
一管区水路通報第１３号

平成３０年４月６日                                                       第一管区海上保安本部
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第１５０項　　北海道南方～本州東方・・・・・・・・・・・・・・海洋調査
第１５１項　　北海道南岸      　チキウ岬北東方・・・・・・・・防波堤延長工事等
第１５２項　　北海道北岸      　枝幸港・・・・・・・・・・・・ボーリング作業等
第１５３項　　北海道西岸      　稚内港・・・・・・・・・・・・えい航作業等
第１５４項　　北海道西岸      　野寒布岬西方～神威岬北方・・・海洋調査等
第１５５項　　北海道西岸      　天塩港・・・・・・・・・・・・浅所存在
第１５６項　　北海道西岸      　石狩湾港・・・・・・・・・・・ヨット帆走訓練
第１５７項　　北海道西岸      　江差港・・・・・・・・・・・・潜水作業
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

  　　 　※水路通報の内容については、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ及びFAXで入手できます。
       　　　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱﾄﾞﾚｽ　http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/tuho/index.html
       　　  FAX　　　　　 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
　　　　　  ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱﾄﾞﾚｽ  http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/mailform.html
　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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　３０年１５０項　　　　　　北海道南方～本州東方　　海洋調査  
　下記区域で、調査船「啓風丸(1,483t)」による海洋調査が実施　　┌01201800157
　される。
　期　　間　　１　平成30年4月6日～21日
　 及　び 　　　　下記8地点を結ぶ線上付近
　区　　域 　　　　(1)  34-42N  139-50E  (5)  42-55N  145-33E 
     　　          (2)  34-56N  140-14E　(6)  42-30N  145-00E 
             　　  (3)  28-00N  147-00E  (7)  40-30N  145-00E 
              　　 (4)  37-00N  149-40E  (8)  41-35N  141-45E 
　　　　　　　２　平成30年5月2日～3日
　　　　　　　　　下記地点付近
        　　　　　 (9)  40-00N  146-00E
　備　　考　　停船して観測機器を垂下する　　　　　　　　　　　　　　　└01201800157
　海　　図　　Ｗ１０７０
　出　　所　　気象庁地球環境・海洋部
----------------------------------------------------------------------------------------------
　３０年１５１項　　　　　　北海道南岸　－　チキウ岬北東方、登別漁港　　防波堤延長工事等
　下記区域で、起重機船及び潜水士による防波堤撤去工事及び　　　┌01201800155
　掘下げ作業等が実施される。
　期　　間　　平成30年4月20日～8月30日 日出～日没　　　　　　　
　区　　域     42-27.1N  141-11.2E 付近
　備　　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚
　海　　図　　Ｗ１０３４
　出　　所　　室蘭海上保安部

                                                                       └01201800155
----------------------------------------------------------------------------------------------
　３０年１５２項　　　　　　北海道北岸　－　枝幸港　　ボーリング作業等
　下記区域で、スパット台船によるボーリング作業及び潜水士による┌01201800156
  潜水調査が実施される。
　期　　間　　平成30年4月9日～平成30年5月31日 日出～日没
　区　  域    １　ボーリング作業区域
　　　　　　　　  下記地点付近
　　　　　　　　　 (1)  44-56-03.2N  142-35-14.8E
　　　　　 　 ２　潜水調査区域
　　　　　  　　  下記2地点を結ぶ線付近
　　　　　　　　　 (2)  44-56-04.6N  142-35-18.2E 
                   (3)  44-56-01.9N  142-35-12.3E 
　備　　考　　台船上の三脚櫓に赤色旗掲揚。
　　　　　　　夜間、台船の四隅は黄色灯(4秒1閃)で標示。                └01201800156
　　　　　　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚。
　海　　図　　Ｗ２９
　出　　所　　稚内海上保安部
----------------------------------------------------------------------------------------------
　３０年１５３項　　　　　　北海道西岸　－　稚内港　　えい航作業等
　図に示す区域で、フローティングドック等のえい航作業及び       ┌01201800159
  起重機船の入渠作業が実施される。
　期　　間　　平成30年4月10日(予備日4月11日～13日)　0700～1600
　備　　考　　えい航長　約150m
　　　　　　　警戒船配備
　海　　図　　Ｗ１０４１（分図「内港」）
　出　　所　　稚内海上保安部

                                                                       └01201800159
----------------------------------------------------------------------------------------------
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　３０年１５４項　　　　　　北海道西岸　－　野寒布岬西方～神威岬北方　　海洋調査
　下記区域で、調査船「北洋丸(237t)」による海洋調査が実施       ┌01201800160
  される。
　期　　間　　平成30年4月11日～20日
　区　　域    下記8地点を結ぶ線及び海岸線に囲まれる区域
               (1)  45-26.9N  141-38.8E (岸線上)
               (2)  45-42.1N  141-46.3E 
               (3)  45-45.1N  141-19.8E 
               (4)  45-45.1N  140-59.8E 
               (5)  45-30.1N  139-59.8E
               (6)  43-30.1N  139-59.8E
               (7)  43-30.1N  140-59.8E
               (8)  43-12.5N  141-17.4E (岸線上)                           └01201800160
  備　  考 　 停船して観測機器を垂下する
　海　　図　　Ｗ４１
　出　　所　　稚内水産試験場
----------------------------------------------------------------------------------------------
　３０年１５５項　　　　　　北海道西岸　－　天塩港　　浅所存在
　下記位置に、浅所が存在する。                                 ┌01201800161
　位　　置　　44-52-46.1N  141-44-18.8E 水深 約2m
　海　　図　　Ｗ４０Ａ（天塩港）
　出　　所　　第一管区海上保安本部海洋情報部

                                                                       └01201800161
----------------------------------------------------------------------------------------------
　３０年１５６項　　　　　　北海道西岸　－　石狩湾港　　ヨット帆走訓練
　下記区域で、ヨット帆走訓練が実施される。                     ┌01201800154
　期　　間　　平成30年4月22日～10月21日のうち毎週日曜日 
              1000～1600
　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)  43-11-55N  141-16-56E (岸線上) 
               (2)  43-11-56N  141-17-05E
               (3)  43-11-46N  141-17-07E (岸線上)
  備　　考　　実施区域は浮標で標示
　　　　　　　ディンギーヨット数艇参加
　　　　　　　警戒船配備
　海　　図　　Ｗ７
　出　　所　　石狩湾港長                                                  └01201800154
----------------------------------------------------------------------------------------------
　３０年１５７項　　　　　　北海道西岸　－　江差港　　潜水作業
　下記区域で、潜水士による作業船等の船底補修作業が実施されて   ┌01201800158
  いる。
　期　　間　　平成30年3月29日～平成30年6月30日　0730～1700
　区　  域    １　下記地点付近
　　　　　　　　　 (1)  41-52-13.6N  140-07-27.6E 
　　　　　 　 ２　下記2地点を結ぶ線付近
　　　　　　　　　 (2)  41-52-07.9N  140-07-31.4E 
                   (3)  41-52-05.5N  140-07-24.3E 
　備　　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚
　海　　図　　Ｗ２２(江差港)
　出　　所　　江差海上保安署
                                                                      └01201800158
----------------------------------------------------------------------------------------------
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