
（１）外国往来船等と陸地との間の交通場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

芝中東ふ頭岸壁に設置された
フェンスにある各ゲート３か所及
び人道（給水用ゲートを除く）

宇部市大字沖宇部沖の山５２
７０の２、３、４及び５

岸壁けい留船と交通する者に
限る。

芝中ふ頭第１号岸壁から同第３
号岸壁の間に設置されたフェン
スにある各ゲート４か所及び人
道2か所

宇部市大字沖宇部沖の山 〃

芝中西ふ頭臨港道路芝中ふ頭
線に設置されたゲート及び人道

〃 〃

新町ふ頭第１号岸壁及び同第２
号岸壁の間に設置されたフェン
スにある各ゲート３か所及び人
道2か所

宇部市大字小串沖の山 〃

沖の山ふ頭第１号岸壁及び同
第２号岸壁の間に設置された
フェンスにある各ゲート４か所及
び人道２か所（開閉張り出しを除
く）

〃 〃

宇部興産株式会社宇部ケミカル
工場正門

宇部市大字小串１９７８の２ 宇部興産株式会社第１号岸
壁から同第３号岸壁けい留船
と交通する者に限る。

宇部興産株式会社第５号岸壁
に設置されたフェンスにある№
１、№２、№３、№４及びセメント
側出入口の各ゲート

宇部市大字小串沖の山１９８０ 宇部興産株式会社第５号岸
壁けい留船と交通する者に限
る。

宇部興産株式会社第６号岸壁
に設置されたフェンスにあるメイ
ンゲート口、サブゲート口、興産
機械側出入口及びセメント側出
入口の各ゲート

〃 宇部興産株式会社第６号岸
壁けい留船と交通する者に限
る。

宇部興産株式会社セメント西岸
壁北東端から南西へ全長３６５
メートルの間（ガントリークレーン
軌条部分）の岸壁

宇部市大字小串１９７８の２ 宇部興産株式会社セメント西
岸壁けい留船と交通する者に
限る。

株式会社宇部スチール正門 宇部市大字小串沖の山１９７８
の１９

宇部興産株式会社スチール
岸壁けい留船と交通する者に
限る。

宇部興産株式会社宇部ケミカル
工場ラクタム岸壁（全長１８７メー
トル）

宇部市大字小串沖の山１９７８
の１０

宇部興産株式会社宇部ケミカ
ル工場ラクタム岸壁けい留船
と交通する者に限る。

宇　部　港



宇部興産株式会社宇部ケミカル
工場ラクタム桟橋

〃 宇部興産株式会社宇部ケミカ
ル工場ラクタム桟橋けい留船
と交通する者に限る。

宇部興産株式会社西沖の山桟
橋

宇部市大字西沖の山字西沖
１３の３

宇部興産株式会社西沖の山
桟橋けい留船と交通する者に
限る。

西部石油株式会社山口製油所
正門

山陽小野田市西沖５ 西部石油株式会社山口製油
所シ－バ－ス、２号及び８号
桟橋けい留船と交通するもの
に限る。

山口県営浮桟橋 宇部市港町１丁目１の７

（２）貨物の積卸場所（船用品、機用品及び携帯品を除く。）

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

芝中東ふ頭岸壁（全長１６２メー
トル）

宇部市大字沖宇部沖の山５２
７０の２、３、４、及び５

芝中ふ頭第１号岸壁から同第３
号岸壁まで（全長４４５メートル）

宇部市大字沖宇部沖の山

芝中西ふ頭第１号岸壁及び同
第２号岸壁（全長５１０メートル）

〃

新町ふ頭第１号岸壁及び同第２
号岸壁（全長２６０メートル）

宇部市大字小串沖の山

沖の山ふ頭第１号岸壁及び同
第２号岸壁（全長３７０メートル）

〃

宇部興産株式会社第１号岸壁
から同第３号岸壁まで（全長５８６
メートル）

宇部市大字小串１９７８の２

宇部興産株式会社第５号岸壁
（全長２２０メートル）

宇部市大字小串沖の山１９８０

宇部興産株式会社第６号岸壁
（全長３２５メートル）

〃 宇部興産株式会社保税蔵置
場及び同保税工場に搬出入
する貨物に限る。

