事振興会
7月17日
12:00～

徳島県内各港
徳島県下の各港停泊中の船舶による汽笛の一
斉吹鳴を行う。

四国運輸局徳島運輸支局
TEL:088-622-7622

海事功労者等表彰式
徳島運輸支局
徳島海上保安部

7月18日
11:00～

徳島グランヴィリオ
ホテル

海事功労者等被表彰者に対し、表彰状並びに
副賞を伝達・授与する。

徳島運輸支局
TEL:088-622-7622
徳島海上保安部
TEL:0885-33-2246

第20回徳島県海事関係者
ボウリング大会

徳島県海事振興会 7月25日 スエヒロボウル 海事関係者の交流・親睦を図る。
徳島運輸支局
TEL:088-622-7622

○香川県
①体験教室、絵画・写真コンクール
＜絵画・写真コンクール＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第５４回四国中学生海の
絵画コンクールと展示

（公社）四国海事広報協
会
 (公財)琴平海洋会館

7月17日～30
日
8月5日～9月
24日

ｻﾝﾎﾟｰﾄ高松
　かがわﾌﾟﾗｻ

琴平「海の科学館」
２階

「海の日」広報事業の一環として、四国四県の
中学生から募集した「海の絵画」の優秀作品を
表彰するとともに、入賞作品約30点を一般展示
します。

（公社）四国海事広報協会
TEL:087-833-8677
 (公財 )琴平海洋会館
TEL:0877-73-3748



②体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

フェリーの体験航海
内海フェリー㈱
香川県旅客船協会

7月7日 高松～草壁
幼稚園児を対象に、瀬戸内海の航路の楽しさ
とフェリー旅客船に対する関心を高めるため
に、高松～草壁航路で体験航海を実施します。

内海フェリー㈱
TEL:0879-82-1080
香川県旅客船協会
TEL:087-851-6878

漁業実習船「香川丸」の体
験乗船

香川県立多度津高等学
校

香川県「海の日」協賛会

7月16日
8：30～12：00

丸亀市大崎造船所
小学生3年生以上を対象に、体験航海を通じて
海や船に親しむため実施します。

香川県立多度津高等学校
TEL:0877-33-2131
香川県「海の日」協賛会

巡視船の体験航海等
高松海上保安部
香川県「海の日」協賛会

7月22日

高松海上保安部岸
壁
(朝日町)から女木
島・男木島周遊

公募した一般市民を対象に、巡視船による体
験航海を実施します。

高松海上保安部
TEL:087-821-7013
香川県「海の日」協賛会

漁業実習船「香川丸」の体
験乗船

香川県立多度津高等学
校

香川県「海の日」協賛会

7月30日
8：30～12：00

丸亀市大崎造船所
遠洋航海参加生徒の保護者を対象に、船内生
活の理解を図るため実施します。

香川県立多度津高等学校
TEL:0877-33-2131
香川県「海の日」協賛会

漁業実習船「香川丸」の体
験乗船

香川県立多度津高等学
校

香川県「海の日」協賛会

7月30日
9：30～15：30

丸亀市大崎造船所
中学生3年生を対象に、体験航海を通じて海や
船に親しむとともに、進路決定の一助とします。

香川県立多度津高等学校
TEL:0877-33-2131
香川県「海の日」協賛会

坂出港周遊体験航海
坂出港振興協会
香川県「海の日」協賛会
(公社)四国海事広報協会

7月末～10月 坂出港周遊
多くの市民に海に親しみを持ち、坂出港につい
て知ってもらうため、「海の月間」行事の一環と
して坂出港の周遊体験航海を行います。

坂出港振興協会
TEL:0877-44-5010
香川県「海の日」協賛会
(公社)四国海事広報協会

親子ゴムボート大会及び
体験クルーズ

(一財)日本モーターボー
ト競走会丸亀支部
(公社)四国海事広報協会

8月20日
15：30～17：
30
ｸﾙｰｽﾞ　2便
14：20、15：
30

体験航海
丸亀ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ場
クルーズ
ﾚｰｽ場～備讃瀬戸
大橋周遊

海に親しんでいただくため少年・少女とその保
護者を対象として、丸亀ボートレース場を開放
してゴムボートの試乗体験を実施します。
　さらに、体験参加者を対象に、瀬戸大橋ﾌｧﾐ
ﾘｰｸﾙｰｽを実施します。

(一財)日本モーターボート　競走
会丸亀支部
TEL:0877-24-4560
(公社)四国海事広報協会



＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

琴平「海の科学館」青少年
特別招待

(公財)琴平海洋博物館
香川県「海の日」協賛会

7月16日～
　　17日

琴平「海の科学館」
琴平「海の科学館」を小・中学生に無料開放し、
希望者には海の知識を深める「海洋教室」を企
画展示します。

(公財)琴平海洋博物館
TEL:0877-73-3748
香川県「海の日」協賛会

漁業実習船「香川丸」の一
般公開

香川県立多度津高等学
校

7月17日
9：30～14：00

サンポート
5万トン岸壁

海の日の一貫として、「香川丸」船内を一般公
開を実施します。

香川県立多度津高等学校
TEL:0877-33-2131
香川県「海の日」協賛会

海面清掃兼油回収船「美
讃」の一般公開

四国地方整備局高松港
湾・空港整備事務所

7月17日
10：00～15：
30

高松玉藻地区-4ｍ
物揚場近辺
※事前申し込み不
要

髙松港湾・空港整備事務所に配備されている
海面清掃兼油回収船「美讃（びさん）」につい
て、船内の一般公開、海洋環境整備事業及び
防災に関する取り組み等を紹介するパネル展
示を行い、海の環境保全に対する四国地方整
備局の取り組みについて一般の方々に理解を
深めていただきます。

四国地方整備局高松港湾・空
港整備事務所　企画調整課
TEL:087-851-5524

進水式、工場見学及び出
前講座

四国運輸局
(公社)四国海事広報協会
四国ドック

8月23日 四国ドック

県内小・中学生を対象に、造船所や進水式を
見学することにより、造船産業のPR及び海事
思想の普及を図ります。
また、出前講座により海への関心と海事産業を
ｱﾋﾟｰﾙすることにより、将来の人材の育成に資
するよう実施します。

四国運輸局
TEL:087-825-1185
(公社)四国海事広報協会
TEL:087-833-8677
四国ドック
TEL:087-851-9021

③清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

リフレッシュ瀬戸内
四国地方整備局
全県下自治体
瀬戸内・海の路ネット
ワーク推進協議会

6月1日～
8月31日

瀬戸内海沿岸
（県下は
約６０ヶ所）

瀬戸内海の優れた自然環境、美しい景観、豊
かな資源を維持し、未来お子供達に伝えていく
ために瀬戸内海各海岸の自治体と協力して、
全県下で清掃を行います。

四国地方整備局
TEL:087-811-8326

津田の松原海岸清掃
全国ビーチウォーク＆ク
リーンアップ作戦

さぬき市・商工観光課
(老人会、婦人会、八八
松甦会)

7月7日、
16日、22日、
28日　午前
中

津田の松原及び海
岸

祝日「海の日」及び津田の松原「海開き」を迎え
るにあたり、美しい景観、豊かな資源を維持し、
未来の子供達に伝えていくため、近隣自治会、
婦人会、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｰ団体等が取り組みます。

さぬき市・商工観光課
TEL:087-894-1114



④マリンスポーツ・レジャー
＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の日」協賛ヨットレース
大会

