「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準」
平成２７年９月４日実施

博多港に入出港する船舶及び岸壁を利用する船舶は、港則法その他関係法規及び
本基準を遵守しなければならない。
１ 余裕水深の確保
(1) 船舶は、入出港時の喫水に 10%の余裕水深を確保しなければならない。
この場合、水深は海図記載のものとし、潮汐は加味しない。
(2) 上記(1)に規定する余裕水深を確保できない船舶については、次の事項による
ことができる。
① 入出港時の喫水に、潮汐を加味して、10％の余裕水深が確保されること。
② 入出港時の喫水が岸壁側傍水深を超えず、かつ岸壁係留中においては、係
留期間中の最低潮時においても 50cm の余裕水深が確保できること。
２ 船舶動静の連絡
(1) 船舶の安全航行を確保するため、VHF 又は船舶電話を備える全ての船舶（以
下「船舶」という。）は、次表に掲げるところにより、入出港に関する情報を
「はかたポートラジオ」に連絡すること。
なお、変更があった場合はその都度連絡すること。また、着岸しようとする船
舶は、岸壁の利用に支障がないか確認後航路に入ること。
(2) VHF を備えている船舶は、入出港の際、呼出応答チャンネル(CH16)を聴取す
ること。
(3) 「はかたポートラジオ」は、船舶の問い合わせに対し、必要な情報を提供す
ること。
通報区分
事前通報
入港通報

連 絡 時 刻
港外到着
２時間前
港外到着時

出港通報

離岸時

その他

随 時

連 絡 事 項
・港外到着予定時刻(ETA)
・着岸予定時刻
・港外到着時刻
・1.2番ブイ通過予定時刻
・合流部通過予定時刻
・防波堤通過予定時刻(中央航路のみ)
・着岸予定時刻
・離岸時刻
・防波堤通過予定時刻(中央航路のみ)
・合流部通過予定時刻
・1.2番ブイ通過予定時刻
・大型船のアンカーポジションの連絡
・その他入出港に必要な事項の連絡

はかたポートラジオ
＜周波数＞

単信

156.55MHZ
156.60MHZ
156.80MHZ
復信 161.50MHZ
092-272-0577
092-272-0578

＜ 電話 ＞
＜ FAX ＞

CH11
CH12
CH16
CH18

港務通信
港務通信
呼出・応答
港務通信

３ 航行支援体制
(1) 入出港船舶の安全航行及び港湾施設の円滑な運営を確保するため、入出港船
舶(3,000G/T 以上)の航行支援体制は原則として次によるものとする。
船

型

曳 船

水

先 人

3,000G/T以上
の船舶

１隻以上

できるかぎり水先人を要請すること

10,000G/T以上
の船舶

２隻

原則として水先人を要請すること

(2) 次により航行の安全が確保されると判断される場合は、運用として水先人及
び曳船の要請を減ずることができる。
① 水先人の要請について、当該船舶の船長が過去博多港において操船を経験
し、航行の安全が確保されると判断される場合。
さらに、外国人船長が操船する船舶においては、港則法及び同法施行規則を
熟知している場合。
② 曳船の要請について、入出港船舶がスラスター等補助推進器を有し、水先人
の了承を得た場合。
又は、水先人会の定めた曳船使用基準に準ずる場合。
③ 内航定期航路に就航する船舶で、博多港に頻繁に入出港を行い航行の安全が
確保されていると判断される場合。
４ 運航調整
(1) 行会いの防止
①中央航路（中央航路５．６号ブイを結んだ線より以東の航路）
全長２００m 以上３５０m 未満の船舶は、航路内の行会いを防止する。
対象船舶
行会い防止調整船舶
全長２００m 以上２２０m 未満
全長１８０m 以上
全長２２０m 以上２４０m 未満
全長１６０m 以上
全長２４０m 以上２８０m 未満
全長１２０m 以上
全長２８０m 以上３００m 未満
全長１００m 以上
全長３００m 以上３５０m 未満
全船舶行会い防止
※全長２００m 未満同士の船舶の行会いは、特段の調整を要しない。

