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3 【上級者編】海岸清掃イベントを主催する 

 
【上級者編】は沖縄県内で大規模な海岸清掃イベントを計画したい方を対象にしたもの

です。 

上級者編では、「海・Love フェスタ 2011 実行委員会（以下「海 Love フェスタ実行委員会」

とする）」（石垣市）が平成 21 年から年 1 回開催している「海・LoveLove フェスタ in 石垣島

（以下「海 Love フェスタ」とする）」を例として、海岸清掃イベントの企画・運営について

解説します。本編作成にあたり、海 Love フェスタ実行委員会にご協力いただきました。 

 

 
図3-1(1) 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 チラシ（表） 

（作成：海・Love フェスタ 2011 実行委員会）
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図 3-1(2) 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 チラシ（裏） 

（作成：海・Love フェスタ 2011 実行委員会） 
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海・Love フェスタ実行委員会の発足から 

第 3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 の開催工程 

3.1 目的を明確化する      H21 年 7 月（※） 

3.2 日程・会場を決める     H23 年 5 月及び 8 月末～9 月 

3.3 実行委員会を立ち上げる   H23 年 9 月 7 日 

3.4 詳細をつめる        H23 年 9 月～11 月 

3.5 早期の準備         H23 年 10 月末～11 月 

3.6 広報する          H23 年 10 月～11 月 

3.7 支援をお願いする      H23 年 9 月末 

3.8 直前の準備         H23 年 10 月 

3.9 当日スケジュールと事後作業 H23 年 11 月 

※海・Loveフェスタ実行委員会は第1回海・LoveLoveフェスタin石垣島が開催

された平成 21 年に発足しました。 

3.1 目的を明確化する 

 
開催目的を明確にして、海岸清掃イベントを継続開催することを目指しましょう。 

 

何を目的にした海岸清掃イベントなのか明確にして、一度限りの打ち上げ花火で終わらせ

ないようにしましょう。 

海 Love フェスタ実行委員会は、平成 21 年 7 月に現在の中心メンバーが集まり、発足しま

した。「ゴミは捨てるものではなく、拾うもの」をキャッチフレーズに、石垣島のきれいなビ

ーチを再現して、未来の子どもたちのために美しい自然を護り、継承していくことを目的と

して、海 Love フェスタを企画、開催しています。漂着ゴミ清掃活動の推進と不法投棄防止を

呼び掛けて、一人でも多くの方に海 Love フェスタに参加してもらい、活動の輪とゴミを捨て

ない心を広げたいという思いから活動しています。 

 
図3-2 海・Love フェスタ 2010 実行委員会 

（海・Love フェスタ 2010 実行委員会 提供）
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図3-3 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 のイベント趣旨及び参加条件 

（海 LOVE ネットワーク事務局 HP より

http://www4.ocn.ne.jp/~umilove/sannkajyoukenn.htm） 
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3.2 日程・会場を決める 
 

①日程を決めて、②会場を下見した上で、③地域関係者と調整、④会場を決めましょう。

 海 Love フェスタの開催状況について、表 3-1に整理します。 

表 3-1 海・LoveLove フェスタ in 石垣島の開催状況 

 開催日 会場 ポスター 参加人数 

第 1回 

平成 21 年 11 月 21 日（土）

～ 

22 日（日） 

石垣港新港

地区サザン

ゲート広場 

・ 

吉原海岸 

 

488 名 

第 2回 平成 22 年 11 月 14 日（日）
平野海岸 

平野公民館 

 

502 名 

第 3回 平成 23 年 11 月 13 日（日）
明石海岸 

明石公民館 

 

732 名 

第 4回 平成 24 年 10 月 28 日（日） 未定 - - 
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① 日程を決める 

日にちは地域行事と重ならないように決めましょう。また、県外からの参加者がいること

に考慮して、遅くとも半年前には決定した方がよいでしょう。 

時間の長さは、海 Love フェスタでは 10 時～16 時までの 6 時間としています。午前中の 2

時間に海岸清掃活動をして、お昼休憩をはさみ、午後にライブ等のイベントを開催します。 

第 3 回海 Love フェスタでは、実行委員会を立ち上げる前の平成 23 年 5 月に中心メンバー

が集まり、日程を決めました。 

 

