
平成２８年度事業報告 

  

 

1 公益目的事業（公１事業）  

   安全で安心な社会の実現に寄与するための海上保安活動に関す

る事業を行った。  

 

⑴  海上保安活動に係る普及啓発に関する事業  

陸上を生活基盤としている国民の大多数は、海上において実

施される海上保安活動がどのようなものであるかを、日常生活

の中で直接知見することが出来ないのが現状である。このため、

海上保安活動を国民に積極的に周知し、その重要性を啓発して

いくことが肝要であり、次の事業を行った。  

 

①  海上保安新聞の発行  

海上保安庁、海上保安官の活動を中核に、記事、写真等に

より、海上保安活動を広く国民に分かりやすく周知するもの

である。  

海上保安新聞は月４回発行し、当協会、官報販売所等を通

じて提供した。  

・発行部数  月４回のうち、１回は、１３，０００部  

３回は、  ７，０００部  

    また、海上保安新聞を多くの国民が閲覧出来るよう、図書

館、公民館、学校等公的機関に協力を依頼した。  

    ・閲覧か所  １，０７８か所  

   

②  多数の人の集まる地での普及啓発  

ア  海上保安資料館横浜館（横浜市）  

平成１３年１２月に発生した九州南西海域工作船事案に

係る工作船、海底からの回収物等を展示している横浜館に

は、２８年度に１６９，７１８人の見学者が訪れた。  

この資料館に説明員を配置し、事案の概要、回収物につ

いての説明を行うことにより我が国周辺海域で発生してい

る国民の生命財産を侵す脅威の存在を認識していただき、

領海の警備、不審船への対応等の海上保安活動に対する理



解を得た。  

また、広大な海域での海上保安活動を効果的に行うには、

国民からの協力、支援が不可欠であることについて理解を

図った。  

イ  海峡ドラマシップ（北九州市）  

２８年度に入館者５０１，６６９人が訪れた海峡ドラマ

シップ（関門海峡の歴史と文化をアートで語るミュージア

ム）の一角で、パネル展示等を行い、説明員により海上保

安活動に係る普及啓発を図った。  

 

③  行事等各種機会を捉えた普及啓発  

各地の港まつり、巡視船体験航海等の機会をとらえ、パネ

ル展示等を実施し、海上保安活動に係る普及啓発を図った。  

・体験航海       ９９か所   ２６，３１１人  

・各種イベント    ３０１か所  １７３，００９人  

 

④  オリジナルキャラクターグッズによる普及啓発  

広く子供から大人までを対象に海上保安活動に係る普及啓

発の端緒とするため海上保安庁のロゴマーク、イメージキャ

ラクターの「うみまる」「うーみん」、シンボルマークの「コ

ンパス」等を使用し、帽子、Ｔシャツ、マグカップ、ネクタ

イピン等日常生活で使用するグッズを制作し、配布、販売を

行った。  

・グッズ品目等  ３４品目   ３０７種類  

  

⑤  ホームページによる普及啓発  

ホームページを通じ、的確に分かりやすく海上保安活動の

普及啓発を図った。  

 

⑥  海上保安庁音楽隊との協調による普及啓発  

海上保安庁音楽隊と協調し、定期演奏会（東京）、地方演

奏会等の演奏活動の場を捉え、海上保安活動に係る普及啓発

を図った。なお、２８年度は、沖縄県北中城村における地方

演奏会において、沖縄県警察音楽隊と共演するなど、未来の

日本を担う若者を中心に、国民に対する海事思想の普及啓発



を行った。  

・観客数  １，６００人  

 

⑦  海上保安友の会会員に対する普及啓発  

「安全で明るい海をいつまでも」をモットーに設立された、

海上保安友の会を支援するとともに、会員を対象とした海上

保安活動に係る普及啓発を図った。  

・３７支部  会員  ６，４０９人  

    

⑧  表彰による普及啓発  

個人又は団体で、海上保安活動に係る功績が特に顕著なも

のを表彰することにより、海上保安活動に係る普及啓発を

図った。  

・人命救助に対する表彰  ７４回  ２５６人  

         

⑵  海上における防犯、安全の確保及び環境の保全に関する事業  

我が国をとりまく広大な海域を約１３，５００人の海上保安

官のみで監視警戒を行うことは極めて困難であり、一般国民の

協力が不可欠である。このため、国民による具体的な協力を得

ることができるよう次の事業を行った。  

 