香川県ヨット連盟
四国運輸局
香川県「海の日」協賛会

7月17日
9：00～17：00

高松市ヨット競技場
香川県ヨット連盟加盟の各団体及び個人が参
加して、「海の日」協賛ヨットレースを行います。

香川県ヨット連盟
TEL:087-839-2455
四国運輸局
香川県「海の日」協賛会

⑤その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の日」・「海の月間」ポ
スターの配布及び掲示

関係官署、各事業所
高松琴平電気鉄道(株）
香川県「海の日」協賛会
（公社）四国海事広報協
会

6月下旬～
7月31日

香川県下主要場所

ことでんの主要駅

公共施設、旅客船の待合所、船舶、海事関係
の各事業所、琴平電鉄の主要駅及び、団体の
事務所等に掲示のほか、各月間行事実施場所
に掲示します。

（公社）四国海事広報協会
TEL:087-833-8677

海事広報資料の配布（「海
の月間」行事イベント案
内）

各「海の月間」行事実施
団体
香川県「海の日」協賛会
(公社)四国海事広報協会

6月下旬～7
月

各イベント会場
四国4県の「海の月間」行事を関係者団体等を
通じ、広く一般にも配布します。
　リーフレット約2,000枚

各県「海の月間」行事実施団体
香川県「海の日」協賛会
TEL:087-833-8677
(公社)四国海事広報協会

「海の日」・「海の月間」の
字幕及び「海の日」の旗の
掲揚

関係官署、各事業所
香川県「海の日」協賛会
(公社)四国海事広報協会

7月1日～
31日

関係官署
各事業場、各船舶
等
サンポート高松

県下主要個所（事業場、旅客の待合所、事務
所、船舶等）に「海の日」の懸垂幕、横幕及び
「海の日」の旗を掲揚します。

香川県「海の日」協賛会
TEL:087-833-8677

海事関係者ボウリング大
会

全日本海員組合高松支
部
香川県「海の日」協賛会

7月13日 シーサドボウル高松
海事関係者を対象にボウリング大会を行い、親
睦を図り、国民の祝日「海の日」を祝います。

全日本海員組合高松支部
TEL:087-851-4622
香川県「海の日」協賛会

海上産業発展及び
　海上安全祈願祭

（公財）琴平海洋会館
香川県「海の日」協賛会

7月14日
10：00～

祭事
金刀比羅宮本殿
直会
琴平グランドホテル

海事関係官公庁、海事関係者・団体、地元関
係者等が参列して、「第５２回全日本海事産業
発展及び海上安全祈願祭」を実施します。

（公財）琴平海洋会館
TEL:0877-73-3748
香川県「海の日」協賛会

「海の日」・「海の月間」新
聞広告

(公社）四国海事広報協
会
香川県「海の日」協賛会

7月17日 新聞朝刊広告
新聞紙面に、祝日「海の日」の制定の意義、海
の月間の主要行事案内を掲載し、祝日「海の
日」の一般広報を実施します。

(公社）四国海事広報協会
TEL:087-833-8677
香川県「海の日」協賛会



「海の日」汽笛一斉吹鳴
四国運輸局
香川県旅客船協会
香川県海運組合

7月17日
12:00～

香川県内各港
香川県下の各港停泊中の船舶による汽笛の一
斉吹鳴を行う。

四国運輸局海事振興部海運・
港運課
TEL:087-825-1182

海事功労者等表彰式

四国運輸局
四国地方整備局
高松海上保安部
(公社)四国海事広報協会

7月18日
10：00～11：
20

リーガホテルゼスト
高松　翡翠の間

国土交通大臣、四国運輸局長、四国地方整備
局次長、海上保安庁長官、第六管区海上保安
本部長、高松海上保安部長から、
海事功労者等被表彰者に対し、賞状、感謝状
及び副賞を伝達・授与します。

四国運輸局
TEL:087-835-6351
四国地方整備局
TEL:087-811-8326
高松海上保安部
TEL:087-821-7013
(公社)四国海事広報協会

報道関係・地方公共団体
に対する周知

四国運輸局
四国地方整備局
高松海上保安部

表彰式典前
四国交通記者クラブ
で発表(２０社)

平成２９年「海の日」記念式典及び海事功労者
等被表彰者及び優良事業者等を、四国交通記
者クラブで発表します。

四国運輸局
TEL:087-835-6351
四国地方整備局
TEL:087-811-8326
高松海上保安部
TEL:087-821-7013

○愛媛県
①体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

段ボール船を作ってみよ
う！

ＮＰＯ法人今治シビックプ
ライドセンター

7月2日
10：00～

みなと交流センター
「はーばりー」

子どもさんに海・船に親しんでいただくため、折
り紙を使った紙船・段ボール船を作る。また、
はーばりーマーケット内にブースを構え、海の
日のＰＲを行う。

ＮＰＯ法人今治シビックプライド
センター
TEL:080-6382-2619

②体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

瀬戸内とびしま海道ク
ルージング

松山観光港ターミナル
7月23日
9:00～

松山観光港発
　三原市大久野島
　尾道市内

とびしま海道を巡って、大久野島で小動物との
ふれあいや、尾道の文化・歴史を体験するど、
島や街に触れて「海」に対する理解と認識を高
め、海の恩恵に感謝する気運の醸成を図る

松山観光港ターミナル
TEL:089-967-6667



巡視船の体験航海及び１
日海上保安官の委嘱等

松山海上保安部
海上保安協会松山支部

７月15日
9:00～15:30

松山港、興居島周
辺海域

巡視船いさづの１日船長に「海洋少年団員等」
を任命し、市民を対象とした体験航海を実施す
るとともに、海上保安庁の灯台の機器展示・救
難機材・写真パネルの展示及び制服の試着を
行い、海事思想の普及を図る

松山海上保安部
TEL:089-951-1196

体験航海 今治海上保安部
7月16日
8：50～

来島海峡周辺海域
公募による一般市民を対象に巡視艇「いよな
み」、「せとぎり」を使用して体験航海を行う。

今治海上保安部
TEL:0898-32-2882

一日船長 今治海上保安部
7月16日
8：50～

今治港第二桟橋
来島海峡周辺海域

巡視艇体験航海に合わせ、巡視艇一日船長を
２名任命し、任命式典及び乗船航海を行う。

今治海上保安部
TEL:0898-32-2882

西条市研修の船 西条市海事振興会
7月17日
9:00～

東予港沖

西条市内の小中学生及びその保護者を招待
し、四国開発フェリーのフェリーでクルージング
を行うとともに、洋上見学、船内見学、四国運
輸局出前講座、青少年海洋環境教室等を行
う。

西条市海事振興会
TEL:0897-56-5151

船内見学会及びクルージ
ング体験並びに出前講座

南予海事協会
7月11日
9:00～

宇和島新内港～九
島沖

宇和島市内の小学生を招待し、船内見学会及
び九島沖にて貨客船「しらさぎ」のクルージング
体験並びに出前講座（四国運輸局）を実施。

四国運輸局
宇和島海事事務所
TEL:0895-22-0260

「たかつき」体験航海 宇和島海上保安部
7月29日
9:30～

宇和島港周辺
宇和島海上保安部所属の「巡視船たかつき」に
おいて、体験航海、子供用制服試着等を宇和
島港周辺で実施。

宇和島海上保安部管理課
TEL:0895-22-1591

松山みなと見学会
四国地方整備局
松山港湾・空港整備事務
所

8月9日
10:00～16:30

松山港

小学生並びに保護者を対象に、松山港湾・空
港整備事務所に配備されている海面清掃兼油
回収船「いしづち」の紹介及び港湾業務艇「くる
しま」を使用して松山港の見学を行う。

松山港湾・空港整備事務所総
務課
TEL:089-951-0161



＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

来島海峡海上交通セン
ター
の一般公開

来島海峡海上交通センター
7月17日
10：00～

来島海峡海上交通
センター

来島海峡海上交通センターの業務を知ってもら
う機会として、一般公開を行う。

来島海峡海上交通センター
TEL:0898-31-4992

③清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海面清掃・港内清掃 松山港務所
6月2日
 9:00～
13:30～

松山港、北条港、中
島港、今出港

松山港内の海面清掃、各港湾施設及び周辺の
清掃を協賛団体と共に実施する

松山港務所
TEL:089-951-2148

海辺清掃 松山市空港港湾課 ７月中旬 中島あみあげビーチ
「リフレッシュ瀬戸内」と題して、地元老人クラ
ブ・ＰＴＡ・小学生が海岸清掃を実施する

松山市空港港湾課
TEL:089-948-6491

海辺清掃 松山海洋少年団 7月16日 梅津寺海水浴場 海水浴場の清掃を実施する
松山海洋少年団
（伊予鉄道㈱運輸課内）
TEL:089-948-3323

④マリンスポーツ・レジャー
＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

市民カッター競技大会 今治海洋少年団
8月20日
8：30～

今治城吹揚公園南
堀

海洋スポーツの普及並びに振興を図るため、
今治市民の参加によるカッター競技大会を行
う。

今治海洋少年団
TEL:0898-32-4147

⑤その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

広報活動
日本小型船舶検査機構
松山支部

月間中 県内一内
業務用車両に「海の月間」マグネットシートを貼
付し、県内を巡回する

四国運輸局愛媛運輸支局
TEL:089-956-9951

ポスタ－の掲示 今治海事事務所 海の月間中
今治市役所、ＪＲ四
国、船社待合所ロ
ビー等

「海の日」及び「海の月間」の広報活動として、
今治市役所、ＪＲ四国、船社待合所ロビー及び
海事関係団体等にポスターを掲示する。

今治海事事務所
TEL:0898-33-9001

字幕の掲示 今治海事事務所 海の月間中 旅客フェリー
今治港を起点・終点とする旅客フェリーに横断
幕を掲示し、月間の周知を行う。

今治海事事務所
TEL:0898-33-9001



釣島サポーター’１７
松山市教育委員会文化
財課

7月1日
（予備日：7月
8日）

釣島（灯台・旧官舎）
定期便で釣島に渡り、松山市指定文化財（建造
物）である釣島灯台旧官舎の清掃作業及び木
柵の補修・塗装などを体験しながら、釣島や釣
島灯台の歴史を学ぶ

