


福井県高浜町の若狭和田ビーチで2016年
４月１４日に「ブルーフラッグ」を取得しま
した。これは日本・アジア初の快挙です。

世界水準のビーチとして
アジアで初認定！ ブルーフラッグは1度取得したら終わりではなく毎年の

更新が必要です。２年目となる２０１７年も国内審査を
通過し（１月２８日）、４月２０日に行われる国際審査会
でも認証されれば、2017年もブルーフラッグの旗を
掲げることができます。

２年目の国内審査通過！

4つの柱をもとに活動しています！

100 年後もキレイな海を子どもたちへ 

1. 環境 2. バリアフリー／監視・緊急対策
だれもが安心安全に楽しめる海に

4. 新たなアクティビティスタイル
高浜らしい魅力をつくろう

3. 環境教育
海を通じて知性と感性を育もう

体験を通じて知性と感性を育むことで、高浜の海を
引き継ぎ、守る心を育てます。体験型水辺の教育の
導入など、指導者育成にも力を入れています。

海水浴だけではない、「＋α」がある魅力的な高浜
の海、夏以外にも過ごせる海を目指しています。

昔から地元の人によって守られてきた高浜の海。多
くの人の努力が、この透明度抜群の海を守っていま
す。この海を次世代へ引き継ぐため、私たちは活動
し続けます。

ゴミ拾いが楽しくなるイベントを企画したり、オリジナル
グッズを制作したりと、試行錯誤しています♪

高浜の海は、海上から守る
「水難救助員会」とビーチ
から守る「若狭和田ライフ
セービングクラブ」の２つ
の組織によって手厚く守ら
れています。

ライフセーバーや大学の教授など、たくさん
の方が子どもたちのために活動しています。

大学生も参入！新しい浜茶屋（海の家）の建設や「鯖バーガー」
のメニュー開発など、新たな風を吹かせてくれました。

すべての人に安心安全に海を楽しんでほしい。水陸
両用車イスの導入や、スロープの設置、英語表記
の看板設置など、ユニバーサルデザイン化に取り組
んでいます。

アジア
初認定
ブルーフラッグ認証 取得！取得！取得！

福井県高浜町WAKASA WADA BEACHが福井県高浜町WAKASA WADA BEACHが福井県高浜町WAKASA WADA BEACHが

2016 年４月１４日の取得セレモニーの様子

認証基準は大きく分けて４つ
①水質
②環境マネジメント
③環境教育と情報
④安全性・サービス

取得するには、4項目33基準の厳しい基準があり、クリアしたビーチ・マリーナにのみ「優れたビーチの証」
として世界的に認定されます。高浜では美しい海を次の世代へ残していくために「100年後もキレイな海
を子どもたちへ」を合言葉に取り組んでいます。
※詳しくは若狭高浜観光協会のHPから、Blue+のバックナンバーをご覧ください。

※FEE（国際環境教育基金）のプログラムのひとつで、日本の運営は
　FEEJapanが行っています。http://www.feejapan.org

最も古いビーチ・マリーナの
国際環境認証です。

ブルーフラッグとは・・・

※ロゴおよびブルーフラッグビーチの写真はFEE Japan提供です。

トルコイタリア

水陸両用車イス「ヒッポキャンプ」

 世界49ヶ国
4,271ヶ所     
 世界49ヶ国
4,271ヶ所     2016年

４月更新
2016年
４月更新

World wide BLUE FLAG!
World wide BLUE FLAG!

若狭和田ビーチは国
際的に評価され

優れたビーチとして認
定されました！
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空き店舗を改修し、ブルーフラッグの活動拠点をつくります。
海に関わるヒト・モノ・コトがこの場所を中心に動き出します。

※写真はイメージです。
※間取りやレイアウトは構想中です。

地区の中心地にブルーフラッグ

の活動を広める拠点の整備を順

次進めていきます。既存のもの

を活用し、時代の感性にそった

観光地域づくりをめざします。

海のある生活を体感できる町 高浜
「ちょっと海行こうよ」と　歩いて数分

春になれば　みんなで浜掃除
この海で過ごす　みんなのために　自然のために

 海がみんなの遊び場　学び場　これが高浜の海と生きる暮らし

これからの高浜のビーチカルチャーを あなたと
高浜の海と出会い　人が集い　新たな価値がうまれる
あなたの新しい気づき　仲間　スタイル　スキルが集い

人と海との繋がりが広がる

海のあるライフスタイルを 高浜で育む
BLUE FLAGの旗のもと　たくさんの世代　想いを集め

いろんなことにみんなで挑戦する 
今ここにブルーフラッグアカデミーがはじまります

ブルーフラッグアカデミー３つの取組み

1. BLUE FLAG
・ゴミ拾いの継続やイベントの企画運営などで、環境保全にかかわる人
　を増やします。
・ライフセーバーが活動をしやすい環境を整えます。
・ブルーフラッグの活動内容の展示やPR、グッズ販売を行います。

ブルーフラッグを取得し続ける

2. Community
・地元住民、移住者、観光客、みんなが集まる場所をつくります。
・子どもから大人、お年寄りまで、世代を超えた交流が生まれる場所を
  つくります。
・みんなが海について考え、話し合い、楽しめる。ビーチカルチャーの
  発信拠点をつくります。

