
一管区水路通報第４８号

平成３０年１２月１４日                                                   第一管区海上保安本部
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第７７８項　　北海道南岸 　苫小牧港・・・・・・・・・・・錨及び錨鎖存在
第７７９項　　北海道南岸 　釧路港・・・・・・・・・・・・海洋調査
第７８０項　　北海道東岸 　根室港～花咲港・・・・・・・・浮桟橋移設作業
第７８１項　　北海道北岸 　網走港・・・・・・・・・・・・水路測量
第７８２項　　北海道北岸 　能取湖・・・・・・・・・・・・アイスブーム設置
第７８３項　　北海道北岸 　紋別港・・・・・・・・・・・・灯付浮標設置(一部移設)
第７８４項　　北海道西岸 　利尻島・・・・・・・・・・・・潜水調査
第７８５項　　北海道西岸 　増毛港・・・・・・・・・・・・水路測量(期間変更)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　お　　　　知　　　　ら　　　　せ

○ 「海氷情報センター」開所について
     第一管区海上保安本部に平成30年12月20日「海氷情報センター」を開所します。
     海氷情報は下記の方法により入手できます。

1.海氷情報FAX番号 0134-32-9301(ポーリングサービス)
2.インターネットによる提供

第一管区海上保安本部海氷情報センターのホームページ
URL : http://www1.kaiho.milt.go.jp/KAN1/1center.html

○ 年末年始の一管区水路通報について
本年の一管区水路通報は次々号第50号(平成30年12月28日発行)で最終号となります。
来年は平成31年1月11日に第1号を発行いたします。

　　　　　　　　　　　　

  　　 　※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７７８項　　　　　　北海道南岸　－　苫小牧港、第4区　　錨及び錨鎖存在
　報告によれば、下記位置に、錨及び錨鎖が存在している。　　　　  ┌01201800806
　位　　置　　42-36.3N  141-48.4E 付近
　海　　図　　Ｗ１０３３Ｂ－ＪＰ１０３３Ｂ
　出　　所　　苫小牧海上保安署

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201800806
----------------------------------------------------------------------------------------------
　３０年７７９項　　　　　　北海道南岸　－　釧路港、西区、第1区及び第2区　　海洋調査
　下記位置で、作業船による採水及び採泥作業が実施される。  　　　┌01201800799
　期　　間　　平成30年12月18日 日出～日没
　位  　置    下記3地点付近
     　　　　　(1)  42-59-32N  144-20-17E
               (2)  42-59-36N  144-19-54E
               (3)  42-59-34N  144-20-43E
　備　　考　　停船して観測機器を垂下する
　海　  図　　Ｗ３１－ＪＰ３１
　出　  所　　釧路港長

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201800799
----------------------------------------------------------------------------------------------
　３０年７８０項　　　　　　北海道東岸　－　根室港～花咲港　　浮桟橋移設作業
　下記区域で、作業船による浮桟橋移設作業が実施される。
　期　　間　　平成30年12月14日～平成31年4月15日のうち7日間 0800～日没
　区　  域    １　根室港作業区域
　　　　　　　　  下記3地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
　　　　　　　　　 (1)  43-20-26.3N  145-34-47.2E (岸線上)
　　　　　　　　　 (2)  43-20-25.5N  145-34-49.0E 
　　　　　　　　　 (3)  43-20-23.5N  145-34-47.4E (岸線上) 
　　　　　 　 ２　花咲港作業区域
　　　　　  　　  下記4地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
　　　　　　　　　 (4)  43-17-05.0N  145-34-31.4E (岸線上)
　　　　　　　　　 (5)  43-17-02.5N  145-34-32.6E 
　　　　　　　　　 (6)  43-17-01.4N  145-34-30.0E 
　　　　　　　　　 (7)  43-17-04.7N  145-34-27.7E (岸線上)
　備　　考　　根室港結氷前に浮桟橋を撤去し えい航し、花咲港に陸揚げする。
　　　　　　　根室港解氷後に陸揚げされていた浮桟橋を根室港へ えい航し再設置を行う
　海　　図　　Ｗ２４(根室港、花咲港) 
　出　　所　　根室港長　　　　 　　┌01201800794

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201800794
----------------------------------------------------------------------------------------------

４８号                                           -3-                                         ４８号



