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第１章 調査・検討の概要 

1.1 調査・検討の目的 

本調査は、中浦水門撤去工事に伴い、現場付近を航行する船舶に及ぼす影響を調査

し、当該工事と船舶航行の相互の安全を確保するために必要な安全対策について、調

査検討することを目的とした。 

1.2 調査・検討の方法等 

1.2.1 調査の期間 

平成 18 年度(平成 18 年５月１日～平成 19 年３月 20 日) 

1.2.2 専門委員会の設置および運営 

調査・検討を行い、その結果を取りまとめるため、船舶の航行安全に関して専門

的な知見を有する学識経験者および当該工事区域付近を航行する船舶の管理、運航

を行う主な利用者や船舶関係者を委員とし、当該工事区域付近を管理・管轄する関

係機関から構成する「中浦水門撤去に伴う船舶航行安全対策調査専門委員会」を平

成 17 年度に引き続き設置し、社団法人日本海海難防止協会が事務局としてこれを

運営した。 

1.2.3 専門委員会の構成 

                         （順不同、〇印後任、敬称略） 

 委 員  寺本 定美 海上保安学校 名誉教授 

      山﨑 龍生 社団法人 日本船長協会 副会長 

      前川  勝 境水先区水先人会 会長 

    〇 坂口 恒久   〃       〃 

景山 一夫 鳥取県漁業協同組合 代表理事副組合長・境港支所長 

      築谷 允行 漁業協同組合ＪＦしまね 常務理事 

      武良 賢治 米子市漁業協同組合 代表理事組合長 

      松本 利亮 中海漁業協同組合 代表理事組合長 

      松本  定 境港海陸運送株式会社 海運事業部副部長(兼)外港事業所長 

      森脇 明美 麻生ﾗﾌｧｰｼﾞｭｾﾒﾝﾄ株式会社 松江ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ 所長 

      渡邉  洋 日立金属株式会社 安来工場 資材課長 

    〇 増田 久己    〃      〃    〃 

福島 邦光 島根県海事振興協会 会長 

      中嶋  勝 山陰中部地区小型船安全協会 常任理事 
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 関係官公庁 

      第八管区海上保安本部 

      境海上保安部 

      中国地方整備局 境港湾・空港整備事務所 

      鳥取県 県土整備部 空港港湾課 

      鳥取県 境港水産事務所 

      島根県 土 木 部 港湾空港課 

      島根県 農林水産部 農地整備課 

      境港管理組合 境港管理委員会事務局 

1.2.4 調査・検討の方法 

中浦水門撤去工事計画を基に中浦水門付近の現状調査、船舶通航実態調査、レー

ダー映像調査および既往資料の収集・分析して資料を作成し、専門委員会において

検討を行った結果を報告書に取りまとめた。 

1.3 調査・検討の内容 

調査の内容は以下のとおりとする。 

・ 調査検討の概要 

・ 平成 18 年度中浦水門撤去工事計画の検討 

・ 平成 18 年度工事に関する検証(船舶航行実態調査、航行船舶のレーダー映像

調・査、船舶航行安全対策室の業務状況の整理) 

・ 平成 19～20 年度以降の工事中の船舶航行安全対策(工事概要、船舶航行安全

の検討、船舶航行安全対策) 

・ 今後の検討課題 

 

1.4 調査・検討の経過 

① 作業部会 

日 時：平成 18 年８月 25 日(金) 09:30～11:30 

場 所：境港市 中浦水門船舶航行安全対策室 

議 題：(1) 船舶航行実態調査の結果について 

(2) レーダー映像調査の結果について 
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② 第１回専門委員会 

日 時：平成 18 年９月８日(金) 09:30～11:40 

場 所：米子市 米子ワシントンホテルプラザ 

議 題：(1) 平成 18 年度工事に関する調査について 

船舶通航実態調査の結果 

レーダー映像調査の結果 

(2) 船舶航行安全対策室業務等について 

(3) 平成 18 年度工事の実施状況および第Ⅱ期工事計画 

(4) 平成 18 年度工事の安全対策 

 

出席者：省略 
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③ 第２回専門委員会 

日 時：平成 19 年３月８日(木) 13:30～15:40 

場 所：米子市 米子ワシントンホテルプラザ 

議 題：(1) 第１回委員会質疑応答 

    (2) 船舶航行安全対策室の業務等 

    (3) 平成 19～20 年度の工事計画の概要 

    (4) 平成 19～20 年度の工事中の船舶航行安全対策 

    (5) 今後の検討課題 

出席者：省略 
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1.5 調査・検討の結果 

  平成 18 年度は、計２回の専門委員会を開催した。第１回専門委員会においては、平成

18 年度工事に関する調査(船舶通航実態調査の結果、レーダー映像調査の結果)、船舶航

行安全対策室の業務等、平成 18 年度工事の実施状況および第Ⅱ期工事計画、平成 18 年

度工事の安全対策について、また、第２回専門委員会においては、船舶航行安全対策室

の業務等、平成 19～20 年度の工事計画の概要、平成 19～20 年度の工事中の船舶航行安

全対策、今後の検討課題等について同専門委員会に諮り、原案どおり了承された。これ

ら審議・検討の成果を取りまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 



  

第２章から第７章、【議事概要】、【参考資料】、【巻末資料】省略 
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