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東京 2020
オリンピック・パラリンピック競技大会

東京港内海上警備への
協力のお願い！
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催にあたり、
海上保安庁では、競技会場等周辺海域における海上警備を実施します。
これに伴い、東京港内の一部海域において、

『航行自粛海域』及び『停留自粛海域』を設定します。
航行自粛海域内への進入を自粛するとともに、
停留自粛海域内では停船したりせず、
速やかに航行するようお願いいたします。
なお、航行自粛海域・停留自粛海域付近には、
海上保安庁の船舶を配備しており、
必要に応じ、安全確認を行わせていただく場合があります。
皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
東京港内においては、本リーフレット掲載の内容のほか、
海域利用者による自主航行ルールが設定されています。
ルールの詳細については以下のウェブサイトで紹介しています。

▲

https://info.suitown.jp/2021cruiserules/

第三管区海上保安本部

【凡例】

海域 A

（晴海ふ頭周辺海域）

豊洲大橋
晴海ふ頭側から
3本目の橋脚

航行自粛海域

※同海域内は航行を自粛してください。

停留自粛海域

JR京葉線高架下
西側：航行自粛海域
東側：停留自粛海域

晴海大橋
晴海ふ頭側から
2本目の橋脚

※同海域内では停留
（錨泊・漂泊を含む）
せず、
速やかに通航してください。

東京2020組織委員会が
占用する予定の海域
エリア明示用灯浮標

（黄色4秒1閃光）

臨海部競技会場等

ご協力
お願い
します。

Ⓒ JCGF

背景図：海上保安庁，
（C）Esri japan

航行自粛海域・停留自粛海域の設定期間

東京ビッグサイト
南西端

2021 年 7 月
海域 C

（潮風公園前面海域）

海域 B

7/13
選手村
開 村

（東京ビッグサイト周辺海域）

海域 A

8月

7/23
オリンピック
開会式

9月

8/24
8/8
9/5
オリンピック パラリンピック パラリンピック
閉会式
開会式
閉会式

9/8
選手村
閉 村

7/13 〜 9/8
【期間中灯浮標設置】

海域 B
東京ゲートブリッジ
西側橋脚

7/13 〜 9/5
【期間中灯浮標設置】

海域 C

7/23 〜 8/8
【期間中灯浮標設置】

航行自粛海域・停留自粛海域図

上記以外

7/23 〜 8/8

8/24 〜 9/5

【期間中灯浮標設置】
※今後、設定期間が変更となる場合がありますので、最新の情報は、第三管区海上保安本部の
ホームページをご確認願います。（URL は裏面に記載）

テロ等を起こさせないために！
◎事前調査の実施にご協力を！
海上保安庁では、東京オリンピック・パラリンピックの安全な開催に向けて、
海域調査や訪問調査を実施しますので、ご理解とご協力をお願いします。

◎
「自主警戒の強化」と「船舶管理の徹底」を！
●不審物・不審事象の早期発見のための巡回

●不審者の侵入防止策などの対策
●船の盗難及び不正使用防止のため、施錠、キーの確実な保管

◎不審事象を発見したら速報を！
以下のようなことがあれば、直ちに「118 番」又は最寄りの海上保安部等まで
ご連絡ください。
●身元が分からない人から船を貸してくれと頼まれた。
●船が盗まれた。
●日頃見かけない船がウロウロしているなど不審な船がいる。
●挙動不審な人、危険物や不審物を所持した人がいる。

海難を起こさないために！
◎発航前の点検を確実に！
発航前は、船体とエンジン周り、燃料の量、バッテリーの状態を
点検するとともに、最新の気象海象・水路情報等を入手しましょう。

◎常時適切な見張りの徹底を！
航行時は、常時適切な見張りを徹底し、他の船舶の動静や
浅瀬・障害物など周囲の水域状況を継続して把握しましょう。

◎海上交通ルール・マナーの遵守！
海上交通法令を遵守するとともに、遊泳者や釣り人、
漁ろう中の漁船近傍の航行、狭い水路で大きな波を立てる航行等、
マナーに反する行為は厳に慎みましょう。
●大会運営に関することは大会主催者にご確認下さい。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

