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第１章 調査・検討の概要 

１ 目 的 

新潟港港湾計画改訂に伴う施設計画に係る航行の安全性を調査し、必要な航行安全対

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 委員会の構成 

委員会の構成は、以下の通り。 

委員会の構成 
(順不同・敬称略) 

「委 員」 

（委員長) 大津 皓平 東京海洋大学 名誉教授 

池田 英治 海上保安大学校 名誉教授 

久古 弘幸 一般社団法人日本船長協会 副会長 

西村 陽造 新潟水先区水先人会 会長 

武石 実徳 新潟港船舶代理店会 事務局 

佐藤 賢一 佐渡汽船株式会社 常務取締役海務部長 

小向 秀治 新日本海フェリー株式会社 取締役新潟支店長 

伊藤 則彦 日本海曳船株式会社 常務取締役 

小田 政市 新潟県漁業協同組合連合会 代表理事会長 

渡邊 廣吉 新潟港東港区網代浜地区小型船だまり利用者協議会 会長 

樋口 紀夫 信濃川係船組合 組合長 

「関係官公庁」 

第九管区海上保安本部交通部 

第九管区海上保安本部海洋情報部 

新潟海上保安部 

北陸地方整備局港湾空港部 

北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所 

新潟地方気象台 

新潟市都市政策部 

３ 調査内容等 

3.1 基礎事項の整理 

(1) 新潟港港湾計画改訂の計画(案)

(2) 新潟港の現況

① 概要（沿革、港の区域等）
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② 港湾施設 

③ 利用状況（取扱貨物、入港船舶） 

④ 航行援助施設 

⑤ 水先業務 

⑥ 曳船の配備状況 

⑦ その他 

(3) 周辺の航行環境 

① 自然環境 

② 水域環境 

③ 海難の状況 

3.2 航行の安全性 

(1) 港湾の施設の技術上の基準・同解説（平成 19 年７月版）（以下「技術基準」

という。）との照査 

(2) 計画施設の操船の安全性調査 

(3) 既存施設への航行影響調査 

3.3 航行安全対策 

４ 委員会の開催 

委員会は、以下の通り新潟市において２回開催した。 

(1) 第１回委員会(新潟市)平成 26 年７月８日(火) 

≪ 審議事項 ≫ 

① 新潟港港湾計画改訂の計画  

② 調査・検討の計画 

③ 新潟港の現況 

④ 周辺の航行環境 

(2) 第２回委員会(新潟市)平成 26 年９月５日(金) 

≪ 審議事項 ≫ 

① 航行の安全性（「技術基準」との照査、操船の検討） 

② 航行安全対策 

③ 調査結果及び報告書構成 
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５ 調査結果 

新潟港港湾計画改訂の計画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。 

その主な事項は次の通りであり、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

計画の整備及び供用に当たっては、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 西港区入舟地区の岸壁計画では、西港区における風速 10m/s 以上の 90％が

WNW から NNW 方向であり、強風中の岸壁アプローチ時には正横付近から風を受

けることとなり、相当の圧流が予想される。また、通航路の最小幅員が対象船

舶(大型クルーズ船)の全長を下回っている。 

対象船舶(大型クルーズ船)の入出港操船の安全を確保するため、当該バース

供用までに、対象船舶の諸元、操縦性能、港湾施設の状況等を基に操船シミュ

レーションを実施して、操船の安全性を詳細に調査・検討し、入出港に係る気

象条件等の基準を策定する必要がある。 

ロ 西港区東海岸地区の岸壁計画では、対象バースの回頭泊地が、各バース前面

泊地の重複した水域であり、対象船舶が着離岸するに際し競合することとなる。 

対象バースへの対象船舶の入出港に当たっては、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。 

ハ 西港区中央地区の小型船桟橋計画では、万代島地区へ入出港する漁船の通行

水域と漁船、雑種船等の小型船舶を除く船舶（以下「一般船舶」という。）の

バースが小型船桟橋と隣接することとなり、泊地等水域において船舶交通が交

錯することが考えられることから、対象施設の供用に当たっては、施設利用者

において利用者協議会（仮称）等の組織化を図り、施設利用船舶の航行安全対

策等の運用に係る規約を策定させて、施設利用船舶及び他船舶の安全を確保す

ることが望ましい。 

ニ 東港区西ふ頭地区の岸壁計画では、対象バースの回頭泊地が、西ふ頭、南ふ

頭木材岸壁に入出港する船舶の通行路及び東ふ頭岸壁へ着離岸する船舶の回頭

泊地と重複した水域であり、対象船舶が着離岸する際には、当該回頭泊地で船

舶交通が競合する恐れがある。 

対象バースへの対象船舶の入出港に当たっては、付近通行船舶の総合的な入

出港時間調整により、当該水域において対象船舶と他の入出港船舶との競合を

回避させる必要がある。 

ホ 港湾計画の整備に係る工事・作業に当たっては、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 航行安全対策 

