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はじめに 

 

本事業は海上交通安全法の施行後、海運業と水産業の興盛、発展に欠くことので

きない海上安全問題について、海運業と水産業双方の関係者が共に歩調をそろえて

真剣に取り組もうとの気運が高まった結果、昭和 51 年からそれぞれの実務者レベ

ルの担当者が平素から意見を交換し相互の実態を把握するための話し合いの場とし

て設置された。以後、財団法人  日本海事センターの補助を受けながら、業界諸施策

の円滑な運用、実施に対処すべく忌憚のない意見交換の場として、船舶交通と漁業

操業に関わる諸問題の調査研究を行う際の協議会という位置づけのもと今日に至っ

ているものである。  

この報告書は、平成 23 年度の事業計画に基づき、東京湾における漁業操業の実

態等を取り纏めた情報図を作成することを目標に、関係実務者により構成される「海

運・水産関係団体打合会」ならびに「海運・水産関係団体連絡協議会」の場を通じ

て検討・議論された内容を取り纏めたものである。  

この調査にあたっては、委員をはじめ関係官庁及び関係者の方々に格別のご指導

とご協力を賜った。ここに厚く御礼申し上げる次第である。  

 

平成 24 年 3 月  

社団法人  日本海難防止協会  
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第 1 編 調査の目的等 
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1.1 調査の目的 

わが国における沿岸海域及び主要港内水域においては、航行船舶が輻輳すると

ともに漁業操業が活発に行われていることから運航関係者及び漁業関係者相互

の安全確保並びに海域利用の理解向上が重要な課題となっている。  

昨年度は東京湾における漁船の操業状況等を整理した東京湾漁業操業情報図

を作成し、海運関係者等に広く周知した。本年度は東京湾における一般通航船舶

の運航状況等を整理した東京湾商船航行情報図を作成し、漁業関係者を中心に広

く周知することにより、海運・水産双方の安全な海域利用に貢献することを目的

とする。  

 

1.2 調査の内容 

（１）東京湾における代表的な一般通航船舶の運航状況、大型船の運動性能等につ

いて調査を行った。  

（２）調査結果を基に東京湾商船航行情報図を作成し、漁業関係者を中心に同情報

図を配布し、安全な海域利用の観点から見た東京湾における一般通航船舶の運

航状況等について周知した。  

 

1.3 調査の方法 

（１）海運・水産関係団体及び関係官庁で構成する「海運・水産関係団体連絡協議

会」を開催し、本年度事業計画を基に東京湾商船航行情報図の作成を行った。 

（２）海運・水産関係団体連絡協議会の運営を円滑に行うために、関係実務者及び

関係官庁で構成する「海運・水産関係団体打合会」を開催した。  

（３）開催回数  

海運・水産関係団体連絡協議会：1 回  

海運・水産関係団体打合会：3 回  

（４）委員構成  

海運・水産関係団体連絡協議会：学識経験者と、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海

における海運・水産関係者で構成する。  

海運・水産関係団体打合会：学識経験者と、東京湾における海運・水産関係

者で構成する。  

（５）調査期間  

平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日  
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第 2 編 海運・水産関係団体連絡協議会の経緯 
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2.1 委員構成 

（１）海運・水産関係団体連絡協議会  

【委員長】  

徳野  勤   防災特殊曳船株式会社顧問  

 

【委員】（順不同、敬称略）  

柴田  三喜男  千葉県漁業振興基金理事長  

三田  豊一   東京都内湾漁業環境整備協会理事長  

宮原  邦之   中央漁業操業安全協会理事長  

小山  新太郎  神奈川県漁業操業安全協会理事長  

永富  洋一   三重県漁業操業安全協会理事長  

小川  淨   愛知県水産業振興基金副理事長  

井上  仁   ひょうご豊かな海づくり協会理事長  

服部  郁弘   香川県水産振興協会会長  

奥野  雄二   岡山県水産振興協会理事長  

島根  亀夫   えひめ海づくり基金副理事長  

飯島  正宏   東京湾遊漁船業協同組合理事長  

長屋  信博   全国漁業協同組合連合会常務理事  

保坂  均   日本船主協会海務部長  

門田  恭政   日本船主協会海務幹事会幹事長  

長谷川  弘一  日本船長協会常務理事  

岡野  良成   日本水先人会連合会専務理事  

遠藤  雄三   日本旅客船協会労海務部長  

近  英男   全日本海員組合水産部長  

小比加  恒久  全国海運組合連合会会長  

齊藤  廣志   全国内航タンカ－海運組合海工務部長  

武田  誠一   東京海洋大学海洋科学部教授  

桑原  康記   東京湾海難防止協会理事長  

山﨑  嘉弘   伊勢湾海難防止協会専務理事  

世良  邦夫   神戸海難防止研究会専務理事  

橋本  工   瀬戸内海海上安全協会専務理事  
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【関係官庁】（順不同、敬称略）  

鈴木  弘二   海上保安庁交通部安全課長  

池田  晃康   海上保安庁交通部安全課航行指導室長  

尾崎  正宏   第三管区海上保安本部交通部長  

新井  ゆたか  水産庁漁政部企画課長  

 

