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条例の中で、「海のルール」を守ることを義務化します条例の中で、「海のルール」を守ることを義務化します

海の
ルールブック
海を楽しむための
ルールや
マナーを
明確にします

利用者

高浜町の海岸を守り育てる条例

海を利用されるすべての皆様へ海を利用されるすべての皆様へ

若狭和田ビーチは国際環境認証
「ブルーフラッグ」の認証を受けたビーチです。

令和４年改訂版

高浜町の海岸を守り育てる条例

（定義）
第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、そ
れぞれ当該各号に定めるところによる。
（１）高浜町内海水浴場等　各海水浴場開設者が福井県遊泳
者の事故防止に関する条例（平成５年福井県条例第３号）によ
り開設する海水浴場及び町内の海岸線一体の区域をいう。
（２）事業者海水浴場開設期間中及びその他一年を通じて、各
海岸において浜茶屋の経営その他の事業活動を行うすべて
の者をいう。
（３）関係団体海水浴場開設期間中及びその他一年を通じて、
陸上・海上を含む区域において関係する団体をいう。
（４）利用者海水浴場開設期間中及びその他一年を通じて、海
上を含む町内の海岸を利用するすべての者をいう。

（事業者の責務）
第３条 事業者は、第１条の目的を達成するため、高浜町内海水
浴場等における関係機関及び関係団体との協議により定めた
「若狭高浜海のルール」（以下「ルール」という。）を遵守すると
ともに、関係団体が実施する施策に協力しなければならない。

（目的）
第１条 この条例は、東西に長く広がる白砂青松の海岸を有す
る地域的な特性を鑑み町内各海水浴場開設期間中は元より
年間を通じて安全で安心して高浜町内海水浴場等を利用する
ために、事業者、関係団体及び利用者の責務を明らかにして、
高浜町の海岸を守り育てることを目的とする。

（関係団体の責務）
第４条 関係団体は、第１条の目的を達成するため、高浜町内
海水浴場等において、管理運営及び安全確保に努めなけれ
ばならない。
２　関係団体は、事業者及び利用者と情報交換を図りながら、
意識の啓発及びルールを周知し高浜町内海水浴場等がより
安全で安心な区域となるよう努めなければならない。

（利用者の責務）
第５条 利用者は、第１条の目的を達成するため、高浜町内海水
浴場等において他の利用者とお互いに妨げにならないよう配
慮しつつ利用するとともに自ら美化その他環境保全に努めな
がらルールを遵守しなければならない。

（指導及び勧告）
第６条　町長は、３条、４条及び５条の規定に違反したものにつ
いて、必要な指導及び勧告することができる。
２　町長は、前項で実施した指導及び勧告に従わないときは、
是正のため必要な措置を講じることができる。

附　　則
この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

美しい海の環境を守り、
誰もが安心・安全で快適に利用できるように、

海のルールをお守りください。
高浜町、小浜海上保安署、福井県警察本部、若狭消防署、

若狭高浜観光協会、若狭高浜漁業協同組合、
高浜町水難救助員会、高浜マリンクラブ
若狭和田ライフセービングクラブ、

和田海浜組合、白浜海浜組合、鳥居浜海浜組合、
城山海浜組合、若宮海浜組合、難波江海浜組合

はまなすパーク管理組合、えびす浜パーク管理組合　
高浜町防犯隊、高浜町交通指導員会、高浜町防犯組合（順不同）

このルールブック作成に
ご協力頂いた方々

福井県警察本部／0776-22-2880
若狭消防署高浜分署／0770-72-2119
若狭高浜漁業協同組合／0770-72-1234
小浜海上保安署／0770-52-0494
若狭高浜観光協会／0770-72-0338

福井県大飯郡高浜町宮崎第８６号２３番地２
電話　0770-72-7705（産業振興課）

高 浜 町

ご利用の皆さまへ
高浜町の海岸は、ほぼ全域が若狭湾国定公園に指定されており、透明
度が高く美しい海と白い砂浜が連なる町民自慢の海岸です。夏期に
は、８つの海水浴場を開設し、県内外から多くのお客様に訪れていただ
いています。

しかし、近年のマリンレジャーの多様化や、一部の利用者のマナー低
下により、誰もが安心・安全に海を楽しめない状況が発生し、このまま
では、美しい海岸を後世に残すことが出来なくなる可能性がでてきま
した。
こうした現状に対応するため、平成２６年「高浜町の海岸を守り育てる
条例」が策定され、事業者・関係者・利用者など海を利用する全ての人
が「若狭高浜海のルール」を守ることを条例の中で義務化しました。

本ルールブックは、海のルールやマナーを明確にするため発行するも
のです。美しい海の環境を守り、誰もが安心・安全で快適に利用できる
ように、海のルールをお守りいただき、高浜町の海を楽しんでください。

