
⼗ 管 区 ⽔ 路 通 報   

第 6 号    

（令和3年2⽉5⽇〜11⽇ 掲載分）

 第  97項　九州西岸　－　熊本港北西方　　灯浮標移動
 第  98項　九州西岸　－　三角港　　水路測量
 第  99項　九州東岸　－　北浦港南方、島浦島付近　　露出沈船撤去
 第 100項　南西諸島　－　奄美大島北西方　　海底線修理作業
 第 101項　南西諸島　－　種子島、西之表港　　潜水作業
 第 102項　九州西岸　－　熊本港北西方　　灯浮標復旧
 第 103項　九州西岸　－　八代港　　潜水作業
 第 104項　九州西岸　－　天草上島、合津港　　深浅測量
 第 105項　九州西岸　－　水俣港付近　　護岸築造工事
 第 106項　九州南岸　－　鹿児島港、谷山区　　小型船舶等操縦訓練
 第 107項　九州南岸　－　鹿児島港、外港　　水路測量
 第 108項　九州南岸　－　鹿児島湾北部　　水中試験
 第 109項　九州東岸　－　細島港　　小型船舶操縦訓練
 第 110項　南西諸島　－　屋久島、一湊港　　潜水作業
 第 111項　南西諸島　－　大隅群島、口永良部島　　潜水作業
 第 112項　九州東岸　－　細島港及び付近　　海底波高計等点検作業

★３年９７項 九州⻄岸 － 熊本港北⻄⽅  灯浮標移動

「熊本県漁連熊本港北西沖第1号灯浮標」(灯台表第1巻、6423.4)（32-48.0N  130-29.1E）は、
下記位置に移動している。
　位　置　　32-47-46.1N  130-29-16.0E （海図図載位置南東方、約395m）
　海　図　　Ｗ１６９
　出　所　　熊本海上保安部

★３年９８項 九州⻄岸 － 三⾓港  ⽔路測量

作業船による水路測量が実施される。
　期　間　　令和3年2月8日～28日（内3日間）、日出～日没
　区  域    8地点により囲まれる区域
               (1)  32-36-14.7N  130-28-04.1E 
               (2)  32-36-00.0N  130-28-24.3E 
               (3)  32-35-47.6N  130-28-33.2E 
               (4)  32-35-24.3N  130-28-43.3E 
               (5)  32-35-22.3N  130-28-36.9E 
               (6)  32-35-45.1N  130-28-26.9E 
               (7)  32-35-56.5N  130-28-18.8E 
               (8)  32-36-05.2N  130-28-02.8E 
　備　考　　作業船は「白紅白」の標識を掲揚 
　海　図　　Ｗ１９４－Ｗ１７０－Ｗ１６９－Ｗ２０６
　出　所　　三角港長、十本部海洋情報部



★３年９９項 九州東岸 － 北浦港南⽅、島浦島付近  露出沈船撤去

(十管区水路通報3年5号90項削除)
下記位置の露出沈船は撤去された。
　位　置　　32-40-14.6N  131-48-02.4E  
　海　図　　Ｗ１９１Ｂ(北浦港付近)
　出　所　　日向海上保安署

★３年１００項 南⻄諸島 － 奄美⼤島北⻄⽅  海底線修理作業

作業船「CS BOLD MAVERICK」(6393トン)による海底線修理作業が実施されている。
　期　間　　令和3年2月13日まで(予備日14日～19日)
　区　域　　11点により囲まれる区域
              (1)  30-15.9N  125-17.8E 
              (2)  30-09.4N  125-43.6E 
              (3)  29-58.3N  126-27.0E 
              (4)  29-54.3N  126-41.3E 
              (5)  29-50.6N  126-45.3E 
              (6)  29-40.7N  126-53.1E 
              (7)  29-40.4N  126-52.6E 
              (8)  29-50.3N  126-44.6E 
              (9)  29-53.8N  126-40.8E 
              (10) 29-57.8N  126-26.8E 
              (11) 30-15.4N  125-17.6E 
　海　図　　Ｗ４３７－Ｗ１００２－Ｗ２１０－ＦＷ２１０
　出　所　　海上保安庁海洋情報部



★３年１０１項 南⻄諸島 － 種⼦島、⻄之表港  潜⽔作業

潜水士及び作業船による潜水作業が実施される。
　期　間　　令和3年2月9日～15日（予備日16日～23日）、昼夜間
　区　域　　2地点付近
               (1)  30-43-52N  130-59-11E 
               (2)  30-43-37N  130-59-20E 
　備　考    汽船「第十八昭幸丸」の船底確認作業
        　　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　　Ｗ１２７３
　出　所　　種子島海上保安署

★３年１０２項 九州⻄岸 － 熊本港北⻄⽅  灯浮標復旧



(十管区水路通報3年6号97項削除)
「熊本県漁連熊本港北西沖第1号灯浮標」(灯台表第1巻、6423.4)（32-48.0N  130-29.1E）は、
復旧した。
　海　図　　Ｗ１６９
　出　所　　熊本海上保安部

★３年１０３項 九州⻄岸 － ⼋代港  潜⽔作業

潜水作業が実施される。
　期　間　　令和3年2月12日～3月31日、日出～日没
  区域１　　2地点を結ぶ線上付近
               (1)  32-32-18N  130-32-37E 
               (2)  32-31-43N  130-32-14E 
　区域２　　2地点を結ぶ線上付近
               (3)  32-31-33N  130-32-10E 
               (4)  32-31-26N  130-32-24E 
　備　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗を掲揚 
　海　図　　Ｗ１２４３－Ｗ１７０－Ｗ１６９－Ｗ２０６
　出　所　　八代港長

