
須磨海岸を守り育てる条例の改正(案)の一部改正に関する意見募集手続の結果 

 

１．意見募集の実施期間 

令和３年 12 月２日（木）から令和４年１月４日（火）まで 

 

（※同一主旨の内容につきましては、まとめさせていただいています） 

 

２．実施結果 

（１）意見総数 9通 

（２）意見の概要及び市の考え方 

 意見の概要 神戸市の考え方 

１ 条例の一部改正に賛成。船舶免許もあり、船、ジェットに乗る楽

しみは理解しています。海に癒され、楽しみに来ている人々は、あ

の砂浜近くを爆走するジェットの騒音は非常に不快であり危険で

す。ウィンドサーフィンをしている人たちとの接触等危険も伴い、

改正は絶対命題と考えます。お互い住み分けが出来ればと考えます。 

 

条例改正の趣旨は、須磨海岸のさらなる健全化を進めて行くため

に、航行禁止区域を設定することにより、水上オートバイやプレジ

ャーボート等による事故等の防止を図ることです。 

ウィンドサーフィンの利用者については、事故の無いように配慮

しながら住み分けが出来るようにいたします。 

２ 風紀が良くなることに賛成。一昔前の薬物事件や暴力的な若者が

多く子供を連れて遊びに行くような砂浜で無かった頃からするとか

なり良くなった。もう一段健全になるには良い条例です。 

砂浜への乗り入れ車両を適正に締め出した事も非常に良い。喫煙、

騒音、威嚇するような入墨をした者、などを条例で禁止するなら取

締りなどをしっかり強化を。 

条例改正により、水上オートバイやプレジャーボートを航行禁止とする

ことにより、海岸利用者の方が安心・安全に須磨海岸を利用できるように

いたします。 

漁業従事者の船舶については通行可能とすることにより配慮してまい

ります。 

動力として内燃機関や電動機のないＳＵＰ（インフレータブルを



上記のようにそれを取り締まる事も必要。住民や遊漁船、水上オ

ートバイを利用した事業者がある。当然これらを保護して利用の許

可を出す事になる。航行禁止エリアで事業運営を継続させるならそ

の安全対策はしっかり行って欲しい。 

同様に既得権益である海岸の陸地にプレジャーボートの置場を借

りてリクリエーションとして利用している者にも同様に明確な利用

の継続許可を出すべき。すぐそばにある須磨浦漁港のスロープを使

用するようにして頂きたい。利用者からの申請と神戸市長からの許

可という形で正当に利用許可を出すのが一番良い。 

本質的な安全化と既得権益者の権利保護という両方をしっかりと

取った条例となるように改正を望む。 

除く）やウィンドサーフィン、サーフボート等も海水浴期間中以外

は、航行を可能とすることを想定しており、規制船舶を区別し、海

岸利用者が安全・安心して利用することができる海岸を目指します。 

 海岸の陸地にプレジャーボートの置場を借りてリクリエーション

として利用されている方については、動力を備える場合は、規制エ

リアからの出し入れは出来なくなりますので、調整が必要となりま

す。 

３ 条例改正の方針に賛同します。 

レジャーボートの定義が曖昧な点があり、ある一定の基準を定義

づけした方が良い。（「エンジンモーター付きのボート」） 

 

水上オートバイやプレジャーボート等の動力として内燃機関又は

電動機を備える船舶の進入については、禁止することを想定してい

ます。漁業従事者の船舶、海上保安庁や警察・消防等の国や地方公

共団体の船舶、海岸内の安全対策や救助活動に従事する船舶などは

区域内の航行を可能とすることを考えています。 

また、動力として内燃機関や電動機を備えていないＳＵＰ（イン

フレータブルを除く）やウィンドサーフィン、サーフボート等も海

水浴期間中以外は、航行を可能とすることを想定しています。 

４ 漁船溜りの西側の砂浜に集結する恐れがある。エリア北側のベル

コン跡地には海浜植物が自生。その種類数は都会の海浜地では多い

と考えられる 9 種類。このエリアの貴重性に鑑み、保護を促す立て

看板を設置、チェーンで囲っている。植物は自生範囲を南側に広げ

船溜まりより西エリアへの規制区域の拡大については、現状では

規制予定エリアより海岸の利用者が少数であること、オイルフェン

ス等の対策が十分取れないことによる実効性の担保に課題があるた

め難しいと考えています。 



つつあり、これが踏み付けられたり引き抜かれたりすることが懸念

される。 

予定より西に広げ、海釣り公園迄とすることで、この懸念を低減

出来る。エリアの拡張を是非お願いしたい。 

BBQ などをする人がおり、その人数が増えることは植物には危機と

なる。 

 

