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施行規則
発出年月日：平成６年３月 25 日
文書番号：沖縄県公安委員会規則１
公表範囲：全文（様式等省略）
改正

前略･･･平成 28．３沖縄県公安委員会規則６

(趣旨)
第１条 この規則は、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(平成５年
沖縄県条例第 29 号。以下「条例」という。)の規定により規則に委任された事項及び条例の施行
に関し必要な事項を定めるものとする。
(海水浴場開設の届出)
第２条 条例第３条第２項に規定する届出書の様式は、様式第１号の海水浴場開設届出書のとおり
とする。
２ 前項の海水浴場開設届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 海水浴場として使用する海域及び海浜の区域並びに当該区域に設置する施設、設備等を示す
図面
(2) 海水浴場として使用する海域及び海浜における施設、設備等の設置について権原を有するこ
とを証明する書類の写し
(3) 海水浴場を開設するに当たり、漁業従事者又は漁業協同組合との間に海域の利用に関する協
議書等を取り交わしている場合には、その写し
(4) 海水浴場として使用する海浜に接続する土地に施設、設備等を設置して使用する場合には、
当該土地及び施設、設備等の使用について権原を有することを疎明する書類の写し
(5) 水難救助員の名簿の写し
(海水浴場の変更等の届出)
第３条 条例第４条に規定する届出書の様式は、様式第２号の海水浴場廃止・変更届出書のとおり
とする。
２ 海水浴場の変更の届出に際しては、前条第 2 項各号に掲げる添付書類のうち当該変更に伴い必
要となる書類の写しを海水浴場廃止・変更届出書に添付するものとする。
(海水浴場開設等の通知)
第４条 条例第５条の規定による通知は、様式第３号の海水浴場開設通知書又は様式第４号の海水
浴場廃止・変更通知書により行うものとする。
２ 前項の海水浴場開設通知書には、第２条第２項第１号及び第５号に掲げる書類を添付するもの
とする。
３ 海水浴場の変更の通知に際しては、第２条第２項第１号及び第５号に掲げる添付書類のうち当
該変更に伴い必要となる書類の写しを海水浴場廃止・変更通知書に添付するものとする。
(浮標等の設置及び撤去)
第５条 条例第６条第１項第１号による浮標等は、潮の干満その他それぞれの海水浴場の状況に適
応した形態で設置するものとし、海水浴場を公衆の利用に供する期間が満了したときは、速やか
に撤去しなければならない。
(遊泳上の遵守事項の準備)
第６条 条例第６条第１項第２号の規定による遊泳上の遵守事項の基準は 、次に掲げるものとする。
(1) 遊泳を行うことのできる区域として標示された区域内で遊泳すること。
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(2) 危険箇所として標示された区域内に立ち入らないこと。
(3) 遊泳時間として指定された時間以外に遊泳しないこと。
(4) 赤旗が掲示される等の方法で遊泳が禁止された場合は、遊泳しないこと。
(5) 酒に酔っているときその他体調が悪いとき等は、遊泳しないこと。
(6) 他の遊泳者に迷惑のかかる行為をしないこと。
(7) 低学年児童又は幼児の遊泳には、必ず保護者が付き添うこと。
(8) 遊泳中に負傷し、又は事故があった場合は、直ちに監視人、水難救助員等に連絡すること。
(水難救助員の資格基準)
第７条 条例第６条第１項第５号及び第 13 条第１項第３号に規定する水難救助員の資格基準は、
当該水難救助員が次の各号のいずれかの要件を満たしていることとする。
(1) 日本赤十字社又は公安委員会が行う水難救助技術等の講習を受けた者であること。
(2) 前号で規定する者と同等以上の水難救助技術等の知識を有すると認められる者であること。
(海水浴場開設者の設備等の整備)
第８条 条例第６条第２項の規定により整備に努めなければならない設備等は、次に掲げるものと
する。
(1) 監視台
(2) 救急用品を備えた救護所
(3) 非常連絡用電話
(4) 応急処置用人工蘇生器
(5) 遊泳禁止標示用器材
(6) その他水難事故防止に必要と認められるもの
(標識の種類)
第９条 条例第７条第４項に規定する標識の種類、様式等は、別表１のとおりとする。
(催物の開催の届出)
第 10 条 条例第９条第２項に規定する届出書の様式は、様式第５号の催物開催届出書のとおりと
