
第　⼗　管　区　⽔　路　通　報

第　１３　号

（3⽉27⽇〜4⽉2⽇　掲載分）

• 第 192項　九州南岸　－　鹿児島港付近　　護岸完成
• 第 193項　九州西岸　－　獅子島付近　　水中障害物存在
• 第 194項　九州西岸　－　水俣港付近、丸島漁港　　防波堤延長工事
• 第 195項　九州南岸　－　鹿児島湾、桜島港　　岸壁完成
• 第 196項　九州東岸　－　宮崎港北方　　土砂投入作業
• 第 197項　九州東岸　－　宮崎港　　掘下げ作業
• 第 198項　九州西岸　－　三角港　　小型船舶操縦訓練等
• 第 199項　九州南岸　－　枕崎港　　岸壁完成等
• 第 200項　九州西岸　－　甑島列島西北西方　　射撃訓練
• 第 201項　南西諸島　－　沖縄島東方　　射撃訓練
• 第 202項　南西諸島　－　種子島、島間港付近　　消波ブロック設置
• 第 203項　南西諸島　－　奄美大島、名瀬港　　岸壁築造工事
• 第 204項　九州西岸　－　熊本港　　灯付浮標一時撤去
• 第 205項　九州西岸　－　三角港付近　　橋梁について
• 第 206項　東シナ海　－　　　海底線修理作業

★２年１９２項 九州南岸　－　⿅児島港付近　　護岸完成

下記位置に護岸が完成した。
　位　置　　8地点を結ぶ線上
                (1)  31-36-37.6N  130-34-29.7E(岸線上) 
                (2)  31-36-37.7N  130-34-30.0E 
　　　　　　　　(3)  31-36-36.7N  130-34-30.3E
                (4)  31-36-36.6N  130-34-29.4E 
                (5)  31-36-34.8N  130-34-29.9E 
                (6)  31-36-34.9N  130-34-30.9E 
                (7)  31-36-33.3N  130-34-30.9E 
                (8)  31-36-33.4N  130-34-29.1E(岸線上)               
　備　考　　護岸の内部は埋め立てられている
　海　図　　Ｗ２１４Ａ－ＪＰ２１４Ａ－Ｗ２２１
　出　所　　十本部海洋情報部



★２年１９３項 九州⻄岸　－　獅⼦島付近　　⽔中障害物存在

(十管区水路通報2年12号189項削除)
下記位置に水中障害物(長さ46ｍ、幅9ｍ、鋼製)が存在する。
　位　置　　32-15-05.8N  130-14-00.3E 
　海　図　　Ｗ１７８－Ｗ１７４
　出　所　　十本部海洋情報部                        

★２年１９４項 九州⻄岸　－　⽔俣港付近、丸島漁港　　防波堤延⻑⼯事

潜水士及び起重機船による防波堤延長工事が実施されている。



　期　間　　令和2年5月21日まで、日出～日没　
　区　域　　4地点により囲まれる区域
                 (1)  32-13-03N  130-23-00E 
                 (2)  32-13-03N  130-23-01E 
                 (3)  32-12-59N  130-23-01E 
                 (4)  32-12-59N  130-23-00E  
　備　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」を掲揚
　　　　　　起重機船のアンカー位置を白色灯付浮標で表示
　　　　　　付近に警戒船を配置
　海　図　　Ｗ１２４０
　出　所　　十本部海洋情報部、八代海上保安署

★２年１９５項 九州南岸　－　⿅児島湾、桜島港　　岸壁完成

岸壁が完成した。
　位　置　　2地点を結ぶ線上(幅9m)
               (1)  31-35-34.6N  130-35-56.1E 
               (2)  31-35-33.9N  130-35-56.8E(岸線上)
　備　考　　岸壁前面は測量されていない 
　海　図　　Ｗ２１４Ａ－ＪＰ２１４Ａ
　出　所　　十本部海洋情報部



★２年１９６項 九州東岸　－　宮崎港北⽅　　⼟砂投⼊作業

起重機船による土砂投入作業が実施されている。
　期　間　　令和2年5月31日まで、日出～日没
　区　域　　4地点で囲まれる区域
                  (1)  31-58-15N  131-28-56E 
                  (2)  31-58-14N  131-28-59E 
                  (3)  31-58-08N  131-28-58E 
                  (4)  31-58-09N  131-28-54E  　 
　備　考　　付近に警戒船を配置
　海　図　　Ｗ１２２０－ＪＰ１２２０
　出　所　　宮崎海上保安部



★２年１９７項 九州東岸　－　宮崎港　　掘下げ作業

起重機船による堀下げ作業が実施されている。
　期　間　　令和2年5月31日まで、日出～日没
  区域１　　31-55-41N  131-28-19E付近 
　区域２    2地点を結ぶ線上付近
　　　　　　　　(1)  31-55-35N  131-28-13E
　　　　　　　　(2)  31-55-35N  131-28-20E
　備　考　　付近に警戒船を配置
　海　図　　Ｗ１２７２
　出　所　　宮崎海上保安部



★２年１９８項 九州⻄岸　－　三⾓港　　⼩型船舶操縦訓練等

小型船舶操縦訓練及び特殊小型船舶操縦訓練（水上オートバイ）が実施される。 
(小型船舶操縦訓練)
　期間１　　令和2年4月1日～令和3年3月31日、0730～1720
(特殊小型船舶操縦訓練) 
　期間２　　令和2年4月1日～10月27日、0830～1730
　　　　　　令和2年10月28日～令和3年1月10日、0830～1700
　　　　　　令和3年1月11日～3月31日、0830～1730
区域１　  2地点を結ぶ線上、幅100m
               (1)  32-36-03N  130-26-54E 
               (2)  32-35-51N  130-26-42E 
区域２　　2地点を結ぶ線上、幅200m
               (3)  32-36-05N  130-26-59E 
               (4)  32-35-53N  130-27-17E 
備　考　　区域内に浮標3～6基を設置
海　図　　Ｗ１９４
出　所　　三角港長

