
1
四日
市

東富田地区連合自治会 東富田海岸 四日市市東富田町

2
四日
市

霞ヶ浦地区環境行動推進協議会 高松海岸 川越町亀崎新田

3
四日
市

末日聖徒イエス・キリスト教会 高松海岸 川越町高松

4
四日
市

三和工務店安全協会 南五味塚海岸 四日市市楠町

1 鈴鹿 寺家地区青少年育成町民会議 鼓ヶ浦地区海岸 鈴鹿市寺家町

2 鈴鹿 三重中立鈴亀地区居住者組織連合会 鼓ヶ浦海岸 鈴鹿市寺家町

3 鈴鹿 鈴鹿市漁業協同組合浜田地区女性部
若松（浜田地区）
海岸

鈴鹿市浜田地区

4 鈴鹿 白子小学校
白子海岸から鼓ヶ浦海水浴
場

鈴鹿市白子

5 鈴鹿 鈴鹿中学・高等学校ＳＯＭ 下箕田地区海岸
鈴鹿市下箕田町
鈴鹿市若松東

6 鈴鹿
鈴鹿市立鼓ヶ浦公民館おじさんセミナー
（第１１回海浜で遊ぼう実行委員会）

磯山地区海岸
鼓ヶ浦海岸

鈴鹿市寺家一丁目

7 鈴鹿
長太地区まちづくり協議会　青少年育成
部

長太北浜海岸 鈴鹿市長太旭町６丁目

8 鈴鹿

若松地域づくり協議会
愛宕地域づくり協議会設立準備委員会
若松海岸通り美化ボランティア推進委員
会

若松海岸
千代崎海岸
原永海岸

・徳本御堂前から浜田公園
まで、千代崎海岸、原永海
岸
・鈴鹿市若松地区　中若松
町から南若松町まで

9 鈴鹿 鈴鹿市漁業協同組合白子地区女性部 白子海岸 鈴鹿市中若松町

10 鈴鹿 全国本田労働組合連合会三重地方協議会 鼓ヶ浦地区海岸 鈴鹿市寺家

11 鈴鹿 千代崎観光協会 千代崎海岸 鈴鹿市南若松町

12 鈴鹿 若松地域づくり協議会生活環境部 山中地区海岸
若松東二丁目三重県管理
地、若松排水機場東側

13 鈴鹿 三和工務店安全協力会 鼓ヶ浦海岸 鈴鹿市東磯山

14 鈴鹿 鈴鹿市漁業協同組合・鈴鹿森林組合
鼓ヶ浦海岸
（河川局海岸）

鈴鹿市白子一丁目

15 鈴鹿 （一社）三重県建設業協会　鈴鹿支部
白子港緑地から
鼓ヶ浦海水浴場まで

鈴鹿市白子

16 鈴鹿
鮎川義塾
名古屋熱田校

鼓ヶ浦海岸 鈴鹿市寺家

17 鈴鹿 辯天宗鈴鹿教会（区）青年隊 千代崎海岸 鈴鹿市江島町

18 鈴鹿 鼓ヶ浦小学校区青少年育成町民会議 鼓ヶ浦海岸
鈴鹿市鼓ヶ浦寺家から磯山
まで

19 鈴鹿 鈴鹿地区少年警察協助員協議会 千代崎海岸 鈴鹿市南若松町
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20 鈴鹿
白子地区自治会
連合会