②東航路全域及び中央航路（中央航路５．６号ブイを結んだ線より以西の航路）
全長２４０m 以上３７０m 未満の船舶は、航路内の行会いを防止する。
対象船舶
全長２４０m 以上３２０m 未満
全長３２０m 以上３７０m 未満

行会い防止調整船舶
全長１６０m 以上
全船舶行会い防止

※全長２４０m 未満同士の船舶の行会いは、特段の調整を要しない。
(2) 船舶
上記(1)に該当する船舶は、以下に定める事項を行うものとする。
① 入港予定の船舶は、ETA を確実に代理店へ通知すること。
② 船舶は、航路内における行会いを防止するため、上記２の動静連絡を遵
守し、自船の入出港に関する情報を連絡するとともに、航路内の他の船
舶の動静を把握すること。
③ 船舶は、港長又は港湾管理者から特別の指示があった場合、その指示に
従うこと。
５ 利用岸壁の特別基準
入出港船舶は、上記１～４の各基準を遵守するほか、下記の岸壁を利用する
場合には、本特別基準に従わなければならない。
(1) 須崎２～４号岸壁
6,000G/T 以上の船舶は水先人を乗船させること。
(2) 箱崎１５・１６号岸壁
① 東航路を利用して同岸壁を使用する場合の利用規準を次のとおりとする。
ア 対象船舶は全長 200m 未満の船舶とする。
イ 1,000G/T 以上 3,000G/T 未満の船舶は、入出港時原則として警戒船を配備
すること。
ただし、水先人が乗船している場合はこの限りでない。
ウ 3,000G/T 以上 6,000G/T 未満の船舶は、入出港時原則として曳船を１隻
配備すること。
エ 6,000G/T 以上又は全長 120m 以上の船舶は、原則として水先人を乗船さ
せ曳船２隻を配備すること。
② 箱崎ふ頭から博多港東防波堤との間を通過して同岸壁を使用する場合の利
用基準は次のとおりとする。
ア 対象船舶は全長 175m 以下及び 18,000G/T 以下の船舶とする。
イ 1,000G/T 以上 3,000G/T 未満の船舶は、警戒船を配備すること。
ただし、水先人が乗船している場合はこの限りでない。
ウ 3,000G/T 以上又は全長 110m 以上の船舶は、水先人を乗船させ、曳船を
１隻配備すること。
また、6,000G/T 以上又は全長 120m 以上の船舶は曳船を２隻配備すること。
エ 夜間における入港は禁止する。
オ 夜間における出港においては、1,000G/T 以上の船舶は、水先人を乗船さ
せること。

(3) 箱崎木材港ドルフィン
① 対象船舶は 6,000G/T 以下及び全長 120m 以下の船舶とする。
② 箱崎ふ頭から博多港東防波堤との間を通過して同岸壁を使用する場合の利
用基準は次のとおりとする。
ア 1,000G/T 以上の船舶は、水先人を乗船させること。
イ 曳船は、1,000G/T 以上の船舶は１隻、5,000G/T 以上の船舶は２隻を配備
すること。
ウ 夜間における入港は禁止する。
(4) 香椎 4・5 号岸壁
船型

270m～300m 未満

水先人

乗船させること。

風速条件

12m/s 以下

300m～320m 未満

320m～345m 未満

10m/s 以下

（ﾊﾞｳｽﾗｽﾀｰ装備船）
視程

1,000m 以上

曳船配備隻数

2 隻（3,400ps 以上）

警戒船配備隻数

3 隻（3,600ps 以上）

1隻

航路内航行速力

原則 9 ノット以下

接岸速度

8cm/s 以下

係留時安全対策
係留時の注意

3 隻（3,400ps 以上）

6cm/s 以下

6cm/s 以下

・係留時の離岸風最大風速 13m/s 以下
・天候の悪化が予想される場合は、気象状況に留意して曳船の支援、早めの離
岸等の措置をとること。
・同一係船柱の係船索は２本までとすること。