する。
２ 前項の催物開催届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 催物を開催する海域又は内水域を示す図面
(2) 他の法令の規定により、海域又は内水域の利用に関し許可を受けることが求められている場
合には、当該許可を得たことを証明する書類の写し
(3) 催物を開催するに当たり、漁業従事者又は漁業協同組合との間に海域又は内水域の利用に関
する取決めを行った場合は、その内容を明らかにする書類の写し
(届出等を要しない催物)
第 11 条 条例第９条第３項に規定する届出及び通知を要しない催物は、学校教育法(昭和 22 年法
律第 26 号)に定める学校、専修学校若しくは各種学校又は児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)
に定める児童福祉施設の行事として行われるもののうち、その本来の目的を主たる目的とするも
のとする。
(催物開催の変更等の届出)
第 12 条 条例第 10 条第１項において準用する条例第４条に規定する届出書の様式は、様式第６号
の催物開催中止・変更届出書のとおりとする。
２ 催物開催の変更の届出に際しては、第 10 条第２項に掲げる添付書類のうち当該変更に伴い必
要となる書類の写しを催物開催中止・変更届出書に添付するものとする。
(催物の開催等の通知)
第 13 条 条例第 10 条第２項において準用する条例第５条の規定による通知は、様式第７号の催物
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開催通知書又は様式第 8 号の催物開催中止・変更通知書により行うものとする。
２ 前項の催物開催通知書には、第 10 条第２項第１号に掲げる書類を添付するものとする。
３ 催物開催の変更の通知に際して、催物を開催する海域又は内水域の範囲に変更があった場合は、
当該変更に係る図面の写しを催物開催中止・変更通知書に添付するものとする。
(事業の届出)
第 14 条 条例第 11 条第２項に規定する届出書の様式は、様式第９号の海域レジャー事業届出書の
とおりとする。
２ 前項の海域レジャー事業届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業所の図面及び付近の図面
(2) 事業のために使用する海域、内水域又は海浜における設備等の設置について権原を有するこ
とを証明する書類の写し(条例第 11 条第 1 項第 3 号の事業(以下「 潜水業 」という。)を除く。)
(3) 海域レジャー事業(条例第 11 条第１項各号の事業をいう。以下同じ。)を開始するに当たり 、
漁業従事者又は漁業協同組合との間に海域の利用に関する協議書等を取り交わしている場合に
は、その写し(潜水業を除く。)
(4) 事業のために使用する海浜以外の土地に事業所を設置して使用する場合には、当該土地及び
事業所の使用について権原を有することを疎明する書類の写し
(5) 利用者に提供するプレジャーボートの型式、形状等に関する書類の写し(条例第 11 条第１項
第１号の事業(以下「プレジャーボート提供業」という。)に限る。)
(6) ガイドダイバーの名簿の写し(潜水業に限る。)
(7) 水難救助員の名簿の写し(プレジャーボート提供業に限る。)
(事業の変更等の届出)
第 15 条 条例第 12 条第 1 項において準用する条例第 4 条に規定する届出書の様式は、様式第 10
号の海域レジャー事業廃止・変更届出書のとおりとする。
２ 海域レジャー事業の変更の届出に際しては、前条第 2 項各号に掲げる添付書類のうち当該変更
に伴い必要となる書類の写しを海域レジャー事業廃止・変更届出書に添付するものとする。
(事業の通知)
第 16 条 条例第 12 条第２項において準用する条例第 5 条の規定による通知は、様式第 11 号の海
域レジャー事業通知書又は様式第 12 号の海域レジャー事業廃止・変更通知書により行うものと
する。
２ 前項の海域レジャー事業通知書には、第 14 条第 2 項第 1 号に掲げる書類を添付するものとす
る。
３ 海域レジャー事業の変更の通知に際して、事業所の所在地に変更があった場合は、当該変更に
係る事業所の所在地の図面の写しを海域レジャー事業廃止・変更通知書に添付するものとする。
(航行上の遵守事項の基準)
第 17 条 条例第 13 条第２項第１号及び第 14 条第１項第３号の規定による遵守事項の基準は、次