★２年１９９項 九州南岸　－　枕崎港　　岸壁完成等

(岸壁完成)
　区域１　　3地点及び陸岸により囲まれる区域  
                (1)  31-15-48.8N  130-17-21.3E(岸線上) 
                (2)  31-15-48.9N  130-17-21.4E 
                (3)  31-15-47.9N  130-17-24.6E(岸線角)                           
　備　考  　岸壁前面は測量されていない
(工事中の岸壁存在）
　区域２　　3地点及び陸岸により囲まれる区域 
                (4)  31-15-50.0N  130-17-17.6E(岸線上) 
                (5)  31-15-50.1N  130-17-17.7E 
                (6)  上記(2)の位置
　海　図　　Ｗ１２５５(枕崎港)
　出　所　　十本部海洋情報部



★２年２００項 九州⻄岸　－　甑島列島⻄北⻄⽅　　射撃訓練

フォックストロット区域において、自衛艦による水上及び対空射撃訓練が
実施される。
　期　間　　令和2年4月24日、25日(予備日26日～28日)、0800～1700　
  区　域　　4地点で囲まれる区域
            　　　　(1)  32-20-12N  128-45-52E
            　　　　(2)  32-20-12N  129-09-52E
            　　　　(3)  31-47-12N  129-09-52E
            　　　　(4)  31-47-12N  128-45-52E
　備　考　　訓練実施中、実施艦に「B」旗が掲揚される
　海　図　　Ｗ２１３－ＪＰ２１３－Ｗ１８７－ＪＰ１８７－Ｗ１８０－Ｗ４３７
　出　所　　防衛省海上幕僚監部



★２年２０１項 南⻄諸島　－　沖縄島東⽅　　射撃訓練

ホテル・ホテル区域において、自衛艦による水上及び対空射撃が実施される。
　期　間　　令和2年4月24日（予備日25日）、0600～1800
　区　域　　4地点により囲まれる区域
                   (1)  27-06-14N  129-09-52E 
                   (2)  27-06-14N  130-59-52E 
                   (3)  26-10-15N  130-59-52E 
                   (4)  26-23-14N  128-19-53E 
　備　考　　訓練実施中、実施艦に「B」旗が掲揚される
　海　図　　Ｗ２２６－ＪＰ２２６－Ｗ１８２Ｂ－Ｗ１２０３
　出　所　　防衛省海上幕僚監部



★２年２０２項 南⻄諸島　－　種⼦島、島間港付近　　消波ブロック設置

消波ブロックが設置された。
　位　置　　2地点を結ぶ線上(幅約9m)
               (1)  30-28-12.6N  130-51-53.7E 
               (2)  30-28-13.2N  130-51-53.4E(既設消波ブロック上) 
　海　図　　Ｗ２１６(島間港)
　出　所　　十本部海洋情報部

★２年２０３項 南⻄諸島　－　奄美⼤島、名瀬港　　岸壁築造⼯事

(十管区水路通報2年10号164項削除)
潜水士及び起重機船による岸壁築造工事が実施されている。
　期　間　　令和3年1月10日まで、日出～日没
　区　域　　5地点及び陸岸により囲まれる区域  
                (1)  28-23-19N  129-29-44E(岸線上) 
                (2)  28-23-19N  129-29-51E 
                (3)  28-23-07N  129-29-51E 
                (4)  28-23-07N  129-29-45E 
                (5)  28-23-08N  129-29-44E(岸線上)   
  備　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」を掲揚
　　　　　　付近に警戒船を配置
　海　図　　Ｗ１２０２
　出　所　　名瀬港長



★２年２０４項 九州⻄岸　－　熊本港　　灯付浮標⼀時撤去

下記位置の灯付浮標は一時撤去されている。 
　位　置　　2地点
 　　　　　　　(1)  32-45-34N  130-33-43E 
            　 (2)  32-45-30N  130-34-22E                                         
　備　考　　(1)は緑色灯付浮標、(2)は赤色灯付浮標
　海　図　　Ｗ１７１
　出　所　　熊本海上保安部



★２年２０５項 九州⻄岸　－　三⾓港付近　　橋梁について

(十管区水路通報2年6号84項関連)
橋梁の名称は下記のとおりである。
　名　称　　戸馳大橋（とばせおおはし）
　位　置　　2地点を結ぶ線上
                   (1)  32-36-44.6N  130-29-36.7E 
                   (2)  32-36-34.5N  130-29-36.6E 
　海　図　　Ｗ１９４－Ｗ１７０－Ｗ１６９
　出　所　　十本部海洋情報部

★２年２０６項 東シナ海　－　　　海底線修理作業

作業船「CS BOLD MAVERICK」(6398トン)及び「CS MIRAERO」(1999トン)による
海底線修理作業が実施される。
　期　間　　令和2年4月3日～14日(予備日15日～21日)
　区　域　　4地点により囲まれる区域
                 (1)  30-38.6N  125-30.8E 
                 (2)  30-38.9N  127-05.9E 
                 (3)  30-33.5N  127-05.8E 
                 (4)  30-33.2N  125-30.9E
　海　図　　Ｗ４３７－Ｗ１００２－Ｗ２１０－ＦＷ２１０
　出　所　　海上保安庁海洋情報部




