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2020年4月 ～ 2020年11月 秋田県北部海域における洋上風力発電事業計画に係る航行安全調査 矢吹英雄 東京海洋大

2020年1月 ～ 2020年12月 八峰能代沖洋上風力発電事業計画に係る航行安全調査 矢吹英雄 東京海洋大

2020年1月 ～ 2021年3月 酒田港(本港地区)クルーズ客船入出港に係る航行安全調査 矢吹英雄 東京海洋大

2019年10月 ～ 2020年5月 秋田洋上風力発電事業計画に係る航行安全調査（海域調査分） 矢吹英雄 東京海洋大

2019年4月 ～ 2021年3月 境港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大

2019年4月 ～ 2020年3月 境港(外港昭和南地区)大型貨物船入出港に伴う船舶航行安全対策検討 寺本定美 海保大

2019年8月 ～ 2020年3月 秋田港大型客船入出港に係る航行安全調査 矢吹英雄 東京海洋大

2019年6月 ～ 2020年3月 能代港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 矢吹英雄 東京海洋大

2019年6月 ～ 2020年3月 秋田県北部洋上風力発電事業計画に係る航行安全調査 矢吹英雄 東京海洋大

2019年4月 ～ 2020年2月 酒田港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 矢吹英雄 東京海洋大

2018年9月 ～ 2020年12月 鳥取港港湾計画改訂に係る船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大