に掲げるものとする。
(1) 遊泳者や他の船舶等に著しく危険を及ぼすような高速力で航行しないこと。
(2) 他の船舶等の直前直後を横断しないこと。
(3) みだりに他の船舶等に接近したり、他の船舶等の周囲で蛇行しないこと。
(4) 悪天候で危険であると認めるときには、出航をさしひかえること。
(5) 酒に酔った状態でプレジャーボートを操船しないこと。
(6) 航行中天候が急変したとき等航行に危険が予想されるときは、直ちに安全な場所に避難する
とともに、事業者にその旨を連絡すること。
(7) 警察官、海上安全指導員、事業者等の指導助言に従うこと。
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(ガイドダイバーの資格基準等)
第 18 条 条例第 15 条第１項第１号に規定するガイドダイバーの資格基準は、当該ガイドダイバー
が次の各号にいずれかの要件を満たしていることとする。
(1) 潜水指導団体が指導員(これと同等以上の潜水に関する知識及び技能を持つ者として認定す
る資格を含む。)として認定した者であること。
(2) 前号で規定する者と同等以上の潜水に関する知識及び技能を有すると認められる者であるこ
と。
２ ガイドダイバーが１人で案内し、指導できる潜水者の人数の基準は、次のとおりとする。
(1) 初級潜水者(水中において自己管理ができず、ガイドダイバーの補助がないと潜水できない
者をいう。)を案内し、指導する場合には、おおむね６人
(2) 中級潜水者(水中において自己管理ができ、ガイドダイバーの指示に従って潜水できる者を
いう。)を案内し、指導する場合には、おおむね８人
(3) 上級潜水者(水中において自己管理ができ、ガイドダイバーの補助の必要のない者をいう。)
を案内し、指導する場合には、当該ガイドダイバーが認めた範囲内の人数
(潜水具の点検要領)
第 19 条 条例第 15 条第１項第２号に規定する潜水具の点検は、別表２の左欄に掲げる潜水具につ
いて、それぞれ同表右欄に掲げる要領で、老朽、破損等により潜水者に危険が生ずるおそれがな
いか、及び正常に機能するかどうかについて目視、触手等により行うものとする。
(正常な潜水ができない状態の解釈基準)
第 20 条 条例第 15 条第１項第３号に規定する正常な潜水ができない状態にあるときとは、アルコ
ール、シンナー等の薬物の影響等により、一時的に思考能力、判断能力、感覚機能若しくは運動
能力の一部又は全部が侵され、潜水した場合に潜水者自身の生命又は健康に障害が及ぶおそれが
あると認められるときをいう。
(危険が生ずるおそれがある場所の判断基準)
第 21 条 条例第 15 条第１項第４号に規定する潜水者に危険が生ずるおそれがある場所について
は、過去の事故事例、気象条件、潮流の状況、潜水者の技能等を基準に総合的に判断するものと
する。
(潜水者の名簿等)
第 22 条 条例第 15 条第１項第５号に規定する潜水者の名簿は、潜水者の氏名、生年月日、住所、
緊急時の連絡先、認定証取得年月日、講習受講歴、潜水経験、既往症、当日の健康状態、潜水日
時、潜水場所、案内及び指導するガイドダイバーの氏名等を記載したものとする。
２ 条例第 15 条第１項第５号に規定するガイドダイバー名簿の様式は、様式第 13 号のとおりとし、
ガイドダイバーの氏名、生年月日、本籍地、住所、採用年月日、経験年数、講習受講歴及び労働
安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づく潜水士免許の有無を記載するものとする。
３ 第１項により作成した潜水者の名簿は、１年以上保存するものとする。
(潜水上の遵守事項の基準)
第 23 条 条例第 15 条第２項第１号の規定による遵守事項は、少なくとも次の各号に掲げる事項に
ついて定めたものとする。
(1) 過労、睡眠不足、食事直後、飲酒又は薬物服用の状態で潜水しないこと。
(2) 潜水中は、必ずバディシステム(複数一組の潜水)を遵守すること。
(3) 養殖又は畜養中の魚貝類の育成を害しないこと。
(4) ガイドダイバーの指示又は指導に従うこと。
(勧告及び指示の手続等)
第 24 条 条例第 17 条第１項の規定による勧告は、様式第 14 号の勧告書により行うものとする。
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２

前項の勧告書を交付する場合は、当該勧告に従わないときにはその旨及び当該勧告の内容を公
表されることがある旨を告知するものとする。
