
 
 

 

 

 

第 十 一 管 区 海 上 保 安 本 部 

平 成 ３ ０ 年 ９ 月 21 日 

 

沖縄県における灯台１５０周年記念関連行事について 

・電子版灯台カード始めます 

・灯台１５０周年記念特別展の開催 

・灯台の一般公開情報 

 

 

 

 

１ 電子版灯台カード（１０月１日運用開始） 

海上保安庁では、灯台１５０周年を機に、全国各地の１５０基の灯台において、

10月１日から「電子版灯台カード」の提供を始めます。 

沖縄県内では、８箇所の灯台で実施します。（別紙１） 

 

２ 灯台１５０周年特別展（沖縄県立博物館・美術館共催） 

沖縄県立博物館・美術館において、沖縄県内の灯台及び海図の歴史について写真

パネル等を展示して紹介します。（別紙２） 

 

３ 沖縄県内の灯台の一般公開 

沖縄県内の灯台の一般公開を実施します。 

〈一般公開予定〉 

実施日 実施場所 問合せ先 

10月28日（日） 

1000～1500 
平安名埼灯台（宮古島市） 

宮古島海上保安部 

℡0980-72-0118 

11月3日（土） 

1000～1600 
石垣御神埼灯台（石垣市） 

石垣海上保安部 

℡0980-82-4842 

11月18日（日） 

0900～1200 
北大東島灯台（北大東村） 

中城海上保安部 

℡098-921-1623 

 

《問合せ先》 

第十一管区海上保安部 交通企画課 

課長  吉本 秀幸 

０９８－８６７－０１１８（内線２６１０） 

平成３０年は、灯台１５０周年の節目の年にあたり、全国各地で記念イベントが開

催されます。（別添海上保安庁広報） 

沖縄県においては、次のとおり関連行事を実施します。 



 

 

 

 灯台カードは、灯台に関する諸情報をデジタル画像としてカード化したもので、海上保安

庁のホームページから電子データ（Ｌ判サイズ、pngファイル）により提供するものです。 

 灯台は、船舶が安全に航海するための「海の道しるべ」です。海上保安庁では、多くの方々

に灯台のことを知って頂くとともに、深く愛して頂きたいと願っております。 

 また、カードには、海の事故を起こさないためのワンポイントアドバイスも掲載しており

ますので、マリンレジャーを楽しむ際などにご活用下さい。 

 

【提供開始】 

平成３０年１０月１日（月） 

 

【提供場所】 

全国各地の１５０基の灯台 

（沖縄県内は、下図の８箇所） 

 

【入手方法】 

灯台の門扉等に掲示されてい

る二次元コードをスマートフ

ォン等で読み込み、電子データ

をダウンロードしてください。 

 

 

 

別紙１ 

電子版灯台カード始めます 

灯台 150周年ロゴ 

灯光の色と光り方 

航路標識番号 

位置図 

光度の種類 

灯光の届く距離 

地上から灯塔の 
頂部までの高さ 

地上から灯塔の 
頂部までの高さ 



 

 

 

 

沖縄県立博物館・美術館において、沖縄県内の灯台の歴史等を紹介する写真パネ

ルや明治期の海図等を展示する特別展を開催します。 

 

 

１．展示期間 

平成３０年１０月３０日（火）～１１月１１日（日） 

 

２．展示場所 

沖縄県那覇市おもろまち３－３－１ 

  沖縄県立博物館・美術館 １階 エントランスホール 

 

３．展示品 

 （１）パネル展示（灯台のはじまり、沖縄県内の主な灯台の歴史、うちなーんちゅ    

が選んだ沖縄の灯台１０選） 

 （２）灯台に使用されている灯器・レンズ 

 （３）明治期の那覇港や沖縄群島の海図 

 （４）測量・製図機材 

 （５）テレビによる映像放映（灯台１５０周年記念ビデオ、海図ができるまで） 

   

 

別紙２ 

「灯台１５０周年記念特別展」の開催 



 
 
 
 
 

平成３０年９月１８日 
海 上 保 安 庁 

灯台１５０周年記念関連行事について 
・電子版灯台カード始めます 
・灯台１５０周年記念展示会の開催 
・全国各地のイベント情報 
・特殊切手「灯台１５０周年」の発売開始 