１ 計画に係る対策  

1.1 西港区入舟地区 

1.1.1 航行支援施設の検討 

航路の幅員が対象船舶の全長を下回る(全長の 0.85 倍)ことから、船舶の航行を支

援する施設の整備等の船舶の安全な航行を図るための十分な対策を検討する必要が

ある。 

1.1.2 入出港基準の策定 

西港区における風速 10m/s 以上の 90％が WNW から NNW 方向であり、強風中の岸壁

アプローチ時には正横付近から風を受けることとなり、相当の圧流が予想される。

また、通航路の最小幅員が対象船舶(大型クルーズ船)の全長を下回っている。 

対象船舶(大型クルーズ船)の入出港操船の安全を確保するため、当該バース供用

までに、対象船舶の諸元、操縦性能、港湾施設の状況等を基に操船シミュレーショ

ンを実施して、操船の安全性を詳細に調査・検討し、入出港に係る気象条件等の基

準を策定する必要がある。 

1.1.3 着離岸の時間調整 

対象バースの回頭泊地は、西港区に入出港する船舶の通行路と重複した水域であ

り、対象船舶が着離岸する際には、当該回頭泊地で船舶交通が競合する恐れがある。 

対象バースへの対象船舶の入出港に当たっては、付近通行船舶の総合的な入出港

時間調整により、当該水域において対象船舶と他の入出港船舶との競合を回避させ

る必要がある。 

1.2 西港区東海岸地区 

1.2.1 着離岸の時間調整 

対象バースの回頭泊地は、各バース前面泊地の重複した水域であり、対象船舶が

着離岸するに際し競合することとなる。 

対象バースへの対象船舶の入出港に当たっては、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。 

1.2.2 操船目標 

東海岸地区の泊地は、水深 10ｍと水深 11ｍの泊地が存在するため、水深の境界を

確認できる陸上の目標物設定が望ましい。 
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1.2.3 操船の検証 

東海岸地区のバース計画は、－10ｍドルフィン (15,000DWT 級タンカー)対象船舶

の係留・荷役に際し危険物船への接近禁止区域が設定されることから、－10ｍ岸壁

（12,000DWT 級貨物船）への対象船舶の着離岸操船について、当該バース供用まで

に操船シミュレーションにより安全性を検証し、他バースへの係留船の有無及び気

象基準等を入出港条件とする対策を策定する必要がある。 

1.3 西港区中央地区 

泊地等水域において、航行する大型船と小型船桟橋を利用するプレジャーボート等

の小型船との間において競合が発生する恐れがある。 

また、万代島地区へ入出港する漁船の通行水域と一般船舶のバースが小型船桟橋と

隣接することとなり、泊地等水域において船舶交通が交錯することが考えられる。 

対象施設の供用に当たっては、施設利用者において利用者協議会（仮称）等の組織

化を図り、施設利用船舶の航行安全対策等の運用に係る規約を策定させて、施設利

用船舶及び他船舶の安全を確保することが望ましい。 

1.4 西港区におけるその他の対策 

1.4.1 航行管制に係る措置 

現在、西港区では、新潟港西区西突堤灯台と新潟港西区東防波堤灯台を結ぶ線の

港内側の区域で、港則法により航行管制が行われている。 

現状の管制区域の外側となる東海岸地区に係留施設等が計画されることから、管

制区域等について関係機関と調整のうえ、適切な対応を図る必要がある。 

1.4.2 小型船に係る措置 

港内水域は狭隘であり、雑種船及び漁船、プレジャーボート等の小型船が入出港

する一般船舶に接近することは、航行の安全を脅かす恐れがあることから、小型船

に係る港内の航行安全対策としての措置を検討することが望ましい。 

1.5 東港区西ふ頭地区 

1.5.1 着離岸の時間調整 

対象バースの回頭泊地は、西ふ頭、南ふ頭木材岸壁に入出港する船舶の通行路及

び東ふ頭岸壁へ着離岸する船舶の回頭泊地と重複した水域であり、対象船舶が着離

岸する際には、当該回頭泊地で船舶交通が競合する恐れがある。 

対象バースへの対象船舶の入出港に当たっては、付近通行船舶の総合的な入出港

時間調整により、当該水域において対象船舶と他の入出港船舶との競合を回避させ

る必要がある。 
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1.5.2 余裕水深の確保 

対象バースへの対象船舶の入出港に当たっては、対象船舶に応じた余裕水深（最

大喫水の 10％以上）を確保する必要がある。 

２ 工事・作業に係る対策 

港湾計画改訂に伴い、岸壁、防波堤、桟橋の築造､ふ頭用地の造成、泊地浚渫等の施工

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・作業に当たっては、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。 
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