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平成２１年９月１８日 

 

 

運 輸 安 全 委 員 会 



船舶事故等調査報告書（軽微）一覧 

 （函館事務所）  （神戸事務所） 

 1 モーターボート操宝丸施設損傷

（定置網） 

 23 貨物船喜扇丸乗揚 

 24 貨物船げんとく２００８乗揚 

 2 漁船第十五富丸運航阻害  25 貨物船いくた運航阻害 

 3 漁船第三十三大彦丸衝突（消波ブ

ロック） 

 26 押船松翔丸被押はしけ松翔乗揚 

 27 貨物船第十共栄丸乗揚 

 （仙台事務所）  28 引船第二十一隼丸運航不能（機関

損傷） 4  漁船第八十八博洋丸運航阻害 

 5 貨物船飛翔丸養殖施設損傷  29 水先船ないかい漁船住吉丸衝突 

 6 旅客船おけさ丸運航阻害  30 貨物船第八大和丸乗揚 

 7 漁船第八善龍丸衝突（防波堤）  31 貨物船第二鶴吉丸乗揚 

 （横浜事務所）  32 貨物船海雄丸乗揚 

 8 漁船第二北斗丸運航不能（機関損

傷） 

 33 油送船幸喜丸座洲 

 34 モーターボート LIBERTY 漁船第二

上田丸衝突  9 貨物船第十一高神丸乗揚 

 10 貨物船第四十五 三社丸運航阻害  35 作業船海祐丸乗揚 

 11 油送船第三興雄丸引船つる丸引船

列衝突 

 36 モーターボートヤマブキ運航不能

（機関損傷） 

 12 貨物船第二広洋丸乗揚  37 モーターボートホダカ乗揚 

 （広島事務所）  13 貨物船第五住吉丸運航阻害 

 14 貨物船豊洋丸座洲  38 漁船第二浦郷丸運航阻害 

 15 漁船第二十二寿和丸運航不能（機

関損傷） 

 39 貨物船丸進丸運航阻害 

 40 漁船石原丸漁船福丸衝突 

 16 漁船第３藤丸運航阻害  41 引船第二十一隼丸引船列乗揚 

 17 貨物船第五十五進康丸乗揚  42 モーターボート萬栄丸衝突（養殖

筏）  18 油送船康洋丸乗揚 

 19 油送船鷗進丸乗揚  43 押船第二十二住力丸被押バージ S-

23 乗揚  20 貨物船Ｊ＆Ｉ押船いせ被押バージ

きょうえい衝突  44 貨物船郵商丸乗揚 

 21 遊漁船秀治丸モーターボート（船

名なし）衝突 

 45 引船第八開成丸引船列損傷（のり

養殖施設） 

 22 貨物船 HAMILTON STRAIT 貨物船 WMS 

AMSTERDAM 衝突 

 46 貨物船陽光丸運航阻害 

 47 漁船第二浦郷丸運航阻害 

 ※下線付き番号は、インシデント



 48 漁船第三好宝丸漁船第二十一覚栄

丸衝突 

 75 漁船大照丸乗揚 

 76 押船第一〇八金栄丸被押バージ第

一〇八金栄丸乗揚  49 旅客船シャトルえーす運航阻害 

 50 貨物船第三富栄丸乗揚  77 作業船福吉号乗揚 

 51 貨物船海運丸運航不能（機関損

傷） 

 78 貨物船第五昭和丸漁船宏運丸衝突 

 79 貨物船 TAI XIANG2 衝突（岸壁） 

 52 引船第二十一隼丸引船列座洲  80 旅客船きんいん２乗揚 

 53 旅客船香川丸衝突（桟橋）  81 モーターボート ASAHIMEⅠ乗揚 

 54 押船光輝丸被押バージ陽照丸座洲  82 貨物船 ROHNA 漁船金比羅丸衝突 

 55 油送船しょうせい乗揚  83 漁船第１芳美丸乗揚 

 56 貨物船瑞祥丸衝突（桟橋）  84 貨物船第二幸宝漁船海漁丸衝突 

 57 貨物船東光丸衝突（灯浮標）  85 貨物船第十八正洋丸乗揚 

 58 旅客船第三十五神勢丸モーターボ

ート朝倉丸Ⅱ衝突 

 86 貨物船 FORTUNE ISLAND 漁船第四十

八栄宝丸衝突 

 59 押船第三清水丸被押バージ第二十

四清水丸衝突（岸壁） 

 87 遊漁船木鶏丸運航不能（推進器損

傷） 

 （長崎事務所）  60 貨物船第八豊栄丸乗揚 

 61 貨物船第八伊豫丸乗揚  88 貨物船第８八幡丸運航阻害 

 62 貨物船 CRECIENTE 引船海鳳丸衝突  89 貨物船第八日昌丸座洲 

