
一管区水路通報第１８号

平成２８年５月１３日                                                     第一管区海上保安本部
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第２５０項　　北海道南岸      　函館港・・・・・・・・・・・・小型船舶操縦訓練
第２５１項　　北海道南岸      　函館港・・・・・・・・・・・・潜水訓練
第２５２項　　北海道南岸      　函館港・・・・・・・・・・・・ボート試乗会
第２５３項　　北海道南岸      　十勝港南方～根室半島南方・・・海洋調査等
第２５４項　　北海道南岸      　釧路港・・・・・・・・・・・・水質調査等
第２５５項　　北海道南岸      　釧路港・・・・・・・・・・・・潜水訓練
第２５６項　　北海道南岸      　釧路港・・・・・・・・・・・・潜水訓練
第２５７項　　北海道南岸      　霧多布港・・・・・・・・・・・潜水訓練
第２５８項　　北海道南方　　　　・・・・・・・・・・・・・・・海洋調査等
第２５９項　　北海道東岸      　野付埼南西方・・・・・・・・・深浅測量
第２６０項　　北海道北岸      　紋別港及び付近・・・・・・・・養殖施設設置作業等
第２６１項　　北海道北岸      　雄武港北東方・・・・・・・・・魚礁設置作業
第２６２項　　北海道北岸      　宗谷岬東方・・・・・・・・・・海洋調査等
第２６３項　　北海道西岸      　稚内港・・・・・・・・・・・・養殖施設設置
第２６４項　　北海道西岸      　野寒布岬北方・・・・・・・・・海洋調査等
第２６５項　　北海道西岸      　宗谷岬西方・・・・・・・・・・水路測量
第２６６項　　北海道西岸      　礼文島・・・・・・・・・・・・乗客乗下船作業
第２６７項　　北海道西岸      　利尻島・・・・・・・・・・・・岸壁改良作業
第２６８項　　北海道西岸      　利尻島・・・・・・・・・・・・海洋調査等
第２６９項　　北海道西岸      　天塩港南方・・・・・・・・・・深浅測量
第２７０項　　北海道西岸      　羽幌港・・・・・・・・・・・・深浅測量
第２７１項　　北海道西岸      　留萌港・・・・・・・・・・・・操船訓練
第２７２項　　北海道西岸      　留萌港・・・・・・・・・・・・深浅測量
第２７３項　　北海道西岸      　増毛港・・・・・・・・・・・・消波ブロック引揚作業等
第２７４項　　北海道西岸      　石狩湾港・・・・・・・・・・・深浅測量
第２７５項　　北海道西岸      　石狩湾港・・・・・・・・・・・深浅測量
第２７６項　　北海道西岸      　石狩湾港北方・・・・・・・・・灯浮標点検作業
第２７７項　　北海道西岸      　小樽港東方・・・・・・・・・・ヨットレース
第２７８項　　北海道西岸      　江差港西南西方・・・・・・・・射撃訓練
第２７９項　　北海道西岸      　江差港南南西方・・・・・・・・ヨットレース
第２８０項　　本州北西岸      　龍飛埼西南西方・・・・・・・・射撃訓練
第２８１項　　本州東岸        　尻屋埼東方・・・・・・・・・・射撃訓練
第２８２項　　本州東岸～本州北西岸・・・・・・・・・・・・・・えい航作業
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

   　　　　　　※水路通報の内容については、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ及びFAXで入手出来ます。
        　　　　　　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱﾄﾞﾚｽ　http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/tuho/index.html
        　　　　　　ＦＡＸ番号　0134-27-6190（ポーリングサービス）
 　　　　   　 一管区水路通報や水路図誌に関するお問い合わせは下記へどうぞ。
　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　　  　　　第一管区海上保安本部海洋情報部 監理課 情報係
　  　　　　　 〒047-8560　小樽市港町５番２号小樽地方合同庁舎(5階)
　　　　　　      　　　　 TEL(0134)27-0118(内線2515)　FAX(0134)32-9301
　　　　　　　　    　　　 問い合わせ  http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/mailform.html
　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