【事務局】  

山内  徹   中央漁業操業安全協会専務理事  

渡部  典正   日本海難防止協会専務理事  

濱野  勇夫   日本海難防止協会常務理事  

山口  繁   日本海難防止協会主任研究員  

吉村  杏奈   日本海難防止協会研究員  

五本木  秀昭  内外地図株式会社専務取締役  

二瓶  恒夫   内外地図株式会社執行役員製作部長  

 

（２）海運・水産関係団体打合会  

【委員長】  

武田  誠一   東京海洋大学海洋科学部教授  

 

【委員】（順不同、敬称略）  

石橋  篤   東京海洋大学海洋工学部講師  

山内  徹   中央漁業操業安全協会専務理事  

大森  敏弘   全国漁業協同組合連合会漁政部長  

長谷川  保   神奈川県漁業操業安全協会総務指導部長  

樫田  恭二   千葉県漁業振興基金専務理事  

吉田  勝彦   東京都内湾漁業環境整備協会常務理事  

飯島  正宏   東京湾遊漁船業協同組合代表理事  

長谷川  弘一  日本船長協会常務理事  

門田  恭政   日本船主協会海務幹事会幹事長  

村上  幸夫   日本内航海運組合総連合会  

遠藤  雄三   日本旅客船協会労海務部長  

岡野  良成   日本水先人会連合会専務理事  

内山  弘孝   東京湾水先区水先人会海務担当理事  
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野田  則男   全日本海員組合水産部副部長  

中平  和俊   東京湾海難防止協会専務理事  

 

【関係官庁】（順不同、敬称略）  

冨田  英利   海上保安庁交通部安全課航行指導室課長補佐  

福木  俊朗   第三管区海上保安本部交通部安全課長  

武田  行生   水産庁漁政部企画課課長補佐  

 

【事務局】  

濱野  勇夫   日本海難防止協会常務理事  

松澤  亘   日本海難防止協会主任研究員  

山口  繁   日本海難防止協会主任研究員  

山口  優子   日本海難防止協会研究員  

原  大地   日本海洋科学主席研究員  

五本木  秀昭  内外地図株式会社専務取締役  

二瓶  恒夫   内外地図株式会社執行役員製作部長  

永村  恭介   内外地図株式会社営業部  
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2.2 検討概要 

2.2.1 委員会の経過 

（１）第 1 回  海運・水産関係団体打合会  

日時：平成 23 年 10 月 3 日（月）  14：00～15：00 

場所：海事センタービル 7 階  701・702 会議室  

議題：①平成 23 年度  事業計画について  

②情報図掲載内容について  

③情報図レイアウトについて  

④その他  

（２）第 2 回  海運・水産関係団体打合会  

日時：平成 24 年 2 月 1 日（水）  14：00～15：  

場所：海事センタービル 8 階  801・802 会議室  

議題：①第一回打合会議事概要案について  

②情報図掲載内容案について  

③情報図の形態について  

④その他  

（３）第 3 回  海運・水産関係団体打合会  

日時：平成 24 年 3 月 13 日（火）  14：00～15：00 

場所：海事センタービル 8 階  801・802 会議室  

議題：①第一回打合会議事概要案について  

②情報図（案）について  

③報告書（案）について  

④その他  

（４）海運・水産関係団体連絡協議会  

日時：平成 24 年 3 月 27 日（火）14：00～14：30 

場所：弘済会館 4 階「楓」  

議題：①東京湾商船航行情報図（案）について  

②平成 23 年度報告書（案）について  

③その他  
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2.2.2 検討概要 

3 回の海運・水産関係団体打合会および 1 回の海運・水産関係団体連絡協議会

における東京湾商船航行情報図の作成に係る検討経緯を以下に記す。  

（１）掲載内容の検討概要  

①第 1 回  海運・水産関係団体打合会  

事務局より情報図への掲載内容案として「船種毎の主な動静」、「主な錨泊

位置」、「操縦性能および視界制限」、「事故発生場所の分布」等（P.11 情報図

掲載項目案  参照）を提案し、主に下記内容について今後検討することとな

った。  

・パイロットステーションの掲載  

・一般通航船舶からの視界距離を漁船との距離感が明確にわかるように掲

載  

・海上保安庁にて提供している気象・海象情報の入手先の掲載  

・北航船と南航船の航行速度の違いの掲載  

②第 2 回  海運・水産関係団体打合会  

第 1 回海運・水産関係団体打合会での結果等を踏まえ、事務局より情報図

案（P.15 情報図案  参照）を提示した。同情報図案には各船種（コンテナ船、

LNG 船、自動車運搬船、フェリー等）の主な動静、主な錨泊位置、パイロッ

トステーション等を掲載し、主に下記内容について今後検討することとなっ

た。  

・VLCC を例とした巨大船の運動性能および視界距離の掲載  

・航走波に関する内容の削除  

・館山沖での錨泊船の掲載  

・パイロットステーションの掲載箇所  

・旅客船等の定期航路船をまとめて掲載  

・全体的な構成の見直し  

③第 3 回  海運・水産関係団体打合会  

第 2 回海運・水産関係団体打合会での結果等を踏まえ、事務局より情報図

案（P.33 情報図案  参照）を提示した。同情報図案には各船種（VLCC、LNG

船、自動車運搬船、コンテナ船、定期航路船、旅客船）の主な動静、大型船

の特徴（運動性能および視界距離）、パイロットステーション、沿岸域情報

提供システム（MICS）等について掲載し、主に下記内容について今後検討

することとなった。  
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・海難事故発生事例のわかりやすい記載  

