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公益社団法人 中部小型船安全協会 

 平成２９年度事業報告書 

                               自：平成 29年 4月 1日  

至：平成 30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

派遣を受け、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 

   １１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 受講者 実施日 

尾鷲地区  （尾鷲市） ２７名 ４月１５日実施 

三河地区  （蒲郡市） ９１名 ５月２０日実施 

四日市地区 （四日市） ４６名 ６月 ４日実施 

名古屋地区 （知多市） １４名 ７月 ９日実施 

衣浦地区  （高浜市） ２１名 ８月２７日実施    

三河地区  （蒲郡市） ２１名 ８月２９日実施 

名古屋地区 （東海市） １８名 １０月２８日実施 

四日市地区 （桑名市） ２４名 １２月 ５日実施 

四日市地区 （津市） ９名 １月２６日実施 

名古屋地区 （海部郡） １７名 ２月１５日実施 

名古屋地区 （常滑市） １２名  ３月１４日実施 

合計 ３００名  

   ② 海上安全講習会配付テキスト 

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「安全運航のしおり」を講習 

受講者に配付した。 

・作成部数＝600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２９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、マリンレジ
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ャーシーズンに先立ち、実施計画、日程、海域等について検討、調整を行い、海

上安全指導員の心得について、重点指導事項及び小型船舶の海難等に関する研修

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 出席者 実施日 

衣浦地区  （半田市） ８名 ４月１７日実施 

四日市地区 （四日市市） １１名 ４月１８日実施 

三河地区  （蒲郡市） １５名 ４月２０日実施     

名古屋地区 （名古屋市） ２１名 ４月２１日実施 

鳥羽地区  （鳥羽市） ８名 ４月２４日実施 

合計  ６３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＝150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 

多数の小型船が輻輳する海域において、見張りの励行、平成３０年２月から船長

の義務となる乗船者のライフジャケットの着用の他、携帯電話などの連絡手段の確

保、緊急時の１１８番の活用について指導を行うとともに、海の安全情報の利用を

することにより、早めの避難の実施について注意喚起を行った。 

     また、海上安全指導員と海上保安官が連携した合同パトロールを実施し、安全指 

導の強化を図り海難防止活動に努めた。 

 発航前点検などの励行のため、陸上においてもマリーナ、小型船の係留場所にお 

いて法定備品の完備、船体・機関の点検整備、バッテリー及び燃料等の点検などの 

注意喚起を行った。   

① 合同パトロール 

開催地区 実施日 実施海域 

鳥羽地区 ７月１６日実施 鳥羽市英虞湾 

鳥羽地区 ７月３１日実施 鳥羽市鳥羽・伊勢 

鳥羽地区 ８月１９日実施 三重県度会郡五ヶ所湾 

名古屋地区 ９月 ３日実施 名古屋市名古屋港新舞子 

名古屋地区 ９月１０日実施 名古屋市名古屋港堀川 

名古屋地区 ９月２４日実施 名古屋市名古屋港～東海市 

三河地区 １１月１７日実施 蒲郡市竹島周辺 

四日市地区 １１月２６日実施 四日市市四日市港沖・川越沖 

   ② 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、季節に合わせ 
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常に目に留めることができる安全啓発グッズである「うちわ」と、海の安全情 

報に関する「ハザードマップ」を海上・海浜等で安全指導対象者に配布した。  

    ・うちわ作製数＝3700本      

・ハザードマップ作成枚数＝10000 枚 

             

（３）出艇式・海上パレード 

   「海の事故ゼロキャンペーン」及び「豊橋みなとフェスティバル」のイベントに

おいて、地域と密着したボランティア活動による小型船舶の安全意識の向上を図り、

安全啓発をするために出艇式及び安全パトロール艇による海上パレードを実施した。 

   ① 愛知県（豊橋市）  ７月１７日実施 「豊橋みなとフェスティバル」協賛 

     出席者：１９名                    

 ② 三重県（四日市市） ８月 ６日実施 「四日市港まつり」協賛 

   出席者：７名 

 

（４）海上安全指導員現場指導結果検討会及び研修 

平成２９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の研修と、ライフジャケットの着用について詳しく

説明を受けた。 

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 出席者 実施日 

三河地区  （蒲郡市） １２名 １２月１１日実施 

鳥羽地区  （鳥羽市） ８名 １２月１３日実施 

衣浦地区  （半田市） ８名 １２月１５日実施 

四日市地区 （四日市市） ８名 １２月１９日実施 

名古屋地区 （名古屋市） １４名 １２月２２日実施 

合計 ５０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に掲載し、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、会員・その他関係者に広く海難防止を呼びかけ

た。   

   ① 広報誌の発行  

   『マリーン・エンゼル１００号』 平成２９年１０月発行  ＊１００号記念 

   『マリーン・エンゼル１０１号』 平成３０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 
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布した。 

