
一管区水路通報第４１号

平成２８年１０月２８日                                                   第一管区海上保安本部
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第７８９項　　北海道南岸      　函館港・・・・・・・・・・・・潜水訓練
第７９０項　　北海道南岸      　函館港・・・・・・・・・・・・小型船舶操縦訓練
第７９１項　　北海道南岸      　函館港・・・・・・・・・・・・潜水訓練
第７９２項　　北海道南岸      　恵山岬付近・・・・・・・・・・灯台光達距離変更
第７９３項　　北海道南岸      　内浦湾・・・・・・・・・・・・灯台光達距離変更
第７９４項　　北海道南岸      　室蘭港西北西方・・・・・・・・灯台光達距離変更
第７９５項　　北海道南岸      　チキウ岬北東方・・・・・・・・灯台廃止
第７９６項　　北海道南岸      　浦河港西北西方・・・・・・・・灯台光達距離変更（予告）
第７９７項　　北海道南岸      　浦河港東南東方・・・・・・・・灯台光達距離変更（予告）
第７９８項　　北海道南岸      　えりも港北西方・・・・・・・・灯台光達距離変更（予告）
第７９９項　　北海道南岸      　えりも港南南東方・・・・・・・灯台光達距離変更（予告）
第８００項　　北海道南岸      　襟裳岬北方・・・・・・・・・・掘下げ作業
第８０１項　　北海道南岸      　釧路港・・・・・・・・・・・・掘下げ作業
第８０２項　　北海道南岸      　釧路港・・・・・・・・・・・・深浅測量
第８０３項　　北海道南岸      　厚岸港・・・・・・・・・・・・潜水作業
第８０４項　　北海道南岸      　落石岬南東方・・・・・・・・・魚礁設置作業
第８０５項　　北海道南岸      　花咲港北東方・・・・・・・・・灯台光達距離変更
第８０６項　　北海道東岸      　納沙布岬南方・・・・・・・・・灯台光達距離変更
第８０７項　　北海道東岸      　根室港南西方・・・・・・・・・灯台光達距離変更
第８０８項　　北海道東岸      　羅臼港南西方・・・・・・・・・灯台光達距離変更（予告）
第８０９項　　北海道北岸      　サロマ湖・・・・・・・・・・・灯台光達距離等変更（予告）
第８１０項　　北海道西岸      　稚内港・・・・・・・・・・・・救難訓練
第８１１項　　北海道西岸      　羽幌港・・・・・・・・・・・・掘下げ作業
第８１２項　　北海道西岸      　奥尻島・・・・・・・・・・・・魚礁設置
第８１３項　　北海道西岸      　松前港北北西方・・・・・・・・灯台光達距離変更
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

   　　　　　　※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７８９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、潜水士による潜水訓練が実施される。　　　　　　　　┌01201600829
　期　　間　　平成28年11月1日～13日、16日～30日　1000～1600
　　　　　　　　　　　11月14日、15日     　　　　1600～2000
　位　　置　　下記6地点付近
               (1)  41-47-52.3N  140-42-50.9E 
               (2)  41-47-01.8N  140-43-26.2E 
               (3)  41-46-43.9N  140-43-26.2E 
               (4)  41-46-30.8N  140-42-37.8E 
               (5)  41-46-53.2N  140-42-19.0E
               (6)  41-46-21.9N  140-41-54.9E 
　備　　考　　訓練中、国際信号旗「A」旗掲揚
　海　　図　　Ｗ６ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600829
　出　　所　　函館港長
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年７９０項　　　　　　北海道南岸　－　函館港、第3区　　小型船舶操縦訓練
　下記区域で、小型船舶操縦訓練が実施される。　　　　　　　　　　┌01201600810
　期　　間　　平成28年11月11日～16日　0900～1600
　区　　域　　下記4地点を結ぶ線により囲まれる区域
               (1)　41-47-12.2N  140-42-20.8E 
               (2)　41-47-11.2N  140-42-14.0E 
               (3)　41-47-17.1N  140-42-12.7E 
               (4)　41-47-18.0N  140-42-19.2E 
　備　　考　　訓練中、浮標3基設置
　海　　図　　Ｗ６
　出　　所　　函館港長