・中ノ瀬航路における VLCC の航跡の掲載  

・大型船の特徴（視界距離）をインパクトがあるよう見やすく記載  

・コンテナ船の視界距離の掲載  

・全体的な文章の見直し、文字数の削減  

・全体的な構成の見直し  

④海運・水産関係団体連絡協議会  

3 回の海運・水産関係団体打合会を経て、事務局より情報図案（P.35 情報

図案  参照）を提示し、 終的に委員長一任で 終案として仕上げ、印刷・

配布することとなった。なお、 終案（完成版）は添付の東京湾商船航行情

報図のとおりである。  

 

（２）配布媒体の検討概要  

①第 1 回  海運・水産関係団体打合会  

事務局より、作成形態として耐水性のある用紙を用いた A2 サイズ以上の

ポスター形式、A4 サイズの冊子形式を例として提示し（P.13 情報図レイア

ウト案  参照）、主に下記内容について今後検討することとなった。  

・A2 サイズ以上の大きさとした場合、掲示場所、船内スペースが必要と

なる  

・実際に情報図を利用する漁業関係者等が利用しやすい形態（漁業関係者

へのヒアリング）  

②第 2 回  海運・水産関係団体打合会  

第 1 回海運・水産関係団体打合会での結果等を踏まえ、事務局より A2 サ

イズのポスターサイズを六つ折にしたポケットサイズ（事務局推奨）、A4 サ

イズの冊子形式の案を提示し、主に下記内容について今後検討することとな

った。  

・掲載内容・掲載スペースも考慮し、A4 サイズ冊子形状を再検討  

・A3 サイズ程度の下敷き版  

③第 3 回  海運・水産関係団体打合会  

第 2 回海運・水産関係団体打合会での結果、漁業関係者の意見等を踏まえ、

A4 サイズの冊子形状、A3 サイズの下敷き版は利用勝手、掲載内容がスペー

ス的に限られること等から見送ることとなり、A2 サイズの六つ折ポケット

サイズ版で検討することとなった。  
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④海運・水産関係団体連絡協議会  

A2 サイズの六つ折ポケットサイズ版を事務局より提示し、同ポケットサ

イズ版で作成することとなった。  

 

 

 

2.2.3 委員会配布資料 

3 回の海運・水産関係団体打合会および 1 回の海運・水産関係団体連絡協議会

における席上配布した主な委員会資料を以下に記す。  
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第 1回 海運・水産関係団体打合会 配布資料 

 

情報図掲載項目（案）  

 

 

 

①主な錨泊位置  

 

②船種毎の主な動静  

・タンカー、貨物船等の種類と、それぞれの主な入出港場所、航跡  

 

③操縦性能および視界制限  

 

④時間帯別の主な動静  

・時間帯・場所毎の混雑状況  

 

⑤高速ジェット船  

・大島等と行き来する高速ジェット船の航路等  

 

⑥工事船  

・現在、東京湾で行われている主な工事  

・工事船の主な入出港場所・動静  

 

⑦国際信号旗  

・国際信号旗の種類と意味  

 

⑧事故発生場所の分布  

・一般通航船舶と漁船の事故発生状況  

 

⑨航路と管制  

 

⑩定期航路  

 

⑪その他
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第 1回 海運・水産関係団体打合会 配布資料 

 

情報図レイアウト（案）  

 

 

【海運版のコンセプト】  

一般通航船舶、漁船が輻輳する東京湾の海運・水産双方の視点から安全を考える

事業の一環として、平成 22 年度に作成した商船向けの漁業操業情報図の後継とし

て、漁船向けの一般通航船舶情報図として作成する。  

海運・水産双方の実態を理解・周知させる目的から、漁業者向の種々の情報を配

置する。また、昨年度掲載した事故事例や航走波など共通するトピックもブラッシ

ュアップして再掲する。  

 

【配布対象】  

東京都、千葉県、神奈川県の各漁業協同組合、その他関係団体等  

 

 

【仕様（案）】  

 用 紙：漁船上での使用も考慮し耐水性や強度を重視  

Ａ案 地図用紙＋ラミネート  

        耐水性、耐油性、強度は十分。書き込みをする場合、鉛筆では書

けない。  

     Ｂ案 レインガード  

        ラミネート加工ほどではないが、ある程度の耐水性があり、乾い

た後も皺になりにくい。  

 

レインガード紙が水を弾く様子  

 

 サイズ例①：A1 … 情報量を考慮するとＡ１サイズを推奨。漁協の壁などへの
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第 1回 海運・水産関係団体打合会 配布資料 

掲示した際の見栄えも考慮。Ａ３では掲載情報量が少なすぎ、Ａ０

では紙面が大きく掲示するにも壁面を広くとってしまう。また、東

京湾全体図を示すには 低Ａ２サイズ以上が望ましい。そうすると、

東京港、千葉港などより詳細な解説を要する海域の拡大図を配置す

るにはＡ１サイズがベストと考えられる。  

サイズ例②：A4 冊子 … 昨年度の実績から A4 の冊子版とする  
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A2 ポケットサイズ形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A2 ポケットサイズ形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 2回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A4 冊子形状） 
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第 3回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A2 ポケットサイズ形状） 
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第 3回 海運・水産関係団体打合会 配布資料  情報図案（A2 ポケットサイズ形状） 
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海運・水産関係団体協議会 配布資料  情報図案（A2 ポケットサイズ形状） 
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海運・水産関係団体協議会 配布資料  情報図案（A2 ポケットサイズ形状） 
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2.3 議事概要 

