
海水浴場情報一覧

6/29現在

市町名 海水浴場名 状況 日程

神戸市 アジュール舞子 開設中止

神戸市 須磨海水浴場 開設中止

明石市 林崎海水浴場 開設中止

明石市 林崎・松江海水浴場　 開設中止

明石市 大蔵海岸公園 開設中止

姫路市 男鹿島 立ノ浜海水浴場 開設予定 7/2～

姫路市 的形海水浴場 開設予定 7/1～

姫路市 青井の浜 開設予定 7/10～

姫路市 県立いえしま自然体験センター 開設予定 7/1～

姫路市 坊勢海水浴場 開設中止

たつの市 新舞子海水浴場 開設予定 7/1~8/31

赤穂市 丸山県民サンビーチ 開設予定 7/23～8/16

赤穂市 唐船サンビーチ 開設予定 7/23～8/16

赤穂市 福浦海水浴場 開設中止

豊岡市 気比の浜海水浴場 開設中止

豊岡市 弁天浜海水浴場　 開設予定 7/11～

豊岡市 切浜海水浴場　 開設予定 7/11～

豊岡市 竹野浜海水浴場 開設予定 7/11～

豊岡市 青井浜 開設予定 7/18～

豊岡市 庵蛇浜 開設予定 7/18～

香美町 今子浦海水浴場 開設予定 7/18～8/17

香美町 安木浜海水浴場 開設中止

香美町 香住浜海水浴場 開設中止

香美町 紫山海水浴場 開設中止

香美町 三田浜海水浴場　 開設予定 7/18～8/16

香美町 佐津海水浴場　 開設予定 7/18～8/16

新温泉町 諸寄海水浴場 開設 6/17～8/23

新温泉町 居組県民サンビーチ 開設予定 7/4~8/31

新温泉町 浜坂県民サンビーチ 開設予定 7/3～8/17

新温泉町 塩谷浜海水浴場 開設予定 6/17～

洲本市 炬口海水浴場 開設中止

洲本市 大浜海水浴場 開設中止

洲本市 五色県民サンビーチ 開設中止

洲本市 新都志海水浴場 開設中止

南あわじ市 慶野松原海水浴場 開設中止

南あわじ市 丸山海水浴場 開設中止

南あわじ市 阿万海岸海水浴場 開設中止

南あわじ市 伊毘うずしお村海水浴場 開設中止

南あわじ市 沼島海水浴場 開設中止

淡路市 尾崎海水浴場 開設中止

淡路市 多賀の浜海水浴場 開設中止

淡路市 北淡県民サンビーチ 開設中止

淡路市 岩屋海水浴場 開設中止

淡路市 浦県民サンビーチ 開設中止

淡路市 江井海水浴場　 開設中止

淡路市 北淡室津ビーチ　 開設中止



花火大会情報

6/18現在

市町名 花火大会名 予定 日程

神戸市 第49回みなとこうべ海上花火大会 中止

芦屋市 第42回芦屋サマーカーニバル 中止

伊丹市 いたみ花火大会 中止

三田市 第41回三田まつり花火大会 中止

加古川市 第48回加古川まつり花火大会 中止

高砂市 Night Fantasy Illusion 中止

西脇市 へその西脇・織物まつり 中止

西脇市 にしわき市・黒田庄夏まつり 中止

西脇市 播州成田山夏祭り 中止

三木市 みっきぃ夏まつり2020花火大会 中止

小野市 小野まつり 中止

加西市 第42回加西サイサイまつり 中止

加東市 加東市花火大会 中止

多可町 多可町ふるさとの夏まつり 中止

姫路市 姫路みなと祭 海上花火大会 中止

神河町 かみかわ夏まつり 中止

市川町 市川まつり 中止

福崎町 福崎夏まつり 中止

たつの市 新宮納涼ふれあいまつり＆花火大会 中止

たつの市 第69回龍野納涼花火大会 中止

赤穂市 市民の夕べ(播州赤穂花火大会) 中止

宍粟市 はが祭り 第49回波賀花火大会 中止

宍粟市 山崎納涼夏祭り 中止

佐用町 三日月日限地蔵尊夏大祭花火大会 中止

佐用町 佐用町南光ひまわり祭り花火大会 中止

佐用町 平福夏祭り 中止

豊岡市 日高夏まつり 中止

豊岡市 第49回たけの海上花火大会 中止

豊岡市 豊岡 柳まつり花火大会 中止

豊岡市 城崎温泉  夢花火 未定 8/24

豊岡市 神鍋火山祭り 中止

豊岡市 城崎温泉ふるさと祭り 未定 8/4

養父市 せきのみやふれあいまつり 中止

養父市 八鹿夏まつり 中止

養父市 やぶふるさと祭 中止

朝来市 あさご夏祭り花火大会 中止

朝来市 朝来市山東夏祭り花火大会 中止

香美町 香住ふるさとまつり海上花火大会 中止

新温泉町 浜坂ふるさと夏祭り花火大会 中止

丹波篠山市 丹波篠山デカンショ祭 中止

丹波篠山市 ユニトピアささやまサマーカーニバル 中止

丹波市 ふるさと丹波ひかみの夏まつり「愛宕祭」 中止

洲本市 高田屋嘉兵衛まつり花火大会 中止

洲本市 第72回淡路島まつり花火大会 中止

南あわじ市 南あわじ市市民まつり 福良湾海上花火大会 中止

南あわじ市 第41回慶野松原花火大会 中止

淡路市 淡路市夏まつり 未定 延期（日程未定）