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  └01201600810
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年７９１項　　　　　　北海道南岸　－　函館港、第3区～第6区　　潜水訓練
　下記区域で、潜水士による潜水訓練が実施される。　　　　　　　　┌01201600812
　期　　間　　平成28年11月7日～9日　0800～1630
　区　　域　　１　下記経緯度線により囲まれる区域
　　　　　　　　(1)  41-48-02.9N  (3)　140-42-10.1E
                (2)  41-48-15.8N  (4)　140-42-18.7E 
　    　　　　２　下記経緯度線により囲まれる区域
　　　　　　　　(5)  41-48-01.2N  (7)　140-41-37.0E
                (6)  41-48-14.3N  (8)　140-41-45.7E 
　    　　　　３　下記経緯度線により囲まれる区域
　　　　　　　　(9)  41-47-23.6N  (11) 140-41-48.5E
                (10) 41-47-36.3N  (12) 140-41-57.2E
　    　　　　４　下記経緯度線により囲まれる区域　　　　　　　　　　　　└01201600812
　　　　　　　　(13) 41-47-23.1N  (15) 140-42-05.1E
                (14) 41-47-36.0N  (16) 140-42-13.5E
　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 
----------------------------------------------------------------------------------------------

４１号                                           -3-                                         ４１号



　２８年７９２項　　　　　　北海道南岸　－　恵山岬付近　　灯台光達距離変更
　一管区水路通報28年40号769項削除　　　　　　　　　　　　　　　 ┌01201600818
　恵山港南防波堤灯台は、下記のとおり光達距離が変更された。
　位　　置　　41-47.6N  141-10.3E 
  光達距離　　(変更前)　2海里
　　　　　　　(変更後)　5海里
　海　　図　　Ｗ１１５９
　参照書誌　　４１１　００３８．５番
　出　　所　　第一管区海上保安本部交通部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201600818
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年７９３項　　　　　　北海道南岸　－　内浦湾、森港東北東方　　灯台光達距離変更
　一管区水路通報28年40号770項削除　　　　　　　　　　　　　　　 ┌01201600816
　掛澗港北防波堤灯台は、下記のとおり光達距離が変更された。
　位　　置　　42-07.6N  140-38.7E 
  光達距離　　(変更前)　2海里
　　　　　　　(変更後)　5海里
　海　　図　　Ｗ１７
　参照書誌　　４１１　００４７．５番
　出　　所　　第一管区海上保安本部交通部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201600816
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年７９４項　　　　　　北海道南岸　－　室蘭港西北西方　　灯台光達距離変更
　一管区水路通報28年40号771項削除　　　　　　　　　　　　　　　 ┌01201600817
　長万部港東防波堤灯台は、下記のとおり光達距離が変更された。
　位　　置　　42-31.7N  140-24.1E 
  光達距離　　(変更前)　3海里
　　　　　　　(変更後)　5海里
　海　　図　　Ｗ１７
　参照書誌　　４１１　００４９．７番
　出　　所　　第一管区海上保安本部交通部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201600817
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年７９５項　　　　　　北海道南岸　－　チキウ岬北東方、アヨロ鼻付近　　灯台廃止
　一管区水路通報28年38号741項削除　　　　　　　　　　　　　　　 ┌01201600821
　アヨロ鼻灯台は、廃止された。
　位　　置    42-27.2N  141-12.0E
　海　　図　　Ｗ１０３４-ＪＰ１０３４
　参照書誌　　４１１　００９０番
　出　  所　　第一管区海上保安本部交通部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    └01201600821
----------------------------------------------------------------------------------------------

４１号                                           -4-                                         ４１号



