
一管区水路通報第２５号

平成２８年７月１日                                                       第一管区海上保安本部
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第４１８項　　北海道南岸 　函館港・・・・・・・・・・・・潜水訓練
第４１９項　　北海道南岸 　函館港・・・・・・・・・・・・潜水調査
第４２０項　　北海道南岸 　函館港・・・・・・・・・・・・潜水訓練
第４２１項　　北海道南岸 　函館港・・・・・・・・・・・・桟橋名称変更
第４２２項　　北海道南岸 　恵山岬西北西方・・・・・・・・潜水調査
第４２３項　　北海道南岸 　内浦湾・・・・・・・・・・・・魚礁設置作業
第４２４項　　北海道南岸 　チキウ岬北東方・・・・・・・・水路測量
第４２５項　　北海道南岸 　浦河港北西方・・・・・・・・・射撃訓練
第４２６項　　北海道南岸 　十勝港北東方・・・・・・・・・揚陸訓練
第４２７項　　北海道南岸 　釧路港・・・・・・・・・・・・潜水調査
第４２８項　　北海道南岸 　釧路港・・・・・・・・・・・・潜水訓練
第４２９項　　北海道南岸 　釧路港南南東方・・・・・・・・射撃訓練
第４３０項　　北海道北岸 　サロマ湖・・・・・・・・・・・漕舟訓練
第４３１項　　北海道北岸
第４３２項　　北海道北岸
第４３３項　　北海道北岸
第４３４項　　北海道北岸
第４３５項　　北海道西岸
第４３６項　　北海道西岸
第４３７項　　北海道西岸
第４３８項　　北海道西岸
第４３９項　　北海道西岸
第４４０項　　北海道西岸
第４４１項　　北海道西岸
第４４２項　　北海道西岸
第４４３項　　北海道西岸
第４４４項　　本州北西岸
第４４５項　　本州東岸

　紋別港・・・・・・・・・・・・防波堤築造作業(作業区域変更)
　音稲府岬南東方（元稲府漁港）・魚礁設置作業
　枝幸港北北西方・・・・・・・・灯台について
　神威岬北西方・・・・・・・・・水路測量
　稚内港～野寒布岬付近・・・・・海上行事
　野寒布岬北東方・・・・・・・・救難訓練
　利尻島・・・・・・・・・・・・消波ブロック据付作業等
　天塩港南方・・・・・・・・・・防波堤改修作業等
　羽幌港西北西方・・・・・・・・養殖施設一部撤去作業（期間変更）
　留萌港・・・・・・・・・・・・操船訓練
　留萌港南方・・・・・・・・・・花火打上げ
　石狩湾港・・・・・・・・・・・ヨット体験乗船
　小樽港・・・・・・・・・・・・岸壁改修作業
　龍飛埼西南西方・・・・・・・・射撃訓練
　尻屋埼東方・・・・・・・・・・射撃訓練

第４４６項　　北太平洋北西部　　・・・・・・・・・・・・・・・海洋調査等
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

