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熊本県　天草市　四郎ヶ浜ビーチ

熊本県　苓北町　富岡海水浴場

熊本県　天草市　白鶴浜海水浴場

大分県　杵築市　奈多・狩宿海水浴場

大分県　臼杵市　黒島海水浴場

大分県　佐伯市　瀬会海水浴場

宮崎県　延岡市　下阿蘇ビーチ

宮崎県　延岡市　須美江海水浴場

宮崎県　日向市　伊勢ヶ浜海水浴場

宮崎県　高鍋町　高鍋海水浴場

宮崎県　宮崎市　青島海水浴場

宮崎県　日南市　富土海水浴場

宮崎県　日南市　大堂津海水浴場

鹿児島県　阿久根市　脇本海水浴場

鹿児島県　阿久根市　阿久根大島海水浴場

鹿児島県　奄美市　大浜海浜公園

沖縄県　本部町　国営沖縄記念公園 エメラルドビーチ

沖縄県　恩納村　万座ビーチ

沖縄県　恩納村　リザンシーパークビーチ

沖縄県　恩納村　サンマリーナビーチ

沖縄県　恩納村　ムーンビーチ

沖縄県　恩納村　ルネッサンスビーチ

北海道　乙部町　元和台海浜公園

青森県　八戸市　八戸市白浜海水浴場

岩手県　宮古市　真崎海岸海水浴場

岩手県　宮古市　女遊戸海水浴場

岩手県　宮古市　浄土ヶ浜海水浴場

宮城県　気仙沼市　小田の浜海水浴場

宮城県　気仙沼市　お伊勢浜海水浴場

宮城県　本吉町　大谷海水浴場

宮城県　本吉町　小泉海水浴場

秋田県　三種町　釜谷浜海水浴場

秋田県　男鹿市　宮沢海水浴場

秋田県　にかほ市　象潟海水浴場

山形県　遊佐町　西浜海水浴場

山形県　鶴岡市　由良海水浴場

山形県　鶴岡市　マリンパークねずがせき

福島県　双葉町　双葉海水浴場

茨城県　日立市　伊師浜海水浴場

茨城県　日立市　河原子海水浴場

茨城県　日立市　水木海水浴場

茨城県　大洗町　大洗サンビーチ

茨城県　神栖市　波崎海水浴場

千葉県　勝浦市　守谷海水浴場

千葉県　南房総市　和田浦海水浴場

新潟県　村上市　瀬波温泉海水浴場

新潟県　佐渡市　二ツ亀海水浴場

新潟県　柏崎市　番神・西番神海水浴場

富山県　朝日町　宮崎・境海岸

富山県　氷見市　島尾海水浴場

石川県　輪島市　袖ヶ浜海水浴場

石川県　内灘町　内灘海水浴場

福井県　高浜町　若狭和田海水浴場

静岡県　下田市　白浜中央海水浴場

静岡県　下田市　外浦海水浴場

静岡県　南伊豆町　弓ヶ浜海水浴場

静岡県　沼津市　大瀬海水浴場

静岡県　御前崎市　御前崎海水浴場

三重県　志摩市　御座白浜海水浴場

三重県　熊野市　新鹿海水浴場

滋賀県　高島市　マキノサニービーチ

兵庫県　豊岡市　竹野浜海水浴場

兵庫県　淡路市　浦県民サンビーチ

兵庫県　洲本市　大浜海水浴場

兵庫県　南あわじ市　慶野松原海水浴場

和歌山県　那智勝浦町　那智海水浴場

和歌山県　串本町　橋杭海水浴場

和歌山県　白浜町　白良浜海水浴場

和歌山県　和歌山市　片男波海水浴場

和歌山県　和歌山市　浪早ビーチ

鳥取県　鳥取市　砂丘海水浴場

鳥取県　鳥取市　白兎海水浴場

鳥取県　湯梨浜町　石脇海水浴場

島根県　浜田市　島根県立石見海浜公園

岡山県　玉野市　渋川海水浴場

広島県　呉市　県民の浜海水浴場

山口県　周防大島町　片添ヶ浜海水浴場

山口県　光市　室積海水浴場

山口県　光市　虹ヶ浜海水浴場

山口県　下関市　土井ヶ浜海水浴場

山口県　萩市　菊ヶ浜海水浴場

徳島県　美波町　田井ノ浜海水浴場

徳島県　海陽町　大砂海水浴場

香川県　高松市　女木島海水浴場

香川県　坂出市　沙弥島海水浴場

香川県　丸亀市　本島泊海水浴場

愛媛県　上島町　松原海水浴場

高知県　香南市　ヤ・シィパーク海水浴場

高知県　四万十町　興津海水浴場

福岡県　岡垣町　波津海水浴場

福岡県　志摩町　芥屋海水浴場

長崎県　壱岐市　辰ノ島海水浴場

長崎県　壱岐市　筒城浜海水浴場

長崎県　平戸市　根獅子海水浴場

長崎県　佐世保市　白浜海水浴場

長崎県　長崎市　高浜海水浴場

長崎県　南島原市　白浜海水浴場

長崎県　佐世保市　大浜海水浴場

長崎県　新上五島町　蛤浜海水浴場

長崎県　五島市　高浜海水浴場
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■：特選　  ●：その他

平成18年選定
かいすいよくじょう

快水浴場百選



美しい水辺 ★★★★

げんなだい 清らかな水辺 ★★★★
元和台海浜公園 安らげる水辺 ★★★★★
北海道／乙部町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

はちのへししらはま 清らかな水辺 ★★★★★
八戸市白浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
青森県／八戸市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

まさき 清らかな水辺 ★★★
真崎海岸海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
岩手県／宮古市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

おなっぺ 清らかな水辺 ★★★★★
女遊戸海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
岩手県／宮古市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★