　２８年７９６項　　　　　　北海道南岸　－　浦河港西北西方　　灯台光達距離変更（予告）
　春立港南外防波堤灯台は、下記のとおり光達距離が変更される。　　┌01201600826
　変更予定日　平成28年11月上旬
　位　　置　　42-16.2N  142-28.9E 
  光達距離　　(変更前)　3海里
　　　　　　　(変更後)　5海里
　海　　図　　Ｗ１０３０－ＪＰ１０３０
　参照書誌　　４１１　０１０６．５番
　出　　所　　第一管区海上保安本部交通部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201600826
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年７９７項　　　　　　北海道南岸　－　浦河港東南東方　　灯台光達距離変更（予告）
　鵜苫港南防波堤灯台は、下記のとおり光達距離が変更される。　　　┌01201600825
　変更予定日　平成28年11月上旬
　位　　置　　42-07.9N  142-52.3E 
  光達距離　　(変更前)　4海里
　　　　　　　(変更後)　5海里
　海　　図　　Ｗ１０３０－ＪＰ１０３０
　参照書誌　　４１１　０１１３．５番
　出　　所　　第一管区海上保安本部交通部

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  └01201600825
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年７９８項　　　　　　北海道南岸　－　えりも港北西方　　灯台光達距離変更（予告）
　笛舞港西防波堤灯台は、下記のとおり光達距離が変更される。　　　┌01201600828
　変更予定日　平成28年11月上旬
　位　　置　　42-02.7N  143-06.0E 
  光達距離　　(変更前)　3海里
　　　　　　　(変更後)　5海里
　海　　図　　Ｗ１０３０－ＪＰ１０３０
　参照書誌　　４１１　０１１７番
　出　　所　　第一管区海上保安本部交通部

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  └01201600828
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年７９９項　　　　　　北海道南岸　－　えりも港南南東方　　灯台光達距離変更（予告）
　歌別港西防波堤灯台は、下記のとおり光達距離が変更される。　　　┌01201600827
　変更予定日　平成28年11月上旬
　位　　置　　41-59.6N  143-09.5E 
  光達距離　　(変更前)　3海里
　　　　　　　(変更後)　5海里
　海　　図　　Ｗ１０３０－ＪＰ１０３０
　参照書誌　　４１１　０１１９．２番
　出　　所　　第一管区海上保安本部交通部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201600827
----------------------------------------------------------------------------------------------

４１号                                           -5-                                         ４１号



　２８年８００項　　　　　　北海道南岸　－　襟裳岬北方、ルベシベツ埼北西方　　掘下げ作業
　下記位置で、浚渫船による掘下げ作業が実施される。　　　　　　　┌01201600835
　期　　間　　平成28年11月1日～平成29年1月10日　日出～日没
　位　　置　　42-13-27N  143-19-16E　付近 
　海　　図　　Ｗ２７
　出　　所　　広尾海上保安署