　３０年７８１項　　　　　　北海道北岸　－　網走港　　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。 　　　　　 ┌01201800805
　期　　間　　平成30年12月14日～平成31年1月18日 日出～日没
　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)  44-01-20.4N  144-16-22.5E (岸線上)
               (2)  44-01-21.9N  144-16-22.6E 
               (3)  44-01-25.0N  144-16-41.3E 
               (4)  44-01-28.7N  144-16-48.1E 
               (5)  44-01-28.5N  144-16-59.7E 
               (6)  44-01-26.3N  144-16-57.6E 
               (7)  44-01-26.1N  144-16-48.8E (岸線上)
　備　　考　　測量作業中、白紅白の燕尾旗掲揚
　海　　図　　Ｗ２９（網走港）  　　　　　　　　　　　　　　　　└01201800805
　出　　所　　第一管区海上保安本部公示(平成30年12月13日)
----------------------------------------------------------------------------------------------
　３０年７８２項　　　　　　北海道北岸　－　能取湖　　アイスブーム設置作業
　下記位置で、作業船によるアイスブーム設置作業が実施される。  　┌01201800798
　期　　間　　平成30年12月15日～31日のうち1日間 日出～1800
　位　　置　　下記4地点を結ぶ線により囲まれる区域
　　　　　　 　(1)  44-06-02N  144-10-57E 
               (2)  44-05-58N  144-11-21E 
               (3)  44-05-47N  144-11-17E 
               (4)  44-05-51N  144-10-53E 
　海　　図　　Ｗ１０３９
　出　　所　　網走海上保安署

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201800798
----------------------------------------------------------------------------------------------
　３０年７８３項　　　　　　北海道北岸　－　紋別港　　灯付浮標設置(一部移設)
　一管区水路通報30年20号303項削除  　　　　　　　　　　　　　　 ┌01201800796
　一管区水路通報30年20号302項関連
　下記位置に、灯付浮標が設置または移設された。
　位　　置    下記7地点
　　　　　　　 (1)  44-20-42.1N  143-22-01.1E 
               (2)  44-20-39.9N  143-22-00.5E 
　　           (3)  44-20-34.3N  143-22-05.1E
               (4)  44-20-33.4N  143-22-07.4E 
               (5)  44-20-34.6N  143-22-11.1E 
               (6)  44-20-35.7N  143-22-15.9E 
               (7)  44-20-37.6N  143-22-17.3E 
　備　　考　　各点に水深減少区域を示す白色灯付浮標を設置  　　　└01201800796
　海　　図　　Ｗ２９(紋別港)
　出　　所　　紋別海上保安部
----------------------------------------------------------------------------------------------

４８号                                           -4-                                         ４８号



　３０年７８４項　　　　　　北海道西岸　－　利尻島、沓形港　　潜水調査
　下記区域で、作業船及び潜水士による潜水調査が実施されている。
　期　　間　　平成30年12月6日～平成31年1月31日のうち3日間 日出～日没
　区　　域　　下記3地点を結ぶ線上付近  　　　　　　　　　　　　 ┌01201800795
               (1)  45-11-13.3N  141-08-03.7E (岸線上)
               (2)  45-11-14.2N  141-08-04.7E (岸線上)
               (3)  45-11-14.0N  141-08-05.1E (岸線上)
  備　　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚
　海　  図　　Ｗ２１(分図「沓形港」)
　出　  所　　稚内海上保安部

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201800795
----------------------------------------------------------------------------------------------
　３０年７８５項　　　　　　北海道西岸　－　増毛港　　水路測量(期間変更)
　一管区水路通報30年44号740項削除
　下記区域で、作業船による水路測量が実施されている。
　期　　間　　平成30年11月26日～平成31年1月31日のうち5日間　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 ┌01201800804
               　　(1)  43-51-21.6N  141-32-06.8E (岸線上)
              　　 (2)  43-51-21.2N  141-32-08.0E 
          　　     (3)  43-51-17.6N  141-32-05.4E 
            　　   (4)  43-51-16.9N  141-32-03.2E (岸線上)
　　　　　　　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)  43-51-19.2N  141-31-46.5E (岸線上)
                   (6)  43-51-17.4N  141-31-48.1E 
                   (7)  43-51-13.6N  141-31-50.0E 
                   (8)  43-51-11.9N  141-31-47.2E (岸線上)
　備　　考　　測量作業中、白紅白の燕尾旗掲揚
　海　　図　　Ｗ４０Ａ(増毛港)  　　　　　　　　　　　　　　　　└01201800804
　出　　所　　第一管区海上保安本部公示(平成30年12月12日)
----------------------------------------------------------------------------------------------

４８号                                           -5-                                         ４８号


	表紙_QR
	索引図master
	索　引　図

	本文

