
 

 

公益社団法人 中部小型船安全協会 

 平成２８年度事業報告書 

                               自：平成 28年 4月 1日  

至：平成 29年 3月 31日                                

１．教育活動 

   ・海上安全講習会 

プレジャーボートオーナーや運航者、「安全推進マリーナ」認定を受けた 

    マリーナに対して、第四管区海上保安本部及び同本部管内の海上保安部署の

協力と講師の派遣をいただき、海難防止と運航マナーの向上を図るため、安

全講習会、実技講習等１３回の講習会を開催した。 

① 開催地区及び参加人員等 

開催地区 実施日 実施場所 受講者 

尾鷲地区 （尾鷲市） ４月２３日 梶賀浦漁港 １９名 

四日市地区（四日市） ６月１９日 富洲原地区市民センター ３６名 

名古屋地区（知多市） ７月１６日 知多市こども未来館 １９名 

名古屋地区（常滑市） ７月２１日 鬼崎フィッシャリーナクラブハウス １５名 

名古屋地区（常滑市） ８月２１日 ＮＴＰマリーナりんくう ２２名 

尾鷲地区 （尾鷲市） １０月 １日 梶賀浦漁港 １６名 

三河地区 （蒲郡市） １０月１８日 ラグナマリーナ ４１名 

衣浦地区 （高浜市） １０月２３日 マリーナ高浜 ２３名 

四日市地区（津市） １１月 ５日 マリーナ河芸 １３名 

三河地区 （蒲郡市） １１月１２日 海陽ヨットハーバー艇庫 ５７名 

名古屋地区（東海市） １１月２７日 ヨコスカマリン １９名 

四日市地区（桑名市） １１月２９日 木曽川下流河川事務所 ３２名 

名古屋地区（海部郡） ２月２３日 飛島マリン  ８名 

 合計   ５地区         １３カ所 ３２０名 

   ② 海上安全講習会配付テキスト  

「安全運航のしおり」を作成し、講習受講者に配付した。 

また、自治体等、プレジャーボート管理者等が主催するイベント会場等に

おいて広く海難防止に努める啓発活動の一つとしてテキストを配付した。 

・作成部数＝３６０部 

   ③ 海上安全講習会受講済みステッカー   

      中部小型船安全協会が主催する安全講習会を受講した会員に対してス

テッカーを配布し、会員が船体にステッカーを貼付することで、会員の安

全意識の高揚を図るとともに、新規会員の加入を促すものである。 

  



 

 

２．安全活動 

（１）海上安全指導員のための連絡調整会議及び研修 

   平成２８年度における現場指導活動及び安全パトロールについて、実施

要領、日程、海域等について検討、調整を行い、重点指導事項及び海事関

係法令等に関する研修を実施した。 

① 海上安全指導員連絡調整会議及び研修開催場所等  

開催地区 実施日 実施場所 参加者 

四日市地区（四日市市） ６月１３日 四日市海上保安部 １０名 

鳥羽地区 （鳥羽市） ６月１５日 鳥羽海上保安部 ９名 

三河地区 （蒲郡市） ６月１７日 蒲郡市民会館会議室 １４名 

名古屋地区（名古屋市） ６月２７日 名古屋港湾合同庁舎別館 ２１名 

衣浦地区 （半田市） ６月２８日 衣浦海上保安署 ７名 

合計    ５部署 ６１名           

  ② 連絡調整会議配付テキスト  

「海上安全指導員のしおり」を研修資料として作成、海上安全指導員に

配付した。 

・作成部数＝１２０部 

 