若狭和田ビーチは国際環境認証
「ブルーフラッグ」をアジアで

初めて取得しました！

ブルーフラッグとは、世界約50ヶ国・約4000ヶ所で取得されている
ビーチ・マリーナの国際環境認証です。厳しく定められた4項目33基
準をクリアすると「優れたビーチの証」として世界最大規模の環境
NGO「FEE」より認められます。高浜町では美しい海を次の世代へ残し
ていくために取り組んでいます。 ブルーフラッグ

についての
詳しい情報は↓

警察、海上保安署の協力のもと、関係各者が一丸となり、
定期的な密漁パトロールを実施しています。告訴に繋がる事例
も発生していますので、密漁行為は絶対にやめてください。

高浜町では密漁パトロールを強化しています。

たった１個でも
違法となります。

海を安心安全に楽しむために

流されたら、浜と平行（横）に泳ぐ
と抜けられます。 シュノーケル使用時の注意点

・１人では絶対に使用せず、子どもは大人と    
  必ず一緒に泳ぐ。
・必ず泳ぐ場所を確認し、波や天候など海の
  コンディションが悪い時はやらない。
・知らない海の生き物には触らない。
・シュノーケル、マスクに水が入っても落ち
  着いて行動できる技術を身につける。
・ライフジャケットを着用し浮力を確保する。

子どもから
目を離さない！
子どもだけで
遊泳させない！

ライフジャケットの着用が有効です。
ライフジャケットの着用は、
事故防止に有効です。各海水
浴場の浜茶屋や管理棟で、
子ども用ライフジャケットを
レンタル（有料）しています
ので、ご活用ください。

海上から守る
日赤水難救助員

【昭和４３年発足　本部：城山水難救護所】 【平成１９年発足　本部：和田救護所】

水難救助委員会は遊泳区域内の事故を未然に防ぐため、救助
艇を使用し、町内８つの海水浴場の巡視・指導・救護活動を
行います。海上保安署・警察・消防・海上保安署・ライフセー
バー等と連携を図るとともに、日本赤十字社の水上安全法
講習会や、子ども用シュノーケル講座など開催しています。

ビーチから守る
ライフセーバー

若狭和田ライフセービングクラブは、海水浴場で楽しく安全に
遊んでいただくことを目的に、若狭和田ビーチの監視・救護活
動を実施しています。また、日本ライフセービング協会主幹の
講習会、水の安全に関する教育活動、技術向上のための競技会
等、年間を通じて様々な活動を実施しています。

海水浴中は、突然海岸から沖に
向かって強い流れ（離岸流）が発
生し、沖に流されることがありま
す。十分に注意してください。

シュノーケリングは手軽にでき
るマリンスポーツですが、海水
を飲み込んでしまうとパニック
状態になり、浅瀬でも簡単に溺
れてしまいます。

アワビ・サザエ・ウニ・ナマコ・カキ・ワカメ等は若狭高浜
漁業協同組合員以外の人は採捕できません。漁業法改正におい
て、罰則が大幅に強化されています。（最大で3年以下の懲役
または3,000万円以下の罰金）処せられる場合があります。

各地の海水浴場で、動物型の浮具に乗って
遊んでいたところ、陸から吹く風に押されて沖に
流され浜に戻れなく事故が多発しています。
特に子ども連れの方は注意してください。

高浜町では、海の安全を守るため、
２つの団体が活動しています。海水浴場では、監視員の指示に従ってください 密漁は絶対に禁止！

シュノーケルの使用は注意して！離岸流に注意して！このような事故が多発しています！
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②浜地を不法に占有することはでき
ません。テントやタープなどの私物
は、日没までに撤去しましょう。

①遊泳者保護区域内は遊泳者が最
優先です。海水浴期間中は、区域内
に船舶等は進入できません。

③決められた場所以外での、キャン
プやたき火・バーベキューはできま
せん。砂浜を汚したり、ほかの人の
危険となる行為は禁止します。

④密漁は絶対に禁止です。
※たった１個でも違法となります。
※高浜町では密漁パトロールを強化しています。

③海水浴場区域内への車両乗入れは禁
止します。（許可車両は除く）

⑥刺青の露出や乱暴な言動など、ほか
の利用者を不安に思わせる行為を禁止
します。

⑧周りの人の迷惑となるような音量で
の音響機器の使用はやめましょう。

⑦海水浴場内へペットを連れ込む場合
は、リードを離さないでください。糞便
等は必ず持ち帰ってください。

①歩きタバコ・吸い殻のポイ捨てはやめ
ましょう。

④ゴミは原則としてお持ち帰りくださ
い。ゴミ箱を利用する場合は、分別にご
協力ください。

②午後10時以降の打上花火はやめま
しょう。ゴミは必ず持ち帰りましょう。

⑤海水浴場内でイベントの開催は自
粛して下さい。

海のルールに
ついて

高浜町では、条例の中で、高浜の海を利用する全ての人に対し、「若狭高浜海のルール」を守ること
を義務化しています。このルールは一年を通じ、高浜の海を利用する全ての人を対象としています。
美しい海の環境を守り、誰もが安心・安全で快適に利用できるように、海のルールをお守りください。