② 会場の下見をする 

会場候補となる海岸を決め、実際に下見をして、表 3-2について確認しましょう。参加人

数が 500 人以上になること（表 3-1）も想定されるので、誰でも安全に海岸清掃活動ができ

るような海岸を選ぶとよいでしょう。また、イベントと共催した活動では、初めて参加する

人が多いことにも注意しましょう。 

第 3 回海 Love フェスタでは、平成 23 年 8 月末～9 月上旬に明石海岸を下見しました。 

表 3-2 下見時に確認すること 

 確認する項目 

必要条件 

・海岸の足場が安定していて活動しやすい 

・海岸に危険な場所がない（少ない） 

・漂着ごみの堆積状況等（ごみが少なすぎず、多すぎない） 

・アクセスが良い場所である 

・駐車場が確保しやすい 

・開・閉会式やイベントを行う広場がある 

・水道設備がある 

望ましい条件 ・トイレがある（仮設トイレでも対応可能） 

その他 ・国立公園に指定されているか（関係者と調整が必要） 

 

③ 地域関係者と調整する 

海 Love フェスタでは、海岸清掃活動の輪とゴミを捨てない心を広げたいという思いから、

地域と協力し合って開催しています。海岸清掃イベントについて理解があり、協力的な地域

で開催することが望ましいです。協力依頼する際は、予め、総合プロデューサーが地区公民

館長に打診、調整してから、実行委員長らが地区公民館を訪ねるようにしています。第 3 回

海 Love フェスタでは、平成 23 年 9 月 13 日に明石公民館の方と実行委員長らが打ち合わせを

行いました。 

 

④ 会場を決める 

地区公民館の協力が得られたら、会場を決定しましょう。 
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3.3 実行委員会を立ち上げる 
 

活動趣旨に賛同する仲間を集めて、①実行委員会を立ち上げましょう。 
次に②役割分担を決めましょう。 

 
① 実行委員会を立ち上げる 

日常的に海岸清掃活動を行っているグループのメンバーを中心として、イベント趣旨に賛

同する仲間を集めて、活動の輪を広げましょう。仲間が集まったら、実行委員会を立ち上げ

て始動しましょう。海岸清掃イベント開催のためには、実行委員の中に、常に活動にできる

中心メンバーが 5 人程度必要です。その中に行政機関や企業に人脈の厚い人がいると、協賛、

協力、寄付をお願いするときにスムーズな場合があります。海 Love フェスタ実行委員会は約

80 名の実行委員で構成され、中心メンバーが約 30 名います。 

第 3 回海 Love フェスタでは、過去の経験から開催 1 ヶ月前では準備期間が足りないことを

踏まえ、平成 23 年 9 月 7 日に第 1 回実行委員会を開催しました。海 Love フェスタでは運営

班各班（表 3-3）で詳細な計画を立てて準備を進め、実行委員会で報告、確認する手法をと

っています。第 3 回海 Love フェスタのために開催した実行委員会は 4 回（平成 23 年 9 月 7

日、10 月 13 日、10 月 28 日、11 月 10 日）でした。 

 初めて実行委員会を立ち上げた場合は役員と会則を決めましょう。また、実行

委員会代表者の印鑑も準備しましょう。寄付金の振込先や経費管理のために銀行口座を開

設する時に必要になります。詳細は銀行に問い合わせましょう。 

② 役割分担を決める 

次に実行委員会内の役割分担を決めましょう。海 Love フェスタ実行委員会の役割分担例を

表 3-3に整理します。運営本部は実行委員会の中心メンバーで構成され、主に下記の役割を

担当します。運営班各班は運営本部を補佐して、準備と運営を実際に行う役割です。 

●運営本部の役割 

・全体の総括 

・実行委員会の予算管理・運営 

・協賛・協力・寄付等関係者との事務手続き 

・借用物の手配 

・ポスター・チラシ製作 

・メディア広報及び広告 

・当日の進行・総括・救護 
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表 3-3 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 の役割分担例 

