
海と日本プロジェクト２０２１　実施予定イベント一覧

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント実施は内容変更・延期・中止となる場合がございます。

団体名 事業名 イベント名 日時 場所

海と日本PROJECTin沖縄県　海のこども体験学習
8月6日（金）～8日（日）9：
00～18：00（仮日程） 沖縄県うるま市

海と日本PROJECTin沖縄県　海のこども体験学習～流氷との出会い～
2月11日（金）～13日（日）
9：00～18：00（仮日程） 北海道紋別市

海と日本プロジェクトｉｎ高知

県実行委員会
海と日本プロジェクトin高知県（海と日本2021）

高知県オリジナルイベント「3つの深さから知る高知の海」～海と日本PROJECT～
※詳細は決定次第、ご連絡させていただきます。

9月 室戸市、須崎市、大月町

海と日本プロジェクトｉｎ和歌

山県実行委員会
海と日本プロジェクトin和歌山県（海と日本2021） 海と日本PROJECT海を学び未来に伝える2021～わかやま海守り隊～

10月16日（土）7：30～
10月17日（日）19：30 和歌山県白浜町・田辺市

子どもの水辺安全セミナー（海と日本PROJECT） 5月30日10:00～17:00 東京都内

子どもの水辺安全セミナー（海と日本PROJECT） 6月12日10：00～17：00 愛知県豊橋市

子どもの水辺安全セミナー（海と日本PROJECT） 7月 5 日 10：00～ 17：00 愛知県西条市

子どもの水辺安全セミナー（海と日本PROJECT） 7月6日 10：00～17：00 香川県高松市

子どものライフジャケット普及プロジェクト（海と日本PROJECT） 4月30日 10：00～17：00 東京都内

子どものライフジャケット普及プロジェクト（海と日本PROJECT） 6月30日 10：00～17：00 東京都内

子どものライフジャケット普及プロジェクト（海と日本PROJECT） 8月30日 10：00～17：00 東京都内

子どものライフジャケット普及プロジェクト（海と日本PROJECT） 9月30日 10：00～17：00 東京都内

海と日本PROJECTペットボトルdeいかだ作り 2021年8月18日 19:00～21:00 中央北生涯学習プラザ

海と日本PROJECT尼崎の運河体験～歩いて、乗って、食べて、学ぼう～ 2021年8月19日 8:30～12:00 武庫川周辺

海と日本PROJECT活動事例発表会 2021年8月19日 13:00～18:00 中央北生涯学習プラザ

海と日本PROJECT庄下川の学びと清掃活動
2021年8月20日 9:00～12:00、
13:45～15:00 尼崎商工会議所、庄下川周辺

海と日本PROJEGT尼崎城見学 2021年8月20日 15:00～16:00 尼崎城

豊かな海を守ろう！ひょうごシーレンジャー！in瀬戸内海 8月1日9：00～18：00（仮） 明石市

豊かな海を守ろう！ひょうごシーレンジャー1 in日本海 8月15日9：00～18：00（仮） 豊岡市

海と日本PROJECTうみごみゼロウィークゴミ拾い 5月 栃木県

海と日本PROJECTうみぽすワークショップ 7月 栃木県

海と日本PROJECT栃木発！海とのつながり発見隊 8月 栃木県・茨城県

海と日本PROJECTさばける塾 11月 栃木県

オリジナルイベント山梨と海のつながりを調査！～山から海を守り隊～ 8月8日（予定） 山梨県内各所、および静岡県

さばける塾inやまなし 未定 山梨秀峰調理師専門学校

うみぽすグランプリinやまなし 未定 甲府駅北口よっちゃばれ広場

海と日本PROJECT「私たちの若狭高浜ベイ・ブルース～アジア最高のピーチ探検～こども調査団」 6月～10月 福井県高浜町周辺

海と日本PROJECT応援動画30本の制作・放送 5月～12月 福井県内全域

海と日本PROJECT訴求映像（15秒）3パターンの制作・放送
※海と体験する機会、海洋ごみ対策など

5月～12月 福井県内全域

海と日本PROJECT首都圏PRイベント 10月 東京

海と日本プロジェクトｉｎ埼玉

県実行委員会
海と日本プロジェクトin埼玉県（海と日本2021） 未定 9月中を予定 埼玉県長瀞町、東京都港区など

海と日本プロジェクトin長野「信州サバ調査隊」森の調査
7月31日9：00～16：00（予
定）

長野県山ノ内町（予定）

海と日本プロジェクトin長野「信州サバ調査隊」海の調査
8月4日～5日9：00～17：00
（予定）

福井県小浜市（予定）

うみぽすワークショップ～海と日本プロジェクト～ 9月25日 （予定） 長野県松本市（予定）

さばける塾in長野～海と日本プロジェクト～ 11月13日（予定） 長野県長野市（予定）

海と日本プロジェクトCHANGE FOR THE BLUEしまね一斉清掃 4月～12月 島根県内各地

海と日本プロジェクトCHANGE FOR THE BLUE しまねごみゼロの日一斉ライトアップ 5月～7月（調整中） 島根県内各地

海と日本プロジェクトGHANGE FOR丁HE BLUE 松江水郷祭一斉ごみ拾い 8月～9月 （調整中） 島根県松江市

海と日本プロジェクトCHANGE FOR THE BLUE しゃんしゃん傘踊り一斉ごみ拾い 8月～9月 （調整中） 鳥取県鳥取市

海と日本プロジェクトｉｎ浜名

湖実行委員会

～海と日本プロジェクト～ うれsea たのsea はまなこshow
2021（海と日本2021） ～海と日本プロジェクト～うれseaたのseaはまなこshow2021

7月10日(土)、11日(日)
両日とも10：00～16：00 ボートレース浜名湖

海ごみゼロウィーク期間ゴミ拾い～海と日本PROJECT～ 5月30日～6月8日 岐阜県

ぎふ・山川海のつながり見つけ隊～海と日本PROJECT～ 7月下旬～8月上旬 岐阜県・三重県

さばける塾in岐阜県～海と日本PROJECT～ 10月上旬 岐阜県

藤前干潟クリーン大作戦 5月29日、10月23日（予定） 藤前干潟

名古屋キャンピングカーフェア2021AUTUMN、名古屋キャンピングカーフェア2022SPRING
2021年10月9・10日、2022年
3月の2日間（予定）

ポートメッセなごや（2021AUTUMN）、2022
SPRINGは未定

環境デーなごや全市一斉クリーンキャンペーン 6月（予定） 名古屋市全学区

海と日本PROJECT CHANGE FOR THE BLUE小学校高学年向けESD教材授業(仮) 2021年5月～22年3月（予定） 名古屋市港区の小学校など5箇所（予定）

海と日本PROJECT CHANGE FOR THE BLUE海ごみってなあに？レゴできれいな海を作りましょ
う！（仮）

7～8月（予定） レゴランド・ジャパン　シーライフ名古屋

海と日本PROJECT CHANGE FOR THE BLUE試合名（仮） 5月～22年3月（予定）
豊田スタジアム、岐阜メモリアルセンター長良川競技

場（予定）

海と日本PROJECT CHANGE FOR THE BLUE折兼コラボ商品（仮）
2021年5月～2022年3月（予
定）

実施店舗（未定）

海と日本プロジェクトｉｎ東京

実行委員会
海と日本プロジェクトin東京（海と日本2021） 海洋インフォグラフィックコンテストin東京 8月1日（予定）

羽田空港国際線ターミナルTIAT SKY HALL（ティ
アットスカイホール）

～能登半島・内浦海のヒミツ調査隊～海と日本PROJECT（仮題）
8月18日（水）8：00～8月20
日（金）18：00 石川県能登町

能登さいはての珠洲海の恵みと漂着物のナゾ～海と日本PROJECT（仮題）
8月2日（月）8：00～8月4日
（水）18：00 石川県珠洲市

海と目本PROJECTしまねの特産守り隊（仮） 7月～8月 島根県隠岐郡

海と日本ＰＲＯＪＥＣＴｉｎ沖

縄県実行委員会
海と日本プロジェクトin沖縄県（海と日本2021）

吉川慎之介記念基金
子どもの安全－水辺の活動と安全・水難事故防止啓発活動

（海と日本2021）

全国高校生まちづくりサミット

２０２１ｉｎ尼崎実行委員会

全国高校生まちづくりサミット2021in尼崎（海と日本
2021）

海と日本プロジェクトｉｎ福井

県実行委員会
海と日本プロジェクトinふくい（海と日本2021）

海と日本プロジェクトｉｎ長野

県実行委員会
海と日本プロジェクトin長野（海と日本2021）

ＣＨＡＮＧＥ ＦＯＲ ＴＨＥ Ｂ
ＬＵＥ しまね実行委員会

ブルーブリッジしまね プロジェクト（CFB・海と日本
2021）

海と日本ＰＲＯＪＥＣＴ ｉｎ
ひょうご実行委員会

海と日本ＰＲＯＪＥＣＴ inひょうご（海と日本2021）

海と日本プロジェクトｉｎ栃木

県実行委員会
海と日本プロジェクトin栃木県（海と日本2021）

海と日本プロジェクトｉｎやま

なし実行委員会
海と日本プロジェクトinやまなし（海と日本2021）

海と日本プロジェクトｉｎしま

ね実行委員会
海と日本プロジェクトinしまね（海と日本2021）

海と日本プロジェクトｉｎ岐阜

県実行委員会
海と日本プロジェクトin岐阜県（海と日本2021）

海と日本プロジェクトｉｎ愛知

県実行委員会

CHANGE FOR THE BLUE in 愛知（CFB・海と日本
2021）

海と日本プロジェクトｉｎ石川

県実行委員会
海と日本プロジェクトinいしかわ（海と日本2021）



海と日本プロジェクト２０２１　実施予定イベント一覧

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント実施は内容変更・延期・中止となる場合がございます。

団体名 事業名 イベント名 日時 場所

海と日本PROJECTさばける塾（仮） 9月～10月（調整中） 島根県内

海と日本PROJECTクロマグロを追え！とっとり名産探し隊（仮）
8月1日 9：00～8月2日16：00
（予定）

鳥取県米子市、境港市

海と日本PROJECTさばける塾inとっとり（仮）
8月22日 9：00～15：00（予
定）

鳥取県鳥取市

「海と日本PROJECT in やまぐち ぶち海体験隊Ⅱ 海の異変を調査せよ！」1日目 7月4日（日）10：00～15：30 山口県周防大島町 大島文化センター、なぎさ水族館

「海と日本PROJECT in やまぐち ぶち海体験隊Ⅱ 海の異変を調査せよ！」2日目 8月3日（火）10：00～15：30
山口県周防大島町 大島文化センター、ニホンアワサ
アンゴ群生地

「海と日本PROJECT in やまぐち ぶち海体験隊Ⅱ 海の異変を調査せよ！」3日目
8月19日（木）10：00～15：
30 参加者自宅またはKRY山口放送(山口県周南市)

「海洋ごみ問題の今～海と日本PROJECT～」動画10本の制作・放送 2021年4月～7月 福井県全域

海洋ごみ問題に関するアンケート調査～海と日本PROJECT～ 2021年5月・11月 福井県全域

海ごみゼロウィークー斉ごみ拾い～海と日本PROJECT～ 2021年5月～11月 福井県全域

福丼カップごはんとカップホルダーデザインコンテスト～海と日本PROJECT～ 2021年5月30日 福井県産業会館

福丼カップごはん用ホルダー開発～海と日本PROJECT～ 2021年5月～10月 福井県全域

「海洋ごみ削減ステッカー～海と日本PROJECT～」制作・配布 2021年5月～12月 福井県全域

海洋ごみ出前事業in福井～海と日本PROJECT～ 2021年6月～10月 福井県全域

海洋ごみを学習！～海と日本PROJECT～ 2021年8月～9月 福井県全域

スポーツフェス（福丼県フェス）～海と日本PROJECT～ 2021年10月1日 福井県営陸上競技場9.98スタジアム前広場

海と日本プロジェクトｉｎ愛知

県実行委員会
海と日本プロジェクトin愛知県（海と日本2021） ウナギや稚魚が暮らせる海を守ろう！愛知オーシャンプロジェクト！ 7～8月で検討中 愛知県豊橋市など

能登里海教育研究所
ストップ!海洋ごみプロジェクトｉｎいしかわ（CFB・海と
日本2021）

海と日本PROJECTはだしのコンサートin京都琴引浜 6月6日予定 京丹後市網野町掛津区琴引浜一帯

海と日本PROJECT 祇園祭ごみゼロキャンペーン 7月14日～16日終日予定 舐園祭実施工リアー帯

海と日本PROJECT京都サンガF.C.ごみゼロキャンペーン 未定 サンガスタジアムby KYOCERA

京都学生祭典with海と日本PROJECT in京都 10月10日終日 平安神宮一帯

ＣＨＡＮＧＥ ＦＯＲ ＴＨＥ Ｂ
ＬＵＥ ｉｎとっとり実行委員会 とっとり海ごみゼロプロジェクト（CFB・海と日本2021） 海と日本PROJECTとっとり海ごみ清掃ウオークラリー（仮）

5月31日 9：00～12：00（予
定）

鳥取県米子市

海と日本PROJECT海ごみ×eスポーツフェスティバル（仮）
8月7日 9：00～15：00（予
定）

鳥取県米子市

海と日本PROJECTガイナーレ鳥取海ごみゼロスペシャルマッチ（仮）
9月18日 16：00～20：00（予
定）

鳥取県鳥取市

海と日本プロジェクトｉｎ大分

県実行委員会
海と日本プロジェクトin大分県（海と日本2021） 海と日本PROJECT in大分県オリジナルイベント「おおいた海の伝道師育成塾」 5月～8月調整中 大分県中津市ほか

ナガノコレクション～CFB・海と日本プロジェクト～
5月5日9：00～16：00（予
定）

長野県長野市（予定）

諏訪湖一斉清掃～CFB・海と日本プロジェクト～
5月30日9：00～12：00（予
定）

長野県諏訪市、岡谷市、下諏訪町（予定）

J3AC長野パルセイロスタジアムー斉清掃～CFB・海と日本プロジェクト～
5月30日9：00～12：00（予
定）

長野県長野市（予定）

J2松本山雅FCスタジアムー斉清掃～CFB・海と日本プロジェクト～
5月30日9：00～12：00（予
定）

長野県松本市（予定）

ふくしま海ごみ削減プロジェクト「一斉清掃活動」 6月～12月 いわき市、郡山市、南相馬市、福島市、会津若松市等

いわきFG公式戦「海ごみゼロマッチ」（仮） 6月予定 いわき市

スポGOMI甲子園福島県予選 7月予定 郡山市、福島市等

海ガメへの手紙（仮） 7月予定 いわき市

海と日本ＰＲＯＪＥＣＴｉｎ鹿

児島実行委員会
海と日本PROJECTin鹿児島（海と日本2021） われはうみの子探検隊～日本財団海と日本PROJECT in 鹿児島 2021年7月～12月（仮） 鹿児島県内一円