松山市教育委員会文化財課
TEL:089-948-6520

ポスター・字幕の掲示 宇和島海事事務所
7月1日～

南予地方一円
海の日・海の月間のポスター、字幕等を官公
庁、海運、造船及び関連工業の各事業者、海
事、漁業・水産関係団体に配付、掲示

四国運輸局
宇和島海事事務所
TEL:0895-22-0260

親善ボウリング大会 宇和島海の日協賛会　　　
7月7日
18:30～

大洲市　アクアボウ
ル

海事関係、漁業・水産関係等団体及び企業等
の参加のもと実施

四国運輸局
宇和島海事事務所
TEL:0895-22-0260

街頭キャンペーン 海友婦人会宇和島支部
7月17日
13:30～

宇和島市
道の駅 きさいや広
場

海友婦人会による、街頭での「海をきれいに」
の標語入りグッズ等の配布

四国運輸局
宇和島海事事務所
TEL:0895-22-0260

「海の日」汽笛一斉吹鳴 管内の海運事業者
7月17日
12:00～

在港船舶 在港船舶による汽笛の一斉吹鳴を行う。
四国運輸局愛媛運輸支局
TEL:089-956-9951

「海の日」汽笛一斉吹鳴
今治海事事務所
海運事業者
旅客船事業者

7月17日
12:00～

今治港在港船舶
今治港在港船舶による汽笛の一斉吹鳴を行
う。

四国運輸局今治海事事務所
TEL:0898-33-9001

「海の日」汽笛の一斉吹鳴 管内の海運事業者
7月17日
12:00～

宇和島運輸支局管
内の各在港船舶

「海の日」の正午を期して、汽笛の一斉吹鳴を
行う。

四国運輸局宇和島海事事務所
TEL:0895-22-0260

海上安全・海事産業発展
祈願祭

松山・今治地方海事振興
会

7月18日
9:30～

三津　厳島神社
海事関係者等による海上安全祈願祭を実施す
る

四国運輸局愛媛運輸支局
TEL:089-956-9951

海事功労者等表彰式
四国運輸局愛媛運輸支
局
松山海上保安部

7月18日
11:00～

アイテムえひめ 海事功労者等に対する表彰式典を実施する
四国運輸局愛媛運輸支局
TEL:089-956-9951

海上安全祈願祭
海事関係功労者等表彰式

松山今治地方海事振興
会
今治海の日準備委員会
今治海事事務所、今治
海上保安部

7月18日
10：30～

今治国際ホテル
海事関係者による海上安全祈願祭
及び海事関係功労者等表彰式

今治海事事務所
TEL:0898-33-9001



海上安全祈願祭
海事関係功労者等表彰式

宇和島海の日協賛会
宇和島海事事務所
宇和島海上保安部
南予内航海運組合

7月18日
10:30～

ニュー兵頭サブライ
ムホール

海事関係者による海上安全祈願祭及び海事関
係功労者等表彰式

四国運輸局
宇和島海事事務所
TEL:0895-22-0260

海上安全祈願祭
海事関係功労者等表彰式
「海の日」記念式典

新居浜海事振興協議会
7月19日
10：30～

リーガロイヤルホテ
ル
新居浜

海事関係者による海上安全祈願祭
及び海事関係功労者等表彰式

今治海事事務所
TEL:0898-33-9001
新居浜海上保安署
TEL:0897-32-0118

在港船訪船及び来島海峡
海
上交通センター訪問

全国海友婦人会今治支
部

7月19日
8：30～

今治港及び来島海
峡海上交通センター

今治港在港船を訪船するとともに来島海峡海
上交通センターの訪問を行う。

今治海事事務所
TEL:0898-33-9001

ボウリング大会 海の月間実行委員会
7月22日
10:00～

キスケボウル
海事関係者の団体による親睦ボウリング大会
を行う

四国運輸局愛媛運輸支局
TEL:089-956-9951

海事関係者ボウリング大
会

全日本海員組合愛媛支部
7月22日
13：00～

ワンダーボウル今治
海事関係従事者の親睦を図るため第２２回ボ
ウリング大会を行う。

全日本海員組合愛媛支部
TEL:0898-32-6131

○高知県
①体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

高知の宝！！海の遊びマ
スターになろう！！

（公財）桂浜水族館
7月17日
14：30～15：
00

桂浜水族館
桂浜水族館のタッチングプール「おらんくの池」
で海のいきものと上手に遊びながら、高知の宝
である海のことを知る。

桂浜水族館
事務局学芸室
TEL:088-841-2437

＜絵画・写真コンクール＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

こども写生大会
㈱高知新聞企業　文化
事業局事業企画部

7月16日
予備日：雨天
時7月17日
台風接近時
 7月23日
表彰式：8月
上旬

高知港岸壁

小学生以下児童を対象に高知港岸壁周辺にお
ける写生大会を行い、優秀作品を展示するとと
もに高知市役所特別応接室において表彰を行
う。

(株)高知新聞企業
文化事業局 事業企画部
TEL:088-825-4328



②体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

須崎港みなとウォッチング
四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所

7月21日
予備日：7月
25日

須崎港

一般希望者を対象に、四国地方整備局高知港
湾・空港整備事務所所属の港湾業務艇「とさか
ぜ」で須崎湾の港湾施設、津波防波堤等を海
上から見学し、須崎港の建設業務及び海事思
想の普及を図る。

四国地方整備局　高知港湾・空
港整備事務所  企画調整課
TEL:088-847-3512

高知港みなとウォッチング
四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所

7月26日
予備日：8月3
日

高知港・浦戸湾

一般希望者を対象に、四国地方整備局高知港
湾・空港整備事務所所属の港湾業務艇「とさか
ぜ」で浦戸湾、高知港の港湾施設、防波堤建設
現場等を海上から見学し、高知港の建設業務
及び海事思想の普及を図る。

四国地方整備局　高知港湾・空
港整備事務所  企画調整課
TEL:088-847-3512

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

巡視船の一般公開 高知海上保安部 7月16日 高知港岸壁
第58回みなとまつりの一環として、高知市民等
を対象に巡視船の一般公開を実施し、海上保
安思想の普及を図る。

高知海上保安部
管理課
TEL:088-832-7113

海上自衛隊艦船護衛艦
一般公開

海上自衛隊艦船高知港
入港誘致推進協議会

7月下旬 高知新港
自衛艦の寄港に際し、一般公開を実施して、高
知港の振興を図る。

海上自衛隊艦船高知港入港誘
致推進協議会
事務局　自衛隊高松地方協力
本部 渉外広報室
TEL:088-831-3132

進水式見学会

（一社）南四国造船セン
ター
高知県海事振興会
（公財）四国海事広報協
会
四国造船協議会
（一社）四国小型船舶工
業会
四国舶用工業会

8月実施予定 新高知重工㈱
小学生高学年親子、海洋少年団等を対象に造
船所で進水式の見学会を実施し、造船業に理
解を深めるとともに海事思想の普及を図る。

（一社）南四国造船センター
TEL:088-847-0595



造船業界の見学会

（一社）南四国造船セン
ター
高知県海事振興会
（公財）四国海事広報協
会
四国造船協議会
（一社）四国小型船舶工
業会
四国舶用工業会

9月実施予定 新高知重工㈱

工業高校の生徒を対象に進水式及び造船所の
見学を行うとともに、造船・関連工業の企業説
明を実施し、海事産業のＰＲを図るとともに高
校生の求職活動にも寄与する。

（一社）南四国造船センター
TEL:088-847-0595

③清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

港湾美化運動

高知海事壮年会
高知県高知土木事務所
高知県海事振興会
四国運輸局高知運輸支
局
高知海上保安部
高知市

7月7日
9：00～11：00
予備日：7月
10日

高知港潮江岸壁一
帯

海事関係者により高知港の清掃を行い、港湾
美化の推進を図る。

海事壮年会
TEL:088-832-0271

④マリンスポーツ・レジャー
＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

高知みなとまつり
外洋ヨットレース

高知県ヨットクルージング
ネットワーク
高知県海事振興会
高知海上保安部

7月16日
9：00～14：00

高知市長浜沖
(桂浜沖～仁淀川河
口沖)
高知市種崎(ヨット
ハーバー)

土佐湾でクルーザー級のレースを行う。
レースには一般の乗船希望者も参加し、海事
思想の普及を図る。

高知県ヨットクルージングネット
ワーク

⑤その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

ボーリング大会 高知海事壮年会
7月7日
18：30～

ラウンドワン高知店
海事関係者を対象にボーリング大会を行い、海
事関係者間の連携を深める。

海事壮年会
088-832-0271

みなとまつり中学校体育
大会

みなとまつり中学校体育
大会実行委員会
南海中学校ＰＴＡ
横浜中学校ＰＴＡ

7月15日
7月16日
予備日：
7月17日

南海中学校及び
横浜中学校のグラ
ウンド、
体育館

高知市内中学生徒による体育大会を行う。
種目：野球、バスケットボール

高知市立南海中学校
事務局
TEL:088-842-3291



おはようサイクリング
「浦戸湾一望サイクリン
グ」

高知県サイクリング協会
7月16日
9：00～12：00
(小雨決行)