役割 内容 

総合プロデューサー 
行政や企業への対応 

顧問 

実行委員長 
全体の総括 

関係先への対応 

副実行委員長 実行委員長の補佐 

書記 実行委員会の記録 

運
営
本
部 

会計 運営費等の予算管理 

ビーチクリーン運営班 

海岸清掃の企画と運営（ごみ集計） 

必要備品全般の準備 

参加者のグループ分けと実施指導 

会場設営班 

舞台設営、音響・照明の設営及び撤去 

看板類の設営・撤去 

器材・設営物の搬送 

テント・テーブル・椅子の設営・撤去 

受付・案内班 

参加者名簿等作成 

当日の受付や会場での参加者の案内 

会場見取り図の製作・掲示 

ボランティアガイド班 
送迎バス内での参加者の受付・イベント説明 

島内の観光案内 

接遇班 
昼食時のリユース食器手配・返却 

貸出・片付け 

安全対策班 
駐車場での案内・誘導 

道路での参加者の安全対策を講じる 

記録班 イベントの記録（写真・ビデオ撮影） 

救護班 
救護テント（救急セット）の準備 

※看護師ボランティアがいるとよい 

ライブ進行班 

ライブの企画・運営（音響・照明） 

アーティスト出演交渉 

司会の交渉 

アート製作班 漂着物アートの企画・運営 

運
営
班 

給食班 
昼食の材料手配 

地域の方と打ち合わせ 
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3.4 詳細をつめる 
 

実行委員会を開き、①プログラムとスケジュール、②予算を決めましょう。 

 

① プログラムとスケジュールを決める 

中心メンバーでイベント趣旨や開催日時、会場、内容等を実施要綱として文書にまとめて

から、実行委員会を開き、当日のプログラムやスケジュール等の詳細について決めましょう。

このときに、当日までの大まかな予定表（運営班各班の予定、ポスター・チラシ作成日、メ

ディア発表日）を作成しましょう。 

第 3 回海 Love フェスタでは、過去の経験から、大まかな当日までのスケジュールを把握し

ているため、第 1 回実行委員会（平成 23 年 9 月 7 日）から詳細について話し合い、第 4 回（平

成 23 年 11 月 10 日）にスケジュール（図 3-12）と当日の集合時間を最終確認しました。 

 
② 予算をたてる 

運営班各班で必要な用具・備品等をあげて、予算をたてましょう。非営利活動・公益事業

を行う団体が活動をするときに、助成金を申請することができます。様々な助成金があるの

で、諸条件を調べて、積極的に活用を検討しましょう。 

表 3-4 環境分野への助成金例（平成 24 年 3 月時点） 

助成団体名（連絡先）・助成金名・閲覧先 HP 

一般社団法人 沖縄しまたて協会  NPO 等活動支援 

http://www.shimatate.or.jp/ 

沖縄海邦銀行  かいぎん環境貢献基金 

http://www.kaiho-bank.co.jp/jouhoubox/koken.htm 

一般財団法人 自然公園財団  公益信託自然保護ボランティアファンド

http://www.bes.or.jp/ 

一般財団法人 セブンーイレブン記念財団  公募助成 

http://www.7midori.org/josei/index.html 

（独行）環境再生保全機構  地球環境基金助成金 

http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html 

美ら海・美ら山募金推進協議会  美ら海・美ら山募金（※石垣島限定）

http://churaumichurayamabokin.ti-da.net/ 
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3.5 早期の準備 
 

関係者と調整が必要なものは、早期に準備をはじめましょう。 

 

① 用具・備品を借りる 

必要な用具・備品を借りることができると、大幅な経費節減となります。 

海 Loveフェスタでは、石垣市や地区公民館等から用具･備品を借りています。第3回海 Love

フェスタでは、第 3 回実行委員会（平成 23 年 10 月 28 日）までに運営班各班が借用物リスト

を提出して、11 月 7 日に実際に借用物を確認しました。借用物は責任者を決めて、返却まで

しっかり管理しましょう。借用物を壊したり、紛失した場合は弁償が必要なこともあります。 

第 3 回海 Love フェスタで借用した用具・備品のリストを表 3-5に整理します。この他に、

八重山サンゴ礁保全協議会からリユース食器を借りました。海 Love フェスタでは、昼食を提

供するため、参加者に「My はし、どんぶり」の持参をお願いしています（図 3-1）が、忘れ

た人のためにリユース食器を準備しています。リユース食器を使用することで、参加者に使

い捨てをしない意識が高まるのでよいでしょう。 

早期に準備した用具・備品は当日まで保管する仮置き場が必要になります。海 Love フェス

タでは、借用先に協力してもらい、用具・備品は開催前日に会場に配達、翌日に回収しても

らっています。 

 