海と日本プロジェクトｉｎみや

ぎ実行委員会
海と日本プロジェクト in みやぎ（海と日本2021）

海と日本PROJECTオリジナルイベント 「カツオを愛し、カツオに愛される気仙沼の海を感じ隊
2021」（仮）

8月1日（日）～9月30日（木）
予定

気仙沼市

160万人海ごみゼロ運動『拾い箱プロジェクト』～日本財団海と日本PROJECTin鹿児島～ 2021年4月～2022年3月 鹿児島県内一円

160万人海ごみゼロ運動『海ごみゼロ！フェス』～日本財団海と日本PROJECTin鹿児島～ 2021年8月（仮） 鹿児島市磯海水浴場

160万人海ごみゼロ運動『海ごみゼロ！ナイトアクアリウム』～日本財団海と日本PROJECTin鹿児
島～

2021年10月（仮） 鹿児島市鹿児島水族館

海と日本プロジェクトinえひめ　2021オリジナルイベント「佐田岬海の合宿合宿」（仮称）
2021年7月～8月 1泊2日（予
定）

愛媛県伊方町周辺

海と日本プロジェクトかがわとえひめ活動報告（仮）
2021年7月～8月の週末の1日
10:00～16:00 せとうち旬彩館（東京都港区新橋2－19－10

海と日本プロジェクトinえひめ 応援動画収録・放送年間30本 2021年5月～10月（予定） 愛媛県内各所海岸・海浜公園・島岨部など

海と日本プロジェクトキッズマリン体験inアンカレッジ・マリーナ（仮）
2021年7月20日予定 9:00～
15:30 松山市北条

砂浜用ゴムマット開発 2021年5月下旬～7月
a古タイヤをリサイクルしたゴムマット開発 b．事業
化に向けた検討

行政と連携したバリアフリービーチイベント 2021年7月～8月 山形県鶴岡市・酒田市・遊佐町

清掃活動 通年 山形県内海岸

海と日本プロジェクトｉｎかが

わ実行委員会
海と日本プロジェクトinかがわ（海と日本2021） 海と日本プロジェクトinかがわ   かがわseaマスターしまうみええもん発見隊 2021年7月下旬～8月中旬 観音寺市、三豊市

ゼログラヴィティ バリアフリーマリンレジャー事業（海と日本2021） ※イベントを実施しないため、イベント名確認書は推進パートナー名のみ記載

海と日本プロジェクトｉｎかな

がわ実行委員会
海と日本プロジェクトinかながわ（海と日本2021） 海と日本PROJECT『新聞記者になって“かながわ海新聞”をつくろう！』（仮） 7・8月頃に2日間実施予定 神奈川県内

山口・海ごみゼロ維新プロジェクト山口市小郡地区連携ごみ０大作戦   ～海と日本PROJECT～ 6月5日（仮）13：00～15：00 山口市立小郡南小学校と新山口駅周辺

山口・海ごみゼロ維新プロジェクト　レノファ山口FC分別維新～海と日本PROJECT～
6月27日（仮）16：00～22：
00 維新みらいふスタジアム

山口・海ごみゼロ維新プロジェクト山口七夕ちょうちんまつり～海と日本PROJECT～
8月6日17：30～21：30、8月7
日17：30～21：30 山口市中心商店街など

山ロ・海ごみゼロ維新プロジェクト拾い箱～海と日本PROJECT～
10月3日（仮）10：00～14：
00 山口市内公共施設

海と渚環境美化・油濁対策機構
全国海浜清掃活動の推進（海でつながる）（海と日本

2021） 全国に海浜清掃用ごみ袋を配布（海と日本プロジェクト） 4月～12月 全国各地で実施

海と日本プロジェクトｉｎ岩手

実行委員会
海と日本プロジェクトin岩手（海と日本2021） マリンキッズプロジェクトin宮古～海と日本PROJECT～

7月～9月　※1泊2日想定
10:00～17:00 岩手県宮古市

海と日本プロジェクトｉｎしま

ね実行委員会
海と日本プロジェクトinしまね（海と日本2021）

海と日本プロジェクトｉｎとっ

とり実行委員会
海と日本プロジェクトinとっとり（海と日本2021）

海と日本プロジェクトinやまぐち（海と日本2021）海と日本プロジェクトｉｎやま

ぐち実行委員会

ふくしま海ゴミ削減プロジェク

ト実行委員会

ふくしま発世界へ！海ごみ抑制「FUKUSHIMA宣言」
（CFB・海と日本2021）

ＣＨＡＮＧＥ ＦＯＲ ＴＨＥ Ｂ
ＬＵＥ鹿児島実行委員会

水族館と連携したオリジナルイベントや「拾い箱」による

海洋ごみ削減・周知啓発（CFB・海と日本2021）

海と日本プロジェクトｉｎえひ

め実行委員会
海と日本プロジェクトinえひめ（海と日本2021）

福丼県プロジェクト実行委員会
丼ぶり王国 福井県民による海ごみゼロプロジェクト
（CFB・海と日本2021）

ＣＨＡＮＧＥ ＦＯＲ ＴＨＥ Ｂ
ＬＵＥ ｉｎ 京都実行委員会

CHANGE FOR THE BLUE in 京都（CFB・海と日本
2021）

ながの海ごみゼロプロジェクト

実行委員会
ながの海ごみゼロプロジェクト（CFB・海と日本2021）

ドリームやまがた里山プロジェ

クト

自動車廃材のリサイクル製品でバリアフリービーチを創出

（CFB・海と日本2021）

海ごみゼロ維新プロジェクト実

行委員会

山口・海ごみゼロ維新プロジェクト（CFB・海と日本
2021）



海と日本プロジェクト２０２１　実施予定イベント一覧

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント実施は内容変更・延期・中止となる場合がございます。

団体名 事業名 イベント名 日時 場所

海と日本PROJECT in京都　海の京都調査隊
7月28日7：00～7月29日17：
00（1泊2日）（予定） 京都府宮津市

海と日本PROJECT in京都さぱける塾 10月 10：00～12：00（予定） 京の食文化ミュージアムあじわい館（京都市）

海洋体験学校in宮津～海と日本PROJECT～  9月 9：00～15：00（予定） 宮津市立栗田小学校

海と日本プロジェクトｉｎ三重

県実行委員会
海と日本プロジェクトin三重県（海と日本2021） 海と日本PROJECT in三重県みえのうみ通信社 8月上旬1泊2日※予定 三重県内

海と日本プロジェクトｉｎ滋賀

県実行委員会
海と日本プロジェクトin滋賀県（海と日本2021） 海と日本プロジェクトin滋賀県「食卓から未来のうみを守り隊」 6月～10月 滋賀県・大阪府

マリンピングinかもめ島プレオープン内覧会～海と日本PROJECT～
【仮】7月12日（月）～16日
（金）14：00～17：00 かもめ島（江差町鴎島）

マリンピングinかもめ島プレオープン体験会～海と日本PROJECT～
【仮】7月21日（水）～25日
（日）14：00～17：00 かもめ島（江差町鴎島）

マリンピングinかもめ島オープニングセレモニー～海と日本PROJECT～
【仮】8月20日（金）14：00～
15：00 かもめ島（江差町鴎島）

マリンピングinかもめ島子どもキャンプモニタ体験～海と日本PROJECT～
【仮】8月28日（土）10：00～
29日（日）15：00 かもめ島（江差町鴎島）

マリンピングinかもめ島海洋体験フォーラム～海と日本PROJECT～
【仮】10月24日（日）13：30
～15：00 【仮】函館蔦屋書店（函館市石川町）

BLUESANTA ～海と日本PROJECT～
2021年6月、7月22日（海の
日）

横浜駅西口、神奈川県江の島および全国

釘のない海の家 ～海と日本PROJECT～
2021年7月1日～2021年8月31
日

神奈川県江の島海水浴場片瀬東浜

よさこい祭り～海と日本PROJECT～ 8月 高知市内よさこい祭り会場

海と日本PROJECTが高知をジャック！※詳細は決定次第ご連絡させていただきます。 4月～12月 高知城・高知駅・ひろめ市場・アーケード街等

海と日本PROJECT BO－SO海ごみゼロにし隊（自治体や県内金融機関と連携した海ゴミゼロ活動・
清掃活動）

4月 千葉県一宮町

海と日本PROJECT BO－SO海ごみゼロにし隊（学校や市民向け授業講座） 4月 千葉県内（小学校や公民館など）

海と日本PROJECT BO－SO海ごみゼロにし隊（SDGsインデックス「海に優しい企業キャンペー
ン」＆ビジネスモデルコンテスト）

8月 千葉市他

海と日本PROJECT BO－SO海ごみゼロにし隊（スポGOMI甲子園予選大会） 4月 千葉県内

国際法学会
海における「法の支配」を担う人材育成（アジア太平洋・

ユーラシア地域）（海と日本2021） 国際法模擬裁判大会「2021年アジア・カップ」～海と日本PROJECT～ 8月17日・18日
東京都千代田区イイノホール＆カンファレンスセン

ター

今治海Kids倶楽部「海のつながりをデザインする講演会」～海と日本PROJECT～
5月16日（日）13：00～16：
00 今治港みなとホール

今治海Kids倶楽部　海がだいすき～海と日本PROJECT～ 7月25日（土）9：00～16：00 今治港は一ばり一

今治海Kids倶楽部「これからの海よ人との関係」～海と日本PROJECT～
11月7日（土）13：00～16：
00 今治港　みなとホール

海と日本PROJECT「スポGOMI甲子園茨城県予選」（仮称） 5月～12月（調整中） 茨城県内（未定）

海と日本PROJECT「海ごみを学ぶシーボーンアートワークショップ」（仮称） 5月～8月（調整中） 茨城県内（未定）

海と日本PROJECT「海岸清掃大作戦inいばらき」（仮称） 5月～12月（調整中） 茨城県内（未定）

海の学びと創作プログラム～海と日本PROJECT～ 2021年7月～11月 福岡県福岡市

フィールドワーク～海と日本PROJECT～ 2021年7月～10月
a．長崎県平戸市
b．長崎県小値賀町野崎島等
c．長崎県波佐見町

絵画制作と展示～海と日本PROJECT～ 2021年12月 福岡県福岡市

海と日本PROJECTみがえれ！ぼくたちのアオサノリ～アオサノリが生息する徳島県の海を体験して
遊ぼう！～

7月初旬※予定 徳島県徳島市

海と日本PROJECTみがえれ！ぼくたちのアオサノリ～アオサノリを復活させよう！～ 8月初旬※予定 徳島県徳島市

海と日本PROJECTみがえれ！ぼくたちのアオサノリ～オリジナルアオサノリ商品お披露目会～ 9月初旬※予定 徳島県徳島市

次世代価値コンソーシアム 海のおもいで創造プロジェクト（海と日本2021）
海のおもいで創造体験プログラム（名称仮）

※催行日程・場所等確定次第、随時更新致します。
2021年7月～8月（予定） 鎌倉材木座海岸（予定）

ナナナマリーナ 7月1日～（予定） 神奈川県　鎌倉由比ガ浜

CFBオリジナル番組イペント 5月1日～（予定） 未定

CHANGE FOR THE BLUE ｉｎ
かがわ実行委員会

CHANGE FOR THE BLUE inかがわ（CFB・海と日本
2021） CHANGE FOR THE BLUE inかがわ  海ごみゼロウイークキックオフワークシヨツプ（仮称） 2021年5月下旬～6月上旬 高松市

海と日本プロジェクトｉｎ長崎

県実行委員会
海と日本プロジェクトinながさき（海と日本2021） GO！TO！五島うみキッズ（仮）～海と日本PROJECT～ 2021年7月下旬～8月 五島市ほか

「熊本海のふりかけプロジェクト2021」～海と日本PROJECT～ 2021年7月～9月 熊本県荒尾市熊本県合志市（もしくは熊本市益城町）

世界有数の生息地で「タツノオトシゴくらぶ」を結成、グッズ商品を開発 2021年7月～8月 水俣市湯の児海水浴場周辺

清掃活動（仮） 2021年4月～12月 秋田県内5ヶ所以上

地域の団体・催し・資源等との連携（仮） 2021年4月～2022年3月 鹿角市・男鹿市・由利本荘市

スポGOMI甲子園 2021年4月～2022年3月 秋田市

「清掃活動」～CHANGE FOR THE BLUEin青森県～ 4月1日～12月31日 青森県

「プロスポーツチームとのコラボマツチ」～CHANGE FOR THE BLUE in青森県～ 4月1日～12月31日 青森市

「スボGOMI甲子園青森県大会の運営」 4月1日～12月31日 青森県

「拾い箱の設置と運営」～CHANGE FOR THE BLUE in青森県～ 4月1日～12月31日 青森県

海と日本ＰＲＯＪＥＣＴｉｎふ

くしま実行委員会
海と日本PROJECT in ふくしま（海と日本2021） 海と日本プロジェクトinふくしま 「潮目冒険サーフィンツアー～はじめての海」（仮） 6月～10月 福島県南相馬市・北泉海岸ほか

海と日本プロジェクトｉｎみや

ざき実行委員会
海と日本プロジェクト in みやざき2021（海と日本2021） 海と日本PROJECT 宮崎の海を学ぽう！サーフィン編 7月1日～10月31日

宮崎白浜キャンプ場 〒889－2164宮崎県宮崎市折生
迫6600－1

逗子映画祭期間中の海岸清掃活動（海と日本PROJECT）
4月29日、5月5日 6：00～7：
00予定 逗子海岸

小田原北條五代祭（海と日本PROJECT） 5月2日、3日 小田原市内周辺

江ノ島灯台ライトアップ点灯式＆公開生放送、片瀬東浜ごみ拾い活動  （海と日本PROJECT）
5月末日近辺予定  13：00～
18：30 江ノ島灯台付近

第40回横浜開港祭（海と日本PROJECT） 6月上旬 横浜臨港パーク周辺

横浜グルメンタ 2021（海と日本PROJECT） 6月12日、13日 みなとみらい　赤レンガ倉庫

平塚七タまつり（海と日本PROJECT） 7月2日～4日 平塚市市内周辺

逗子海岸・鎌倉由比ヶ浜海岸全ビーチハウスでの毎日の清掃活動（海と日本PROJECT）
7月17日～9月20日　17：00～
18：00 逗子海岸由比ガ浜海岸

江差観光コンベンション協会
江差町の海洋資産を活かした海洋体験の拠点化事業（海と

日本2021）

海さくら 海のごみ拾いの全国展開の基盤推進（海と日本2021）

高知クリーンアッププロジェク

ト実行委員会

よさこい祭り・高知市商店街と連携した海洋ごみ削減・周

知啓発（CFB・海と日本2021）

海と日本プロジェクトｉｎ京都

実行委員会
海と日本プロジェクトin京都（海と日本2021）

山王ひなた美術教室 海の学び舎（海と日本2021）

海と日本ＰＲＯＪＥＣＴｉｎと

くしま実行委員会
海と日本プロジェクトinとくしま（海と日本2021）

海と日本プロジェクトｉｎ東京

実行委員会
CHANGE FOR THE BLUE in東京（CFB・海と日本2021）

ＣＨＡＮＧＥ ＦＯＲ ＴＨＥ Ｂ
ＬＵＥ 千葉県実行委員会 BO-SO海ごみゼロにし隊（CFB・海と日本2021）

今治シビックプライドセンター 今治海kids倶楽部（海と日本2021）

ＣＨＡＮＧＥ ＦＯＲ ＴＨＥ Ｂ
ＬＵＥ いばらき実行委員会

CHANGE FOR THE BLUE いばらき（CFB・海と日本
2021）

神奈川 守ろう！私達の綺麗な海
実行委員会

海を守ろう！～神奈川県民の意識を変革せよ～プロジェク

ト（CFB・海と日本2021）

海と日本プロジェクトｉｎくま

もと実行委員会
海と日本プロジェクトinくまもと（海と日本2021）

ＣＨＡＮＧＥ ＦＯＲ ＴＨＥ Ｂ
ＬＵＥ ｉｎ秋田県実行委員会

CHANGE FOR THE BLUE in秋田県（CFB・海と日本
2021）

ＣＨＡＮＧＥ ＦＯＲ ＴＨＥ Ｂ
ＬＵＥ ｉｎ青森実行委員会

CHANGE FOR THE BLUEin青森県（CFB・海と日本
2021）



海と日本プロジェクト２０２１　実施予定イベント一覧

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント実施は内容変更・延期・中止となる場合がございます。

団体名 事業名 イベント名 日時 場所

リビエラナイトマリーナ＆加山雄三カップ（海と日本PROJECT） 10月9日～11日 予定 リビエラ逗子マリーナ

横浜中華街～ブルーチャイナタウン～（海と日本PROJECT）
2022年1月～3月の期間内5日間
予定

横浜中華街チャイナタウン80周辺

日田川開き観光祭
2021年5月22日・23日（いず
れか1日の可能性あり） 日田市内

未定
2021年5月30日 10：00～15：
00 田ノ浦ビーチ

CHANGE FOR THE BLUE DAY2021（仮） 2021年6月～12月のいずれか 昭和電工ドーム大分周辺

海と日本プロジェクトｉｎ岡山

実行委員会
海と日本プロジェクトin岡山（海と日本2021）

ぼくたち笠岡アイランドホッパーズ！～笠岡諸島の個性を見つける旅～（海と日本PROJECTin岡
山）

2021年2月22日～2022年3月
31日 岡山県全域

海と日本PROJECT海と灯台ウィーク 2021月11日1日～11月8日 全国

海と日本PROJECT海と灯台フォーラム 2021月11日1日～11月8日 首都圏

海と川をきれいにする日（海と日本PROJECT CHANGE FOR THE BLUE一斉ごみ拾い） 2021年6月6日（日）予定 富山市岩瀬浜ほか

海岸をきれいにする日（海と日本PROJECT CHANGE FOR THE BLUE一斉ごみ拾い） 2021年7月4日（日）予定 富山市岩瀬浜ほか

ふるさと美化大作戦（海と日本PROJECT CHANGE FOR THE BLUE一斉ごみ拾い） 2021年8月22日（日） 富山市全域

小学校モデル授業（海と日本PROJECT）
2021年7月～2021年11月（調
整中）

富山市内の小学校

親子フォーラム（海と日本PROJECT）
2021年4月～2022年3月（調整
中）

富山市内

スポGOMI甲子園（海と日本PROJECT）
2021年6月～2021年10月（調
整中）

富山市内

まちなかイベント連携（仮）（海と日本PROJECT）
2021年6月～2022年1月（調整
中）

富山市内

CHANGE FOR THE BLUE Collection（海と日本PROJECT）
2021年9月～2021年12月（調
整中）

富山市内

海なし県から海ごみゼロを目指してごみ拾い～海と日本PROJECT～
（地域の団体・催しと連携 ex県内花火大会、 FC岐阜etc） 4月～12月 岐阜県内5カ所以上