★３年１０４項 九州⻄岸 － 天草上島、合津港  深浅測量

作業船による深浅測量が実施される。
　期　間　　令和3年2月15日～3月26日（内1日）、日出～日没
　区　域　　4地点により囲まれる区域
               (1)  32-31-20N  130-25-29E 
               (2)  32-31-18N  130-25-26E 
               (3)  32-31-21N  130-25-23E 
               (4)  32-31-23N  130-25-25E 
　海　図　　Ｗ２０８－Ｗ１７０
　出　所　　熊本海上保安部



★３年１０５項 九州⻄岸 － ⽔俣港付近  護岸築造⼯事

(十管区水路通報2年48号733項関連）
潜水士及び起重機船による護岸築造工事が実施される。
　期　間　　令和3年3月1日～3月31日、日出～日没
　区　域    2地点を結ぶ線上（幅約150ｍ）
               (1)  32-13-18N  130-23-18E 
               (2)  32-13-13N  130-23-15E 
  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
　　　　　　汚濁防止膜を設置
　海　図　　Ｗ１２４０－Ｗ１７４－Ｗ２０６
　出　所　　八代海上保安署

★３年１０６項 九州南岸 － ⿅児島港、⾕⼭区  ⼩型船舶等操縦訓練



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。
　期　間　　令和3年3月1日～31日、0800～日没　　　　　　
  区　域　　2地点を結ぶ線上、幅50m          
　　　　　　　 (1)  31-29-38N  130-32-22E 
　　　　　　　 (2)  31-29-28N  130-32-20E 
　備　考　　区域内に浮標3～6基を設置
　海　図　　Ｗ２１４Ｂ－ＪＰ２１４Ｂ
　出　所　　鹿児島港長

★３年１０７項 九州南岸 － ⿅児島港、外港  ⽔路測量

作業船による水路測量が実施される。
　期　間　　令和3年3月1日～18日（内1日）、日出～日没
　区　域　　4地点により囲まれる区域
               (1)  31-32-11.3N  130-32-49.1E 
               (2)  31-32-09.3N  130-32-54.8E 
               (3)  31-32-03.9N  130-32-52.2E 
               (4)  31-32-05.8N  130-32-46.6E 
　備　考　　測量船は「白紅白」の標識を掲揚 
　海　図　　Ｗ２１４Ａ－ＪＰ２１４Ａ－Ｗ２１４Ｂ－ＪＰ２１４Ｂ
　出　所　　鹿児島港長、十本部海洋情報部



★３年１０８項 九州南岸 － ⿅児島湾北部  ⽔中試験

海上自衛隊による水中試験が実施される。
　期　間　　令和3年3月1日、2日、8日～10日、12日、13日、15日～17日、日出～日没
　　　　　　　　　　 26日～30日、昼夜間
　区　域    4地点で囲まれる区域
               (1)  31-41-28N  130-47-34E
               (2)  31-40-47N  130-48-33E
               (3)  31-36-31N  130-44-26E
               (4)  31-37-47N  130-44-00E
　備　考    付近に警戒船を配置
　海　図　　Ｗ２２１－ＪＰ２２１－Ｗ１２２１－ＪＰ１２２１
　出　所　　海上自衛隊佐世保地方総監部

★３年１０９項 九州東岸 － 細島港  ⼩型船舶操縦訓練

小型船舶操縦訓練が実施される。
　期　間　　令和3年2月28日、3月1日、0730～1720
　区　域　  2地点を結ぶ線上、幅50m
               (1)  32-25-37N  131-40-28E 
               (2)  32-25-31N  131-40-33E 
　備　考　　区域内に浮標3基を設置
　海　図　　Ｗ１２２３
　出　所　　細島港長



★３年１１０項 南⻄諸島 － 屋久島、⼀湊港  潜⽔作業

潜水作業が実施される。
　期　間　　令和3年2月10日～3月19日（内1日）、日出～日没
　区　域　　30-27-24N  130-29-28E付近
　備　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」を掲揚
　海　図　　Ｗ２１６(一湊港付近)
　出　所　　種子島海上保安署

★３年１１１項 南⻄諸島 － ⼤隅群島、⼝永良部島  潜⽔作業

潜水作業が実施される。
　期　間　　令和3年2月10日～3月19日（内1日）、日出～日没
　区　域　　30-27-38N  130-11-33E付近
　備　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」を掲揚
　海　図　　Ｗ２１６(分図「口永良部湾」)
　出　所　　種子島海上保安署



★３年１１２項 九州東岸 － 細島港及び付近  海底波⾼計等点検作業

潜水士及び作業船による海底波高計及び海底線の点検作業が実施される。                 
　期　間　　令和3年2月12日～28日（内4日間）、日出～日没
　区　域　　2地点を結ぶ線上付近
               (1)  32-26-36N  131-43-42E 
               (2)  32-26-39N  131-40-35E(岸線上） 
　備　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗を掲揚
　　　　　　付近に警戒船を配置
　海　図　　Ｗ１２２３－Ｗ１２２０－ＪＰ１２２０
　出　所　　細島港長


