
事業年度 事   業   名 委員長 (所属等）

令和３年
日本海主要港湾における錨泊船舶の安全対策に関する調査研究(富山湾、飯田湾及び金沢港周辺
海域)

日當博喜 海保大

令和２年
日本海主要港湾における錨泊船舶の安全対策に関する調査研究(新潟港、佐渡島及び直江津港周
辺海域)

日當博喜 海保大

令和元年 日本海西部海域における簡易型ＡＩＳ普及に調査研究(福井県・京都府及び兵庫県地区) 日當博喜 海保大

平成30年 日本海北部海域における簡易型ＡＩＳ普及に調査研究(秋田県・山形県地区) 日當博喜 海保大

平成29年 日本海中部海域における簡易型ＡＩＳ普及に調査研究(富山県・石川県地区) 日當博喜 海保大

平成28年 日本海北部海域における小型船舶の安全対策に関する調査研究(青森県地区) 日當博喜 海保大

平成27年 日本海北部海域における小型船舶の安全対策に関する調査研究(秋田県・山形県地区) 日當博喜 海保大

平成26年 日本海中部海域における小型船舶の安全対策に関する調査研究(新潟県地区) 日當博喜 海保大

平成25年 日本海中部海域における小型船舶の安全対策に関する調査研究(富山県・石川県地区) 山崎祐介 富山商船高専

平成24年 日本海西部海域における小型船舶の安全対策に関する調査研究(若狭湾付近・山陰東部地区) 寺本定美 海保大

平成23年 日本海西部海域における小型船舶の安全対策に関する調査研究（山陰西部地区） 寺本定美 海保大

平成22年 日本海西部主要港湾における錨泊船舶の安全対策に関する調査研究（鳥取、島根県地区) 寺本定美 海保大

平成21年 日本海西部主要港湾における錨泊船舶の安全対策に関する調査研究（京都府、兵庫県) 寺本定美 海保大

平成20年 日本海西部主要港湾における錨泊船舶の安全対策に関する調査研究（福井県地区） 寺本定美 海保大

平成19年
日本海西部海域における地震・津波発生時の船舶の安全対策に関する調査研究（島根、鳥取県地
区)

寺本定美 海保大

平成18年 日本海北部海域主要港湾の荒天避泊時における安全対策に関する調査研究（青森県地区) 池田英治 海保大

平成18年 日本海西部海域における地震・津波発生時の船舶の安全対策に関する調査研究 寺本定美 海保大

平成17年 西郷港における船舶交通の安全対策に関する調査研究 寺本定美 海保大

平成17年 日本海北部主要港湾の荒天避泊時における安全対策に関する調査研究（秋田・山形県） 池田英治 海保大

平成16年 金沢港における船舶交通の安全対策に関する調査研究 山崎祐介 富山商船高専

平成16年 福井港における船舶交通の安全対策に関する調査研究 寺本定美 海保大

平成16年 日本海北部海域における小型船舶の安全対策に関する調査研究（青森県地区） 池田英治 海保大

平成15年 鳥取港における船舶交通の安全対策に関する調査研究 寺本定美 海保大

平成15年 日本海北部海域における小型船舶の安全対策に関する調査研究（秋田県地区） 池田英治 海保大

平成14年 宮津港における船舶交通の安全対策に関する調査研究 寺本定美 海保大

平成14年～
平成15年

日本海北部海域における小型船舶の安全対策に関する調査研究（山形県） 池田英治 海保大

平成14年～
平成15年

日本海中部海域における小型船舶の安全対策に関する調査研究 山崎祐介 富山商船高専

平成13年 敦賀港における船舶交通の安全対策に関する調査研究 寺本定美 海保大

平成12年 舞鶴港における船舶交通の安全対策に関する調査研究 寺本定美 海保大
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平成12年～
平成13年

日本海北部海域における外国船の状況等に関する調査研究(青森、秋田、山形県) 池田英治 海保大

平成12年～
平成13年

日本海中部海域における避泊地及び錨泊方法等に関する調査研究(石川、富山、新潟県) 山崎祐介 富山商船高専

平成11年 境港港における船舶交通の安全対策に関する調査研究 寺本定美 海保大

平成10年 両津湾等における船舶交通の安全対策関する調査研究 山崎祐介 富山商船高専

平成10年 浜田港における船舶交通の安全対策に関する調査研究 寺本定美 海保大

平成10年～
平成11年

日本海北部海域における気象・海象に起因する船舶海難の防止に関する調査研究（青森、秋田、
山形県)

池田英治 海保大

平成10年～
平成11年

日本海中部海域における外国船の状況等に関する調査研究
(新潟、富山、石川県地区)

山崎祐介 富山商船高専

平成9年 日本海西部海域(若狭湾)における船舶交通の安全対策に関する調査研究 寺本定美 海保大

平成8年～
平成9年

日本海中部海域主要港湾における錨泊船舶の安全対策に関する調査研究 山崎祐介 富山商船高専

平成8年～
平成9年

日本海北部海域における津波発生時の港湾在泊船舶の安全対策に関する調査研究 岩井　聰 東京商船大

平成8年～
平成9年

日本海中部海域における津波発生時の港湾在泊船舶の安全対策に関する調査研究 岩井　聰 東京商船大

平成7年～
平成8年

日本海西部海域における外国船の状況等に関する調査研究 寺本定美 海保大

平成6年 日本海中部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(伏木富山港) 山崎祐介 富山商船高専