じょうどがはま 清らかな水辺 ★★★★★
浄土ヶ浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
岩手県／宮古市 優しい水辺 ★★

【海の部特選】 豊かな水辺 ★★★★★

美しい水辺 ★★★★

こだのはま 清らかな水辺 ★★★★★
小田の浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
宮城県／気仙沼市 優しい水辺 ★★★

【海の部特選】 豊かな水辺 ★★★★

美しい水辺 ★★★

おいせはま 清らかな水辺 ★★
お伊勢浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
宮城県／気仙沼市 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★

おおや 清らかな水辺 ★★
大谷海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
宮城県／本吉町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★

こいずみ 清らかな水辺 ★★
小泉海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
宮城県／本吉町 優しい水辺 ★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★★

かまやはま 清らかな水辺 ★★
釜谷浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
秋田県／三種町 優しい水辺 ★

豊かな水辺 ★

（別紙）
平 成 １ ８ 年 選 定 「 快 水 浴 場 百 選 」 一 覧

水浴場名
都道府県／市町村名

　全国的にも貴重な鳴き砂の浜です。種差海岸遊歩道
（延長5.2㎞）の中間地点に位置し、無料シャワー室も設
置されているため、景勝地を散策しながらのハイキング
感覚で海水浴も楽しめます。また、安全対策のために監
視船も配備されています。

　総延長２ｋｍからなる真崎海岸では、「小港」「前須賀」
「沼の浜」の３地区、約１ｋｍが海水浴場として開放され
ています。各浜には、希少な植物が自生し、中でも「沼
の浜」では６月頃、約3,000㎡一面紫色のハマエンドウが
咲き誇り、他に類を見ない美しい景観となっています。

　最寄のJR大谷海岸駅には「日本一海水浴場に近い
駅」というキャッチフレーズがつき、駅舎は「はまなすス
テーション」として、観光情報センター、レストランや地元
の農林水産物の直売所などの各施設が整備されていま
す。

　陸中海岸国立公園のほぼ中心に位置し、朝日が美し
く、断崖が途切れた広い砂浜は、太平洋に面している割
には波が穏やかです。砂浜の白、自生する赤松の緑、
そして海の群青のコントラストが、清涼感いっぱいに映
し出され、類まれな景観が創り出されています。

　陸中海岸国立公園の気仙沼湾に浮かぶみどりの真珠
と称される「大島」にあります。沖合にある大前見島と小
前見島が風波を遮り、穏やかで安全な遠浅の海水浴場
として親しまれています。小前見島に小舟で渡り、無人
島探検、磯遊び、釣りが楽しめます。

　離岸堤のない自然のままの砂浜で、水のきれいな海
水浴場として知られています。ビーチは、海水浴場はも
ちろん、釣りやキャンプに最適で、きらめく太陽の下、
カップルや家族連れが賑わいを見せています。

　太平洋側に面していますが、半円を描く海岸線である
ことから、燃えるような夕陽が海面を照らす、サンセット・
ビーチです。遠浅で波も穏やか。子供からお年寄りまで
安全で快適な海水浴を楽しめます。また、平成17年に
映画のロケ地にもなりました。

　南三陸金華山国定公園内に位置し、日本の白砂青松
１００選に選ばれています。形状は、ほぼ直線で全長１，
０００ｍ汀幅１００ｍとなっており、広い砂浜と遠浅の海
岸であることから家族連れに人気があります。

　 自然の海を防波堤等で囲み、海のプールとして整備
されており、外海が荒れていても小さな子供でも安心し
て海水浴ができます。　また、外海とは遮断されていな
いため、常に新鮮な海水が流入し、海中もきれいで、潜
水にも適しています。

　太平洋に面して、朝日が美しく、海岸線は、白い流紋
岩（石英粗面岩）の断崖や奇岩がノコギリの刃のように
東南に突き出しています。その純白の岩肌に自生する
赤松の緑が、海の群青とのコントラストを、清涼感いっ
ぱいに映し出し、類まれな景観を創り上げています。



美しい水辺 ★★★★

みやざわ 清らかな水辺 ★★
宮沢海水浴場 安らげる水辺 ★★★
秋田県／男鹿市 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★

きさかた 清らかな水辺 ★★★★★
象潟海水浴場 安らげる水辺 ★★★
秋田県／にかほ市 優しい水辺 ★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

にしはま 清らかな水辺 ★★
西浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
山形県／遊佐町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

ゆら 清らかな水辺 ★★★★★
由良海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
山形県／鶴岡市 優しい水辺 ★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★

清らかな水辺 ★★★★
マリンパークねずがせき 安らげる水辺 ★★★★
山形県／鶴岡市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

ふたば 清らかな水辺 ★★★★★
双葉海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
福島県／双葉町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★

いしはま 清らかな水辺 ★★★★
伊師浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
茨城県／日立市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★

かわらご 清らかな水辺 ★★★★★
河原子海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
茨城県／日立市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★

みずき 清らかな水辺 ★★★★★
水木海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
茨城県／日立市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★

おおあらい 清らかな水辺 ★★★★★
大洗サンビーチ 安らげる水辺 ★★★★★
茨城県／大洗町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

　波が穏やかで濁りの少ない人工ビーチは、小さなお子
さま連れの家族が安心して海水浴を楽しめます。磯遊
びができる人工磯、広い芝生のあるスポーツ広場もあ
り、海を満喫できる海浜公園です。日本海に沈む赤い夕
日をバックに弁天島の影が浮き上がる美しい風景は心
が和みます。

　美しい砂浜と遠浅の海が続き、北には世界自然遺産
の白神山地、南には国定公園の男鹿半島が望め、日本
海に沈む夕陽が特に美しい海岸です。また、サーフィン
も楽しめ、オートキャンプ場、温泉施設、コテージ村など
が隣接し、若者や家族連れに人気があります。