河川から海を学ぽう～海と日本PROJECT～ 4月～12月 河川環境楽園及び世界淡水魚園水族館

オリジナルトレーでリサイクル促進～海と日本PROJECT～ 4月～12月 岐阜県

スポGOMI甲子園～海と日本PROJECT～ 4月～12月 岐阜県

全国灯台文化価値創造フォーラ

ム
海と灯台調査研究事業（海と日本2021） 海と日本PROJECT海と灯台ウィーク 2021月11日1日～11月8日 全国

【仮】オリンピックおもてなし大作戦 2021年7月【仮】 札幌市

【仮】ゴミステーションコンペティション 2022年1月【仮】 札幌市

認定表敬記者発表

※プロジェクトの特性上、エリアが決定し、アニメ動画が完成した後に日時・場所が確定します
5月～6月 認定したエリア10か所の自治体役所

完成表敬記者発表 11月～2月 認定したエリア10か所の自治体役所

海ノ民話上映会＆フィールドワーク 11月～2月 認定したエリア10か所の公民館等

海と日本プロジェクトｉｎ佐賀

実行委員会
海と日本プロジェクトin佐賀県（海と日本2021） 有明海SAGANキッズ2021～干潟を調査せよ：国連海洋科学の10年～ 8月上旬（夏休み中） 佐賀県佐賀市、鹿島市

清掃活動（仮） 2021年5月～12月 長崎県内5カ所以上

地域の団体・催し・資源等との連携1 2021年5月～12月
内容：   A．てんきゅフェス（清掃、ブース設置）
B．小学校（出前授業、教材制作、教育委員会を通じ
た配布、時期：5月～11月）   C．ごみ収集指定管理

地域の団体・催し・資源等との連携2 2021年5月～12月

内容：   A．海洋ごみを扱った10本以上の映像制作、
放映   B．地元著名人、タレントを起用した海洋ごみ
問題訴求動画制作

認定表敬記者発表 5月～6月 認定したエリア3か所の自治体役所

完成表敬記者発表 11月～2月 認定したエリア3か所の自治体役所

海ノ民話上映会＆フィールドワーク 11月～2月 認定したエリア3か所の公民館等

いわて海ごみなくし隊実行委員

会
いわて海ごみなくし隊（CFB・海と日本2021） いわて海ごみなくし隊～海と日本PROJECT～

4月1日 10：00 ～ 3月31日
17：00 岩手県内

海と日本PROJECT in三重県 海ごみゼロウィークみえクリーンアップ大作戦 5月30日～6月8日 県内3カ所を予定

海と日本PROJECT in三重県 三重とこわか国体おもてなしスポGOMI 9月上旬 県内

うみゴミ対策琵琶湖プロジェク

ト実行委員会

海ごみPR大使・野洲のおっさんと広めよう ぐるっとびわ湖
BLUEの輪（CFB・海と日本2021） 海と日本プロジェクト「野洲のおっさんびわ湖1周ごみ拾い行脚」 5月～10月 滋賀県

「20以上の企業・団体に海と日本プロジェクトの「推進パートナー」に新たに登録してもらう」～
海と日本PROJECT～ 4月1日～3月31日 山形県

「エリア内の団体・企業とコラボレーションした企画の実施」～海と日本PROJECT～ 4月1日～3月31日 山形県

「テーマに沿ってプロジェクト訴求を目的とした15秒動画を3本制作する」～海と日本PROJECT～ 4月1日～3月31日 山形県

「山形県内の海に関するイペントやアクティビティー等の2分程度の紹介動画を30本もしくは20本以
上総尺4,500秒以上制作する」～海と日本PROJECT～ 4月1日～3月31日 山形県

「公式ウェブサイトにて、県内の海に関するニュースを50本発信し、年間60000PVを達成する。ま
た、丁witter等のSNSを運用し、公式サイトと連携した情報発信を通じて50万エンゲージメント以上
フォロワー300人以上増を獲得する」～海と日本PROJECT～

4月1日～3月31日 山形県

「オリジナルイベントやまがた海洋塾の実施」～海と日本PROJECT～ 7月1日～8月31日 山形県

「海と日本プロジェクトにて全国展開する事業等との連携企画を10回程度実施する」～海と日本
PROJECT～ 4月1日～3月31日 山形県

「首都圏でプロジェクトのPRイベントを実施する」～海と日本PROJECT～
4月1日～3月31日 山形県

「海と日本プロジェクト2021で予定されている重要施策及び公式サイト特集ページと連携した取り
組みを実施する」～海と日本PROJECT 4月1日～3月31日 山形県

海と日本PROJECT inえひめ連携 海岸・河川・その他清掃活動 2021年5月～10月（予定） 愛媛県内各所

海と日本PROJECT inえひめ 海ごみゼロウィークでのPRイベント・啓発活動 2021年5月～2021年6月 愛媛県松山市

海と日本PROJECT inえひめ FC今治等、県内スポーツチームとの連携した清掃活動とPR活動 2021年5月～10月（予定） 愛媛県内各所（中予地域、東予地域、南予地域）

瀬戸内オーシャンズX広報活動ほか、海と日本PROJECT inえひめ連携事業 2021年4月～2022年3月 愛媛県内各所

海ごみゼロウィーク集中ごみ拾い開催と定期継続 ～海と日本PROJECT～（仮） 5月～ 長崎県内各所

海洋ごみ学習イペント～海と日本PROJECT～（仮） 6月～9月ごろ 長崎県内島原半島（島原鉄道列車利用想定）

中型連携企画（拾い箱施策）～海と日本PROJECT～（仮
）

7月～12月予定 長崎県内

小型連携企画（ごみマップ）～海と日本PROJECT～（仮） 7月～12月予定 長崎県内

神奈川 守ろう！私達の綺麗な海
実行委員会

海を守ろう！～神奈川県民の意識を変革せよ～プロジェク

ト（CFB・海と日本2021）

ＣＨＡＮＧＥ ＦＯＲ ＴＨＥ Ｂ
ＬＵＥ ｉｎ大分実行委員会

CHANGE FOR THE BLUE in大分（CFB・海と日本2021）

全国灯台文化価値創造フォーラ

ム
海と灯台ネットワーク事業（海と日本2021）

日本昔ばなし協会 海ノ民話のまちプロジェクト（海と日本2021）

ＮＥＸＴながさき☆ごみゼロプ

ロジェクト実行委員会

NEXTながさき☆ごみゼロプロジェクト（CFB・海と日本
2021）

日本昔ばなし協会 海ノ民話のまち調査研究事業2021（海と日本2021）

ＣＨＡＮＧＥ ＦＯＲ ＴＨＥ Ｂ
ＬＵＥ ｉｎ富山実行委員会 CHANGE FOR THE BLUE in富山（CFB・海と日本2021）

海と日本プロジェクトｉｎ岐阜

県実行委員会

海なし県から海洋ごみなしプロジェクト（CFB・海と日本
2021）

ＣＨＡＮＧＥ ＦＯＲ ＴＨＥ Ｂ
ＬＵＥ ｉｎ北海道実行委員会

CHANGE FOR THE BLUE in北海道（CFB・海と日本
2021）

えひめ海ごみ調査プロジェクト

実行委員会

えひめ海ごみ調査プロジェクト2021（CFB・海と日本
2021）

海洋ごみをめぐる冒険と挑戦キャンペーン（CFB・海と日
本2021）

冒険する長崎プロジェクト実行

委員会

海と日本プロジェクトｉｎ三重

県実行委員会
CHANGE FOR THE BLUE in Mie（CFB・海と日本2021）

海と日本プロジェクトｉｎ山形

実行委員会
海と日本プロジェクトin山形県（海と日本2021）



海と日本プロジェクト２０２１　実施予定イベント一覧

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント実施は内容変更・延期・中止となる場合がございます。

団体名 事業名 イベント名 日時 場所

ウミガメと学ぷ海洋問題一ウミガメ保全体験プログラム 7月、9月、10月（仮） はざこネイチャーセンター、間越海岸

海岸漂着物で作る3R促進アートプログラム 9月、11月
はざこ渚の交番海辺の村交流館、はざこネイチャーセ

ンター、地域公民館

プラスチックのない海を目指して一プラスチックフリー推進プログラム 10月、11月（仮） 佐伯市内の海岸2カ所

海洋環境学習講座 9月、10月、11月（仮） 佐伯市内の学校またはオンライン

大阪湾を知ろう！2021 ～海と日本PROJECT～（仮題） 5月～9月 海遊館

北の海の生きものたち -海と日本PROJECT-（仮題） 5月～6月 北海道大学

海の宝アカデミックコンテスト優秀作品上映 -海と日本PROJECT-（仮題） 7月 函館市国際水産・海洋総合研究センター

海洋プラスチックとブルーオーシャン活動 -海と日本PROJECT-（仮題） 7月～8月 函館市中央図書館

函館2021夏・私たちの海の宝は守れるか？ -海と日本PROJECT-（仮題） 7月～8月 函館市中央図書館

津軽海峡を行き来して海の魅力を発見しよう！ -海と日本PROJECT-（仮題） 7月～8月 函館市・北斗市

練習船うしお丸のヒ・ミ・ツとワークショップ「ロープワーク」-海と日本PROJECT-（仮題） 7月～8月 函館市国際水産・海洋総合研究センター

海の中を覗いてみよう！ 海と日本PROJECT（仮題） 7月～8月 香川大学

2021札幌の夏・私たちは海の宝を守れるか？ -海と日本PROJECT-（仮題） 7月～8月 札幌市

2021海峡の夏・空から考える私たちの海の宝 -海と日本PROJECT-（仮題） 7月～8月 函館空港

海と日本PROJECT 鹿児島のサメを調べる～サメ解剖教室～ （仮題）
海と日本PROJECT 鹿児島のサ
メを調べる～サメ解剖教室～

（仮題）

未定

海の再生可能エネルギーで地球温暖化をくい止めよ！ -海と日本PROJECT-（仮題） 未定 かごしま水族館

未定 7月～8月 千葉市科学館

その‘‘サーモン”どこから来たの？2021 ～海と日本PROJECT～（仮題） 7月～8月 サケのふるさと千歳水族館

海の宝アカデミックコンテスト2021全国大会 -海と日本PROJECT-（仮題） 11月 北海道大学

離島経済新聞社
「美味しい!楽しい! 島の魚食図鑑」プロジェクト（海と日
本2021） 海と日本PROJECT 美味しい！楽しい！島の魚食図鑑を味わう！（仮） オンライン

海と日本プロジェクトｉｎ秋田

県実行委員会
海と日本プロジェクトin秋田県（海と日本2021） 由利本荘市調査隊 ～未来へ繋こう秋田の海～（仮） 7月～8月頃 由利本荘市

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

清水七タまつりでの海ごみに関する啓発活動 ～海と日本PROJECT～ 7月上旬 静岡県静岡市清水区

海と日本プロジェクトｉｎ青森

県実行委員会
海と日本プロジェクトin青森県（海と日本2021）

海と日本PROJECT 函館プリたれカツバーガーキックオフイペント（仮）
2021年5月1日 13：00～15：
00 函館蔦屋書店

海と日本PROJECT 学校給食連携WEEK 2021年9月6日～10日（仮） 函館市内の小学校10校

海と日本PROJECT ブリフェス2021
2021年10月10日～10月16日
（仮）

函館市内の飲食店及び函館蔦屋書店

海と日本PROJECT キッズサマースクール ～マグロの危機を救え！Road toマグロガーディアン～
（仮）

 8月17日（火）8：00～8月18
日（水）17：00（1泊2日） 静岡県静岡市および静岡県焼津市

海と日本PROJECT キッズサマースクール ～浜名湖探検隊～（仮）
9月7日（火）8：00～9月8日
（水）17：00（1泊2日） 静岡県湖西市および静岡県浜松市

海と日本プロジェクト BO－SO 海のめぐみ発見隊（オリエンテーション）（海の安全・環境を守る
仕事の体験型学習）

8月～ 銚子市

海と日本プロジェクト BO－SO 海のめぐみ発見隊（オリエンテーション）（ライフセーピングなど
命を守る仕事の体験型学習）

8月～ 館山市

海と日本プロジェクト BO－SO 海のめぐみ発見隊（体験レポート発表会） 9月～ 千葉市

海と日本プロジェクトｉｎ大阪

実行委員会
海と日本プロジェクトin大阪（海と日本2021） 海と日本プロジェクト「大阪湾のレア生物を探せ！」（仮） 2021年8月中（予定） 大阪府内の漁港や海辺などを予定

海と日本PROJECT 子ども海藻アカデミー春講座 5月3日 11：00～14：00※仮 北海道函館市

海と日本PROJECT アオノリでノリノリ！給食
7月12日～16日の間の3日間※
仮

北海道函館市、松前町の小学校3校

海と日本PROJECT アオノリフェア 7月15日～8月15日※仮 北海道函館市、東京都

海と日本PROJECT ホソメ昆布ツアー 7月17日～7月19日※仮 北海道奥尻町

海と日本PROJECT 函館朝市ミニ水族館講座
7月22日～8月29日の間の9日間
※仮

北海道函館市

海と日本PROJECT 子ども海藻アカデミー夏講座 8月5日※仮 北海道函館市

海と日本PROJECT 子ども海藻大使PR活動 9月～10月の間の2日間※仮 北海道函館市

海と日本プロジェクトin富山実
行委員会

海と日本プロジェクトin富山県（海と日本2021） 海と日本プロジェクト 富山こんぶ学校（調整中）
2021年6月～2022年2月（調整
中）

富山県

うみぞら映画祭2021in淡路島 ～海と日本PROJECT～
5月28日、29日、30日 16：00
～18：30 大浜海水浴場

ロハスフェスタ ～海と日本PROJECT～
5月29日、30日 10：00～16：
00 淡路島国営明石海峡公園

AWAHAWA2021（Awajishima＆Hawaii）～海と日本PROJECT～
5月29日、30日 11：00～16：
00 南あわじ市慶野松原海水浴場

海と日本PROJECT スポGOMI甲子園兵庫県大会 7月頃 10：00～12：00 須磨海浜公園（予定）

花みどりフェア【空の映画館】～海と日本PROJECT～ 9月 16：00～18：30 洲本市民広場

カンパイKOBE2021 ～海と日本PROJECT～ 10月下旬 14：00～18：00 神戸メリケンパーク or みなとのもり公園

海と日本プロジェクトin北海道
実行委員会

海と日本プロジェクトinガッチャンコ北海道（海と日本
2021） 【仮】海と日本プロジェクトin北海道 ～オホーツク流氷調査隊2021 2021年7月or8月【仮】 紋別市