訓練・試験関係

航路標識関係

港湾施設関係

海洋調査関係

曳航関係

漁業関係

海上行事関係

その他

139° 140° 141° 142° 143° 144° 145° 146° 147° 148° 149°138°

41°

46°

45°

44°

43°

42°

江差

函館

室蘭瀬棚

小樽

苫小牧

浦河
広尾

釧路
根室

羅臼
網走

紋別

稚内

留萌

索 引 図

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

２５０、２５１、２５５、２５６、２５７、２６６、２７１

２７８、２８０、２８１

２７６

２６７、２７３

２５３、２５４、２５８、２５９、２６２、２６４、２６５

２６８、２６９、２７０、２７２、２７４、２７５

２８２

２６０、２６１、２６３

２７７、２７９

２５２

事項別索引

259

260

269

261

280

267

274-276

266

250-252

258

253
281

268
270

273

279

262

257

263

264

265

271,272

277

278

282

254-256



　２８年２５０項　　　　　　北海道南岸　－　函館港、第3区　　小型船舶操縦訓練
　図に示す区域で、小型船舶操縦訓練が実施される。  　　　　┌01201600286
　期　　間　　平成28年5月20日～25日　0900～1600
　備　　考　　訓練中、区域内に浮標3基設置。
　海　　図　　Ｗ６
　出　　所　　函館港長

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　└01201600286
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２５１項　　　　　　北海道南岸　－　函館港、第1区、第2区、第4区及び第6区　　潜水訓練
　下記位置で、潜水訓練が実施されている。  　　　　　　　　┌01201600285
　期　　間　　平成28年5月1日～31日　1000～2000
　位　　置　　下記5地点付近
              (1)  41-47-59.2N  140-42-44.4E 
              (2)  41-46-44.0N  140-43-24.8E 
              (3)  41-46-28.3N  140-42-39.4E   
              (4)  41-47-04.0N  140-42-14.1E 
              (5)  41-46-22.0N  140-41-55.4E     
　備　　考　　訓練中、国際信号旗「A」旗掲揚。
　海　　図　　Ｗ６
　出　　所　　函館港長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600285
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２５２項　　　　　　北海道南岸　－　函館港、第1区　　ボート試乗会
　図に示す区域で、ゴムボート試乗会が実施される。　　　　　┌01201600284
　期　　間　　平成28年5月21日 1000～1600
　　　　　　　　　　　　 22日 0900～1400　
　備　　考　　警戒船配備。
　海　　図　　Ｗ６
　出　　所　　函館港長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  └01201600284
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２５３項　　　　　　北海道南岸　－　十勝港南方～根室半島南方　　海洋調査等
　下記区域で、調査船「北辰丸(255t)」による海洋調査及び　┌01201600283
　水産資源調査が実施される。
　期　　間　　平成28年5月23日～27日  　　　　　　　　 　　
　区　　域    下記5地点を結ぶ線及び海岸線に囲まれる区域
              (1)  43-19.5N  145-44.8E （岸線上）
              (2)  42-30.2N  145-59.8E 
              (3)  41-00.2N  145-59.8E
              (4)  41-00.2N  143-29.8E 
              (5)  42-15.2N  143-29.8E （岸線上）
　備  　考    上記区域内で停船し、観測機器を垂下させる。
　海　　図　　Ｗ１０７０
　出　　所　　釧路水産試験場　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600283
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
----------------------------------------------------------------------------------------------

１８号                                           -3-                                         １８号

             

             

             

             

             

             

             

             



　２８年２５４項　　　　　　北海道南岸　－　釧路港、西区　　水質調査等
　下記位置で、作業船による水質調査及び底質調査が実施されている。
　期　　間　　平成28年5月2日～平成29年3月31日のうち各月1回　
　　　　　　 （5月のみ2回実施予定）　日出～日没　　　　 ┌01201600265
　位  　置    (1)  42-59-32N  144-20-17E
              (2)  42-59-36N  144-19-54E
              (3)  42-59-34N  144-20-43E
　海　  図　　Ｗ３１－ＪＰ３１
　出　  所　　釧路港長