　天然の磯に囲まれた波静かな海岸で、良好な水質と
きれいなベージュ系の大きな砂粒が特徴となっていま
す。近くには、常陸国風土記に「密筑の里の浄水」と記さ
れている清水がこんこんと湧出する「泉が森」があり、イ
トヨが生息しています。

　海浜は遠浅で、波も穏やかな海水浴場です。安心して
楽しめる海水浴場を目指し、遊泳区域を浮標付ロープ
で区分けするほか、ライフセーバーが監視するなど安全
対策を実施しています。また、無料の更衣室、トイレ、
シャワーなどの施設も充実しています。

　澄んだ水と白砂青松が続く美しい遠浅の海水浴場で、
潮干狩りや地曳き網も楽しむことができます。また、日
本初のバリアフリービーチとして、障害者等も気軽に海
水浴を楽しめる水陸両用車椅子をはじめとした専用の
サービス施設も完備しています。

　「日本の白砂青松１００選」に指定され、大海原と平行
して緩やかな弧を描く白く長い砂浜と緑の松林が連なっ
ています。また、南側の磯や断崖は、ウミウの飛来地と
して知られ、全国唯一の鵜飼用ウミウの供給地でもあり
ます。

　日本百名山に数えられる鳥海山の山麓端に位置する
白砂青松の美しい海水浴場です。海浜からの水平線上
には、山形県唯一の離島である飛島と日本海に沈む美
しい夕陽を眺められ、背後には鳥海山の姿を望むこと
ができます。

　砂浜を磯浜が囲い込むような美しい入り江状の遠浅
の海浜で、背後には鳥海山が望める、ロケーションに恵
まれた海水浴場です。中央部には、監視所とシャワー
室等を兼ね備えたビーチセンターがあり、家族連れでも
安心して海水浴を楽しめます。

　庄内海浜県立自然公園に指定されており、日本海に
沈む夕陽と海辺の白山島が織り成す景観が美しい海水
浴場です。白山島には海洋釣堀や釣り桟橋が整備され
ています。また、海岸に面した民宿街では、旬の海の幸
を味わい、家族的な雰囲気を楽しむことができます。

　良好な水質が保たれ、景観もすばらしい古くからの海
水浴場です。周辺には、若者や家族連れに最適な河原
子海浜公園が整備され、また、旅館や民宿も多く、シー
ズン中は海上花火大会や宝探し大会が行われていま
す。



美しい水辺 ★★★

はさき 清らかな水辺 ★★★★★
波崎海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
茨城県／神栖市 優しい水辺 ★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★

もりや 清らかな水辺 ★★★★
守谷海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
千葉県／勝浦市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★

わだうら 清らかな水辺 ★★
和田浦海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
千葉県／南房総市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★

せなみおんせん 清らかな水辺 ★★★★★
瀬波温泉海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
新潟県／村上市 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★★

ふたつがめ 清らかな水辺 ★★
二ツ亀海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★

新潟県／佐渡市 優しい水辺 ★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★

ばんじん・にしばんじん 清らかな水辺 ★★★★★
番神・西番神海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
新潟県／柏崎市 優しい水辺 ★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★

みやざき・さかい 清らかな水辺 ★★
宮崎・境海岸 安らげる水辺 ★★
富山県／朝日町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★

しまお 清らかな水辺 ★★
島尾海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
富山県／氷見市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★

そでがはま 清らかな水辺 ★★★
袖ヶ浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
石川県／輪島市 優しい水辺 ★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

うちなだ 清らかな水辺 ★★★★★
内灘海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
石川県／内灘町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

　太平洋に面していますが、波が穏やかで子供でも安
心して海水浴が楽しめます。また、岩場では磯遊びや磯
の生物観察もでき、トイレ・シャワー・更衣室などのサー
ビス施設も整い、ご家族そろって楽しめます。

　富山湾を越えて北アルプス立山連峰を望むことができ
る海水浴場です。能登半島国定公園内にあり、シーズ
ンには、浜茶屋が開設されます。JR島尾駅から近く、周
辺には民宿もあります。キャンプや地引網も体験でき、
アウトドア派も満喫できます。

　波消しブロックが設置された、波穏やかな海水浴場で
す。隣接する瀬波温泉街へは、ビーチサンダルのまま
歩いて行くことができ、海水浴の心地よい疲労感を温泉
や無料の足湯でリフレッシュできるとともに、露天風呂か
らは夕映えも満喫できます。

　東西約４ｋｍの砂利浜で、別名「ヒスイ海岸」とも呼ば
れています。その名のとおり、美しく澄んだ海と、海浜に
打ち上げられたヒスイ原石を拾うこともできます。また、
隣接施設として「朝日ヒスイ海岸オートキャンプ場」が整
備されています。

　温暖な気候に恵まれ、広大な太平洋を望む遠浅で澄
んだ水と白い砂浜は、マリンスポーツや潮干狩りなどを
楽しむ若者や家族連れで賑わっています。また、隣接す
る海浜公園サンサンパーク内には、休憩施設に温水
シャワーやトイレなどの設備も充実しています。

　暖かく透き通った海と白い砂浜が特徴で、また、周囲
の海岸は、海蝕による崖などの雄大な景観が形づくら
れています。JR最寄り駅から徒歩８分で、充実したサー
ビス施設に加え、ライフセーバーが監視しており、安心
して海水浴を楽しむことができます。

　砂浜と岩場のある海水浴場です。干潮時には二ツ亀
まで砂州がつながり、歩いて渡ることができます。また、
夜になると沖合の水平線にイカ釣り漁船の漁火が並
び、幻想的な雰囲気が創り出されます。

