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事故防止 必ず守ろう 決まり事！ 
～ 狭水道・ふくそう海域における事故防止対策キャンペーンを実施 ～ 

 

 

 

 

 

明石海峡は、１日約８００隻の船舶が通航する日

本一海上交通量が多い海域です。平成２０年３月５

日には、明石海峡航路東入口で３隻の船舶が関係

する多重衝突事故が発生し、４名もの尊い命が犠牲

になりました。 

さらに、毎年２月下旬はイカナゴ新子漁が解禁さ

れ、多くの小型漁船が操業することから、神戸運輸監理部では、３月５日を「多重衝突事故の日」

と定め、平成２０年度から事故防止対策キャンペーンを実施しています。今年度も第五管区海上

保安本部と共同で、船舶に対し安全航行を呼びかけることとしています。 

具体的には、管内各港で停泊している船舶に訪船し、見張り体制や通信機器の機能を確認す

るほか、下記重点項目を記載したリーフレット（別紙）を船舶と船舶運航会社に配布し、安全航行

の啓発、明石海峡航路の航法遵守の指導を行い、船舶の事故防止を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

期間中の平日午前中、神戸運輸監理部の官用船（小型ボート）で、神戸港内停泊船舶に訪船しますので、

同行取材をお願いします。取材をご希望される方は、乗船手続き等の関係上、前日午前中までに問い合わせ

先担当へご連絡ください。 

配布先 

 

問い合わせ先 

神戸海運記者クラブ 神戸運輸監理部 海上安全環境部 

担当：戸井  電話：０７８－３２１－７０５１ 

こうべぇ 

神戸運輸監理部と第五管区海上保安本部は、２月１７日（月）から３月６日（金）までの間、

日本一海上交通量が多い明石海峡周辺海域の事故防止を図るため、日本船と外国船を対

象に、安全航行の啓発、明石海峡航路の航法遵守の指導等を行う「事故防止対策キャンペ

ーン」を実施します。 

令和元年２月１０日資料配布 海上安全環境部 

C to Sea プロジェクト 

海や船が「楽しく身近な存在」になるための取組み。ポータルサイト「海ココ」 → 

＜重点項目＞ 

・狭水道、多数の漁船の操業、多数の船舶が航行する海域での見張りの強化 

・適切な航海当直体制の確保と船長による直接指揮の徹底 

・常時交信のできる船舶無線の維持、運用 

・他船及び大阪湾海上交通センター(大阪マーチス)との通信の確保、維持の徹底 

・ＡＩＳへの正確なデータ入力を励行 

・明石海峡航路の航法の遵守 



平成２０年３月５日、明石海峡航路東入口で３隻の衝突事故が発生し、４名の尊い命が犠牲になりました。この事故の主
な原因は、航路に入る前からの見張りが不十分であったこと、事前の避航動作が取れていなかったこととされています。また、平成
２９年１０月には、淡路市岩屋港防波堤付近で、小型漁船同士の衝突により１名の死亡事故が発生しています。
例年２月下旬から明石海峡周辺で始まるイカナゴ新子漁は、近年、不漁続きで漁期は短くなっていますが、解禁初日や最盛
期には、航路をうめつくすほどの小型漁船が出漁しますので、安全航行確保のために次の事項の遵守をお願いします。

国土交通省 神戸運輸監理部 海上安全環境部 第五管区海上保安本部 交通部

狭水道やふくそう海域、多くの漁船が操業する海域
では、見張りを厳重に＜Keep a sharp lookout !＞
・船長は自ら指揮を取りましょう。
・見張りを徹底しましょう。
・手動操舵を励行しましょう。
・明石海峡航路の航法を遵守しましょう。

必要な情報の入手・提供を
・VHF(CH16)常時聴守 無線(VHF)は、常時相手との交信
ができる状態を維持し、呼び出しには必ず応答しましょう。
・AISに正確な情報を入力しましょう。
・航行中は、レーダー・GPSを活用しましょう。

Structure of pair trawiers
イカナゴ漁船の操業構成

令和２年２月作成



Campaign for the Prevention of Accidents in Japanese Waters for Passing 
through a Narrow Channel or Traffic Congested Waters (since April 1st, 2008)

On 5th March 2008, a very serious 
accident occurred in Akashi Kaikyo
where three vessels collided, resulting in 
one sunken ship, three dead Philippine 
crewmen and one missing.  

There is a high collision risk in Akashi 
Kaikyo which is a strategic point of 
maritime transportation system as well as 
one of Japan’s busiest area of inland sea 
with fast tidal current and more than 800 
vessels passing in a day, because of 
linking major cities in western Japan 
with the Pacific Ocean.  

For navigational safety to pass through 
such a narrow channel or seaborne traffic 
congested area as Akashi Kaikyo in 
Japanese waters, please check the 
following items in order to prevent the 
serious accident by collision mentioned 
above. 

□Is your lookout properly directed to 
know what to look and listen for ?

□Does the captain command all the time 
on the bridge?

□Can you change over from Autopilot to 
manual steering immediately?

□Do you always pay attention to the 
information of Navtex and VHF radio?

□Do you keep a careful watch on VHF 
CH16 to obtain necessary information on 
safe navigation?

□Are you aware of Navigation Rule of 
Akashi Kaikyo?

□Do you secure all the information which 
receive from your local agents?

□Do you check the information 
transmitted by AIS, not only 
from some other ships but also
from your ship?
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