平成6年～
平成7年

日本海北部海域における小型船(プレジャーボート、漁船等)の安全対策に関する調査研究 池田英治 海保大

平成6年～
平成7年

日本海中部海域における小型船(プレジャーボート、漁船等)の安全対策に関する調査研究 吉田清三 富山商船高専

平成6年～
平成7年

佐渡海峡における船舶交通安全対策に関する調査研究 池田英治 海保大

平成5年 日本海中部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(新潟西港) 池田英治 海保大

平成5年 日本海中部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(伏木港) 山崎祐介 富山商船高専

平成5年 日本海中部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(七尾港) 吉田清三 富山商船高専

平成5年～
平成6年

隠岐海峡における船舶交通安全対策に関する調査研究 寺本定美 海保大

平成4年 日本海中部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(新潟東港) 池田英治 海保大

平成4年 日本海中部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(金沢港) 吉田清三 富山商船高専

平成4年～
平成5年

日本海北部海域の気象・海象に起因する海難防止対策に関する調査研究
（青森、秋田、山形県の各港)

池田英治 海保大

平成3年 MASTERS GUIDE TO SAFE NAVIGATION IN THE COASTAL WATERS OF THE JAPAN SEA　（VoⅠ） 齋藤正明 日海防

平成3年 日本海北部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(酒田港) 池田英治 海保大

平成3年 日本海中部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(直江津港) 池田英治 海保大

平成3年～
平成4年

富山県周辺海域における海洋レジャーの進展に伴う大型船の安全対策に関する調査研究 吉田清三 富山商船高専

平成3年～
平成4年

日本海西部海域における小型船(プレジャーボート、漁船等)の安全対策に関する調査研究（福
井、京都、兵庫、鳥取、島根県)

佐々木茂人海保大

平成2年 MASTERS GUIDE TO SAFE NAVIGATION IN THE COASTAL WATERS OF THE JAPAN SEA　（VoⅢ） 齋藤正明 日海防
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平成2年 日本海西部海域における適正泊地と避難錨泊方法に関する調査研究(福井県、京都府、兵庫県) 佐々木茂人海保大

平成2年 日本海北部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(青森港) 池田英治 海保大

平成元年 MASTERS GUIDE TO SAFE NAVIGATION IN THE COASTAL WATERS OF THE JAPAN SEA　（VoⅡ） 齋藤正明 日海防

平成元年 日本海北部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(秋田船川港） 池田英治 海保大

平成元年 日本海北部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(能代港） 池田英治 海保大

平成元年～
平成2年

小型船舶の海難防止に関する調査研究(新潟県周辺海域) 岩井　聰 東京商船大

平成元年～
平成2年

日本海西部海域における適正泊地と避難錨泊方法に関する調査研究
(鳥取、島根県)

佐々木茂人海保大

平成元年～
平成2年

能登半島北西岸海域の気象・海象に起因する海難防止対策に関する調査 吉田清三 富山商船高専

昭和63年 MASTERS GUIDE TO SAFE NAVIGATION IN THE COASTAL WATERS OF THE JAPAN SEA　VoⅠ 齋藤正明 日海防

昭和63年 日本海西部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(福井港) 池田英治 海保大

昭和63年 日本海西部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(内浦港) 池田英治 海保大

昭和62年 日本海西部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(浜田港) 日下明男 海保大

昭和62年 日本海西部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(境港) 日下明男 海保大

昭和62年～
昭和63年

小型船舶の海難防止に関する調査研究(青森、秋田、山形県地区) 佐々木幸康東京水産大

昭和62年～
昭和63年

新潟県周辺海域における津波対策に関する調査研究 前田至則 新潟大学

昭和62年～
昭和63年

富山湾及び能登周辺海域における小型船舶の海難防止に関する調査研究 吉田清三 富山商船高専

昭和61年 日本海西部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(舞鶴港) 日下明男 海保大

昭和61年 日本海西部主要港湾における船舶交通安全対策に関する調査研究(敦賀港) 日下明男 海保大

昭和61年～
昭和62年

日本海沿岸主要港湾に入出港する外国船の安全対策に関する調査研究(中部海域) 齋藤正明 日海防

昭和60年
日本海沿岸主要港湾の港外待機船錨泊船の荒天時における安全対策に関する調査研究(金沢港、
直江津港、新潟港)

豊田清治 東京商船大

昭和60年 小型船舶の海難防止対策に関する調査研究(日本海西部海域) 日下明男 海保大

昭和60年～
昭和61年

日本海中部地震の津波による海難の調査研究（青森、秋田、山形県地区) 塩原礼次郎日海防

昭和60年～
昭和61年

富山湾の特異波浪(寄り回り波等)による海難の調査研究　(その1、その2) 吉田清三 富山商船高専

昭和59年
日本海沿岸主要港湾の港外待機船錨泊船の荒天時における安全対策に関する調査研究(秋田船川
港、酒田港)

豊田清治 東京商船大

昭和59年～
昭和60年

富山湾及び周辺海域における最適海上交通安全システムに関する調査研究
(若狭湾諸港及び境、浜田港)

吉田清三 富山商船高専

昭和59年～
昭和60年

日本海の気象・海象特性に起因する海難防止対策に関する調査研究 前田文郎 神戸商船大

昭和59年～
昭和61年

新潟港及び周辺海域における最適海上交通安全システムに関する調査研究 豊田清治 東京商船大
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