（２）海上安全指導員による安全パトロール、現場指導及び海上保安官との合同パ

トロール 

    プレジャーボート・遊漁船等、ミニボートを含む小型船が輻輳する海域に

おいて年間を通じ、各海上保安部署の指導を得て、見張りの励行、乗組員の

ライフジャケットの着用、緊急時の１１８番の活用について指導を行うとと

もに気象海象に注意を払い、早めの避難の実施について注意喚起を下表のと

おり実施した。 

     また、各地区の海上安全指導員と海上保安官が連携を図り、合同パトロー

ルを実施し、海難事故防止活動に努めた。 

     陸上においてもマリーナ、小型船の基地、係留場所の現場において、出港

前点検などの励行のため、法定備品の完備、船体・機関の点検整備などの注

意喚起を行った。 

   ① 海上安全指導員による安全パトロール実績 合計３７４回（２００９名） 

地 域 部署 実績（指導回数・人数） 部署 実績（指導回数・人数） 

伊勢湾 名古屋 ６７回・２７７名 四日市 ４８回・４１９名 

三河湾 三河 ７３回・８３５名 衣浦 ４４回・ ４７名 

鳥羽周辺 鳥羽 １３５回・４００名  

尾鷲湾 尾鷲   ７回・ ３１名 

  

   



 

 

 

② 海上安全指導員による現場指導実績   合計１７４回（１２１７名） 

地 域 部署 実績（指導回数・人数） 部署 実績（指導回数・人数） 

伊勢湾 名古屋 １１回・ ６８名 四日市 ３５回・２３９名 

三河湾 三河 ３３回・６１３名 衣浦 ５７回・１１７名 

鳥羽周辺 鳥羽 ３８回・１８０名  

尾鷲湾 尾鷲   ０回・  ０名 

   ③ 合同パトロール 

開催地区 実施日 実施海域 参加者 

鳥羽地区 （鳥羽市） ７月１６日 英虞湾  ６名 

名古屋地区（名古屋市） ７月１８日 名古屋港 ２名 

鳥羽地区 （度会郡） ７月２６日 五ヶ所湾  ２名 

名古屋・衣浦地区（常滑市） １０月 ９日 中部空港周辺 ２２名 

四日市地区（四日市市） １０月３０日 四日市港沖・川越沖周辺  ５名 

 合計    ５地区          ３７名 

   ④ 安全指導の際に配付する安全啓発グッズ 

      小型船舶関係者の安全意識の啓発と安全指導の強化を図るため、グッズ  

   にチラシを付け安全指導対象者に配付した。 

・作成数＝５００枚 

 

（３）海上安全指導員現場指導結果検討会及び研修 

平成２８年度における安全パトロール及び現場指導の実施結果と安全活動 

    上の問題点、改善事項等を参考に検討するとともに、プレジャーボート海難 

事例と防止対策、発生状況と対策等について研修を受けた。 

① 海上安全指導員現場指導結果検討会及び研修開催場所等  

開催地区 実施日 実施場所 参加者 

三河地区 （蒲郡市） １２月１２日 四日市海上保安部 １４名 

衣浦地区 （半田市） １２月１６日 鳥羽海上保安部  ６名 

鳥羽地区 （鳥羽市） １２月１９日 蒲郡市民会館会議室  ５名 

名古屋地区（名古屋市） １２月２１日 名古屋港湾合同庁舎別館 １６名 

四日市地区（四日市市） １２月２２日 衣浦海上保安署  ８名 

 合計    ５部署 ４９名 

                         

３．広報活動 

    ・広報活動 

      小型船舶の安全運航に関する事項、海事関係法令の解説など安全思想の

普及のための情報等を、広報誌、クリアファイル、及びインターネットで

公開中のホームページを更新し、利便性を向上するとともに、広く海難防



 

 

