
⼗ 管 区 ⽔ 路 通 報   

第 12 号    

（令和3年3⽉19⽇〜25⽇ 掲載分）

 第 209項　九州西岸　－　熊本港　　花火大会
 第 210項　九州西岸　－　甑島列島西北西方　　射撃訓練
 第 211項　南西諸島　－　屋久島、安房港　　防波堤改修工事
 第 212項　南西諸島　－　奄美大島、名瀬港　　防波堤復旧工事
 第 213項　南西諸島　－　沖縄島東方　　射撃訓練
 第 214項　九州西岸　－　柳ノ瀬戸及び付近　　小型船舶操縦訓練等
 第 215項　九州西岸　－　水俣港付近　　護岸築造工事
 第 216項　九州南岸　－　枕崎港　　岸壁築造工事
 第 217項　九州南岸　－　開聞岬北東方、川尻漁港　　消波ブロック設置
 第 218項　九州南岸　－　鹿児島湾、指宿港　　灯について
 第 219項　九州南岸　－　鹿児島港、外港　　小型船舶操縦訓練
 第 220項　九州東岸　－　志布志港付近　　廃棄海底線撤去
 第 221項　九州東岸　－　宮崎港　　浅所存在
 第 222項　九州東岸　－　宮崎港　　特殊小型船舶操縦訓練
 第 223項　九州東岸　－　宮崎港　　防波堤完成等
 第 224項　九州東岸　－　細島港　　消波ブロック存在
 第 225項　九州東岸　－　細島港　　目標物等について
 第 226項　九州東岸　－　細島港　　桟橋存在
 第 227項　九州東岸　－　細島港　　タンク存在
 第 228項　九州東岸　－　土々呂港及び付近　　サイロ等不存在
 第 229項　九州東岸　－　北浦港付近　　潜堤存在

★３年２０９項 九州⻄岸 － 熊本港  花⽕⼤会

花火大会が実施される。
　期　間　　令和3年4月4日（予備日18日）、1930～2020
　区　域　　32-46-09N  130-35-34Eを中心とする半径300mの円内　　　　　　                   
　海　図　　Ｗ１７１－Ｗ１６９
　出　所　　熊本海上保安部

★３年２１０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が実施される。　
　期　間　　令和3年4月14日、15日（予備日16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

★３年２１１項 南⻄諸島 － 屋久島、安房港  防波堤改修⼯事

潜水士及び起重機船による防波堤改修工事が実施されている。
　期　間　　令和3年8月31日まで（予備日を含む）、日出～日没
  区　域    30-18-56.4N  130-40-10.4Eを中心とする半径50mの円内 
　備　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」を掲揚  
　海　図　　Ｗ２１６(安房港)
　出　所　　種子島海上保安署

★３年２１２項 南⻄諸島 － 奄美⼤島、名瀬港  防波堤復旧⼯事



(十管区水路通報2年42号639項削除)
潜水士及び起重機船による防波堤復旧工事が実施されている。
　期　間　　令和3年6月30日まで、日出～日没
　区　域　　6地点により囲まれる区域  
                 (1)  28-24-21N  129-30-01E 
                 (2)  28-24-27N  129-30-06E 
                 (3)  28-24-29N  129-30-16E 
                 (4)  28-24-19N  129-30-18E 
                 (5)  28-24-17N  129-30-08E 
                 (6)  28-24-18N  129-30-02E 
  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

★３年２１３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、対空及び対潜ロケット射撃が実施される。
　期　間　　令和3年4月15日、16日、19日、20日（予備日17日、18日、21日）、0600～1900
　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



★３年２１４項 九州⻄岸 － 柳ノ瀬⼾及び付近  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。 
　期　間　　令和3年4月1日～令和4年3月31日、日出～日没
　区　域　  4地点を結ぶ海面上
　　　　　　　(1)  32-32.9N  130-25.3E 
              (2)  32-32.9N  130-27.7E 
              (3)  32-31.7N  130-27.7E 
              (4)  32-31.7N  130-25.3E 
　備　考　　区域内に浮標3基を設置
　海　図　　Ｗ２０８－Ｗ１７０
　出　所　　熊本海上保安部

★３年２１５項 九州⻄岸 － ⽔俣港付近  護岸築造⼯事

(十管区水路通報3年6号105項削除)
潜水士及び起重機船による護岸築造工事が実施されている。
　期　間　　令和3年6月30日まで、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２１６項 九州南岸 － 枕崎港  岸壁築造⼯事

(十管区水路通報2年39号583項削除)
潜水士及び作業船による岸壁築造工事が実施されている。
　期　間　　令和3年9月30日まで　
　区　域　　4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域
               (1)  31-15-50N  130-17-18E(岸線上)  
               (2)  31-15-51N  130-17-18E 
               (3)  31-15-50N  130-17-20E 
               (4)  31-15-49N  130-17-20E(岸線上)   
　備　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」を掲揚
　海　図　　Ｗ１２５５(枕崎港)
　出　所　　指宿海上保安署

★３年２１７項 九州南岸 － 開聞岬北東⽅、川尻漁港  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15ｍ
               (1)  31-10-31.5N  130-33-10.5E 
               (2)  31-10-30.6N  130-33-12.3E(既設防波堤先端)   
　海　図　　Ｗ２２１－ＪＰ２２１
　出　所　　十本部海洋情報部

★３年２１８項 九州南岸 － ⿅児島湾、指宿港  灯について

１．下記位置の灯は不存在である。
　位置１　　31-14-35.1N  130-39-11.3E(防波堤先端） 
２．下記位置の黄色灯は赤色灯である。
　位置２　　31-14-32.5N  130-39-10.9E(防波堤先端）  
３．下記位置に灯が存在する。
(赤色灯存在)
  位置３    31-14-33.6N  130-39-04.2E(防波堤先端）  
(緑色灯存在)
  位置４    31-14-31.1N  130-39-04.2E(防波堤先端）  
　海　図　　Ｗ１４７４(指宿港)
　出　所　　十本部海洋情報部