【仮】海と日本プロジェクトin北海道 ～どさんこ、南の海に出会う 2022年2月【仮】 沖縄県

海と日本プロジェクトｉｎふく

おか実行委員会
海と日本プロジェクトｉｎふくおか（海と日本2021） 糸島海守隊2！ ～海と日本プロジェクトinふくおか～

2021年7月1日 ～ 9月31日
（仮）

福岡県全域（予定）

海と日本PROJECT in広島オリジナルイペント（仮） 2021年6月～2021年11月 竹原市ほか、県内各所

海と日本PROJECT in広島東京発信イベント（仮）
2021年9月～2021年12月（想
定）

東京都内

ホココスwithコスプレde海ごみゼロ大作戦！ ～海と日本PROJECT～
5月16日 12：00～17：00（予
定）

名古屋ホココスイベント内

名古屋世界コスプレサミットイベント内
8月7日 10：00～11：00（予
定）

世界コスプレサミット2021withコスプレde海ごみゼ
ロ大作戦！ ～海と日本PROJECT～

おおいた環境保全フォーラム
SDGsへのセカンドステップ海洋教育プロジェクト2021
（海と日本2021）

はこだて海の教室実行委員会 海と食の地域モデルin函館（海と日本2021）

海と日本プロジェクトｉｎ静岡

県実行委員会
海と日本プロジェクトin静岡県（海と日本2021）

海と日本プロジェクトin千葉県（海と日本2021）海と日本プロジェクトｉｎ千葉

県実行委員会

北海道大学
海の宝アカデミックコンテスト2021・海の魅力で社会の困
難を乗り越えよう（海と日本2021）

しずおか海洋ごみゼロ対策プロ

ジェクト実行委員会

しずおか海洋ごみゼロ対策プロジェクト（CFB・海と日本
2021）

コスプレ海ごみゼロ実行委員会
コスプレと連携した海洋ごみ削減・周知啓発（CFB・海と
日本2021）

はこだて海の教室実行委員会 はこだて海の教室（海と日本2021）

ひょうご瀬戸内ごみゼロ青年団

実行委員会
ひょうご瀬戸内ごみゼロ青年団（CFB・海と日本2021）

海と日本プロジェクトｉｎ広島

実行委員会
海と日本プロジェクトin広島（海と日本2021）



海と日本プロジェクト２０２１　実施予定イベント一覧

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント実施は内容変更・延期・中止となる場合がございます。

団体名 事業名 イベント名 日時 場所

コスプレde海ごみゼロ大作戦！ ～海と日本PROJECT～
9月11日 10：00～17：00（予
定）

東京タワー

海と日本プロジェクトｉｎ新潟

実行委員会
海と日本プロジェクトin新潟（海と日本2021） 海と日本プロジェクト 佐渡島国内留学漁師ホームステイ ～エコアイランド構想を作成しよう！～ 2021年7月～11月 新潟県内

「海のコスプレ解放区」協定を締結・解放区宣言 ～海と日本PROJECT～ 8月7日 10:00～10:30（予定） 名古屋世界コスプレサミットイベント内

コスプレ開放区撮影イベント ～海と日本PROJECT～
9月4日 10：00～17：00（予
定）

愛知県知多半島

海のフォトコンテスト ～海と日本PROJECT～ 9月～10月 特設サイト＆SNS

コスプレde海ごみゼロアワード ～海と日本PROJECT～ 6月～10月 特設サイト＆SNS

海と日本PROJECT 「ウォーキングイベント」（仮） 6月～11月（予定） 山梨県内

海と日本PROJECT 「下流域県ごみ拾い活動」（仮） 5月～9月（予定） 静岡県または神奈川県

海と日本PROJECT 「環境フォーラムinやまなし」（仮） 5月～9月（予定） 山梨県内

海と日本PROJECT 「絵本読み聞かせ会」（仮） 5月～9月（予定） 山梨県内

海と日本PROJECT 地元放送局イベント「ててて！ラララ祭り」（仮） 5月～9月（予定） 山梨県内

海と日本PROJECT スポGOMI甲子園予選大会 7月1日～9月30日 国内30都道府県にて予選大会

海と日本PROJECT スポGOMI甲子園決勝大会 10月24日（仮） 東京都墨田区役所リバーサイドホール

「海のお仕事図鑑」WEBリニューアル 2021年6月～（予定） ウェブ

海のお仕事体験プログラム（名称仮） ※各イベントの詳細が確定次第、随時更新致します。 2021年7月～（予定） 関東申心（約21ヶ所を予定）

「水辺の安全教室」～海と日本PROJECT～ 5月～12月（調整中） 全国の小中学校等

砂ASOBeach inとままえ ～海と日本PROJECT～ 調整中 北海道苫前町

砂ASOBeach in いしかり～海と日本PROJECT～ 調整中 北海道石狩市

砂ASOBeach inひろの ～海と日本PROJECT～ 調整中 岩手県洋野町

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

砂ASOBeach inまきのはら ～海と日本PROJECT～ 調整中 静岡県牧之原市

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

砂ASOBeach inかみ ～海と日本PROJECT～ 調整中 兵庫県香美町

砂ASOBeach inこうべ ～海と日本PROJECT～ 調整中 兵庫県神戸市

砂ASOBeach inくれ ～海と日本PROJECT～ 調整中 広島県呉市

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

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

砂ASOBeach inむなかた ～海と日本PROJECT～ 調整中 福岡県宗像市

砂ASOBeach inみやざき ～海と日本PROJECT～ 調整中 宮崎県宮崎市

砂ASOBeach inひゅうが ～海と日本PROJECT～ 調整中 宮崎県日向市

砂ASOBeach inながしま ～海と日本PROJECT～ 調整中 鹿児島県長島町

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

海洋ごみゼロプロジェクトｉｎ

岡山実行委員会

海洋ごみゼロプロジェクトin岡山2021（CFB・海と日本
2021） 海洋ごみゼロプロジェクトin岡山2021（海と日本PROJECT）

2021年2月22日 ～ 2022年3月
31日 岡山県全域

「清掃活動」～海と日本PROJECT～ 5月1日～12月31日 山形県

「企業と連携したプロダクト開発」～海と日本PROJECT～ 4月1日～12月31日 山形県

「クリーンツーリズム学習プログラム」～海と日本PROJECT～ 4月1日～12月31日 山形県

「プロスポーツチームと連携」～海と日本PROJECT～ 4月1日～12月31日 山形県

「陸域部における散乱モニタリングの構築とホットスポット対策」 ～海と日本PROJECT～ 4月1日～3月31日 山形県

「スポGOMI甲子園予選大会の運営」～海と日本PROJECT～ 4月1日～3月31日 山形県

「海洋ごみ関連映像の制作、放映」～海と日本PROJECT～ 4月1日～10月31日 山形県

「拾い箱の設置と運営」～海と日本PROJECT～ 7月1日～8月31日 山形県

ブルーシー・アンド・グリーン

ランド財団
海洋ごみ削減に向けた全国一斉清掃活動（海と日本2021）

本事業はこれから実施団体等を募集するため、イベント名につきましては、決定次第お送りいたしま

す。

東京運河ごみゼロカヌーツーリング ～海と日本PROJECT～ 5月30日（日） 9：00～14：00
東京都の運河（江戸川区東大島の河川敷からの出艇を

予定）

漂着ごみ専用ごみ箱「拾い箱」お披露目式in周防大島 ～海と日本プロジェクト～ 5月30日（日）（予定） 山口県周防大島町B＆G海洋センターほか

漂着ごみ専用ごみ箱「拾い箱」お披露目式in志賀～ 海と日本プロジェクト～ 5月30日（日）（予定） 石川県志賀町増保浦海岸ほか

海洋ごみ問題ジブンゴト化プロ

ジェクトｉｎ広島実行委員会

海洋ごみ問題ジブンゴト化プロジェクト（CFB・海と日本
2021） 海洋ごみ問題ジブンゴト化プロジェクト ～海と日本PROJECT～

4月1日 10：00 ～ 12月31日
17：00 広島県内

海のPRコンテストうみぽす2021 2021年4月～ 全国

海のPRコンテストうみぽす2021ワークショップ 2021年4月～ 全国

（仮）築地PRコンテスト 2021年4月～ 東京都中央区築地

築地PRコンテストワークショップ 2021年4月～ 東京都中央区築地周辺

海と日本PROJECT 青柏祭事前清掃・子供教室 4月24日 7：00～9：00 石川県七尾市内

海と日本PROJECT 海ごみゼロ大作戦！inツエーゲン金沢 5月23日 16：00～21：00 石川県金沢市石川県西部緑地公園

百万石ツーデーウオーク ～海と日本PROJECT～ 6月5日、6日 8：00～16：00 石川県金沢市内

金沢オクトーバーフェスト ～海と日本PROJECT～
8月27日～9月5日 16：00～
21：00 石川県金沢市いしかわ四高記念公園

コスプレ海ごみゼロ実行委員会
コスプレと連携した海洋ごみ削減・周知啓発（CFB・海と
日本2021）

コスプレde海ごみゼロアワードの実施及び国内拠点作り
（CFB・海と日本2021）コスプレ海ごみゼロ実行委員会

海なしやまなし発！海ごみＺＥ

ＲＯプロジェクト実行委員会

海なしやまなし発!海ごみZEROプロジェクト（CFB・海と
日本2021）

ブルーシー・アンド・グリーン

ランド財団

海洋ごみ等削減に向けたカヌーによる東京の運河清掃と自

治体と連携した海洋ごみ専用ごみ箱「拾い箱」の設置（海

と日本2021）

海洋ごみバスターズｉｎ山形実

行委員会
海洋ごみはあなたの街から川から（CFB・海と日本2021）

スポＧＯＭＩ甲子園実行委員会
海と日本プロジェクト スポGOMI甲子園（CFB・海と日本
2021）

海のお仕事図鑑プロジェクト実

行委員会
海のお仕事図鑑プロジェクト（海と日本2021）

ブルーシー・アンド・グリーン

ランド財団

学校・地域への「海の日」と「海の安全」教育を推進する

事業の全国開催（海と日本2021）

海洋連盟 海おこしプラットホーム うみぽす（海と日本2021）

海ごみゼロ大作戦！in石川（CFB・海と日本2021）
海ごみゼロプロジェクトｉｎ石

川実行委員会



海と日本プロジェクト２０２１　実施予定イベント一覧

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント実施は内容変更・延期・中止となる場合がございます。

団体名 事業名 イベント名 日時 場所

海と日本PROJECT 海ごみゼロ大作戦！in小松梯川ごみ拾い
令和3年9月11日、令和4年3月
13日 7：00～9：00 石川県小松市内

海と日本PROJECT 海ごみゼロ大作戦！in加賀塩屋海岸清掃 9月12日7：00～10：00 石川県加賀市塩屋海岸

清掃活動・全国豊かな海づくり大会との連携による清掃活動 5月～12月 宮城県内5ヶ所以上

CFBおひとり様ごみ拾い活動 「ミヤギビーチウリーンアクト2021」 5月～6月 宮城県内沿岸部

ベガルタ仙台ホームゲームでの啓蒙活動 6月以降 ユアテックスタジアム

仙台七タまつりとの連携による啓蒙活動 8月6日～8月8日 仙台市勾当台公園・仙台市内中心部

CFB×仙台まちくる大道芸人カーニバル 6月～7月中の土日1曜日 仙台市中心部商店街

清掃活動 2021年5月～12月 新潟県内5ヵ所以上

地域団体・催し・資源等との連携 2021年4月～12月 新潟県内

2021年5月～12月

スポGOMI甲子園 2021年6月～12月 新潟県内

企業連携プロダクト 通年 新潟県内

熊本県の海ごみを学ぶ with 海と日本PROJECT 通年 熊本市内中学校、もしくは小学校

海と日本プロジェクト in 全日本SUP選手権 2021年10月 水俣市湯の児海水浴場

eスポーツ Change for the Blue CUP～海と日本プロジェクト～
2021年10月、もしくは2022年
3月 熊本駅前

熊本県を海ごみから守るけんプロジェクト ～海と日本プロジェクト～ 通年 熊本県内各所

海ごみゼロウィークキックオフイベント ～海と日本PROJECT～ 2021年5月30日 神奈川県江の島（片瀬東浜）および全国

World Cleanup Day 2021 ～海と日本PROJECT～ 2021年9月18日 神奈川県江の島（片瀬東浜）及び全国

海さくら
LEADS TO THE OCEAN～海につづくプロジェクト～（海
と日本2021） LEADS TO THE OCEAN （海につづくプロジェクト）～海と日本PROJECT～ 2021年3月～2021年12月末

各チームホームスタジアム・アリーナ、湘南ベルマー

レ（神奈川県平塚市）、セレッソ大阪（大阪府大阪

市）、V・ファーレン長崎（長崎県諫早市）、福島ユ
江の島海水浴場営業組合片瀬東

浜
海を学ぶ公園（海と日本2021） ちびっこBEACH SAVERパーク ～海と日本PROJECT～

2021年7月1日～2021年8月31
日（2か月間） 神奈川県藤沢市江の島片瀬東浜

どすこいビーチクリーン武蔵川部屋 ～海と日本PROJECT～ 2021年5月～6月（予定） 神奈川県江の島（片瀬東浜）

どすこいビーチクリーン江の島場所 ～海と日本PROJECT～ 2021年8月（予定） 全国の海岸等神奈川県江の島（片瀬東浜）

どすこいビーチクリーン大嶽部屋 ～海と日本PROJECT～ 2021年8月（予定） 静岡県御前崎市

未来に残そう青い海・海洋環境保全推進（海と日本2021）事業における 海ごみゼロウィーク及び海
洋環境保全推進月間一斉清掃活動 ～海と日本 PROJECT～ 5月30日～6月30日 全国の海岸等

未来に残そう青い海・海洋環境保全推進（海と日本2021）事業における 全国海浜清掃活動 ～海と日
本PROJECT～ 4月～12月 全国の海岸等

未来に残そう青い海・海洋環境保全推進（海と日本2021）事業における 海洋環境教室の開催 ～海と
日本PROJECT～ 4月～12月 全国の海岸及び幼稚園、保育園、小学校、中学校等

ピリカ
海洋流出プラスチックの流出源を探る研究（海と日本

2021） 海と日本PROJECT「海洋流出プラスチックの流出源を探る研究2021」調査結果報告会（仮）
2022年3月20日 14：00～16：
00（仮） CIC Tokyo（仮）

海洋研究 ３Ｄスーパーサイエン
スプロジェクト実行委員会

海洋研究 3Dスーパーサイエンスプロジェクト（海と日本
2021） ※記載なしのため、念のため確認する。

海洋都市横浜うみ協議会 海洋都市横浜うみ博2021（海と日本2021） 海洋都市横浜うみ博2021 ～見て、触れて、感じる海と日本PROJEC丁～
7月24日・25日 10：00～17：
00 （ウェプコンテンツ公開期
間：7月24日（土）～8月31日