 

５ 須磨海岸内全域において、海水浴場開設期間以外の水上バイク及び

プレジャーボートの航行継続と乗入継続を望む。 

①海上における人命の保全、遭難や事故予防や防止の為。防波堤内

のビーチは急な時化（しけ）の際、避難場所になる。 

②健全なユーザーを排除する条例案になっている。悪質な行為や事

故につながる行為をやめさせ、迷惑行為や事故防止につながる条例

制定にしてほしい。 

③水上バイクで助けることができる命がある。近くに救助できる者

がいない為、助かる命が助からなくなってしまいます。トライアス

ロン大会やライフセーバーも活用している。 

④騒音問題は、騒音に関する現在の条例で対応可能。オーディオの

音量を下げる、無駄なアクセルワークを行わずできるだけ静かに通

りすぎる。 

⑤人命救助の際、命を救急車に受け渡す場所の確保が必須である。

水面からのアクセスが容易。舗装された道路や駐車場が整備され救

急車を停車させる場所がある。 

⑥ライフセーバーや救助者がいないビーチは危険。オイルフェンス

須磨海岸内を水上オートバイ、プレジャーボートで走行すること

は、海岸利用者にとって危険であると認識しており、水上オートバ

イ、プレジャーボート等からの海岸利用者の安全・安心を守るため

に、航行禁止区域を設定するものです。 

①海上の天気が短期間で急変することは認識しております。天候が

急変し大波が発生する場合は、航行自体を見合わせていただきます

ようお願いいたします。 

 なお、周辺には、別の防波堤もありますので、緊急時には、その

陰に入ることは十分可能であると考えます。 

②海岸利用者の方々にとって危険となるため、航行禁止区域を設定

しようとするものです。また、別途、悪質な行為や事故につながる

危険な行為の防止については、県条例の改正を進めていくと聞いて

いるところです。 

③⑤⑥⑦⑨⑩海水浴期間中における救助については、ライフセーバ

ー、消防、警察、海上保安庁と連携しており、それ以外についても

消防、警察、海上保安庁と連携して適切に行っています。海岸内で

は四季を通じて防犯カメラで監視しており、緊急事態に対して迅速



で封鎖しライフセーバーを配置しない危険な状態である。ライフセ

ーバーの確保が今後難しく、水上バイク、プレジャーボートユーザ

ーが須磨海岸の安全を担っている。水上バイクは、溺水者救助に駆

けつけることができる。 

⑦ライフジャケット装着者が海にいることが大切。ライフジャケッ

ト装着者は救助の際、未装着と比べて２次被害が発生しにくい。 

⑧波打ち際では、水上バイクやプレジャーボートは航行できない。

子供がいることがあるがほとんどの場合ユーザーの家族や友人の子

供であり、細心の注意を払い事故防止に心掛けている。 

⑨プロペラ船では救助できない。 

⑩事故防止の活動を行っている。牡蠣で負傷し、流血した遊泳者を

陸まで送り届けた。防波堤に上がろうとしている人に注意喚起をし