①   海上保安協力員による活動  

全国に海上保安協力員８８２名を指名配置し、海浜の防犯

パトロール、マリーナ等の巡回を実施するとともに、不審船、

テロ活動、海上犯罪、海洋汚染発見時には、海上保安庁への

通報を実施した。  

また、１，３０７か所の海上保安官連絡所を設置し、一般

市民、海事関係者等が海上犯罪を認知した際等に、海上保安

庁への取次ぎを行った。  

・活動回数         １２，１８２回  

・海上保安協力員からの通報件数  ６２７件  

  （検挙につながった件数   ２１件）  

・海上保安連絡所からの通報件数  ３９７件  

   （検挙につながった件数   ２２件）  

・海上保安協力員連絡会議の開催  ７２地区  



②   「海守」に関する活動  

    「海守」商標権の管理及び会員に対する情報発信を行った。  

 

③  「緊急通報ダイヤル１１８番」の周知  

海上での緊急通報電話番号である「１１８番」を広く周知

することにより、人命の救助、治安の確保、海洋環境保全等

の海上保安活動の迅速的確な措置に寄与した。  

・１１８番周知活動       ２７２か所  

             

④  船舶・港湾施設保安管理者等の養成講習への講師派遣  

日本港湾協会、海技大学校等が国内外で開催する船員、港

湾管理者等を対象とした海上におけるテロ対策等セキュリ

ティに関する科目の講義に研究員を講師として派遣した。  

        １５回  （対象者７３６人）  

 

⑤  海上安全に関する活動  

ア  全国海難防止強調運動を日本海難防止協会と共催で行っ

たほか、次のような海上安全に関する活動を行った。  

 ・海難防止講習会        ４１７か所  

・海上安全講習会        ２０３か所  

・海上安全教室         １３６か所  

 ・ライフジャケット着用推進   １９１か所  

 ・海難防止思想の啓発活動    ８２０か所  

イ  各地で行われる、海難の防止のための台風・津波対策委

員会等の開催、支援を行った。  

 ・台風・津波対策委員会等     ７２か所  

ウ  海浜事故防止の啓発のため、地方自治体等と連携し、注

意喚起用立て看板を設置した。  

 ・立て看板              ５か所  

   平成２５年度以降の設置場所      ５４か所    

                       

⑥  日本港湾港則集の発行  

内航船運航者から要望のある、日本の諸港湾出入時に必要

な諸法規と主要港湾における係船浮標要目等を収録した「日

本港湾港則集その１」、開港、特定港、一般の港に適用され



る船舶に関係のある地方条例を収録した「日本港湾港則集そ

の２」を隔年で刊行し、船舶の安全な航行に寄与することと

しており、２８年度は「日本港湾港則集その１」を刊行した。  

 

⑦  図画コンクールの実施  

海上保安庁と共催で「未来に残そう青い海・海上保安図画

コンクール」を実施し、小中学生への海洋環境保全の意識啓

発を図った。入選作品については、全国１００か所で展示し

た。              

      

  ⑧  「日本の海岸が一番きれいになる日」事業  

    海と日本プロジェクトサポートプログラムとして、６月の

１か月間に、全国の主な海岸３５か所で官民が一体となり海

浜清掃及びごみの分類調査等を実施し、海洋環境保全思想の

普及・啓発を図った。  

・参加者５，３９２名、収集したごみ３，６０５袋  

 

  ⑨  地方本部、支部の主な活動は次のとおり  

    ・薬物・銃器取締りキャンペーン   ７０か所  

    ・環境保全推進活動         ７４か所  

    ・海浜等清掃活動（上記⑧を含む。）８５か所  

    ・海洋環境教室           ７１か所  

 

⑶  海外海上保安関係機関との連携、協力に関する事業  

国際社会においては、近年、近隣諸国との関係は、密接にな

るとともに、緊張感も増している。多様化する国際関係の中で

我が国の権益及び海上における安全を確保するには、関係各国

との連携が不可欠である。国際協力関係を強化するため、次の

事業を行った。  

 

①   海上保安政策プログラムへの支援  

   海上保安庁では、アジアを主体とする海上保安機関の若手

幹部職員を対象として、海上で発生し得る種々の国際的な課

題に対処するための高度な政策立案・実践能力を付与するこ

とを目的として「海上保安政策プログラム（修士課程）」



（海上保安大学校及び政策研究大学院大学で２７年１０月か

ら開始、１年コース）を実施している。  

当協会では、上記プログラムに対する支援として、人材間

の交流ネットワーク構築等の検討を行った。  

 

②  東南アジア海上保安機関の能力向上  

海上保安庁と連携して、東南アジア諸国の実状に応じた訓

練を各国において実施し、各国海上保安機関の能力向上を図

り、東南アジア周辺海域における安全の確保を図った。  

 ・フィリピン、マレーシア（７月）  

        海賊捕捉訓練及び海難対応訓練等  

 ・インドネシア（１０月）  

被疑船舶捕捉訓練等  

   