３ 条例第 17 条第２項の規定による公表は、沖縄県公報に登載するほか、広く県民に周知させる
方法により行うものとする。
４ 条例第 17 条第３項の規定による指示は、様式第 15 号の指示書により行うものとする。
５ 前項の指示書を交付する場合は、当該指示に従わないときには罰せられることがある旨及び当
該指示に不服があるときは審査請求をすることができる旨を教示するものとする。
(安全対策優良海域レジャー提供業者の指定等)
第 25 条 条例第 18 条第１項の規定による指定は、海域レジャー提供業者からの申出により、事業
の種類に応じ、それぞれ別表 3 から別表 6 までに掲げる安全対策基準に基づき審査して行うもの
とする。
２ 前項の申出は、様式第 16 号の安全対策優良事業者指定申出書により行うものとする。
３ 条例第 18 条第２項の規定による通知は、様式第 17 号の安全対策優良事業者指定通知書により
行うものとする。
４ 条例第 18 条第２項に規定する安全対策優良標示の様式は、様式第 18 号の安全対策優良標示の
とおりとする。
５ 条例第 18 条第４項の規定による指定の取消しは、様式第 19 号の安全対策優良事業者指定取消
通知書により行うものとする。
６ 第１項の審査は、安全対策基準に関する知識を有する個人又は団体に委託することができる。
(指導)
第 26 条 条例第 19 条の規定による指導は、海水浴場開設者に対しては、当該海水浴場を管轄する
警察署の署長に、海域レジャー業者に対しては、当該業者の事業所を管轄する警察署の署長に行
わせるものとする。
(講習)
第 27 条 条例第 20 条第１項及び第２項の規定による講習は、年１回以上実施するものとする。
２ 条例第 20 条第１項の規定による講習については、水難救助員となろうとする者も、同条第２
項の規定による講習については、ガイドダイバーとなろうとする者も受けることができる。
３ 第１項の講習は、水難救助及び潜水等に関する知識技能を有する個人又はその団体に委託する
ことができる。
(海域等の状況の調査)
第 28 条 条例第 21 条第１項の規定による調査は、警察官若しくは海上安全指導員に行わせ、又は
専門業者等に委託して行うものとする。
２ 条例第 21 条第２項の規定による通知は、様式第 20 号の通知書により行うものとする。
(海上安全指導員の委嘱等)
第 29 条 条例第 22 条第１項に規定する海上安全指導員は、警察署長の推薦により、警察署の管轄
ごとに必要人員を委嘱するものとする。
２ 前項の推薦は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者を、様式第 21 号の海上安全指導員
推薦書により行うものとする。
(1) 海事関係法令等の知識を有していること。
(2) 人格及び行動において社会的信望を有していること。
(3) 水難事故防止活動に熱意を有していること。
３ 海上安全指導員の委嘱は、様式第 22 号の委嘱状を交付して行うものとする。
４ 海上安全指導員の任期は１年とし、再任を妨げないものとする。
(海上安全指導員の活動等)
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第 30 条 海上安全指導員が指導及び啓発活動を行うときは、その身分を示す証票を携帯し、関係
者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
２ 前項の証票は、様式第 23 号の海上安全指導員証によるものとする。
３ 海上安全指導員の運用に関する必要な事項は、海上安全指導員運用要綱で定める。
(海上安全指導員協議会の組織)
第 31 条 条例第 23 条第１項に規定する海上安全指導員協議会の組織は、沖縄県警察の組織に関す
る条例(昭和 47 年沖縄県条例第 27 号)に規定する警察署の管轄区域を基準に、別表７の左欄に掲
げる管轄区域ごとに、それぞれ同表右欄に定める地区海上安全指導員協議会を組織するものとす
る。
２ 前項の地区海上安全指導員協議会の中央組織として、沖縄県海上安全指導員協議会を設置する。
(届出書等の提出)
第 32 条 条例及びこの規則の規定により公安委員会に提出する届出書等は、別表８の左欄に掲げ
る形態別に、それぞれ同表右欄に掲げる警察署を経由して、正副２通を提出するものとする。
以下様式等省略
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