 
 

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600265
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２５５項　　　　　　北海道南岸　－　釧路港、東区第2区　　潜水訓練
　図に示す区域で、潜水訓練が実施されている。　　　　　　　　┌01201600267
　期　　間　　平成28年5月13日、28日　1300～1700
　備  　考　　訓練中、国際信号旗「A」旗掲揚。
　　　　　　　警戒艇配備。
　　　　　　　天候等により、中止する場合がある。
　海　　図　　Ｗ３１－ＪＰ３１
　出　　所　　釧路港長

  
  
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600267
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２５６項　　　　　　北海道南岸　－　釧路港、東区第2区　　潜水訓練
　図に示す区域で、潜水訓練が実施される。　　　　　　　　┌01201600276
　期　　間　　平成28年5月19日　0930～1130
　備  　考　　訓練中、国際信号旗「A」旗掲揚。
　海　　図　　Ｗ３１－ＪＰ３１
　出　　所　　釧路港長

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600276
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２５７項　　　　　　北海道南岸　－　霧多布港　　潜水訓練
　図に示す区域で、潜水訓練が実施される。　　　　　　 　 ┌01201600273
　期　　間　　平成28年5月20日、30日　0930～1530 
　備　  考    訓練中、国際信号旗「A」旗掲揚。
　海　  図　　Ｗ２５（分図「霧多布港」）
　出　  所　　釧路海上保安部
　
　
 
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600273
----------------------------------------------------------------------------------------------

１８号                                           -4-                                         １８号

             

             

             

             

             

             

             

             



　２８年２５８項　　　　　　北海道南方　　海洋調査等
　図に示す区域で、調査船「若鷹丸(692t)」による海洋調査及び水産資源調査が実施されている。
　期　　間　　平成28年5月11日～25日　　　　　　　　　　　　　　　　┌01201600274
　備　  考    付図線上付近及び区域内で停船し、観測機器を垂下させる。
　　　　　　　曳網作業を伴う。
　海　  図　　Ｗ１０７０
　出　  所　　北海道区水産研究所
  

  
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600274
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２５９項　　　　　　北海道東岸　－　野付埼南西方　　水路測量
　下記区域で、作業船による水路測量が実施される。　　　　　　　　　　┌01201600295
　期　　間　　平成28年5月20日～6月30日までのうち3日間　日出～日没
　区　　域　　下記4地点及び海岸線により囲まれる区域
              (1)  43-25.9N  145-15.9E （岸線上）
              (2)  43-26.0N  145-16.2E 
              (3)  43-23.4N  145-17.5E 
              (4)  43-23.3N  145-17.2E （岸線上）
　備　　考　　測量作業中、白紅白の燕尾旗掲揚。
　海　　図　　Ｗ１８
　出　　所　　第一管区海上保安本部公示第280110号（平成28年5月13日）　
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600295
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２６０項　　　　　　北海道北岸　－　紋別港及び付近　　養殖施設設置作業等
　図に示す区域間で、作業船及び潜水士による養殖施設の移設及び設置作業が実施される。
　期　　間　　平成28年5月16日～11月30日　日出～日没　　　　　　　　┌01201600291
　備　　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚。
　海　　図　　Ｗ２９(紋別港）
　出　　所　　紋別海上保安部
  
  

  
  
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600291
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２６１項　　　　　　北海道北岸　－　雄武港北東方　　魚礁設置作業
　図に示す区域で、起重機船による魚礁の設置及び撤去作業が実施される。┌01201600292
　期　　間　　平成28年5月16日～6月10日　日出～日没
　区　　域　　(1)  撤去区域　44-39.1N  143-00.8E 付近
　　　　　　　(2)  設置区域　44-36.3N  142-58.2E 付近
　海　　図　　Ｗ１０３９
　出　　所　　紋別海上保安部

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600292
----------------------------------------------------------------------------------------------

１８号                                           -5-                                         １８号

             

             

             

             

             

             

             

             