⑷  海上保安官の志望者増加及び教養に関する事業  

海上における困難な業務を適確に実施するためには、次世代

を担う優秀で熱意のある海上保安官を確保する必要がある。こ

のため次の事業を行った。  

 

①  海上保安大学校、海上保安学校の学生募集活動  

海上保安官志望者の増加を図るため、中高生を中核にしつ

つ、小学生から大学生を対象に、海上保安官の業務について

の情報提供、現場見学等を実施した。  

    ・学生募集活動     １，００４か所  

 

②  海上保安大学校、海上保安学校の学生を対象とした教養の    

涵養  

海上保安大学校、海上保安学校の学生を対象に、卒業と同

時に現場第一線で不可欠となる国際感覚涵養の重要性に対す

る自覚を促す端緒とするため、英会話研修、短期海外研修、

講演会を実施した。  

・短期海外研修（海外海上保安機関等との交流）２８名  

                

 ⑸  海上保安活動に係る調査研究に関する事業  

  ①  「東京湾の安全な航行環境の構築に向けて」調査事業  



    国民生活に直結する海上輸送の安定、海上交通の安全の重要

性を認識してもらうため、我が国の海上物流の一大拠点で世界

的にも船舶交通の混雑度が顕著な東京湾をケーススタディと

して、ＡＩＳを活用して船舶交通上の危険水域の分析等を行い、

衝突事故回避のための船舶の動静情報入手の必要性から、ＡＩ

Ｓ搭載非適用船舶へのＡＩＳ搭載拡大等に係る調査研究を

行った。  

    (船舶自動識別装置： AIS(Automatic Identification System）  

 

⑹  海上保安活動に係る海上保安官又は協力援助者の災害に対す

る救済に関する事業  

公務中又は義務なくして海上保安官に協力中に被災した者の

うち、特に顕著な貢献をした者に対して援護を行うものであり、

２８年度の該当者１件に給付した。  

 

   

  



２  収益事業（収１事業）  

海上保安活動に係る物品、書籍等の販売等に関する事業を実施

した。  

 

①  海上保安レポート等海上保安活動に関する書籍、ＤＶＤ、

ＣＤ等の斡旋販売を行った。  

 

②  海のカレンダー、巡視船カレンダー、海上保安庁職員録の

製作販売を行った。  

 

③  駐車場等の土地賃貸  

 

３  その他の事業（他１事業）  

 海上保安庁職員及び退職者並びにその家族に係る特定保険業に  

関する事業を実施した。  

 

①  国土交通大臣の認可を受け、海上保安庁職員、退職者、家

族を対象とした５日以上の入院に伴う、初日から４日分の入

院給付金及び手術給付金の給付  

 

４  その他の事業（他２事業）  

 海上保安庁職員及び退職者並びにその家族に係る福利厚生に関  

する事業を実施した。  

 

①  海上保安庁職員、退職者、家族を対象に相互扶助を目的と

した、海上保安庁総合保険（グループ保険、医療保障保険、

三大疾病保障保険等）について保険会社と契約を締結し運営

する事業  

 

②  海上保安庁職員を対象としたへき地勤務者等への生活必需

品の貸与事業等の福利厚生を目的とした事業  

 

   ア  へき地勤務者等への生活必需品の貸与  

   イ  海上保安庁職員への引越斡旋  

   ウ  生活必需品購入資金等の融資斡旋  



   エ  海上保安庁職員互助会の支援  

   オ  海上保安庁退職者に対する福利厚生  

  

５  財源等  

  財産運用益、賛助会費、収益事業等の収益、公益財団法人日本

財団の助成金、公益財団法人日本海事センターの補助金、地方公

共団体の補助金等を財源としている。  

 

 （助成金等で実施した主な事業）  

 公益財団法人日本財団助成金等で実施した事業  

  日本の海岸が一番きれいになる日事業  

  海上保安政策プログラムへの支援  

  海上保安大学校、海上保安学校の学生を対象とした教養の涵養  

  「東京湾の安全な航行環境の構築に向けて」調査事業  

  海上保安活動時被災者援護（公務中のもの）  

 

 公益財団法人日本海事センター補助金で実施した事業  

  海上保安庁音楽隊との協調による普及啓発（主に地方演奏会）  

   

  



事業報告の附属明細書  

 

 

 平成２８年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する附属明細書の「事

業報告の内容を補足する重要な事項」はありません。  


