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第１章 調査・検討の概要 

１ 調査目的 

「日、中、韓、露等の人、もの、情報が交流する関西経済圏の日本海側ゲートウェイ」

の実現及び国際フェリー、国際ＲＯＲＯ船、国際海上コンテナ、外航クルーズ機能を対

象とした、日本海側拠点港の選定に伴う舞鶴港の港湾計画改訂に係る水域施設・係留施

設等の各計画に対する安全性を調査し、必要な対策について検討して、船舶交通の安全

確保に資することを目的とした。 

２ 委員会構成 

委員会の構成は次のとおりとし、安全性の評価に係る資料の整理検討を行うための作

業部会を置いた。 

委員会の構成          (順不同・敬称略) 

「委 員」  

  (委員長)寺本 定美 海上保安大学校 名誉教授 

  日當 博喜 海上保安大学校 副校長(海上安全学講座 教授) 

  渡邊 泰輔 一般社団法人日本船長協会 常務理事 

  河地 俊行 舞鶴水先区水先人会 会長 

  松下 貞久 飯野港運株式会社 参与 

  久保  勝 舞鶴倉庫株式会社 取締役舞鶴事業部長 

  沖野  智 日本通運株式会社舞鶴海運支店 支店長 

  
原  正朗 ジャパンマリンユナイテッド株式会社(旧ユニバーサル造船㈱) 

舞鶴事業所 ドックマスター  

  
杉﨑 良男 新日本海フェリー株式会社 舞鶴支店 

取締役運航管理担当 運航管理者 

 藤本 啓史 関西電力株式会社舞鶴発電所 計画課長 

 鍵本 房男 舞鶴曳船株式会社 代表取締役 

  倉   勉 京都府漁業協同組合連合会 代表理事専務 

  山田 悦子 京都府小型船安全協会 事務局長 

「関係官公庁」  

  第八管区海上保安本部交通部 

  舞鶴海上保安部 

  近畿地方整備局舞鶴港湾事務所 

  舞鶴海洋気象台 

  海上自衛隊舞鶴地方総監部 

  舞鶴市産業振興部 みなと振興・国際交流課 
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３ 調査内容 

3.1  舞鶴港の現況等 

港湾施設等の現況及び気象・海象等の航行環境について調査整理した。 

(1) 舞鶴港の現況 

(2) 航行環境 

3.2 港湾計画改訂の安全性 

(1) 計画施設の技術基準との照査 

(2) 港湾計画改訂に係る航行影響 

3.3  航行安全対策 

(1) 計画に係る対策 

① 第２埠頭３号岸壁関係 

② 舞鶴国際埠頭関係 

③ 北吸地区関係 

④ 前島地区３号岸壁関係 

⑤ 平地区関係 

⑥ その他 

(2) 工事・作業に係る対策 
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４ 委員会の開催状況 

委員会は以下のとおり開催した。 

(1) 第１回委員会 

開催日時：平成 24 年 10 月 15 日(月)13:30～16:40 

開催場所：舞鶴市(舞鶴グランドホテル) 

議  題：① 舞鶴港港湾計画改訂の概要について 

② 大型クルーズ客船入港計画について 

③ 調査・検討の計画について 
④ 舞鶴港の現状について 

⑤ 航行環境（気象・海象、海域等）について 

⑥ 操船シミュレーション方案について 

⑦ 係留の安全性検討方法について 

(2) 第２回委員会 

開催日時：平成 24 年 12 月 27 日(木)13:30～17:00 

開催場所：舞鶴市(西駅交流センターホール) 

議  題：① 第１回委員会後の対応について 

② 港湾計画の安全性について 

③ 港湾計画に係る航行安全対策案について 

④ 操船シミュレーションに係る基本性能検討結果について 

５ 調査結果 

舞鶴港港湾計画改訂資料を基に港湾計画改訂に係る安全性について、調査・検討し安

全対策を取り纏めた。 

その概要は次のとおりであり、第５章から第６章に詳細を記載する。 

なお、本報告書に詳述した諸安全対策は、その基本的事項を示したものであり、港湾

計画整備及び供用にあたっては、関係者間で十分協議を行い、具体的対策を定めて安全

確保に万全を期す必要がある。 

イ 第２埠頭３号岸壁に係る船まわしのための泊地については、対象船舶の特

殊性及び操船時の風浪による圧流影響が大きいことが予想されることを考慮

すると、技術基準を満足しない計画の直径 450ｍの回頭水域では十分とはい

えない。 

第２埠頭３号岸壁に近い水域において、水深 10ｍ以上の泊地を計画し、

対象船舶の全長の２倍を直径とする円（直径 577ｍ）の水域を確保する必要

がある。 
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ロ 平地区計画岸壁南側前面海域に舞鶴港長曽根浮標が存在しており、供用に