② テント設営の許可をとる 

会場や海岸にテントを設営のために土地を借りる場合は、関係者と調整が必要です。テン

ト設営の許可が必要な場合もあります。 

第 3 回海 Love フェスタの会場となった明石海岸は西表石垣国立公園の一部であったため、

環境省にテント設営の許可をとりました。約 1 ヶ月前に連絡、調整します。 

 

③ 駐車スペースを確保する 

会場付近に駐車スペースを確保しましょう。地権者に依頼して、空き地を借りることが多

いです。スペースは実行委員と参加人数を考慮しましょう。また、駐車スペースが整備され

ていない場合は、業者に依頼して、開催直前に整備してもらいましょう。 

 

④ 送迎バスを手配する 

予算がある場合は送迎バスを手配するとよいでしょう。学校からの団体や交通手段のない

参加者が参加しやすくなります。集合場所は参加者が集まりやすい市内施設とするとよいで

しょう。 

海 Love フェスタでは、2 ヶ月前に地元バス会社に連絡して、調整します。
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表 3-5 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 の借用物リスト 

（海・Love フェスタ 2011 実行委員会 提供） 

用具・備品 個数 使用する班 借用先
横看板（インフォメーション） 1
縦看板（受付） 1
縦看板（ごみ集積場） 1
縦看板（展示用） 4
縦看板（分別表展示用） 2
展示用ボード 3 石垣市公共施設管理公社

買物かご 15
運営本部

ビーチクリーン運営班
石垣島トライアスロン事務局

トラロープ ※
鉄筋くい 4
ナタ 1
メガホン 4
ホイッスル 1
巻尺 1
三脚台 1
ロープ50ｍ、20ｍ ※
縦看板（駐車場） 2
縦看板（受付誘導用） 2
誘導灯 10
交通安全ベスト 10
トランシーバー 6 石垣市観光協会
縦看板（救護） 1
カラーコーン 20
ハンドマイク 2 石垣市公共施設管理公社
バインダー 10 受付・案内班 石垣島トライアスロン事務局
ごみ箱 2
灰皿 2
テントシート（音響保護） 2
テント ※
長テーブル 10
椅子 30
ポリバケツ 3

縦看板（リユース食器用） 1
南の島の星まつり事務局

（石垣市観光課）
発電機 2 ライブ進行班 石垣市公共施設管理公社

会場設営班

南の島の星まつり事務局
（石垣市観光課）

石垣市公共施設管理公社

石垣島トライアスロン事務局

石垣市公共施設管理公社

南の島の星まつり事務局
（石垣市観光課）

石垣島トライアスロン事務局

石垣市公共施設管理公社

明石公民館

接遇班

運営本部

ビーチクリーン運営班

アート製作班

安全対策班

 
※記録なし 
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3.6 広報する 
 

海岸清掃イベントを多くの人に知ってもらうために広報しましょう。 

 

① メディアに発表する 

海岸清掃イベントの詳細が決まったら、実行委員会開催日に合わせて、メディアに取材依

頼をして、イベント開催の発表を行いましょう。発表後も様々なメディアに依頼して、積極

的に広報しましょう。 

第 3 回海 Love フェスタでは、第 4 回実行委員会（平成 23 年 11 月 10 日）にメディア発表

を行い、有料で地域新聞に広告を出しました。 

 

② ポスター・チラシを作成・配布する 

広報用のポスターとチラシ（図 3-1）を作りましょう。実行委員会にイラストや画像処理

の得意な人がいると版下まで作成でき、外注が印刷のみで済むため、経費節減となります。

ポスター等が完成したら、学校や店舗（コンビニ、スーパー、お土産店、飲食店）に配布し、

掲示してもらいましょう。 

第 3 回海 Love フェスタでは、平成 23 年 10 月 8 日にポスターとチラシが完成しました。 

 
図3-4 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 掲示されたポスター 

（海 LOVE ネットワーク事務局 海 LOVE 日記 HP より http://umilovenet.ti-da.net/searc

h.php?search=%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC） 

 



 

 M-87

 

3.7 支援をお願いする 
 

海岸清掃イベントの支援をお願いしましょう。 

 