★３年２１９項 九州南岸 － ⿅児島港、外港  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4月4日、18日、20日、25日
　　　　　　(予備日4月11日、23日、24日、5月2日)、0730～1800　　　　　　
  区　域　　2地点を結ぶ線上、幅50m          
               (1)  31-30-37N  130-32-17E 
               (2)  31-30-27N  130-32-13E   
　備　考　　区域内に浮標3基を設置
　海　図　　Ｗ２１４Ｂ－ＪＰ２１４Ｂ
　出　所　　鹿児島港長

★３年２２０項 九州東岸 － 志布志港付近  廃棄海底線撤去

(十管区水路通報2年33号480項関連)
下記位置の廃棄海底線が撤去された。
　位　置    2地点間 
               (1)  31-25-53.7N  131-06-44.0E 
               (2)  31-25-52.0N  131-06-58.3E (岸線上) 
　海　図　　Ｗ１２５７－Ｗ１８５－Ｗ１２２１－ＪＰ１２２１
　出　所　　十本部海洋情報部　



★３年２２１項 九州東岸 － 宮崎港  浅所存在

(十管区水路通報26年22号287項関連）
下記位置に浅所が存在する。
　位　置　　4地点
               (1)  31-54-49.9N  131-27-48.7E(水深約7.8ｍ)  
               (2)  31-54-36.6N  131-27-45.2E(水深約7.8ｍ) 
               (3)  31-54-23.1N  131-27-43.2E(水深約6.7ｍ)
               (4)  31-54-23.2N  131-27-33.1E(水深約7.0ｍ)
　海　図　　Ｗ１２７２
　出　所　　十本部海洋情報部

★３年２２２項 九州東岸 － 宮崎港  特殊⼩型船舶操縦訓練

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4月5日、6日、0830～1720
　区　域　　2地点を結ぶ線上、幅50m
               (1)  31-55-15N  131-28-01E 
               (2)  31-55-15N  131-28-05E 
　備　考　　区域内に浮標6基を設置
　海　図　　Ｗ１２７２
　出　所　　宮崎海上保安部



★３年２２３項 九州東岸 － 宮崎港  防波堤完成等

下記のとおり防波堤が完成し、消波ブロックが設置された。
(防波堤完成)
　位置１　　2地点を結ぶ線上(幅5m)
               (1)  31-55-59.2N  131-28-21.4E 
               (2)  31-55-59.3N  131-28-20.7E(既設防波堤上)
(消波ブロック設置)
　位置２　　4地点を結ぶ線上(幅約10m)
               (3)  31-55-59.5N  131-28-21.0E(既設消波ブロック上) 
               (4)  31-55-59.4N  131-28-21.5E 
               (5)  31-55-59.1N  131-28-21.5E 
               (6)  31-55-59.0N  131-28-21.1E(既設消波ブロック上)  
　海　図　　Ｗ１２７２
　出　所　　十本部海洋情報部

★３年２２４項 九州東岸 － 細島港  消波ブロック存在

消波ブロックが存在する。
　位　置　　2地点間（幅約7ｍ）
               (1)  32-25-31.3N  131-40-22.2E(岸線上） 
               (2)  32-25-43.4N  131-40-10.3E(既設消波ブロック先端) 
　海　図　　Ｗ１２２３
　出　所　　十本部海洋情報部



★３年２２５項 九州東岸 － 細島港  ⽬標物等について

細島港の目標物等の状況は下記のとおりである。
(タンク存在)
　位置１　　　(1)  32-25-43.2N  131-39-26.4E（直径約2.5m）
　位置２　　　(2)  32-25-42.8N  131-39-26.4E（直径約2.5m）
(コンベア不存在)
　位置３　　2地点を結ぶ線上
              (3)  32-25-43N  131-39-16E 
              (4)  32-25-42N  131-39-14E 
(旗柱不存在)
　位置４　　　(5)  32-25-39N  131-39-48E 
　海　図　　Ｗ１２２３
　出　所　　十本部海洋情報部

★３年２２６項 九州東岸 － 細島港  桟橋存在

桟橋が存在する。
　位　置　　2地点を結ぶ線上（幅約8ｍ）
               (1)  32-25-52.8N  131-40-14.5E 
               (2)  32-25-54.0N  131-40-14.6E(岸線上) 
　海　図　　Ｗ１２２３
　出　所　　十本部海洋情報部



★３年２２７項 九州東岸 － 細島港  タンク存在

下記位置にタンクが存在する。
　位　置    32-26-28.8N  131-40-30.2（直径約15m）
　海　図　　Ｗ１２２３
　出　所　　十本部海洋情報部

★３年２２８項 九州東岸 － ⼟々呂港及び付近  サイロ等不存在

下記各位置のサイロ及びタンクは不存在である。
(サイロ1基不存在)
　位置１　　(1)  32-31-26.3N  131-41-12.2E
　備　考　　海図図載のサイロ2基のうち南側のみ存在
(タンク4基不存在) 
　位置２    (2)  32-30-37N  131-41-28E 
　海　図　　Ｗ１９１Ｂ(土々呂港及付近)
　出　所　　十本部海洋情報部



★３年２２９項 九州東岸 － 北浦港付近  潜堤存在

潜堤が存在する。
　位　置　　2地点を結ぶ線上、幅約20ｍ
               (1)  32-41-03.3N  131-48-21.0E 
               (2)  32-41-02.8N  131-48-22.9E
　海　図　　Ｗ１９１Ｂ(北浦港付近)
　出　所　　十本部海洋情報部


