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Ｎ４２°２０′５６″　　　　
　Ｅ１４０°５４′５８″　　
　　連成不動単閃赤光　　　　
　　　閃光３９０ｃｄ　　　　
　　　　不動光３９ｃｄ　　　
　　　　　赤色　塔形コンクリ
ート造

種　　　　　　　　類

施 　設 　番 　号

名　　　　　　　　称

管　理　者　名　等

概　　　　　　　　要

建設開始及
び終了年度

開始年度

終了年度

事
業
費

総　　額　（千円）

費　　目　　１

費　　目　　２

備　　　　　　　　考

航路標識 航路標識 航路標識 航路標識

01001E-1- 401001E-1- 301001E-1- 201001E-1- 1

室蘭港南外防波堤灯台 室蘭港北外防波堤灯台 室蘭港南外防波堤B灯台 室蘭港南副防波堤灯台

室蘭海上保安部 室蘭海上保安部 室蘭海上保安部 室蘭海上保安部

Ｎ４２°２１′１３″　　　　
　Ｅ１４０°５５′０１″　　
　　連成不動単閃緑光　　　　
　　　閃光３９０ｃｄ　　　　
　　　　不動光３９ｃｄ　　　
　　　　　白色　塔形コンクリ
ート造

Ｎ４２°２０′４１″　　　　
　Ｅ１４０°５５′４１″　　
　　等明暗緑光　１１０ｃｄ　
　　　白色　塔形コンクリート
造

Ｎ４２°２１′０１″　　　　
　Ｅ１４０°５５′４１″　　
　　連成不動単閃赤光　　　　
　　　閃光７８ｃｄ　　　　　
　　　　不動光７ｃｄ　　　　
　　　　　赤色　塔形コンクリ
ート造

昭和４８年度 昭和４９年度 昭和５４年度 昭和５９年度

空白欄は不明 空白欄は不明 空白欄は不明 空白欄は不明
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Ｎ４２°２１′０２″　　　　
　Ｅ１４０°５７′０１″　　
　　単閃赤光　２５ｃｄ　　　
　　　赤色　塔形コンクリート
造

種　　　　　　　　類

施 　設 　番 　号

名　　　　　　　　称

管　理　者　名　等

概　　　　　　　　要

建設開始及
び終了年度

開始年度

終了年度

事
業
費

総　　額　（千円）

費　　目　　１

費　　目　　２

備　　　　　　　　考

航路標識 航路標識 航路標識 航路標識

01001E-1- 801001E-1- 701001E-1- 601001E-1- 5

室蘭港南防波堤灯台 室蘭港北防波堤灯台 室蘭港日本製鉄ふとう灯台 室蘭港口灯標

室蘭海上保安部 室蘭海上保安部 日本製鉄㈱ 室蘭海上保安部

Ｎ４２°２１′１４″　　　　
　Ｅ１４０°５６′５３″　　
　　単閃緑光　２５ｃｄ　　　
　　　白色　塔形ＦＲＰ造

Ｎ４２°２０′３６″　　　　
　Ｅ１４０°５８′４７″　　
　　群閃緑光　　５００ｃｄ　
　　　白色　塔形鉄造

Ｎ４２°２０′５０″　　　　
　Ｅ１４０°５４′３５″　　
　　群閃赤光　１００ｃｄ　赤
色　　円錐形頭標１個付　　　
　　　　赤色　柱形

昭和６０年度 昭和　６年度 昭和４４年度 昭和５０年度

平成　６年度

空白欄は不明 空白欄は不明 空白欄は不明 空白欄は不明
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Ｎ４２°２０′３８″　　　　
　Ｅ１４０°５８′２０″　　
　　群閃赤光　４０ｃｄ　赤色
　　　円錐形頭標１個付　　　
　　　　赤色柱形

種　　　　　　　　類

施 　設 　番 　号

名　　　　　　　　称

管　理　者　名　等

概　　　　　　　　要

建設開始及
び終了年度

開始年度

終了年度

事
業
費

総　　額　（千円）

費　　目　　１

費　　目　　２

備　　　　　　　　考

航路標識 航路標識 航路標識 航路標識

01001E-1-1601001E-1-1101001E-1-1001001E-1- 9

室蘭港第四号灯標 室蘭港第三号灯標 室蘭港第二号灯標 室蘭港ENEOS埠頭H-1桟橋導標(後
標)

室蘭海上保安部 室蘭海上保安部 室蘭海上保安部 ENEOS㈱

Ｎ４２°２０′５１″　　　　
　Ｅ１４０°５８′２６″　　
　　群閃緑光　４０ｃｄ　緑色
　　　円筒形頭標１個付　　　
　　　　緑色柱形

Ｎ４２°２１′０１″　　　　
　Ｅ１４０°５７′３５″　　
　　単閃赤光　４０ｃｄ　赤色
　　　円錐形頭標１個付　　　
　　　　赤色柱形

Ｎ４２°２１′３６″　　　　
　Ｅ１４０°５７′２３″　　
　　赤色三角形頭標付　　　　
　　　鉄造　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　

