
報道機関各位

令和２年６月２４日（水）１１：００配付

項 目 令和２年度（2020年）海水浴場の開設等について

配 付 資 料 ・令和２年度オホーツク管内海水浴場開設一覧
・令和２年度オホーツク管内海水浴場水質測定結果
・「新北海道スタイル」安心宣言
・北海道コロナ通知システム

内 容 及 び 令和２年度のオホーツク総合振興局管内の海水浴場開設状況及び水質
報 道 に 調査結果について取りまとめたのでお知らせします。
当 た っ て なお、全道の開設状況につきましては、北海道環境生活部スポーツ局ス
の お 願 い ポーツ振興課のホームページで公表しております。

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、開設後であっても､
急遽、閉鎖する可能性があります。開設状況に変更があり次第、都度お知ら
せします。

オホーツク総合振興局管内では、次の海水浴場において水質調査を行い、
安全が確認されております。
＜オホーツク総合振興局管内の開設状況＞

海 水 浴 場 名 開 設 予 定 期 間
オホーツクホワイトビーチ（紋別市） ７月 １日～８月３１日
沙留海水浴場（興部町） ７月１８日～８月２３日
※今年度はところ常南ビーチ海水浴場（北見市）は開設しません。

《新型コロナウイルス感染症対策について》
道では、各開設者及び関係市町村に対して、「新北海道スタイル」の実践や

安心宣言の作成、「北海道コロナ通知システム」の活用について、取組の徹底
を図っていただけるよう、協力を依頼しています。
安心で快適な海水浴のため、必ず「海水浴場」を利用すること及び、海水

浴場利用者に新型コロナウイルス感染症対策を実践してもらえるよう、周知に
ついてご協力をお願いいたします。

他のクラブ 同時配布 道政記者クラブ
との関係

担 当 窓 口 □資料に関する照会先
（連絡先） ・開設状況

北海道環境生活部スポーツ局スポーツ振興課
スポーツ振興係（担当者：課長補佐 大宮）
直通 ０１１－２０４－５２０９（内線）２４－４１３

・水質調査
北海道環境生活部環境局循環型社会推進課
水環境係（担当者：課長補佐 由水）
直通 ０１１ー２０４－５１９３（内線）２４－２５５

□北海道オホ－ツク総合振興局連絡先
保健環境部環境生活課（担当者：課長 大月）
直通 ０１５２－４１－０６２６（内線）２９５０



参考

海岸線 沖出し 最大 開設日 閉設日 期間 令和元年度
延長 距離 水深 月／日 月／日 (日) 利用者総数(人)

紋別市 オホーツクホワイトビーチ 海洋公園2番地 紋別市長  宮川 良一 21,950 13,240 410 80 1.5 7/ 1 8/31 62 5,054

興部町 沙留海水浴場 沙留 興部町長  硲    一寿 30,400 33,600 380 80 4 7/18 8/23 37 3,446

２市町・２海水浴場 8,500

令和２年度オホーツク管内海水浴場開設一覧

開設予定期間

水域   陸域
市町村名 海水浴場名

所在地
（市町村名・略）

開設者名
面積(㎡) 遊泳区域の規模(m)

沙留海水浴場

オホーツクホワイトビーチ



油膜

最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大

オホーツクホワイトビーチ 5/22 <2 <2 <2 2.1 3.7 2.9 0.6 全透 0.6 なし 7.9 8.0 8.3 11.1 水質Ｂ － 0.5

沙留 5/22 <2 <2 <2 1.6 1.9 1.8 全透 全透 全透 なし 8.2 8.4 7.6 10.2 水質AA － 0.3

　　判定については、以下のとおりとする。 
　（１）　ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。 
　（２）　「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ及び透明度によって、「水質ＡＡ」、「水質Ａ」、「水質Ｂ」
　　　　あるいは「水質Ｃ」を判定し、「水質ＡＡ」及び「水質Ａ」であるものを「適」、「水質Ｂ」及び「水質Ｃ」であるものを「可」とする。 
           ・　各項目の全てが「水質ＡＡ」である水浴場を「水質ＡＡ」とする。 
           ・　各項目の全てが「水質Ａ」以上である水浴場を「水質Ａ」とする。 
           ・　各項目の全てが「水質Ｂ」以上である水浴場を「水質Ｂ」とする。
           ・　これら以外のものを「水質Ｃ」とする。 

