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江の島片瀬西浜・鵠沼海水浴場

「ブルーフラッグ」
認証取得特集



　ブルーフラッグとは、　デンマークに本部がある国際NGO FEE（国際環境教育基金）による世界で最も歴史ある海の国際認証
制度である。①水質、②環境教育と情報、③環境マネジメント、④安全性・サービスの４分野、33項目の認証基準があり、取得後
も、毎年審査を受けて更新する必要がある。基準を満たしたビーチはその証としてフラッグを掲げることが許される。1985年に
フランスで誕生し、現在世界49か国、4,820ヵ所が取得。とくにヨーロッパでの知名度が高く、「きれいで安心安全で誰もが楽しめ
るやさしいビーチ」として多くの人々がバカンスに訪れる。

　日本におけるブルーフラッグ認証は特定非営利活動法人FEEJapanが担っており、国内の認証海岸は、鎌倉市「由比ガ浜海水
浴場」（2016年）、福井県高浜町「若狭和田海水浴場」（2016年）、兵庫県神戸市「須磨海水浴場」（2019年）、千葉県山武市「本須
賀海水浴場」（2019年）の４ヵ所であった。認証を受けるためには、行政、企業、環境・観光団体、漁業関係者、マリンスポーツ関
係者、ライフセーバー、市民など、多くの団体や地域のキーマンの協力とともに、十分な準備期間が必要である。コロナ禍に翻弄
された中での今回の取得活動は、まさに困難の連続であった。

国内で１番来場者が訪れる海水浴場

　今回ブルーフラッグを取得した片瀬西浜・鵠沼海水浴場は、一年を通し
てサーフィンやボディボードなどマリンスポーツが盛んである藤沢市江の
島の西側の海岸に位置し、都心からも近く、年間100万人以上が訪れる国
内で１番の来場者数を誇る海水浴場である。海水浴場の開設は行政によ
って行われている事が多いのだが、ここを開設するのは、実は藤沢市では
なく、江の島海水浴場協同組合という民間団体である。

　ブルーフラッグの認証申請は、海水浴場の開設者が行う決まりになって
おり、その取得活動も組合が主導して進められた。一海水浴場の組合が民
間団体として初めて、行政をはじめ、関係する多くの団体、キーマンとの交
渉を重ね、協力を取り付け、世界が認める「きれいで安心安全で誰もが楽
しめるやさしいビーチ」にするまでの過程を振り返ってみる。

2021年4月、片瀬西浜・鵠沼海水浴場がブルーフラッグを取得！
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　2021年、江の島。実に57年ぶりにセーリング競技会場としてオリンピックが帰ってきたこの年に、もう一つ素晴らしい出来事が
あった。海の国際環境認証「ブルーフラッグ」の取得である。4月16日、藤沢市「片瀬西浜・鵠沼海水浴場」は、日本で5番目のブル
ーフラッグビーチになり、申請主体である江の島海水浴場協同組合が、民間団体としてアジア初のブルーフラッグを取得したの
である。コロナ禍が続く混沌とした2021年ではあったが、地元藤沢にとっては、記念すべき思い出深い年となった。
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　神奈川県南部に位置する藤沢市には片瀬東浜、片瀬西浜・鵠沼、辻堂、と海水浴場が3つあり、このうち片瀬西浜・
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が走り、公園やテニスコート、駐車場が整備されている。
　海岸の一部では、局所的な海岸侵食が見られるため、辻堂海岸の飛砂や片瀬漁港の浚渫土砂を用いた養浜が行
われている。緩勾配の砂浜は、散策、サーフィン、ビーチバレー、各種イベント等で通年にぎわっている。また、沖合で
は近年ブームであるシラスの他、アジ、チョウセンハマグリ等の魚介類が獲れる。小田急線や江ノ電、湘南モノレール
の駅から近く、江の島散策や新江ノ島水族館、各種レストランと併せた一大観光地である。
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西浜を、家族みんなで楽しめるビーチに
戻したい

　片瀬西浜・鵠沼海水浴場は、湘南の観光スポットであ
る江の島からほど近く、西に富士山も望める恵まれた環
境ということもあり、海水浴場のメッカとして全国にその
名を知られていたが、1990年のサーフ'90（相模湾アーバ
ンリゾート・フェスティバル1990）の頃までは、地元にも
愛され、家族連れが多い普通の海水浴場であった。

　ところが時代とともに状況は変化、多くの若者が東京
などから訪れ海の家のクラブ化問題が発生。2000年を過
ぎたころから飲酒や喫煙、深夜まで鳴り響く音楽などを理
由に地域住民からの苦情が増え、ビーチマナーや治安が
悪化していくことになる。風紀の乱れなどから閉店時間を
早めるなどの規制ルールを設けるものの、鎌倉市などの
市の条例とは異なり、組合による自主規制のため効果が
あまり望めず、家族連れなどは近隣の海水浴場に流れて
行った。また海離れによるレジャー人口の減少も重なり、
近年では来場者はピーク時の350万人から100万人にま
で減少していた。