昭和２８年度 昭和５３年度 昭和２８年度 昭和３２年度

空白欄は不明 空白欄は不明 空白欄は不明 港湾区域外　空白欄は不明
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Ｎ４２°２１′０１″　　　　
　Ｅ１４０°００′１７″　　
　　不動赤光　２００ｃｄ　　
　　　赤色三角形頭標付　　　
　　　　水銀三角形やぐら形鉄
造

種　　　　　　　　類

施 　設 　番 　号

名　　　　　　　　称

管　理　者　名　等

概　　　　　　　　要

建設開始及
び終了年度

開始年度

終了年度

事
業
費

総　　額　（千円）

費　　目　　１

費　　目　　２

備　　　　　　　　考

航路標識 航路標識 航路標識 航路標識

01001E-1-2201001E-1-2101001E-1-2001001E-1-19

室蘭港日本製鉄第三号導灯(前灯
)

室蘭港日本製鉄第三号導灯(後灯
)

室蘭港日本製鉄第二号導灯(前灯
)

室蘭港日本製鉄第二号導灯(後灯
)

日本製鉄㈱ 日本製鉄㈱ 日本製鉄㈱ 日本製鉄㈱

Ｎ４２°２１′０１″　　　　
　Ｅ１４０°００′２０″　　
　　不動赤光　２００ｃｄ　　
　　　赤色三角形頭標付　　　
　　　　水銀三角形やぐら形鉄
造

Ｎ４２°２０′５５″　　　　
　Ｅ１４０°００′２５″　　
　　不動赤光　２００ｃｄ　　
　　　赤色三角形頭標付　　　
　　　　黒色三角形やぐら形鉄
造

Ｎ４２°２０′５５″　　　　
　Ｅ１４０°００′３０″　　
　　不動赤光　２００ｃｄ　　
　　　赤色三角形頭標付　　　
　　　　黒色三角形やぐら形鉄
造

昭和４７年度 昭和４７年度 昭和２８年度 昭和２８年度

港湾区域外　空白欄は不明 港湾区域外　空白欄は不明 港湾区域外　空白欄は不明 港湾区域外　空白欄は不明
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Ｎ４２°２０′３０″　　　　
　Ｅ１４０°５８′５２″　　
　　不動赤光　２００ｃｄ　　
　　　赤色三角形頭標付　　　
　　　　水銀三角形やぐら形鉄
造

種　　　　　　　　類

施 　設 　番 　号

名　　　　　　　　称

管　理　者　名　等

概　　　　　　　　要

建設開始及
び終了年度

開始年度

終了年度

事
業
費

総　　額　（千円）

費　　目　　１

費　　目　　２

備　　　　　　　　考

航路標識 航路標識 航路標識 航路標識

01001E-1-2601001E-1-2501001E-1-2401001E-1-23

室蘭港日本製鉄第一号導灯(前灯
)

室蘭港日本製鉄第一号導灯(後灯
)

室蘭港日本製鉄第四号導灯(前灯
)

室蘭港日本製鉄第四号導灯(後灯
)

日本製鉄㈱ 日本製鉄㈱ 日本製鉄㈱ 日本製鉄㈱

Ｎ４２°２０′２７″　　　　
　Ｅ１４０°５８′５９″　　
　　不動赤光　２００ｃｄ　　
　　　赤色三角形頭標付　　　
　　　　水銀三角形やぐら形鉄
造

Ｎ４２°２１′０８″　　　　
　Ｅ１４０°５８′５１″　　
　　不動赤光　３０ｃｄ　　　
　　　赤色三角形頭標付　　　
　　　　白色三角形やぐら形鉄
造

Ｎ４２°２１′０８″　　　　
　Ｅ１４１°５９′０９″　　
　　不動赤光　３０ｃｄ　　　
　　　赤色三角形頭標付　　　
　　　　白色三角形やぐら形鉄
造

昭和３６年度 昭和３６年度 昭和５６年度 昭和５６年度

港湾区域外　空白欄は不明 港湾区域外　空白欄は不明 港湾区域外　空白欄は不明 港湾区域外　空白欄は不明
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Ｎ４２°１９′４９″　　　　
　Ｅ１４０°５９′１０″　　
　　不動赤光　３２ｃｄ　　　
　　　赤色三角形頭標付　　　
　　　　三角形やぐら形鉄造

種　　　　　　　　類

施 　設 　番 　号

名　　　　　　　　称

管　理　者　名　等

概　　　　　　　　要

建設開始及
び終了年度

開始年度

終了年度

事
業
費

総　　額　（千円）

費　　目　　１

費　　目　　２

備　　　　　　　　考

航路標識 航路標識 航路標識 航路標識

01001E-1-3001001E-1-2901001E-1-2801001E-1-27

室蘭港日通ふとう第二号導灯(前
灯)