　浅瀬にある岩場が家族連れに人気のビーチです。天
然の岩場をコンクリートで仕切った水族館跡には、様々
な貝やカニなどが生息し、磯遊びに最適で、いつも子ど
も達のはしゃぐ声が絶えないところです。

　内灘海岸は、通年においてマリンスポーツが楽しめる
レジャー拠点として知られています。内灘海岸には３つ
の海水浴場がありますが、その中でも、内灘海水浴場
は、砂浜がとても広いことが特徴で、毎年、多くの人々
が訪れ、賑わいをみせています。

　大きな入江に抱かれ、三方を山に囲まれ、海岸線から
遠く七ツ島が望めるという美しい光景が広がっていま
す。夏場には日本海に沈む夕日が見られます。また、
キャンプ場が併設されています。隣接して、景勝地「鴨ヶ
浦海岸」があります。



美しい水辺 ★★★

わかさわだ 清らかな水辺 ★★★★
若狭和田海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
福井県／高浜町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★

しらはまちゅうおう 清らかな水辺 ★★★
白浜中央海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
静岡県／下田市 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★

そとうら 清らかな水辺 ★★★★★
外浦海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
静岡県／下田市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

ゆみがはま 清らかな水辺 ★★★★★
弓ヶ浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
静岡県／南伊豆町 優しい水辺 ★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★

おせ 清らかな水辺 ★★
大瀬海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
静岡県／沼津市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★

おまえざき 清らかな水辺 ★★★★★
御前崎海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
静岡県／御前崎市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

ござしらはま 清らかな水辺 ★★★★★
御座白浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
三重県／志摩市 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★★

あたしか 清らかな水辺 ★★★★★
新鹿海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
三重県／熊野市 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★

清らかな水辺 ★★★★★
マキノサニービーチ 安らげる水辺 ★★★★★
滋賀県／高島市 優しい水辺 ★★

【湖の部特選】 豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★

たけのはま 清らかな水辺 ★★★
竹野浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
兵庫県／豊岡市 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★★

　駿河湾に突き出した半島に位置し、湾越しに富士山を
望む景色は、古くから名勝の地として知られています。
遠浅で波静かな海岸であり、岩場はスキューバダイビン
グの名所としても有名です。

　下田市内で最も波が静かで、家族連れに最適です。
弓なりの砂浜が470m続き、ウインドサーフィンやシーカ
ヤックを楽しむこともできます。また、近くには、臨海学
校も立地しています。

　遠浅で広い砂浜と、青く澄んだ空と海がコントラストを
創り出しています。海浜は、若者や家族連れで賑わい、
近くには、バーベキュー場やキャンプ場も整備され、ア
ウトドア派も満喫できます。

　白浜海岸の最も北にある海水浴場です。ここで磯遊び
などもでき、中央の防波堤内は、海が荒れた日でも遊泳
でき家族連れに人気があります。また、砂浜沿いには
ボードウォーク、サンデッキが設置されており、海洋浴
や散歩が楽しめます。

　 伊豆半島最南端の海水浴場で、延長１．２ｋｍと幅４０
ｍの砂浜が弓なりの弧を描いています。海浜には、岩
がひとつも無く、遠浅で波が静かなため、家族連れの海
水浴に適しています。また、秋から冬の早朝には風紋模
様、１年を通して、満天の星空が観賞できます。

　志摩半島先端に位置し、遠浅で透明度の高い海と白
い砂浜が続くビーチは、家族連れに最適です。白い砂
浜とマリンブルーの強烈なコントラストは、南太平洋の
島々の色調を感じさせる最高のロケーションとなってい
ます。

　山陰海岸国立公園に位置し、江戸時代から白砂遠浅
で知られた海水浴場です。「日本の渚百選」にも選ば
れ、白い砂浜と松並木のコントラストが映える美しい景
観とともに、水質も安定し、潮流も少ない、安全で快適な
海水浴場です。

　遠浅の入江式の浜からは、駿河湾越しに富士山を望
むことができ、水質は極めて良好です。人工海浜である
ことから外海が荒れていても大きな波が海水浴場まで
入って来にくいため、子供からお年寄りまで安全に海水
浴が楽しめます。

　周りを山に囲まれた大自然の中に広がる海水浴場で
す。きめの細かい白い砂浜と青く透き通った遠浅の海が
広がり、海水浴シーズンには多くの人で賑わうとともに、
様々なアウトドアライフを楽しむこともできます。

　「日本の白砂青松１００選」に選ばれた美しい砂浜から
は、琵琶湖八景に数えられる竹生島と海津大崎の二大
景勝地を望むことができます。浜辺は遠浅で、家族連れ
でも安心して水浴を楽しめ、オートキャンプ場等のアウト
ドア施設も整備されています。



美しい水辺 ★★★

うらけんみん 清らかな水辺 ★★★★★
浦県民サンビーチ 安らげる水辺 ★★★★★
兵庫県／淡路市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

おおはま 清らかな水辺 ★★
大浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
兵庫県／洲本市 優しい水辺 ★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★

けいのまつばら 清らかな水辺 ★★★★★
慶野松原海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
兵庫県／南あわじ市 優しい水辺 ★★

【海の部特選】 豊かな水辺 ★★★

美しい水辺 ★★★★

なち 清らかな水辺 ★★★★★
那智海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
和歌山県／那智勝浦町 優しい水辺 ★★★

【海の部特選】 豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★

はしぐい 清らかな水辺 ★★★★★
橋杭海水浴場 安らげる水辺 ★★
和歌山県／串本町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★★★

美しい水辺 ★★★★

しららはま 清らかな水辺 ★★★★★
白良浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
和歌山県／白浜町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

かたおなみ 清らかな水辺 ★★★★★
片男波海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
和歌山県／和歌山市 優しい水辺 ★★★