　2018年、江の島海水浴場協同組合理事長
に森井裕幸氏が就任。藤沢市鵠沼生まれの生
粋のローカルであり、若い頃は青年会議所
（JC）の活動に積極的に取り組んでいた森井
氏は、この状況の改善に悩んでいた。「私が考
える理想の海岸は、安全、安心で、家族みんな
で来て楽しめるビーチ。ゴミのない綺麗な砂
浜、生分解性洗剤を使用した環境配慮型の海
の家、プラごみゼロもめざしたい。もちろん、
障がい者やシニアも含め、誰もが楽しめるた
めにバリアフリービーチへの対応も必要で
す。」と当時、森井氏は語っている。

　その時に出会ったのが「SDGs（持続可能な
開発目標）」、そして「ブルーフラッグ」であった。
「ちょうど日本でSDGsの取組みが盛り上がっ
てきて、自分なりに勉強していたんです。でも、
学べば学ぶほど、『SDGsを推進するならブル
ーフラッグを取らないとダメだ』と思うように
なったんです。ブルーフラッグの認証取得基
準をクリアすれば、SDGsの全17項目の目標達
成につながる。ブルーフラッグのことは、既に
取得している由比ガ浜茶亭組合の増田組合
長から話を聞いていたので、自分の中でSDGs
とブルーフラッグが自然とつながりました。自
分もいい歳。残りの人生をかけて海水浴場を
良い方向に持っていくにはこれしかない」。
　森井氏の想いは日に日に昂っていった。

ブルーフラッグ取得へ始動

　2019年11月3日、森井氏は、増田組合長から紹介され、
国内のブルーフラッグ取得を推進してきた「NPO法人湘
南ビジョン研究所」の理事長である片山清宏氏と面会し
た。片山氏から、「森井理事長がめざす理想の海岸を実
現するためにはブルーフラッグがうってつけです。是非
一緒に取得をめざしましょう！」と提案を受けた。森井氏と
片山氏は、地元出身中学校が同じということもあり、江の
島の海を守り、次世代に引き継いでいきたいという強い
想いにお互い共感、意気投合した。

　この日、森井氏は、「ブルーフラッグの33基準をクリア
することで、世界基準のキレイで安心なビーチとなり、か
つてのクリーンなイメージを取り戻すことができる」と考
え、民間団体アジア初のブルーフラッグ認証取得に向け
て動き出す決意を固め、早速、湘南ビジョン研究所にブ
ルーフラッグ取得までの全面的なサポートを依頼した。
　ここからの森井氏の動きは早かった。2019年12月1日、
江の島ヨットハウスで開催された「BLUE FLAG Japanサミ
ット2019」に参加。本サミットは、湘南ビジョン研究所・　

FEE Japan等が主催し、国内の4箇所のブルーフラッグ認証
取得海岸の関係者などが一堂に会するイベントで、森井
氏はこの場で「片瀬西浜・鵠沼海岸でブルーフラッグ取得
をめざしたい」と参加者に表明したのである。

　そして、12月11日の江の島海水浴場協同組合の理事会
にて、2021年のブルーフラッグ取得にむけて始動する方
針を正式に決定。ブルーフラッグは、海水浴場の開設者
である組合が申請者となるため、組合員へのブルーフラ
ッグ周知と理解がまず必要だった。

　ブルーフラッグ認証のための活動費は組合費でまか
なう事もあり、森井氏と組合理事は組合員の要望や意見
を丁寧に聞くとともに、ブルーフラッグを取得する意義と
効果を組合員に地道に説明し合意形成を図っていった。

2020年、コロナ禍での取得活動

　2020年1月、組合、藤沢市経済部観光シティプロモーシ
ョン課(現在は観光課)、湘南ビジョン研究所のメンバーが
集まり、33の基準をクリアするための今後の段取りと役
割分担を話し合った。その後、現地の事前調査を行った
が、幸いなことに片瀬西浜は、サーフ‘90など過去の海岸
整備事業で、下水道の配管接続やバリアフリートイレ、ビ
ーチへのスロープ設置などの多額な施工費が掛かるハ
ードは完備されていた。
　また公益財団法人かながわ海岸美化財団が、限られた
予算内で台風や大雨などの後に大量なゴミが漂着した
ときのみ、大型重機を使用した業者委託清掃を行う仕組

みも既に出来ていた。具体的に取り組むべき課題は、水
質調査、環境教育、安全リスク調査、バリアフリー調査な
ど、そして300ページにも及ぶブルーフラッグ認証の申請
関係書類の作成であった。これからの取り組みについて
は、その実績とノウハウを持つ湘南ビジョン研究所の全
面的な協力を得て進めていった。

　2020年2月19日、組合の総会でブルーフラッグの認証
取得を目指すことが正式に可決された。組合内での合意
を取り付け、これからは地域での合意形成を作り上げて
いくために、対外的な広報活動と、海岸に関係する各団
体への協力要請を開始したのである。これは1年にわたり
続けられた。（P11記載のソーシャルマガジンバックナン
バーの応援メッセージ参照）
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ョン課(現在は観光課)、湘南ビジョン研究所のメンバーが
集まり、33の基準をクリアするための今後の段取りと役
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が、幸いなことに片瀬西浜は、サーフ‘90など過去の海岸
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質調査、環境教育、安全リスク調査、バリアフリー調査な
ど、そして300ページにも及ぶブルーフラッグ認証の申請
関係書類の作成であった。これからの取り組みについて
は、その実績とノウハウを持つ湘南ビジョン研究所の全
面的な協力を得て進めていった。
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取得を目指すことが正式に可決された。組合内での合意
を取り付け、これからは地域での合意形成を作り上げて
いくために、対外的な広報活動と、海岸に関係する各団
体への協力要請を開始したのである。これは1年にわたり
続けられた。（P11記載のソーシャルマガジンバックナン
バーの応援メッセージ参照）