室蘭港日通ふとう第二号導灯(後
灯)

室蘭港日通ふとう第一号導灯(前
灯)

室蘭港日通ふとう第一号導灯(後
灯)

日本通運(株) 日本通運(株) 日本通運(株) 日本通運(株)

Ｎ４２°１９′４８″　　　　
　Ｅ１４０°５９′１１″　　
　　不動赤光　３２ｃｄ　　　
　　　赤色三角形頭標付　　　
　　　　三角形やぐら形鉄造

Ｎ４２°１９′４７″　　　　
　Ｅ１４０°５８′５８″　　
　　不動赤光　３２ｃｄ　　　
　　　赤色三角形頭標付　　　
　　　　三角形やぐら形鉄造

Ｎ４２°１９′４６″　　　　
　Ｅ１４０°５９′００″　　
　　不動赤光　３２ｃｄ　　　
　　　赤色三角形頭標付　　　
　　　　三角形やぐら形鉄造

昭和３５年度 昭和３５年度 昭和３５年度 昭和３５年度

港湾区域外　空白欄は不明 港湾区域外　空白欄は不明 港湾区域外　空白欄は不明 港湾区域外　空白欄は不明
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Ｎ４２°２１′１３″　　　　
　Ｅ１４０°５７′４１″　　
　　単閃緑光　４０ｃｄ　　　
　　　緑色円筒形頭票１個付　
　　　　緑色柱形

種　　　　　　　　類

施 　設 　番 　号

名　　　　　　　　称

管　理　者　名　等

概　　　　　　　　要

建設開始及
び終了年度

開始年度

終了年度

事
業
費

総　　額　（千円）

費　　目　　１

費　　目　　２

備　　　　　　　　考

航路標識 航路標識 航路標識 航路標識

01001E-1-3601001E-1-3501001E-1-3401001E-1-32

室蘭港第一号灯標 室蘭港中央ふ頭導標(前標) 室蘭港中央ふ頭導標(後標) 室蘭港本輪西道標(前標)

室蘭海上保安部 室蘭市(国) 室蘭市(国) 室蘭埠頭㈱

Ｎ４２°１９′２２″　　　　
　Ｅ１４０°５８′２２″　　
　　赤色三角形頭票付　　白色
　　　柱形（鉄造）　　　　　
　　　　地上から構造物の頭部
まで　　　　　　　　　１４．
００ｍ　　　平均水面上から構
造物の頭部まで　　　　　　１
５．８５ｍ

Ｎ４２°１９′２０″　　　　
　Ｅ１４０°５８′２２″　　
　　赤色三角形頭票付　　白色
　　　柱形（鉄造）　　　　　
　　　　地上から構造物の頭部
まで　　　　　　　　　１７．
００ｍ　　　平均水面上から構
造物の頭部まで　　　　　　１
８．７５ｍ

Ｎ４２°２１′２９"　　　　　
　Ｅ１４０°５８′３４"　　　
　　赤色三角形頭票１個付　　
　　　赤色　柱形　　　　　　
　　　　地上から構造物の頭部
まで　　　　　　５．００ｍ

平成　６年度 平成１２年度 平成１２年度

平成１２年度 平成１２年度

空白欄は不明 空白欄は不明　平成15年2月5日
管理受託

空白欄は不明　平成15年2月5日
管理受託



  　港　　湾　　施　　設　　情　　報　
（航行補助施設） Page:8

Ｎ４２°２１′３０"　　　　　
　Ｅ１４０°５８′３５"　　　
　　赤色三角形頭票１個付　　
　　　赤色　柱形　　　　　　
　　　　地上から構造物の頭部
まで　　　　　　７．００ｍ

種　　　　　　　　類

施 　設 　番 　号

名　　　　　　　　称

管　理　者　名　等

概　　　　　　　　要

建設開始及
び終了年度

開始年度

終了年度

事
業
費

総　　額　（千円）

費　　目　　１

費　　目　　２

備　　　　　　　　考

航路標識 航路標識 航路標識

01001E-1-3901001E-1-3801001E-1-37

室蘭港本輪西道標(後標) 室蘭港本輪西第二号道標(前標) 室蘭港本輪西第二号道標(後標)

室蘭埠頭㈱ 室蘭埠頭㈱ 室蘭埠頭㈱

Ｎ４２°２１′２８"　　　　　
　Ｅ１４０°５８′３０"　　　
　　赤色三角形頭票１個付　　
　　　白色　柱形(鉄造)　　　
　　　　地上から構造物の頭部
まで　　　　　　７．２０ｍ

Ｎ４２°２１′３０"　　　　　
　Ｅ１４０°５８′３１"　　　
　　赤色三角形頭票１個付　　
　　　白色　柱形(鉄造)　　　
　　　　地上から構造物の頭部
まで　　　　　　１０．００ｍ

平成３１年度 平成３１年度

平成３１年度 平成３１年度