・作成部数＝500部×2回 

   ② クリアファイル（ポスター）作成  

     「海難ゼロへの願い」をキャッチフレーズとし、協会イメージキャラクターの“と 

     おるくん”と地域の特色を加え、様々な人達に「小型船舶の海難防止」を訴えるこ 

とができるように作成をした。 

     安全啓発活動をする会員から、マリンレジャー最盛期外での、周知をしたいとの要 

     望もあり、平成２９年１２月にポスターを作成、協会団体会員、関係官庁、その他 

関係者に配付した。 

     ・作成部数＝クリアファイル 1000枚   ポスター150枚  

   ③ 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、会員の声・近況、 

     海上安全に係る最新情報の掲載の他、日本財団が提供する公益事業サイト「ＣＡＮ 

     ＰＡＮ」の更新を実施し、広く海難防止を呼びかけた。 

   ④ のぼり作製 

     安全啓発標語とともに、中安協イメージキャラクター「とおるくん」を配すること 

     で人の目を引き、集客効果のあるのぼりを作製し、行事の際に使用した。 

     また、同時に日本財団助成で実施している事業であることを周知した。 

  

４．海事思想普及活動 

   ・海洋安全教室  

     地域が開催するイベントに協賛し、多くの児童とその父兄を対象に親子海洋安全

教室「楽 sea 教室」を開催し、安全パトロール艇の体験乗船を通じて海との繋がり

を学んだり、障害者と健常者が共に海の世界を楽しみ、興味を持つことで美しい海

を未来に引継いでいくことの認識を深めた。 

    また、海難防止・海洋環境保護の重要性を認識してもらうことにより、海難の未然 

 防止と、健全なマリンレジャーの育成と普及を図った。 

 ① 開催地区等  四日市地区（津市） ９月１０日実施 

   参加人員   ３０名 

   実施場所   三重マリンセンター、マリーナ河芸前面海域 

    実施内容   『海洋安全教室』パトロール艇での体験航海、小型船舶に乗船する 

際の注意事項、安全知識についての講話、救命胴衣着脱訓練、コン 

パス及びＧＰＳ受信機を使用しての位置測定、主なロープの結び方 

とチロリアン渡過の体験     

② 開催地区等  名古屋地区（常滑市） １０月１５日実施 

   参加人員   ２８名 

      実施場所   マリーナりんくう 

   実施内容   参加者の増目的、受付事務の簡素化のため、ｗｅｂ受付を実施した。 
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          （付添いも含め、全てｗｅｂでの申込となった） 

『海洋安全教室』体験学習、海上における注意事項・テキストを利 

          用して安全知識と準備についての講話、救命胴衣着脱訓練、リーフ 

          レットを使用してのロープワーク体験、コンパス及びＧＰＳ受信機 

          を使用しての位置測定実施、人体モデルを使用したＡＥＤ取扱い説 

明 

  ③ 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、幼児でも使用ので 

    きる大きさの安全啓発グッズであるエコバックを、海の安全情報に関するチラシ等 

    を付け配付した。 

    ・作成数＝600 個 

５．自然災害対策 

・災害対策活動 

   大災害が危惧される今日、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

応急対策及び市民の安全確保が急務であることから、緊急物資等の輸送及び救急体制

の整備など対応能力の向上を図るため、自治体との合同訓練に参加し、広域物資輸送

訓練等を実施した。 

    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。 

   「２０１８年度内閣府・武豊町地震・津波防災訓練」 

① 開催地場所等  衣浦地区  

愛知県半田市武豊北埠頭（７号地） １１月５日実施 

 ② 災害支援資機材購入 （１種）  

     ・識別衣＝８０着 

 

 ６．諸会議の開催 

  （１）平成２９年度第１回定時理事会（平成２９年５月２３日） 

   ① 理事現在数８名  出席理事５名  出席監事１名 

   ② 議案 

     第１号議案 平成２８年度事業報告・収支決算報告の件 

     第２号議案 監事辞任による選任の件 

③ 報告事項 

     イ．理事会承認事項 

       平成２９年度事業計画・収支予算について 

     ロ．その他 

  

（２）平成２９年度定時総会（平成２９年６月２９日） 

   ① 出席者 （正会員数２６０名）  

出席会員４７名  委任状提出者５１名  書面表決者８５名   計１８３名       
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   ② 議案 

     第１号議案 平成２８年度事業報告・収支決算承認について 

     第２号議案 監事辞任による選任について 

   ③ 報告事項 

     イ．理事会承認事項 

       平成２９年度事業計画・収支予算について 

     ロ．その他 

 

 （３）平成２９年度第２回定時理事会（書面表決 平成２９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 ２０１８年度日本財団助成事業助成金の交付申請の件 

承認第２号 他団体との相互加入の件 

③ 報告事項 

     ２０１７年度事業進捗状況の件 

 

  （４）平成２９年度第３回定時理事会（平成３０年３月６日） 

   ① 理事現在数７名  出席理事７名  出席監事１名  

   ② 議案 

     第１号議案 平成３０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 会員入会の報告と承認について 

     第４号議案 平成３０年度定時理事会・定時総会の開催日程について 

     その他    

     

   