　いよいよ本格始動が始まろうとしていた時に、コロナ
禍が発生した。先の読めない状況が続いたが、徐々に感
染は拡大、6月2日に藤沢市の海水浴場の開設中止が決
定し、それに伴い海の家の設置も見送られた。しかし、海
水浴場などのルールを決める藤沢市夏期海岸対策協議
会により「夏期海岸藤沢モデル2020」が策定され、海の無
秩序化や水難事故の防止などのために、組合も夏の海を
知るエキスパートとして、藤沢市の観光シティプロモーシ
ョン課をはじめ神奈川県ライフセービング協会、多くの
関係機関と協力し、海岸プロデュースしていくこととなっ
た。組合員によるパトロールも昼夜行った。そのような状
況の中で、ブルーフラッグ認証取得の準備活動も着々と
進められたのである。

基準クリアのために様々な調査を進行

　ブルーフラッグの水質調査は、初回申請時には海水浴
場の開設期間中に20回実施しなければならない（更新時
は6回）。調査内容には糞便性大腸菌群数や腸球菌など
もあり、東側に境川、西側に引地川と2本の河川に挟まれ
た片瀬西浜は、台風や大雨が続くと海水が影響を受けや
すく、33基準の中で最もハードルが高い項目であった。7
月から8月の2か月間で行われたこの調査は、湘南ビジョ
ン研究所の指導のもと、特定非営利活動法人西浜サーフ
ライフセービングクラブが全面協力、日々の採水作業を
引き受けてくれた。ちなみに、西浜サーフライフセービン

グクラブは、片瀬西浜・鵠沼海岸を拠点に、1963年より毎
年夏季の間水難救助活動を行っている日本で最も伝統
のあるライフセービング団体である。

　また、今までは組合員有志で行っていたビーチクリー
ンを、湘南ビジョン研究所と共催で7月から8月の毎週土
日の朝8時から定期開催することとした。このビークリー
ンには、組合員はもちろんのこと、多くの市民や関係団
体、企業の方々も加わるようになり、ブルーフラッグ運動
の輪が大きく広げるきっかけとなった。9月以降は、新江
ノ島水族館が実施しているビーチクリーンに組合として
参加する事で継続された。

　8月2日には環境教育の一環であるブルーフラッグの基
礎知識を高めるための勉強会「BLUE FLAGセミナー」を組
合と湘南ビジョン研究所共催で開催。多くの組合員と共
に一般市民も参加した。8月29日に日本ライフセービング
協会及び西浜サーフライフセービングクラブの協力によ
り実施した安全リスク評価では、海岸利用者とマリンスポ
ーツの入水エリアの分別や水難事故などの予防活動を
的確に行う体制が出来ているかなどが確認された。この
日は併せて、FEEJapan伊藤理事長による事前視察も行わ
れ、認証取得のための改善事項が事細かく指摘された。

　10月になり、バリアフリー調査も実施。夏場に海の家が
開設されなかったため、すべての内容の事前検証が出来

なかったが、FEEJapanと交渉し、2021年に未実施部分を
調査する事で容認して貰った。調査は特定非営利活動法
人湘南バリアフリーツアーセンターに協力をいただき、
既存のバリアフリートイレ、駐車場からのアプローチ、海
岸へのスロープなどを調査した。また認証基準として、ベ
ビーカーや車椅子利用者が砂浜をスムーズに移動する
ためのバリアフリーマットを設置することや、車椅子利用
者やご高齢の方が海を楽しめるようにモビチェア（水陸
両用車椅子）を備える事が定められている。どちらも非常
に高額なため、費用の捻出に苦労するところなのだが、
バリアフリーマットはブルーフラッグの認証取得に賛同
していただいた協賛企業に購入資金を、モビチェアは藤
沢市に現物を提供していただけることとなった。

申請、そして審査

　申請に必要な調査などが一通り終わり、申請書の作成
を開始した。４分野33項目を慎重に確認しながら進める
のだが、この作成は藤沢市観光シティプロモーション課
が全面的にバックアップしてくれた。組合の事務局人員
だけではとても成しえなかったであろう。
 10月末にFEEJapanにデータ版を仮送付、修正事項など
の指摘を受け、12月に入り、300ページにわたる申請書
類を正式に提出した。

　2019年12月の「BLUE FLAG Japanサミット2019」で取
得をめざすことを発表してから、走り続けた1年間であっ
た。しかし、この間に組合、藤沢市、西浜サーフライフセー
ビングクラブ、湘南ビジョン研究所など海岸を取り巻く各
組織・団体のリレーションシップが深まっていったのであ
る。