浦戸湾周辺
浦戸湾周辺をサイクリングしながら海事関係施
設を見学、海事思想の普及を図る。

高知県サイクリング協会 事務
局
TEL:088-882-4643

「海の日」汽笛一斉吹鳴
高知運輸支局
海運事業者
旅客船事業者

7月17日
12:00～

高知県内各港
高知県下各港に停泊中の船舶が一斉に汽笛を
吹鳴する。

四国運輸局高知運輸支局
TEL:088-832-1175

海事功労者等の表彰式典
及び祝賀会

四国運輸局高知運輸支
局
高知海上保安部
高知県海事振興会

7月18日
16：00～

ザ　クラウンパレス
新阪急高知

海事功労者、海事関係永年勤続者等の表彰に
引き続き、「海の日」及び被表彰者等を囲んだ
祝賀会を開催する。

四国運輸局高知運輸支局
TEL:088-832-1175

チャリティーゴルフ大会 海友会 7月23日 錦山カントリークラブ
海事関係事業者を対象にチャリティーゴルフ大
会を実施し、募金を行い（財）日本殉職職員顕
彰会、日本水難救済会に寄付する。

海友会 事務局
TEL:088-847-0595

＜九州地区＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海事関係功労者等の表彰 地方運輸局等
7月中旬～下
旬

九州各地
海事功労の顕著な者及び海をきれいにするた
めの一般協力者の奉仕活動に対する表彰式を
開催する。

○福岡県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

関門港ボート天国
関門港ボート天国推進協
議会

7月16日
北九州市門司区西
海岸周辺

海の相談室、海のキャラクター写真撮影会、巡
視艇一般公開

関門港ボート天国推進協議会
事務局
TEL:093-321-5900

港へおいでよ！
～海の日ポートフェスタ２
０１７～

博多港振興協会
(株)ベイサイドプレイス博
多
福岡海上保安部
福岡市港湾空港局

7月17日

ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ博多
ふ頭
～中央ふ頭ｲﾍﾞﾝﾄ
ﾊﾞｰｽ
（福岡市）

海の日を盛り上げる各種イベントを実施
巡視船一般公開（予定）・イベントブース（制服
試着）

福岡市海の日協賛会
事務局:（一社）博多港振興協会
TEL:092-271-1378



２０１７若松みなと祭り
若松まつり行事協賛会
若松海上保安部

7月29日
～30日

北九州市若松区久
岐の浜公共岸壁

日本一の石炭積み出し港であった若松港にお
いて、各まつり行事及び巡視艇一般公開等を
通し海難防止思想の普及、海と港への関心を
深める。

若松まつり行事協賛会（北九州
商工会議所若松サービスセン
ター内）TEL:093-761-2021
若松海上保安部
TEL:093-761-2497

三池港浪漫フェスタ
大牟田市三池港にぎわ
い交流拠点づくり推進協
議会

11月3日
三池港あいあい広
場

巡視艇による体験航海、海上保安ブースを設
けパネルの展示等を行い、海上保安業務に関
する一般市民への普及活動を実施。

三池海上保安部管理課
TEL:0944-53-0521

＜海上花火大会＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

くきのうみ花火の祭典
くきのうみ花火の祭典実
行委員会事務局

7月29日
 20:00～

洞海湾（北九州市若
戸大橋周辺）

若戸大橋周辺にて花火大会を開催する。
くきのうみ花火の祭典実行委員
会事務局（若松区役所総務企
画課内）TEL:093-761-5321

海峡花火大会
海峡花火大会実行委員
会

8月13日
20:00～

門司区西海岸埠頭
（北九州市）

関門海峡を挟んで共に発展してきた北九州市
と下関市の絆を強め、両市民のの交流促進と
海と港への関心を深める。

海峡花火大会実行委員会

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

ジュニアマリン体験教室 福岡市ヨットハーバー
8月1日
8月2日
8月3日

福岡ヨットハーバー
（福岡市）

市内居住の小学３年生～中学生を対象とした
ヨット体験教室
 各回定員16名
 【費用】一人1,500円

福岡市海の日協賛会
事務局:（一社）博多港振興協会
TEL:092-271-1378

ディンギーヨット親子体験
セーリング

福岡市ヨットハーバー
8月19日
8月20日
午前・午後

福岡ヨットハーバー
（福岡市）

市内居住の小学生と保護者を対象としたﾃﾞｨﾝ
ｷﾞｰ(風のみを動力とするﾖｯﾄ)体験教室
 各回定員40名
 【費用】親子1組2,000円

福岡市海の日協賛会
事務局:（一社）博多港振興協会
TEL:092-271-1378



＜絵画・写真コンクール＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

博多港・海のスケッチコン
クール

福岡商工会議所
博多港ふ頭㈱
博多港開発・西部ｶﾞｽ共
同事業体
博多港開発・ｻｻｷｺｰﾎﾟ
ﾚｰｼｮﾝ共同事業体
㈱ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ博多
NPO法人 福岡ﾋﾞｰﾁｽﾎﾟｰ
ﾂｸﾗﾌﾞ
博多港振興協会

展示
7月15日～9
月10日

表彰式
7月15日

（福岡市）
展示会場
博多港国際旅客ﾀｰ
ﾐﾅﾙ
（7月15日～8月6日）
ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ博多
（8月7日～8月27日）
福岡市ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ
（8月28日～9月10
日）

表彰会場
博多港国際旅客ﾀｰ
ﾐﾅﾙ
ﾎｰﾙ（7月15日）

「海の日」を記念して、博多湾に関連した海、海
岸、船、大型クレーンなどをテーマとし、小学
生・幼稚園児・保育園児からの作品を募集。入
選作品を表彰し展示する。

福岡市海の日協賛会
事務局:（一社）博多港振興協会
TEL:092-271-1378

第５４回九州・山口地区中
学生
海の絵画コンクール

九州海事広報協会
7月22日9:00
～8月6日
17:00

旧門司税関１F（北
九州市）

九州各地の中学生を対象に海の絵画を公募
し、優秀作品を展示、｢海の日｣の認識を高め
る。

九州海事広報協会
TEL:093-321-7021

海の写真展 デジカメクラブ門司
7月17日9:00
～7月31日
17:00

旧門司税関２Ｆ（北
九州市）

海に関する写真の展覧会を開催する。 デジカメクラブ門司

人と海のフォトコンテスト
第28回マリナーズ・アイ
北九州展

(一財)全日本海員福祉セ
ンター

9月4日～17
日

北九州ひとみらいプ
レイスマーメイド広
場

「海で働く人たち」をメインテーマに、海に関係し
た写真を募集し、入賞作品17点による写真展。

（一財）全日本海員福祉センタ
TEL:03-3475-5391
北九州ひとみらいプレイス事務
局　　　　　　　TEL:093-641-
9360

第32回日本の海洋画展
北九州展

(一財)全日本海員福祉セ
ンター

9月12日～17
日

北九州市黒崎市民
ギャラリー

現代日本画壇の海洋画約45点と特別出品橋
本八百ニ作品4点よる絵画展。

(一財)全日本海員福祉センター
TEL:03-3475-5391
黒崎市民ギャラリー
TEL:093-644-5206



③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

巡視船体験航海・展示訓
練（第７管区海上総合訓
練）

第七管区海上保安本部
9月以降 関門港（北九州市）

巡視船による体験航海と展示訓練を実施す
る。

第七管区海上保安本部

市営納涼船 福岡市港湾空港局

7月21日～8
月27日の金・
土・日・祝日
及び8月14
日・15日

博多湾（福岡市）

市営渡船｢きんいん３｣による博多湾一周納涼
クルーズを行う。（博多ふ頭発着）
　時間：19:00～20:15
　【費用】大人1000円、小児500円

福岡市海の日協賛会
事務局:（一社）博多港振興協会
TEL:092-271-1378

親子クルーザー体験セー
リング

福岡市ヨットハーバー
7月22日
7月29日
8月26日

福岡市ヨットハー
バー（福岡市）

市内居住の小学生以上を対象としたｸﾙｰｻﾞｰﾖｯ
ﾄ体験教室を開催する。
各回定員50名
 【費用】一人600円

福岡市海の日協賛会
事務局:（一社）博多港振興協会
TEL:092-271-1378

海の日・博多港開港記念
ナイトクルーズ

博多港振興協会 7月26日 博多湾（福岡市）

市営渡船｢きんいん３｣での博多湾一周納涼ク
ルーズを行う。
　時間：19:30～20:30
　無料

福岡市海の日協賛会
事務局:（一社）博多港振興協会
TEL:092-271-1378

関門海峡クルージング
海の日・関門海峡クルー
ジング実行委員会

8月20日
10：00～

北九州港一円（北九
州市）

海上交通としてなじみ深い｢フェリー｣を利用して
一般参加者を乗せ、海や港の仕組みを解説し
ながら関門海峡をめぐるクルージングを実施す
る。

海の日・関門海峡クルージング
実行委員会

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

自衛隊艦船一般公開
自衛隊福岡地方協力本
部

7月15日～16
日

中央ふ頭イベント
バース（福岡市）

海上自衛隊による艦船「多用途支援艦あまく
さ」の一般公開を行う。
　時間:09:00～11:00、13:00～16:00
  無料

福岡市海の日協賛会
事務局：（一社）博多港振興協
会
TEL:092-271-1378

巡視船一般公開 福岡海上保安部 7月17日
中央ふ頭ｲﾍﾞﾝﾄﾊﾞｰ
ｽ（福岡市）

福岡海上保安部による巡視船の一般公開を行
う。
　時間:10:30～12:30、13:30～15:30
  無料

福岡市海の日協賛会（事務局：
（一社）博多港振興協会）
TEL:092-271-1378

『船ってサイコ～ 2017』
海事施設見学会

(一社）日本船主協会
協力： 九州運輸局・支局
他

8月8日 北九州市
北九州市の小学校社会科研究会教師を対象と
し、海運の役割と重要性の理解増進、学校教
育への反映を図る。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181