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201600835
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年８０１項　　　　　　北海道南岸　－　釧路港、西区第2区及び外港　　掘下げ作業
　下記区域で、スパッド式浚渫船による掘下げ作業が実施されている。┌01201600833
　期　　間　　平成28年10月20日～12月26日　0500～1900
　区　　域　　１　下記経緯度線により囲まれる区域
　　　　　　　　(1)  42-59-37.5N  (3)  144-19-45.5E 
                (2)  42-59-39.3N  (4)  144-20-03.8E 
　　　　　　　２　下記経緯度線により囲まれる区域
　　　　　　　　(5)  42-59-30.6N  (7)　144-19-43.2E
                (6)  42-59-32.4N  (8)　144-20-00.9E
　    　　　　３　下記4地点を結ぶ線により囲まれる区域
                (9)  42-59-34.1N  144-18-51.0E 
                (10) 42-59-32.1N  144-18-52.4E    　　　　　　　　　　　　　└01201600833
                (11) 42-59-27.3N  144-18-36.9E
                (12) 42-59-29.3N  144-18-35.7E
　備　　考　　警戒船配備
　海　　図　　Ｗ３１－ＪＰ３１
　出　　所　　釧路港長
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年８０２項　　　　　　北海道南岸　－　釧路港、西区第2区　　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。　　　　　　　  ┌01201600834
　期　　間　　平成28年11月1日～平成29年3月31日　日出～日没　
　区　　域　　下記9地点を結ぶ線により囲まれる区域
　　　　　　　 (1)  42-59-37.3N  144-20-03.4E 
　　　　　　　 (2)  42-59-34.5N  144-20-03.0E 
　　　　　　　 (3)  42-59-33.5N  144-20-01.1E 
　　　　　　　 (4)  42-59-34.6N  144-19-42.9E
　　　　　　　 (5)  42-59-32.9N  144-19-42.7E 
　　　　　　　 (6)  42-59-33.0N  144-19-40.3E
　　　　　　　 (7)  42-59-40.4N  144-19-41.1E
　　　　　　　 (8)  42-59-40.0N  144-19-47.8E 　　　　　　　　　　　　　　　└01201600834
　　　　　　　 (9)  42-59-38.2N  144-19-47.6E
　海　　図　　Ｗ３１－ＪＰ３１
　出　　所　　釧路港長
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年８０３項　　　　　　北海道南岸　－　厚岸港　　潜水作業
　下記区域で、潜水士による橋脚目視調査が実施される。　　　　　　┌01201600830
　期　　間　　平成28年11月1日～12月26日のうち36日間
　　　　　　　0800～1700
　区　　域　　下記2地点を結ぶ線上付近
　　　　　　　 (1)  43-02-55.6N  144-51-14.9E 
　　　　　　 　(2)  43-02-43.4N  144-51-06.4E 
　備　　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚
　海　　図　　Ｗ３６(分図「厚岸港」)
　出　　所　　釧路海上保安部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201600830
----------------------------------------------------------------------------------------------

４１号                                           -5-                                         ４１号



　２８年８０４項　　　　　　北海道南岸　－　落石岬南東方　　魚礁設置
　一管区水路通報28年34号647項関連　　　　　　　　　　　　　 　　　┌01201600823
　下記区域に、魚礁が設置された。
  区　　域    43-07.2N  145-33.2E 
　　　　　　　を中心とする半径122mの円内
　備　　考　　円筒型魚礁(一辺3.0m)332個を平積み
　海　　図　　Ｗ２５
　出　　所　　根室海上保安部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201600823
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年８０５項　　　　　　北海道南岸　－　花咲港北東方　　灯台光達距離変更
　友知港南防波堤灯台は、下記のとおり光達距離が変更された。　　　　┌01201600819
　位　　置　　43-18.9N  145-40.2E 
  光達距離　　(変更前)　3海里
　　　　　　　(変更後)　5海里
　海　　図　　Ｗ２５
　参照書誌　　４１１　０１５０．６番
　出　　所　　第一管区海上保安本部交通部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201600819
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年８０６項　　　　　　北海道南岸　－　納沙布岬南方　　灯台光達距離変更
　歯舞港珸瑶瑁東防波堤灯台は、下記のとおり光達距離が変更された。　┌01201600815
　位　　置　　43-22.3N  145-48.6E 
  光達距離　　(変更前)　3海里
　　　　　　　(変更後)　5海里
　海　　図　　Ｗ８
　参照書誌　　４１１　０１５３番
　出　　所　　第一管区海上保安本部交通部

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  └01201600815
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年８０７項　　　　　　北海道東岸　－　根室港南西方　　灯台光達距離変更
　幌茂尻港温根沼西防波堤灯台は、下記のとおり光達距離が変更され　　┌01201600820
　た。
　位　　置　　43-16.3N  145-29.7E 
  光達距離　　(変更前)　3海里
　　　　　　　(変更後)　5海里
　海　　図　　Ｗ１８
　参照書誌　　４１１　０２０４．３番
　出　　所　　第一管区海上保安本部交通部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    └01201600820
----------------------------------------------------------------------------------------------