【海の部特選】 豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★

なみはや 清らかな水辺 ★★★★

浪早ビーチ 安らげる水辺 ★★★★★
和歌山県／和歌山市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★★

美しい水辺 ★★★

さきゅう 清らかな水辺 ★★★★

砂丘海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
鳥取県／鳥取市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★★

はくと 清らかな水辺 ★★★★
白兎海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
鳥取県／鳥取市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

　白砂青松と遠浅が海浜の特徴で、ビーチは南北に約
７５０ｍあり、ゆっくりとくつろぐことができます。また、波
もなく穏やかなビーチなので、小さな子供連れの家族も
安心して楽しむことができます。

　総延長1,200ｍの人工海浜で、周辺の文化的・歴史的
な景観や、湿地等の環境も好評で、サービス施設も充
実しているため、和歌山県内はもとより、京阪神からも
年間を通じ、多くの観光客が訪れています。

　南紀白浜温泉街の中心に位置する白良浜は、渚が
600m続く、真っ白な砂浜からなる海水浴場です。浴場
内には、水着で入浴できる露天風呂「しらすな」があり、
冬場は足湯としても人気を博しています。

　熊野灘の海水浴場のひとつで、和歌山県下最大級の
広さを誇るビーチです。目前に広がる熊野灘に顔を出
す島々や雄大な水平線の景色を満喫できます。

　串本の海の特徴である明るい日差しと風を存分に満
喫することができます。国指定の天然記念物「橋杭岩」
と「串本節」で名高い大島に囲まれた海水浴場は、砂浜
の長さが約４００ｍという、まさに自然が創り出した巨大
プールのようです。

　鳥取砂丘の白砂に青松が輝き、バカンス気分を満喫
できる海水浴場です。海岸道路の東に整備されたオア
シス広場（駐車場）から至近のビーチで、「砂丘温泉ふ
れあい会館」の展望浴場からは、雄大な日本海の景色
が眺められます。

和歌山市中心部に近く．目前に美しい和歌浦湾を望
み、ビーチには船をモチーフにした遊具やバーベキュー
施設などが整備され、子供からお年寄りまで「海」を満
喫できます。また、駐車場と海水浴場が隣接しているこ
とも、人気の一つとなっています。

　白砂青松で知られる延長２．５kmの自然公園である慶
野松原には、数万本の松が林立しています。この松原
を背後にして広がる海浜から見る瀬戸内海の夕景は、
とてもロマンチックな雰囲気を醸し出しています。

　神話「因幡の白うさぎ」の舞台となった白兎海岸で、神
話の中で白兎が渡ったという淤岐の島、ワニの背に見
立てた海食棚があり、背後の山麓に白兎神社がありま
す。

　大阪湾を一望でき、天気が良い日には、紀伊水道に
浮かぶ島々が蜃気楼による浮島として眺められ、遠くは
関西空港や神戸空港を離発着する航空機を眺めること
もできます。



美しい水辺 ★★★★★

いしわき 清らかな水辺 ★★★★★
石脇海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
鳥取県／湯梨浜町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

しまねけんりついわみ 清らかな水辺 ★★★
島根県立石見海浜公園 安らげる水辺 ★★★★★
島根県／浜田市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★

しぶかわ 清らかな水辺 ★★★★★
渋川海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
岡山県／玉野市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

けんみんのはま 清らかな水辺 ★★★★
県民の浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
広島県／呉市 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★

かたそえがはま 清らかな水辺 ★★★★★
片添ヶ浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★
山口県／周防大島町 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★

むろづみ 清らかな水辺 ★★★★★
室積海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
山口県／光市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★

にじがはま 清らかな水辺 ★★★★★
虹ヶ浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
山口県／光市 優しい水辺 ★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

どいがはま 清らかな水辺 ★★★
土井ヶ浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
山口県／下関市 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

きくがはま 清らかな水辺 ★★★★★
菊ヶ浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
山口県／萩市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★★

たいのはま 清らかな水辺 ★★
田井ﾉ浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★
徳島県／美波町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

　瀬戸内海国立公園内に位置し、水質や景観に優れた
水浴場です。また、海水浴場開設期間中はサメ防御
網、水上バイク進入禁止ブイ、監視船や監視員の配
置、看護師の常駐など、安全面にも配慮されています。
近隣には海洋博物館、リゾートホテルなどの施設があり
ます。

　北長門海岸国定公園の西端に位置し、長さ１ｋｍにも
及ぶ白い砂浜とエメラルドグリーンの海は、観る者を魅
了すると言われています。水質は良好であり、夏場の海
水浴やキャンプは人気が高く、山口県内はもとより県外
からも多くの人々が集まります。

　「鳴り砂」の砂浜が続く海水浴場です。緩やかな美しい
弓形の海岸線で、波は穏やかなため、子ども連れでも
安心です。

　リアス式の海岸線、緑の山々、青い空、そして海が調
和して美しい海水浴場です。

　北長門海岸国定公園内にあり、国指定史跡の「萩城
跡」の東側に広がる白砂青松の海岸です。砂浜からは
国指定天然記念物の「指月山」、沖合には笠山や多くの
島々を眺めることができ、夕景は「夕陽百選」にも選ば
れた絶景です。

　白砂青松の続く美しい自然海岸で、「日本の白砂青松
１００選」や「日本の渚・百選」など数多くの選定を受けて
います。

　延々と続く白砂と、美しい日本海を眺められる海浜公
園内には、海水浴場はもちろん、オートキャンプ場、ケビ
ン村、テニスコートなどの施設が整備され、散策路では
四季折々の花や緑を楽しむことができます。

　瀬戸内海国立公園内に位置し、約1.2kmの海浜一帯
には、ワシントンヤシやフェニックスが植栽されており、
南国をイメージさせる開放的な景観とゆとりある空間は
人々に潤いを与えています。また、心身のリフレッシュ
や憩いの場としても役立っています。