港に出かけてみよう！
～みなとと倉庫探検ツ
アー～

福岡県倉庫協会
九州運輸局
博多港振興協会

7月25日
7月26日

港の施設見学（ﾊﾞｽ）
（福岡市）

普段見ることのできない高度化倉庫やサイロ等
をバスで見学するコース
  時間：13:00～16:40　無料

福岡市海の日協賛会
事務局:（一社）博多港振興協会
TEL:092-271-1378

④清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

『海の日』クリーンアップ活
動

全日本海員組合九州関
門地方支部
博多港振興協会

7月11日
10：00～11：
00

博多ふ頭～
中央ふ頭ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ
周辺（福岡市）

岸壁等の清掃を行う
福岡市海の日協賛会
事務局:（一社）博多港振興協会
TEL:092-271-1378

ウォーターフロントクリーン
マナーアップ作戦

北九州港振興協会、北
九州市、九州地方整備
局

7月16日ほか
北九州港（北九州
市）

北九州港の港内美化の啓発及び清掃活動を
行う。

北九州港振興協会、北九州市、
九州地方整備局

全国一斉海浜清掃旗揚げ
式

（公財）海と渚環境美化・
油濁対策機構

8月26日 福岡県宗像市
全国豊かな海づくり大会のプレイベントとして、
水産庁の協力を得て開催。全国津々浦々に向
けて海浜清掃を呼びかける。

（公財）海と渚環境美化・油濁対
策機構
TEL:03-5800-0130

⑤マリンスポーツ・レジャー
＜マリンスポーツ＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

ミニミニトライアスロン 愛港会
8月6日 8:30
～

和布刈、大刀浦（北
九州市）

和布刈市民プール（水泳）  太刀浦（ﾗﾝ)､太刀
浦（自転車）

愛港会

⑥その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

殉職船員慰霊祭 全日本海員組合
7月10日
10:30～

真光寺（北九州市）
終戦前後を通じて北九州港における海難事故
による船員無縁仏の慰霊祭を行う。

全日本海員組合
TEL:093-331-3600

海上航行安全祈願 全日本海員組合
7月10日
11:30～

和布刈公園（北九州
市）

海上航行安全を祈願する。
全日本海員組合
TEL:093-331-3600

神事・仏事 全日本海員組合
7月21日
9:30～

善立寺、港金刀比
羅宮（苅田町）

海事関係物故者の慰霊祭、船舶航行安全の祈
願祭を行う。

全日本海員組合
TEL:093-331-3600

門司・洞海海洋少年団市
中パレード

門司海洋少年団
洞海海洋少年団

門司　7月16
日
洞海　7月29
日

門司・洞海　（北九
州市）

海洋少年団による市中パレードを行い海事思
想の普及に努める。

門司海洋少年団
洞海海洋少年団



船員・港湾作業員慰問

全日本海員組合
全国港湾労働組合
各地区港運協会
各地区海運組合

7月1日～31
日

北九州市内
北九州港在港船乗組員及び、港湾作業員に対
し、日頃の労をねぎらい記念品を贈呈する。

全日本海員組合
全国港湾労働組合
関門地区港運協会
関門地区海運組合

船員留守家族慰問 海友婦人会
7月1日～31
日

北九州市内
遠洋航海中の船員留守家族を慰問、記念品を
贈る。

海友婦人会

船員・港湾作業員入院療
養者慰問

九州運輸局
海友婦人会
港運協会

7月1日～31
日

北九州市内
療養施設に入院中の船員・港湾作業員を慰問
し見舞品を贈る。

福岡運輸支局
TEL:093-322-2700

「海の日」記念式典
海事功労者表彰式

三池海上保安部 7月15日
10:00～

旧　三井港倶楽部
（大牟田市）

海の日にあわせて行われる三池港まつりの神
事と式典及び海事功労者等への表彰式を行
う。

三池海上保安部管理課
TEL:0944－53－0521

汽笛一斉吹鳴
北九州海の日協賛会
九州水曜会
門司エージェント会

7月17日
正午

北九州港
「海の日」である7月17日の正午に在港船の協
力を得て汽笛の一斉吹鳴を行う。

北九州海の日協賛会
九州水曜会
門司エージェント会

汽笛一斉吹鳴 苅田港海の日協賛会
7月17日
正午

苅田港
「海の日」である7月17日の正午に在港船の協
力を得て汽笛の一斉吹鳴を行う。

苅田港海の日協賛会

海の日記念　１６ｍｍフィ
ルム上映会

B＆A門司港 7月17日
旧大連航路上屋2階
ホール

海事広報フィルム「白いセールの夏休み」「シッ
プヤードの青春」の上映

旧大連航路上屋
TEL:093-322-5020

「海の日」記念式典
海事功労者表彰式

博多港振興協会
九州運輸局
博多港湾・空港整備事務
所
福岡海上保安部

7月19日
10:30～

福岡国際会議場（福
岡市）

海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う
福岡市海の日協賛会
事務局:（一社）博多港振興協会
TEL:092-271-1378

殉職船員慰霊祭 福岡汽船船主会
7月19日
9：50～

福岡国際会議場（福
岡市）

博多港における海難事故による船員無縁仏慰
霊祭を行う。

福岡市海の日協賛会
事務局:（一社）博多港振興協会
TEL:092-271-1378



「海の日」記念式典
 海事功労者表彰式

九州運輸局
九州地方整備局
第七管区海上保安本部
九州海事広報協会
北九州海の日協賛会

7月20日
10時30分

プレミアホテル門司
港（北九州市）

海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。
福岡運輸支局
TEL:093-332-2700

海の日歓迎訪船 全日本海員組合
7月20日
13：30～

北九州港（北九州
市）

在港船に対して入港歓迎訪船し、記念品を贈
る。（日本船・外国船共に1000トン以上）

全日本海員組合
TEL:093-331-3600

苅田港「海の日」記念式典
 海事功労者表彰式

苅田港海の日協賛会
7月2１日
11:00～

三原文化会館（苅田
町）

海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。
苅田町交通商工課
TEL:093-434-1954

みなと見学会
（みなとめぐりクイズ大会）

（一社）北九州港振興協
会

8月中旬
北九州港一円（北九
州市）

市民を対象にクイズ、ゲームを通して海や港の
認識を深める。

北九州港振興協会
TEL:093-321-5900

日本海洋少年団全国大会
(公社)日本海洋少年団連
盟

8月4日～7日 福岡市

当連盟に加盟する海洋少年団及び国際海洋少
年団協会に加盟する各国の海洋少年団が参
加し、日頃の訓練の成果をもとに、手旗、ロー
プワーク等の技を競い合うとともに、団員間の
友情や国際間の交流を育むなど、成長期にあ
る少年少女達の心身の健全な育成を図る。

(公社)日本海洋少年団連盟
TEL:03-5213-4778
http://www.jsf-japan.or.jp

第４回海の科学講座in九
州

共催
福岡管区気象台、九州
大学応用力学研究所、
西海区水産研究所
後援
福岡県教育委員会、福
岡市教育委員会

8月6日
13:00～16:00

九州大学西新プラ
ザ大会議室

海洋情報の普及啓発活動の一環として、海洋
の実態、社会への影響、私たちに課せられた
課題などを一般住民に伝え、海洋に興味・関心
を持ってもらうことを目的とする。

○佐賀県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第２５回唐津港まつり海の
カーニバルinからつ

海のカーニバル実行委
員会

7月16日
9:00～

唐津東港海のカー
ニバル会場（唐津
市）

港を中心とした祭典を行う。
唐津商工会議所
TEL:0955-72-5141



唐津湾イカダ大会
唐津湾イカダ大会実行委
員会
唐津湾イカダと市民の会

7月30日
12：00～

唐津市西の浜一帯
（唐津市）

唐津湾を巡るイカダ競走を実施する。 唐津湾イカダと市民の会
TEL:0955-72-4776

＜海上花火大会＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第65回九州花火大会
佐賀新聞社
唐津観光協会