2018年9月 ～ 2019年3月 鳥取港（西浜航路）大型貨物船入出港に係る航行安全調査 寺本定美 海保大

2018年12月 ～ 2019年3月 18万㎥級モス連続タンクカバー型ＬＮＧ運搬船の新潟ＬＮＧバース着離桟の安全性調査 矢吹英雄 東京海洋大

2018年4月 ～ 2019年3月 秋田港・能代港洋上風力発電事業に係る航行安全対策調査 矢吹英雄 東京海洋大

2018年2月 ～ 2018年11月 由利本荘市沖洋上風力発電事業に係る航行安全調査 矢吹英雄 東京海洋大

2017年5月 ～ 2018年6月 秋田港港湾計画改訂に係る航行安全対策調査 矢吹英雄 東京海洋大

2017年11月 ～ 2018年6月 舞鶴港第２ふ頭３､４号岸壁大型客船入出港に係る航行安全調査 寺本定美 海保大

2017年5月 ～ 2018年3月 秋田港大型客船入出港に係る航行安全調査 矢吹英雄 東京海洋大

2017年10月 ～ 2018年3月 金沢港大型客船入出港に係る航行安全調査 矢吹英雄 東京海洋大

2017年5月 ～ 2018年3月 青森港大型客船入出港に係る航行安全調査 矢吹英雄 東京海洋大

2017年6月 ～ 2018年2月 伏木富山港(伏木地区)大型客船入出港に係る航行安全調査 日當博喜 海保大

2017年9月 ～ 2018年2月 舞鶴港第２ふ頭地区岸壁(-10m)仮設物設置に係る航行安全対策検討 寺本定美 海保大

2017年5月 ～ 2017年12月 秋田港火力発電所(仮称)建設計画に係る航行安全調査 矢吹英雄 東京海洋大

2017年3月 ～ 2017年10月 18万㎥級モス型ＬＮＧ運搬船の直江津港入出港に係る調整会議 矢吹英雄 東京海洋大

2017年5月 ～ 2017年9月 青森港港湾計画変更(一部変更)に係る航行安全対策調査 矢吹英雄 東京海洋大

2017年2月 ～ 2017年9月 舞鶴港大型客船入出港に係る航行安全調査 寺本定美 海保大

2017年1月 ～ 2017年8月 新潟港(東港区)大型客船入出港に係る航行安全調査 南　清和 東京海洋大

2016年10月 ～ 2017年6月 浜田港大型客船入出港に係る航行安全調査 寺本定美 海保大

2016年7月 ～ 2017年3月 浜田港港湾計画改訂に係る航行安全調査 寺本定美 海保大

2016年5月 ～ 2016年11月 酒田港大型客船入出港に係る航行安全調査 矢吹英雄 東京海洋大

2016年2月 ～ 2016年8月 　 新潟港(東港)大型客船入出港に係る航行安全調査 南　清和 東京海洋大

2015年12月 ～ 2016年5月 　 伏木富山港(伏木地区)大型客船夜間出港操船安全性調査 日當博喜 海保大

2015年11月 ～ 2016年8月 　 岩船沖洋上風力発電事業に関する航行安全調査 南　清和 東京海洋大

2015年9月 ～ 2016年3月 舞鶴港大型客船入出港に係る航行安全調査 寺本定美 海保大

2015年8月 ～ 2016年3月 新形式ＬＮＧ運搬船の入出港に係る安全性評価手法の検討調査 日當博喜 海保大

2015年8月 ～ 2016年3月 金沢港大型客船入出港に係る航行安全調査 大津皓平 東京海洋大

2015年8月 ～ 2016年3月 敦賀港大型客船入出港に係る航行安全調査 寺本定美 海保大

2015年6月 ～ 2017年3月 　 ＬＮＧ船津波対応緊急離桟に関する調査 大津皓平 東京海洋大

2014年10月 ～ 2015年3月 伏木富山港（伏木地区）大型客船入出港に係る航行安全性調査 日當博喜 海保大

2014年10月 ～ 2015年7月 新潟港（東港）大型客船入出港に係る航行安全調査 大津皓平 東京海洋大

2014年9月 ～ 2015年3月 　 秋田港大型客船入出港に係る航行安全調査 大津皓平 東京海洋大

2014年6月 ～ 2015年3月 福井港堆砂対策に係る航行安全対策検討 寺本定美 海保大

2014年4月 ～ 2014年9月 港湾計画変更（簡易な変更）に係る青森港船舶航行安全調査 大津皓平 東京海洋大

2014年1月 ～ 2014年10月 　 新潟港港湾計画改訂に係る航行安全調査 大津皓平 東京海洋大

2013年12月 ～ 2014年3月 舞鶴港大型客船夜間出港に係る航行安全調査 寺本定美 海保大

2013年10月 ～ 2014年3月 　 北陸電力㈱富山新港火力発電所ＬＮＧ桟橋建設工事に係る航行安全調査 山崎祐介 富山商船高専

2013年8月 ～ 2014年3月 金沢港大型客船入出港に係る航行安全対策調査 山崎祐介 富山商船高専

2013年6月 ～ 2014年2月 青森港における大型客船入出港に係る航行安全調査 大津皓平 東京海洋大

2013年3月 ～ 2013年11月 伏木富山港(伏木地区)大型客船入出港に係る操縦性能等確認調査 山崎祐介 富山商船高専

2012年11月 ～ 2013年3月 境港外港中野地区岸壁（-12ｍ）船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大
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2012年10月 ～ 2013年6月 新潟港(東港)大型客船入出港に係る航行安全調査 山崎祐介 富山商船高専

2012年8月 ～ 2013年3月 金沢港大型客船入出港に係る航行安全調査 山崎祐介 富山商船高専

2012年8月 ～ 2013年5月 　 国際石油開発帝石㈱直江津ＬＮＧ受入基地対象ＬＮＧ船の大型化計画の安全性に関する調査 大津皓平 東京海洋大

2012年8月 ～ 2012年9月 中部電力㈱上越火力発電所ＬＮＧ桟橋対象船舶等に係る航行安全調査 大津皓平 東京海洋大

2012年7月 ～ 2013年5月 舞鶴港港湾改訂等に伴う船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大