用語解説

　○　ふん便性大腸菌群数
　　　人間又は動物の排泄物による水質汚染の指標として用いられている細菌である。
　　　大腸菌群は普通、人畜の腸管内に生息しており、それらが水中に存在することは、人畜のふん便により水が汚染されていることを意味する。
　　　水中で大腸菌群として検出される菌群の中には、ふん便由来でない菌群も多く含まれるため、特にふん便による汚染を示すために導入された
　　指標で、大腸菌群よりも高い培養温度で培養する。

　○　ＣＯＤ（化学的酸素要求量）
　　　水の有機汚濁指標の一つである。
　　　水中の汚濁物質（主として有機物）を過マンガン酸カリウム等の酸化剤で化学的に酸化されるときに消費される酸化剤の量に換算して表した
　　もので、この数字が大きいほど水中の汚濁物質の量が多く、水が汚れていることを意味する。

　○　透明度
　　　直径３０㎝の白色円盤を水中におろして、円盤が見えなくなる深度（ｍ）のことをいう。

令和２年度　オホーツク管内海水浴場水質測定結果

評価項目
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 １．砂浜に一定間隔で目印の設置を行うなど、ソーシ 

ャルディスタンスを確保する対策を講じます。  
・ ソーシャルディスタンスの確保について、場内放送や 

スタッフの巡回により呼びかけを行っています。 
 

２．発熱や風邪の症状が見られるお客様の入場をお 

断りします。 
 

３．お客様にも咳エチケットや手洗いを呼びかけます。 
   ・手洗い等を呼びかける看板や消毒液を設置しています。 

 

 ４．設備、器具などの定期的な消毒・洗浄を行います。 
・ 場内の設備はこまめに消毒を行っています。 

     

５．人が集まるようなイベントは中止します。 

 

６．監視人やスタッフの健康チェックを徹底します。 
・ 毎朝のスタッフの体温測定、健康チェックを徹底します。 

・ 発熱や風邪の症状が見られる場合は、勤務させません。 
  

７．場内での掲示やホームページなどを活用し、比較 

的すいている時間帯をお客様にお知らせします。 

    

                    （海水浴場名）○○○○○○○ 

【開設者用】 

「新北海道スタイル」安心宣言 

私たち○○海水浴場は、 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、 

「 ７つの習慣化 」に取り組みます！ 



北海道コロナ通知システム

道民の皆様へ

「北海道コロナ通知システム」は、皆様が施設利用やイベント参加の際、ＱＲコード
からEメールアドレスを登録いただくと、同日に同一施設を利用した方の中から感染
者が確認された場合、北海道からＥメールでお知らせするものです。

ステップ➊
訪れた施設(会場)等に掲示された
ＱＲコードを読み込んでください

ステップ❷
表示される画面からＥメールアドレスを登録してください

ステップ❸
登録完了メールが自動返信されたら、登録完了です

～ 同じ日・同じ施設の利用者から感染がみつかったら ～

登録されたＥメールアドレスにメッセージが届きます。
なお、メッセージが届いても、感染しているとは限りません。
まずは体調管理にご注意いただき、体調悪化時には相談窓口にご相談ください。
【道庁相談センター】 電話番号：011-204-5020

※ご利用の流れ

札 幌 市
City of Sapporo

ステップ➊
「店舗・イベント・施設ＱＲコード取得フォーム」から、
施設・イベント等の情報を登録してください
https://qc.domingo.ne.jp/group/register

ステップ❷
取得したＱＲコードを店舗内や施設内、会場内に掲示し、
利用者に、ＱＲコードからの読み込みを案内してください

事業者やイベント主催者の皆様へ ※施設等のご登録の流れ

店舗・イベント・施設
ＱＲコード取得フォーム

※「ＱＲコード」は株式会社
デンソーウエーブの登録商標です。

協力：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社、NoMaps実行委員会