て怪我を防いだ。 

⑪清掃活動等環境保全活動を行っている。ユーザーは環境意識が高

く、漁網に絡まったウミガメや海鳥を救出したり、清掃活動やごみ

の持ち帰り活動を行っている。 

⑫フェイクニュースで条例制定をしないでほしい。緊急時や救助時

等取り決めを定めていただきたい。 

⑬将来を奪ってしまう条例制定を行わないで欲しい。 

⑭水上バイクやプレジャーボートをヘイトの対象にしないで欲し

い。神戸市職員を語る人物から難癖や嫌がらせを受けたことがある。

この人物に対して、身分証の提示を求めたところ逃げるように立ち

去った。迷惑行為や他人の心身を傷つけるような行為をなくす条例

に対応できる体制が整っています。 

なお、離岸堤は、人が立ち入ることを想定したエリアではないこ

とから、立入禁止を明示していますが、引き続き注意喚起をしてま

いります。 

④須磨海岸では「須磨海岸を守り育てる条例」第 21条第１項第２号

により、オーディオ等のアンプ、スピーカーの使用を禁止しており

ます。水上オートバイは、一定のスピードを出すと、騒音が発生す

ることから海岸利用者の迷惑となるため、規制区域への航行禁止等

による規制が必要と考えています。 

⑧船舶は、遊泳者に対して圧倒的な大きさ、馬力を有しており、低

速で衝突しても大きな人身事故となるため、四季を通して、安心し

て多くの方々に利用いただけるように、航行禁止区域を設定するこ

とは問題ないと考えています。 

⑪須磨海岸では、様々な個人・団体の皆様が日々、清掃活動等を行

っていただいており、感謝申し上げます。 

 海岸内では防犯カメラを設置しており、ごみ等が散乱する事案が

あれば、速やかに注意するとともに、清掃も行ってまいります。 

 

⑫⑬⑭水上オートバイが神戸の全ての海域を走行することを規制し

ているわけではありません。須磨海岸内を水上オートバイ、プレジ

ャーボートで走行することは、波打ち際の子どもも含む海岸利用者

にとって危険であると認識しており、海岸利用者の安全安心を守る

ために規制エリアを設定することにいたしました。 



制定を行ってほしい。「波打ち際の利用者への危険な事案の発生が懸

念され、苦情も寄せられています。」とあるが、波打ち際では水深が

浅く水上バイクは航行できないし、近づく場合細心の注意を払い操

船している。 

⑮悪質なユーザーに対しては、ルールや条例、法律の効果は期待で

きない。当事者には届いていない。水上バイクから声掛けを行った

ところ、オイルフェンス内に入らなくなったケースがある。 

⑯海水浴場開設期間にしか現れない。 

⑰健全な水上バイクユーザーは、海水浴場開設期間以外にも須磨駅

の周辺レストランや商店を利用し、地域経済に貢献している。 

⑱海水浴場開設期間以外に遊泳している人はほとんどいない。 

 

 

 

 

⑮改正条例施行後において、関係機関と連携して周知・啓発を行っ

てまいります。 

 