運航規準の緩和（バウスラスタ装備船に限る）
風速 8m/s 以下の緩和

曳船 1 隻配備

曳船２隻配備

曳船２隻配備

措置

（3,400ps 以上）

（3,400ps 以上）

（3, 600ps 以上）

で入出港可

で入出港可

で入出港可

ｺﾝﾃﾅﾃﾞｯｷ積段数 3 段

・曳船３隻配備

・曳船３隻配備

以下の緩和措置

(3,400ps 以上)の場合は、

（3, 600ps 以上）の場合

風速 11m/s 以下で入出港

は、風速 11m/s 以下で入出

可

港可

・タグボート２隻配備

・タグボート２隻配備

(3,400ps 以上)の場合は、

(3, 600ps 以上)の場合は、

風速９m/s 以下で入出港可

風速９m/s 以下で入出港可

(5) アイランドシティ６・７号岸壁
船型

270m～300m

300m～320m

320m～345m

345m～370m 未満

未満

未満

未満

（7 号岸壁のみ）

水先人

乗船させること。

風速

1２m/s 以下

10m/s 以下

10m/s 以下

（ﾊﾞｳｽﾗｽﾀｰ装備船）

（ﾊﾞｳｽﾗｽﾀｰ装備船）

（ﾊﾞｳｽﾗｽﾀｰ及び

ｽﾀﾝｽﾗｽﾀｰ装備船）
視程

1,000m 以上

曳船配備隻数

2隻

3隻

3隻

２隻

（3,400ps 以上）

（3,400ps 以上）

（3,600ps 以上）

（3,600ps 以上）

上記スラスターを装備していない船舶は、これを補う曳船を追加配備する
警戒船配備隻数

１隻

１隻
（回頭時には後方警
戒船を追加配備）

航路内航行速力

原則 9 ノット以下

接岸

８cm/s 以下

速度

IC6 岸
IC7 岸

係留時安全対策
係留時の注意

7cm/s 以下

7cm/s 以下

10cm/s 以下

9cm/s 以下

7cm/s 以下

係留時の離岸風最大風速

係留時の離岸風最大風速

15m/s 以下

13.8m/s 以下

・天候の悪化が予想される場合は,気象状況に留意して曳船の支援,早めの離岸等の措置を
とること。
・同一係船柱の係船索は２本までとすること。

運航規準の緩和（バウスラスタ装備船に限る）
風速 8m/s 以下

曳船 1 隻配備

曳船２隻配備

曳船２隻配備

の緩和措置

（3,400ps 以上）

（3,400ps 以上）

（3, 600ps 以上）

で入出港可

で入出港可

で入出港可

ｺﾝﾃﾅﾃﾞｯｷ積段数

・曳船３隻配備

・曳船３隻配備

3 段以下の緩和

(3,400ps 以上)の

(3, 600ps 以上)の

措置

場合は風速 11ｍ/s

場合は風速 11m/s

以下で入出港可

以下で入出港可

・曳船２隻配備

・曳船２隻配備

(3,400ps 以上)の

(3,600ps 以上)の

場合は、風速 9m/s

場合は、風速９m/s

以下で入出港可

以下で入出港可

(6) 注記
上記(4)及び(5)における風速及び接岸速度は下記のとおりとし、港湾管理者等が
計測する。
①風速 博多港ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ管理棟屋上に設置された風速計による平均風速
②接岸速度 着岸岸壁上における移動式接岸速度計による接岸速度
６ その他
上記基準の他、特別に必要と判断された場合は、別途定める。