　結果を待つときの時間の歩みは大変遅いものである
が、2月、各分野の専門家により構成される国内審査委員
会による審査を無事に通過、そして、国際審査委員会に
て、ついに片瀬西浜・鵠沼海水浴場のブルーフラッグ認
証取得が4月16日付けで承認されたのである。
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2021年、ブルーフラッグビーチとしてのスタ
ート

　いよいよ、ブルーフラッグビーチとしての活動が始まっ
た。しかしコロナ禍は終息する気配を見せなかった。4月
以降に企画されていた環境教育イベントも、緊急事態宣
言や蔓延防止等重点措置などの影響で、そのほとんどが
中止や延期に見舞われた。海水浴場の設置も危ぶまれ
たが、藤沢市夏期海岸対策協議会で、海水浴場の利用方
法などについて事細かなルールを作成し、感染予防対策
などを徹底することを藤沢市とも協議し、5月26日に海水
浴場の開設が決定された。組合としても、感染防止の徹
底のためにさらに独自のルールも策定し万全を期して海
開きに向けて準備を進めた。

　一方、ブルーフラッグの取得は藤沢市も高く評価をし、
広報誌や広報番組などでも積極的に取り上げてくれた。
また藤沢市内の小中学校の全生徒約3万5000人にブル
ーフラッグのチラシが配布された。（p14、15掲載）民間団
体が作成したチラシが公立校の生徒に直接配布される
のは非常に珍しい事である。子供からチラシを見せられ
た父兄から組合事務局に、ビーチクリーンへの参加など
の問い合わせも数多く寄せられた。

　江ノ島電鉄株式会社も協力してくれ、江ノ電駅構内に
もポスターが掲出された。その他各種メディアでもたび
たび取り上げられ、地域住民のブルーフラッグ認知が広
がるに連れ、組合員をはじめ、ライフセイバーなど海水浴
場に関わるメンバーの士気も高まり始めた。組合関係者
からも、何か小さな不手際があると、「ブルーフラッグビ
ーチなのにそれでよいのか」という声が上がったという。
明らかにブルーフラッグが関係する人々の意識を動かし
出したのである。

　7月3日、ついに海開きが行われた。当日は、あいにく日
本各地で災害が発生する様な大雨。ブルーフラッグ認証
取得のセレモニーも華々しく行う予定であったが、海開
き式典の規模縮小と共に実施が見送られてしまった。セ
レモニーには地元の児童も参加しブルーフラッグへのメ

ッセージを発表してくれる予定だったので非常に残念で
あった。
 しかしビーチには高々とブルーフラッグが掲げられた。
困難続きではあったが、ブルーフラッグビーチである片
瀬西浜・鵠沼海水浴場が幕開けしたのである。

継続する各種調査

　2021年は、昨年に出来なかったバリアフリー調査や、
来年度の更新のために水質調査や環境教育イベントの
実施が必要である。ビーチクリーンは、7月8月の毎週日曜
日に継続実施された。水質調査は、更新時は6回と調査回
数は減るのだが、今年は異常気象により大雨が続き川か
ら濁水が連日流れ込み、また南風が強く海が荒れた日も
多く、採水日の選定に気を揉みながら実施した。

　バリアフリー調査も天候による延期が重なったが8月9
日に実施、障がい者2名に参加いただき、車椅子のまま海
の家にスムーズに入れるか、シャワーが実際に使用でき
るかなどを細かくチェック。またバリアフリーマットを使
用して波打ち際までのアプローチ確認や、モビチェアの
試乗を実際のオペレーション同様にライフセーバーのサ
ポートで行い、調査とはいえ障がい者の方にも楽しんで
いただけた。まだバリアフリーマットやモビチェアは設置
している事の認知が低く使用頻度は少なかったものの、
実際に利用した方からは大変好評であった様だ。

新しいチャレンジ

　組合はもう一つ新しいチャレンジに取り組んだ。6月、
片瀬西浜・鵠沼海岸のブルーフラッグ取得を聞きつけた
丸紅フォレストリンクス株式会社から湘南ビジョン研究
所を通して興味深い提案を受けた。「edish」という丸紅が
開発した循環型食器の海の家への導入である。小麦ふす
まやコーヒーチャフなどの食品廃材を丸紅が開発した独
自の技術で食器に成型し、飲食店に提供。使用後はゴミ
として捨てるのではなく堆肥に加工する事が出来て、そ

の堆肥で育てた野菜が再度食料として循環するという仕
組みだ。海の家では十分な洗い場を用意できない事もあ
り、飲食の提供はプラスチック製の使い捨て容器を使用
する事が多い。かねてからSDGｓに興味を持ち、プラスチ
ックゴミを減らしたいと願っていた森井氏にとっては理想
の提案であった。

　ただし、夏限定の海の家が導入するには、使用した
「edish」を回収し、堆肥化し、野菜を育てるパートを担って
くれる業者が必要となる。さっそく藤沢市に相談すると、藤
沢市としてもごみを減らすこの提案は歓迎すべき事であ
り、取引実績のある適任の業者を紹介してくれた。初年度
は「edish」の供給量、海の家の対応の調整が必要なため、
２つの店舗でテスト導入をすることを即座に決定した。来
期は全店舗に拡大導入し、いずれはこの堆肥で育てた野
菜を海の家で提供することを目指して、ブルーフラッグをき
っかけにSDGｓ全体の取組へと夢は広がっていく。
「ブルーフラッグを取得してから、企業や地域の店舗の方
や、住民の方から、情報交換をしたり新しい取組の相談が
持ち込まれるようになったんです。」組合の事務局員が笑
顔で語ってくれた。