   　　　　　　※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
　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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　２８年４１８項　　　　　　北海道南岸　－　函館港、第3区～第6区　　潜水訓練
　下記区域で、潜水訓練が実施される。　　　　　　　　　　　　　　　┌01201600450
　期　　間　　平成28年7月4日、8日　0800～1630
　区　　域　　１　下記4地点を結ぶ線により囲まれる区域
　　　　　　　　(1)  41-48-15.8N  140-42-18.7E 
　　　　　　　　(2)　41-48-02.9N  140-42-18.7E
　　　　　　　　(3)  41-48-02.9N  140-42-10.1E 
　　　　　　　　(4)  41-48-15.8N  140-42-10.1E 
　    　　　　２　下記4地点を結ぶ線により囲まれる区域
　　　　　　　　(5)  41-48-14.3N  140-41-45.7E 
　　　　　　　　(6)  41-48-01.2N  140-41-45.7E 
　　　　　　　　(7)  41-48-01.2N  140-41-37.0E 
　　　　　　　　(8)  41-48-14.3N  140-41-37.0E 　　　　　　　　　　　　└01201600450
　    　　　　３　下記4地点を結ぶ線により囲まれる区域
　　　　　　　　(9)  41-47-36.3N  140-41-57.2E
　　　　　　　　(10) 41-47-23.6N  140-41-57.2E 
　　　　　　　　(11) 41-47-23.6N　140-41-48.5E
　　　　　　　　(12) 41-47-36.3N  140-41-48.5E 
　    　　　　４　下記4地点を結ぶ線により囲まれる区域
　　　　　　　　(13) 41-47-36.0N  140-42-13.5E 
　　　　　　　　(14) 41-47-23.1N  140-42-13.5E
　　　　　　　　(15) 41-47-23.1N  140-42-05.1E
　　　　　　　　(16) 41-47-36.0N  140-42-05.1E 
　備　　考　　訓練中、国際信号旗「A」旗掲揚。
　　　　　　　警戒船配備。
　海　　図　　Ｗ６
　出　　所　　函館港長
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４１９項　　　　　　北海道南岸　－　函館港、第1区～第6区　　潜水調査等
　下記区域で、港湾施設の潜水調査及び作業船による目視調査が　　　　┌01201600457
　実施されている。
　期　　間　　平成28年6月28日～10月19日 (予備日 10月20日～31日)　
　　　　　　　日出～日没
　区　　域　　下記10地点付近
　　　　　　　 (1)  41-48-18.8N  140-42-45.1E 
　　　　　　　 (2)  41-47-14.3N  140-43-28.6E 
　　　　　　　 (3)  41-47-00.3N  140-43-21.1E 
　　　　　　　 (4)  41-46-29.3N  140-43-28.3E 
　　　　　　　 (5)  41-46-21.2N  140-43-16.5E 
　　　　　　　 (6)  41-46-15.4N  140-42-51.3E 
　　　　　　　 (7)  41-46-29.4N  140-42-29.2E 　　　　　　　　　　　　└01201600457
　　　　　　　 (8)  41-47-24.9N  140-42-02.9E 　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 (9)  41-47-37.7N  140-41-41.5E 
　　　　　　　 (10) 41-48-07.4N  140-41-57.4E 
　備　　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚。
　海　　図　　Ｗ６
　出　　所　　函館港長
----------------------------------------------------------------------------------------------

２５号                                           -3-                                         ２５号



　２８年４２０項　　　　　　北海道南岸　－　函館港、第4区、第5区　　潜水訓練
　下記区域で、潜水訓練が実施されている。　　　　　　　　　　　　┌01201600446
　期　　間　　平成28年7月1日　0800～1600
　区　　域　　１　下記4地点を結ぶ線により囲まれる区域
　　　　　　　　(1)  41-48-15.8N  140-42-18.7E 
　　　　　　　　(2)　41-48-02.9N  140-42-18.7E
　　　　　　　　(3)  41-48-02.9N  140-42-10.1E 
　　　　　　　　(4)  41-48-15.8N  140-42-10.1E 
　    　　　　２　下記4地点を結ぶ線により囲まれる区域
　　　　　　　　(5)  41-48-14.3N  140-41-45.7E 
　　　　　　　　(6)  41-48-01.2N  140-41-45.7E 
　　　　　　　　(7)  41-48-01.2N  140-41-37.0E 
　　　　　　　　(8)  41-48-14.3N  140-41-37.0E　　　　　　　　　　　　 └01201600446
　備　　考　　訓練中、国際信号旗「A」旗掲揚。
　　　　　　　警戒船配備。
　海　　図　　Ｗ６
　出　　所　　函館港長
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４２１項　　　　　　北海道南岸　－　函館港、第4区　　桟橋名称変更
　下記のとおり、桟橋名称が変更されている。　　　　　　　　　　　┌01201600454
　名　　称　  (旧) 東日本フェリー桟橋
　　　　　　　(新) 津軽海峡フェリー接岸桟橋
　位　　置　　１　下記2地点を結ぶ線上
　　　　　　　 (1)  41-48-23.9N  140-42-31.6E
　　　　　　　 (2)  41-48-27.2N  140-42-35.0E 
　　　　　　　２　下記2地点を結ぶ線上
　　　　　　　 (3)  41-48-22.7N  140-42-36.1E 
　　　　　　　 (4)  41-48-25.3N  140-42-38.7E
　海　　図　　Ｗ６
　出　　所　　第一管区海上保安本部海洋情報部
                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600454
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４２２項　　　　　　北海道南岸　－　恵山岬西北西方、椴法華港　　潜水調査等
　下記位置で、港湾施設の潜水調査及び作業船による目視調査が　　　┌01201600456
　実施されている。　
　期　　間　　平成28年6月28日～9月19日(予備日 9月20日～30日)
　　　　　　  日出～日没
　位　　置　　41-49.3N  141-10.2E 付近
　備　　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚。
　海　　図　　Ｗ１１５９
　出　　所　　函館海上保安部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600456
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４２３項　　　　　　北海道南岸　－　内浦湾、森港東北東方　　魚礁設置作業
　下記位置で、起重機船による魚礁設置作業が実施されている。　　　┌01201600455
　期　　間　　平成28年6月28日～11月30日　日出～日没　
　位　　置　　42-08.5N  140-44.3E  付近
　備　　考　　円筒形魚礁(高さ3m)が168個平積みされる。
　　　　　　　砂原漁港から作業区域への運搬作業が行われる。
　海　　図　　Ｗ１７
　出　　所　　函館海上保安部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600455
----------------------------------------------------------------------------------------------