航行支援体制及び離着岸の安全対策について

「博多港入出港及び岸壁利用基準（以下「基準」という。）」第６条に基づき、当面の
間下記のとおりとする。
１

航行支援体制について

博多港における操船経験を有しない船長が乗船している船舶については、安全航行及び
港湾施設の円滑な運営を確保するため、基準第３条の規定に限らず次のとおりとする。
① 初回入港時は原則として水先人を要請すること。
② 初回入港より３回目までの入出港については、できる限り水先人を要請すること。

２

離着岸の安全対策について
① 強風、荒天が予想される場合は、基準第３条の規定に限らず、曳船及び水先人を
積極的に要請し、船舶の航行安全確保及び施設の保全に努めなければならない。
② 現に施設等を損傷した場合は、遅滞なく港湾管理者に報告するとともに、速やか
かに現状復旧を行うこと。
また、次回の入港時における安全対策について港湾管理者の承認を得ることとし、
円滑な港湾施設の運営に協力すること。

平成１９年１１月１日
博多港安全対策協議会会長
博多港長
博多港港湾管理者

⼤型客船（全⻑ 250ｍ以上 350ｍ未満）の安全対策について
「博多港船舶⼊出港及び岸壁利⽤基準（以下「基準」という。）の 6 その他」に基づき、全⻑ 250ｍ
以上 350ｍ未満の⼤型客船（以下「本船」という。）の博多港中央ふ頭５号岸壁及び箱崎ふ頭５号岸壁
（出船着岸のみ）に⼊出港する場合の航⾏安全対策については基準によるほか下記のとおりとし、本船
及び関係者はこれを遵守するとともに、その実施状況等は港湾管理者が責任をもって確認するものとす
る。
記
１

⼊出港前
(1) 本船は、⼊出港予定時刻等をバース決定前までに代理店等に確実に通知すること。
(2) 港湾管理者及び代理店は、バース決定後、本船の⼊出港時間帯前後に中央航路を航⾏する予定
の船舶関係者に、本船の最終運航スケジュールを周知し、併せて「基準の４ 運航調整 (1)⾏き
会いの防⽌」に基づき、中央航路第５号灯標と第６号灯標を結んだ線の東側（以下「中央航路東側」
という。）で⾏き会わないよう協⼒要請すること。
(3) 港湾管理者及び代理店等は、バース決定後、上記(2)の要領により本船の最終スケジュールを
周知後、他の船舶の動静情報を「⾏会い船リスト」として本船に通知すること。
(4) 本船は、中央航路東側における⾏き会いを防⽌するため、「基準の２
船舶動静の連絡」に従
って、⼊出港に関する情報等を「はかたポートラジオ」に連絡すること。
また、本船は、⾃船のレーダー等及び「はかたポートラジオ」からの情報提供等により、航路
内における他船の動静を把握し、航路内での他船との⾏き会いが⽣じないことを確認すること。
(5) 本船は、定期旅客船の航⾏を優先すること。

２

⼊出港時及び係留中

(1)

船型

中央ふ頭５号岸壁

7 万トン級
14 万トン級
17 万トン級
250ｍ〜280ｍ未満
280ｍ〜320ｍ未満
320ｍ〜350ｍ未満
着岸舷
原則出船右舷付(※１)
⼊出港時⾵
平均 10ｍ/sec 以下
速
また、予定する⼊出港時刻の平均⾵速が 10m／s を超えると予想される場合は、
⼊出港計画の⾒直し等最善の措置を検討し、検討結果を速やかに関係者に通報する
こと。
視程
1,000ｍ以上
2,000ｍ以上
余裕⽔深
喫⽔の 10％以上
回頭域
原則中央ふ頭北側(※２)
中央ふ頭北側のみ(※２)
接岸速度
10ｃｍ/sec 以下
航⾏⽀援体
「３ 航⾏⽀援体制」の
「３ 航⾏⽀援体制」の
「３ 航⾏⽀援体制」の
制
他，
他、警戒船１隻配備
他、警戒船１隻以上配備
原則警戒船１隻配備
⽔先⼈は必ず乗船させ、曳船及び警戒船の要請については気象海象の急変等による
必要性を⼗分考慮したうえで、⽔先⼈と⼗分に調整を⾏い対処すること。
使⽤する
原則次のとおりとする
係船柱・索
150tonf 係船柱は３本まで
100tonf 係船柱は２本まで
70tonf 係船柱は１本まで
35tonf 以下の係船柱は使⽤しない
係留時⾵速
12ｍ/sec 以下
上記を超える強⾵が予想される場合は⼊出港基準の範囲で早めに出港すること。
※１ 泊地内航⾏を円滑にするため原則出船右舷付とするが、やむを得ず⼊船左舷付とする場合、岸
壁利⽤許可前に港湾管理者と協議すること。
※２ 船舶は，回頭前に回頭開始予定時間及び⽅向等を港湾管理者（ポートラジオ）に連絡すること。