　瀬戸内海国立公園に位置し、2．4ｋｍに渡って白砂青
松の続く美しい自然海岸で、「日本の白砂青松１００選」
や「日本の渚・百選」などの選定を受けています。海浜
は、広々とした遠浅のビーチで、砂も細かく、水質も良好
であるため、子供も安心して海水浴を楽しめます。

　豊かな自然に囲まれた長さ400m、幅80mにわたる美し
い砂浜と、清らかで良好な水質が特徴です。また「日本
の渚・百選」等にも選ばれています。　背後地には、100
名収容の宿泊施設や天然温泉さらにシーカヤック、プー
ル、体育館、テニスコート、天体観測館、などの施設も
あります。



美しい水辺 ★★★★★

おおずな 清らかな水辺 ★★★★★
大砂海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
徳島県／海陽町 優しい水辺 ★★

【海の部特選】 豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★

めぎじま 清らかな水辺 ★★★
女木島海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
香川県／高松市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★

しゃみじま 清らかな水辺 ★★
沙弥島海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
香川県／坂出市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

ほんじまとまり 清らかな水辺 ★★★
本島泊海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
香川県／丸亀市 優しい水辺 ★★

【島の部特選】 豊かな水辺 ★★★

美しい水辺 ★★★★

まつばら 清らかな水辺 ★★★★★
松原海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
愛媛県／上島町 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

清らかな水辺 ★★★★★
ヤ・シィパーク海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
高知県／香南市 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★

おきつ 清らかな水辺 ★★
興津海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
高知県／四万十町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★

はつ 清らかな水辺 ★★★★★
波津海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★

福岡県／岡垣町 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★

けや 清らかな水辺 ★★★
芥屋海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
福岡県／志摩町 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★★

たつのしま 清らかな水辺 ★★★★
辰ノ島海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
長崎県／壱岐市 優しい水辺 ★

豊かな水辺 ★

　福岡市と北九州市の中間に位置し、家族連れで楽し
める白砂青砂の波静かな海水浴場です。玄海国定公園
に指定された海岸は弓状の砂浜が美しく、赤ウミガメの
産卵も確認されています。近くには宿泊施設も多く、海
水浴シ－ズンは宿泊や食事に訪れる人で賑わいます。

　瀬戸内海国立公園内に位置する周囲約９kmの小島に
あります。浜辺の対岸には，高松市の新しいベイエリア
である「サンポート高松」や、源平古戦場である「屋島」
が一望でき、水質はもちろんのこと、景観にも優れた海
水浴場です。

　瀬戸大橋のたもとの「万葉の島・沙弥島」に位置し、自
然美と近代美がマッチしたビューポイントにもなっていま
す。また、「瀬戸大橋記念公園」や「香川県立東山魁夷
せとうち美術館」とともに、歴史的遺産や瀬戸内の文化・
自然に囲まれています。

　ヤ・シィパークは、ビーチハウスをはじめとして、芝生
広場、買物や食事が楽しめる施設、木陰、ボードウォー
ク、ピクニックサイトなどが整備され、自然を四季折々に
たっぷりと楽しめる開放的な「海と風と緑のオアシス」に
なっています。

　瀬戸内海国立公園内に位置し、愛媛県指定名勝地で
ある「法王ヶ原」（通称松原）を控えた、白砂青松の波静
かな景勝の地にある自然浜の海水浴場です。また、松
原ではキャンプもでき、快適なアウトドアライフも楽しめ
ます。

　青い海と白い砂浜の本島は、沿岸すべてが海水浴場
であると言われています。泊海水浴場からは、対岸の
牛島を望み、周辺海域の多島美が映える風景が広がっ
ています。朝日から夕日までのダイナミックな風景の変
化と星空の美しさも特筆されます。

　室戸阿南海岸国定公園内に位置し、水質が良好な海
水浴場です。起伏に富んだ「八坂八浜」の一部であり、
砂浜西端からは、松やウバメガシの生える「帆ヶ島」を
眺めることができます。

　透明度が高く、海浜は遠浅であるため、安全で家族連
れに人気の海水浴場です。夕暮れ時には茜色に染まる
夕陽を望むことができます。また、付近には芥屋の大
門、立石山、芥屋キャンプ場があり、大自然を満喫する
こともできます。

　東西約２ｋｍに及ぶ美しい白浜青松の渚、数百メート
ルにも及ぶ遠浅の砂浜と良好な水質の海水浴場です。
また、三崎半島先端の岸壁とあいまった海岸景観は、
県立自然公園にも指定されています。

　辰ノ島は、面積0.16haの無人島ですが、弓状の海浜は
遠浅の白い砂浜で美しく、海浜植物群落や蛇ケ谷など、
見所も多い人気のある観光地です。勝本港から渡海船
が出ており、夏場は海水浴客などで賑わいます。



美しい水辺 ★★★★

つつきはま 清らかな水辺 ★★★★★
筒城浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
長崎県／壱岐市 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★

ねしこ 清らかな水辺 ★★★★★
根獅子海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
長崎県／平戸市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

しらはま 清らかな水辺 ★★★
白浜海水浴場 安らげる水辺 ★★
長崎県／佐世保市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★

たかはま 清らかな水辺 ★★★★★
高浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
長崎県／長崎市 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★

しらはま 清らかな水辺 ★★★★★
白浜海水浴場 安らげる水辺 ★★
長崎県／南島原市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★

おおはま 清らかな水辺 ★★★★
大浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
長崎県／佐世保市 優しい水辺 ★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

はまぐりはま 清らかな水辺 ★★★
蛤浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
長崎県／新上五島町 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★★

たかはま 清らかな水辺 ★★★★
高浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
長崎県／五島市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

