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静岡県告示第379号

特定の区域におけるキヤンプの禁止に関する条例（昭和43年静岡県条例第25号）第３条第２項の規定に基

づき、キャンプ禁止区域を次のとおり指定した。

平成23年４月５日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

１ 禁止期間 ６月１日から９月30日まで

２ 区域

市町名 区域名 区域 区域図

賀茂郡

東伊豆町

片瀬・白田海岸

キャンプ禁止区域

賀茂郡東伊豆町片瀬原田380番地３先から白

田墹下232番地先までの片瀬・白田海岸、伊豆

急行線白田川鉄橋から河口までの白田川及び

片瀬外浜田442番地、片瀬外浜田502番地、片

瀬外浜田505番地２及び片瀬外浜田503番地の

片瀬海岸公園の区域

第１図

賀茂郡

河津町

今井浜海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡河津町見高中浜150番地、見高中浜

143番地、見高太田41番地、見高太田40番地、

見高太田39番地及び見高今井５番地の今井浜

海岸

第２図

河津浜海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡河津町浜片瀬山397番地５先から浜下

小路64番地１の１先までの河津浜海岸
第３図

菖蒲沢海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡河津町浜菖蒲沢山425番地、浜菖蒲沢

山426番地、浜菖蒲沢山432番地５、浜菖蒲沢

山427番地及び浜菖蒲沢山428番地の菖蒲沢海

岸

第４図

下田市 白浜海岸から爪木崎海岸に至る

キャンプ禁止区域

下田市白浜3346番地４から須崎1237番地３

先までの海岸全域（白浜海岸から爪木崎海岸

まで）

第５図

柿崎海岸キャンプ禁止区域 下田市柿崎81番地３先から柿崎48番地８先

までの柿崎海岸
第６図

鍋田海岸キャンプ禁止区域 下田市５丁目 203 番地先から５丁目 117 番

地１先までの鍋田海岸 第７図

吉佐美海岸キャンプ禁止区域 下田市吉佐美57番地から吉佐美2748番地先

までの吉佐美海岸
第８図

田牛海岸キャンプ禁止区域 下田市田牛696番地２先から田牛461番地先

までの田牛海岸
第９図
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賀茂郡

南伊豆町

弓ヶ浜海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡南伊豆町湊字森858番地３先から湊字

川口903番地１までの弓ヶ浜海岸
第10図

大瀬海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡南伊豆町大瀬字立野500番地９先から

大瀬字立野501番地先までの大瀬海岸
第11図

本瀬海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡南伊豆町石廊崎字本瀬169番地１先か

ら石廊崎字本瀬172番地１先までの本瀬海岸
第12図

中木海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡南伊豆町入間字小城1620番地15、入

間字小城1620番地16、入間字小城1620番地17

、入間字小城1620番地18、入間字小城1620番

地21及び入間字里1265番地の中木海岸

第13図

入間海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡南伊豆町入間字島條890番地、入間字

島條889番地及び入間字里條872番地の入間海

岸

第14図

吉田海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡南伊豆町妻良字南谷1328番地の吉田

海岸
第15図

子浦海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡南伊豆町子浦字伊鈴浜１番地２先か

ら子浦字和久良1553番地１までの子浦海岸
第16図

賀茂郡

松崎町

雲見海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡松崎町雲見字金沢387番地先から雲見

字長磯1654番地５先までの雲見海岸及び雲見

字向田386番地１のうち、雲見字長磯1654番地

２の南東端と雲見字向田386番地５の南西端を

結んだ直線から雲見海岸側の区域

第17図

石部海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡松崎町石部字中附ノ浦694番地１先か

ら石部字黒崎1168番地１先までの石部海岸
第18図

岩地海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡松崎町岩地字前浜472番地、岩地字前

浜471番地、岩地字前浜470番地、岩地字前浜

469番地、岩地字船付浜468番地の岩地海岸

第19図

萩谷海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡松崎町岩地字白根道下501番地先から

岩地字山廻502番地先までの萩谷海岸
第20図

松崎海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡松崎町江奈字寄洲211番地２先から松

崎字向浜495番地２先までの松崎海岸
第21図

賀茂郡

西伊豆町

大浜海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡西伊豆町仁科字安城816番地１先から

仁科字高砂791番地先までの大浜海岸
第22図

乗浜海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡西伊豆町仁科字高山2819番地１の２

の乗浜海岸
第23図
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瀬浜海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡西伊豆町仁科字瀬浜上2956番地先か