2012年6月 ～ 2013年3月 伏木富山港(伏木地区)大型客船入出港に係る航行安全調査 山崎祐介 富山商船高専

2012年4月 ～ 2012年12月 東部ガス秋田ＬＮＧ基地の航行安全に関する調査 大津皓平 東京海洋大

2011年6月 ～ 2011年11月 北陸電力㈱七尾大田火力発電所石炭灰積載船に係る航行安全調査 山崎祐介 富山商船高専

2011年6月 ～ 2012年11月 　 北陸電力㈱富山新港火力発電所ＬＮＧ船の航行安全に関する調査 大津皓平 東京海洋大

2010年5月 ～ 2010年12月 境港(江島地区)入港船舶安全性検討 寺本定美 海保大

2010年5月 ～ 2010年10月 直江津LNG受入基地内航LPG船の航行安全調査 山崎祐介 富山商船高専

2009年12月 ～ 2010年3月 浜田港船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大

2009年8月 ～ 2010年3月 相川火力発電所ﾀﾝｶｰ岸壁変更等に係る航行安全対策調査 大津皓平 東京海洋大

2009年5月 ～ 2010年3月 国道485号(松江第五大橋道路)改築(改良)工事大橋川工区航路安全対策検討 古川幸夫 日本海海防協

2008年11月 ～ 2009年3月 直江津港東防波堤一部撤去等工事に係る船舶航行安全対策調査 山崎祐介 富山商船高専

2008年8月 ～ 2010年5月 　 中部電力(株)上越火力発電所LNG桟橋大型LNG船の航行安全等に関する調査 大津皓平 東京海洋大

2008年6月 ～ 2009年3月 国道485号(松江第五大橋道路)改築(改良)工事大橋川工区航路安全対策検討 古川幸夫 日本海海防協

2008年5月 ～ 2007年7月 敦賀発電所3,4号機準備工事のうち、ｹｰｿﾝ夜間曳航に伴う船舶の航行安全対策に関する調査検討 古川幸夫 日本海海防協

2008年5月 ～ 2008年12月 宮津港におけるニッケル鉱石等揚げ荷役の航行安全に係る安全性調査 寺本定美 海保大

2007年11月 ～ 2008年3月 伏木富山港(新湊地区)道路(東西線)船舶航行安全対策調査 古川幸夫 日本海海防協

2007年11月 ～ 2008年5月 　 能代火力発電所石炭灰船籍設備設置に係る船舶安全対策調査 津金正典 東海大

2007年10月 ～ 2008年3月 敦賀港における係留施設等に係る入出港操船の安全性調査 寺本定美 海保大

2007年10月 ～ 2008年3月 直江津港浚渫・埋立船舶航行安全対策調査 山崎祐介 富山商船高専

2007年10月 ～ 2008年4月 　 直江津LNG受入基地建設に伴う船舶航行安全対策調査 大津皓平 東京海洋大

2007年8月 ～ 2008年3月 平成19年度　中浦水門撤去に伴う船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大

2007年7月 ～ 2008年2月 中部電力㈱上越火力発電所LNG桟橋計画変更に伴う係留の安全性に関する調査 大津皓平 東京海洋大

2007年4月 ～ 2007年7月 平瀬崎線道路拡幅工事に伴う船舶航行検討調査 寺本定美 海保大

2007年1月 　 2007年3月 直江津港東埠頭地区泊地浚渫工事に伴う船舶航行安全対策調査 古川幸夫 日本海海防協

2006年10月 ～ 2007年7月 　 大型LNG船の新潟東港における入出港等の安全性に関する調査 及川　清 東京商船大

2006年10月 　 2008年3月 舞鶴港港湾計画一部改訂に伴う船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大

2006年7月 　 直江津港東埠頭4号岸壁改良工事に伴う船舶航行安全対策調査 及川　清 東京商船大

2006年7月 ～ 2006年12月 金沢港大浜ふ頭暫定供用時における船舶航行安全対策調査 及川　清 東京商船大

2006年5月 ～ 2007年3月 平成18年度　中浦水門撤去に伴う船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大

2006年2月 ～ 2006年3月 金沢港船舶航行安全対策調査 古川幸夫 日本海海防協

2005年10月 ～ 2005年11月 直江津港船舶航行安全対策調査 古川幸夫 日本海海防協

2005年9月 ～ 2005年11月 金沢港港湾計画改訂一部変更に伴う船舶航行安全対策調査 及川　清 東京商船大

2005年5月 ～ 2006年1月 秋田港港湾改訂に伴う船舶航行安全対策調査 及川　清 東京商船大

2005年4月 ～ 2006年3月 平成17年度　中浦水門撤去に伴う船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大

2005年3月 ～ 2006年3月 酒田港港湾改訂に伴う船舶航行安全対策調査 及川　清 東京商船大

2005年1月 ～ 2005年6月 境港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 及川　清 東京商船大

2004年12月 2005年9月 敦賀港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 及川　清 東京商船大

2004年11月 ～ 2005年3月 伏木富山港(新湊地区)道路(東西線)船舶航行安全対策調査 古川幸夫 日本海海防協

2004年10月 ～ 2005年4月 日本原子力発電敦賀発電所3･4号機建設計画に伴う工事中の船舶航行安全対策調査 及川　清 東京商船大

2004年9月 ～ 2004年11月 直江津港船舶航行安全対策調査 古川幸夫 日本海海防協

2004年6月 ～ 2005年3月 平成16年度　中浦水門撤去に伴う船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大