海運・水産関係団体打合会および海運・水産関係団体連絡協議会の議事概要を

以下に記す。  
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平成 23 年度  

船舶交通と漁業操業に関する問題の調査事業  

海運・水産関係団体連絡協議会  

第 1 回 海運・水産関係団体打合会 議事概要  

 

１．日 時：平成 23 年 10 月 3 日（月） 14：00～15：00 

 

２．場 所：海事センタービル 7 階 701・702 会議室  

 

３．出席者：（順不同、敬称略）  

＜委員＞（12 名）  

武田 誠一、石橋 篤、山内 徹、樫田 恭二、飯島 正宏、長谷川 弘一、 

門田 恭政、村上 幸夫、遠藤 雄三、岡野 良成、内山 弘孝、中平 和俊  

 

＜関係官庁＞（3 名）  

冨田 英利、福木 俊朗、武田 行政（代理 三宅 洋一）  

 

＜事務局＞（7 名）  

濱野 勇夫、松澤 亘、山口 繁、原 大地、五本木 秀昭、二瓶 恒夫、  

永村 恭介、  

 

４．議事：  

（１）平成 23 年度 事業計画について  

（２）情報図掲載内容について  

（３）情報図レイアウトについて  

（４）その他  

 

５．配布資料：  

（１）議事次第、委員名簿、座席表、事業計画書（案）  

（２）情報図掲載項目（案）  

（３）情報図レイアウト（案）  
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６．開会等：  

①  第 1 回委員会の開催にあたり日本海難防止協会 濱野常務理事より挨拶が行

われた。  

②  委員の紹介が行われた後に、委員の互選により委員長に武田委員が選任され

た。  

 

７．議事概要：  

（１）平成 23 年度 事業計画について  

事務局より本年度事業計画（案）について説明を行い、確認のうえ了承され

た。  

 

（２）情報図掲載内容について  

事務局より情報図掲載項目（案）について説明を行い、次のとおり質疑応答

がなされた。  

①【岡野委員】水先人の乗下船位置は決められており、情報図にも示した方が

漁業関係者の方々にも理解いただけるのではないかと思う。  

○【内山委員】水先人の乗下船場所では船舶が変針等するため、乗下船位置を

掲載することは有効であると思う。また大型船が通航している常用通行帯

があり、こちらも掲載すると有効ではないかと思う。  

○【事務局（山口）】水先人の乗下船位置も掲載できるよう検討させていただ

く。  

 

②【武田委員長】資料に「④時間帯別の主な動静」とあるが、どのような資料

を基に情報図に反映させる予定であるか。  

○【事務局（山口）】これまでの調査等で、東京湾における時間帯毎の船舶動

静はある程度把握できており、このような調査結果を情報図に反映できれ

ばと思う。  

○【武田委員長】他の事業ではあるが、相模湾等の航行船舶の航跡を示した動

静実態を拝見したことがあるが、東京湾でも同様の調査を行うのか。  

○【事務局（山口）】この事業ではないが、過去に東京湾全域で AIS、レーダー

および目視観測による船舶の動静実態観測を行ったことがある。他の事業

のため簡単にデータを転用することはできないが、このような調査結果も

可能であれば用いたい。  
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○【武田委員長】漁業関係者側も感覚的に一般通航船舶の時間帯毎の動静はわ

かっているものと思うが、しっかりと記載することは非常に有効的である

と思う。また、一般通航船舶の主な種類ごとの動静を掲載することも有効

であると思う。  

○【事務局（山口）】昨年度の漁業関係者へのヒアリング調査でも、一般通航

船舶の種類によっては危険な状況を経験したという意見も聞いているので、

船種毎の動静の掲載についても検討したい。  

 

③【武田委員長】資料に「③操縦性能および視界制限」とあるが、どのような

内容を掲載するのが効果的であるか商船側の立場でのご意見をお願いした

い。  

○【飯島委員】遊漁船や漁船側から見た一般通航船舶との距離感と、一般通航

船舶側からの距離感とでは異なるように思う。このようなことを考慮の上、

遊漁船や漁船側の目安となるように一般通航船舶側からの視界距離を掲載

していただければ有効的であると思う。  

○【武田委員長】実際に東京湾にてあなご筒漁船に乗船したが、漁業関係者か

ら見た一般通航船舶との距離が実際の距離と大きく異なることがあった。

どのように掲載するか難しい面もあるが、しっかりと一般通航船舶との切

迫感が伝わるよう掲載を検討願いたい。  

○【事務局（山口）】さまざまな一般通航船舶の船種があり、はっきりとした

数値を記載するのは難しいところもあるが、うまく切迫感が伝わるよう掲

載を検討させていただく。  

 

④【岡野委員】海上保安庁にて東京湾の気象・海象データを活用できるよう公

開しており、漁業関係者の方々も既に利用していると思うが、その周知を

図るようアクセス先を掲載するのも有効的であると思う。  

○【武田委員長】海上保安庁にて公開している同データは非常に有効的なもの

であり、すでに漁業関係者側でも利用している方々もいるかとは思うが、

アクセス先を改めて掲載することも検討願いたい。  

 