　２８年２６２項　　　　　　北海道北岸　－　宗谷岬東方　　海洋調査等
　下記区域で、調査船「北洋丸(237t)」による海洋調査及び水産資源調査が実施される。
　期　　間　　平成28年5月23日～26日　　　　　　　　　　　　　┌01201600279
　区　　域　　下記4地点を結ぶ線により囲まれる区域
　　　　　　　(1)  45-30.1N  142-09.8E
　　　　　　　(2)  45-32.1N  142-19.8E 
　　　　　　　(3)  45-30.1N  142-49.8E 
　　　　　　　(4)  45-23.1N  142-14.8E 
　備　  考　　上記区域内で停船し、観測機器を垂下させる。
　海　　図　　Ｗ３７
　出　　所　　稚内水産試験場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600279
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２６３項　　　　　　北海道西岸　－　稚内港　　養殖施設設置
　下記区域に、こんぶの養殖施設が設置されている。　　　　　 　┌01201600270
　期　　間　　平成28年5月7日～9月30日
　区　　域　　下記4地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
　　　　　　　 (1)  45-25-07N  141-41-59E （岸線上）
               (2)  45-25-06N  141-41-59E 
            　 (3)  45-25-06N  141-41-40E 
           　  (4)  45-25-07N  141-41-40E （岸線上）
　備　　考　　設置区域は、黄色旗竿付浮標及び灯付浮標で標示。
　海　　図　　Ｗ１０４１（分図「内港」）
　出　　所　　稚内港長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600270
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２６４項　　　　　　北海道西岸　－　野寒布岬北方～神威岬西北西方　　海洋調査等
　下記区域で、調査船「北光丸（902t）」による海洋調査及び水産資源調査が実施されている。　
　期　　間　　平成28年5月10日～27日　　　　　　　　　　　   ┌01201600275
　区　　域　　下記6地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
         　   (1)  45-25N  141-40E (岸線上）
              (2)  45-40N  141-40E 
              (3)  45-40N  140-00E 
              (4)  44-50N  139-40E 
              (5)  43-20N  140-05E 
              (6)  43-20N  140-20E (岸線上）
　備　　考　　上記区域内で停船し、観測機器を垂下させる。
　　　　　　　曳網作業を行う。
　海　　図　　Ｗ４１
　出　　所　　北海道区水産研究所　　　　　　　　　　　　　　　  └01201600275
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２６５項　　　　　　北海道西岸　－　宗谷岬西方　　水路測量
　下記区域で、調査船「資源(10,395t)」による水路測量が実施されている。
　期　　間　　平成28年5月12日～7月15日　　　　　　　　　　　┌01201600277
　区　　域　　下記6地点を結ぶ線により囲まれる区域
              (1)  45-42.7N  141-56.2E 
              (2)  45-33.7N  141-56.2E 
              (3)  45-19.6N  141-29.7E 
              (4)  45-00.0N  140-11.9E 
　　          (5)  45-00.0N  139-15.2E 
              (6)  46-04.0N  139-45.5E 
  備　　考　　測量中、ストリーマケーブル(長さ約6.6km、
　　　　　　　末端に白色灯及びレーダーリフレクターを　　　　　　　└01201600277
　　　　　　　装備したブイを牽引)を８本又は１本えい航する。
　　　　　　　警戒船2隻配備。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　測量中、白紅白の燕尾旗掲揚。
　海　　図　　Ｗ４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　出　　所　　第一管区海上保安本部公示第280108号（平成28年5月13日） 
----------------------------------------------------------------------------------------------

１８号                                           -6-                                         １８号

             

             

             

             

             

             

             

             