(2)

船型

箱崎ふ頭５号及び４・５号岸壁（連続利⽤）

着岸舷
⼊出港時⾵
速
視程
余裕⽔深
接岸速度
航⾏⽀援体
制

使⽤する
係船柱・索

係留時⾵速

7 万トン級
14 万トン級
17 万トン級
250ｍ〜280ｍ未満
280ｍ〜320ｍ未満
320ｍ〜350ｍ未満
出船右舷付，⼊船左舷付
出船右舷付のみ
平均 10ｍ/sec 以下
また、予定する⼊出港時刻の平均⾵速が 10m／s を超えると予想される場合は、
⼊出港計画の⾒直し等最善の措置を検討し、検討結果を速やかに関係者に通報する
こと。
1,000ｍ以上
2,000ｍ以上
喫⽔の 10％以上
10ｃｍ/sec 以下
「３ 航⾏⽀援体制」の
「３ 航⾏⽀援体制」の
「３ 航⾏⽀援体制」の
他，
他、警戒船１隻配備
他、警戒船１隻以上配備
原則警戒船１隻配備
⽔先⼈は必ず乗船させ、曳船及び警戒船の要請については気象海象の急変等による
必要性を⼗分考慮したうえで、⽔先⼈と⼗分に調整を⾏い対処すること。
原則次のとおりとする
150tonf 係船柱は３本まで
100tonf 係船柱は２本まで
70tonf 係船柱は１本まで
35tonf 以下の係船柱は使⽤しない
12ｍ/sec 以下
上記を超える強⾵が予想される場合は⼊出港基準の範囲で早めに出港すること。

注記
上記(1)、（2）における⾵速及び接岸速度は下記のとおりとする。
① ⾵速 博多港ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ管理棟屋上に設置された⾵速計による
② 接岸速度 本船の接岸速度計による
３

着離岸時間の遵守
(1) 本船は、港湾管理者から許可を受けた着離岸時間を遵守すること。
(2) 本船及び代理店等が着離岸時間を変更しようとする場合は、必ず事前に港湾管理者の許可を得
ること。

平成２９ 年 ４⽉ ２５⽇
博多港安全対策協議会会⻑
博多港⻑
博多港港湾管理者

１７万トン級（全長３２０m 以上３５０m 未満）大型客船の警戒船について

「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準」第６条に基づき，「１７万トン級（全長３２
０m 以上３５０m 未満）大型客船の安全対策」における警戒船の配備は当面の間下記の
とおりとする。

記

１

入出港時の警戒船は２隻配備とする。

２

警戒船の業務は次のとおりとする。
１）前路警戒業務

２）回頭エリア付近の浅瀬警戒
３）東浜ふ頭及び箱崎ふ頭（船溜まり含む）の利用船舶への警戒業務

なお、上記３）の業務時間は、入港時は航路に入り着岸が完全に終了するまで、
出港時は出港前準備時から航路を出るまでの間とし万全を期すこととするもの。

平成２７年６月１７日
博多港港湾管理者