海辺のコミュニティをつくる

3. Experience
・自然環境を活かした海遊びや体験を提供します。
・海辺の環境を利用した教育旅行を開催します。
・障害者でも安心して楽しむことができるよう、ユニバーサルツーリズム
  に取り組みます。

海の感動を提供する
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BLUE FLAG ACADEMY

今ここにブルーフラッグアカデミーがはじまります。

ブルーフラッグを活用し
高浜らしいビーチカルチャーを築く
決して派手ではない高浜町。
でもそんな小さなまちだからこそうまれる
人と海との深い繋がり
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Takahama Beach Style
海好きにはたまらない♡高浜のビーチスタイル

こんな過ごし方、高浜じゃなきゃできないでしょ♪海まで徒歩１分。どこに住んでいても、１５分圏内
には必ずビーチが。ここは日本一のビーチ。過ごし方は人それぞれ！遊ぶのに最高なのは当たり前。
子どもを育てる環境としても最高の場所です。

スポーツ・体験
Activity

マリンスポーツが盛んな高浜。

仕事の前に、週末に、高浜ライフは飽きません。

子育て
Family 子育てするのに、高浜は最高の自然環境！

学校では高浜ならではの授業を行っています。

音楽イベント「LIFE IN JOURNEY」は夏以外も高浜の良さ
を知ってほしいと地元有志が企画するイベントです。心地よい
音と自然を感じることができます。

イベント

世界でも活躍する日本一のライフセーバー山本裕紀子さんが所属す
る若狭和田ライフセービングクラブ。個性的なメンバーが揃い、移
住者も多い。高浜を楽しむ術を知りつくした集団です。

ライフセービング

若狭湾国定公園のひとつ、高浜城址のある城山公園には、「八穴の
奇勝」と呼ばれる珍しい洞穴が。カヤックでの冒険はドキドキワクワク♪

カヤック

週末はSUPの上でゆったりヨガ、暑い夏はNight 
SUPもオススメ♪ライトに魚が寄ってきます。

SUP

ボランティア
 Volunteer 地域の方に守られてきた高浜の海。

海について考え、行動しよう。

和田小学校では２年に１度、砂浜
で運動会が開催されます。約
1kmも続くサラサラの白い砂浜。
ゴミのないキレイな若狭和田
ビーチだからこそできる行事で
す。運動会前には、全校生徒総
出でビーチクリーンを行います。

砂浜の運動会

2015年から高浜町が導入した
体験型の水教育プログラム。イ
ベントや子ども会行事への出張
講師などを行っています。

プロジェクトWET

福井大学の教授が年に数回来
町され、生き物やその生態系
などについて子どもたちにレク
チャーしてくれます。

海の生き物観察

海と安全に付き合う方法や、
身の守り方など、ライフセー
バーが直々に教えてくれます。
学校等に出前講座をすること
もあります。

ライフセーバー体験

普段の定期的なゴミ拾いはもち
ろん、楽しくゴミ拾いができるイ
ベントを企画したりと、海を大切
にする心を育み、次の世代へと
つなげます。

ビーチクリーン

「ハンディキャンプのある子どもたちに海を
楽しんでもらいたい！」そんな強い想いから、
NPO法人おひさまと若狭和田LSCが協同で
始めたイベント。たくさんのまぶしい笑顔で
いっぱいです☆

Happy ‒ Smile

「だれもが安心安全に海を楽しめるよ
うに」砂浜に埋まることなく進めるこ
の車イス。運用にはボランティアス
タッフの力が欠かせません。

海の車イス「ヒッポキャンプ」

透明度抜群の若狭の
海水で自分だけの塩
を作ってみませんか。

塩づくり

いたるところにある釣
りスポット。町内には
渡船業者もあり、海
釣りやいかだ釣りな
ども楽しめます♪

釣り
シーグラスや流木、
淡いピンク色が綺麗
な桜貝を拾って、フォ
トフレームやアクセサ
リーを作りましょう♪
大切な人と一緒に
作った思い出は一生
の宝物です。

ビーチクラフト

高浜のサーフィンは冬
が本番！日本海の荒
波に向かって週末に
は関西からもサーファ
ーが集まります！

サーフィン
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