① 協賛・協力・寄付を依頼する 

協賛、協力、寄付の依頼文書を送付したり、実際に会ってお願いしましょう。 

第 3 回海 Love フェスタでは、平成 23 年 9 月 22 日に依頼文書を配布、郵送しました。第 1

回及び第 2 回海 Love フェスタでは実行委員による寄付金集めをしましたが、委員の負担が大

きいため第 3 回はほとんど行いませんでした。それよりも経費を抑えて、助成金と寄付金で

全て賄えるように心がけました。 

 

② 市町村に協力依頼・申請する 

海 Love フェスタでは石垣市環境課にイベント計画を説明して、協力をお願いしています。

石垣市は通常の海岸清掃活動時にも軍手やごみ袋を提供してくれますが、イベント時は通常

よりも必要数が多いので、早めに申請します。 

 

③ 海岸管理者※・学校・地域住民・各団体に協力依頼する 

イベント計画を説明して、協力をお願いしましょう。 

※「本マニュアルで使用する用語について」参照 

 

④ 参加アーティストに依頼する 

海 Love フェスタでは、アーティストにイベントの理解を得て、無償でライブをしてもらっ

ています。県外から参加してくださるアーティストには、協賛航空会社に航空券を提供して

もらっています。 
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3.8 直前の準備 
 

開催日が近づいてきたら、本格的に準備をはじめましょう。 

 

① 用具・備品を準備する 

購入が必要な用具・備品を準備しましょう。大量に必要とするため、早くに準備したほう

がよいのですが、当日まで保管する仮置き場が必要なことに注意しましょう。 

また、活動中に参加者が主催者を見つけやすいように、主催者が揃えた服装にすることも

検討しましょう（前述2.1.7⑦参照）。 

  
図3-5 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 実行委員 T シャツ 

② 製作物を作成する 

会場付近に設置する看板や展示物等を作成しましょう。看板は「海へ」や「この先で海岸

清掃をしています」というメッセージや矢印が便利です（図 3-10）。 

第 3 回海 Love フェスタでは、平成 23 年 10 月 13 日に製作物の準備をはじめました。回を

重ねるにつれ、使いまわすものが増え、新たに製作が必要なものは減っていきます。 

 

③ボランティア保険に加入する 

社会福祉協議会等でボランティア保険に安価に加入できるので積極的に活用しましょう

（P58 参考 3 参照）。 

 

④ メディアへ取材依頼する 

開催日が近づいたら、記者クラブを通じて、イベント当日の取材依頼をしましょう。開催

日が近づいてから依頼すると確実です。 
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⑤ 会場清掃・整備・設営・搬入する 

前日までに会場を清掃、整備して、可能な限り、会場設営（テント、ステージ、仮設トイ

レ設置）をはじめましょう。受付・救護テントは一基で併用することもできますが、開・閉

会式会場と活動する海岸が離れている場合は、それぞれの場所に設営するとよいでしょう。

また、展示物や用具・備品等を搬入しておきましょう。 

海 Love フェスタでは、開催直前に、地元建設会社にボランティアで海岸へのアクセス路の

整備をしてもらいました。 

・会場の清掃 

・アクセス路の整備 

・会場設営（テント、ステージ） 

・展示物、用具・備品の搬入 

 

  
図3-6 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 会場付近の様子 

左：設営されたステージとテント 右：整備された海岸へのアクセス路 
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3.9 当日スケジュールと事後作業 
 

当日は協力し合って、海岸清掃イベントを運営しましょう。イベント終了後は事後作業

があります。 

 

 

図3-7 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 

イベント前の海岸の様子 

 

① 当日スケジュール 

第 3 回海 Love フェスタでの実際の当日の活動内容について説明します。主催者のタイムテ

ーブルを図 3-8に示します。 

 

●実行委員集合 

実行委員は開始 3 時間前に集合して、準備を始めましょう。 

 
●開催判断 
海 Love フェスタでは開催しない時のみ、ラジオで放送するようにしています。また、中止

や延期を知らずに会場入りする参加者のために、早い時間から会場でも中止案内ができるよ

うに準備しておきます。 

 
●会場設営（テント、ステージ等）《会場設営班》 
テントの準備例について、表 3-6に整理します。受付テントには多くの人が立ち寄るため、

海岸清掃活動に関する資料を展示しておくとよいでしょう（図 3-9）。 
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7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

