
地区 市町村名 NO 海水浴場名 地区 市町村名 NO 海水浴場名

海匝 1 銚子市 1 海鹿島 水質ＡＡ 安房 14 鴨川市 31 内浦 水質Ａ

2 長崎 水質ＡＡ 32 城崎 水質Ａ

3 銚子マリーナ 水質Ａ 33 前原 水質Ａ

2 旭市 4 飯岡 水質Ｂ 34 太海 水質ＡＡ

5 矢指ケ浦 水質Ｂ 35 江見 水質ＡＡ

3 匝瑳市 6 堀川浜 水質Ｂ 15 南房総市 36 和田浦 水質ＡＡ

山武 4 横芝光町 7 木戸浜 水質Ｂ 37 瀬戸浜 水質Ａ

8 屋形 水質Ｂ 38 南千倉 水質Ａ

5 山武市 9 殿下 水質Ａ 39 塩浦 水質ＡＡ

10 中下 水質Ａ 40 名倉 水質Ａ

11 小松 水質Ａ 41 根本 水質ＡＡ

12 白幡・井之内 水質Ａ 42 多田良北浜 水質Ａ

13 本須賀 水質Ａ 43 原岡 水質Ａ

6 九十九里町 14 作田 水質Ａ 44 豊岡 水質ＡＡ

15 片貝 水質Ａ 45 岩井 水質ＡＡ

16 不動堂 水質Ａ 16 館山市 46 波左間 水質ＡＡ

17 真亀 水質Ａ 47 沖ノ島 水質ＡＡ

7 大網白里市 18 白里 水質Ａ 48 新井 水質Ａ

長生 8 白子町 19 白子 水質Ａ 49 北条 水質Ａ

9 長生村 20 一松 水質Ｂ 17 鋸南町 50 元名 水質ＡＡ

10 一宮町 21 一宮 水質Ｂ 51 保田 水質Ａ

夷隅 11 いすみ市 22 太東 水質Ａ 52 鱚ヶ浦 水質ＡＡ

23 大原 水質Ａ 53 大六 水質Ａ

12 御宿町 24 岩和田 水質ＡＡ 54 勝山 水質Ｂ

25 中央 水質ＡＡ 君津 18 富津市 55 上総湊 水質Ｂ

26 浜 水質Ａ 56 新舞子 水質Ｂ

13 勝浦市 27 勝浦中央 水質Ａ 57 大貫中央 水質Ｂ

28 鵜原 水質Ａ 58 富津 水質Ｂ

29 守谷 水質ＡＡ 千葉 19 千葉市 59 いなげの浜 水質Ｂ

30 興津 水質ＡＡ

令和３年度県内海水浴場の水質判定結果



７ 木戸浜  水質Ｂ  Ｒ１不開設 

８ 屋 形  水質 B  ０．８万人 

９ 殿 下 水質Ａ  １．４万人 

１０ 中 下 水質Ａ  ０．６万人 

１１ 小 松 水質Ａ  ０．４万人 

１２ 白幡 ・井之内 水質Ａ １．６万人 

１３ 本須賀 水質Ａ  ２．２万人 

１４ 作 田 水質Ａ  ０．７万人 

１５ 片 貝 水質Ａ  ４．１万人 

１６ 不動堂 水質Ａ  １．６万人 

１７ 真 亀 水質Ａ  ０．９万人
 

１８ 白里 水質Ａ  ７．１万人 

１９ 白子 水質Ａ  １．７万人 

２０ 一松 水質Ｂ  ０．７万人 

２１ 一宮 水質Ｂ  ２．０万人 

２２ 太東 水質Ａ  １．２万人 

３１ 内 浦 水質Ａ  １．６万人 

３２ 城 崎 水質Ａ  ４．０万人 

３３ 前 原 水質Ａ  ２．３万人 

３４ 太 海 水質ＡＡ ０．５万人 

３５ 江 見 水質ＡＡ ０．２万人 

６ 堀川浜  水質Ｂ  Ｒ１不開設 

 

４５ 岩井 水質ＡＡ ４．０万人 

３ 銚子ﾏﾘｰﾅ 水質Ａ  １．５万人 

４ 飯  岡 水質Ｂ  １．１万人 

５ 矢指ケ浦 水質Ｂ  １．２万人 

番号 水浴場名 水質 Ｒ１入込数 

５０ 元 名 水質ＡＡ ０．３万人 

５１ 保 田 水質Ａ  ０．４万人 

５２ 鱚ヶ浦  水質ＡＡ ０．２万人 

５３ 大 六 水質Ａ  ０．２万人 

５４ 勝 山 水質Ｂ  ０．３万人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和２年度は全ての海水浴場で不開設でした。 

２３ 大原 水質Ａ  １．３万人 

１ 海鹿島 水質ＡＡ ０．２万人 

２４ 岩和田  水質ＡＡ １．２万人 

２５ 中 央 水質ＡＡ ２．５万人 

２６  浜   水質Ａ  ０．８万人 

２７ 勝 浦 中 央 水質Ａ  ３．６万人 

２８ 鵜 原 水質Ａ ２．８万人 

２９ 守 谷 水質ＡＡ １０．６万人 

３０ 興 津 水質ＡＡ  ２．７万人 

３６ 和田浦 水質ＡＡ ０．４万人 

３７ 瀬戸浜 水質Ａ  ０．４万人 

３８ 南千倉 水質Ａ  １．３万人 

３９ 塩 浦 水質ＡＡ １．０万人 

４０ 名 倉 水質Ａ  ０．９万人 

４１ 根 本 水質ＡＡ ３．９万人 

４７ 沖ノ島  水質ＡＡ ４．０万人 

４８ 新 井 水質Ａ  ０．３万人 

４９ 北 条 水質Ａ  １．５万人 

５９ 富津 水質Ｂ  １．９万人 

令和３年度 千葉県海水浴場水質調査地点 

２ 長崎 水質ＡＡ ０．３万人 

４６ 波左間 水質ＡＡ １．９万人 

５６ 上総湊 水質Ｂ  ０．４万人 

５７ 新舞子 水質Ｂ  ３．９万人 

５８ 大貫中央 水質Ｂ  ０．３万人 

４２ 多田 良北浜  水質Ａ  ０．８万人 

４３ 原 岡  水質Ａ ０．６万人 

４４ 豊 岡  水質ＡA ０．７万人 

６０ いなげの浜 水質Ｂ  Ｒ１不開設 