横浜港大さん橋ホール及びウェブ開催（ハイブリッド

型イベント）

海と日本PROJECT 海・みなと・蒲郡 10月下旬 ボートレース蒲郡

海・みなと・蒲郡 SEA SIDE LIVE ～海と日本PROJECT～ 11月中旬 みなとオアシスがまこおり

海・みなと・蒲郡 サンセットマラソン ～海と日本PROJECT～ 8月下旬 ラグーナ蒲郡周辺

海・みなと・蒲郡 みらいへ寄港イベント ～海と日本PROJECT～ 10月中旬 海陽ヨットハーパー

海・みなと・蒲郡 海陽ヨットハーパーライブ ～海と日本PROJECT～ 8月下旬 海陽ヨットハーバー周辺

海・みなと・蒲郡 メヒカリ de ギネスチャレンジ ～海と日本PROJECT～ 9月中旬 調整中

海・みなと・蒲郡 がまこおりおさかな学校 ～海と日本PROJECT～ 9月中旬 調整中

海・みなと・蒲郡 海めぐリジオツアー・シーツアー ～海と日本PROJECT～ 7月中旬 生命の海科学館蒲郡市内海岸

海・みなと・蒲郡 海洋漂着ゴミゼロ運動 ～海と日本PROJECT～ 5月～10月 蒲郡市内各地

「海にいこ一よ」ウェブサイト設置及び情報発信 2021年5月～11月（予定） ウェブ

水族館ポータルサイト制作・リリース 2021年6月～（予定） ウェブ

水族館回遊型自由研究ノートの制作、配布 2021年6月～7月（予定） 全国の水族館等

子ども記者イベント（名称仮）の開催
2021年7月～8月（全3回開催）
（予定）

関東

海と日本PROJECT 大村湾ZEKKEIライド2021 9月～10月 大村湾沿岸全体

大村湾水質改善実証実験事業 7月～11月 大村市松山町882番地3松山団地地先（大村湾沿岸）

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

大村湾フェスタinポートレース大村 8月 ポートレース大村

子どもペーロン大会inボートレースおおむら 10月頃 ポートレース大村

海遊び伝習塾 7月24日、25日 大村市杭出津1丁目 馬場先ポートパーク

無人島クリーンアップ大作戦 7月～9月の期間で計5回 無人島・田島（西海市西彼町亀浦郷）

大村湾フェスタ宝の海再生・稚魚放流体験事業 4月～10月頃 大村湾（長与町斎藤郷）

大村湾フェスタカゴ漁体験・食育事業 7月～8月頃 大村湾（長与町斎藤郷）

第2回長与アクアスロン大会 8月頃 大村湾（長与町斎藤郷）

大村湾フェスタSUP遊び 7月～8月頃 大村湾（長与町岡郷）

長与町ペーロン大会 8月初旬 大村湾（長与町斎藤郷）

海ごみゼロ新潟プロジェクト実

行委員会
海ごみゼロにいがた大作戦（CFB・海と日本2021）

熊本県を海ごみから守るけんプロジェクト （CFB・海と日
本2021）

元気だけん！くまモン県プロ

ジェクト実行委員会

海さくら
海ごみゼロウィーク等における大規模清掃活動（海と日本

2021）

海ごみゼロ大作戦！in石川（CFB・海と日本2021）
海ごみゼロプロジェクトｉｎ石

川実行委員会

宮城海ごみプロジェクト実行委

員会
宮城海ごみなくし隊（CFB・海と日本2021）

次世代価値コンソーシアム 海にいこーよプロジェクト（海と日本2021）

大村湾フェスタ連絡協議会 大村湾フェスタ（海と日本2021）

どすこいビーチクリーン（海と日本2021）海さくら

未来に残そう青い海・海洋環境保全推進（海と日本2021）海上保安協会

海・みなと・蒲郡実行委員会
海と日本プロジェクト2021 海・みなと・蒲郡（海と日本
2021）



海と日本プロジェクト２０２１　実施予定イベント一覧

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント実施は内容変更・延期・中止となる場合がございます。

団体名 事業名 イベント名 日時 場所

長与川まつり 8月中旬 長与町ふれあい広場

とぎつ夏まつり 8月29日 時津ウオーターフロント公園（時津町浦郷）

とぎつ稚魚放流体験学習会 9月下旬 大村湾漁業協同組合・時津港

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

海上綱引き大会 7月中旬 川棚町大崎自然公園海水浴場

長崎川棚大村湾フェスタ2021 9月下旬 川棚町大崎自然公園海水浴場

シーボルトの川づくりプロジェクト2021 6月13日～10月31日 東彼杵郡波佐見町波佐見川（川棚川）流域 

大村湾フェスタ事業管理（キッウオフ・ケロージングミーティング） 4月～12月 一 

プロジェクトイッカク第2期中間報告会
2021年8月12日 14：00～18：
00（予定） 日本財団ビル

プロジェクトイッカク第2期最終報告会
2021年11月19日 14：00～
18：00（予定） 日本財団ビル

第11回超異分野学会 2022年3月4日（時間未定） （未定）

マリンチャレンジプログラム2021関東ブロック授与式～海と日本PROJECT～ 4月18日 14：00～17：00 オンライン

マリンチャレンジプログラム2021 関西ブロック授与式 ～海と日本PROJECT～ 4月18日 14：00～17：00 オンライン

マリンチャレンジプログラム2021 北海道・東北プロッケ授与式 ～海と日本PROJECT～ 4月25日 14：00～16：15 オンライン

マリンチャレンジプログラム2021 中国・四国ブロック授与式 ～海と日本PROJECT～ 4月25日 14：00～16：15 オンライン

マリンチャレンジプログラム2021 九州・沖縄ブロック授与式 ～海と日本PROJECT～ 4月25日 14：00～16：15 オンライン

マリンチャレンジプログラム2021 九州・沖縄大会 ～海と日本PROJECT～ 8月11日 14：00～16：15 開催地未定

マリンチャレンジプログラム2021 中国・四国大会 ～海と日本PROJECT～ 8月12日 14：00～16：15 開催地未定

マリンチャレンジプログラム2021 北海道・東北大会 ～海と日本PROJECT～ 8月14日 13：00～16：30 開催地未定

マリンチャレンジプログラム2021 関西大会 ～海と日本PROJECT～ 8月15日 11：00～17：00 開催地未定

マリンチャレンジプログラム2021 関東大会 ～海と日本PROJECT～ 8月18日 11：00～17：00 開催地未定

マリンチャレンジプログラム2021 全国大会 ～海と日本PROJECT～ 3月6日 10：00～17：00 東京都内

「海の日イベントin大阪＆京都～海と日本PROJECT～（仮）」 7月 22日
大阪大学、京都市下京区、Zoomにて各地の小学生が
アクセス可能

「特別の教科道徳」における海洋教育の単元開発～海と日本PROJECT～（仮） 詳細な日程を各校と協議中 各提携校またはZoom

「特別の教科道徳」における海洋教育の単元開発～海と日本PROJECT～（仮） 詳細な日程を各校と協議中 各提携校またはZoom

「特別の教科道徳」における海洋教育の単元開発～海と日本PROJECT～（仮） 詳細な日程を各校と協議中 各提携校またはZoom

「特別の教科道徳」における海洋教育の単元開発～海と日本PROJECT～（仮） 詳細な日程を各校と協議中 各提携校またはZoom

「特別の教科道徳」における海洋教育の単元開発～海と日本PROJECT～（仮） 詳細な日程を各校と協議中 各提携校またはZoom

ボディーボードスクール〜海と日本PROJECT〜 5月〜10月 千葉県長生郡一宮海水浴場

ビーチヨガ・SUPスクール〜海と日本PROJECT〜 5月～10月 千葉県長生郡一宮海水浴場または勝浦中央海水浴場

FOR TOHOKU〜海と日本PROJECT 〜 8月17日～18日 千葉県御宿町中央海水浴場

海と日本PROJECTキックオフイベントin熱海 7月予定 網代漁港（予定）

海と日本PROJECT料理コンテスト 10月中旬 静岡県熱海市

グローバルリーダーシッププログラム「海と日本PROJECT」 8月1日～8月7日 岩手県釜石市根浜海岸またはZoom

サマーキャンプ「海と日本PROJECT」
8月8日～8月14日、8月17日～
22日 岩手県釜石市根浜海岸またはZoom

ファミリーデイ「海と日本PROJECT」 8月7日・16日・22日 岩手県釜石市根浜海岸またはZoom

海のスカウトプログラム「海と日本PROJECT」
8月3日・4日・10日・11日・
17日・18日 岩手県釜石市根浜海岸またはZoom

APクラブ「海と日本PROJECT」
2021年9月・10月・11月・
2022年1月・2月・3月 岩手県釜石市根浜海岸またはZoom

プラスチック削減プログラム「海と日本PROJECT」 8月5日・12日・19日 岩手県釜石市根浜海岸またはZoom

「プログラミングで海のSDGs！～海と日本PROJECT～」 7月25日10：00～18：00 長崎県長崎市長崎県庁会議室

「プログラミングで海のSDGs！～海と日本PROJECT～」 8月7日10：00～18：00
大阪府河内長野市キックス（河内長野市立市民交流セ

ンター）

「プログラミングで海のSDGs！～海と日本PROJECT～」 8月19日10：00～18：00 静岡県浜松市浜松こども館

「プログラミングで海のSDGs！～海と日本PROJECT～」 8月22日 10：00～18：00 京都府京都市京エコロジーセンター

「プログラミングで海のSDGs！～海と日本PROJECT～」 9月11日10：00～18：00 香川県丸亀市（会場調整中）

「プログラミングで海のSDGs！～海と日本PROJECT～」 9月20日10：00～18：00 神奈川県横須賀市（会場調整中）

「プログラミングで海のSDGs！～海と日本PROJECT～」 10月23日10：00～18：00 茨城県鹿嶋市（会場調整中）

「プログラミングで海のSDGs！～海と日本PROJECT～」 日時調整中 神奈川県横浜市（会場調整中）

「プログラミングで海のSDGs！～海と日本PROJECT～」 日時調整中 鹿児島県鹿児島市 （会場調整中）

「プログラミングで海のSDGs！～海と日本PROJECT～」 日時調整中 東京都世田谷区（会場調整中）

「プログラミングで海のSDGs！出前授業～海と日本PROJECT～」 6月4日13：00～17：00 山口県周南市周南市立鼓南小学校

「プログラミングで海のSDGs！出前授業～海と日本PROJECT～」 日時調整中 神奈川県横須賀市（会場調整中）

「プログラミングで海のSDGs！出前授業～海と日本PROJECT～」 日時調整中 香川県丸亀市（会場調整中）

「プログラミングで海のSDGs！出前授業～海と日本PROJECT～」 日時調整中 静岡県浜松市 （会場調整中）

「プログラミングで海のSDGs！出前授業～海と日本PROJECT～」 日時調整中 東京都渋谷区（会場調整中）

アートをコアとしたコミュニ

ケーションデザイン大学コン

ソーシアム

「特別の教科 道徳」における海洋教育の単元開発（海と日
本2021）

大村湾フェスタ連絡協議会 大村湾フェスタ（海と日本2021）

異分野連携による海洋ごみ対策とプラスチック循環の実証

（CFB・海と日本2021）
日本先端科学技術教育人材研究

開発機構

陽けたら海へ
聴覚障害児・健聴児を問わず海を楽しめるボディボード、

SUP等のイベント開催(海と日本2021)

海と食の地域モデルin熱海（海と日本2021）ａｔａｍｉｓｔａ

Ａｔｌａｎｔｉｃ Ｐａｃｉｆｉ
ｃ Ｊａｐａｎ APJ 海の教育プログラム2021（海と日本2021）

海洋技術の革新促進のための人材育成（中高生）（CFB・
海と日本2021）

日本先端科学技術教育人材研究

開発機構

プログラミングで海のSDGs！（海と日本2021）イエローピンプロジェクト



海と日本プロジェクト２０２１　実施予定イベント一覧

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント実施は内容変更・延期・中止となる場合がございます。

団体名 事業名 イベント名 日時 場所

「プログラミングで海のSDGs！出前授業～海と日本PROJECT～」 日時調整中 東京都世田谷区（会場調整中）

「プログラミングで海のSDGs！出前授業～海と日本PROJECT～」 日時調整中 東京足立区 （会場調整中）

「プログラミングで海のSDGs！出前授業～海と日本PROJECT～」 日時調整中 鹿児島県鹿児島市 （会場調整中）

海のお仕事体験プログラム（海と日本PROJECT）
7月 10日（土）～ 7月 11日
（日）

香川県三豊市詫間町

海のお仕事体験プログラム（海と日本PROJECT） 9月 11日（土）～ 9月 12日 香川県三豊市詫間町

海のお仕事体験プログラム（海と日本PROJECT） 11月 6日（土〉～ 11月 7日 香川県三豊市詫間町

海のお仕事体験プログラム（海と日本PROJECT） 1月 15日（土）～ 1月 16日 香川県三豊市詫間町

映画の舞台にしたい宇久島の海フォトコンテスト（仮）～海と日本ＰＲＯＪＥＣＴ in　宇久島～ 7月（仮） 長崎県佐世保市宇久町

考えるな！感じろ！これが島の漁師の祭りだ！（仮）～海と日本PROJECT in宇久島～ 7月29日 長崎県佐世保市宇久町

inconvenience・is・fun！自然は最高の遊び場！～海と日本PROJECT in宇久島～ 7月（仮） 長崎県佐世保市宇久町

海の先人たちから学ぶ （仮）～海と日本PROJECT in宇久島～ 7月（仮） 長崎県佐世保市宇久町

３海峡クリーンアップ大作戦実行委員意見交換会～海と日本PROJECT～ 4月～12月 兵庫県南あわじ市、洲本市、淡路市

３海峡クリーンアップ大作戦～海と日本PROJECT～ 10月 16日10：00～12：00 兵庫県南あわじ市、洲本市、淡路市

小、中、高校生を対象としたＳＤＧｓ学習会～海と日本PROJECT～ 2021年4月 ～2022年3月 淡路島内

海と日本PROJECT：大間のあげあげサガナッコキャンペーンキックオフ（仮） 未定（7月予定） 大間港特設会場（仮）

海と日本PROJECT：親子で、津軽海峡の漁場体験会（仮） 未定（7月～8月予定） 大間漁港から弁天島周辺

海のごっつお一だ DAY～海と日本PROJECT～（仮） 未定（10月予定） 大間港特設会場

海と食の地域モデルin射水実行
委員会

海と食の地域モデルin射水（海と日本2021）

海と食の地域モデルｉｎかごし

ま実行委員会
海と食の地域モデルinかごしま（海と日本2021）

「地域の飲食店と連携し、天然鯛使用のメニュー提供を通した、地域の海の課題の発信」～海と日本

PROJECT～ 7月1日～10月31日 山形県

「漁村文化の体験会の実施」～海と日本PROJECT～ 6月1日～12月31日 山形県

「高校生・専門学校生によるメニュー開発プロジェクト(仮)」～海と日本PROJECT～ 6月1日～12月31日 山形県

「各自治体・団体とのタイアップ」～海と日本PROJECT～ 6月1日～12月31日 山形県

「蔵元洋食との連携」～海と日本PROJECT～ 6月1日～12月31日 山形県

「次世代料理人コンテストとの連携」～海と日本PROJECT～ 6月1日～12月31日 山形県

海と食文化フォーラム 海と食の調査研究事業（海と日本2021） 海と食の調査研究事業記者発表会海と日本PROJECT 9月～3月の間に実施 日本財団会議室（仮）

海と食文化フォーラム
海と食プラットフォーム創造プロジェクト（海と日本

2021） 海のごちそうフェスティバル海と日本PROJECT 10月中に実施 東京都内

サマークエストin乙島 ～海と日本PROJECT～
7月25日 9：00～ 15：00 【予
定】

宮崎県東臼杵郡門川町庵川漁港及び無人島乙島周辺

干潟観察会　～海と日本PROJECT～
9月26日11：00～ 13：00 【予
定】

宮崎県東臼杵郡門川町庵川漁港内の浜

IORIGAWA FISHERMANS FEST 2021～海と日本PROJECT～
12月5日  11：00 ～ 15：00
【予定】

宮崎県東臼杵郡門川町庵川漁港内

海と日本PROJECT 海なぞ水族館2021（オンラインゲーム）の公開 9月15日～11月14日（仮） オンライン

海と日本PROJECT 出前授業 10月1日～翌1月31日（仮） 全国の小中学校（5校）

海と日本PROJECT 全国水族館会議イペント 10月1日～10月31日（仮） オンライン

海と日本PROJECT サンゴ礁の海観察会
7月 12日 9：00～11：30（開
催日未定）

品覇海域

海と日本PROJECT 大人のサンゴ礁の海観察会
7月29日 9：00～ 11：30（開
催日未定）

品覇海域

海と日本PROJECT マリンスポーツ体験会
7月22日 9：00～12：00（開催
日未定）

品覇海岸～大金久

海と日本PROJECT ヨロン島海中ごみ拾いイベント
11月20日9：00～12：00（開
催日未定）

供利沖

内陸地海洋体験・研修甲府市青少年交流事業～海と日本PROJECT～
9月11日（土） 10：00 ～ 17：
00 清水港周辺

『望星丸』洋上研修～海と日本PROJECT～
9月26日（日）10：00～ 15：
30 駿河湾沖

海の環境を考える」ビーチコーミング、ミズウオ解剖～海と日本PROJECT～
10月2日（土）13：30～16：
00 三保海岸、東海大学海洋科学博物館

海の落語プロジェクト　出前授業(仮) 2021年6月～2022年3月 主に都内の小学校

海の落語プロジェクト　ライブイベント(仮) 2022年1月～2022年2月 東京都内

海のレシピプロジェクト実行委

員会
海のレシピプロジェクト（海と日本2021） 海と日本PROJECT「海のレシピxMarunouchi発酵プログラム（仮）」 10月～11月頃を予定 Torch Tower常盤橋タワー（A棟）予定