ら仁科字瀬浜上2961番地１先までの瀬浜海岸
第24図

浮島海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡西伊豆町仁科字田口3027番地先から

仁科字南浜3018番地１先までの浮島海岸
第25図

田子瀬浜海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡西伊豆町田子字本宮1705番地、田子

字本宮1707番地及び田子字本宮1707番地先の

田子瀬浜海岸

第26図

大田子海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡西伊豆町田子字浜田1099番地先の大

田子海岸
第27図

安良里海岸網屋崎

キャンプ禁止区域

賀茂郡西伊豆町安良里字廻兌922番地の北東

端と南東端を通る直線から東側の網屋崎の区

域（賀茂郡西伊豆町安良里字網屋崎928番地４

及び928番地６のうち928番地５の北端と西端

を通る直線から北側の部分を除く。）

第28図

根合海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡西伊豆町宇久須字川向2198番地１先

から宇久須字砥山3565番地先までの根合海岸
第29図

宇久須海岸キャンプ禁止区域 賀茂郡西伊豆町宇久須字浪入676番地１先か

ら宇久須字柴202番地107までの宇久須海岸
第30図

伊豆市 屋形海岸キャンプ禁止区域 伊豆市土肥2648番地２地先から土肥2849番

地43地先までの屋形海岸
第31図

小土肥海岸キャンプ禁止区域 伊豆市小土肥90番地から小土肥298番地４先

までの小土肥海岸
第32図

沼津市 御浜海岸キャンプ禁止区域 沼津市戸田 2708 番地１の南東端と戸田 2710

番地１の南西端を通る直線から北側の御浜岬

の区域
第33図
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附 則

１ この告示は、公示の日から施行する。

２ キャンプ禁止区域の指定（昭和43年静岡県告示第395号）、キャンプ禁止区域の指定（昭和43年静岡県

告示第855号）、キャンプ禁止区域の指定（昭和44年静岡県告示第850号）、キャンプ禁止区域の指定（昭

和45年静岡県告示第584号）、キャンプ禁止区域の指定（昭和45年静岡県告示第900号）、キャンプ禁止区

域の指定（昭和46年静岡県告示第393号）、キャンプ禁止区域の指定（昭和47年静岡県告示第278号）、キ

ャンプ禁止区域の指定（昭和47年静岡県告示第497号）、キャンプ禁止区域の指定（昭和55年静岡県告示

第234号）、キャンプ禁止区域の指定（昭和56年静岡県告示第557号の２）、キャンプ禁止区域の指定（昭

和57年静岡県告示第822号）、キャンプ禁止区域の指定解除（昭和60年静岡県告示第691号）及び春野町キ

ャンプ禁止区域の一部指定解除（平成10年静岡県告示第466号）は廃止する。

附 則(平成 24 年 12 月 18 日告示第 1008 号)

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(平成 27 年 5 月 26 日告示第 507 号)

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(平成 28 年 3 月 25 日告示第 390 号)

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(平成 29 年 2 月 3日告示第 57 号)

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(平成 30 年 11 月 20 日告示第 784 号)

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(令和 4年 4 月 1 日告示第 296 号)

浜松市 気田川キャンプ禁止区域 浜松市天竜区春野町地内の気田川本支流の

うち、次の区域を除く。

① 浜松市天竜区春野町領家1154番地１先から

天竜区春野町領家1119番地５先まで

② 浜松市天竜区春野町領家321番地14先から

天竜区春野町領家438番地先まで

③ 浜松市天竜区春野町堀之内445番地１先か

ら天竜区春野町堀之内400番地２先まで

④ 浜松市天竜区春野町長蔵寺464番地６先か

ら天竜区春野町長蔵寺967番地１先まで

⑤ 浜松市天竜区春野町川上400番地先から天

竜区春野町川上659番地１先まで

⑥ 浜松市天竜区春野町宮川2135番地１先から

天竜区春野町宮川2101番地１先まで

第34図

(別図１)

(別図２)

(別図３)

(別図４)

(別図５)

(別図６)
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この告示は、公示の日から施行する。

附 則(令和 5年 3 月 24 日告示第 204 号)

この告示は、公示の日から施行する。
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第１図 片瀬・白田海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

第２図 今井浜海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

片瀬原田 380 番地３先

白田墹下 232 番地先

伊豆急行線白田川鉄橋

片瀬外浜田 442 番地、

502 番地、505 番地２、

503 番地の片瀬海岸公園

見高今井５番地

見高太田 40 番地

見高太田 39 番地

見高太田 41 番地

見高中浜 143 番地

見高中浜 150 番地
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第３図 河津浜海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