2003年8月 ～ 2004年3月 平成15年度　中海干拓事業中浦水門航行船舶安全対策検討 寺本定美 海保大

2003年7月 ～ 2003年10月 伏木富山港(新湊地区)旅客船バース入出港安全検討調査 及川　清 東京商船大

2003年7月 ～ 2004年3月 直江津港船舶航行安全対策調査 古川幸夫 日本海海防協

2003年7月 ～ 2004年3月 伏木富山港(新湊地区)道路(東西線)船舶航行安全対策調査 古川幸夫 日本海海防協

2003年7月 ～ 2003年10月 伏木富山港(伏木地区)伏木外港整備船舶航行安全対策調査 山崎祐介 富山商船高専

2 / 5 ページ



　 期 　　間 　 　 事　業　名 委員長 (所属等）

2002年8月 ～ 2003年3月 柏崎刈羽原子力発電所入出港船舶の航行安全対策調査検討 及川　清 東京商船大

2002年8月 ～ 2003年3月 伏木富山港(新湊地区)道路(東西線)船舶航行安全対策調査 山崎祐介 富山商船高専

2002年7月 ～ 2003年3月 直江津港船舶航行安全対策調査 古川幸夫 日本海海防協

2001年12月 ～ 2002年5月 三隅火力発電所バース外航SU船入出港に伴う航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

2001年11月 ～ 2002年3月 能代港小型船舶係留施設の計画に伴う船舶航行安全対策調査 池田英治 海保大

2001年11月 ～ 2002年3月 境港・江島間架橋建設に伴う船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大

2001年11月 ～ 2002年3月 伏木富山港(新湊地区)湾口部臨海道路(東西線)建設に伴う船舶航行安全対策調査 山崎祐介 富山商船高専

2001年11月 ～ 2002年8月 金沢港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 及川　清 東京商船大

2001年8月 ～ 2002年1月 伏木富山港国分航路変更計画に伴う船舶航行安全対策調査 山崎祐介 富山商船高専

2001年7月 ～ 2001年12月 伏木富山港の港外待機場所設置に伴う船舶航行安全対策調査 及川　清 東京商船大

2001年7月 ～ 2002年7月 直江津港船舶航行安全対策調査 古川幸夫 日本海海防協

2001年4月 姫川港中央埠頭5号岸壁のDWT18,500貨物船入出港操船、係留についての安全性の検討 古川幸夫 日本海海防協

2000年11月 万代橋下流橋工事に伴う船舶航行安全対策調査 古川幸夫 日本海海防協

2000年7月 ～ 2001年3月 直江津港船舶航行安全対策調査 古川幸夫 日本海海防協

2000年6月 ～ 2000年10月 新潟港道路(トンネル)建設工事船舶航行安全対策協議会 古川幸夫 日本海海防協

2000年2月 ～ 2000年7月 七尾港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 山崎祐介 富山商船高専

1999年9月 ～ 2000年3月 福島潟放水路の洪水放流に伴う新潟東港の船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1999年9月 ～ 2000年3月 新潟港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1999年7月 ～ 2000年3月 新潟港道路(トンネル)建設工事船舶航行安全対策協議会 古川幸夫 日本海海防協

1999年6月 ～ 2000年3月 直江津港船舶航行安全対策調査 古川幸夫 日本海海防協

1999年3月 ～ 1999年8月 新潟LNGバースにおける夜間荷役開始の安全・防災対策調査 及川　清 東京商船大

1999年2月 ～ 1999年11月 秋田港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1999年1月 ～ 1999年4月 伏木富山港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1998年12月 ～ 1999年3月 直江津港海上工事安全対策協議会 古川幸夫 日本海海防協

1998年9月 ～ 1998年10月 万代橋下流橋工事に伴う船舶航行安全対策調査 古川幸夫 日本海海防協

1998年5月 ～ 1999年3月 新潟港道路(トンネル)建設工事船舶航行安全対策協議会 古川幸夫 日本海海防協

1998年4月 ～ 1998年6月 敦賀鞠山南地区埋立計画に伴う工事中の船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1998年3月 ～ 1998年9月 　 日本海石油㈱富山製油所の専用シーバースに係留する船舶の大型化に伴う船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1997年12月 　 西郷港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大

1997年9月 ～ 1997年11月 伏木万葉ふ頭船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1997年7月 ～ 1997年11月 モス方式13万5千立方メートル型LNG船の新潟東港における入出港の安全性に関する調査 岩井　聰 東京商船大