 63 貨物船ひうち２衝突（岸壁）  90 石材運搬船しんよう乗揚 

 64 遊漁船純晴丸運航阻害  91 石材運搬船栄丸乗揚 

 65 貨物船第二はる丸引船あさひ丸２

衝突 

 92 押船第三十六日の出丸被押台船第

八日の出丸乗揚 

 66 漁船千恵丸モーターボート健香丸

衝突 

 93 貨物船第三十八協徳丸乗揚 

 94 石材運搬船なみよし施設損傷 

 67 貨物船第七善丸乗揚  95 モーターボートかもめ７乗揚 

 68 貨物船第一徳神丸乗揚  96 漁船徳宝丸漁船優恵丸衝突 

 69 引船第十二神峯山丸運航不能（機

関損傷） 

 97 引船第一福江丸被引台船第十福江

号乗揚 

 70 モーターボートシードリーム乗揚  98 貨物船幸栄丸乗揚 

 71 貨物船第十八真栄丸乗揚  99 漁船第二十三大栄丸運航不能（機

関損傷）  72 貨物船徳宝丸浸水 

 （門司事務所） 100 油送船博洋丸座洲 

 73 漁船第六十八大慶丸運航阻害 101 貨物船第五大黒丸乗揚 

 74 貨物船第八天神丸運航阻害 102 旅客船マリソル乗揚 

 ※下線付き番号は、インシデント



 ※下線付き番号は、インシデント

103 押船北斗丸被押クレーン船肥前十

号乗揚 

104 貨物船第八さとみ丸乗揚 

105 貨物船だいせん丸乗揚 

106 貨物船１８エーコープ乗揚 

107 旅客船オリビア乗揚 

108 漁船長栄丸火災 

 （那覇事務所） 

109 漁船明喜丸浸水 

110 旅客船フェリーゆうむつ衝突（岸

壁） 

111 貨物船南西丸乗揚 

112 貨物船平和丸乗揚 

113 漁船睦丸運航不能（機関損傷） 

114 貨物船千進丸座洲 

115 旅客船ぐすく衝突（岸壁） 

116 油送船 YUGAWASAN 漁船光明丸衝突 

117 監視船なんせい座洲 



船舶事故等調査報告書 

平成２１年８月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９仙第４１号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２１年４月１日 １９時４５分ごろ 

発生場所 新潟県佐渡市両津港北防波堤東端から真方位０７０°２００ｍ付近 

（概位 北緯３８°０４.９′ 東経１３８°２７.２′） 

事故等調査の経過  平成２１年４月３日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 おけさ丸、５,８６２トン 

 １２０１０２、佐渡汽船株式会社及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設

整備支援機構 

 乗組員等に関する情報 船長、二級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過 本船は、旅客７４人を乗せ、車輌２７台を搭載し、船首約４.５ｍ、船尾

約５.５ｍの喫水で両津港を出港し、新潟港に向かった。両津港北防波堤を

通過したのち、主機両舷のプロペラピッチを上げたところ、平成２１年４

月１日１９時４５分ごろ、船体の振動が発生するとともに、エンジンの排

気温度上昇の警報が鳴り、左舷機に異常な負荷がかかったため、新潟港へ

の航行を断念して、両津港へ引き返し、当便は欠航となった。 

その後、ダイバーによる水中調査の結果、左舷推進器及び同推進器軸付

近に絡網した大量の漁網が発見され、除去された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

なし 

なし 

本船は、航行中、水面下に浮遊していた大量の漁

網を推進器等に絡網したものと考えられる。 

原因 本インシデントは、夜間、両津港北防波堤付近において、本船が航行中、

水面下に浮遊していた大量の漁網を左舷推進器等に絡網したため、左舷機

の運転が不能となったことにより発生したものと考えられる。 

 


