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ソラシドエア

中国　中国東方航空　　　☎098-891-9055
　　　上海吉祥航空　　　☎098-840-1888
　　　中国国際航空　　　☎098-866-8661
　　　北京首都航空　　　☎86-10-95375
台湾　チャイナエアライン・マンダリン航空
　　　　　　　　　　　　☎098-863-1013
         エバー航空　　　　☎0570-666-737
　　　タイガーエア台湾　☎03-6455-0242　
香港　香港航空　　　　　☎050-3852-0709
　　　キャセイドラゴン航空
　　　　　　　　　　　　☎098-851-8580
韓国　アシアナ航空　　　☎0570-082-555
　　　ジンエアー　　　　☎098-840-1474
　　　チェジュ航空　　　☎0570-001-132
　　　ティーウェイ航空　☎098-996-3260
　　　イースター航空　　☎+82-1544-0080
　　　大韓航空　　　　　☎0088-21-2001

0570-001-292
0570-6666-03
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交通事故から守ろう
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事故に繋がります！
無理をせず 

美しい海でも、油断は禁物！
　相手は自然、天候や体調に
　　気をつけて、楽しみましょう！

海の安全情報　　https://www6.kaiho.mlit.go.jp/11kanku/kisyou.html

熟練者やシュノーケリングインストラクターに教えてもらいましょう。
まずは、足がとどく浅い海で、十分練習しましょう！

適度の休憩と水分補給も大切です。
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（平成30年5月現在）

はいむるぶしビーチ

フサキビーチ

南ぬ浜町海浜緑地

モラモラビーチ
底地海水浴場

マエサトビーチ

石垣島

クラブメッドカビラビーチ

石垣サンセットビーチ

宮古島

カヌチャビーチ

福地川海浜公園

エメラルドビーチ

オクマビーチ

伊計ビーチ

恩納海浜公園ナビービーチ
万座ビーチリゾート

サンマリーナビーチ
リザンマリンクラブビーチ

ムーンビーチ

北谷公園サンセットビーチ
アラハビーチ

残波ビーチ
村営ニライビーチ

波の上ビーチ

ザ・ブセナテラスビーチ
かりゆしビーチ

あざまサンサンビーチ

津堅島トマイ浜

古宇利ビーチ

宜野湾トロピカルビーチ

リゾネックス名護ビーチ
名護市21世紀森のビーチ

宇堅ビーチ
ルネッサンスビーチ

うっぱまビーチ

喜瀬ビーチ

瀬底ビーチ

美々ビーチいとまん

西原きらきらビーチ

前浜ビーチ

●クラゲネット設置ビーチの調査対象は条例に基づく届出がある海水浴場です。
　（沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例）
●ビーチによってネットの設置時期が異なるため、現在ネットを張っていない場所がある可能性があります。
　お出かけの際には直接ビーチに確認することをお勧めします。

かんなビーチ

豊崎美らSUNビーチ

みやこサンセットビーチ

小浜島

屋我地ビーチ

タイガービーチ
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口で吸い出さず、傷口を清潔に
して、早急に病院へ運ぶ。

傷口を清潔にして、早急に病院へ運んでください。 

資料提供「沖縄県衛生環境研究所」

沖縄本島、宮古島、石垣島以外の島には「コンビニエンスス
トア」や「ドラッグストア」など、便利なお店はありません。
離島には、島ごとに異なる文化や伝統、豊かな自然があり、沖縄
本島や宮古島、石垣島とも違う、ゆったりとした時間の流れや静
かな生活があります。

島の魅力は少しの不便と共にあります。島旅を楽しむために、
次のことを守りましょう。

島では台風や天候不良により、思いがけず滞在期間が延びることがありま

す。

診療所の薬は種類、数が限られ、全ての薬を処方できるわけではありませ

ん。薬が不足して受診しても、処方できないことやジェネリック等におきかえる
こともあります。

・自分が日頃、処方されている薬を明確に分かるようにしておきましょう。
（長期滞在される方は主治医の診療情報提供書を持っていきましょう。）

・持病の薬は余裕を持って多めに持っていきましょう。

・発作が起きた時の薬を処方されている方は必ず持って行きましょう。

頭痛や腹痛、おかしいなと感じたら、日中早めに診療所を受診しましょう。
（一旦海や山に出てしまうと受診までに時間がかってしまいます。）

医療者は島の財産です。離島診療所は医師も看護師も１人しかいません。

診療時間内に受診し、緊急ではない場合の時間外受診はやめましょう。

各診療所の受付時間等はこちらでご確認ください。

１．いつもより多めの薬と常備薬

２．「体調が悪い」と感じたら早めの受診

３．診療時間を守りましょう！

－沖縄県病院事業局－
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時間と場所に
応じて上手に
紫外線対策を
しよう！