1 運営本部
（　　　　　名）

2 ビーチクリーン運営班
（　　　　　名）

3 会場設営班
（　　　　　名）

4 受付・案内班
（　　　　　名）

5 ボランティアガイド班
（　　　　　名）

6 接遇班
（　　　　　名）

7 安全対策班
（　　　　　名）

8 記録班
（　　　　　名）

9 救護班
（　　　　　名）

10 ライブ進行班
（　　　　　名）

11 アート製作班
（　　　　　名）

12 給食班
（　　　　　名）

7：00
準備開始

9：30
バス到着

10：00～10：25
開会式

11：30～12：40
アート製作・空撮・ゴミ運び出し

13：00～15：40
ランチ＆ライブ

15：50～16：20
閉会式

17：00
バス出発

後片付け

11月13日(日）
明石海岸

お
つ
か
れ
さ
ま
で
し
た
！

8：30
バス出発

10：30～12：00
ビーチクリーン＆分別

公民館

ビーチ

見送り

ビーチへ移動

徒歩5分

公民館へ移動

徒歩5分

 
図3-8 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 の当日タイムテーブル 

（海・Love フェスタ 2011 実行委員会 提供） 

 
表 3-6 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 のテントの準備例 

（海・Love フェスタ 2011 実行委員会 提供） 

場所 役割・準備するもの 

受付テント 

案  内：受付看板、長テーブル、椅子、参加者名簿、筆記用具 

プログラム（大）、会場案内図（大）、漂着ごみの分別一覧（大）

協賛・協力・寄付の一覧 

普及啓発：海岸漂着物に関する展示物（写真・資料・パネル等） 

配  布：給水用キーパー（水・お茶）、リユース食器 

軍手（片手分、忘れた人のみ） 

その他 ：ブルーシート（荷物を置くスペース等に利用） 

救護テント 救  護：長テーブル、椅子、ブルーシート、救急セット、氷、黒糖 
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図3-9 海・LoveLove フェスタ in 石垣島 受付テント付近の様子 

1 段目 左：プログラムと会場案内図 右：漂着ごみの分別一覧 

2 段目 海岸漂着物に関する展示物 

3 段目 協賛・協力・寄付の一覧 

（海・Love フェスタ実行委員会 提供） 
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●会場案内の設置 
会場案内のためにのぼり旗や看板を設置しましょう。会場外からわかるように会場入口付

近の道路沿いにも設置するとよいでしょう。会場内にも設置しましょう。 

・看板例 
駐車場、集積場所、トイレ、受付テント、救護テント、海岸までの道 
昼食提供メッセージ（提供する場合）、喫煙コーナー、危険な場所、立入禁止ゾーン 

  
 

 
図3-10 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 のぼり旗や看板 

（海・Love フェスタ 2011 実行委員会 提供） 

●その他の準備・設置《会場設営班》 
・喫煙コーナー 

子どもが多数参加するため、喫煙コーナーを設けるようにしましょう。カラーコーン

で囲い、屋外用の灰皿を置きます。 
・ごみ箱 

ごみ箱を設置しますが、海岸清掃活動で回収したごみ以外は各自持ち帰るようにして

もらいましょう。 
・危険な場所、立入禁止ゾーン 

川や排水（雨水）溝からの流れ込み等の危険な場所や御嶽等の立入禁止ゾーンがわか

りやすいようにカラーコーンを置きましょう。 
・分別エリア（図 3-11） 

海岸にブルーシートをしき、重石をしておきましょう。大きいシートを使用すると一

斉に分別作業ができて効率的です。海岸へのアクセス路に近い場所に設置しましょう。 
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・ごみ袋、スタンドバッグ、土のう袋 

ごみ袋やスタンドバッグは海岸各所に、土のう袋は分別エリアに置きましょう。 

・ごみ集計エリア 

ごみ集計エリアはロープで囲い、集計もれのないようにします。集計用紙や筆記用具

は担当者が準備、管理しておきましょう。分別エリアに近い場所に設置しましょう。 

・漂着物アート製作エリア 

ごみ集計後にスムーズに漂着物アート製作ができるように下準備をしておきましょう。

ごみ集計エリアに近い場所に設置しましょう。 

  
 