第４図 菖蒲沢海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

浜片瀬山 397 番地５先

浜下小路 64 番地１の１先

浜菖蒲沢山 425 番地

浜菖蒲沢山 426 番地

浜菖蒲沢山 427 番地

浜菖蒲沢山 432 番地５

浜菖蒲沢山 428 番地
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第５図 白浜海岸から爪木崎海岸に至るキャンプ禁止区域（太線部分の一連の海岸）

第６図 柿崎海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

白浜 3346 番地４

須崎 1237 番地３先

柿崎 48 番地８先

柿崎 81 番地３先
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第７図 鍋田海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

第８図 吉佐美海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域を含む一連の海岸）

５丁目 203 番地先

５丁目 117 番地１先

吉佐美 57 番地

吉佐美 2748 番地先
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第９図 田牛海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域を含む一連の海岸）

第10図 弓ヶ浜海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

田牛 696 番地２先

田牛 461 番地先

湊字森 858 番地３先

湊字川口 903 番地１
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第11図 大瀬海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

第12図 本瀬海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

石廊崎字本瀬 169 番地１先

石廊崎字本瀬 172 番地１先

大瀬字立野 500 番地９先

大瀬字立野 501 番地先
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第13図 中木海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

第14図 入間海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

入間字里 1265 番地

入間字小城 1620 番地 17

入間字里條 872 番地

入間字島條 890 番地

入間字島條 889 番地

入間字小城 1620 番地 18

入間字小城 1620 番地 15

入間字小城 1620 番地 21

入間字小城 1620 番地 16
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第15図 吉田海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

第16図 子浦海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

妻良字南谷 1328 番地

子浦字伊鈴浜１番地２先

子浦字和久良 1553 番地１
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第17図 雲見海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

第18図 石部海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

石部字黒崎 1168 番地１先

石部字中附ノ浦 694 番地１先

雲見字長磯 1654 番地５先

雲見字金沢 387 番地先

雲見字向田 386 番地１

雲見字長磯 1654 番地２の南東端

雲見字向田 386 番地５の南西端
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第19図 岩地海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

第20図 萩谷海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

岩地字山廻 502 番地先

岩地字白根道下 501 番地先

岩地字船付浜 468 番地

岩地字前浜 469 番地

岩地字前浜 470 番地

岩地字前浜 471 番地

岩地字前浜 472 番地
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第21図 松崎海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

第22図 大浜海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

江奈字寄洲 211 番地２先

松崎字向浜 495 番地２先

仁科字安城 816 番地１先

仁科字高砂 791 番地先
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第23図 乗浜海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

第24図 瀬浜海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

仁科字高山 2819 番地１の２

仁科字瀬浜上 2961 番地１先

仁科字瀬浜上 2956 番地先



- 18 -

第25図 浮島海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

第26図 田子瀬浜海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

仁科字田口 3027 番地先

仁科字南浜 3018 番地１先

田子字本宮 1707 番地

田子字本宮 1707 番地先

田子字本宮 1705 番地
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第27図 大田子海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

第28図 安良里海岸網屋崎キャンプ禁止区域（太線内の区域）

田子字浜田 1099 番地先
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第29図 根合海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

第30図 宇久須海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

宇久須字柴 202 番地 107

宇久須字浪入 676 番地１先

宇久須字川向 2198 番地１先

宇久須字砥山 3565 番地先
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第31図 屋形海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

第32図 小土肥海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

小土肥 90 番地

小土肥 298 番地４先

土肥 2648 番地２地先

土肥 2849 番地 43 地先
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第33図 御浜海岸キャンプ禁止区域（太線内の区域）

戸田 2708 番地１の南東端

戸田 2710 番地１の南西端
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第34図 気田川キャンプ禁止区域

（浜松市天竜区春野町地内の気田川本支流 ただし、①（別図１）～⑥（別図６）の区域を除く。）

①
②

④

③

⑤

⑥
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（別図１）（太線内の区域）

（別図２）（太線内の区域）

領家 438 番地先

領家 321 番地 14 先

領家 1119 番地５先

領家 1154 番地１先
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（別図３）（太線内の区域）

（別図４）（太線内の区域）

堀之内 400 番地２先

堀之内 445 番地１先

長蔵寺 464 番地６先

長蔵寺 967 番地１先
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（別図５）（太線内の区域）

（別図６）（太線内の区域）

川上 659 番地１先

川上 400 番地先

宮川 2101 番地１先

宮川 2135 番地１先