止を呼びかけた。   

   ① 封筒の作成 

      日本財団ロゴ入り封筒を作成し、安全啓発グッズ・各種資料等の送付時

に使用した。 

     ・作成枚数＝３０００枚 

 ② 広報誌の発行  

    『マリーン・エンゼル９８号』 平成２８年１０月発行 

    『マリーン・エンゼル９９号』 平成２９年 ２月発行 

     協会員、小型船舶の運航者、オーナー、マリーナ、関係官庁、その他関係者に 

配布した。 

・作成部数＝５００部×２回 

   ③ クリアファイル（ポスター）作成    

      「海を守りたい 人を守りたい」をキャッチフレーズとし、「海難ゼロへの 

願い」を込め、「小型船の海難防止」に繋がるものをイメージし、老若男女に 

訴えることができるようにデザインを依頼して作成をした。 

平成２８年１０月に作成、協会員、関係官庁、その他関係者に配布した。 

・作成部数＝１０００枚   

   ④ ホームページウェブサイト更新 

      インターネットで公開中のホームページにおいて、協会の動き、海上安全に 

係る最新の情報等の掲載をし、広く海難防止を呼びかけた。 

 

４．海事思想普及活動 

   ・海洋安全教室  

     小学生をはじめとした児童を対象とした親子海洋安全教室、プレジャーボ

ート等の体験乗船を通して海に親しみつつ、乗船時の安全等、海のルールに

ついて学び、海事知識を学ぶことにより、海難防止の重要性を認識し、健全

な海洋思想の普及を図った。 

① 平成２８年７月３１日 三河地区で実施 

     参加人員４５名（児童２５名 大人２０名）が、「海フェスタ東三河」

の協賛行事として蒲郡市にある「ラグナマリーナ」から大島の付近海域ま

で、乗船パトロール艇同士で無線通信を実施した。 

    ≪海洋安全教室内容≫ 

    小型船舶に乗船する際に必要な安全知識、海難防止の講話、ロープワーク

体験、救命胴衣着脱訓練、無線通信     

② 平成２８年８月２１日 名古屋地区で実施 

     参加人員３８名（児童２０名 大人１８名）が、常滑市「マリーナりん 

    くう」から出発、中部国際空港セントレア周辺海域までクルージングを行 

    い、飛行機の離着陸の見学を実施した。   

              



 

 

     ≪海洋安全教室内容≫・救命胴衣着脱訓練、小型船舶に乗船する際の注意 

事項、安全知識と準備についての講話、ロープワーク体験、無線通信  

   ③ 安全啓発グッズの作成 

      安全啓発活動に興味関心をもってもらうように、エコバックを作成し海

事思想普及活動参加者、他啓蒙啓蒙活動参加者に配布した。 

     ・作成数＝８００ヶ  

 

５．安全運動行事 

・出艇式 

  海上安全指導員の操船技量の習得及び士気の高揚を図ると共に、海難防止 

思想の普及啓蒙に努めるため、平成２８年度の安全パトロール艇出艇式を管 

内２ヶ所で実施した。 

   ① 平成２８年７月２４日（日）  

「海フェスタ東三河」巡視船みずほ一般公開に併せ実施。 

     一日港長、一日巡視艇船長、一日安全パトロール艇船長任命後、安全パト 

ロール艇等９隻と海上安全指導員他３５名が参加しパレードを実施、巡視 

船「みずほ」船上から、第四管区海上保安本部交通部長、三河海上保安署 

長、巡視船「みずほ」船長・業務管理官、中部小型船安全協会副会長及び 

役員等の閲艇を受けた。 

  ② 平成２８年７月３０日（土）  

     四日市地区「マリーナ河芸」において全国海難防止強調運動推進四日市

地区連絡会議との共催で実施。 

    一日海上保安官、一日海上安全指導員任命後、安全パトロール艇等３隻と

海上安全指導員他２０名と全国海難防止強調運動推進四日市地区連絡会

議構成員２１名が参加しパレードを実施、副会長、第四管区海上保安本部

交通部企画調整官、四日市海上保安部長・次長等の閲艇を受けた。 

    