白子海岸から
鼓ヶ浦海岸

鈴鹿市白子

21 鈴鹿 MIE FILIPINO COORDINATING COUNCIL 千代崎海岸 鈴鹿市南若松町

22 鈴鹿 ウミガメネットワーク 磯山地区海岸 鈴鹿市寺家町

23 鈴鹿 朝日丸建設株式会社
山中緑地から
浜田公園まで

鈴鹿市若松町

24 鈴鹿 二本木サーフ 若松海岸 鈴鹿市北若松

25 鈴鹿 海岸清掃ボランティア（住吉） 千代崎海岸 鈴鹿市南若松町

26 鈴鹿
山忠食品工業（株）
ビーチクリーン
ボランティア

白子海岸
鈴鹿市白子
（白子港緑地付近）

27 鈴鹿
鈴鹿ライオンズ
クラブ

鼓ヶ浦海岸 鈴鹿市磯山地区

28 鈴鹿
鈴鹿ベイロータリー
クラブ

鼓ヶ浦海岸 鈴鹿市寺家町

1 津 ウミガメネットワーク 中河原・乙部地区海岸 津市高洲町

2 津
（公財）三重県生活衛生営業指導セン
ター

御殿場海岸 津市御殿場海水浴場

3 津 ふれあいのかおり実行委員会 香良洲海岸 津市香良洲町高砂

4 津 育成地区自治会連合会 阿漕・藤枝・米津地区海岸
津市阿漕浦
～津市御殿場

5 津 ホットな津海岸ネットワーク 阿漕・藤枝・米津地区海岸 津市阿漕浦

6 津
千里の海岸を美しくするボランティアの
会

東千里海岸 津市河芸町東千里

7 津 町屋百人衆 河芸地区海岸 津市栗真町屋町

8 津 水の未来を守る会 阿漕・藤枝・米津地区海岸 津市下弁財津興

9 津 ㈱ヨコハマタイヤジャパン有志 阿漕・藤枝・米津地区海岸
津市藤方
～津市御殿場

10 津 NPO法人　居宅支援システム　実践 阿漕・藤枝・米津地区海岸 津市御殿場

11 津 UAゼンセン三重県支部 阿漕・藤枝・米津地区海岸
津市藤方
～津市津興

12 津 白塚の浜を愛する会 白塚海岸 津市新町北東

13 津 本堂建設(有)安全衛生協会 阿漕・藤枝・米津地区海岸 津市津興

14 津 アイティエム(有)安全衛生協会 阿漕・藤枝・米津地区海岸 津市津興

15 津 末日聖徒イエス・キリスト教会 阿漕・藤枝・米津地区海岸 津市藤方

16 津 香良洲小学校 香良洲北海岸 津市香良洲町稲葉

17 津 香海中学校 香良洲北海岸 津市香良洲町

18 津 津市マレットゴルフ協会 河芸地区海岸 津市栗真町屋町



19 津 （一社）三重県建設業協会津支部 白塚地区海岸 津市白塚

20 津 香良洲町こども会育成者連絡協議会 香良洲北海岸 津市香良洲町小松

21 津 三和工務店安全協力会 阿漕・藤枝・米津地区海岸 津市藤方

22 津 三重大学環境ISO学生委員会 河芸地区海岸 津市栗真町屋町

23 津 津市立白塚小学校 白塚地区海岸 津市白塚

24 津 河芸町豊津地区社会福祉協議会 上野地区海岸 津市豊津

25 津 戸木小学校第５学年 香良洲海岸 津市香良洲町小松

26 津 津市少年硬式野球協会 阿漕・藤枝・米津地区海岸
津市阿漕浦
～津市御殿場

1 松阪 大淀ビーチクリーン 大淀海岸 明和町大淀

2 松阪 桑名三重信用金庫 松名瀬海岸 松阪市松名瀬町

3 松阪 ビーチガーディヤー 西黒部海岸 松阪市高須町

4 松阪 ムーンビーチの砂 大堀川新田海岸 多気郡明和町大淀

5 松阪
三和工務店
安全協力会

松名瀬海岸 松阪市松名瀬町

1 伊勢 伊勢市立大湊小学校 鷲ヶ浜海岸 伊勢市大湊町

2 伊勢 伊勢市立豊浜東小学校 東豊浜地区海岸 伊勢市東豊浜町

3 伊勢 北浜まちづくり会議 北浜地先海岸 伊勢市有滝町

1 志摩 坂手町内会 坂手北地先海岸 鳥羽市坂手町毛茂の海岸

2 志摩 志摩夢まちサポーターズ
片田地区海岸～御座地区海
岸・間崎島海岸

志摩市志摩町片田～御座・
間崎

3 志摩 波切自治会
船越地区海岸　　名田地区
海岸

志摩市大王町波切地内

4 志摩 鳥羽清港会 鳥羽港海岸 鳥羽市佐田浜～安久志海岸

5 志摩 志摩市大王小学校
波切須場地区海岸　　波切
(宝門）地区海岸

志摩市大王町波切地内

6 志摩 英虞湾愛好会
御座西地区海岸　　御座東
地区海岸　　間崎島北地区
海岸

志摩市大王町波切地内

1 尾鷲 みきさといーぐみ 三木里海岸
尾鷲市三木里町～名柄町地
内



1 熊野 三重県立木本高等学校 木本港海岸 熊野市木本町

2 熊野 七里御浜清掃グループ 御浜海岸
南牟婁郡御浜町志原～阿田
和

3 熊野 三重県立紀南高等学校 阿田和地区海岸 南牟婁郡御浜町大字阿田和