しろうがはま 清らかな水辺 ★★★★★
四郎ヶ浜ビーチ 安らげる水辺 ★★★
熊本県／天草市 優しい水辺 ★★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

とみおか 清らかな水辺 ★★★★★
富岡海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
熊本県／苓北町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

　西海国立公園内の九十九島は、優れた自然環境が豊
富に存在しています。それらの景観と透明度の高いコバ
ルトブルーの海、そして白い砂浜のコントラストが美しい
海水浴場です。中でも、夕陽に染まる海のサンセット
ビューは感動的です。

　紺碧の海と白砂青松が美しく、長崎半島に沈む夕陽
が絶景な海水浴場で、砂浜近くの岩場では磯遊び、松
林ではキャンプもできます。また、5～8月頃には、アカウ
ミガメが産卵にやってくるため、人工孵化させて、その後
海へ放流しています。

　延長８００ｍの浜辺は、遠浅で小さい子供連れの家族
にも最適な海水浴場です。また、冬場には、浮島現象が
観察できることもあり、うみがめの産卵もみられます。

　515ｍの白砂が続く人工ビーチで、波も穏やかで、シャ
ワー、トイレ、ロッカー、売店等のサービス施設も整備さ
れています。特に、若いカップルやファミリーなど、年間
約10万人の海水浴客が訪れる人気のスポットです。

　西海国立公園内に位置し、汀長は約500ｍ、遠浅の白
浜と青い松林とのコントラストが特に美しい海水浴場で
す。休憩舎、更衣室、シャワー等のサービス設備も整備
されており、開放的な気分で遊ぶことができます。

　海岸線が約600mの壱岐を代表する海水浴場です。白
砂青松の浜は、「宮（白沙八幡神社）の浜」とも言われて
います。日本古来の自然美が映える海岸風景が残り、
その渚は、色とりどりの小さな貝が宝石をちりばめたよ
うに輝いています。

　西の海上に嵯峨島を望み、緑に囲まれた白銀色の砂
浜と澄みきった海で知られ、「新観光百選」の地でもあり
ます。魚藍観音展望所から眺める、水色、青色、藍色と
深まりゆく海の色の変化には目を見張るものがありま
す。

　　過去、キリシタン迫害の場となったことがあり、霊地と
して里人は浜を裸足で通ったと言われています。遠浅の
白浜の美しい海岸の海水浴場で、トイレ、シャワー等の
設備も充実していることから毎年多くの海水浴客で賑わ
いをみせます。

　宇久島東部に位置し、海浜は広く遠浅であるため、観
光客や帰省客に親しまれています。休憩舎、キャンプ
場、駐車場が整備されており、また、日の出を平戸諸島
に望み、夜の漁り火などのも美しく、星空の観察会も行
われています。

　透明度が非常に高く、海面はコバルトブルーに輝き、
砂質も良好な海水浴場です。ビーチ内は穏やかで小さ
いお子様でも安心です。また、海中では、熱帯魚や石珊
瑚類を観察することができ、遊歩道により結ばれた白岩
崎キャンプ場も整備されています。



美しい水辺 ★★★

しらつるはま 清らかな水辺 ★★★★★
白鶴浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
熊本県／天草市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★

なだ・かりしゅく 清らかな水辺 ★★★★★
奈多・狩宿海水浴場 安らげる水辺 ★★
大分県／杵築市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★

くろしま 清らかな水辺 ★★
黒島海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
大分県／臼杵市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

ぜあい 清らかな水辺 ★★★★★
瀬会海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
大分県／佐伯市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★★

しもあそ 清らかな水辺 ★★★★★
下阿蘇ビーチ 安らげる水辺 ★★★★
宮崎県／延岡市 優しい水辺 ★★★★

【海の部特選】 豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★

すみえ 清らかな水辺 ★★★★★
須美江海水浴場 安らげる水辺 ★★★
宮崎県／延岡市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

いせがはま 清らかな水辺 ★★★★★
伊勢ヶ浜海水浴場 安らげる水辺 ★★★
宮崎県／日向市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★

たかなべ 清らかな水辺 ★★★★
高鍋海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
宮崎県／高鍋町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★

あおしま 清らかな水辺 ★★★★★
青島海水浴場 安らげる水辺 ★★★★★
宮崎県／宮崎市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★★

ふと 清らかな水辺 ★★★★★
富土海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
宮崎県／日南市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

　南北２ｋｍにおよぶ青い海辺に広がる白いビーチと、
見事な枝ぶりを誇らしげに見せる老松の雄々しい姿の
景観は、「日本の白砂青松１００選」に選定されていま
す。

　１kmに及ぶ天然の白砂が続くビーチで、水質と透明度
は折り紙つきの海水浴場です。海水浴ばかりではなくボ
ディーボードやサーフィンなどのマリンスポーツも楽し
め、キャンプ場も整備されていて、夏場のレジャースポッ
トとして賑わっています。

　良好な水質の海水浴場です。海浜は決して広くはあり
ませんが、背後には、レストランやログハウス等のキャ
ンプ施設の他、天体観測ができる「天海展望台」、シー
サイドプロムナード、磯の生物観察ができる「タイドプー
ル」など様々な施設整備がされており、家族連れにも人
気の海水浴場です。

　日南海岸のほぼ中央に位置し、入り江の中にあるた
め、波が穏やかな海水浴場です。また、無料休憩棟の
隣には、淡水の幼児用プール、海上にはプラスチック製
の浮きを連結したマリンプールなどがあり、子供から大
人まで楽しめます。

　日豊海岸国定公園内に指定された、臼杵湾内に位置
する海水浴場です。海浜は清らかな砂浜・水辺が広
がっており、海水浴だけでなく、海釣りやカヌーも楽しめ
ます。

　宮崎県中央部に位置し、開設以来無事故で、安全な
海水浴場として多くの家族連れや子どもたちで賑わって
います。シーズン中は、隣接する松林にキャンプ村が併
設され、潮騒の中でのキャンプを満喫できます。