　7月上旬の開設当初、地元海水浴場の活性化、地域おこ
しを模索している千葉県勝浦市長が片瀬西浜に視察に訪
れた。海の家のテーブルを囲み、ブルーフラッグ取得のた
めの活動を、そしてそれによって海岸に関わる多くの団体、
人々の気持ちや関係が変化していく森井氏や片山氏の話
しを、市長は熱心に聞き入っていた。
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たが、藤沢市夏期海岸対策協議会で、海水浴場の利用方
法などについて事細かなルールを作成し、感染予防対策
などを徹底することを藤沢市とも協議し、5月26日に海水
浴場の開設が決定された。組合としても、感染防止の徹
底のためにさらに独自のルールも策定し万全を期して海
開きに向けて準備を進めた。

　一方、ブルーフラッグの取得は藤沢市も高く評価をし、
広報誌や広報番組などでも積極的に取り上げてくれた。
また藤沢市内の小中学校の全生徒約3万5000人にブル
ーフラッグのチラシが配布された。（p14、15掲載）民間団
体が作成したチラシが公立校の生徒に直接配布される
のは非常に珍しい事である。子供からチラシを見せられ
た父兄から組合事務局に、ビーチクリーンへの参加など
の問い合わせも数多く寄せられた。

　江ノ島電鉄株式会社も協力してくれ、江ノ電駅構内に
もポスターが掲出された。その他各種メディアでもたび
たび取り上げられ、地域住民のブルーフラッグ認知が広
がるに連れ、組合員をはじめ、ライフセイバーなど海水浴
場に関わるメンバーの士気も高まり始めた。組合関係者
からも、何か小さな不手際があると、「ブルーフラッグビ
ーチなのにそれでよいのか」という声が上がったという。
明らかにブルーフラッグが関係する人々の意識を動かし
出したのである。

　7月3日、ついに海開きが行われた。当日は、あいにく日
本各地で災害が発生する様な大雨。ブルーフラッグ認証
取得のセレモニーも華々しく行う予定であったが、海開
き式典の規模縮小と共に実施が見送られてしまった。セ
レモニーには地元の児童も参加しブルーフラッグへのメ

ッセージを発表してくれる予定だったので非常に残念で
あった。
 しかしビーチには高々とブルーフラッグが掲げられた。
困難続きではあったが、ブルーフラッグビーチである片
瀬西浜・鵠沼海水浴場が幕開けしたのである。

継続する各種調査

　2021年は、昨年に出来なかったバリアフリー調査や、
来年度の更新のために水質調査や環境教育イベントの
実施が必要である。ビーチクリーンは、7月8月の毎週日曜
日に継続実施された。水質調査は、更新時は6回と調査回
数は減るのだが、今年は異常気象により大雨が続き川か
ら濁水が連日流れ込み、また南風が強く海が荒れた日も
多く、採水日の選定に気を揉みながら実施した。

　バリアフリー調査も天候による延期が重なったが8月9
日に実施、障がい者2名に参加いただき、車椅子のまま海
の家にスムーズに入れるか、シャワーが実際に使用でき
るかなどを細かくチェック。またバリアフリーマットを使
用して波打ち際までのアプローチ確認や、モビチェアの
試乗を実際のオペレーション同様にライフセーバーのサ
ポートで行い、調査とはいえ障がい者の方にも楽しんで
いただけた。まだバリアフリーマットやモビチェアは設置
している事の認知が低く使用頻度は少なかったものの、
実際に利用した方からは大変好評であった様だ。

新しいチャレンジ

　組合はもう一つ新しいチャレンジに取り組んだ。6月、
片瀬西浜・鵠沼海岸のブルーフラッグ取得を聞きつけた
丸紅フォレストリンクス株式会社から湘南ビジョン研究
所を通して興味深い提案を受けた。「edish」という丸紅が
開発した循環型食器の海の家への導入である。小麦ふす
まやコーヒーチャフなどの食品廃材を丸紅が開発した独
自の技術で食器に成型し、飲食店に提供。使用後はゴミ
として捨てるのではなく堆肥に加工する事が出来て、そ

の堆肥で育てた野菜が再度食料として循環するという仕
組みだ。海の家では十分な洗い場を用意できない事もあ
り、飲食の提供はプラスチック製の使い捨て容器を使用
する事が多い。かねてからSDGｓに興味を持ち、プラスチ
ックゴミを減らしたいと願っていた森井氏にとっては理想
の提案であった。