 
図3-11 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 準備の様子 

左上：分別エリアに準備されたブルーシート（海・Love フェスタ 2011 実行委員会 提供） 

右上：海岸に準備されたスタンドバッグ等 下：ごみ集計エリアを囲んだロープ 

 
●全体の打ち合わせ 
全ての準備が完了したら、実行委員全員で集まり、当日スケジュール（図 3-12）の最終確

認を行いましょう。 
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9:30

（敬称略）

10:00 開会式宣言 司　会

挨拶 ・・・ 明石公民館長

挨拶 ・・・ 実行委員長

会場説明 ・・・

ビーチクリーン説明 ・・・

漂着物アート説明 ・・・

10:25 移動の号令♪ ・・・

15分休憩

（敬称略）

15:50 ゴミ集計報告 ・・・

後援・協賛・寄付紹介 ・・・

挨拶 ・・・ 明石公民館長

ビーチクリーンのチラシについて ・・・

挨拶 ・・・ 実行委員長

15：50～16：20　閉会式

～海Loveフェスタ終了（16：20）～

17：00　バス明石出発

*12：00アートのまわりに集まる　12：10撮影開始

13：00～15：40　ランチ＆ライブ

琉球國祭太鼓　八重山支部

明石子供エイサー

川門　聡　&　ゆうなーず

　　*　海ゴミ１５　*　

UCOCA　&　マーキーズ

☆マーレーズ☆　&　SLOWBEATBAND

♪　海Loveのうた　♪

11：30～12：40　漂着物アート＆空撮＆ゴミ運び出し

10：00～10：25　開会式　　明石公民館広場

～みんなでビーチに移動（徒歩５分）～

10：30～12：00　ビーチクリーン＆分別　

*30分回収　11：00より分別開始

Welcom e ♪　琉球國祭太鼓

第一部

第二部

 

図3-12 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 の当日スケジュール 

（海・Love フェスタ 2011 実行委員会 提供） 
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●送迎バス《ボランティアガイド班》 

送迎バスにはボランティアガイド班が同乗して、車内で参加者の受付やイベント説明をし

たり、島内の観光案内をする等の工夫をしましょう。 

 

図3-13 第 1 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2009 送迎バスが到着した様子 

（海・Love フェスタ 2009 実行委員会 提供） 

●受付《受付・案内班》 

受付テントで参加者の名簿記入案内や軍手を忘れた人に配布したり、カウンターで参加人

数を数えましょう。 

 

●開会式 

・開会式宣言 

・地区公民館長挨拶 

・実行委員長挨拶 

・会場説明 

・当日スケジュール（図 3-12）説明 

・海岸清掃活動の説明（注意事項等） 

  

図3-14 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 開会式の様子 

左：開会式前 右：挨拶 
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●移動 

 徒歩で海岸へ移動します。 

 
図3-15 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 海岸へ移動する様子 

●海岸清掃活動 

海岸各所に準備されたごみ袋を持って回収してもらいましょう。海岸の端から分別エリア

に戻るように、回収していくと効率的です。海 Love フェスタではごみ回収から集計まで 90

分（回収 30～40 分・分別 40 分・集計 10 分）を目安としています。ごみ集計が終わったら漂

着物アート製作エリアへごみを移動させます。 

  
 

 
図3-16 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 海岸清掃活動の様子 

左上：回収 右上：分別 下：集計 
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●漂着物アート撮影 

海 Love フェスタでは漂着物でイベントメッセージを伝えることと同時に、全員参加のお楽

しみイベントとして、漂着物アート撮影をしています。漂着物アートは回収したごみでつく

り、周りに参加者が並んで完成します。これを写真家の大塚勝久氏がボランティアでパラグ

ライダーから空撮してくれます。この活動で参加者に連帯感が生まれます。 

  
 

  
 

  
図3-17 海・LoveLove フェスタ in 石垣島 漂着物アート製作の様子 

1 段目 左：空撮する様子（2011 年）       右：バケツリレー（2010 年） 

2 段目 左：ごみを並べる様子（2011 年）     右：漂着物アート（2009 年） 

3 段目 左：漂着物アート（2010 年）  右：明石海岸と漂着物アート（2011 年） 
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●ごみを集積場所へ運ぶ 

漂着物アート撮影が終わったら、集積場所までごみを運び出します。参加者が海岸から集

積場所まで並んで、バケツリレーでごみを運ぶと、重機や車を入れずに人力だけでごみを移

動できて効率的です。 

  

 

 

図3-18 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 ごみを集積場所へ運ぶ様子 

上：バケツリレーでごみを運ぶ様子 

下：集積場所（海・Love フェスタ 2011 実行委員会 提供） 
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●昼食の提供 