7月16日
20:00～

唐津港西の浜（唐津
市）

唐津港において花火大会を開催する。
佐賀新聞
プランニング　事業部
TEL:0952-28-2151

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

オープンスクール 唐津海上技術学校

7月8日
10月21日
11月18日

唐津海上技術学校
（唐津市）

多くの方に海上技術学校を知ってもらい、海事
人材育成に寄与する。7/8,10/21に体験型(乗
船）オープンスクール、11/18に体験型（乗船な
し）オープンスクールを実施する。（各日とも４日
前までに申込必要）

唐津海上技術学校
TEL:0955-72-8269

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

船舶体験航海 唐津海上技術学校
7月16日
9:30～

唐津港一円（唐津
市）

海上技術学校練習船「あさかぜ」の体験航海を
行う。

唐津商工会議所
TEL:0955-72-5141

④その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

ブース開設による広報

佐賀運輸支局
唐津海上保安部
唐津港湾事務所
佐賀県
唐津市外

7月16日
9:30～

唐津東港海のカー
ニバル会場（唐津
市）

各官公庁等が広報パネル展示等を行う。
唐津商工会議所
TEL:0955-72-5141

「海の日」式典
海事功労者表彰式

海のカーニバル実行委
員会
佐賀運輸支局外

7月16日
12:30～

唐津東港海のカー
ニバル会場特設ス
テージ（唐津市）

「海の日」記念式典及び海事功労者表彰を行
う。

佐賀運輸支局
TEL:0955-72-3009

海上パレード
唐津地区小型船安全協
会

7月16日 唐津港一円（唐津
市）

唐津港内で小型船舶による海上パレードを行
う。

唐津商工会議所
TEL:0955-72-5141



ぱしふぃっく　びいなす入
港セレモニー

佐賀県唐津港利用促進
協議会

7月16日
13:15～

唐津東港海のカー
ニバル会場（唐津
市）

唐津東港に入港するクルーズ客船の入港歓迎
式典や記念グッズ販売等を行う。

唐津市　都市整備部
みなと振興課
TEL:0955-72-9187

汽笛一斉吹鳴
唐津地区小型船安全協
会

7月16日
12:00～

唐津港一円（唐津
市）

唐津港内で船舶による汽笛一斉吹鳴を行う。
唐津商工会議所
TEL:0955-72-5141

○長崎県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

させぼボートフェスティバ
ル２０１７

佐世保市海の日協賛会
佐世保市海洋スポーツ
協会

7月16日
8:30～14:00

佐世保川及び佐世
保公園一帯（佐世保
市）

カヌーレースやカヌーリレー、カヌー体験等を実
施する。

させぼボートフェスティバル実行
委員会事務局
TEL:0956-46-6868

平成29年度「長崎ペーロ
ン選手権大会」

長崎ペーロン選手権大
会実行委員会

7月29日
9:00～16:00
7月30日
9:00～15:00

長崎港内（松が枝国
際観光ふ頭前）（長
崎市）

長崎の伝統行事であるペーロンの保存育成と
青少年の体育の向上を図るためにペーロン大
会を実施する。

長崎国際コンベンション協会
TEL:095-823-7423

＜海上花火大会＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

2017ながさきみなとまつり
花火大会

ながさきみなとまつり実
行委員会

7月29日
7月30日

長崎水辺の森公園
付近（長崎市）

長崎港において、花火大会を開催する。 事務局TEL:095-822-0111

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海事思想普及体験サマー
キャンプ

長崎港「海の日」協賛会 7月16日 伊王島（長崎市）
県内小学生を対象として一泊二日のキャンプを
行い、海事思想の普及を図る。

事務局TEL:095-829-1169

＜絵画・写真コンクール＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

長崎港「海の日」の小学校
図画コンクール

長崎港「海の日」協賛会
7月12日～7
月24日

浜屋百貨店ステップ
ギャラリー（長崎市）

長崎市内の小学生を対象に海の日に関する図
画を募集し、掲示する。

事務局TEL:095-829-1169

中学生海の絵画コンクー
ル

佐世保海事事務所
佐世保市海の日協賛会

8月17日～8
月22日

佐世保玉屋画廊（佐
世保市）

「中学生海の絵画コンクール」応募作品を展示
する。

佐世保海事事務所
TEL:0956-31-6165



③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

オープンスクール
国立
口之津海上技術学校

7月22日
7月29日

口之津海上技術学
校及び所有船舶（南
島原市）

多くの方に海上技術学校を知ってもらうため
に、練習船の体験乗船及び施設見学会を実施
する。

TEL:0957-86-2151

巡視艇かいどう体験航海 平戸海上保安署 7月22日 平戸海上保安署 巡視艇かいどう体験航海
平戸海上保安署
TEL:0950-22-3997

体験クルーズ 長崎港「海の日」協賛会 7月29日 長崎港内（長崎市）
海事思想の普及及び海上への感謝の意を表
するため、旅客船による観覧クルージングを行
う。

事務局TEL:095-829-1169

④清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海の市民大清掃 佐世保市海の日協賛会
7月17日
9:00～10:00

鹿子前地区、俵ケ浦
地区、白浜地区（佐
世保市）

市民ボランティアによる清掃を行う。

佐世保市海の日協賛会
「事務局:佐世保市港湾部みな
と・振興・管理課」
TEL:0956-22-6127

⑤その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の日」記念式典
海事功労者表彰式

佐世保市海の日協賛会
佐世保海事事務所
長崎港湾・空港工事事務
所
佐世保海上保安部

7月17日
10:30～12:00

亀山八幡宮（佐世保
市）

海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。

佐世保市海の日協賛会
「事務局:佐世保市港湾部みな
と・振興・管理課」
TEL:0956-22-6127

海洋少年団鼓笛隊等によ
る市中パレード及び演奏
会

佐世保海事事務所
佐世保市海の日協賛会
佐世保海洋少年団　ほ
か

7月17日
14:00～15:00

佐世保市内商店街
（四ケ町・三ケ町
アーケード）、アルカ
ス前広場及び松浦
公園（佐世保市）

海洋少年団鼓笛隊及び海事関係団体等によ
り、市中パレードを行う。
パレード終了後、海洋少年団鼓笛隊による演
奏会を行う。

佐世保市海の日協賛会
「事務局:佐世保市港湾部みな
と・振興・管理課」
TEL:0956-22-6127

「海の日」記念式典
 海事功労者等表彰式

長崎港「海の日」協賛会
7月18日
10:00～

ANAクラウンプラザ
ホテル長崎グラバー
ヒル（長崎市）

海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。 事務局TEL:095-829-1169



航海安全及び大漁祈願祭
及び物故船員慰労祭

長崎港「海の日」協賛会 7月21日 諏訪神社（長崎市） 海事関係者による祈願祭及び慰霊祭を行う。 事務局TEL:095-829-1169

航海安全祈願祭

佐世保市海の日協賛会
佐世保海事事務所
長崎港湾・空港工事事務
所
佐世保海上保安部

7月17日
10:00～10:30

亀山八幡宮（佐世保
市）

航海安全祈願祭を行う。

佐世保市海の日協賛会
「事務局:佐世保市港湾部みな
と・振興・管理課」
TEL:0956-22-6127

○大分県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

つくみ港まつり つくみ港祭り実行委員会
7月15日
～16日

つくみん公園ほか市
内一円（津久見市）

花火大会、海上自衛隊艦艇一般公開、海上保
安部巡視艇一般公開、津久見湾クルージン
グ、ほかを行う。

つくみ港まつり実行委員会
(事務局:津久見商工会議所)
TEL:0972-82-5111

サマーフェスタINさいき
佐伯海の日記念事業実
施協議会

7月17日
海上自衛隊佐伯基
地分遣隊グランド及
び桟橋（佐伯市）

水鉄砲大会やパネル等展示を行う。
飲食組合による出店
警察、消防、陸上自衛隊車輛の展示を行う。

海上自衛隊佐伯基地分遣隊
TEL:0972-22-0370

＜海上花火大会＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

納涼花火大会
つくみ港まつり実行委員
会

7月16日
20:00～

津久見港（津久見
市）

津久見港において花火大会を開催する。
つくみ港まつり実行委員会
(事務局:津久見商工会議所)
TEL:0972-82-5111

②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

B＆G　障害者と健常者の
ヨット大会

B&G財団
B&G別府海洋クラブ

7月16日～17
日

北浜ヨットハーバー
（大分県別府市）

障害者差別解消法が施行され「障害者への差
別をなくし、社会の中にあるバリアを取り除こ
う」という機運が高まる中、障害者と健常者が
同じ水面でヨット競技に挑み、セーリングの楽し
さを感じる大会を開催。