宇部興産株式会社セメント西岸
壁北東端から南西へ３６５メート
ルの間（ガントリークレーン軌条
部分）の岸壁

宇部市大字小串１９７８の２ 〃

宇部興産株式会社スチール岸
壁（全長１２０メートル）

宇部市大字小串沖の山１９７８
の１９

宇部興産株式会社宇部ケミカル
工場ラクタム岸壁（全長１８７メー
トル）

宇部市大字小串沖の山１９７８
の１０

宇部興産株式会社保税蔵置
場及び同保税工場に搬出入
する貨物に限る。

宇部興産株式会社宇部ケミカル
工場ラクタム桟橋

〃 〃



宇部興産株式会社西沖の山桟
橋

宇部市大字西沖の山字西沖
１３の３

宇部興産株式会社保税蔵置
場及び同保税工場並びに太
陽石油化学株式会社山口ス
チレン工場保税蔵置場に搬
出入する貨物に限る。

西部石油株式会社山口製油所
２号桟橋

山陽小野田市西沖５ 西部石油株式会社山口製油
所保税蔵置場及び同保税工
場に搬出入する貨物に限る。

西部石油株式会社山口製油所
８号桟橋

〃 〃

西部石油株式会社山口製油所
シーバース

山陽小野田市西沖 〃

（３）船用品、機用品及び携帯品の積卸場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

芝中東ふ頭岸壁（全長１６２メー
トル）

宇部市大字沖宇部沖の山５２
７０の２、３、４及び５

岸壁けい留船に積卸するもの
に限る。

芝中ふ頭第１号岸壁から同第３
号岸壁まで（全長４４５メートル）

宇部市大字沖宇部沖の山 〃

芝中西ふ頭第１号岸壁及び同
第２号岸壁（全長５１０メートル）

〃 〃

新町ふ頭第１号岸壁及び同第２
号岸壁（全長２６０メートル）

宇部市大字小串沖の山 〃

沖の山ふ頭第１号岸壁及び同
第２号岸壁まで（全長３７０メート
ル）

〃 〃

宇部興産株式会社第１号岸壁
から同第３号岸壁まで（全長５８６
メートル）

宇部市大字小串１９７８ 宇部興産株式会社第1号岸
壁から同第3号岸壁けい留船
に積卸するものに限る。

宇部興産株式会社第５号岸壁
(全長２２０メートル）

宇部市大字小串沖の山１９８０ 宇部興産株式会社第5号岸
壁けい留船に積卸するものに
限る。

宇部興産株式会社第６号岸壁
（全長３２５メートル）

〃 宇部興産株式会社第6号岸
壁けい留船に積卸するものに
限る。

宇部興産株式会社セメント西岸
壁北東端から南西へ全長３６５
メートルの間（ガントリークレーン
軌条部分）の岸壁

宇部市大字小串１９７８の２ 宇部興産株式会社セメント西
岸壁けい留船に積卸するもの
に限る。

宇部興産株式会社スチール岸
壁（全長１２０メートル）

宇部市大字小串沖の山１９７８
の１９

宇部興産株式会社スチール
岸壁けい留船に積卸するもの
に限る。



宇部興産株式会社宇部ケミカル
工場ラクタム岸壁（全長１８７メー
トル）

宇部市大字小串沖の山１９７８
の１０

宇部興産株式会社宇部ケミカ
ル工場ラクタム岸壁けい留船
に積卸するものに限る。

宇部興産株式会社宇部ケミカル
工場ラクタム桟橋

〃 宇部興産株式会社宇部ケミカ
ル工場ラクタム桟橋けい留船
に積卸するものに限る。

宇部興産株式会社西沖の山桟
橋

宇部市大字西沖の山字西沖
１３の３

宇部興産株式会社社西沖の
山桟橋けい留船に積卸するも
のに限る。

西部石油株式会社山口製油所
通船桟橋

山陽小野田市西沖５ 西部石油株式会社山口製油
所シーバースけい留船に積
卸するものに限る。

西部石油株式会社山口製油所
２号桟橋

山陽小野田市西沖 西部石油株式会社山口製油
所2号桟橋けい留船に積卸す
るものに限る。

西部石油株式会社山口製油所
８号桟橋

山陽小野田市西沖５ 西部石油株式会社山口製油
所８号桟橋けい留船に積卸す
るものに限る。

山口県営浮桟橋 宇部市港町１丁目１の７


