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特別号

15 万人突破
公益財団法人かながわ海岸美化財団

平成 25 年度海岸清掃ボランティア参加者数
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平成 25 年度の海岸清掃ボランティア参加人数が、平成 3 年に財団が設立されて以来初めて 15 万人を突破

し、152,110 人を記録しました。平成 3 年度の財団設立時の 57,228 人から 23 年かけて約 2.6 倍に増加し

たことになります。これまでの 23 年間のボランティア参加人数を累計にすると、2,209,141 名に及びます。
15 万人へのあゆみを振り返ってみ
ますと、その道は決して平坦ではなく、
要所要所において施した対策が功を奏
した結果と言えます。

ホームページの開設

財団がスタートした平成 3 年度から

増加しました。

県下一斉ビーチクリーンの実施

また、平成 12 年度から開始した県

下一斉ビーチクリーンアップが一般の
方が参加できる受け皿となったことに

災の影響で平成 23 年度は 10 万 6 千人
に激減しました。この落ち込みを回復
させたのが、フェイスブックページの
開設でした。
平成 24 年 9 月に公式フェイスブッ

より、平成 13 年度に 10 万人を超え、

クページを開設し、タイムリーな海岸

9 年度までの 6 年間のボランティア参

今までボランティアの少なかった地域

状況やイベント情報を発信し始めると、

加人数は横ばいからやや減少傾向でし

にもビーチクリーンの輪が広がってい

これまでビーチクリーンをしたことの

たが、平成 11 年度にホームページを

きました。

ない層の参加が大幅に増え、平成 25

開設し、ボランティアの清掃情報を発
信 し 始 め た の を き っ か け に、ホ ー ム
ページを見てメールによる参加申込が

フェイスブックページの開設

平成 22 年度にボランティア数は 15

万人目前まで迫るものの、東日本大震

年度には、遂に 15 万人を超えること
ができました。
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公益財団法人かながわ海岸美化財団

これまで神奈川県の海岸美化は、たくさんのボランティアの方によって支えられてきました。その数、23 年間で

延べ 2,209,141 人。本当にありがとうございました。ここでは、その中で美化財団に団体登録し、美化活動を継続
して実施されている清掃団体を紹介させていただきます。（五十音順）
団体等名称
アウトリガーカヌークラブ・ジャパン

クソ下ローカルズ

東京湾岸ぐるっとクラブ

アースデイ湘南実行委員会

クリスタルウェーブ（平塚サーフィンチーム）

東友会

アムウェイ・ネーチャーセンター

クリーン・オーシャン・パーソンズ（COP）

東洋大学学生ボランティアセンター
長浜の自然を守る会

グリーンバード鎌倉チーム

関東支部

ボランティア部会

アラカイ（ALAKAI)

NPO法人

Alohappy Beach Yoga&Beach Clean

Grow Surf

NPO西浜サーフライフセービングクラブ

E･B･I（エンドレスブルーアイランド）

KFP3校連絡協議会（鵠沼小学校/鵠洋小学校/鵠沼中学校）

一般社団法人

イングファミリー

有限会社コアアウトフィッターズ

NPO 日本渚の美術協会
日本ビーチテニス連盟

WAVER'S

高校生ボランティアグループ「パレット」

ウエストビーチダイビングセンター

NPO法人

ウォーター＆ダイビング活用研究所

合同ボランティアネットワーク

国府津の海きれい研究会

日本サーフィン連盟（NSA)

特定非営利活動法人

日本ライフセービング協会

ネイチャー日本

海さくら

こまたん

野生会（のせいかい）

海をつくる会

小八幡を考える21会

野比の海岸を守る会

エコサーファー

サーフ90藤沢ライフセービングクラブ

HUG（Human

ECOrange (エコレンジ）

一般社団法人Surfrider Foundation Japan

特定非営利法人

United

江の島釣道会

株式会社サーフレジェンド

BBC（馬入ビーチクラブ）

江の島ピーエフアイ株式会社（新江ノ島水族館）

サーフレスキュー湘南チーム(SRST)