６．災害対策活動 

  ・防災訓練 

     海上安全指導員中心による支援活動で、災害時等における対応能力の向上 

    を図るため、地方自治体等が実施する防災訓練に参加し、情報の伝達、物資 

    輸送などの支援要請に対応できるように訓練に参加した。 

    また、海上輸送の災害応急対策支援のための資機材を整備した。 

   ① 平成２８年１１月６日（日） 愛知県弥富市名古屋港で実施。 

      「愛知県・弥富市津波・地震防災訓練」に救援物資搬送訓練として安全 

パトロール艇１隻海上安全指導員他４名が参加した。 

   ② 平成２８年１１月１３日（日）三重県津市津松阪港で実施。 

      「三重県・津市総合防災訓練」に救援物資搬送訓練として安全パトロー 

 



 

 

ル艇１隻と海上安全指導員他２名が参加した。 

   ③ 災害支援資機材購入 （１種）   

     ・高視認型レインスーツ   上下１２組  

 

   ・旅客船事故対応訓練 

     第四管区海上保安本部が実施する高速旅客船事故の発生を想定した訓練 

に参加した。 

   ① 平成２８年１１月１４日（月） 常滑空港地区及びその周辺海域 

      「旅客船事故対応訓練」に安全パトロール艇２隻と海上安全指導員他９ 

名が参加した。 

   

 ７．諸会議の開催 

  （１）平成２８年度第１回定時理事会（平成２８年６月２日） 

   ① 理事現在数８名  出席理事６名  出席監事１名 

   ② 議案 

     第１号議案 平成２７年度事業報告・収支決算について 

     第２号議案 役員選任（案）の承認について 

③ 報告事項 

     イ．理事会承認事項 

       平成２８年度事業計画・収支予算について 

     ロ．その他 

  

（２）平成２８年度定時総会（平成２８年６月２１日） 

   ① 出席者 （正会員数２４１名）  

出席会員３７名 委任状提出者６５名 書面表決者５６名 計１５８名       

   ② 議案 

     第１号議案 平成２７年度事業報告・収支決算承認について 

     第２号議案 役員改選（案）の承認について 

   ③ 報告事項 

     イ．理事会承認事項 

       平成２８年度事業計画・収支予算について 

     ロ．その他 

 

 （３）平成２８年度第１回臨時理事会（平成２８年６月２１日） 

   ① 理事現在数８名  出席理事数５名  出席監事２名  

   ② 議案 

第１号議案 会長（代表理事）、副会長（代表理事）、専務理事（業務執行 

理事）の選定」について 

 



 

 

 （４）平成２８年度第２回定時理事会（書面表決 平成２８年１０月２５日） 

   ① 理事現在数７名    書面表決理事数７名  

   ② 承認事項 

承認第１号 平成２９年度日本財団助成事業助成金の交付申請について 

③ 報告事項 

     平成２８年度事業進捗状況について 

 

  （５）平成２８年度第３回定時理事会（平成２９年３月１４日） 

   ① 理事現在数７名  出席理事６名  出席監事１名  

   ② 議案 

     第１号議案 平成２９年度事業計画・収支予算（案）について 

     第２号議案 中安協の活性化について 

     第３号議案 会員の報告について 

     第４号議案 平成２９年度定時理事会・定時総会の開催日程について 

     その他    

     

  （６）平成２８年度企画運営専門委員会（平成２９年２月２３日） 

   ① 委員現在数１０名   書面審議１０名 

   ② 議案 

     第１号議案 平成２９年度事業計画（案）について 

     その他 

   

  （７）平成２８年度財政検討委員会（平成２９年２月２３日） 

   ① 委員現在数８名    書面審議８名 

   ② 議案 

     第１号議案 平成２９年度収支予算（案）について 

     第２号議案 中部小型船安全協会活性化進捗状況について（報告） 

     第３号議案 会員の入退会の承認（案）について 

     その他 

 

  （８）平成２８年度災害対策専門委員会（平成２９年２月２３日） 

   ① 委員現在数１１名   書面審議１１名 

   ② 議案 

     第１号議案 防災資機材配布情況について（報告） 

     第２号議案 三重県への提出用連絡網について（報告） 

     第３号議案 災害対策主要情報拠点について 

     その他 