　ただし、夏限定の海の家が導入するには、使用した
「edish」を回収し、堆肥化し、野菜を育てるパートを担って
くれる業者が必要となる。さっそく藤沢市に相談すると、藤
沢市としてもごみを減らすこの提案は歓迎すべき事であ
り、取引実績のある適任の業者を紹介してくれた。初年度
は「edish」の供給量、海の家の対応の調整が必要なため、
２つの店舗でテスト導入をすることを即座に決定した。来
期は全店舗に拡大導入し、いずれはこの堆肥で育てた野
菜を海の家で提供することを目指して、ブルーフラッグをき
っかけにSDGｓ全体の取組へと夢は広がっていく。
「ブルーフラッグを取得してから、企業や地域の店舗の方
や、住民の方から、情報交換をしたり新しい取組の相談が
持ち込まれるようになったんです。」組合の事務局員が笑
顔で語ってくれた。

　7月上旬の開設当初、地元海水浴場の活性化、地域おこ
しを模索している千葉県勝浦市長が片瀬西浜に視察に訪
れた。海の家のテーブルを囲み、ブルーフラッグ取得のた
めの活動を、そしてそれによって海岸に関わる多くの団体、
人々の気持ちや関係が変化していく森井氏や片山氏の話
しを、市長は熱心に聞き入っていた。



　会期途中での幕切れ、しかし活動は続く

今年の海水浴場は、コロナ禍の中、大雨に見舞われスター
ト。その後も、神奈川県独自の緊急事態宣言により7月22日
より酒類提供が停止となり、組合も自主的に営業時間を短
縮。そして8月に入り政府の緊急事態宣言の再発令で、8月
16日から海水浴場開設期間途中での休業と、やりきれない
幕切れとなった。組合としても来場者への感染防止対策の
呼びかけや、イベント警備会社と連動したビーチでの飲酒
の自粛要請など、出来る限りの努力は続けたのだが、全国
的なコロナの感染蔓延を鑑みれば、海岸への人の集中を
防ぐ上では致し方ない判断であろう。

　休業により8月末に延期予定されていたブルーフラッグ
認証セレモニーも実施出来ないまま海の家の撤去が開始
された。しかし組合はブルーフラッグ活動を止める事はし
なかった。本来の海水浴場開設期間が終了した9月以降
も、西浜サーフライフセービングクラブが月一回実施して
いるビーチクリーンイベントにも、組合として年間を通じて
参加する事を決定。10月に入り緊急事態宣言が解除され
ると、延期になっていた環境教育も再開した。週末ごとに、
各種団体や企業と連携したイベントが開催された。11月に
入り、今年実施した調査報告書とともに来期の更新申請の
手続きにも着手した。ブルーフラッグ認証は、単発のもの
では無く、来年も続いていくのである。

 江の島海水浴場協同組合のホームページに下記の様な
コメントが書かれている。ブルーフラッグのもと、組合の活
動は今後も加速していく。

「再び地域で愛される海水浴場に」
　行政や企業、環境・観光団地、漁業関係者、マリンスポー
ツ関係者、ライフセーバー、市民の方々など携わっていた
だいた人々の共通の願いは、湘南の海がいつまでも安全
で誰もが安心して利用できるものであってほしいというも
のではないでしょうか。今回の認定取得で終わることなく、
これからも湘南の海を守り、次世代にバトンをつないでい
くためにも、更なる改善や未来への投資など努力を惜しま
ずに取り組んでいきたいと考えております。
https://enoshimawest-kugenuma.com/

（了）



Message

応援メッセージ
湘南ビジョン研究所が発行する「ソーシャルマガジン」には、片瀬西浜・鵠沼海岸に
ゆかりのある方々が登場。ブルーフラッグ認証取得についても応援いただきました。

   公益社団法人藤沢市観光協会 前会長
  山口幸雄氏

西浜も東浜も下水管が整備されていて公
共下水道に繋がっているんです。これは全
国的にも珍しい取組。海を綺麗にする対策
はどこよりも先んじてやってきました。来
年、西浜でブルーグラッグを取得して、世界
中からオリンピック選手や観光客をお迎え
したいですね。
(2020年6月、ソーシャルマガジンVol.34)

   株式会社新江ノ島水族館 代表取締役社長
  堀一久氏

相模湾は、日本唯一とも言える海洋生物の
宝庫。そこから太平洋に繋がる海の出発点
として、この海岸の環境を守っていくことは
とても重要です。ブルーフラッグ取得をめ
ざすことは意義あることですので、弊社も
SDGs参画企業として応援していきたいで
すね。
(2020年7月、ソーシャルマガジンVol.35)

   藤沢市サーフィン協会 会長　
  佐賀和樹氏

西浜は私のホームポイントなので誰よりも
思い入れがあります。市議会議員として、そ
して１人のサーファーとして勿論、協力して
いきます。
(2020年8月、ソーシャルマガジンVol.36)

   特定非営利活動法人 
   神奈川県ライフセービング協会 理事長
  土志田仁氏

地元市民へ取り組みの経緯や結果をしっか
り告知して、皆で環境保全に取り組むんだ
というメッセージを出して頂きたい。夏の限
定的な業者さんやマリンスポーツ団体、そ
して我々が共に同じ方を向くチャンスとな
ればいいですね。
(2020年9月、ソーシャルマガジンVol.37)