⑤【武田委員長】東京から南下する一般通航船舶の速力が北航船よりも一般的

に速いように思うが、実際いかがであるかお教え願いたい。  

○【山内委員】南航船の方が確かに一般的に速いと思う。視界状態や操業漁船
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の有無に影響されるが、例えば東京から南下する 5 万トン級のコンテナ船

が横浜沖でエスコートボートが付くまで 16～17 ノット程度で航行してい

る。一方で北航船は中ノ瀬航路を出てから TTB まで距離も短く、速力を上

げる必要があまりない。北航船についてはこのように航路の構成等により

速度をあまり上げずに東京に入港している。  

○【武田委員長】このようなことも漁業関係者側にとっては有効な情報である

と思うので、掲載を検討していただきたい。  

 

（３）情報図レイアウトについて  

事務局より情報図レイアウトについて説明を行い、次のとおり質疑応答がな

された。  

①【武田委員長】例えば A2 サイズの一枚ものとしたときに、各漁業協同組合

によっては掲示するような場所の無いところもあるかと思うので、掲示物

として考えるには難しい面もあるかと思う。  

○【事務局（山口）】確かに一枚ものとして作成する場合、両面印刷の図とな

ろうかと思う。その場合掲示物となれば掲示場所に倍のスペースが必要と

なるので、今後どのような形式にするか検討させていただきたい。  

○【武田委員長】一枚ものとして小型の漁船やプレジャーボートに配布した場

合も船内のスペース的な問題があるかと思うので、次回打合会までにサン

プルをいくつか用意していただければと思う。  

○【事務局（山口）】次回打合会にはいくつかレイアウトのサンプルを用意さ

せていただき、ご議論いただければと思う。  

 

②【武田委員長】海上保安庁でもさまざまなリーフレットなどを作成されてい

ると思うが、使い道等を想定して作成しているものなのかお教え願いたい。 

○【関係官庁（冨田）】配布する対象先によって利用しやすいようにさまざま

な形式で作成している。本件での配布先が主に漁業関係者の方々というこ

とであれば、適した形式で作成すべきと思う。  

○【武田委員長】漁業関係者の方々にどのような形式が有効的であるか事前に

ヒアリング調査をした方が良いのではないかと思う。  

○【事務局（山口）】事前に漁業関係者の方々に意見を伺い、次回打合会にご

提示できればと思う。  
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（４）その他  

特になし。  

 

 

 

以上  
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平成 23 年度  

船舶交通と漁業操業に関する問題の調査事業  

海運・水産関係団体連絡協議会  

第 2 回 海運・水産関係団体打合会 議事概要  

 

１．日 時：平成 24 年 2 月 1 日（水） 14：00～15：00 

 

２．場 所：海事センタービル 8 階 801・802 会議室  

 

３．出席者：（順不同、敬称略）  

＜委員＞（14 名）  

武田 誠一、山内 徹、大森 敏弘（代理 待場 純）、樫田 恭二、吉田 勝

彦、  

飯島 正宏、長谷川 弘一、門田 恭政、村上 幸夫、遠藤 雄三、岡野 良

成、  

内山 弘孝、野田 則男（代理 近 英男）、中平 和俊  

 

＜関係官庁＞（3 名）  

冨田 英利、福木 俊朗（代理 東 武）、武田 行政  

 

＜事務局＞（7 名）  

濱野 勇夫、山口 繁、山口 優子、原 大地、五本木 秀昭、二瓶 恒夫、 

永村 恭介、  

 

４．議事：  

（１）第一回打合会議事概要案について  

（２）情報図掲載内容案について  

（３）情報図の形態について  

（４）その他  

 

５．配布資料：  

（１）議事次第、座席表、第一回打合会議事概要（案）  

（２）情報図案  
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６．議事概要：  

（１）第一回打合会議事概要案について  

「第一回委員会議事概要（案）」の承認がなされた（事前送付により確認済

み。読み上げ確認は省略。）  

 

（２）情報図掲載内容案について  

事務局より情報図掲載内容案について説明を行い、次のとおり質疑応答がな

された。  

①【武田委員長】一般通航船舶の死角や運動性能についても記載したほうがよ

い。死角に関しては、この事業で数年前に行った操船シミュレーションの

画像なども利用できるのではないか。運動性能では例えばクラッシュアス

ターンをかけてからの停船距離など記載すると有効ではないかと思う。ま

た各船種の主な入出港時間帯が記載してあるが、どの海域での時間帯であ

るかわかりにくいため、工夫した方が良い。  

○【門田委員】死角に関しては大型のコンテナ船や、モス型 LNG 船からの例

を示すのがよいかと思う。小型船から見る距離感と大型船から見る距離感

をわかりやすく掲載できれば有効的である。また、運動性能に関しては、

運動性能が一番低い VLCC を例に示すのがよいと思う。  

○【岡野委員】水先人会の Web 上にて公開している動画「The Pilot」の中で、

VLCC の運動性能について一例を示しているので参考にしていただきたい。 

○【内山委員】VLCC は喫水と水深の関係で航行できる海域が限られており、

このような情報も記載したほうがよい。  

○【事務局（山口）】一般通航船舶の死角や運動性能等について内容を検討し

記載させていただく。また時間帯についてもわかりやすいよう修正したい。 

 