夏のウォータースポーツフェス～海と日本PROJECT～ 8月7日～8月8日 ボートレースまるがめ

海のキッズパーク～海と日本PROJECT～ 8月1日～8月31日 ボートレースまるがめ

環境保護活動（水中清掃）海と日本PROJECT 5月23日10：00～16：00 和歌山串本

環境保護活動（サンゴ増殖再生）海と日本PROJECT 6月 5日10：00～16：00 和歌山串本

環境保護活動（水中清掃）海と日本PROJECT 6月20日10：00～16：00 大阪北港

環境保護活動（水中清掃）海と日本PROJECT 7月3日10：00～16：00 福井南越前

環境保護活動（水中清掃）海と日本PROJECT 7月28日10：00～16：00 京都鴨川

環境保護活動（水中清掃）海と日本PROJECT 8月 1日 10：00～16：00 大阪南港

環境保護活動（サンゴ増殖再生）海と日本PROJECT 8月 19日10：00～16：00 和歌山和歌浦

環境保護活動（サンゴ増殖再生）海と日本PROJECT 9月  9日10：00～16：00 和歌山串本

環境保護活動（水中清掃）海と日本PROJECT 10月3日10：00～16：00 福井越前

イドバタ 海のお仕事体験プログラム（海と日本2021）

宇久町観光協会
「海育」・「海遊」・「海祭」～離島の地域活性の波紋を

つくりだす仕組みづくり～（海と日本2021）

海と人がつながるプロジェクト（海と日本2021）海と人がつながるプロジェクト

チーム

全国の水族館とつながるオンライン謎解きプロジェクト

（海と日本2021）
海なぞ実行委員会

島人へのサンゴ礁生態系に関する環境教育・イベントの実

施（海と日本2021）海の再生ネットワークよろん

うず潮を世界遺産にする淡路島

民の会

渦潮の世界遺産登録に向けた、海洋環境問題プロジェクト

の実施（海と日本2021）

海と食の地域モデルin大間(海と日本2021)海と大間の未来づくり実行委員

会

海と食の地域モデルｉｎ庄内浜

実行委員会
海と食の地域モデルin庄内浜（海と日本2021）

海未来
水中ゴミの撤去およびサンゴ再生などの海中環境保護活動

事業（海と日本2021）

青少年海洋体験研修2021（海と日本2021）海のみらい静岡友の会

海の落語プロジェクト実行委員

会
海の落語プロジェクト（海と日本2021）

海はともだちプロジェクトｉｎ

まるがめ実行委員会
海はともだち2021inまるがめ（海と日本2021）

プログラミングで海のSDGs！（海と日本2021）イエローピンプロジェクト



海と日本プロジェクト２０２１　実施予定イベント一覧

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント実施は内容変更・延期・中止となる場合がございます。

団体名 事業名 イベント名 日時 場所

環境保護活動（サンゴ増殖再生）海と日本PROJECT  10月3日10：00～16：00 福井越前

環境保護活動（水中清掃）海と日本PROJECT 11月7日10：00～16：00 和歌山串本

環境保護活動（水中清掃）海と日本PROJECT 2月 19日10：00～16：00 大阪南港

環境保護活動（水中清掃）海と日本PROJECT 2月20日 10：00～16：00 大阪南港

環境保護活動（サンゴ増殖再生）海と日本PROJECT 2月 26日10：00～16：00 和歌山串本

親子のための大分の海4か所を学ぶツアー～Mfisea海と日本PROJECT～ 6月 12日6：00 ～14：00 別府市／大分市／佐賀関市／佐伯市等の近海の海

親子のための大分の海4か所を学ぶツアー～Mfisea海と日本PROJECT～ 6月26日 6：00 ～14：00 別府市／大分市／佐賀関市／佐伯市等の近海の海

親子のための大分の海4か所を学ぶツアー～Mfisea海と日本PROJECT～ 10月23日 別府市／大分市／佐賀関市／佐伯市等の近海の海

離島での清掃活動～Mfisea海と日本PROJECT～ 7月17日 ；10：00～12：00 佐伯市大入島

離島での清掃活動～Mfisea海と日本PROJECT～ 10月 24日 10：00～12：00 五島市／壱岐市

離島での清掃活動～Mfisea海と日本PROJECT～ 11月 28日 10：00～12：00 長崎県対馬

えらぶ！アップサイクルビーチクリーン～海と日本PROJECT～ 8月21日13：00～15：00 奄美群島国立公園

えらぶ！アップサイクルビーチクリーンオンライン～海と日本PROJECT～ 2月26日20：00～21：30 オンライン

世界一周ごみの旅～海と日本PROJECT～
6月、7月、9月、10月、12月、
1月、3月 奄美群島国立公園等

海と日本PROJEＣT全国一斉ウニの発生体験2021夏タコノマクラ
6月23日、7月7日（それぞれ別
の日に関連オンラインイベント

あり）

全国各地（千葉県館山市から発送）

海と日本PROJECT海藻押し葉をつくろう（仮） 8月（調整中） 東京都北区

海と日本PROJECT海のめぐみをいただきます！展（仮） 9月（調整中） 広島県因島アメニティ公園

海と日本PROJECT全国一斉ウニの発生体験2021秋  キタムラサキウニ／アカウニ
（仮）10月13日、10月27日、
11月10日、11月24日（それぞ
れ別の日に関連オンラインイペ

全国各地（千葉県館山市から発送）

海と日本PROJECTツチクジラを学ぶイベント（仮） 11月頃 全国各地（千葉県南房総市から教材を発送・貸出）

海と日本PROJECT全国一斉ウニの発生体験2021冬  パフンウニ
（仮）1月26日、2月2日、2月9
日（関連オンラインイペントは

別の日に）

全国各地（干葉県館山市から発送）

海と日本PROJECT海洋ゴミについて学ぽう（仮） 5月一3月 東京都北区・渋谷区等の小中学校

海と日本PROJECT御前崎の海の環境変化を知る体験イベント 7月4日 9：00 ～16：00 御前崎渚の交番

海と日本PROJECT御前崎の海を学ぶ自然体験イベント 8月22日 9：00 ～16：00 マリンパーク御前崎

海と日本PROJECT港の働きや海の仕事について学ぶ体験イベント 9月12日 9：00 ～16：00 御前崎港

Adventure Lite 〜海と日本PROJECT〜 10月3日 10：00～13：00 道の駅むなかた

おかわりクリーンアップ（海と日本PROJECT） 11月7日 09：00～10：30 北斗の水汲み公園

おかわりクリーンアップ（海と日本PROJECT） 12月12日 09：00～10：30 釣川河口の海岸

おかわりクリーンアップ（海と日本PROJECT） 1月9日 09：00～10：30 釣川河口の海岸

はだし運動会トーナメント：海と日本PROJECT 7～10月予定 東扇島東公園ビーチ予定

川崎港海産物養殖プロジェクト：海と日本PROJECT 6～11月予定 未定

DJ出張講座：海と日本PROJECT 7～11月予定 未定

東扇島と防災：海と日本PROJECT 8～10月予定 東扇島東公園予定

親子工場夜景ミニクルーズ：海と日本PROJECT 11～12月予定 川崎港予定

夏休み海洋環境教室：海と日本PROJECT 8月予定 東扇島東公園予定

川崎産レシピコンテスト：海と日本PROJECT 7～10月予定 未定

親子海釣り教室：海と日本PROJECT 7～10月予定 東扇島西公園予定

【メインイベント】

川崎港開港70周年記念第48回川崎みなと祭り～海と日本PROJECT～ 10月9,10日
川崎マリエン・東扇島防災浮桟橋・外貿付近・東扇島

東公園予定

海と日本PROJECT海辺の教室オンライン
2021年6月20日13：00～15：
00 オンライン

海と日本PROJECT海辺の教室オンライン
2021年7月18日13：00～15：
00 オンライン

海と日本PROJECT海辺の教室オンライン
2021年8月8日13：00～15：
00 オンライン

海と日本PROJECT海辺の教室オンライン
2021年8月22日13：00～15：
00 オンライン

海と日本PROJECT海辺の教室オンライン
2021年9月19日13：00～15：
00 オンライン

海と日本PROJECT中学生のうみまなびオンライン
2021年6月6日 10：00～12：
00 オンライン

海と日本PROJECT高校生のうみまなびオンライン
2021年6月6日 13：00～15：
00 オンライン

海と日本PROJECT中学生のうみまなびオンライン
2021年7月4日 10：00～12：
00 オンライン

海と日本PROJECT高校生のうみまなびオンライン
2021年7月4日 13：00～15：
00 オンライン

海と日本PROJECT中学生のうみまなびオンライン
2021年9月5日 10：00～12：
00 オンライン

海と日本PROJECT高校生のうみまなびオンライン
2021年9月5日 13：00～15：
00 オンライン

海と日本PROJECT海辺の教室in唐泊
2021年10月17日 9：00～15：
00 唐泊海岸

海と日本PROJECT海辺の教室in今津
2021年11月21日 9：00～15：
00 今津湾

海と日本PROJECTうみまなび現地調査1
2021年10月3日 9：00～15：
00 糸島地区

海と日本PROJECTうみまなび現地調査2
2021年11月7日 9：00～15：
00 福岡市早良区地域

海と日本PROJECTシンポジウム
2021年11月7日 9：00～15：
00 オンライン

動画撮影取材の実施 2021年5月～2022年3月 東京都

海未来
水中ゴミの撤去およびサンゴ再生などの海中環境保護活動

事業（海と日本2021）

ｍｆｉｓｅａ 子供のための海と離島の清掃体験（海と日本2021）

えらぶ手帖
沖永良部島を拠点とした海ごみ問題への意識向上ムーブメ

ントの立ち上げ（海と日本2021）

川崎みなと祭り実行委員会
「川崎の海と港」世界へ繋がる魅力発見プロジェクト”川崎
みなと祭り”（海と日本2021）

九州大学大学院工学研究院附属

環境工学研究教育センター

九州大学海洋教育プラットフォームの形成と実践（海と日

本2021）

環境メディアフォーラム 海と日本ニュースプロジェクト2021（海と日本2021）

お茶の水女子大学 内陸地域における海洋教育の実践（海と日本2021）

御前崎スマイルプロジェクト
御前崎の海について学ぶ体験プログラムの実施（海と日本

2021）

改革プロジェクト
Adventure Lite～子どもと一緒に走って巡る冒険ごみ拾い
～（海と日本2021）



海と日本プロジェクト２０２１　実施予定イベント一覧

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント実施は内容変更・延期・中止となる場合がございます。

団体名 事業名 イベント名 日時 場所

再編集動画制作 2021年5月～2022年3月 全国

特設Webサイト運用とYahoo！ニュース等への配信 2021年5月～2022年3月 東京都

海と日本PROJECT 市内海岸清掃 7月19日 9：00 ～ 11：00 市内海岸

がまこおり深海魚まつり海と日本PROJECT2021
10月30日、31日 9：00 ～16：
30 竹島水族館前広場

岸和田港振興協会
海と港について学ぶプロジェクトin岸和田港（海と日本
2021） ドローンで岸和田の海を見よう ～海と日本PROJECT～ 調整中 オンライン配信等を想定しております。

第6回BEC（BeachでEnjoyしながらCleanupしよう！）in志賀島～海と日本PROJECT～ 5月23日10：00－13：00 志賀島海水浴場（福岡県福岡市東区志賀島）

第7回BEC（BeachでEnjoyしながらCleanupしよう！）　in福間海岸～海と日本PROJECT～
6月6日（日）１０：００－１
３：００

福間海岸志賀島海水浴場（福岡県福岡市東区志賀島）

第8回BEC（BeachでEnjoyしながらCleanupしよう！）inさつき松原～海と日本PROJECT～ 7月未定日 福間海岸（福岡県福津市）

第9回BEC（BeachでEnjoyしながらCleanupしよう！）in福間海岸～海と日本PROJECT～ 8月未定日 17：00～19：00 さつき松原（福岡県宗像市）

第10回BEG（BeachでEnjoyしながらCleanupしよう！）in福間海岸～海と日本PROJECT～ 9月未定日 福間海岸（福岡県福津市）

第11回BEC（BeachでEnjoyしながらCleanupしよう！）in大島～海と日本PROJECT～ 10月未定日 大島（福岡県宗像市）

第12回BEG（BeachでEnioyしながらCleanupしよう！）in福間海岸～海と日本PROJECT～ 11月未定日 福間海岸（福岡県福津市）

寄島海ごみ清掃「海と日本PROJECT」（寄島探検隊） 08月08日 07：30～12：00 浅口市寄島

「海と日本PROJECT」旭川ごみ清掃―（そのごみどこから？クリーンアップ大作戦） 10月24日8：00～10：00 旭川河川敷（岡山市中区平井）

「海と日本PROJECT」（海底探検隊2021in小豆島） 11月13日8：30～16：10 香川県小豆郡土庄沖

小中高連携、啓発活動「海と日本PROJECT」（川ごみ探偵団）―河川清掃とごみ調査 06月～11月 岡山県内各市町村、学校

啓発活動「海と日本PROJECT」（寸劇おばさんの海底散歩） 06月～11月 岡山県内幼稚園、こども園

（仮）海と日本PROJECT 一第1回海洋プラゴミ調査in大島一 7月○日 10：00～11：30 宮城県気仙沼市大島田中浜

（例）海と日本PROJECT 一第2回海洋プラゴミ調査in大島一 8月○日 10：00～11：30 宮城県気仙沼市大島田中浜

（例）海と日本PROJEGT 一第3回海洋プラゴミ調査in大島一 9月○日 10：00～11：30 宮城県気仙沼市大島十八鳴浜

海と日本PROJECT 一第4回海洋プラゴミ調査in大島一 10月○日 10：00～11：30 宮城県気仙沼市大島田中浜

海と日本PROJECT 河川清掃キャンペーン 6月1日～3月31日 東京都・神奈川・京都府・大阪府等

海と日本PROJECT 三重県熊野市七里御浜清掃活動 8月22日～23日 三重県熊野市

海と日本PROJECT 九十九里浜全域全域清掃大作戦 8月23日～25日 千葉県九十九里浜

海と日本PROJECT 長崎県対馬市日本海沿岸清掃活動 8月25日～27日 長崎県対馬市

海と日本PROJECT 山形県日本海沿岸清掃活動 9月2日～4日 山形県酒田市・飛島

海と日本PROJECT 新潟県佐渡市日本海沿岸清掃活動 9月10日～12日 新潟県佐渡市

海と日本PROJECT フォーラム「海ゴミに対してユースは何ができるか？」 9月26日、3月13日 オンライン

海と日本PROJECT「三国北前料理」の調査研究及び広報活動 2021年5月～2021年9月 地域歴史博物館や地域の飲食店等

海と日本PROJECT海の課題を学ぶ「三国北前料理」体験教室の開催
2021年5月～2022年3月（毎週
実施計46回）

福井県坂井市内のコミュニティセンターや地域の飲食

店等

海の寺子屋 第1回アート展 ~ 海と日本PROJECT ~
5月22日～5月22日（10：00～
19：00） 海の寺子屋

海の寺子屋 ワークショップ ~ 海と日本PROJECT ~ 2021年6月中 海の寺子屋

海の寺子屋 ワークショップ ~ 海と日本PROJECT ~ 2021年7月中 海の寺子屋

海の寺子屋 ワークショップ ~ 海と日本PROJECT ~ 2021年8月中 海の寺子屋

海の寺子屋 第2回アート展 ~ 海と日本PROJECT ~ 2021年9月中 海の寺子屋

海の寺子屋 ワークショップ ~ 海と日本PROJECT ~ 2021年9月中 海の寺子屋

海の寺子屋 ワークショップ ~ 海と日本PROJECT ~ 2021年10月中 海の寺子屋

海の寺子屋 ワークショップ ~ 海と日本PROJECT ~ 2021年11月中 海の寺子屋

海の寺子屋 第3回アート展 ~ 海と日本PROJECT ~ 2021年12月中 海の寺子屋

海の寺子屋 ワークショップ ~ 海と日本PROJECT ~ 2022年1月中 海の寺子屋

海の寺子屋 ワークショップ ~ 海と日本PROJECT ~ 2022年2月中 海の寺子屋

海の寺子屋 ワークショップ ~ 海と日本PROJECT ~ 2022年3月中 海の寺子屋

災害防止研究所 海のそなえ推進プロジェクト（海と日本2021） 海と日本PROJECT オーシャンセーフティファッションショー
7月10日を予定 11：00～17：
00 クイーンズスクエア横浜クイーンズサークル