２５号                                           -4-                                         ２５号



　２８年４２４項　　　　　　北海道南岸　－　チキウ岬北東方　　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。　　　　　　　　┌01201600445
　期　　間　　平成28年7月11日～平成29年3月21日のうち8日間
　　　　　　　日出～日没
　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)  42-28.1N  141-13.7E (岸線上)
      　　    (2)  42-27.8N  141-14.1E 
   　　       (3)  42-26.9N  141-12.8E 
         　　 (4)  42-27.3N  141-12.4E (岸線上)
　備　　考　　測量中、白紅白の燕尾旗掲揚。
　海　　図　　Ｗ１０３４－ＪＰ１０３４
　出　　所　　第一管区海上保安本部公示第280120号
　　　　 　　（平成28年6月29日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600445
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４２５項　　　　　　北海道南岸　－　浦河港北西方　　射撃訓練
　下記区域で、陸上自衛隊による対空射撃訓練が実施される。　　　　┌01201600435
　期　　間　　平成28年7月16日～31日 0800～1730
　区　　域    42-18-26N  142-26-33E 
　　　　　　　を中心とする半径40kmの円のうち、
　　　　　　　真方位180°～270°の扇形区域
　備　　考　　射撃開始及び終了時にサイレン吹鳴。
　　　　　　　射撃時間中は監視塔に赤色吹流しを掲揚。
　海　　図　　Ｗ１０３０－ＪＰ１０３０
　出　　所　　陸上自衛隊北部方面総監部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600435
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４２６項　　　　　　北海道南岸　－　十勝港北東方　　揚陸訓練
　下記区域で、陸上自衛隊による揚陸訓練が実施される。　　　　　　┌01201600451
　期　　間　　平成28年7月8日～10日　0000～2400
　区  　域　　下記8地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
　　          (1)  42-27-51N  143-25-28E（岸線上）
      　　    (2)  42-26-20N  143-27-42E 
　　          (3)  42-28-25N  143-29-19E 
      　　    (4)  42-26-45N  143-33-13E 
 　　         (5)  42-22-59N  143-30-13E 
       　　   (6)  42-24-38N  143-26-24E 
 　　         (7)  42-25-48N  143-27-17E 
       　　   (8)  42-27-19N  143-25-06E（岸線上）
　備　　考　　上記区域内は、全ての漁業操業禁止。　　　　　　　　　　　└01201600451
　海　　図　　Ｗ１０３２－ＪＰ１０３２
　出　　所　　広尾海上保安署
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４２７項　　　　　　北海道南岸　－　釧路港、西区第1区　　潜水調査
　下記位置で、潜水調査が実施される。　　　　　　　　　　　　　　┌01201600453
　期　　間　　平成28年7月4日～30日のうち2日間　日出～日没
　位　　置　　下記2地点付近
　　　　　　　 (1)　42-59-47.9N  144-20-40.2E 
　　　　　　　 (2)  42-59-41.9N  144-20-32.1E 　　
　海　　図　　Ｗ３１－ＪＰ３１
　出　　所　　釧路港長

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600453
----------------------------------------------------------------------------------------------

２５号                                           -5-                                         ２５号



