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第１章 調査・検討の概要 

１ 調査目的 

第２ふ頭地区（-10ｍ）岸壁（２号岸壁）北側に仮設物（係船杭及び渡橋）を設置して、

同岸壁に５万 GT 級客船（コスタ・ネオロマンチカ）の係留を可能にする計画に関し、周

辺の港湾施設の現況及び港湾計画並びに船舶の通航状況、気象海象等の航行環境を踏ま

え、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。)

に基づいて航行の安全性を調査して航行安全対策を検討し、船舶交通の安全確保に資す

ることを目的とした。 

以下、２号岸壁を「検討岸壁」、仮設物を含め２号岸壁を「対象係留施設」、５万 GT 級

客船（コスタ・ネオロマンチカ）を「検討船舶」と称する。 

２ 調査内容等 

2.1 基礎事項の整理 

(1) 仮設物設置計画（案） 

(2) 舞鶴港の現況 

① 概要 

② 港勢 

③ 既定港湾計画 

④ その他 

(3) 航行環境 

① 自然環境（気象・海象等） 

② 船舶通航状況 

③ 航路標識等 

④ 海難の状況 

⑤ その他 

2.2 航行の安全性 

以下について、技術基準に基づき安全性を検討した。 

(1) 関係施設の性能照査 

① 岸壁の諸元（バースの長さ、バースの水深） 

② 泊地（泊地の広さ、泊地の水深、船まわし場の位置） 
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③ 防舷材（吸収エネルギー及び平行舷への接舷状況） 

④ 係船柱（配置と牽引力） 

(2) 隣接施設への航行影響 

① 入出港操船の評価（係留中の検討船舶との離隔距離） 

② 係留の安全性（検討船舶の操船水域との離隔距離） 

2.3 航行安全対策 

３ 委員会運営 

3.1 委員会の構成 

委員会は、舞鶴港及び船舶交通等に関する専門的知識を有する者及び学識経験者の

委員及び舞鶴港を管理、管轄する関係官公庁等により構成した。 

委員会の構成は、以下の通り。 
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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 

 遠藤  真 富山高等専門学校 名誉教授 

  久古 弘幸 一般社団法人日本船長協会 副会長 

  上野 善洸 舞鶴水先区水先人会 会長 

 田端 昭則 飯野港運株式会社 常務取締役 

  沼田 重昭 舞鶴倉庫株式会社 取締役社長 

 小東 雅幸 日本通運株式会社 舞鶴海運支店長 

 
原  正朗 

 

ジャパンマリンユナイテッド株式会社 

舞鶴事業所 ドックマスター 

 近江 喜彦 新日本海フェリー株式会社 舞鶴支店長 

  鍵本 房男 舞鶴曳船株式会社 代表取締役 

 西川順之輔 京都府漁業協同組合 代表理事組合長 

 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 

 京都地方気象台 

  海上自衛隊舞鶴地方総監部 

 京都府港湾局 

 舞鶴市産業振興部 みなと振興・国際交流課 

   

 

3.2 委員会の開催 

委員会は、以下の通り舞鶴市において３回開催した。 

(1) 第１回委員会(舞鶴市)平成 29 年 12 月 19 日(火)09：30～10：45 

≪ 審議事項 ≫ 

① 仮設物設置計画(案) 

② 調査・検討の計画(案) 

③ 舞鶴港の現況 

(2) 第２回委員会(舞鶴市)平成 30 年１月 11 日(木)13：30～15：30 
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≪ 審議事項 ≫ 

① 第１回委員会の質疑への対応 

② 航行環境 

③ 関係施設の性能照査 

④ 航行安全に係る課題 

(3) 第３回委員会(舞鶴市)平成 30 年２月２日(金)13：30～15：10 

≪ 審議事項 ≫ 

① 第２回委員会の質疑への対応 

② 仮設物設置に係る安全性 

③ 航行安全対策 

④ 報告書の構成案 

４ 調査結果 

舞鶴港第２ふ頭地区岸壁（-10m）仮設物設置計画（案）に係る航行の安全性を調査し、

必要な航行安全対策を取りまとめた。 

主な事項は次の通りであり、第５章から第７章に詳細を記載する。 

なお、報告書の安全対策は基本的事項を示したものであり、仮設物の施工及び供用に

当たっては、委員会の議事の概要を考慮して関係者間で十分協議し、安全確保に万全を

期す必要がある。 

イ 既存２号岸壁部と仮設係船杭間の 90ｍの間に 1000kN の係船柱を設置して、

安定した係留の確保及び着離岸時の綱取り作業の安全を確保する必要がある。 

ロ 夜間における付近航行船舶の安全確保のため、係船杭に灯火標識を設置する

ほか、渡橋には照明を設備するなどして、これら仮設物の存在を明らかにする

必要がある。 

ハ 隣接する３、４号岸壁を利用する 11 万 GT 級客船にあっては、舞鶴港港湾計

画改訂等に伴う船舶航行安全対策調査報告書（大型客船編）（平成 25 年３月）

に基づいて策定した運用基準により入出港しているものであり、再度、現状に

おける運用基準等の対策の妥当性を検討のうえ安全対策を評価する必要がある。 

 



第２章から第６章省略 
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第７章 航行安全対策 

舞鶴第２ふ頭地区仮設物（係船杭等）設置については、航行の安全確保のため以下の対

策を講ずる必要がある。 

１ 係船柱の整備 

既存２号岸壁部と仮設係船杭間の 90ｍの間に 1000kN の係船柱を設置して、安定した

係留と着離岸時の綱取り作業の安全を確保すること。 

２ 係船杭の保安設備 

2.1 夜間標識の設置 

夜間における付近航行船舶の安全確保のため、係船杭に灯火標識を設置するほか、

渡橋には照明を設備するなどして、これら仮設物の存在を明らかにすること。 

2.2 防衝工の設置 

検討船舶の着離岸時及び他船舶の不慮の接触等を考慮し、できるだけ衝撃を吸収す

るための防衝設備の設置を検討すること。 

３ 港湾計画の変更 

設置する仮設物は第２ふ頭３、４号岸壁の港湾計画対象船舶の船まわし場に約 40ｍ突

出することとなることから、設置する仮設物を２号岸壁の一部として継続管理される場

合においては、技術基準に基づく係留設備の整備及び３、４号岸壁の港湾計画対象船舶

の船まわし場となる泊地計画の変更等港湾計画の変更を検討すること。 

４ 対象係留施設利用に係る運用基準の設定 

対象係留施設への入出港、係留を企図する検討船舶は、港湾計画対象船舶を超える船

舶であり、運用における安全な入出港に係る気象、接岸速度、係留限界風速等の運用基

準を検討・設定し、航行の安全確保に努めること。 

５ ３、４号岸壁 11 万 GT 級客船の安全性 

隣接する３、４号岸壁を利用する 11 万 GT 級客船にあっては、舞鶴港港湾計画改訂等

に伴う船舶航行安全対策調査報告書（大型客船編）（平成 25 年３月）に基づいて策定し

た運用基準により入出港しているものであり、再度、現状における運用基準等の対策の

妥当性を検討のうえ安全対策を評価すること。 
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６ 工事・作業に係る対策 

仮設物設置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、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図

るため、工事着工までに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、舞鶴港利用船舶、工事施工等の関係者が相互に緊密な連携を保ちつつ、船舶

交通に及ぼす影響を検討して、必要な航行安全対策を策定すること。 

 



委員会の開催状況及び議事の概要、資料１から資料３省略 
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