若狭高浜海のルール

夏期海水浴に関する注意事項

●若狭和田ビーチ／和田救護所
●若狭和田マリーナ／管理棟
●白浜海水浴場／マルハマボート （浜茶屋）
●城山海水浴場／城山救護所本部
●若狭高浜海釣り公園／駐車場管理事務所
●若宮海水浴場／たみや （浜茶屋）
●えびす浜海水浴場／光泉 （旅館）

AED設置場所遊泳状況を示す旗の色

波高：0.5ｍ～１ｍ（コンスタントに膝以上）
風速：５ｍ以上

遊泳
可能

遊泳
注意

遊泳
禁止 波高：１ｍ以上（胸以上）

風速：８ｍ以上

夏期海水浴期間はその日の海の状況を判断
し３つ旗を掲揚しています。遊泳禁止時には
事故防止のため海からお上がりください。

キャンプ等が可能な場所

民間キャンプ場も数箇所開設されています。

●若狭和田キャンプ場
 0770-72-1068
●ヒロセオートキャンプ場
 0770-76-1858

●海の生き物や植物を大切にしてください。

ブルーフラッグビーチでは海のルールの
他、下記のルールについてご理解とご協
力をお願い致します。

水難事故が発生した場合の緊急連絡先

●若狭消防署高浜分署／１１９
●福井県警察本部／１１０
●小浜海上保安署／１１８
●城山水難救護所本部／0770-72-0743
●和田救護所／0770-72-2468

緊急時は各海水浴場に設置され
ている番号を伝えて下さい。番号ポール

1 ～ 67

至 舞鶴若狭
　 自動車道

◎交番・消防署
◎役場

◎病院

JR若狭和田駅

城山公園

若狭和田マリーナ

和田漁港
高浜漁港

定置網注意

高浜町夏期海水浴エリア 令和４年度海水浴場開設期間
7月9日（土）～８月21日（日）まで

葉積島
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若狭和田
キャンプ場

62

車両乗入可

BBQについては、ビーチNAVI2022をご覧
いただくか下記へ問い合わせください。
●若狭高浜観光協会 0770-72-0338
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小黒飯漁港

AED

16

43

42

定置網注意

定置網注意

定置網注意

②漁港周辺など、遊泳禁止区域では泳
いではいけません。

④ヤス、モリ、水中銃は、周囲に人がい
る場合、使用・携帯できません。

①荒天時には遊泳注意または禁止とな
る場合があります。場内放送や旗を確
認してください。

③アルコールを飲んで海に入るのは危
険ですので、絶対に止めてください。

⑦安全確保のため、ライフセーバーと
水難救助員の指示には必ず従ってくだ
さい。

⑤シュノーケルの使用は十分に注意し
てください。

遊泳禁止区域

遊泳者保護区域

緊急時は各海水浴場に設置
されている番号を伝えて下さい。

番号ポール1 ～ 67

動力船・帆船・モーターボート・水上オー
トバイ・ヨット・セールボード（サーフィン・
ウインドサーフィン）、その他これに類す
るものを使用。ただし許可を受けたも
のは除く

進入が禁止
されている事項

ボートやシーカヤック、スタンドアップパド
ルボードなどオールやパドルを使用し、任意
に方向転換等が出来るもの。ただし、沖で
の使用を目的として遊泳者に注意しながら
通過する場合に限ります。

進入できる事項

和田救護所
０７７０－７２－２４６８

城山水難救護所本部
０７７０－７２－０７４３

ブルーフラッグビーチ

＜海水浴客の皆様へのお願い（感染症対策）＞

ソーシャルディスタンスの確保

静かな「マスク会食」の徹底

手洗い、手指消毒の徹底

体調の悪い方は来訪を控える

熱中症に気を付けて「おはなしはマスク」

過度な飲酒はしない。大声をあげない

「感染防止徹底宣言ステッカー」掲示店を利用

お住まいの地域の感染症対策方針に従って行動

接触確認アプリCOCOAのダウンロード

●ブルーフラッグビーチの指定区域内は、
9時から16時の間、砂浜へペットを連れ
込むことはできません。

みんなが楽しく利用するために 管理運営４大項目

みんなが気持ちよく利用するために
環境美化・マナー8項目

みんなが安全に利用するために
事故防止7項目

車両乗入可車両乗入可車両乗入可
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えびす浜パーク
海水浴場

高浜漁港
（西三松）

63
64

61

62
WC

WC

61

WC

＜ 海水浴場 開設中止 ＞
はまなすパーク海水浴場

⑥雷発生時は海からあがり、屋内等
安全な場所に退避してください。