　２８年４２８項　　　　　　北海道南岸　－　釧路港、西区第2区及び東区第3区　　潜水訓練
　下記区域で、潜水訓練が実施される。　　　　　　　　　　　　　　┌01201600452
　期　　間　　平成28年7月14日、18日、22日、23日　0930～1130
　区　　域　　１　下記4地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
　　　　　　　　(1)  42-59-51.2N  144-19-36.6E（岸線上）
　　　　　　　　(2)  42-59-50.6N  144-19-38.7E  
　　　　　　　　(3)  42-59-47.7N  144-19-36.9E 
　　　　　　　　(4)  42-59-48.2N  144-19-34.6E（岸線上）
　    　　　　２　下記3地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
　　　　　　　　(5)  42-58-17.7N  144-21-54.5E（岸線上）
　　　　　　　　(6)  42-58-21.5N  144-21-54.5E 
　　　　　　　　(7)  42-58-21.5N  144-21-56.8E（岸線上）　　　　　　　└01201600452
　備　　考　　訓練中、国際信号旗「A」旗掲揚。　　　　　　　　　　　　　　
　海　　図　　Ｗ３１－ＪＰ３１
　出　　所　　釧路港長
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４２９項　　　　　　北海道南岸　－　釧路港南南東方　　射撃訓練
　巡視船による射撃訓練が実施される。　　　　　　　　　　　　　　┌01201600438
　期　　間　　平成28年7月6日(予備日 7月7日) 0900～1700
　区　　域    42-44.4N  144-30.4E を中心とする半径5海里の円内
　備　　考　　訓練中、国際信号旗「UY」旗及び「NE4」旗掲揚。
　海　　図　　Ｗ２６
　出　　所　　釧路海上保安部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  └01201600438
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４３０項　　　　　　北海道北岸　－　サロマ湖　　漕舟訓練
　下記位置で、漕舟訓練が実施される。　　　　　　　　　　　　　　┌01201600449
　期　　間　　平成28年7月20日、21日　0900～1600
 　　　　　　　　　　　　22日　　　　0900～1200　
　位　　置　　44-11.1N  143-43.7E 付近
　備　　考　　ボート4隻参加。
　海　　図　　Ｗ１０３９
　出　　所　　紋別海上保安部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600449
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４３１項　　　　　　北海道北岸　－　紋別港　　防波堤築造作業(作業区域変更)
　一管区水路通報28年21号334項削除　　　　　　　　　　　　　　　 ┌01201600441
　下記区域で、起重機船及び潜水士による防波堤築造作業が
　実施されている。
　期　　間　　平成28年5月27日～11月30日 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)  44-20-51.7N  143-21-41.4E（岸線上）
　　　　　　　(2)  44-20-52.0N  143-21-43.0E 
　　　　　　　(3)  44-20-48.0N  143-21-47.0E 
　　　　　　　(4)  44-20-47.0N  143-21-41.0E
　　　　　　　(5)  44-20-50.7N  143-21-36.3E（岸線上）
　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。                       　└01201600441
　　　　　　　ブロック製作ヤード及び第3船だまりから
　　　　　　　作業区域への運搬作業が行われる。
　海　　図　　Ｗ２９（紋別港）
　出　　所　　紋別海上保安部
----------------------------------------------------------------------------------------------

２５号                                           -6-                                         ２５号



　２８年４３２項　　　　　　北海道北岸　－　音稲府岬南東方（元稲府漁港）　　魚礁設置作業
　下記位置で、起重機船及び潜水士による魚礁設置作業が　　　　　　┌01201600448
　実施されている。
　期　　間　　平成28年6月27日～10月10日　日出～日没　
　位　　置　　44-36.2N  142-57.2E  付近
　備　　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚。
　　　　　　　雄武港から作業区域への運搬作業が行われる。
　海　　図　　Ｗ１０３９
　出　　所　　紋別海上保安部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600448
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４３３項　　　　　　北海道北岸　－　枝幸港北北西方　　灯台について
　目梨泊港北防波堤灯台は、改修工事に伴う足場及び養生ネット設置　┌01201600442
　により、灯塔が見え難くなる。
　期　　間　　平成28年6月30日～9月上旬 
　位　　置　　45-02.3N　142-30.9E
　海　　図　　Ｗ１０４０
　参照書誌　　４１１　０４２６番
　出　　所　　第一管区海上保安本部交通部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600442
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４３４項　　　　　　北海道北岸　－　神威岬北西方　　水路測量
　下記区域で、作業船による水路測量が実施されている。　　　　　　┌01201600460
　期　　間　　平成28年7月1日～11月30日のうち14日間　日出～日没
　位　　置    下記4地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
　　　　　　　 (1)  45-16.2N  142-14.3E（岸線上）
　　　　　　　 (2)  45-16.6N  142-15.0E 
　　　　　　　 (3)  45-10.8N  142-21.3E 
　　　　　　　 (4)  45-10.5N  142-20.7E（岸線上）
　備　　考　　測量作業中、白紅白の燕尾旗掲揚。　
　海　　図　　Ｗ１０４０
　出　　所　　第一管区海上保安本部公示第280119号
　　　　　　 （平成28年6月29日）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600460
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４３５項　　　　　　北海道西岸　－　稚内港～野寒布岬付近(恵山泊漁港)　　海上行事
　下記区域で、船舶による海上渡御が実施される。　　　　　　　　　┌01201600439
　期　　間　　平成28年7月6日 0830～1200
　区　　域　　下記2地点間
              (1)  45-24-34.3N  141-40-41.9E
　　　　　　　　　 (開始地点　稚内港)
              (2)  45-26-45.0N  141-38-29.6E
 　　　　　　　　　(終了地点　恵山泊漁港)
　備　　考　　参加船14隻。
　海　　図　　Ｗ１０４１
　出　　所　　稚内港長