⑯⑰⑱須磨海岸では、四季を通して安心して多くの方々に利用いた

だけるように、海水浴シーズン以外でも航行規制を設定することに

より、海岸利用者の安全を守ることとしています。 

６ 須磨海岸に関わるライフセーバーとして、今回の「須磨海岸を守

り育てる条例」改正（案）に賛成。本来、遊泳者や波打ち際の利用

者と、カヌーや SUP、ウィンドサーフィン等のマリンスポーツ、水

上バイクや動力船がエリアを共有して活動することは危険を伴うた

め、安全に安心して利用するためには、ゾーニングを行って活動エ

リアを分けるといった安全対策が必須。 

過去の須磨海水浴場は、一部の心無い水上オートバイ等の侵入に

より遊泳者との接触等の危険なトラブルが発生。海岸利用が促進さ

れ、四季を通じて海や波打ち際の利用者が増えているのに、現状で

は海水浴場設置期間以外ルールがないため、危険な状況を目にする

ことが絶えず、重大事故が起きないか懸念していた。「須磨海岸内の

一部区域において、海岸の適正な利用を図るため、航行禁止区域を

 これまでは、海水浴期間中は、「兵庫県水難事故等の防止に関する

条例」における法令の根拠と離岸堤の間にオイルフェンスを設置す

ることで、物理的に水上オートバイの進入を防ぐ対策を講じていま

した。 

今回の条例は、ご指摘の通り、四季を通して海や波打ち際を多く

の方々に安心して利用いただけるように、海水浴場設置期間以外に

も、水上オートバイやプレジャーボート等の進入による事故等の防

止を図ることを目的として改正するものです。 



設定し、水上オートバイやプレジャーボート等による事故等の防止

を図る」という改正が、現在必要であると、強く感じる 

７ 須磨海岸は、近年多面的な利用が進んでいる。具体的に無防備な

利用者の安全を確保し、迷惑行為の規制をはかり、利用の健全化を

図る。自然な状態を含め適正な管理を進めるための改正である。海

開きシーズンだけでなく、昨今はユニバーサルビーチ、ボード利用、

水泳、ダイビングなど多様な遊び方が育成されている水域だ。化石

燃料を利用した動力船で、その乗り物自体がすべてのほかの利用者

に対する安全を損なう危険がある。その操作にも運転ミスや不法運

転による安全上の問題が露見している。よって、条例の一部改正に

賛同する。 

水上オートバイ、プレジャーボート等の「等」にあたる規制対象

があいまい。同じ動力船を使用するとしても、漁業活動や里海活動

を規制するものでないと考える。規制エリア以外への影響が必至。

西側の海岸は市民や行政の目が行き届きにくく、かつ貴重な海浜植

物の育成地だ。今でも、ごみの放置や砂の中に埋める跡が散見され

る。水上オートバイやプレジャーボートの使用者全員の行為ではな

く、一部のものの行為だろう。許認可団体等関連団体に働きかけ、

自然の場の利用方法の指導について、根本的な対策をねばりづよく

交渉してほしい。 

水上オートバイやプレジャーボート等の動力として内燃機関又は

電動機を備える船舶の進入については、禁止することを想定してい

ます。区域内を航行できる船舶は、漁業従事者の船舶、海上保安庁

や警察・消防等の国や地方公共団体の船舶、海岸内の安全対策や救

助活動に従事する船舶などを考えています。 

また、動力として内燃機関や電動機を備えていないＳＵＰ（イン

フレータブルを除く）やウィンドサーフィン、サーフボート等も海

水浴期間中以外は、航行を可能とすることを想定しています。 

 また、船溜まりより西エリアについては、貴重な海浜植物の育成

地であり、その稀少性を十分認識しており、海岸の利用方法等、検

討課題と考えております。 

 

８ 案の主旨には大賛成ですが、寛容すぎるため、もっと厳正にすべ

き。神戸市内の海と河川すべてに適応して欲しい。他者の迷惑を意

識していないため、傍若無人な運転を平気でする。中央区のハーバ

今回の条例改正は、須磨海岸の利用者の安全・安心を守ることを

目的としています。水上オートバイのモラル向上については、危険

行為がなくなるように、国・県と調整しながら周知していきたいと



ーランドを散策していたところ、水上バイクが遊覧船や運搬船や珍

しい船に肉薄したり、猛スピードで護岸に迫って旋回し、水しぶき

を波止場に飛ばして遊んでいた。明確に「全域で禁止」しないかぎ

り今回も改正案も大した効果は発揮しないでしょう。 

危険・迷惑行為を処罰する条例を設ける等、違反者を摘発して欲

しい。給与や資産を差押えてでも罰金を払わせて欲しい。水上バイ

クに免許は不要だったが、平成 15年より必要となった。免許必須で

ある事、無免許は犯罪である事を周知させて欲しい。海釣り公園を、

水上バイクの教習場として再整備して欲しい。 

考えています。 

９ 「水上オートバイやプレジャーボート等」の「等」には、他にどん

な船舶を具体的に想定しているのでしょうか。 

ウィンドサーフィンや、隣接する民有地内にクラブハウスをもつ

釣船クラブの船外機付ボートは条例改正後どういう扱いになるので

しょうか。なぎさ際で遊ぶ海岸利用者に衝突したり、トラブルを起

こしたりといった話は聞いたことがありません。一律に航行禁止区

域内の航行が認められなくなってしまうのでしょうか。 

以前は不正に申請して取得し、車両に乗せて水上オートバイを持

ち込む者が後を絶ちませんでした。不正取得も難しくなり、今では

陸域からの持ち込みよりも、沖合を遠征してきた水上オートバイが

離岸堤の間から遊泳区域内に進入するケースではないか。 

一部の愛好者の常軌を逸した走行や他者に対する配慮不足が招い

た結果だ。指定された港湾施設から航行禁止区域内を抜け切るまで

は極力徐行するといったルールを義務付けるなどして“棲み分け”