   俳優　
  大矢剛康 氏

西浜がブルーフラッグを取得することで、若
い人たちにマイクロプラスチックのことや
海ごみ全体のことを知ってもらえるきっか
けになれば何よりですね。私も地元西浜で
のブルーフラッグ取得はぜひ応援していき
たいと思います。
(2020年10月、ソーシャルマガジンVol.38)

   藤沢商工会議所 会頭　
  増田隆之氏

今の若い世代は、海で遊ぶことがすごく少
なくなってしまいましたね。海水浴やマリン
スポーツもよいのですーフラッグビーチと
して何かやれたら良いですね。
(2020年11月、ソーシャルマガジンVol.39)

   公益社団法人 藤沢市観光協会　会長
  湯浅裕一氏

海がきれいなことは一番の基本だと思いま
す。木造の弁天橋しかまだなかった頃、橋
を歩くと足下の隙間で水がキラキラ光って
きれいな魚がたくさん見えたんです。そん
な時代に江の島が戻れたら、今よりもっと
魅力がアップしますよね。西浜・鵠沼でのブ
ルーフラッグの取得、ぜひ応援させていた
だきますよ。
(2020年12月、ソーシャルマガジンVol.40)

   藤沢市長　
  鈴木恒夫氏

東洋のマイアミビーチというイメージに少
しでも近づけるよう、ブルーフラッグの活動
をこれからもみんなで盛り上げていきまし
ょう！
(2021年4月、ソーシャルマガジンVol.45)

   株式会社HiRAKU代表取締役　
  廣瀬 俊朗氏

ブルーフラッグは、『海を守り、未来をつく
る』というビジョンを掲げてあらゆる世代が
気軽に地域貢献を楽しむことができるとて
も素晴らしい活動ですね。ブルーフラッグを
ぜひ応援していきたい。
(2021年7月、ソーシャルマガジンVol.47)
    



事項月年 連携組織
3日：由比ガ浜茶亭組合の増田組合長からNPO法人湘南ビジョン研究所の片山理事長を紹介され、
ブルーフラッグについて議論を交わす。

1日：BLUE FLAGJapanサミット2019に出席、ブルーフラッグ認証取得をめざすことを参加者に表明。

11日：組合理事会にて2021年取得に向けて始動する方針を決定。
湘南ビジョン研究所に協力依頼。

湘南ビジョン研究所、藤沢市観光シティプロモーション課と取得のための打ち合わせを開始、役割分
担等を決定。
湘南ビジョン研究所にBF認証基準達成状況の事前調査を依頼。

19日：江の島海水浴場協同組合総会にて2021年ブルーフラッグ取得を目指すことを可決。

市民とブルーフラッグ取得の機運を盛り上げるため、湘南VISION大学の授業として7～8月土日(全18
回)「BLUE FLAGビーチクリーン」の開催を決定。湘南VISION大学パンフレットに掲載。

ソーシャルマガジン(湘南ビジョン研究所発行2020年4月号)にて、ブルーフラッグ認証の取得を目指
す事を公表。

ソーシャルマガジン(2020年5月号)にて、森井理事長特集掲載。以降のソーシャルマガジンで海水浴
場や江の島の地域に関わる方 （々右記）を特集、ブルーフラッグ取得の応援メッセージをいただく。
新型コロナ感染拡大に伴い、海水浴場開設しない場合の計画を検討

2日：2020年海水浴場開設中止が決定

ライフ―セーバーの協力を得て、水質調査実施スタート（～8月）

BLUE FLAGビーチクリーン(7～8月土日全18回)スタート

2日：「湘南VISION大学開校イベント & 調べるビーチクリーン」共催
2日：組合の勉強会に市民も参加し「BLUE FLAGセミナー 入門編」を主催。
29日：安全リスク調査実施
29日：FEEJapanによる現地事前調査

水質調査結果報告、基準クリア(報告レポート受領)
新江ノ島水族館ビーチクリーン参加(以降毎月第3日曜日参加)

25日：バリアフリー調査実施
ブルーフラッグ申請書（海水浴場版）作成スタート
31日：申請書データ版提出

25日：ブルーフラッグ申請書変更修正データ版提出
ブルーフラッグ情報掲示板デザイン作成
ボトルトビーチクリーン(腰越海岸)参加

国内審査会向けの申請書および添付書類一式提出

英文申請書提出
組合員へBF認証申請・活動計画の報告
31日：2021年ブルーフラッグ認証国内審査委員会開催

７日：BLUE FLAG Japanサミット2020参加

オフィシャルホームページリニューアル企画開始
16日：国内審査通過

13日：2021年ブルーフラッグ認証国際審査委員会開催
16日：ブルーフラッグ認証取得
藤沢市より記者クラブリリース
パートナー企業獲得のためBF認証取得のごあいさつ回り開始
27日：藤沢市長表敬訪問、ブルーフラッグ認証取得を報告
湘南VISION大学の授業として7～8月日(全9回)「BLUE　FLAGビーチクリーン」の開催を決定。湘南
VISION大学パンフレットに掲載

3日：海水浴場開設　ブルーフラッグセレモニーは悪天候で中止
環境教育①「BLUE FLAGビーチクリーン」スタート(全9回)
ライフ―セーバーの協力を得て、水質調査スタート（～8月）
12日：環境教育②「海の家で2030SGDsカードゲーム体験ワークショップ」