　２８年２６６項　　　　　　北海道西岸　－　礼文島、香深港及び船泊港等　　乗客乗下船作業
　下記位置で、台船及びテンダーボートによる客船　　　　　　　　　┌01201600281
　「ぱしふぃっくびいなす」乗客の乗下船作業が実施される。
　期　　間　　平成28年6月25日 0500～1800　　　　　　　　 　
　　　　　　　　　　　　 28日 0500～1900
　位　　置　　下記3地点付近
              (1)  45-18-07N  141-03-34E(香深港)
              (2)  45-18-25N  141-00-57E(礼文西(元地)漁港)
              (3)  45-27-04N  141-01-27E(船泊港)
　備　　考　　上記(1)～(3)のいずれかの港で実施する。
              乗客を乗せたテンダーボートは最寄りの港に入港する。
　海　　図　　Ｗ１０４３
　出　　所　　稚内海上保安部
 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600281
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２６７項　　　　　　北海道西岸　－　利尻島、沓形港　　岸壁改良作業
　図に示す区域で、作業船及び潜水士による岸壁の改良作業が実施されている。
　期　　間　　平成28年5月2日～平成29年3月8日　日出～日没  　　 ┌01201600269
　備　　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚。　　
　　　　　　　作業区域は浮標で標示。
　海　　図　　Ｗ２１（分図「沓形港」）
　出　　所　　稚内海上保安部
  

  
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600269
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２６８項　　　　　　北海道西岸　－　利尻島、西南西方　　海洋調査等
　下記区域で、調査船「北洋丸(237t)」による海洋調査及び　　　　 ┌01201600264
　水産資源調査が実施される。
　期　　間　　平成28年5月16日～20日　　　　　　　　　　　　
　区　　域　　１　下記4地点を結ぶ線により囲まれる区域
　　　　　　　(1)  45-02.6N  141-06.8E 
 　　　　　　 (2)  44-58.6N  141-06.8E
　　　　　　　(3)  44-58.6N  141-01.2E 
　　　　　　　(4)  45-02.6N  141-01.2E 　　　　　　　　　　　　　　└01201600264
　　　　　　　２　下記4地点を結ぶ線により囲まれる区域　　　　　　　
　　　　　　　(5)  45-03.3N  140-54.1E  　　　　　　　　　　　
　　　　　　　(6)  44-59.3N  140-54.1E 
　　　　　　　(7)  44-59.3N  140-49.1E 
　　　　　　　(8)  45-03.3N  140-49.1E
　備　　考　　上記区域内で停船し、観測機器を垂下させる。　　　　
　海　　図　　Ｗ１０４５
　出　　所　　稚内水産試験場　　　　　　　　　　　　　　　　
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２６９項　　　　　　北海道西岸　－　天塩港南方　　水路測量
　下記区域で、作業船による水路測量が実施される。　　　　　   　┌01201600294
　期　　間　　平成28年5月20日～6月10日　日出～日没
　区　　域　　下記4地点を結ぶ線により囲まれる区域
              (1)  44-48.1N  141-45.4E 
              (2)  44-48.2N  141-45.8E 
              (3)  44-43.9N  141-46.9E 
              (4)  44-43.8N  141-46.4E 
　備　　考　　測量作業中、白紅白の燕尾旗掲揚。
　海　　図　　Ｗ１０４５　　　　　　　　　　　　　　　　　  　
　出　　所　　第一管区海上保安本部公示第280109号
　　　　　　 （平成28年5月13日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600294
----------------------------------------------------------------------------------------------
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　２８年２７０項　　　　　　北海道西岸　－　羽幌港　　深浅測量
　図に示す区域で、深浅測量が実施されている。　　　　　　　┌01201600272
　期　　間　　平成28年5月10日～11月25日　日出～日没
　海　　図　　Ｗ４０Ａ（羽幌港）
　出　　所　　留萌海上保安部
  
  
  
  
  
  
  