 
平成３０年は、我が国初の洋式灯台である「観音埼灯台」が明治元年１１月１日に起

工してから１５０周年の節目の年であることから、通年で各種のイベントを開催するこ

ととしており、来月からは「電子版灯台カード」の提供を始め、さらには、灯台１５０

周年記念展示会や全国各地の灯台一般公開等を開催することとしております。 

また、９月３日に『特殊切手「灯台１５０周年」』が発売開始されております。 

この機に是非、灯台に関心を向けていただければと思います。 

 

１ 電子版灯台カード始めます 

灯台カードは、近年灯台愛好者の増加など灯台への注目が集まるなか、灯台の諸情

報をデジタル画像としてカード化したものを提供するものです。 

灯台１５０周年にちなみ、歴史的価値の高い灯台を中心に一般の方が安全に訪れる

ことが可能な灯台を１５０基選定し、カード化しました。（別添１） 

【提供開始】 

 平成３０年１０月１日（月） 

 【提供場所】 

全国各地の１５０基の灯台 

（別添２） 

【入手方法】 

灯台の門扉等に掲示されている 

二次元コードを適宜の方法で読 

み込み、電子データをダウンロ 

ードしてください。 

 

 

 

問い合わせ先 
海上保安庁交通部企画課 
課長補佐 山﨑 
電  話 03-3591-6361（内線 6101） 
夜間直通 03-3591-9807 
 



 

２ 灯台１５０周年記念展示会の開催 

・明治期から昭和期にかけて灯台に使用していた石油灯器やガス灯器、現代の灯

台に使用しているＬＥＤ灯器などを展示し、灯台が歩んできた１５０年の歴史の

変遷をご覧いただけます。 

【場所】横浜みなと博物館（横浜市西区みなとみらい二丁目１番１号） 

    【期間】平成３０年１０月１３日（土）から１０月３０日（火） 

 

・「灯台絵画コンテスト２０１８※１」及び「灯台フォトコンテスト※２」の各受賞作

品を展示します。 

【場所】銀座ギャラリー（東京メトロ銀座駅と日比谷駅間地下連絡通路） 

【期間】平成３０年１０月１８日（木）から１０月３１日（水） 

 

  ※１ 「灯台絵画コンテスト２０１８」 

      公益社団法人燈光会主催（海上保安庁後援）により、全国の小・中・高等学校の児童、

生徒から、「灯台のある風景～現存する明治期灯台・わがまちの灯台～」をテーマに絵画

作品を募集したもの。 

  ※２ 「灯台フォトコンテスト」 

      一般財団法人日本航路標識協会及び公益社団法人燈光会主催（海上保安庁後援）によ

り、日本国在中のアマチュアの社会人(専門学校生以上)及び全国の小・中・高等学校の

児童、生徒から、「灯台のある風景」をテーマにフォト作品を募集したもの。 

 

３ 全国各地のイベント情報 

灯台や海上交通センター等の一般公開やパネル展示会等を全国各地にて計画して

おります。（別添３） 

   

４ 特殊切手「灯台１５０周年」の発売開始 

灯台１５０周年を記念して、特殊切手「灯台１５０周年」（８２円１０枚組）が本

年９月３日（月）に日本郵便株式会社から発売されました。 

切手には、我が国初の洋式灯台である観音埼灯台（神奈川県横須賀市）のほか、明

治期に建設された神子元島灯台（静

岡県下田市）、室戸岬灯台（高知県室

戸市）、部埼灯台（福岡県北九州市）

が可愛らしいイラストで描かれてい

ます。また、観音埼灯台については、

明治期に建設されたものに加え、大

正１４年に建て替えられた現在の灯

台も描かれています。 

 特殊切手は、全国の郵便局等で販

売されています。 【特殊切手「灯台 150周年」】 



 

灯台カードとは 

灯台カードは、灯台に関する諸情報をデジタル画像としてカード化したもので、海上

保安庁ホームページから電子データ（Ｌ判サイズ、pngファイル）により提供するもの

です。 

灯台は、船舶が安全に航海するための「海の道しるべ」です。海上保安庁では、多く

の方々に灯台のことを知って頂くとともに、深く愛して頂きたいと願っております。 

また、カードには、海の事故を起こさないためのワンポイントアドバイスも掲載して

おりますので、マリンレジャーを楽しむ際などにご活用下さい。 

航路標識番号

灯台150周年ロゴ

光度の種類

灯光の色と光り方

地上から灯塔の
頂部までの高さ

位置図

平均水面上から
灯火までの高さ

灯光の届く距離

 