［URL］https://tokyo2020.org/jp/
【問い合わせ先】

第三管区海上保安本部 045-211-1118（内線 2621・2627）

［URL］https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/oripara/index.html
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東京2 0 20オリンピック
セーリング 競技開催に伴う協力について
競技開 催に伴う協力について

2021.3 更新

神奈川県の江の島、逗子、葉山沖合海域において、
東京2020オリンピックセーリング競技が開催されます。

東 京 2 0 2 0オリンピック セーリング 競 技 開 催期 間

2021年7月25日（日）〜8月4日（水）
※8月5日
（木）
は、予備日として設定されているほか、
上記期間前に公式練習等も予定されています。
詳しくは、大会主催者から発表される情報をご確認下さい。
茅ヶ崎市

相模川

藤沢市
鎌倉市

姥島
（烏帽子岩）

神奈川県
逗子市

江の島

葉山町

【凡例】
・
・
・ 競技エリア
（※）
・
・
・ 定置網
・
・
・ 陸岸から
２海里の線
（概略）
背景図：海上保安庁、
（C）Esri Japan

※この略図は、東京2020組織委員会が、
レース公示（NOTICE of RACE）
に掲載する海域図です。
（変更される可能性があります。）

海 上 保 安 庁 からのお 願 い !
○大会開催中の競技エリアへの接近及び同エリア内の航行自粛!

※競技エリア内は、競技艇・大会関係艇が多数往来するほか、定置網等の漁具が存在することから非常に危険です。

○航行区域に注意した航海計画の策定!

※水上オートバイは、競技エリア沖を迂回すると航行区域を超えるため、違反となります。

○発航前の点検、見張りの徹底、海上交通ルール・マナーの遵守!

※発航前点検や見張りの徹底、危険操縦の禁止については、小型船舶操縦者の遵守事項として定められています。

○不審事象の海上保安庁への通報!

※あれ？おかしいな？と感じたら、迷わず118番通報をお願いします。

○自主警戒の強化と船舶管理の徹底!

※船舶が盗まれ、犯罪に使用されることがあります。
施錠やエンジンキーの保管徹底のほか、使用前に不審物がないか船内確認をお願いします。

©JCGF

海難防止及び海上警備へのご理解・ご協力をお願いします。
◆大会運営に関することは大会主催者にご確認下さい。
【東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会】
［URL］https://tokyo2020.org/ja/sports/sailing/

第三管区海上保安本部

電話 045-211-1118

（内線 2621、2627）

［URL］https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/oripara/index.html

東京2 0 20オリンピック
サーフィン競技開
催に伴う協力について
サーフィン競技開催に伴う協力について

2021.3 更新

千葉県
（長生郡一宮町）
釣ヶ崎海岸サーフィンビーチにおいて、
東京2020オリンピック サーフィン競技が開催されます。

東京 20 2 0オリンピック サーフィン競 技 開 催期 間

2021年7月25日（日）〜8月1日（日）
長生郡一宮町
ヘッドランド
7号
ヘッドランド
8号
ヘッドランド
9号
ヘッドランド
10号
太東漁港
【凡例】

： 競技エリア
背景図：海上保安庁、
（C）Esri Japan

いすみ市

海 上 保 安 庁 からのお 願 い !
○大会開催中の競技エリアへの接近及び同エリア内の航行自粛 !
※競技エリア内に大会関係者以外が入域すると競技の妨げになります。
選手が実力を発揮し、素晴らしい大会になるようご協力をお願いいたします。

○発航前の点検、見張りの徹底、海上交通ルール・マナーの遵守 !
※発航前点検や見張りの徹底、危険操縦の禁止については、小型船舶操縦者の遵守事項として定められています。

○不審事象発見時の海上保安庁への通報 !

※あれ？おかしいな？と感じたら、迷わず 118 番通報をお願いします。

○自主警戒の強化と船舶管理の徹底 !

※船舶が盗まれ、犯罪に使用されることがあります。
施錠やエンジンキーの保管徹底のほか、使用前に不審物がないか船内確認をお願いします。
©JCGF

海難防止及び海上警備へのご理解・ご協力をお願いします。
◆大会運営に関することは大会主催者にご確認下さい。
【東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会】
［URL］https://tokyo2020.org/ja/sports/surﬁng/

第三管区海上保安本部

電話 045-211-1118

（内線 2621、2627）

［URL］https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/oripara/index.html