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600439
----------------------------------------------------------------------------------------------

２５号                                           -7-                                         ２５号



　２８年４３６項　　　　　　北海道西岸　－　野寒布岬北東方　　救難訓練
　下記区域で、巡視船艇による救難訓練が実施される。　　　　　　　┌01201600458
　期　　間　　平成28年7月5日(予備日 7月6日)　0830～1600
　区　　域　　45-30N  141-42E
　　　　　　　を中心とする半径1海里の円内
　備　　考　　訓練中、国際信号旗「UY」旗掲揚。
　海　　図　　Ｗ１０４０
　出　　所　　稚内海上保安部

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600458
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４３７項　　　　　　北海道西岸　－　利尻島、沓形港　　消波ブロック据付作業等
　下記区域で、起重機船及び潜水士による消波ブロック据付作業及び　┌01201600447
　岸壁改修作業が実施されている。
　期　　間　　平成28年6月28日～平成29年1月25日　日出～日没
　区　　域　　１　消波ブロック据付作業
　　　　　　　　　下記6地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
　　　　　　　　 　(1)  45-11-26.5N  141-07-47.2E（岸線上）
　　　　　　　　 　(2)  45-11-27.1N  141-07-45.7E 
　　　　　　　　 　(3)  45-11-32.0N  141-07-50.0E 
　　　　　　　　 　(4)  45-11-30.1N  141-07-54.2E 
　　　　　　　　 　(5)  45-11-26.2N  141-07-50.7E 
　　　　　　　　 　(6)  45-11-26.8N  141-07-49.3E（岸線上）
　    　　　　２　岸壁改修作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600447
　　　　　　　　　下記4地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
　　　　　　　　 　(7)  45-11-22.1N  141-07-48.4E（岸線上）
　　　　　　　　 　(8)  45-11-22.0N  141-07-50.0E 
　　　　　　　　 　(9)  45-11-18.2N  141-07-49.7E 
　　　　　　　　 　(10) 45-11-18.3N  141-07-48.1E（岸線上）
　備　　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚。
　　　　　　　作業区域への運搬作業が行われる。
　　　　　　　作業区域は黄色旗竿付灯付浮標6基で標示。
　海　　図　　Ｗ２１（分図「沓形港」）
　出　　所　　稚内海上保安部
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４３８項　　　　　　北海道西岸　－　天塩港南方（遠別漁港）　　防波堤改修作業等
　下記位置で、起重機船及び潜水士による防波堤改修作業及び　　　　┌01201600440
　撤去作業が実施されている。
　期　　間　　平成28年6月24日～11月30日　日出～日没　
　位　　置　　44-43.3N  141-46.9E 付近
　備　　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚。
　　　　　　　作業区域は黄色旗竿付浮標で標示。
　海　　図　　Ｗ１０４５
　出　　所　　稚内海上保安部

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  └01201600440
----------------------------------------------------------------------------------------------

２５号                                           -8-                                         ２５号



　２８年４３９項　　　　　　北海道西岸　－　羽幌港西北西方　　養殖施設一部撤去作業（期間変更）
　一管区水路通報28年22号356項削除　　　　　　　　　　　　　　　 ┌01201600462
　下記区域で、起重機船及び潜水士によるホタテ養殖施設一部撤去
　作業が実施されている。
　期　　間　　平成28年2月25日～7月20日までのうち2日程度　
　区　　域　　下記4地点により囲まれる区域

(1)  44-25.7N  141-37.9E 
(2)  44-23.8N  141-37.5E 
(3)  44-24.4N  141-33.8E 
(4)  44-26.1N  141-34.4E 

　備　　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚。　　
　海　　図　　Ｗ１０４５
　出　　所　　留萌海上保安部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600462
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４４０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る。　　　　　　┌01201600444
　期　　間　　平成28年7月7日、8日、12日　0830～1500
　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