②【樫田委員】航走波に関する文章の中で「操業中の漁船は自由に動くことが

できない」とあるが、目的を記載しているページに掲載されている漁船の

写真は自由に動けているよう見えるため、写真を差し替える等したほうが

よい。  

○【武田委員長】昨年度作成の情報図に引き続き今般情報図でも航走波につい

て掲載されているが、漁業関係者は熟知しているものと思え、あえて掲載

する必要はないのではないか。  



 

45 
 

○【事務局（山口）】昨年度の漁業関係者へのヒアリングにおいて航走波に関

する意見が多くあったため改めて記載したが、 終的に掲載するかどうか

検討させていただきたい。掲載するのであれば、写真についても差し替え

る等させていただく。  

 

③【樫田委員】主な錨泊船の位置図について、館山でも錨泊している船舶があ

り、館山についても記載した方がよいのではないか。  

○【事務局（山口）】館山について調べさせていただき、掲載を検討したい。  

 

④【武田委員長】海上保安庁が Web 上にて公開している気象海象等のアクセス

先（沿岸域情報提供システム）を記載した方がよい。  

○【事務局（山口）】掲載させていただく。  

 

⑤【門田委員】LNG 船の説明文に「船体の横に“LNG”とペイントされてい

る」とあるが、現在はセキュリティの観点からペイントされていない船が

主流となってきている。またパイロットボートのページにパイロットボー

トの写真が掲載されているが、浦賀ではタグボートが使われていることが

多く、タグボートの写真も掲載した方がよい。  

○【事務局（山口）】LNG のペイントに関する修文とタグボートの写真追加に

ついて対応させていただく。  

 

⑥【長谷川委員】パイロットステーションとブイがページによって掲載されて

いるところとされていないところがある。航跡等も含め全てを記載すると

見にくくなってしまうようにも思われる。  

○【武田委員長】図案を作成し、実際利用りようしていただく漁業関係者の意

見を伺ってはいかがか。  

○【事務局（山口）】そうさせていただく。  

 

（３）情報図の形態について  

事務局より情報図の形態について説明を行い、次のとおり質疑応答がなされ

た。  

①【武田委員長】操舵室の無い漁船も多く、折りたたんでポケットサイズとな

る形態の他に、A4 版の冊子形態も検討してはいかがか。  
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○【樫田委員】ポケットサイズだと紛失してしまうこともあるかと思う。水を

弾く A3 サイズの下敷き形状もよいのではないか。  

○【事務局（山口）】ポケットサイズも含め、一枚ものとなると掲載スペース

に制限がでてくるため、A4 版の冊子状もよいかもしれない。掲載内容や掲

載スペースも考慮のうえ形態案いくつか作成し、漁業関係者の意見も伺い

たいと思う。  

 

②【遠藤委員】旅客船などの定期航路船は一つにまとめてスペースを確保して

はいかがか。  

○【中平委員】日々東京湾で操業している漁業関係者にとって、改めて各船種

の説明文を記載する必要はないと思う。スペース的な問題があるのであれ

ば説明文を削除してもよいのではないか。  

○【武田委員長】各船種の解説文を長々と書いても小さくなり見にくい。解説

文ではなく各船種の特徴や注意喚起事項を簡潔に記載してはいかがか。  

○【大森委員（代理 待場）】漁業関係者へ意見照会する際に、掲載内容につ

いても意見を伺えばよいのではないか。  

○【事務局（山口）】スペース的な問題も含め掲載内容を再検討し、漁業関係

者の意見も踏まえて 終的な情報図としたい。  

 

③【武田委員長】海上保安庁でもいろいろなリーフレット等を作成しているか

と思うが、何か意見はあるか。  

○【関係官庁（冨田）】実際に利用される漁業関係者にとって見やすく使いや

すいものにしていただきたい。  

 

（４）その他  

特になし。  

 

 

 

以上  
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平成 23 年度  

船舶交通と漁業操業に関する問題の調査事業  

海運・水産関係団体連絡協議会  

第 3 回 海運・水産関係団体打合会 議事概要  

 

１．日 時：平成 24 年 3 月 13 日（火） 14：00～15：00 

 

２．場 所：海事センタービル 8 階 801・802 会議室  

 

３．出席者：（順不同、敬称略）  

＜委員＞（14 名）  

武田 誠一、石橋 篤、山内 徹、樫田 恭二、吉田 勝彦、  

飯島 正宏（代理 松沢 公太）、長谷川 弘一、門田 恭政、村上 幸夫、  

遠藤 雄三、岡野 良成、内山 弘孝、野田 則男、中平 和俊  

 

＜関係官庁＞（3 名）  

冨田 英利、福木 俊朗、武田 行政  

 

＜事務局＞（5 名）  

濱野 勇夫、山口 繁、原 大地、五本木 秀昭、永村 恭介、  

 

４．議事：  

（１）第二回打合会議事概要案について  

（２）情報図（案）について  

（３）報告書（案）について  

（４）その他  

 

５．配布資料：  

（１）議事次第、座席表、第二回打合会議事概要（案）  

（２）情報図案  

（３）報告書案  

（４）平成 24 年度事業計画（案）  
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６．議事概要：  