あたっての浮標の夜標化及び配置等について検討を要する。 

ハ 港湾計画の整備に係る工事・作業にあたっては、船舶交通に及ぼす影響を

極小化した具体的工事・作業計画を策定のうえ、船舶交通に及ぼす影響を検

討し、必要な航行安全対策を策定して船舶交通の安全を確保する必要がある。 

 



  

第２章から第５章省略 
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第６章 港湾計画の航行安全対策 

概ね平成 30 年代半ばを目標年次に改訂する今次の港湾計画は、航行安全に係る検討の

結果、以下の対策を講ずることにより支障ないものといえる。 

１ 計画に係る対策  

1.1 第２埠頭３号岸壁関係 

1.1.1 泊地の拡張 

第２埠頭３号岸壁に係る船まわしのための泊地については、対象船舶の特殊性及

び操船時の風浪による圧流影響が大きいことが予想されることを考慮すると、技術

基準を満足しない計画の直径 450ｍの回頭水域では十分とはいえない。 

第２埠頭３号岸壁に近い水域において、水深 10ｍ以上の泊地を計画し、対象船舶

の全長の２倍を直径とする円（直径 577ｍ）の水域を確保する必要がある。 

なお、対象船舶の着離岸においては、曳船を利用することを条件とすること。 

1.1.2 着離岸の時間調整 

計画の第２埠頭３号岸壁に係る回頭水域は、喜多埠頭前面に計画されることから、

付近岸壁着離岸船舶との着離岸時の競合を回避する必要がある。 

港湾管理者、港湾利用者が協議・調整して、着離岸船舶の時間調整を図るための

体制を構築する必要がある。 

1.1.3 入出港基準の策定 

対象船舶について、入出港船舶の安全を確保するため、対象船型の諸元、操縦性

能、港湾施設の状況を調査・検討のうえ、水先人及び海事関係者の意見を考慮して、

入出港に係る気象条件等の基準を策定する必要がある。 

1.1.4 防舷材の性能確認 

防舷材については、対象船舶が総トン数 100,000 トンを超える船舶であることを

考慮すると、10 ㎝/sec の接岸速度での運用に対応できることが望ましい。 

なお、経年劣化等も考慮に入れて防舷材の性能を確認し、利用船舶の諸元を基に、

接岸エネルギーを算定のうえ、安全な接岸速度基準を設定する必要がある。 

1.1.5 係船柱の性能確認 

係船柱等については、対象船舶の利用形態及び係船索の位置を勘案し、係留の安

全性を検討のうえ適切に配置することが望ましい。 
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なお、利用船舶の諸元を基に安全に係留できる限界気象条件等を検討のうえ、係

留の限界風速基準を設ける必要がある。 

1.2 舞鶴国際埠頭関係 

新規計画３号岸壁側泊地については、対象船舶 DWT30,000 トンとして計画される

が、技術基準を満足し、特に必要とする対策を認めない。 

なお、第２埠頭から第４埠頭のゾーン再編による１号岸壁及び２号岸壁へのコン

テナ船の入出港については、西港地区港奥の入出港船舶との間において、必要に応

じ操船に係る時間調整を図り、着離岸時の競合を回避する必要がある。 

1.3 北吸地区関係 

海上自衛隊管理の岸壁の一部増深及び係船浮標４基の移設については、特に必要と

する対策を認めない。 

1.4 前島地区３号岸壁関係 

計画の前島埠頭３号岸壁に係る船まわしのための泊地は、既存２号岸壁に係る泊地

と同じ水域であり、同２号岸壁着離岸フェリーとの着離岸時の競合を回避する必要が

ある。 

港湾管理者、港湾利用者が協議・調整して、着離岸船舶の時間調整を図るための体

制を構築する必要がある。 

1.5 平地区関係 

計画岸壁南側前面海域に舞鶴港長曽根浮標が存在しており、供用にあたっては、浮

標の夜標化及び配置等について検討する必要がある。 

1.6 その他 

今次の港湾計画改訂の目標年次の入港船舶については、日平均 10 隻程度であり、舞

鶴港内の交通流は大きく変化する要素は無いものと考えられるが、計画の進捗と交通

流に留意して、航行環境の変化に応じ航路標識の見直しの必要性などについても検討

する必要がある。 

２ 工事・作業に係る対策 

港湾計画に伴い、岸壁築造､改修、道路、橋梁等の施工に係る海上工事・作業が実施さ

れることとなるが、港内船舶交通に影響を及ぼすことが考えられる｡ 

これら工事・作業にあたっては、船舶交通に及ぼす影響を極小化した具体的工事・作

業計画を策定のうえ、船舶交通に及ぼす影響を検討し、必要な航行安全対策を策定して

航行の安全を確保する必要がある。 



  

委員会の開催状況及び議事の概要省略 
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