〈教員限定〉三河湾海洋ゴミ調査帆船～海と日本PROJECT～
7月30日、8月20日、9月3日、
9月17日 9 ： 00～17 ：00 知多郡河和沖～西尾市佐久島

〈美浜少年自然の家 夏休み特別企画〉海洋ゴミ調査帆船＆UMIGOMIART～海と日本PROJECT～ 7月24日 13：00～16：00
知多郡河和沖、河和海水浴場、シーガルヨットクラブ

敷地内

〈小学生限定〉三河湾海洋ゴミ調査帆船～海と日本PROJECT～
8月6日、8月13日、9月10日、
9月24日 9 ： 00～17 ： 00 知多郡河和沖～西尾市佐久島

〈河和小海体験〉海洋ゴミ調査帆船編～海と日本PROJECT～ 7月17日 9：00～12：00 知多郡河和沖

UMIGOMIART supported by 海と日本PROJECT
5月30日、6月12日、7月10
日、8月14日、9月11日、10月
9日、11月13日、12月11日、1

河和海水浴場並びにシ一ガルヨットクラブ敷地内

海ごみとアートエ作づくりin島根町～海と日本PROJECT～ 5月23日（仮）  島根県松江市島根町海岸エリア

海ごみとアートエ作づくりin島根町～海と日本PROJECT～（仮） 6月下旬（仮） 島根県松江市島根町

海ごみとアートエ作づくりin島根町～海と日本PROJECT～（仮） 7月下旬（仮） 島根県松江市島根町

海ごみとアートエ作づくりin島根町～海と日本PROJECT～（仮） 8月下旬（仮） 島根県松江市美保関町

海ごみとアートエ作づくりin島根町～海と日本PROJECT～（仮） 9月下旬（仮） 島根県松江市島根町

海ごみとアートエ作づくりin島根町～海と日本PROJECT～（仮） 10月中旬（仮） 島根県松江市島根町

環境メディアフォーラム 海と日本ニュースプロジェクト2021（海と日本2021）

気仙沼市海洋プラスチックごみ

ゼロ・プロジェクト実行委員会

気仙沼市での海洋プラスチックごみゼロプロジェクトの実

施（海と日本2021）

国際ボランティア学生協会 ユースによる海ごみ対策キャンペーン（海と日本2021）

Ｃｏｍｐａｔｈ
海の課題を学ぶ「三国北前料理」体験教室の開催および調

査研究（海と日本2021）

がまごおり深海魚まつり実行委

員会
がまごおり深海魚まつり（海と日本2021）

くらげれんごう
ポイント制度アプリを活用したビーチクリーン活動の促進

（海と日本2021）

グリーンパートナーおかやま
「世界の宝石瀬戸内海」を磨く―海の未来輝かすのは私た
ち（CFB・海と日本2021）

シーガルヨットクラブ
海洋ゴミ問題のアクティビティ～三河湾海洋ゴミ調査帆船

&UMIGOMIART～（海と日本2021）

しまねＬＩＮＫ 海が繋ぐ人と地域の学びの場づくり（海と日本2021）

海洋教育プログラム「海の寺子屋」のコンテンツ拡充（海

と日本2021）
サーフライダー・ファウンデー

ション・ジャパン



海と日本プロジェクト２０２１　実施予定イベント一覧

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント実施は内容変更・延期・中止となる場合がございます。

団体名 事業名 イベント名 日時 場所

海ごみとアートエ作づくりin島根町～海と日本PROJECT～（仮） 11月中旬（仮） 島根県松江市島根町

海ごみとアートエ作づくりin島根町～海と日本PROJECT～（仮） 12月中旬（仮） 島根県松江市島根町

LIVE with the sea ～海と日本PROJECT～ （仮） 1月（仮） 松江市島根町

LIVE with the sea ～海と日本PROJECT～ （仮） 2月（仮） 松江市中心市街地

LIVE with the sea ～海と日本PROJECT～ （仮） 3月（仮） 松江市中心市街地

全国の小中学校への出張授業～海と日本PROJECT～（仮） 2021年4月～2022年3月 全国各地

熱源人材の発掘・認定～海と日本PROJECT～（仮） 2021年4月～2022年3月 全国各地

海のキッズサポーター大募集～海と日本PROJECT～（仮） 2021年5月～10月 全国各地

全国の他業種とコラポした海ぷろ＋（プラス）～海と日本PROJECT～（仮） 2021年4月～2022年3月 全国各地

瀬戸内オーシャンズＸ推進協議

会

瀬戸内オーシャンズXプロジェクトの推進（CFB・海と日本
2021） 現時点で未定です。 現時点で未定です。 現時点で未定です。

瀬戸内海同時多発スポーツごみ拾い２０２１リーダー養成講習会

～海と日本PROJECT～ 6月下旬 オンラインで実施

瀬戸内海同時多発スポーツごみ拾い２０２１～海と日本PROJECT～ 9月25日 9:30～12：00 瀬戸内4県10か所

瀬戸内海同時多発スポーツごみ拾い２０２１

～海と日本PROJECT～（予備日） 10月23日  9：30～12：00 9月25日に開催できなかった各団体所在地

瀬戸内海同時多発スポーツごみ拾い２０２１

～海と日本PROJECT～（予備日） 11月 27日   9：30 ～ 12：00 9月25日に開催できなかった各団体所在地

オリーブフォーラム～海と日本PROJECT～ 12月4日 9：30～12：00 今治市

海と日本プロジェクト　熱源サミット2021 2021年11月11日、12日 島根県出雲市

海と日本プロジェクト　熱源マッチング(仮) 2021年11月11日 島根県出雲市

LOCAL FISH CANグランプリ2021アイデアコンテスト（地方予選） ）～海と日本プ
ロジェクト～

2021年6月～2021年9月 全国9エリア

LOCAL FISH CANグランプリ2021グランプリ（全国大会） ）～海と日本プロジェクト
※海のごちそうフェスティバル内

2021年10月16日～17日 東京

mymizuビーチクリーン supported by 海と日本PROJECT 7月3日（土）10：30～12：30 神奈川工リア

mymizuビ一チクリーン supported by 海と日本PROJECT
7月11日（日）10：30～12：
30 神奈川工リア

海の日mymizuビーチクリーン supported by海と日本PROJECT
7月22日（木・祝）10：30～
12：30 神奈川工リア

水の日mymizuビ一チクリーン supported by海と日本PROJECT 8月1日（日）10：30～12：30 神奈川工リア

mymizuビ一チクリーン supported by 海と日本PROJECT 8月7日（土）10：30～12：30 神奈川工リア

mymizuビ一チクリーン supported by 海と日本PROJECT
8月15日（日）10：30～12：
30 神奈川工リア

mymizuビ一チクリーン supported by 海と日本PROJECT
8月21日（土）10：30～12：
30 神奈川工リア

mymizuビ一チクリーン supported by 海と日本PROJECT 9月4日（土）10：30～12：30 神奈川工リア

mymizuビ一チクリーン supported by 海と日本PROJECT
9月12日（日）10：30～12：
30 神奈川工リア

World Clean Up Day mymizuビーチクリーン supported by 海と日本PROJECT
9月21日（火）10：30～12：
30 神奈川工リア