（１）第二回打合会議事概要案について  

「第一回委員会議事概要（案）」の承認がなされた（事前送付により確認済

み。読み上げ確認は省略。）  

 

（２）情報図（案）について  

事務局より情報図（案）について説明を行い、次のとおり質疑応答がなされ

た。  

①【武田委員長】運動性能の掲載箇所について、「・・・右 15 度旋回・・・」

とあるが、「・・・右 15 度に舵を取る・・・」等の標記にすべきである。

また、「11.99kts」とあるが、「約 12 ノット」と標記したほうがよい。  

○【事務局（山口）】修正させていただきたい。  

 

②【武田委員長】事故発生海域を示した図があるが、何年から何年までの発生

した事故であるか明記したほうがよい。  

○【村上委員】この図に航路を書けばどの辺りで事故が多いかわかりやすくな

るため、航路を記載してはいかがか。  

○【事務局（山口）】事故発生期間、航路について記載するよう検討させてい

ただきたい。  

 

③【武田委員長】捕捉資料に掲載項目例が挙げられているが、情報図案に記載

が無い項目もある。このような項目は掲載されるのか。また、同資料に「危

険物搭載中！十分意せよ！」との文言があるが、情報図案にある LNG 船の

注意喚起文には「何がどのようになったら、これくらい危険である」とい

った記載がなく、漁業関係者はこのようなことがわからないのではないか。 

○【事務局（山口）】情報図案に記載の無い項目に関しては、第一回、第二回

で議論いただいた結果、また漁業関係者へのヒアリング結果に基づき、情

報図案への掲載は割愛させていただいた。  

○【内山委員】例えば「LNG 船が爆発すると○○くらい危険である」といった

ように具体的な数値等で示すと、危険が非常に多い船舶であるというよう

な印象を与えかねないため、情報図案に記載されている注意喚起文程度で

よいのではないかと思う。  
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④【長谷川委員】バルクキャリアの情報掲載は行うのか。  

○【事務局（山口）】掲載する情報量、スペースの問題等から割愛させていた

だいた。  

 

⑤【内山委員】VLCC の死角については記載があるが、コンテナ船も前方 500m

～700m 程が死角となる旨、記載してはいかがか。  

○【事務局（山口）】記載するよう検討させていただきたい。  

 

⑥【門田委員】VLCC の注意喚起文に「・・・積載容量・・・」とあるが、「・・・

載貨重量・・・」としたほうがよい。  

○【事務局（山口）】修正させていただきたい。  

 

⑦【石橋委員】VLCC の航跡図では中ノ瀬航路を通っていないが、実際、中ノ

瀬航路を VLCC が通航することはあるのか。  

○【内山委員】現在、中ノ瀬航路は -23m に浚渫されている。積み荷や気象海

象条件にもよるが、喫水 20m までの VLCC であれば中ノ瀬航路を航行する

ことがある。  

○【事務局（山口）】そのようなことも掲載するよう検討させていただきたい。  

 

⑧【岡野委員】情報図の目的が記載されている個所にガット船等の写真を掲載

した理由はあるか。また、錨泊船とパイロットステーションの記載個所に

おいて、館山等の錨泊位置は正確であるか。さらに、ブイの凡例が「左げ

ん」「右げん」とあるが「標識」や「灯標」といった文言が抜けているので

はないか。水先人乗船義務のある対象船舶についても記載があるが、正確

な対象船舶については後程改めて調べさせていただく。  

○【事務局（山口）】ガット船等の記載が無いため、ここに写真を掲載したが、

目的箇所の構成も含め写真をどのように掲載するか検討させていただきた

い。館山沖等の錨泊船については改めて調べさせていただきたい。また、

ブイの凡例についても修正させていただきたい。  

 

⑨【武田委員長】旅客船の注意喚起文はジェットフォイルに限ったものではな

いか。また、ジェットフォイルが 2 月、3 月に館山に入港するよう記載さ

れているが、夏場も入港するのではないか。  
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○【事務局（山口）】注意喚起文はジェットフォイルに関するものであり、そ

の旨わかるよう修正させていただきたい。  

○【遠藤委員】ジェットフォイルは南房総の花のシーズンである 2 月、3 月の

み館山に入港する記憶があるが、改めて調べさせていただく。また、貨客

船について「小笠原航路：4 年間 60 便程度」とあるが、誤りではないか。

レストラン船については「1 日○便」と追記したほうがよいのではないか。  

○【事務局（山口）】1 年間の誤りである。修正させていただきたい。レストラ

ン船についても調べて記載するよう検討させていただきたい。  

 

⑩【中平委員】東京湾を航行する商船についての文章中で「東京湾の港湾で・・・

約 5 割に電力を供給しています。」とあるが、非常にわかり難い文章であり、

修文の必要があるのではないか。  

○【岡野委員】その他にもわかり難い記載がいくつかあり、各委員においては

後日でも気づいた個所があれば事務局に連絡するようにしてはいかがか。  

○【武田委員長】事務局でも改めて内容を精査していただき、各委員の方々も

気づいた点があれば、事務局にご連絡いただきたい。  

 