　砂浜は遠浅で、太平洋に面していますが、波は比較
的穏やかな海水浴場です。背後には、ワシントニアパー
ムの植栽、前面には亜熱帯植物などが自生する「青島」
が眺められる風光明媚なビーチで、県外から多くの観光
客が訪れます。

　南北を２つの小さな岬に囲まれた広い砂浜をもった汀
線３００ｍの海水浴場です。水質は良好で、駐車場、
ビーチハウス、周囲の岩場や松林には遊歩道も整備さ
れ、家族連れにも人気がある海水浴場です。

　白砂青松の海岸線と透き通った海が特徴の海水浴場
です。湾内にあるため、波も穏やかで安心して遊べま
す。

　美しい白砂の海岸線は約１ｋｍ、青松と浜木綿がみら
れます。波も穏やかな海水浴場で、隣接している「道の
駅・北浦」には、飲食や休憩施設、滞在型観光施設ケビ
ンやオートキャンプ場などの設備も整備され、気軽に海
水浴を楽しむことができます。



美しい水辺 ★★★

おおどうつ 清らかな水辺 ★★★★★
大堂津海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
宮崎県／日南市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

わきもと 清らかな水辺 ★
脇本海水浴場 安らげる水辺 ★★★
鹿児島県／阿久根市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★★

あくねおおしま 清らかな水辺 ★★★
阿久根大島海水浴場 安らげる水辺 ★★★★
鹿児島県／阿久根市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★★

美しい水辺 ★★★★★

おおはまかいひんこうえん 清らかな水辺 ★★★
大浜海浜公園 安らげる水辺 ★★
鹿児島県／奄美市 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★★★

美しい水辺 ★★★★★

こくえいおきなわきねんこうえん 清らかな水辺 ★★★★
国営沖縄記念公園　エメラルドビーチ 安らげる水辺 ★★★★★
沖縄県／本部町 優しい水辺 ★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★

まんざ 清らかな水辺 ★★★★★
万座ビーチ 安らげる水辺 ★★★★★
沖縄県／恩納村 優しい水辺 ★★★★

【海の部特選】 豊かな水辺 ★★

美しい水辺 ★★★★★
清らかな水辺 ★★★★★

リザンシーパークビーチ 安らげる水辺 ★★★★★
沖縄県／恩納村 優しい水辺 ★★★

【海の部特選】 豊かな水辺 ★★★
美しい水辺 ★★★★★

清らかな水辺 ★★★★★
サンマリーナビーチ 安らげる水辺 ★★★★★
沖縄県／恩納村 優しい水辺 ★★★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★★

清らかな水辺 ★★★★★
ムーンビーチ 安らげる水辺 ★★★★★
沖縄県／恩納村 優しい水辺 ★★★★

豊かな水辺 ★

美しい水辺 ★★★★
清らかな水辺 ★★★★★

ルネッサンスビーチ 安らげる水辺 ★★★★★
沖縄県／恩納村 優しい水辺 ★★★★

【海の部特選】 豊かな水辺 ★★★★

　阿久根市街地から船で約10分、沖合３ｋｍに浮かぶ、
周囲４ｋｍの阿久根大島に位置し、良好な水質と安全面
にも優れた海水浴場です。県立自然公園に指定されて
いる島内には、「日本の名松100選」に選定された松林
があり、野生鹿とふれ合うこともできます。

　白い天然のビーチが約3kmにわたり、東シナ海に沈む
夕陽が美しい海水浴場です。良好な水質を維持し、遠
浅で安全面にも優れています。また、毎年６月から８月
にかけて、ウミガメが産卵に上陸します。

　透きとおる海水と七色に変化する海面、風光明媚な沖
縄海岸国定公園内の恵まれた自然環境の中に位置し、
美しい白い砂浜が印象的なビーチです。また、結婚式の
パレードがビーチ前で行われなど、多彩なイベントが催
されています。

　透きとおる海水と七色に変化する海面、風光明媚な沖
縄海岸国定公園内の恵まれた自然環境の中に位置し、
美しい白い砂浜が印象的な広大なビーチを有する海水
浴場です。

　サンゴ礁に囲まれた静かな内海を持つ海水浴場で
す。白い砂浜と透明度の高い海域、豊富なマリンアク
ティビティーが用意され、滞在型リゾートを満喫できま
す。

　風光明媚な沖縄海岸国定公園内の恵まれた自然環
境の中に位置している海水浴場です。ハーフムーンの
形をした美しい天然のプライベートビーチが整備されて
います。

　風光明媚な沖縄海岸国定公園内の恵まれた自然環
境の中に位置する海水浴場です。海水の透明度が高
く、美しい白い砂浜が印象的な広大なビーチがあり、
シーウォーカーやパラセール等の豊富なマリンアクティ
ビティーも用意されています。

　全国でも珍しい礁湖(ラグーン)内にあるビーチで、約
3000人が同時に遊ぶことができます。また、水質も良好
で、夏には、ウミガメが産卵にやってきます。

　サンゴ礁の真っ白な砂浜が美しい、東シナ海に面した
海水浴場です。良好な水質を維持しているほか、奄美
古来の穀物庫（高倉）を模した休憩施設や野外ステージ
などの施設も整備されています。奄美大島でも有数の
サンセットビーチとして知られています。

　正面に大島、北に猪崎鼻、南に虚空蔵島が見渡せる
ロケーションの海水浴場です。大きな入り江となってい
るため、波も穏やかです。中でも、海にぽかりと浮かぶ
小さな島は、人工岩で作られたもので、風景とマッチし
たよい遊び場となっています。