1997年5月 ～ 1998年3月 新潟港道路(トンネル)建設工事船舶航行安全対策協議会 古川幸夫 日本海海防協

1997年5月 ～ 1997年10月 日本海における高速フェリー運航に伴う航行安全調査 岩井　聰 東京商船大

1997年3月 　 鳥取港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大

1997年3月 ～ 1998年2月 　 直江津港港湾整備に伴う工事中の船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1996年11月 　 浜田港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大

1996年4月 ～ 1997年2月 新潟港道路(トンネル):建設工事船舶航行安全対策協議会 古川幸夫 日本海海防協

1996年3月 ～ 1996年5月 　 新発田川放水路の洪水放流に伴う新潟東港の船舶航行安全対策 岩井　聰 東京商船大

1996年2月 ～ 1996年5月 　 舞鶴港港湾計画の改訂に伴う船舶航行安全調査 岩井　聰 東京商船大

1995年10月 　 美保飛行場滑走路延長に伴う船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大

1995年9月 ～ 1995年11月 新潟港東3号桟橋受入船舶の大型化計画に係わる船舶航行安全対策 吉田清三 富山商船高専

1995年6月 ～ 1995年8月 志賀原子力発電所2号機海域施設計画に係る工事中の船舶航行安全対策調査 吉田清三 富山商船高専

1995年5月 ～ 1996年3月 新潟港道路(トンネル)建設工事船舶航行安全対策協議会 古川幸夫 日本海海防協

1995年3月 　 舞鶴港和田地区埋立工事の工事中の船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1995年3月 ～ 1995年7月 　 上越火力発電所(仮称)LNG受入れに伴う船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1995年3月 ～ 1995年7月 　 直江津港港湾計画の改訂に伴う船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1995年1月  博多～直江津間一般旅客船航路開設に係わる直江津港における船舶航行 安全対策調査 吉田清三 富山商船高専

1994年10月 ～ 1995年2月 新潟港道路(トンネル)建設工事船舶航行安全対策協議会 古川幸夫 日本海海防協

1994年9月 ～ 1994年10月 舞鶴火力発電所計画に係る工事中の船舶航行安全対策 岩井　聰 東京商船大

1994年6月 　 福井港への大型船導入計画に係る船舶航行安全対策調査 吉田清三 富山商船高専
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1994年5月 ～ 1994年10月 三隅火力発電所計画に係る船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1994年4月 ～ 1994年10月 敦賀LNG基地(仮称)桟橋新設計画に伴う船場区航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1994年3月  富山新港共同火力発電所幅広船導入に係る船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1994年2月  境港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査（その２） 岩井　聰 東京商船大

1993年11月  境港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査（その１） 岩井　聰 東京商船大

1993年11月 ～ 1994年4月  舞鶴火力発電所計画に係る船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1993年9月 ～ 1994年2月 新潟港道路(トンネル)船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1993年4月 　 敦賀火力発電所幅広船導入に係る船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1993年2月 ～ 1993年3月 新潟港道路(トンネル)船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1993年1月 　 酒田港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1992年11月 ～ 1993年1月 七尾大田火力発電所計画に係る船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1992年9月 　 大湊港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策の検討 岩井　聰 東京商船大

1992年9月 　 直江津港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1992年6月 舞鶴港港湾計画一部変更に伴う船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1992年6月 浜田港港湾計画一部変更に係る操船上の安全性に関する検討 寺本定美 海保大

1992年6月 ～ 1992年8月 新発田川放流計画に伴う新潟東神野船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1992年5月 ～ 1992年6月 メンブレン方式10万トン型LNG船の新潟東港における入出港等の安全性に関する検討 岩井　聰 東京商船大

1992年5月 ～ 1992年6月 金沢港港湾計画一部変更に伴う船舶航行安全対策調査 吉田清三 富山商船高専

1992年4月 ～ 1992年5月 能代港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策の調査 岩井　聰 東京商船大

1992年1月 ～ 1992年2月 相川火力発電所計画に係る船舶航行安全対策の調査 岩井　聰 東京商船大

1991年11月 ～ 1992年3月 敦賀港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1991年8月 伏木富山港における操船上の安全性に関する検討 山崎祐介 富山商船高専

1991年7月 ～ 1991年10月 美保空港滑走路延長に伴う船舶航行安全対策調査 寺本定美 海保大

1991年6月 ～ 1991年9月 能代火力発電所計画に係る船舶航行安全対策の検討 岩井　聰 東京商船大

1991年2月 ～ 1991年3月 新潟港船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1990年7月 ～ 1990年9月 敦賀火力発電所計画に係る船舶航行安全対策調査 本田敬之輔 東京商船大