⑪【岡野委員】大型船の運動性能が記載されている個所に対して、大型船の死

角に関して記載されている個所の見た目のインパクトが小さいように思う。

もう少し工夫されてはいかがか。  

○【吉田委員】死角に関する図の中で②図は漁船から見た大型船であり、あえ

て記載する必要もないのではないか。また全体的に文字が多く読み難いた

め、文字を減らすよう再整理したほうがよいのではないか。  

○【武田委員長】時間が許す限り、全体的な内容構成を事務局で再検討ていた

だき、よい情報図に仕上げていただきたい。  

 

（３）報告書（案）について  

事務局より報告書（案）について説明を行い、次のとおり質疑応答がなされ

た。  

①【武田委員長】これまでの会議の経緯として議事概要を掲載するのも重要で

あるが、どういったことが議論されて 終的な情報図となっていったか、

経緯を取り纏めた要約のようなものを記載いただきたい。  

○【事務局（山口）】そのようにさせていただきたい。  
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（４）その他  

事務局より来年度事業計画案について説明を行い、次のとおり質疑応答がな

された。  

①【村上委員】ClassB の AIS ではどの程度の情報を打ち込めるのか。また、

AIS の航跡を追跡・記録しているような業者もあるが、このようなこのとも

できるのか。  

○【事務局（山口）】手元に詳細な資料がないため正確な情報量はこの場では

わからないが、大型船等が搭載している AIS よりは少なかったと記憶して

いる。航跡については、他の機関の協力も得ながら記録させていただき、

この事業の場でご提示させていただければと思っている。ClassB の場合、

60 秒に 1 回しか AIS 信号を発しないため、60 秒前の漁船の航跡を示して

いる場合も考えられ、このようなこともご提示しながら各委員皆様のご意

見を伺えればと考えている。  

○【村上委員】漁船がどのような状況にいるのかが他の船舶にわかれば安全な

海域利用に有効的であると思う。  

○【武田委員長】20 ノット程で航行している速い漁船もあり、60 秒前と考え

ると約 700m の差があることになる。このようなことを考えると疑問のあ

る点もあるが、このようなことも含め、来年度事業を実施していく中で AIS

を漁船に搭載して何ができて何ができないのか、見出していければと思う。 

 

 

 

以上  
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平成 23 年度  

船舶交通と漁業操業に関する問題の調査事業  

海運・水産関係団体連絡協議会  

議事概要  

 

１．日 時：平成 24 年 3 月 27 日（火） 14：00～14：30 

 

２．場 所：弘済会館 「楓」  

 

３．出席者：（順不同、敬称略）  

＜委員＞（16 名）  

徳野勤、柴田三喜男（代理、樫田恭二）、宮原邦之、島根亀夫（代理、前田健

二）、  

飯島正宏、保坂均、門田恭政、長谷川弘一（代理、山本丈司）、岡野良成、遠

藤 雄三、  

近英男、小比加恒久、齋藤廣志、桑原康記、山﨑嘉弘、橋本工  

 

＜関係官庁＞（2 名）  

池田晃康、尾崎正宏  

 

＜事務局＞（6 名）  

渡部正典、濱野勇夫、山口繁、吉村杏奈、五本木秀昭、二瓶恒夫  

 

４．議事：  

（１）東京湾商船航行情報図（案）について  

（２）平成 23 年度報告書（案）について  

（３）その他  

 

５．配布資料：  

（１）議事次第、座席表、委員名簿  

（２）東京湾商船航行情報図（案）  

（３）平成 23 年度報告書（案）（目次のみ）  

（４）平成 24 年度事業計画（案）  
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（５）第一回・第二回・第三回海運・水産関係団体打合会議事概要  

 

開会等：  

①  委員の紹介が行われた後に、委員の互選により委員長に徳野委員が選任され、

徳野委員長より挨拶が行われた。  

②  事務局により配付資料の確認が行われた。  

 

７．議事概要：  

（１）東京湾商船航行情報図（案）について  

事務局より東京湾商船航行情報図（案）について説明を行い、特段の意見無

く委員長一任で作成されることで承認された。  

 

（２）平成 23 年度報告書（案）について  

事務局より平成 23 年度報告書（案）について説明を行い、特段の意見無く

委員長一任で作成されることで承認された。  

 

（３）その他  

事務局より平成 24 年度事業計画（案）について説明を行い、次のとおり質

疑応答がなされた。  

○【長谷川委員（代理 山本）】予定表の年数に誤記があるので修正いただ

きたい。  

○【事務局（山口）】修正させていただく。  

 

○【宮原委員】小型漁船に簡易型 AIS を搭載して実験をするということであ

れば、実験現場を委員の方々にも見学していただいてはいかがか。  

○【事務局（山口）】来年度の事業であるため、まだ詳細な実験スケジュー

ル等は作成していないが、機会を作れれば委員の方々にも見学していた

だきたい。また、計測する AIS データは記録する予定であり、打合会や

協議会の場でも記録データより実験の際の漁船の動静などを提示できれ

ばと思っている。  

○【徳野委員長】委員の方々も見学できるよう検討いただきたい。  
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８．閉会  

閉会にあたり、日本海難防止協会専務理事渡部より挨拶が行われた。  

 

以上  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社団法人 日本海難防止協会 

 

〒105-0001 

東京都港区虎ノ門 1-1-3 

磯村ビル 6 階 

TEL：03-3502-2231 

FAX：03-3502-6136 
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