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  └01201600272
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２７１項　　　　　　北海道西岸　－　留萌港、第2区　　操船訓練
　下記区域で、巡視船艇による操船訓練等が実施されている。  ┌01201600266
　期　　間　　平成28年5月9日～31日のうち8日間　日出～日没
　区　　域    43-56-51.2N  141-38-17.3E  
              を中心とする半径170mの円内
　備　　考　　区域内に浮標3基設置。
　　　　　　　一般船舶の出入港に支障がある場合は浮標を
　　　　　　　一時撤去する。
　海　　図　　Ｗ１０４６
　出　　所　　留萌港長
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600266
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２７２項　　　　　　北海道西岸　－　留萌港　　深浅測量
　下記区域で、深浅測量が実施されている。  　　　　　　　　┌01201600271
　期　　間　　平成28年5月9日～12月27日　日出～日没
　区　　域　　下記13地点を結ぶ線により囲まれる区域
　　　　　　　(1)  43-58-10.5N  141-38-30.5E 
　　　　　　　(2)  43-58-01.1N  141-38-30.6E 
　　　　　　　(3)  43-57-56.1N  141-38-13.6E 
　　　　　　　(4)  43-57-38.0N  141-38-13.8E 
　　　　　　　(5)  43-57-34.1N  141-38-08.5E 
　　　　　　　(6)  43-57-30.8N  141-38-08.5E
　　　　　　　(7)  43-57-30.9N  141-38-22.0E
　　　　　　　(8)  43-57-15.4N  141-38-22.1E 
　　　　　　　(9)  43-57-09.8N  141-38-11.4E  　　　　　　　　　└01201600271
　　　　　　　(10) 43-57-24.9N  141-37-58.7E 
　　　　　　　(11) 43-57-34.7N  141-37-58.6E
　　　　　　　(12) 43-57-48.2N  141-37-47.7E 
　　　　　　　(13) 43-58-11.2N  141-37-47.5E
　海　　図　　Ｗ１０４６
　出　　所　　留萌港長
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２７３項　　　　　　北海道西岸　－　増毛港　　消波ブロック引揚作業等
　図に示す区域で、起重機船及び潜水士による消波ブロックの  ┌01201600278
　引揚及び海上運搬作業が実施されている。
　期　　間　　平成28年5月9日～31日　日出～日没
　備　　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚。
　　　　　　　作業区域は赤色旗竿付浮標で標示。
　海　　図　　Ｗ４０Ａ（増毛港）
　出　　所　　留萌海上保安部
  
  
  
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600278
----------------------------------------------------------------------------------------------
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　２８年２７４項　　　　　　北海道西岸　－　石狩湾港　　深浅測量
　下記区域で、作業船による深浅測量が実施される。 　　　　 　┌01201600280
　期　　間　　平成28年5月16日～9月30日のうち7日間
　　　　　　　日出～日没
　区　　域　　下記5地点を結ぶ線により囲まれる区域
  　          (1)  43-13-03.0N  141-17-25.7E  
              (2)  43-13-05.5N  141-17-10.8E 
              (3)  43-13-55.7N  141-17-27.9E 
              (4)  43-13-53.1N  141-17-41.3E 
              (5)  43-13-19.9N  141-17-31.6E 
　海  　図　　Ｗ７
　出  　所　　石狩湾港長　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  └01201600280
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２７５項　　　　　　北海道西岸　－　石狩湾港　　深浅測量
　図に示す区域で、作業船による深浅測量が実施されている。　　┌01201600268
　期　　間　　平成28年4月28日～8月31日のうち8日間
　　　　　　  日出～日没
　海  　図　　Ｗ７
　出  　所　　石狩湾港長
  

  
  
 
  
  
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201600268
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２７６項　　　　　　北海道西岸　－　石狩湾港　　灯浮標点検作業
　下記位置で、作業船による灯浮標4基の点検作業が実施される。┌01201600282
　期　　間　　平成28年5月23日～平成29年3月31日までのうち1日
　　　　　　　日出～日没　　
　位　　置    １　石狩湾港北防波堤北端工事区域Ａ灯浮標
　　　　　　　　　43-13-46N  141-17-20E　
    　　　　　２　石狩湾港北防波堤北端工事区域Ｂ灯浮標
　　　　　　　　　43-13-50N  141-17-21E　
    　　　　　３　石狩湾港北防波堤北端工事区域Ｃ灯浮標
　　　　　　　　　43-13-50N  141-17-25E　　　　　　　　
    　　　　　４　石狩湾港北防波堤北端工事区域Ｄ灯浮標
　　　　　　　　　43-13-45N  141-17-23E　　　　　　　　　　　　└01201600282
　海　　図　　Ｗ７ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　出　　所　　石狩湾港長
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２７７項　　　　　　北海道西岸　－　小樽港東方　　ヨットレース
　下記区域で、ヨットレースが実施される。　　　　　　　　　　┌01201600289
　期　　間　　平成28年5月15日　0900～1500　　
　区　　域　　43-11.8N  141-07.2E
　　　　　　　を中心とする半径1.5海里の円内  
　備　　考　　セーリングクルーザー5隻参加。
　　　　　　　実施区域に橙色三角錐浮標設置。
　海　　図　　Ｗ２８－ＪＰ２８
　出　　所　　小樽海上保安部