こまめに塗る
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沖縄県地域保健課

北部保健所

中部保健所

南部保健所

（北部、伊平屋、伊是名地域）

（中部地域）

宮古保健所（宮古地域）

八重山保健所（八重山地域）

那覇市保健所（那覇市）

（浦添市、南部地域、周辺離島、南北大東地域）

沖縄県感染症情報センター 098-987-8211TEL
098-866-2215TEL

0980-52-2714TEL

098-938-9886TEL

098-853-7971TEL
098-889-6351TEL

0980-72-2420TEL

0980-82-3240TEL

　　　川に入った後、約5～14日
後に突然の発熱、結膜炎、筋肉痛
の症状がでましたら、

レプトスピラ

レプ
トスピラ
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沖縄観光情報WEBサイト「おきなわ物語」

「おきなわ物語」

気象庁
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■衛生環境研究所衛生生物班
TEL.098-987-8223

■沖縄県保健医療部衛生薬務課
TEL.098-866-2055

咬まれた部位より心臓に近い部分
を、血の流れを減らす程度に縛りま
す。決して細いヒモなどで強く縛っ
てはいけません。強く縛ると血が止
まり、逆効果になることもあります。
必ず15分に1回はゆるめます。

住む人、訪れる人にとって、犯罪のない、安全で安心な魅力あふれる
沖縄県を目指して県民総ぐるみで取り組む防犯活動です。

STOP!! 飲酒運転
「飲酒運転をしない　させない　許さない」

～一晩寝たから大丈夫ではとおりません！～

★ 被害防止 ～3つの心がけ～ ★

【二日酔い運転について】 飲酒運転で検挙された者の
約25%が二日酔い運転（午前6時から10時）です。飲酒した
翌日に車を運転する場合は、飲酒運転にならないよう適正
な飲酒量にとどめるようにしましょう。

車上ねらいにご用心! 

置引きに注意！置引きに注意！
貴重品を

車内に

放置しな
い!貴重品を
車内に

放置しな
い!

ドアロッ
クは

確実にす
る!

ドアロッ
クは

確実にす
る!

路上に

駐車しな
い!

路上に

駐車しな
い!

◆ 貴重品(財布、携帯電話、バック等)は、肌身離さず持ち歩きましょう！
◆ コインロッカーなどを利用しましょう！
◆ 短時間でも、手回り品を置きっ放しにするのはやめましょう！

防 犯
ポイント
防 犯
ポイント
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本島北部や西表島・石垣島では、より、ゆっくり、
景色を楽しんでドライブしましょう

●クイナダイヤル
●環境省やんばる野生生物保護センター ウフギー自然館

TEL 090-6857-8917
TEL 0980-50-1025

ケガをしている？  死んでいる？ケガをしている？  死んでいる？

引用元： 観光庁

枝にとまっているカンムリワシ 元気なイリオモテヤマネコ 道路を横断するヤンバルクイナ

　沖縄県にはヤンバルクイナ・イリオモテヤマネコ・カンムリワシな
どの希少生物が交通事故にあう被害が発生しています。観光客の
皆様も道路を走る際はスピードを出しすぎないよう注意してくださ
い。万が一動物を車でひいてしまった場合も故意でない限りは罪
に問われることはありませんので、保護のためにご連絡下さい。

妊娠について（している・していない）
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引用元： 観光庁

枝にとまっているカンムリワシ 元気なイリオモテヤマネコ 道路を横断するヤンバルクイナ

　沖縄県にはヤンバルクイナ・イリオモテヤマネコ・カンムリワシな
どの希少生物が交通事故にあう被害が発生しています。観光客の
皆様も道路を走る際はスピードを出しすぎないよう注意してくださ
い。万が一動物を車でひいてしまった場合も故意でない限りは罪
に問われることはありませんので、保護のためにご連絡下さい。

妊娠について（している・していない）
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沖縄観光PR大使
「花笠マハエ」
沖縄観光PR大使
「花笠マハエ」

沖縄観光PR大使
「マハ朗」

沖縄観光PR大使
「マハ朗」文化観光スポーツ部  観光振興課

6129 6222
一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー

ククル