入手方法 

灯台カードは、灯台の門扉等に掲示されている二次元コードを適宜の方法で読み込み、

専用ページにアクセスして電子データをダウンロードして下さい。 

（ダウンロードしたデータは、スマートフォンなどで撮影した画像データと同様に扱

えます。） 

 

 

 

 

 

別添１ 



 

灯台カード提供場所 

 
 
 

 

 

北海道 東京都 和歌山県 福岡県

宗谷岬灯台 八丈島灯台 梶取埼灯台 部埼灯台

紋別灯台 神奈川県 樫野埼灯台 妙見埼灯台

能取岬灯台 観音埼灯台 潮岬灯台 津屋崎鼻灯台

納沙布岬灯台 剱埼灯台 紀伊日ノ御埼灯台 筑前大島灯台

落石岬灯台 城ケ島灯台 雑賀埼灯台 筑前相島灯台

湯沸岬灯台 新潟県 友ヶ島灯台 佐賀県

襟裳岬灯台 角田岬灯台 島根県 波戸岬灯台

チキウ岬灯台 粟島灯台 美保関灯台 長崎県

恵山岬灯台 弾埼灯台 出雲日御碕灯台 大碆鼻灯台

葛登支岬灯台 姫埼灯台 大岬灯台 伊王島灯台

鴎島灯台 佐渡大埼灯台 石見大崎鼻灯台 樺島灯台

稲穂岬灯台 富山県 白島埼灯台 対馬棹埼灯台

茂津多岬灯台 生地鼻灯台 西郷岬灯台 豆酘埼灯台

弁慶岬灯台 岩崎ノ鼻灯台 岡山県 対馬瀬鼻灯台

神威岬灯台 石川県 六島灯台 大瀬埼灯台

日和山灯台 能登観音埼灯台 広島県 熊本県

石狩灯台 禄剛埼灯台 大浜埼灯台 三池港灯台

増毛灯台 猿山岬灯台 小佐木島灯台 住吉灯台

沓形岬灯台 福浦灯台 佐木島灯台 湯島灯台

稚内灯台 福井県 中ノ鼻灯台 下大戸ノ鼻灯台

青森県 越前岬灯台 宇品灯台 大分県

艫作埼灯台 立石岬灯台 山口県 姫島灯台

龍飛埼灯台 静岡県 室津灯台 関埼灯台

青森港北防波堤西灯台 初島灯台 徳山下松港徳山築港防波堤灯台 鶴御埼灯台

尻屋埼灯台 石廊埼灯台 草山埼灯台 宮崎県

鮫角灯台 清水灯台 六連島灯台 細島灯台

岩手県 御前埼灯台 角島灯台 鞍埼灯台

陸中黒埼灯台 舞阪灯台 虎ケ埼灯台 都井岬灯台

碁石埼灯台 愛知県 徳島県 鹿児島県

宮城県 伊良湖岬灯台 孫埼灯台 佐多岬灯台

岩井埼灯台 野間埼灯台 小松島灯台 薩摩長崎鼻灯台

大須埼灯台 三重県 香川県 長崎鼻灯台

秋田県 贄埼灯台 高松港玉藻防波堤灯台 釣掛埼灯台

入道埼灯台 神島灯台 地蔵埼灯台 屋久島灯台

鵜ノ埼灯台 菅島灯台 男木島灯台 笠利埼灯台

山形県 安乗埼灯台 鍋島灯台 沖縄県

酒田灯台 大王埼灯台 愛媛県 残波岬灯台

鼠ケ関灯台 三木埼灯台 ウズ鼻灯台 知名埼灯台

福島県 二木島灯台 大下島灯台 久米島灯台

鵜ノ尾埼灯台 京都府 釣島灯台 平安名埼灯台

塩屋埼灯台 経ケ岬灯台 佐田岬灯台 池間島灯台

茨城県 兵庫県 高知県 平久保埼灯台

大津岬灯台 江埼灯台 室戸岬灯台 石垣御神埼灯台

日立灯台 赤穂御埼灯台 足摺岬灯台 西埼灯台

千葉県 余部埼灯台

犬吠埼灯台 浜坂港矢城ケ鼻灯台

勝浦灯台

野島埼灯台

洲埼灯台

別添２ 