 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600289
----------------------------------------------------------------------------------------------

１８号                                           -9-                                         １８号

             

             

             

             

             

             

             

             



　２８年２７８項　　　　　　北海道西岸　－　江差港西南西方　　射撃訓練
　下記区域で、巡視船による射撃訓練が実施される。　　　　　 　 ┌01201600263
　期　　間　　平成28年5月31日(予備日6月1日) 0830～1700
　区  　域    41-45N  139-35E 
　　　　　　　を中心とする半径5海里の円内
　備　　考　　国際信号旗「NE4」旗掲揚。
　海　　図　　Ｗ１１
　出　　所　　函館海上保安部
　

 
  
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600263
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２７９項　　　　　　北海道西岸　－　江差港南南西方　　ヨットレース
　下記区域で、ヨットレースが実施される。 　　　　　　　　　　 ┌01201600290
　期　　間　　平成28年5月27日～29日
　区　　域    41-51.0N  140-06.6E 
　　　　　　　を中心とする半径750mの円内
　備　　考　　420級及びFJ級等、数艇参加。
　　　　　　　区域内に黄色浮標設置。
　海　　図　　Ｗ１０－ＪＰ１０
　出　　所　　北海道高等学校体育連盟
　
 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600290
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２８０項　　　　　　本州北西岸　－　龍飛埼西南西方　　射撃訓練
　下記区域で、自衛艦7隻による対空射撃及び水上射撃が実施される。┌01201600288
　期　　間　　平成28年5月25日、26日(予備日27日)　0600～1800
　区　　域　　40-55-09N  139-04-48E
              を中心とする半径10海里の円内
  備　　考　　訓練中、国際信号旗「B」旗掲揚。
　海　　図　　Ｗ４３
　出　　所　　防衛省海上幕僚監部

  
  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600288
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年２８１項　　　　　　本州東岸　－　尻屋埼東方　　射撃訓練
　下記区域で、自衛艦7隻による対空射撃及び水上射撃が実施される。┌01201600287
　期　　間　　平成28年5月25日、26日(予備日27日)　0600～1800
　区　　域　　41-20-10N  142-29-47E
              を中心とする半径15海里の円内
  備　　考　　訓練中、国際信号旗「B」旗掲揚。
　海　　図　　Ｗ４３
　出　　所　　防衛省海上幕僚監部
 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600287
----------------------------------------------------------------------------------------------
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　２８年２８２項　　　　　　本州東岸～本州北西岸　　えい航作業
　えい船「とかち(169t)」によるフローティングドッグ 　　　　　　┌01201600293
　「にいがた7501」のえい航作業が実施される。
　期　　間　　平成28年5月18日～22日　
　日　　程　　大船渡港（38-58N　141-46E）　　　5月18日1300
　　　　　　　尻屋埼沖　　　　　　　　　　　　 5月20日0330
　　　　　　　大間埼沖　　　　　　　　　　　　 5月20日0930
　　　　　　　龍飛埼沖　　　　　　　　　　　　 5月20日1730
　　　　　　　酒田港　（38-56N　139-47E）　　  5月22日0700
　備　　考　　えい航長　約400m（港内えい航時は約170m）
　　　　　　　天候等により、期間等が変更される場合がある。
　海　　図　　Ｗ１０７０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600293
　出　　所　　第二管区海上保安本部交通部
----------------------------------------------------------------------------------------------
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	ひょうし
	さくいん
	a
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


