
〒 650-0042 神戸市中央区波止場町１-１
（電話番号）０７８-３９１-６５５１(代表）

神戸海上保安部航行安全課

海の安全情報スマートフォン用サイト →
（こちらから登録して下さい）

船びき網漁（２そう曳き）操業中の事故に注意！

例年、春頃から冬場にかけて、大阪湾及び播磨灘、明石海峡や淡路島周辺海域で行

われる、しらす漁「船びき網（２そう曳き）」において、貨物船（主に外国船舶）
による網の切断等の事故が発生しています。

しらす漁（２そう曳き漁船）が関係する事故発生状況（H30年～R4年）

切断事故等の主な原因

手船（警戒・運搬を行う漁船）と連携して周囲の見張りを徹底しましょう！☞

接近する船舶からの危険回避を目的に早い段階で避航しましょう！☞

事 故 発 生 場 所

外国船舶, 

7隻, 70%

日本船舶, 

3隻, 30%

事 故 発 生 分 布 （ 隻 数 ）

～外国人船員が操船する外国船舶～

❖ 海域に乏しく、操業形態の知識不足

❖ 漁具の位置の誤認

付近航行船舶が、
〇 「網の存在に気付かず直進してくる」
〇 「思わぬ方向に急返信する」

など、網が貨物船のプロペラに巻き込まれ、漁船が転覆することを防ぐ
ために、

事故防止のポイント



大阪湾周辺では、周年に渡り２そう曳き漁業（２隻の漁船でU字型の網を曳く漁法）が行われています。網の後端に
は、オレンジブイが１～２個取付けられているので、漁船とブイの間を通航すると絡網し、損害が生じます。

◎漁船と後方約300ｍのオレンジ色のブイの間は航行しないで下さい。絡網すると損害賠償が生じます。
◎漁船の近くでは速力を落とし、漁船から離れて航行して下さい。

All around the year, PAIR TRAWLERS FISHERY is carried out actively in every part in Osaka bay.

It usually starts from sunrise.  PAIR TRAWLERS is to pull “U”-shape fishing net of approx.  300 meters 

length by 2 fishing boats.  1 or 2 orange colored buoy(s) is(are) on the end of the net.  If you pass 

between the fishing boats or buoys, you make certain damage on both of your vessel and fishing gear.

◎ Never pass between fishing boats and orange buoys.  If you run over the net,  fisherman will make a 

claim for the damages to your owner or operator.

◎ Reduce your speed and keep appropriate distance from fishing boats.

明石海峡周辺の操業状況は、ＶＨＦ（16ｃｈ）で 「大阪マーチス」 にお問い合わせ下さい。
ホームページ、携帯電話サイトにも掲載しています。

“OSAKA MARTIS” provides you about the situation of Pair Trawlers Fishery 

around Akashi-kaikyo Traffic Route by your request through VHF CH16. 

Also the situation is shown by website and cell-phone site.

http://www6.kaiho.mlit.go.jp/osakawan/ http://www6.kaiho.mlit.go.jp/osakawan/m/

Structure of pair trawlers

漁船の操業構成

Tidal current

潮流

About 300 meters

約300m

PAIR TRAWLERS

２そう曳き漁
船

1 or 2 buoy(s)

ブイは１個か２個

Depth of the net is between

1 to 15 meters

網の深さは約１～１５ｍ

Under water part (invisible)

水面下（見えません）

Small buoys

網口のブイ

About 100 meters

約100m

Fishing boats hoist flags
漁船は旗を掲揚しています

５ｔｈ Regional Coast Guard Headquarters 第五管区海上保安本部

or
又は



오사카만 부근에서는 1년내내쌍끌이(2척의 어선이 U자형의 어망을끄는어법)조업이 이뤄집니다. 어망의
뒤쪽에는주황색부이가 1~2개설치되고있습니다. 어선과부이사이를항행해서어망에걸리면손해배상을
해야합니다.

◎어선과 어선뒤쪽약 300 m의지점에위치한 주황색부이사이를절대로항행하지
마십시오 . 어망에걸린경우에는손해배상을해야합니다.

◎어선부근에서는 감속하여어선으로부터 거리를두면서항행하시기바랍니다.

아카시해협 부근의조업상황에대해서는 VHF(16 ch)를통해서 「오사카마치스」에문의하시기
바랍니다. 홈페이지, 휴대전화사이트에서도 보실수있습니다.

第五管区海上保安本部 제５관구해상보안본부

http://www6.kaiho.mlit.go.jp/osakawan/ http://www6.kaiho.mlit.go.jp/osakawan/m/

双船拖网方式的作业形式

쌍끌이어선의조업방법

潮流

조류

约300m

약300m

有一或两个浮子
1개또는 2개의
부이

作业水深为1至15m
어망의깊이는약 1~15 m

水下部分（看不到）

수면아래（보이지 않습니다）

网口浮子
작은부이

约100m

약100m

渔船要悬挂信号旗

어선은깃발을게양하고있음.

在大阪湾周边海域上, 很多渔船全年都以双船拖网方式（用两艘渔船拖U字型的网具）从事捕捞作业。因为

其渔具的尾端装有一或两个浮子显示橙色，如果您在渔船和浮子之间航行，就会发生网具缠绕螺旋桨事故而导致
严重的损失。

◎请不要在渔船和浮子之间的海域航行，浮子一般显示橙色，位于渔船后方约300m处。您万
一引起网具缠绕螺旋桨等事故，就应该负其赔偿损失的责任。
◎您在渔船附近航行时，请尽量减速，跟它保持一定的距离航行。

双船拖网渔船

쌍끌이어선

关于明石海峡附近的捕捞作业情况，请通过VHF（16ch）跟“大阪海上交通中心
（OSAKAMARTIS）”联系。也可以访问下列网页获得有关信息。

또는

或