海 Love フェスタでは地区公民館の協力のもと、牛そば等の炊き出しをしています。参加者

には「My はし、どんぶり、水筒等」の持参をお願いしていますが、忘れた人のためにリユー

ス食器も準備しています。 

 
図3-19 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 提供された牛そば 

●ライブ 

海 Love フェスタではイベント趣旨に賛同してくれるアーティストや地元の活動団体にラ

イブをお願いしています。ライブを目的とした参加者もおり、活動の輪を広げるよい機会と

なったり、参加者の楽しみになっています。 

  
図3-20 海・LoveLove フェスタ in 石垣島 ライブの様子 

（海・Love フェスタ実行委員会 提供） 

●閉会式 

イベントの参加人数も報告しましょう。 

・ごみ集計報告 

・地区公民館長挨拶 

・実行委員長挨拶 

・閉会宣言 



 

 M-101

 

●送迎バス見送り 

送迎バス出発時は、実行委員が見送るようにしましょう。 

  

図3-21 第 1 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2009 送迎バス見送りの様子 

（海・Love フェスタ 2009 実行委員会 提供） 

●片づけ 

撤収作業 

借用物返却（運営班各班の責任者が借用物の返却確認をする） 

 

② 事後作業をする 

●借用先に借用物返却 

●協賛・協力・寄付関係者に御礼状配り・発送（平成 23 年 11 月 23 日） 

・海岸清掃活動の集計結果まとめ 

・当日の作業風景等の写真添付 

●地区公民館へ御礼（平成 23 年 11 月 25 日） 

●会計報告 

●助成金報告書提出（必要に応じて） 

●HP 公開 

 

図3-22 海・Love フェスタ 2011 実行委員会 
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3.10 企画・運営の他事例 
 

海岸清掃イベント企画･運営の他事例も参考にしてください。 
 

恩納村「海をきれいに！」分科会は、恩納村で活動しているビーチクリーン団体です。そ

の活動には、2005 年～2010 年までに累計 2,243 名が参加し、1,231 袋と 1,169kg のごみを回

収しました。毎年目標とするビーチクリーン参加人数と回収するごみの量を決め、活動の輪

を広げています。 

恩納村「海をきれいに！」分科会が主催する毎月 22 日の海岸清掃活動と年 1 回のビーチク

リーンフェスティバル「The Blue E.A.R.T.H. onnason」の企画・運営について、情報提供し

ていただきました。 

  

図3-23 毎月 22 日の海岸清掃活動（恩納村「海をきれいに！」分科会 提供） 

 

図3-24 概要 （恩納村「海をきれいに！」分科会 提供）
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図3-25 目標と主な活動 （恩納村「海をきれいに！」分科会 提供） 
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図3-26 The Blue E.A.R.T.H. vol.3 onnason 企画書の一部(1) 

（恩納村「海をきれいに！」分科会 提供） 
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図3-27 The Blue E.A.R.T.H. vol.3 onnason 企画書の一部(2) 

（恩納村「海をきれいに！」分科会 提供） 

  
 

  

図3-28 The Blue E.A.R.T.H.ライブの様子 （恩納村「海をきれいに！」分科会 提供） 
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中川 久美子さん 

 

拾っても拾っても、流れ着くゴミ。 

綺麗な海が好き、美しいビーチが好きだから、ビーチクリーンしよう！と身近な仲間たちと

始めた輪が、イベントにまで発展したのも、「まずは友達から」でした。ボランティア活動は

楽しければ長続きします。私たちは友達や仲間たちと、楽しくやり始め、友達が友達を呼び、

さらに賛同者を呼び、イベントが大成功し、さらにボランティアの輪が広がりました。 

このキラキラした輪、海 Love な活動の輪が石垣島のみにとどまらず、いろんな場所に広が

っていったら・・・ 

どこかで「海 Love フェスタ」のようなビーチクリーンメインのイベントが開催されていけ

ば、世界中に「ゴミは捨てるものじゃなく、拾うもの」の意識が広がり、やがてはビーチクリ

ーンの必要ない綺麗なビーチと海が目の前に広がるはず、と期待しています。 

 

 

 
 

ゴミは捨てる 

ものじゃなくて、 

拾うものだよ。 

海・Love イメージキャラクター 

アクアちゃん 漂着物アート 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

海岸清掃マニュアル（住民活動編） 
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