B&G財団
事業部事業課
TEL:03-6402-5313



③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

津久見湾クルージング
つくみ港まつり実行委員
会

7月17日
 9:30～11:00
13:30～15:00

津久見湾（津久見
市）

旅客船による津久見湾内クルージングを行う。
つくみ港まつり実行委員会
(事務局:津久見商工会議所)
TEL:0972-82-5111

巡視艇「さちかぜ」体験航
海

海上保安庁
7月17日
午前2回
午後2回

海上自衛隊佐伯基
地分遣隊グランド及
び桟橋（佐伯市）

巡視艇「さちかぜ」の体験航海を行う。
佐伯海上保安署
TEL:0972-22-4999

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海上自衛隊艦艇の一般公
開

つくみ港まつり実行委員
会

7月15日
10:30～12:00
13:00～15:00
7月16日
9:00～11:30

津久見港（津久見
市）

海上自衛隊艦艇「YDT」の一般公開を行う。
つくみ港まつり実行委員会
(事務局:津久見商工会議所)
0972-82-5111

海上保安部巡視艇の一般
公開

つくみ港まつり実行委員
会

7月15日
10:30～12:00
13:30～15:00

津久見港（津久見
市）

海上保安部巡視艇「やまくに」の一般公開を行
う。

つくみ港まつり実行委員会
(事務局:津久見商工会議所)
TEL:0972-82-5111

海上保安部巡視艇の放水
展示

大分海の日協賛会
9月中旬 西大分公共埠頭（大

分市）
海上保安部巡視艇「ゆふぎり」の放水展示を行
う。

大分海の日協賛会
(事務局:大分港振興協議会)
TEL:097-521-2112

④清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

ウォーターフロントクリーン
作戦

大分海の日協賛会 7月14日
田ノ浦海浜公園（大
分市）

市内田ノ浦海浜公園の海岸清掃活動を実施す
る。

大分海の日協賛会
(事務局:大分港振興協議会)
TEL:097-521-2112



⑤その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海事思想普及事業 大分海の日協賛会
7月1日～31
日

大分市

横断字幕掲出・ホームページによる広報、市報
に行事案内掲載、新聞に広告掲載、街頭電光
ビジョンによるＰＲ、新聞・ＴＶによる表彰式の取
材と広報を行う。

大分海の日協賛会
(事務局:大分港振興協議会)
TEL:097-521-2112

入院船員慰問 大分海の日協賛会 7月13日 大分市内病院 市内の病院に入院中の傷病船員を慰問する。
大分海の日協賛会
(事務局:大分港振興協議会)
TEL:097-521-2112

「海の日」海事功労者表彰
式

大分運輸支局、つくみ港
まつり実行委員会

7月15日
10:00～10:30

津久見市民会館（津
久見市）

海の日記念式典及び海事功労者等の表彰等
を行う。

大分運輸支局
TEL:097-503-2011

海上・産業・交通安全祈願
祭

つくみ港まつり実行委員
会

7月15日
9:30～10:00

津久見市民会館（津
久見市）

海事関係産業の安全を祈願する。
つくみ港まつり実行委員会
(事務局:津久見商工会議所)
TEL:0972-82-5111

海事啓発ブース
佐伯海の日記念事業実
施協議会

7月17日
海上自衛隊佐伯基
地分遣隊グランド及
び桟橋（佐伯市）

うちわ、パンフレット等の配布を行う。
佐伯市商工振興課
TEL:0972-22-3943

「海の日」記念式典
佐伯海の日記念事業実
施協議会

7月17日
10:00～

佐伯市役所6階大会
議室（佐伯市）

海の日記念式典及び海事功労者等の表彰等
を行う。

佐伯市商工振興課
TEL:0972-22-3943

水難救済会への募金活動 大分海洋少年団 7月17日
明あけのアクロスタ
ウン他（大分市）

水難救済会が行うボランティア活動への支援と
して海の日表彰式会場、街頭などでの募金活
動を行う。

大分海の日協賛会
(事務局:大分港振興協議会)
TEL:097-521-2112

汽笛一斉吹鳴及び満船飾
大分海上保安部
大分県

7月17日
正午

大分市:大分港
港内停泊船の協力で、汽笛の一斉吹鳴及び満
船飾を実施する。

大分海の日協賛会（事務局:大
分港振興協議会）
TEL:097-521-2112

大分海の日表彰式 大分海の日協賛会
7月17日
11:00～

あけのアクロスタウ
ン3階アクロスホー
ル（大分市）

海の日記念式典及び海事功労者等の表彰等
を行う。

大分海の日協賛会
(事務局:大分港振興協議会)
TEL:097-521-2112



○熊本県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第２２回　海の日協賛
みすみ港祭り

海の日協賛みすみ港祭
り実行委員会

7月29日
みすみ港新岸壁周
辺（宇城市三角町）

解脱墓供養、神事、式典、露店、ステージ、自
衛隊音楽隊演奏等を行う。

宇城市役所三角支所経済課
TEL:0964-52-1111

＜海上花火大会＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

花火大会
海の日協賛みすみ港祭
り実行委員会

7月29日 三角東港（宇城市） 海上花火大会（約2500発）を開催する。
宇城市役所三角支所経済課
TEL:0964-52-1111

②体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海上保安庁巡視艇体験航
海

海の日協賛みすみ港祭
り実行委員会

7月29日 三角東港（宇城市） 巡視艇「あそぎり」体験航海を行う。
宇城市役所三角支所経済課
TEL:0964-52-1111

ヨットクルージング
海の日協賛みすみ港祭
り実行委員会

7月29日 三角東港（宇城市） ヨットによる有明海クルージングを行う。
宇城市役所三角支所経済課
TEL:0964-52-1111

サンセットクルージング
海の日協賛みすみ港祭
り実行委員会

7月29日 三角東港（宇城市） ヨットによるサンセットクルージングを行う。
宇城市役所三角支所経済課
TEL:0964-52-1111

花火観覧クルージング
海の日協賛みすみ港祭
り実行委員会

7月29日 三角東港（宇城市） ヨットによる花火観覧クルージングを行う。
宇城市役所三角支所経済課
TEL:0964-52-1111

がんばろう熊本！B＆G帆
船クルーズ

B&G財団 7月31日～8
月6日

熊本県及び鹿児島
県

全国からB＆G財団に寄せられた「熊本地震災
害緊急支援金」を活用し、復興に立ち向かう子
供とその家族を応援するため、帆船クルーズや
マリンスポーツなどの海洋体験事業を開催す
る。

B&G財団
企画部企画課
TEL:03-6402-5312

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

帆船「みらいへ」一般公開
海の日協賛みすみ港祭
り実行委員会

7月29日 三角東港（宇城市） 練習帆船「みらいへ」公開ほかを行う。
宇城市役所三角支所経済課
TEL:0964-52-1111

海上自衛隊艦艇一般公開
海の日協賛みすみ港祭
り実行委員会

7月29日 三角東港（宇城市） 海上自衛隊　水中処分母船等公開を行う。
宇城市役所三角支所経済課
TEL:0964-52-1111



陸上自衛隊装備品等一般
公開

海の日協賛みすみ港祭
り実行委員会

7月29日 三角東港（宇城市） 陸上自衛隊装備品公開を行う。
宇城市役所三角支所経済課
TEL:0964-52-1111

四山神社秋季大祭
（こくんぞさん）

四山神社 9月13日
四山神社敷地に隣
接する三池港灯台

四山神社で行われる四山神社秋季大祭にあわ
せて同神社に隣接している三池港灯台にて一
般公開を実施。同灯台は地元から「四山灯台」
と呼ばれ親しまれている。

三池海上保安部交通課
TEL:0944-53-0526

③その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の日」式典
海事功労者表彰式

海の日協賛みすみ港祭
り実行委員会

7月29日
宇城市三角センター
（宇城市）

海の日記念式典及び海事功労者等の表彰等
を行う。

宇城市役所三角支所経済課
TEL:0964-52-1111

海の日協賛スポーツ大会
海の日協賛みすみ港祭
り実行委員会

7月29日
Ｂ＆Ｇ体育館ほか
（宇城市）

剣道大会・卓球大会等を開催する。
宇城市役所三角支所経済課
TEL:0964-52-1111

○宮崎県
①体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

親子サーフィン教室
宮崎県北部地区「海の
日」協賛会

7月22日
お倉ヶ浜海水浴場
（日向市）

親子でのサーフィンの教室を開催する。
日向市商工港湾課
TEL:0982-52-2111

②体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

ペアボート乗船体験 油津港祭り協賛会 7月15日 油津港（日南市）
芦屋競走場のボートを使用した乗船体験ペア
ボートを行う。

日南市観光協会
TEL:0987-31-1134

油津チョロ船乗船体験 油津港祭り協賛会 7月15日 油津港（日南市）
伝統的な木造帆船「チョロ船」の体験乗船を行
う。

日南市観光協会
TEL:0987-31-1134

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

油津港まつり２０１７花火
大会

油津港祭り協賛会
7月15日
20:00～

油津港（日南市） 油津港において花火大会を開催する。
日南市観光協会
TEL:0987-31-1134



③マリンスポーツ・レジャー
＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

弁甲競争大会 油津港祭り協賛会 7月15日 油津港（日南市）
弁甲（丸太）を利用した舟こぎ競争大会を開催
する。

日南市観光協会
TEL:0987-31-1134

④その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

宮崎県北部地区「海の日」
記念式典

宮崎県北部地区「海の
日」協賛会

7月26日 細島港（日向市） 海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。
日向市商工港湾課
TEL:0982-52-2111