1990年2月 ～ 1990年3月 新潟港船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1990年2月 秋田港港湾計画の改訂に伴う船舶航行安全対策の検討 永谷　茂 秋田水先

1990年2月 ～ 1991年3月 青森港船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1990年1月 七尾港港湾計画の改訂に伴う船舶航行安全対策の検討 吉田清三 富山商船高専

1989年11月 ～ 1990年3月 本荘港小型船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1989年8月 富山新港西埋立地への旅客船入港に係る安全性の検討 吉田清三 富山商船高専

1989年8月 伏木外港北防波堤工事に伴う船舶交通の安全性に関する検討 吉田清三 富山商船高専

1989年6月 直江津港カーフェリー入出港の安全対策に関する調査 塩原礼次郎 日海防常務

1988年5月 新潟港道路（トンネル）土質調査に伴う航行船舶の安全対策に係る検討 古川幸夫 日本海海防協

1988年3月 新潟東港１号桟橋に着離可能船型の安全性に関する検討 古川幸夫 日本海海防協

1988年3月 境港～江島間架橋建設に伴う船舶航行安全対策の調査 日下明男 海保大

1988年1月 ～ 1988年3月 新潟港船舶航行安全対策調査 塩原礼次郎 日海防常務

1988年1月 直江津港長距離フェリー導入可能性調査 古川幸夫 日本海海防協

1987年12月 ～ 1988年2月 新潟港西海岸安全対策調査 佐々木幸康 東京水産大

1987年11月 直江津港港湾計画変更に係る南ふ頭でのカーフェリー離接岸の安全性に関する検討 古川幸夫 日本海海防協

1987年9月 両津港石油基地計画に係る操船上の安全性に関する検討 古川幸夫 日本海海防協

1987年2月 ～ 1987年3月 新潟港(西港地区)港湾工事に係る船舶航行安全対策調査 岩井　聰 東京商船大

1986年12月 新潟港西区における船舶の余裕水深の波高修正に関する検 古川幸夫 日本海海防協

1986年11月 西郷港港湾計画改訂に係る操船上の安全性に関する検討 日下明男 海保大

1986年10月 ～ 1987年3月 新潟港東区周辺海域における海象・気象に係るLNG船の安全対策に関する調査 豊田清治 東京商船大

1986年10月 ～ 1986年12月 舞鶴港(東港地区)航行安全対策に関する検討 原　潔 神戸商船大

1986年9月 隠岐航路新造フェリーに係る操船上の安全性に関する調査研究 日下明男 海保大

1986年5月 ～ 1986年5月 能登原子力発電所計画に係る船舶航行安全対策等の調査 吉田清三 富山商船高専

1986年3月 境港港湾計画実施に係る操船上の安全性に関する調査研究 日下明男 海保大
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1986年2月 フェリー（新造船）の新潟港西区山ノ下ふ頭への入出港に係る安全性の検討 豊田清治 東京商船大

1985年11月 両津漁港石油基地計画に係る操船上の安全性に関する検討 古川幸夫 日本海海防協

1985年11月 伏木富山港港湾計画改訂に係る操船上の安全性に関する検討 古川幸夫 日本海海防協

1985年10月 ～ 1986年3月 新潟港東区周辺海域における海象・気象に係るLNG船の安全対策に関する調査 豊田清治 東京商船大

1985年10月 ～ 1985年11月 岩船沖油田開発計画における海底パイプライン敷設計画に伴う安全性に 関する調査 豊田清治 東京商船大

1985年10月 鉱石積載船GLOBAL-SUNSHINEの新潟西区臨港埠頭への入港に関する安全性の検討 古川幸夫 日本海海防協

1985年10月 新潟港港湾計画改訂に係る操船上の安全性に関する検討 古川幸夫 日本海海防協

1985年5月 舞鶴港港湾計画改訂に係る操船上の安全性に関する検討 前田丈郎 神戸商船大

1985年4月 タンカー第二雄栄丸（37,000D/W）県営埠頭への着離桟に関する安全性の検討 古川幸夫 日本海海防協

1984年10月 ～ 1985年3月 新潟港東区周辺海域における海象・気象に係るLNG船の安全対策に関する調査 豊田清治 東京商船大

1984年9月 新潟西港における消波工設置に係る航行の安全性に関する検討 古川幸夫 日本海海防協
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