
  

海水浴場 駐車協力金 協力金ほか 

①碁石 開設しない 開設しない 

②寒川 

普通 1,000 円/日 

大型 1,500 円/日 

二輪   300 円/日 

テント  500 円(1 泊 2 日) 
タープ  500 円(1 泊 2 日) 
貸パラソル   500 円/回 
温水シャワー 100 円/回 

③今川 
(釜ノ前) 

(上山) 

普通 1,000 円/日 

大型 1,500 円/日 

二輪   300 円/日 

テント ※駐車場内で使用の場合 
2,000 円(1 泊 2 日) 
※上山の砂浜で使用の場合 

500 円（日数問わず） 
タープ 1,000 円(1 泊 2 日) 
温水シャワー 100 円/回 

④板貝 

普通 1,000 円/日 
大型 1,500 円/日 

二輪   300 円/日 

テント  500 円/回 
(日数問わず) 

温水シャワー 100 円/回 

⑤笹川 
普通 1,000 円/日 
大型 1,500 円/日 
二輪   300 円/日 

テント  500 円/回 
(日数問わず) 

温水シャワー 100 円/回 

⑥桑川 
普通 1,000 円/日 
大型 1,500 円/日 
二輪   300 円/日 

テント  無料 
温水シャワー 100 円/回 

越後 
寒川駅 

勝木駅 

今川駅 

桑川駅 

①碁石海水浴場   
海岸内で護岸工事が行われているため、今年度の開設は休止します 
 

問碁石海浜組合 ☎77-2386(組合長自宅) 

③今川（釜ノ前・上山）海水浴場  7/16(土)～8/21(日) 
★特徴／釜ノ前は駐車場でキャンプも可。上山は近くに売店もあり賑やか。 

■施設／更衣室・温水シャワー(上山)・温水シャワー(釜ノ前)・ 

トイレ(水洗)・水道・流し場・駐車場 70 台 

問今川海浜組合☎78-2756(代表自宅) 

(釜ノ前) 

(上山) 

 

②寒川海水浴場  7/16(土)～8/21(日) 
★特徴／白砂の海岸線。駐車場脇でオートキャンプも可。駐車台数が多い。 

■施設／更衣室・温水シャワー・トイレ(水洗)・水道・流し場・駐車場 130 台 

■貸パラソルあり 

問寒川観光振興会☎090-2558-2275(代表、夜間を除く) 

④板貝海水浴場  7/16(土)～8/21(日) 

★特徴／入江で砂浜が広くやや遠浅。青松が美しい岩場もある。 

■施設／更衣室・温水シャワー・トイレ(水洗)・水道・流し場・ 

駐車場 60 台 

問板貝観光振興会☎78-2966(菅原宅) 

⑥桑川海水浴場  7/16(土)～8/21(日) 
★特徴／近くに道の駅や遊覧船乗り場がある。 

■施設／更衣室・温水シャワー・トイレ(水洗)・水道・ 

流し場・駐車場 50 台 

問桑川地区開発振興会☎79-2343(笹川流れ観光汽船内) 

①碁石 

③今川 

④板貝 

⑤笹川 

⑥桑川 

狐崎 

眼鏡岩 

鳥越山 

【利用料金】 

【アクセス・所要時間】 

日本海東北道  村上瀬波温泉 IC～国道 345 号経由 

≪鳥越山まで≫    ≪碁石まで≫ 

■新潟から  81 ㎞・1時間 30 分   99 ㎞・2時間 

■東京から 410 ㎞・5時間 45 分  428 ㎞・6時間 15 分 

■福島から 260 ㎞・4時間     278 ㎞・4時間 30 分 

■群馬から 290 ㎞・4時間 30 分  308 ㎞・5時間 

■山形から 155 ㎞・3時間 20 分  173 ㎞・3時間 50 分 

■長野から 280 ㎞・4時間 15 分  298 ㎞・4時間 45 分 

令和４年度 村上市山北地区 
海水浴場・キャンプ場開設状況 

②寒川 

⑤笹川海水浴場  7/16(土)～8/21(日) 
★特徴／笹川流れの中心地。入江で、青松が美しい岩場もある。 

■施設／更衣室・温水シャワー・トイレ(水洗)・水道・流し場・ 

駐車場 75 台 

■売店・軽食あり   

問笹川観光振興会☎79-2208(会長自宅) 

※すべての海水浴場で、キャンプの予約受付は行っていません 

※令和４年６月１６日現在の情報を掲載しています。 



 

普 通 

マイクロ 

二 

 

 

●岩船海水浴場 

海水浴場として開設しません。 

問岩船連絡所 0254-56-7001 

●瀬波温泉海水浴場（7月 15日～8月 20日） 

■特徴／瀬波温泉街のすぐ裏手に広がる１㎞のロングビーチ。 

    瀬波温泉の旅館・民宿から水着のままで海にいくことも可能。 

■駐車場／360台（無料） 

■設備等／トイレ 3ヶ所、更衣室 3ヶ所、シャワー（水）、水道、 

     浜茶屋 1軒 

■その他／砂浜でのみキャンプ・バーべキュー可 

問 瀬波海浜管理事務所 0254-53-8055 (期間中) 

  村上市観光課 0254-75-8943  

 

 

●柏尾海水浴場（7月 9日～8月 28日） 

■特 徴／海岸線が 300m続くロングビーチ。 
入り江に面しているので、波は比較的おだやか。 

■施 設／駐車場 80台（有料）／トイレ 1ヶ所／水道／流し場 

     シャワー・更衣室 1ヶ所／浜茶屋１軒 

■その他／開設期間は天候により変更する場合があります 

 
問 四日市燃料 0254-58-2048（日曜日は除く） 
         担当 090-4624-9302 

 

地区 駐車協力金 その他 

柏尾 

普 通 

マイクロ 

二 輪 

1,500円 

1,500円 

300円 

 
温水シャワー／100円 
キャンプ料金／1泊 2日の駐車料金 3,000円 

（1泊増えると＋1,500円） 
（キャンプ宿泊時のみ） 

施設協力金／大人 500円 小人 300円 
（1 泊増えると大人＋500 円 小人＋300

円） 

瀬波 無料 砂浜のみキャンプ・バーベキュー可 

 