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600444
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４４１項　　　　　　北海道西岸　－　留萌港南方　　花火打上げ
　下記位置で、花火打上げが実施される。　　　　　　　　　　　　　┌01201600443
　期　　間　　平成28年7月9日、16日、23日　2000～2010
　位　　置　　43-56.1N  141-37.9E　付近
　備　　考　　上記位置付近に立入禁止区域が設定される。
　　　　　　　警戒船配備。
　海　　図　　Ｗ１０４５
　出　　所　　留萌海上保安部

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600443
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４４２項　　　　　　北海道西岸　－　石狩湾港　　ヨット体験乗船
　下記区域で、ヨットの体験乗船が実施される。　　　　　　　　　　┌01201600434
　期　　間　　平成28年7月17日　0900～1400
　区　　域　　下記3地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域　
　　　　　　　(1)  43-11-54.6N  141-16-55.9E（岸線上）

(2)  43-11-56.0N  141-17-04.9E
(3)  43-11-47.0N  141-17-08.3E（岸線上）

　海　　図　　Ｗ７
　出　　所　　石狩湾港長

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201600434
----------------------------------------------------------------------------------------------

２５号 -9- ２５号



　２８年４４３項　　　　　　北海道西岸　－　小樽港、第1区～第3区及び航路　　防波堤改修作業等
　下記区域で、起重機船及び潜水士による防波堤及び岸壁改修作業が実施されている。
　期　　間　　平成28年6月27日～10月25日　日出～日没　　　　　　 ┌01201600461
　区　　域　　１　下記4地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
　　　　　　　　(1)  43-12-22N  141-00-59E 
　　　　　　　　(2)  43-12-31N  141-00-50E 
　　　　　　　　(3)  43-12-35N  141-00-58E 
　　　　　　　　(4)  43-12-26N  141-01-06E
　　　　　　　２　下記4地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
　　　　　　　　(5)  43-11-30N  141-01-10E（岸線上）
　　　　　　　　(6)  43-11-23N  141-01-22E 
　　　　　　　　(7)  43-11-22N  141-01-21E 
　　　　　　　　(8)  43-11-29N  141-01-08E（岸線上）
　　　　　　　３　下記4地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域　　　└01201600461
　　　　　　　　(9)  43-11-17N  141-01-31E（岸線上）
　　　　　　　　(10) 43-11-16N  141-01-35E 
　　　　　　　　(11) 43-11-14N  141-01-34E 
　　　　　　　　(12) 43-11-16N  141-01-31E（岸線上）
　備　　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚。
　　　　　　　上記作業区域２から区域１へ運搬作業が行われる。
　　　　　　　作業区域は、旗竿付浮標で標示。
　海　　図　　Ｗ５－ＪＰ５
　出　　所　　小樽港長
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４４４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隻による水上射撃が実施される。　　　　　　 ┌01201600437
　期　　間　　平成28年7月19日 0700～1300
　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

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  └01201600437
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年４４５項　　　　　　本州東岸　－　尻屋埼東方　　射撃訓練
　下記区域で、自衛艦7隻による水上射撃が実施される。　　　　　　 ┌01201600436
　期　　間　　平成28年7月19日 0700～1300
　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

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201600436
----------------------------------------------------------------------------------------------

２５号 -10- ２５号



　２８年４４６項　　　　　　北太平洋北西部　　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　　　　┌01201600459
　水産資源調査が実施される。　
　期　　間　　平成28年7月6日～20日(予備日 7月21日)
　区　  域    １　下記2地点を結ぶ線上付近
　　　　　　　　(1)  42-00N  153-00E 
　　　　　　　　(2)  41-00N  153-00E 
　　　　　　　２　下記2地点を結ぶ線上付近
　　　　　　　　(3)  44-00N  157-00E 
　　　　　　　　(4)  41-00N  157-00E 
　　　　　　　３　下記2地点を結ぶ線上付近
　　　　　　　　(5)  46-00N  161-00E 
　　　　　　　　(6)  41-00N  161-00E 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　備　　考　　上記区域内で停船し、観測機器を垂下させる。
　　　　　　　えい網作業(えい網長 200m)を伴う。　　　　　　　　　　　　　└01201600459
　海　　図　　Ｗ８１１
　出　　所　　釧路水産試験場
----------------------------------------------------------------------------------------------

２５号 -11- ２５号
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