４１号                                           -7-                                         ４１号



　２８年８０８項　　　　　　北海道東岸　－　羅臼港南西方　　灯台光達距離変更（予告）
　於尋麻布港東防波堤灯台は、下記のとおり光達距離が変更される。　┌01201600811
　変更予定日　平成28年10月28日
　位　　置　　43-57.6N  145-08.4E 
  光達距離　　(変更前)　3海里
　　　　　　　(変更後)　5海里
　海　　図　　Ｗ４２
　参照書誌　　４１１　０２１０．９番
　出　　所　　第一管区海上保安本部交通部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  └01201600811
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年８０９項　　　　　　北海道北岸　－　サロマ湖　　灯台光達距離等変更（予告）
　浜佐呂間港北防波堤灯台は、下記のとおり光達距離及び灯高が変更　┌01201600824
　される。
　変更予定日　平成28年11月上旬
　位　　置　　44-05.6N  143-55.7E 
  光達距離　　(変更前)　4海里
　　　　　　　(変更後)　5海里
　灯　　高　　(変更前)　平均水面上から灯火まで6.2メートル
　　　　　　　(変更後)　平均水面上から灯火まで6.3メートル
　海　　図　　Ｗ１０３９
　参照書誌　　４１１　０４０９．５番
　出　　所　　第一管区海上保安本部交通部
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201600824
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年８１０項　　　　　　北海道西岸　－　稚内港　　救難訓練
　下記区域で、救難訓練が実施される。　　　　　　　　　　　　　　┌01201600832
　期　　間　　平成28年11月1日　0830～1130
　区　　域　　45-24-30N  141-41-46E 
　　　　　　　を中心とする半径400mの円内
　備　　考　　訓練中、国際信号旗「UY」旗掲揚
　海　　図　　Ｗ１０４１(分図「内港」)
　出　　所　　稚内港長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201600832
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年８１１項　　　　　　北海道西岸　－　羽幌港　　掘下げ作業
　下記区域で、起重機船による掘下げ作業が実施されている。　　　　┌01201600822
　期　　間　　平成28年10月24日～12月9日　日出～日没
　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)  44-22-17.5N  141-41-45.6E (岸線上)
                (2)  44-22-17.1N  141-41-46.9E 
                (3)  44-22-13.7N  141-41-44.8E 
　　　　　　　　(4)  44-22-14.0N  141-41-44.0E (岸線上)
　　　　　　　２　下記2地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
                (5)  44-22-25.0N  141-42-06.7E (岸線上)
                (6)  44-22-22.1N  141-42-03.2E (岸線上)
　備　　考　　作業区域は浮標で標示
　海　　図　　Ｗ４０Ａ(羽幌港)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201600822
　出　　所　　留萌海上保安部
----------------------------------------------------------------------------------------------
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　２８年８１２項　　　　　　北海道西岸　－　奥尻島、青苗岬南南東方　　魚礁設置
　下記位置に、魚礁が設置された。　　　　　　　　　　　　　　　　┌01201600831
　位　　置　　41-59.7N  139-31.0E 付近
　備　　考　　円筒型魚礁(一辺3.0m)223個を2段組で設置
　海　　図　　Ｗ１０－ＪＰ１０
　出　　所　　第一管区海上保安本部海洋情報部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201600831
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２８年８１３項　　　　　　北海道西岸　－　松前港北北西方　　灯台光達距離変更
　一管区水路通報28年40号787項削除　　　　　　　　　　　　　　　 ┌01201600814
　原口港第二西防波堤灯台は、下記のとおり光達距離が変更された。
　位　　置　　41-36.3N  139-59.0E 
  光達距離　　(変更前)　4海里
　　　　　　　(変更後)　5海里            　
　海　　図　　Ｗ１０－ＪＰ１０
　参照書誌　　４１１　０６３２番
　出　　所　　第一管区海上保安本部交通部

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201600814
----------------------------------------------------------------------------------------------

４１号                                           -9-                                         ４１号
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