HALE Surf&Sail

江の島ビーチクラブ

サーファーによる環境を考えるネットワーク湘南支部(S.E.N湘南) Piece-ple

江ノ島湾護美さあくる

酒匂ファミリー

ローカルサーフチーム

for

clean&yoga（ピース・プル

Beach Access Fujisawa (ビーチアクセス

everblue

ザ・サーフ・サーフィング・アソシエーション（TSSA）

一般社団法人

MO3STORE

七里ヶ浜クリーンコミュニティー

Beach Clean Walker

大磯釣り保存会

SHICHIRIGAHAMA FRIENDLY CLUB

ビーチ・クリーン・ライブ

大磯ビーチクリーン実行委員会

一般社団法人

BEACH 葉山

JEAN

Green）

バディ冒険団

イン鎌倉実行委員会

アウトドアフィットネスクラブ

NPO法人オーシャンファミリー海洋自然体験センター

じゃおクラブ

ビーチパーク・サーフィンクラブ

JAMBO International Center

平塚オーシャンガーディアンズ（H.O.G)

小田原市酒匂婦人会

城ヶ島沖海鳥観察グループ

公益社団法人

海岸清掃サークル

湘南アサヒベースボールクラブ

ふね前カップ実行委員会

海掃

海岸清掃団体

湘南ウキブイ

藤沢）

ビーチクラブ全国ネットワーク

小田原市環境ボランティア協会

特定非営利活動法人

クリーン＆ヨガ）

平塚青年会議所

株式会社フリークスファクトリー

一般社団法人海洋会ボランティアクラブ

湘南海岸をきれいにする会

フリュードパワー

片瀬海岸清掃隊

湘南ひらつかビーチクラブ

PLAYGROUND

サーフィンクラブ

サーフチーム

桂川・相模川流域協議会

湘南りんどう会

特定非営利活動法人ベアフット協会

神奈川県海水浴場組合連合会

白樺ーズ

ヴェオリア・ウォーター・インダストリーズ・ジャパン株式会社

神奈川県立YMCA三浦ふれあいの村

スキムワン

ほのぼのビーチ茅ヶ崎

かながわ信用金庫ボランティアサークル「ふれあい」

逗子ビーチ・クリーン隊

MARBLE

神奈川野生動物救護連絡会

逗子マリン連盟

水と空気を綺麗にする会

鎌倉アウトリガークラブ

西湘地域連合

三井ボランティアネットワーク事業団

鎌倉市腰越

ソレイユプロヴァンス

株式会社

メタルワン

鎌倉の海を守る会（KAMAUMI)

浜上町内会

玉川大学工学部

諸磯の海

100年先まで残す会

鎌倉市民同窓会

特定非営利活動法人NPOサポートちがさき

NPO法人

野生動物救護獣医師協会

鎌倉ハイサーフ（鎌倉マリンスポーツ連盟坂ノ下支部）

公益社団法人茅ヶ崎青年会議所

NPO法人

野生動物救護獣医師協会

鎌倉ビーチフェスタ実行委員会

茅ヶ崎・浜景観づくり推進会議

特定非営利活動法人

神奈川支部

ゆい

鎌倉マリンスポーツ連盟

茅ヶ崎ローカルブラザーズ(C.L.B)

洋之介ファンフェスタ実行委員会

鎌倉ライフガード

チャリティー＆ボランティアANIMO愛好会

特定非営利活動法人

鎌倉を美しくする会

中高生ボランティア団体NEXUS

横須賀YMCA生涯学習部

横須賀港湾防災支援会

川と海の環境を守る会（かわうみ）

辻堂ゴミゼロクラブ

横浜こどもＥＣＰ

環境応援団いっぽ

辻堂橋前ローカル

ラバーズ・ライン

鵠沼ビーチクリーンクラブ（KBCC）

DEXTE-K（西なぎさ発：東京里海エイド）

wacca-project （わっかプロジェクト）

クゲプーオヤジメモリアルカップ実行委員会

東海エコ研究会

One☆Paw

MAPs

上記団体以外にも、多くの学校・企業・地域団体等が海岸美化に取り組まれております。感謝申し上げるとともに、
今後とも、美しいなぎさづくりにご協力よろしくお願いいたします。

詳しいボランティア団体については、『平成 25 年度 ボランティア名鑑』が下記サイトよりダウンロードできます
ので、ご参照ください。[http://www.bikazaidan.or.jp/h25volunteerlist.pdf]
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