海上安全祈願祭
宮崎県北部地区「海の
日」協賛会

7月26日 細島港（日向市） 海上、航海の安全を祈願する。
日向市商工港湾課
TEL:0982-52-2111

宮崎県南部地区「海の日」
協賛会記念式典

宮崎県南部地区「海の
日」協賛会

8月1日
10:00～

めいつ漁民センター
（日南市）

海の日記念式典を開催し、当協賛会会員推薦
の海事功労者を表彰する。

宮崎県南部地区「海の日」協賛
会事務局
TEL:0987-31-1135

○鹿児島県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

2017志布志みなとまつり
志布志みなとまつり実行
委員会

7月22日
新若浜埠頭しおか
ぜ公園（志布志市）

花火大会他を行う。
志布志市商工会
TEL:099-472-1108

＜海上花火大会＞

2017志布志みなとまつり
花火大会

志布志みなとまつり実行
委員会

7月22日
20:00～

新若浜埠頭しおか
ぜ公園（志布志市）

花火大会他
志布志市商工会
TEL:099-472-1108

②マリンスポーツ・レジャー
＜マリンスポーツ＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

桜島・錦江湾横断遠泳大
会

桜島・錦江湾横断遠泳大
会実行委員会

7月16日 錦江湾（鹿児島市）
桜島小池海岸から対岸の鹿児島磯海岸までの
4.2㌔を泳ぐ団体遠泳競技大会を開催する。

桜島・錦江湾横断遠泳大会事
務局
TEL:099-229-4222



＜ヨットレース・ボートレース・カッターレース＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

錦江湾シーカヤック大会in
垂水

錦江湾シーカヤック大会
in垂水実行委員会

7月17日 柊原海岸（垂水市）
2人1組のチームによるシーカヤックの競漕大
会。8部門に分かれてタイムを競います。

錦江湾シーカヤック大会in垂水
実行委員会
TEL:0994-32-7551

③その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海の日海事功労者表彰式
典

鹿児島運輸支局
鹿児島港湾・空港整備事
務所
志布志港湾事務所
第十管区海上保安本部
鹿児島海上保安部

7月20日
ホテルウェルビュー
かごしま（鹿児島市）

「海の日」のイベントとして海事功労者の表彰式
を実施する。

鹿児島運輸支局
TEL:099-222-5660

○沖縄県
①港まつり
＜港まつり・フェスティバル＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

みなとフェスタ2017in平良
港（タイトル未定）

宮古島市他 7月中旬

平良港マリンターミ
ナル、マリン広場及
び第四埠頭（場所未
定）

「海の日」に港に人々が集うことで「みなと」の役
割、大切さを知ってもらうことを目的にパネル展
等を実施する。（未定）

宮古島市港湾課
TEL:0980-72-4873

2017石垣港みなとまつり
（仮）

石垣港みなとまつり実行
委員会／
石垣海上保安部
石垣航空基地地

7月中旬
石垣港離島ターミナ
ル・旧離島桟橋周辺

日本最南端の重要港「石垣港」の役割を理解し
てもらうとともに「みなと」の賑わいを体験するこ
とができます。
海洋環境パネル展（7/15～7/17）
巡視船一般公開（7/17）
制服試着等（7/17）

石垣海上保安部(管理課）
TEL:0980-83-0118

東部海浜フェスタ 沖縄市　他
7月17日（予
定）

沖縄市　泡瀬人工
島

沖縄市主催のイベントにて、港湾整備に関する
パネル展示を行う。

沖縄市役所
TEL:098-939-1212

とまりんフェスタ2017
とまりんフェスタ実行委員
会

9月中旬
とまりん周辺（那覇
市　前島）

泊ふ頭から発着する島々とのつながりをより深
め、泊・前島地域のにぎわいにつながるよう
様々なイベントを開催。港湾業務艇で那覇港の
港湾施設の見学を実施する。

那覇港管理組合
TEL:098-868-2328



②体験教室、絵画・写真コンクール
＜体験教室＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

美ら海体験教室
(公社)日本海洋少年団連
盟

7月15日～16
日

沖縄県

環境教室(沖縄海の自然と海洋環境/座学・珊
瑚移植)、マリンスポーツ体験を実施し、自然を
守り大切にする心を育むとともに、海洋国家日
本の未来を担う人材を育成する。

(公社)日本海洋少年団連盟
TEL:03-5213-4778
http://www.jsf-japan.or.jp

＜絵画・写真コンクール＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「中学生海の絵画コンクー
ル」の開催

公益社団法人沖縄海事
広報協会

7月24日～28
日

那覇第２地方合同
庁舎２号館１階行政
情報プラザ

中学生を対象に海の絵画コンクールを実施。入
選作品を展示します。

(公社)沖縄海事広報協会
TEL:098-863-4604

③体験航海、船舶・海に関係した施設の一般公開
＜体験航海＞

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

港めぐり
公益社団法人沖縄海事
広報協会

7月1日～8月
31日

那覇港
小学生を対象に海洋環境学習のための港湾施
設見学を行います。

(公社)沖縄海事広報協会
TEL:098-863-4604

2017那覇港・海の日企画
海と港の魅力発見ツアー
水中観光船で行く那覇港
サンゴ鑑賞

内閣府沖縄総合事務局
那覇港湾・空港整備事務
所/那覇

7月下旬～8
月上旬

那覇港
一般市民を対象に水中観光船で那覇港の港湾
施設及びサンゴの見学を実施する。

内閣府沖縄総合事務局那覇港
湾・空港整備事務所
TEL:098-867-3710

＜船舶・海に関係した施設の一般公開＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

与那国島カジキ釣り大会

日本最南端与那国島国
際カジキ釣り大会実行委
員会／
石垣海上保安部

7月2日
予定

与那国町久部良漁
港

巡視艇一般公開
石垣海上保安部(管理課）
TEL:0980-83-0118

④清掃活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海の日ビーチウォーク＆ク
リーンアップ大作戦

公益社団法人沖縄海事
広報協会

7月1日～7月
31日

沖縄県内主要ビー
チ

海の恩恵に感謝するとともに、海洋県沖縄の繁
栄を願う趣旨のもと、地域住民が参加して、県
内のビーチ・海岸をクリーンアップします。

(公社)沖縄海事広報協会
TEL:098-863-4604



⑤その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海洋性レクリエーション指
導員センターインストラク
ター養成研修
（環境省　人材認定事業）

B&G財団
6月6日～7月
5日

マリンピアザオキナ
ワ（沖縄県国頭郡本
部町）

海洋性レクリエーション（水泳・ヨット・カヌー等）
を中心に、安全対策や環境保全等、様々な指
導手法を習得した指導者を養成する。

B&G財団
事業部事業課
TEL:03-6402-5313

汽笛の一斉吹鳴
沖縄総合事務局（運輸
部）
各船舶事業者

7月17日 県内各港
県内各港に停泊中の船舶が「海の日」の正午
に汽笛を一斉吹鳴する。

沖縄総合事務局運輸部総務運
航課
TEL:098-866-1836

海事関係功労者等表彰式

内閣府沖縄総合事務局
（運輸部、開発建設部）、
第十一管区海上保安本
部、公益社団法人沖縄
海事広報協会

7月21日
沖縄かりゆしアーバ
ンリゾート・ナハ（ニ
ライ・カナイの間）

「海の日」の海事関係功労者表彰式典を、沖縄
総合事務局、第十一管区海上保安本部、公益
社団法人沖縄海事広報協会の共催により実施
します。

沖縄総合事務局運輸部総務運
航課
TEL:098-866-1836

水路記念日パネル展示
第十一管区海上保安本
部海洋情報監理課

8月中旬
～9月下旬

沖縄美ら海水族館 水路業務のパネル展示
第十一管区海上保安本部海洋
情報監理課
TEL:098-867-0118

「旅客船パンフレット」の配
付

一般社団法人沖縄旅客
船協会

7月～8月 関係各所
お子様にも分かりやすい旅客船のパンフレット
を関係各所にて配付します。

（一社）沖縄旅客船協会
TEL:098-868-4449