9日：バリアフリー調査実施
16日：人流抑制のため海水浴場休業

西浜サーフライフセービングクラブビーチクリーンに参加(以降、毎月第2日曜日に参加)

2日：環境教育③「調べるビーチクリーン」
16日：環境教育④「ブルーフラッグ海の環境教育体験」
23日：環境教育⑤「紙芝居＆ビーチクリーン」

由比ガ浜茶亭組合

文教大学湘南総合研究所
NPO法人FEE Japan
ブルーフラッグ認証海水浴場各担当者(鎌倉市、高浜町、神
戸市、山武市)

藤沢市 観光シティプロモーション課

公益社団法人藤沢市観光協会、株式会社新江ノ島水族館、
藤沢市サーフィン協会、特定非営利活動法人神奈川県ライ
フセービング協会、藤沢商工会議所、公益社団法人藤沢市
観光協会

NPO法人西浜サーフライフセービングクラブ

由比ガ浜茶亭組合
NPO法人FEE Japan
NPO法人西浜サーフライフセービングクラブ

株式会社新江ノ島水族館

NPO法人湘南バリアフリーツアーセンター

藤沢市観光シティプロモーション課

藤沢市観光シティプロモーション課

ボトルト株式会社
パウダーカンパニー株式会社

藤沢市観光シティプロモーション課

藤沢市観光シティプロモーション課

文教大学湘南総合研究所
NPO法人FEE Japan

藤沢市観光課（観光シティプロモーション課より名称変更）

NPO法人西浜サーフライフセービングクラブ

NPO法人湘南バリアフリーツアーセンター

NPO法人西浜サーフライフセービングクラブ

NPO法人湘南クリーンエイドフォーラム
NPO法人FEE Japan

2019年 11月

12月

2020年

2021年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

4月

7月

8月

9月

10月

BLUE FLAG ROAD （江の島海水浴場協同組合の活動記録）

history

＊NPO法人湘南ビジョン研究所は,ブルーフラッグ取得活動の全体進行、各調査、環境教育イベント等をサポートさせていただきました。



●神奈川新聞2021年4月29日

●神奈川新聞2021年4月22日

●タウンニュース藤沢版 2021年5月7日●神奈川新聞　2021年5月2日
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湘南VISION大学
海をもっと楽しもう!

「湘南VISION大学」とは、NPO法人湘南ビジョン研究所が主催する「海」の環境教育に特化した市民大学です。
「海をもっと楽しもう！」をテーマに、海を体感するアクティビティやワークショップを通して、海の生き物や環境、歴史、海の楽し
み方を学びます。学校教育法が定める国立や私立大学ではなく、子どもからシニアまで、誰もが入学できる「海の学び場」です。
当大学は、国連サミットで採択されたSDGs（持続可能な開発目標）の理念に共感し、「14. 海の豊かさを守ろう」の達成に貢献す
ることを目指しています。2018年5月5日に設立・開校し、3年間で94講座開催、合計3,453人の生徒に受講いただきました。

NPO法人湘南ビジョン研究所は、国連サミットで採択されたSDGs（持続可能な開
発目標）の「14．海の豊かさを守ろう」を達成するために、具体的なアクションとし
て、①海づくり（ブルーフラッグの取得推進）と、②人づくり（湘南VISION大学の運
営）を実践しています。

海辺の国際認証ブルーフラッグ認証取得を目指そう!!

ミッション
「湘南の海を守り、未来をつくる人」をつくる

NPO法人湘南ビジョン研究所は、「湘南海岸からアジ
ア初のブルーフラッグ取得をめざす」とNPOでは全国
で初めて宣言し、鎌倉市「由比ガ浜海水浴場」（2016年
認証）と藤沢市「片瀬西浜・鵠沼海水浴場」（2021年認
証）で取得。現在は、逗子市「逗子海岸海水浴場」と「リ
ビエラ逗子マリーナ」で取得に向けたサポートをして
います。また、ブルーフラッグ認証海岸の関係者が一
堂に会するBLUE FLAG Japanサミットを2019年から
毎年開催しています。

特徴

教室は湘南の海。海を体感・体験し
てもらう魅力的なアクティビティ、ワ
ークショップを用意。海を知って、思
いっきり楽しめる大学です！

講師は海を専門とするアスリート、
社会起業家、経営者ほか、一流の
研究者。自分が先生になることもで
きる、みんなでつくる大学です！

授業には海を楽しむ仲間がたくさ
ん参加。授業後に海ゼミをつくって
交流を続けるのもOK。一人ひとり
の「イキイキ」を応援する大学です！

① 海を知り、
体験できる学び場 ② 海を専門とする

多彩な講師陣 ③ 海ゼミの仲間と
交流、実践

https://shonan-vision.org/
@shonanvision
info@shonan-vision.org
090-9017-2459

NPO法人湘南ビジョン研究所では、全国のブルーフラ
ッグ認証取得のご相談にも対応しています。

●現状調査　●課題分析　●環境教育
●水質調査　●安全リスク調査
●バリアフリー調査
●取得に向けたプランニング
●ブルーフラッグ事例勉強会　ほか

湘南ビジョン研究所
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