水上オートバイやプレジャーボート等の動力として内燃機関又は

電動機を備える船舶の進入については、禁止することを想定してい

ます。区域内を航行できる船舶は、漁業従事者の船舶、海上保安庁

や警察・消防等の国や地方公共団体の船舶、海岸内の安全対策や救

助活動に従事する船舶などを考えています。 

また、動力として内燃機関やモーターを備えていないＳＵＰ（イ

ンフレータブルを除く）やウィンドサーフィン、サーフボート等も

海水浴期間中以外は、航行を可能とすることを想定しています。 

水上オートバイが、モラルをもって、神戸港内を航行することは

問題ないと考えていますが、須磨海岸内を水上オートバイ、プレジ

ャーボートで走行することは、海岸利用者にとって危険であると認

識しており、海岸利用者の安全・安心を守るために航行禁止区域を

設定するものです。 

 船溜まりより西エリアへの規制区域の拡大については、現状では



が必要。所管局が一部の行き過ぎた航行ぶりを過大に見立て、市民

がなぎさに自由にアクセスしたり、マリンレジャー、マリンスポー

ツを享受したりできる権利を奪ってしまうことがないようにしてい

ただきたい。 

上掲のマリンスポーツクラブの主宰者・会員や競漕ボートの関係

者、釣船クラブの主宰者・会員らとコンタクトをとり、制度趣旨が

理解され、合意が得られるよう努める必要がある。 

 従来この海域で暴走やトリッキーな走行に興じていたグループが

海岸の西半分、西須磨漁港船溜り西側の一ノ谷川河口一体の砂浜に

遠征、上陸してくるのではないかと懸念している。 

2019 年７月下旬に総勢 50 人近い人がグループごとに仮設テント

を張って群れ集い、海面には水上オートバイが 25台以上、モーター

ボートも数艇がなぎさ近くに停泊しているのを初めて目の当たりに

した。コンクリートブロックや鉄パイプ、ブルーシートなどの仮設

テント用資材、食料、飲料、燃料、バーベキュー用具などまで調達

しており、とても素人集団とは思えなかった。 

自生していたハマエンドウとヨウボウムギが、持ち込また鉄パイ

プ、コンクリートブロックの下敷きになって千切れていた。幾筋も

タイヤ痕が走り、彼らのオートバイ、ミニバイクが停め置かれてい

た。4輪車の進入を阻むバリカーが設置され、3本のポールのピンが

外されて抜き取られており、4 輪車でも自由に行き来出来るように

なっていた。後日、現地では吐瀉に排泄、廃棄物の山であった。こ

うしたことが毎年繰り返されるようになったらどうなることやと、

規制予定エリアより海岸の利用者が少数であること、オイルフェン

ス等の対策が十分取れないことによる実効性の担保に課題があるた

め難しいと考えています。 

 なお、船溜り西側の砂浜の希少植物については、保護の看板等を

設置し、貴重な海浜植物の育成地であり、その稀少性を十分認識し

ており、海岸の利用方法等、検討課題と考えております。 

また、令和３年より防犯カメラを設置することで、違反行為につ

いては速やかに注意できる環境を整えており、引き続き須磨海岸に

おける禁止事項の周知・徹底を図っていきます。 

 



先が思いやられた。 

あらためて海岸管理の観点からも海浜植物の生育環境を保護する

ことを明確に打ち出し、条文化に向けてご検討いただくようお願い

申し上げます。 

一ノ谷川河口付近でバーベキューのエリアを設置し、年度末まで

供用する社会実験を計画していると伺った。上下水道設備もないと

ころでなぜバーベキューをしなければならないのか、全く理解でき

ない。一ノ谷川河口一帯は今や大阪湾全体でも希少になっている海

浜植物群落の自生地として積極的に保全すべきであると申し添えま

す。 

 

 