mymizuチャレンジ with 明星高等学校 supported by 海と日本PROJECT 6月8日（火）～7月7日（水） オンライン

オーシャンヒーロー教育プログラム supported by 海と日本PROJECT 9月4日（土） オンライン

オーシャンヒーロー教育プログラム supported by 海と日本PROJECT 10月2日（土） オンライン

オーシャンヒーロー教育プログラム supported by 海と日本PROJECT 10月23日（土） オンライン

オーシャンヒーロー教育プログラム supported by 海と日本PROJECT 11月13日（土） オンライン

たはらサンドアートフェスティバル ～海と日本PROJECT～ 8月21日 18：00～20：00 愛知県田原市表浜ほうべの森（田原市谷ノロ公園）

サーフィン体験教室 ～海と日本PROJECT～ 7月11日 10：00～12：00 田原市谷ノロ海岸

サーフィン体験教室 ～海と日本PROJECT～ 8月1日 9：00～12：00 赤羽根ロコポイント（田原市赤羽根西海岸）

海の環境学習会 ～海と日本PROJECT～ 11月6日 9：00～12：00 愛知県田原市表浜ほうべの森（田原市谷ノロ公園）

海と日本PROJECT 海のウイズと海への手紙ワークショップ 7月～9月 10:00～17:00
福岡県福岡市海の中道海浜公園マリンワールド及び太

宰府市内

海と日本PROJECT 島キャンプとワークショップで考える海
8月1日2日 島キャンプ 9月～10
月ワークショップ

長崎県平戸市・福岡県太宰府市九州国立博物館

海と日本PROJECT WONDER WATER 10月10：00～17:00 福岡県太宰府市太宰府天満宮

海と日本PROJECT ひびのこづえ小さな生きもの研究所海色のバッグをつくろう 10月 10：00～17：00 福岡県太宰府市太宰府天満宮

海と日本PROJECT ごみ収集車ラッピングデザインワークショップ 10月～11月 10：00～17：00 福岡県太宰府市

美らビーチクリーンプロジェク

ト実行委員会
美らビーチクリーンプロジェクト（CFB・海と日本2021） スポGOMI甲子園沖縄県予選大会 ～海と日本PROJECT～（仮）

2021年9月5日（日）10：00～
14：00 マーメイドビーチ

洋上風力発電機をつくってみよう！～海と日本PROJECT～ 期間中随時開催 長崎県内

水中探査ロポット（ROV）をつくってみよう！～海と日本PROJECT～
100人、うち子ども100人（高
校生以下）

長崎県内

高校生海洋伝習所～海と日本PROJECT～ 2021年8～11月の間計2日間 長崎市、五島市

長崎海洋大使海外先進地派遣～海と日本PROJECT～ 2021年8～10月 7～10日間 欧州の海洋開発先進地域

「海を守る」をテーマにしたイペントの開催～海と日本PROJECT～
2021年9月（2日間）、10月
（1日間）日程未定 鎌倉市稲村ケ崎、渋谷区

海遊び体験～海と日本PROJECT～
2021年7月（1日間）、8月（1
日間）日程未定

七里ヶ浜海岸

海を軸としたエコサイクリング映像撮影・配信～海と日本PROJECT～ 2021年7月（1日間） 鎌倉市内撮影・YouTube再生

海遊び気象講座～海と日本PROJECT～ 2021年5月～7月（各月1回） 稲村ヶ崎自治会館（オンライン配信も予定）

海の環境保護をテーマにしたショートアニメの制作・オンライン配信 ～海と日本PROJECT～ 2021/11/01 鑑賞会・鎌倉からネット配信

日本さばけるプロジェクト実行

委員会
日本さばけるプロジェクト2021(海と日本2021) 多様なさばける塾海と日本PROJECT 2021年7月～2022年3月 服部調理専門学校（予定）

持続可能な環境社会を目指す人

材ネットワーク

全国の海洋問題を解決に導く人材を発掘し、結びつけるプ

ロジェクト（熱源プロジェクト）（海と日本2021）

瀬戸内海同時多発スポーツごみ拾い2021（CFB・海と日本
2021）

瀬戸内オリーブ基金

海の課題解決を目指す全国サミット（熱源サミット2021）
の実施（海と日本2021）

全国熱源サミット運営実行委員

会

しまねＬＩＮＫ 海が繋ぐ人と地域の学びの場づくり（海と日本2021）

海を活かす技術と仕事の体験学習プログラム実施・普及事

業（海と日本2021）
長崎海洋産業クラスター形成推

進協議会

太宰府アートのたね 海と子どもとアーティスト（海と日本2021）

ＮＡＺｅ
若者目線で海の魅力を伝えるプロジェクト（海と日本

2021）

全国道文化交流機構
課題魚利活用プロジェクト LOCAL FISH CAN グランプリ
2021（海と日本2021）

Ｓｏｃｉａｌ Ｉｎｎｏｖａｔｉ
ｏｎ Ｊａｐａｎ

mymizuチャレンジ：周りの友人や家族と楽しくペットボト
ルを削減し、海洋ゴミをなくそう！（海と日本2021）

たはらサンドアート実行委員会 スマイルビーチプロジェクト（海と日本2021）



海と日本プロジェクト２０２１　実施予定イベント一覧

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント実施は内容変更・延期・中止となる場合がございます。

団体名 事業名 イベント名 日時 場所

「海のうまみ塾」おさかな解剖教室＆料理開発～海と日本PROJECT～ ※未定（現在調整中） ※未定（現在調整中）

「海のうまみ塾」オンライン授業の配信～海と日本PROJECT～ ※未定（現在調整中） ※未定（現在調整中）

食品ロス問題啓発フェスの実施（エビフェス！2021）～海と日本PROJECT～
※未定（10月ころ開催に向けて
現在調整中）

松坂屋デパート上野店、おかちまちパンダ広場

海と日本PROJECT 海を学ぽう！オンラインセミナー 9月～3月 5回 神奈川県三浦市（オンライン）

Jr. Yacht Club ～海と日本PROJECT～ 6月8日～3月20日 32回 神奈川県三浦市

セーリングスクール ～海と日本PROJECT～ 6月～3月 24回 神奈川県三浦市

海と日本PROJECT 木造帆船クルーのお仕事体験
9月23日 10：00～15：00、11
月3日 10：00～15：00 神奈川県三浦市

海洋アカデミー ～海と日本PROJECT～ 6月～11月 30回 神奈川県三浦市

水中ドローンで知る「私たちの海」in北海道～海と日本PROJECT～ 未定（7月～9月で調整中） 北海道札幌市or釧路市

水中ドローンで知る「私たちの海」in福島～海と日本PROJECT～ 未定（7月～9月で調整中） 福島県いわき市or南相馬市

水中ドローンで知る「私たちの海」in神奈川～海と日本PROJECT～ 未定（7月～9月で調整中） 神奈川県城ヶ島漁港

水中ドローンで知る「私たちの海」in富山～海と日本PROJECT～ 未定（7月～9月で調整中） 富山県

水中ドローンで知る「私たちの海」in兵庫～海と日本PROJECT～ 未定（7月～9月で調整中） 兵庫県

水中ドローンで知る「私たちの海」in鳥取～海と日本PROJECT～ 未定（7月～9月で調整中） 鳥取県

水中ドローンで知る「私たちの海」in愛媛～海と日本PROJECT～ 未定（7月～9月で調整中） 愛媛県

水中ドローンで知る「私たちの海」in鹿児島～海と日本PROJECT～ 未定（7月～9月で調整中） 鹿児島県

水中会議「水中ドローン×ブルーエコノミー」シンポジウム～海と日本PROJECT～ 2022年2月予定 東京都内/オンライン配信

水中ロボットコンベンションin JAMSTEC 2021～海と日本プロジェクト～ 8月28日～8月29日
神奈川県横須賀市夏島町海洋研究開発機構、オンライ

ン併用

水中ロボットセミナー ～海と日本プロジェクト～ 8月28日
神奈川県横須賀市夏島町海洋研究開発機構、オンライ

ン併用

水中ロボット教室 ～海と日本プロジェクト～ 未定 オンライン

JSAF海と日本プロジェクトin宮城セーリング2021
8月8日、22日の10－15時（予
備日8月29日）

宮城県名取市閑上大震災復興工リア（含閑上ヨット

ハーバー）

JSAF海と日本プロジェクトin若洲セーリング2021
7月18日（午前/午後）（予備日
なし）

東京都江東区若洲ヨット訓練所

JSAF海と日本プロジェクトin清水セーリング2021 8月7日（予備日なし） 静岡県静岡市清水区

JSAF海と日本プロジェクトin浜名湖セーリング2021
7月25日、8月14日（予備日な
し）

静岡県浜松市

JSAF海と日本プロジェクトin大阪湾セーリング2021
6月27日（午前/午後）（予備日
8月8日） 貝塚市二色ハーバー

JSAF海と日本プロジェクトin西宮セーリング2021
7月22日、25日、8月1日の10
－12：30（予備日8月8日、9
日、22日）

兵庫県西宮市

JSAF海と日本プロジェクトin境港セーリング2021
7月31日、8月1日（各日午前/午
後）

鳥取県境港市境港公共マリーナ

JSAF海と日本プロジェクトinうしまどセーリング2021
7月10日、11日、22日（予備日
8月28日、29日） 岡山県瀬戸内市牛窓ヨットハーバー

JSAF海と日本プロジェクトinやまぐちセーリング2021
7月3日、4日（各日午前/午後）
（予備日なし）

山口県徳山市

JSAF海と日本プロジェクトinやまぐちセーリング2021
7月22日（午前/午後）（予備日
なし）

山口県光市山口県スポーツ交流村および周辺海域

JSAF海と日本プロジェクトinたかまつセーリング2021
7月3日、4日、31日、8月1日の
9：00－12：30（予備日8月7
日、8日）

香川県高松市高松市ヨット競技場

JSAF海と日本プロジェクトin松山セーリング2021
7月10日、11日（各日9：30－
13：30）（予備日はそれぞれ8
月7日、8日）

愛媛県松山市

JSAF海と日本プロジェクトin YASUセーリング2021
7月10日10：00－13：00、 22
日14：00－17：00、25日10：
00－13：00（予備日はそれぞ

高知県夜須町

JSAF海と日本プロジェクトin福岡セーリング2021
7月25日、8月8日（各日午前/午
後）（予備日9月28日） 福岡県北九州市新門司港マリーナ

JSAF海と日本プロジェクトin福岡セーリング2021
7月17日、18日、22日、23
日、24日、25日、31日、8月7
日、9日、14日、28日（各日午

福岡県福岡市福岡市ヨットハーバー

JSAF海と日本プロジェクトin大分セーリング2021
7月24日、25日、31日、8月1
日（予備日8月28日、29日） 大分県大分市

JSAF海と日本プロジェクトin石垣セーリング2021 7月4日 沖縄県石垣市（午前/午後）

日本知識士協会 子ども海の知識士プロジェクト2021（海と日本2021） 海のライブ・クイズイペント2021～海と日本PROJECT～ 7月14日 9：00～11：00（仮） 東京学芸大学附属世田谷小学校

日本中小型造船工業会
この地球で一番大きな工業製品『船』を見に行こう!!（海と
日本2021）

海と日本PROJECT「この地球で一番大きな工業製品『船』を見に行こう！！」　進水式見学会、工
場見学会等

7月～11月
全国各地に所在する造船所、舶用メーカー、海事関連

施設等

海ごみゼロウィークの全国一斉清掃への参加～海と日本PROJECT～ 5月～2022年3月 全国各地に所在する造船所

造船所における海洋ごみ削減対策の検討、周知～海と日本PROJECT～ 5月～2022年3月 東京

海の未来を守る大切さの啓蒙活動～海と日本PROJECT～ 7月～11月
全国各地に所在する造船所、舶用メーカー、海事関連

施設等

（仮称）海辺の体験活動in茨城～海と日本PROJECT～ 未定 未定

（仮称）海辺の体験活動in福井～海と日本PROJECT～ 未定 未定

（仮称）海辺の体験活動in兵庫～海と日本PROJECT～ 未定 未定

（仮称）海辺の体験活動in山形～海と日本PROJECT～ 未定 未定

（仮称）海辺の体験活動in神奈川～海と日本PROJECT～ 未定 未定

海と日本PROJECT ビーチクリーンと海とアート 6月20日 10：00 ～ 15：00 淡路市育波の浜

海と日本PROJECT 無人島キャンプとビーチクリーン
6月～10月 10：00 ～17：00
日帰りで10回開催 姫路市家島諸島　無人島　上島　鞍掛島　太島

（仮）海と日本PROJECT 出前講座in蒲郡 6月16日 10：30～12：00 蒲郡市立ソフィア看護専門学校

（仮）海と日本PROJECT 海の勉強会in蒲郡 7月17日 9：00～17：00 バリアフリー桟橋「マンボウ」（愛知県蒲郡市内）

（仮）海と日本PROJECT ヨット大会in蒲郡 7月18日 8：00～17：00 バリアフリー桟橋「マンボウ」（愛知県蒲郡市内）

スマホGISを用いた川ごみ調査 ～海と日本PROJECT～ 2021年5～7月
瀬戸内海（下関、北九州門司）と博多湾（和白干潟）

に注ぐ川（計3箇所、各1回）

海岸清掃市民イベントの開催 ～海と日本PROJECT～ 2021年7～10月
瀬戸内海（下関、北九州門司）と博多湾（和白干潟）

（計3箇所、各1回）

水中ロボットコンベンション 2021（海と日本2021）日本水中ロボネット

日本セーリング連盟
全国各地のセーリングを通じた親水事業の実施(海と日本
2021)

中小造船所の海ごみ削減アクション（CFB・海と日本
2021）

日本中小型造船工業会

日本海老協会 海ゴミ＆フードロス削減イベントの実施（海と日本2021）

日本海洋アカデミー 海を育み・人を育むプログラム（海と日本2021）

日本水中ドローン協会 水中ドローンで知る「私たちの海」（海と日本2021）

若者とIoTデータがつなぐ瀬戸内・玄海灘の海ごみゼロに向
けた動き（CFB・海と日本2021）ＢＣ－ＲＯＢＯＰ海岸工学会

誰でも海を楽しめる環境創出事業(海と日本2021)日本ライフセービング協会

海を通して心をひらくプロジェクト（海と日本2021）非営利団体 ＩＫＵＨＡＲＴ企画

ひと・人・ヒトヨット大会２デ

イズ実行委員会
ひと・人・ヒトヨット大会2デイズ（海と日本2021）



海と日本プロジェクト２０２１　実施予定イベント一覧

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント実施は内容変更・延期・中止となる場合がございます。

団体名 事業名 イベント名 日時 場所

海と日本PROJECTによるビワオオウズムシの生息調査 2021年7月1日 ～8月31日 琵琶湖北湖

海と日本PROJECTによる琵琶湖固有種についての学習
2021年5月1日 ～ 2022年2月
28日 滋賀県大津市

海と日本PROJEGTによるビワオオウズムシに関するビデオ作製と配布
2021年5月1日～ 2022年2月28
日

滋賀県一円

ボクらの海のお困りごとみんなでカイケツ！　アオサを一斉回収大作戦（海と日本プロジェクト

2021）
7月31日（土）10：00～12：
30 博多湾

ボクらの海のお困りごとみんなでカイケツ！　アオサ商品子どもモニター会（海と日本プロジェクト

2021） 8月7日（土）10：00～13：00 未定

海の汚染とわたしたちの生活 ～海と日本 PROJECT 6 月 9 日 21:00 - 22:00 オンライン

サイエンスカフェ「海の環境問題について」 ～海と日本 PROJECT
6月19日 〜 29日 10:00～
11:00、20:00～21:00 オンライン

放課後スクール「海のいきものから考える環境問題」 ～海と日本 PROJECT 7月17日 10:00～11:00 江東区立東川小学校

本物の博士と研究しよう「海の環境問題について」 ～海と日本 PROJECT
8月14日 〜 8月29日 10:00～
14:00 オンライン

フィールド生き物学「お寿司が食べられなくなるって本当？」 ～海と日本
PROJECT～ 10月14日 16:30～18:00 港区学童保育クランテテ

マナウス日本人学校オンライン授業「海と川の関係」～海と日本PROJECT～ 10月20日 16：30～18:00 オンライン

フィールド生き物学「街のゴミはどこに行く？」～海と日本PROJECT～ 2022年1月13日 16:30～18:00 港区学童保育クランテテ

スポGOMI アニメワールドプレミア＠MyAnimeList～海と日本PROJECT～（仮）
12月14日 09：00～10：00
（仮）

インターネット配信

スポGOMIアニメ制作発表イベント～海と日本PROJECT～（仮）
12月14日 09：00～10：00
（仮）

都内

マンガ・アニメ・ゲーム教育創

造機構

海洋マンガによる海の未来普及プロジェクト2021（CFB・
海と日本2021） BLUE HANTER アートコンペティション　～海と日本PROJECT～

10月8日 13：00～14：00
（仮）

都内、インターネット配信

みやぎ海岸美化協議会
宮城県での海洋美化協議会設立と学校海洋教育と自然とと

もに生きる文化の創造（海と日本2021）

海と日本PROJECT～LOVE OUR BAY！ビーチクリーン！（仮）
5月30日（※実施日を9月に変
更予定9/18～9/20あたりで調整
予定）

千葉県内5ヶ所

LOVE OUR BAY～海と日本PROJECT「海ごみ講座＆ヒ’一チクリーン」（仮） 9月18日～19日（予定）
稲毛海浜公園（ジャパン・ビーチゲームス・フェス

ティバル千葉2021会場内）

逗子オーシャンスイムスクール ～海と日本PROJECT～
5月15日（土）、22日（土）、
29日（土）
6月5日（土）、12日（土）、

逗子海岸（神奈川県逗子市）

親子海泳ぎ体験会＠逗子 ～海と日本PROJECT～
7月18日（日）、25日（日）
8月22日（日）、8月29日
（日）

逗子海岸（神奈川県逗子市）

陸養プロジェクト東京 ～海と日本 PROJECT の開催 2021年7月～2022年3月 東京都内小学校2校

陸養プロジェクト地域 ～海と日本 PROJECT の開催 2021年7月～2022年3月 地方の小学校2校

a 海水魚の陸上養殖の実施
b 期間中の座学（養殖や地元の専門家による地元の海洋環境や海洋生物に関する学び）
c 活動内容のメディア周知及び発信（TV、新聞、web、 SNSなど）

海と日本PROJECT 伝統料理体験学習会 10月下旬ごろ 鴛泊小学校

海と日本PROJECT 伝統料理体験学習会 10月下旬ごろ 鴛泊中学校

海と日本PROJECT 伝統料理体験学習会 10月下旬ごろ 利尻小学校

海と日本PROJECT 伝統料理体験学習会 10月下旬ごろ 鬼脇中学校

Alliance for the Blue 情報交換会 powered by 海と日本PROJECT 5月27日 ：16～17：30 オンライン

Alliance for the Blue 拡大情報交換会 powered by 海と日本PROJECT 7月20日 ：16～17：30 オンライン

Alliance for the Blue 情報交換会 powered by 海と日本PROJECT 10月20日 ：16～17：30 オンライン

Alliance for the Blue 情報交換会 powered by 海と日本PROJECT 1月20日 ： 16～17：30 オンライン

海と日本プロジェクトｉｎふく

おか実行委員会

CHANGE FOR THE BLUE in ふくおか（CFB・海と日本
2021） スポGOMI甲子園～海と日本PROJECT～ 2021年9月予定 福岡県宗像市ないし北九州市予定

沖縄キッズドクター育成PJ ～海と日本PROJECT～ 第1回講座
7月18日 10：00～15：00（予
定）

沖縄本島内

沖縄キッズドクター育成PJ ～海と日本PROJECT～ 第2回講座
9月26日 10：00－15：00（予
定）

沖縄本島内

沖縄キッズドクター育成PJ ～海と日本PROJECT～ 第3回講座
11月21日 10：00～15：00
（予定）

沖縄本島内

沖縄キッズドクター育成PJ ～海と日本PROJECT～ 第4回講座
12月12日 10：00～15：00
（予定）

沖縄本島内

ドローンダイバーになって海の中のお仕事を体験しよう！    海の問題を学ぶ授業～海と日本
PROJECT～（仮）

7月 1日 13：00～17：00
（仮）

オンライン（関東院内学級向けオンライン授業）

ドローンダイバーになって海の中のお仕事を体験しようi！    海の問題を学ぶ授業～海と日本
PROJECT～（仮）

7月 3日 13：00～17：00
（仮）

オンライン（関西院内学級向けオンライン授業）

ドローンダイバーになって海の中のお仕事を体験しよう！！   海の問題を学ぶ授業～海と日本
PROJECT～（仮）

8月 6日 13：00～17：00
（仮）

オンライン（九州院内学級向けオンライン授業）

ドローンダイバーになって海の中のお仕事を体験しよう！！    海の問題を学ぶ授業～海と日本
PROJECT～（仮）

8月 10日 13：00～17：00
（仮）

オンライン（東北院内学級向けオンライン授業）

ドローンダイバーになって海の中のお仕事を体験しよう！！    海の問題を学ぷ授業～海と日本
PROJECT～（仮）

8月15日 13：00～17：00
（仮）

オンライン（東北院内学級向けオンライン授業）

ドローンダイバーになって、海の問題を学ぶ授業～海と日本PROJECT～（仮）
9月10日 13：00～17：00
（仮）

都内小学校

VR空間で集合！海の問題を学ぶ授業～海と日本PROJECT～（仮）
10月10日 13：00～17：00
（仮）

VR空間（小学校と院内学級が参加するVR内授業）

琵琶湖の生態系を保全するプロジェクト（海と日本2021）びわ湖トラスト

ボクらの海のお困りごとみんなでカイケツ！大作戦（海と

日本2021）ふくおかＦＵＮ

先進テクノロジーによる海の体験格差解消プロジェクト

（バーチャルオーシャンPJ2021）（海と日本2021）
子ども冒険体験創造ラボ

Ｒｅｇｉｏｎａｌ Ｓｐｏｒｔｓ
ウォーターフロントアクティビティプロジェクト in 逗子
（海と日本2021）

沖縄県公衆衛生協会
ALLやんばるPJ「沖縄キッズドクター育成PJ」（海と日本
2021）

海の豊かさを守るための連携体制の構築（CFB･海と日本
2021）

「利尻島の漁業遺産群と生活文化」を次世代に伝える体験

イベント(海と日本2021)

陸養プロジェクト（海と日本2021）陸養プロジェクト実行委員会

利尻しまじゅうエコミュージア

ム

Ａｌｌｉａｎｃｅ ｆｏｒ Ｔｈ
ｅ Ｂｌｕｅ

マナティー研究所
海の問題について学び考える、参加型環境教育の実施と普

及（海と日本2021）

マンガ・アニメ・ゲーム教育創

造機構

海洋アニメによる海洋教育普及プロジェクト（CFB・海と
日本2021）

LOVE OUR BAY！海ごみゼロ！プロジェクト（CFB・海と
日本2021）

ＬＯＶＥ ＯＵＲ ＢＡＹ 実行委
員会


