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令和２年度事業報告書 

（令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで） 

 

 令和２年度においては、第 11次船員災害防止基本計画に基づいた協会の役割に沿っ

て、また令和２年度船員災害防止実施計画で求められた、会員ニーズの継続的な把握と

会員サービスの質的向上を果たすべく、新コロナウィルス感染予防に努めながら以下の

事業を実施して、船舶所有者、船員及び関係者が取り組む安全衛生活動への積極的な支

援を行った。また、会員数の増加に向けた活動にも積極的に取り組むとともに、効率的

な協会運営に努めた。 

 

  1. 船員労働安全衛生月間行事の推進 

   2. 安全衛生資料の作成頒布、機関誌並びにウェブサイトによる安全衛生関連情報の

提供、船員災害防止協会優良会員認定等による会員及び関係者の安全意識高揚 

3. 安全衛生講習会、生存対策講習会及び訪船等による安全衛生管理体制構築の支援

並びに安全衛生技術指導及び教育 

4. 多発災害防止対策、海中転落防止対策、漁船における死傷災害防止対策、高年齢

船員の死傷災害・疾病対策、熱中症対策、生活習慣病の予防及び感染症予防及び

近年発生件数が増加しているメンタルヘルスに関する対策等船員の災害防止、健

康維持のための講習と情報提供 

5. 衛生管理者登録講習、危険物等取扱責任者更新講習等の資格取得講習、並びに船

舶料理士試験の実施 

   6. 訪船による安全衛生状況の実態調査及び集計・分析とフィードバック 

7. 安全衛生教育普及資料の頒布  

 

 本部事業  

Ⅰ. 総代会、理事会、その他会議 

１．総代会 

   令和２年度通常総代会（令和２年５月２７日） 

    議題 令和元年度事業報告、収支決算 

       令和２年度事業計画、収支予算 

       会員の除名について 

役員の選任について 

その他 

２．理事会 

（１）第１２７回理事会（令和２年５月２７日） 

    議題 令和元年度事業報告、収支決算 
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       令和２年度事業計画、収支予算 

              会員の承認について 

       在籍船員数の承認について 

       総代会提出議案について 

       事業改革案の実施状況について 

その他 

（２）第１２８回理事会（令和２年１０月２３日） 

    議題 会員の承認について 

       在籍船員数の議決について 

       令和３年度（公財）日本海事センター補助金交付申請（案）につい 

て 

令和 3年度国庫補助金交付申請（案）について 

       参与の委嘱について 

 

３．商船・漁船合同専門委員会 

 （１）第５０回委員会（令和２年５月２５日） 

    議題 令和元年度事業報告、収支決算 

       令和２年度事業計画、収支予算 

              会員の承認について 

       在籍船員数の承認について 

       会員の除名（案）について 

 事業改革案の実施状況について 

その他 

 （２）第５１回委員会（令和２年１０月６日） 

    議題 令和２年度上半期事業状況報告について 

       令和３年度（公財）日本海事センター補助金交付申請（案）につい 

て 

       令和３年度労働災害防止対策補助金交付申請（案）について 

              会員の承認について 

       在籍船員数の承認について 

       参与の委嘱について 

 その他 

 

４．支部事務局長会議 

   ６月４・５日に計画したが、コロナ感染状況から延期とした。延期をした会議

を１１月２６日に TV会議形式で行った。全支部の事務局長と ON-LINEにて、実

施事業の総括、状況及び計画について情報交換と共有を行った。 

 

５．外航・内航・漁船問題調査委員会 
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   協会の提供するサービスの各業界ニーズへの適合及び新たなニーズの把握を 

図るため、協会事業の計画・実施状況を報告し意見交換を行うとともに、各業 

界ごとの災害防止に係る動向について情報交換と共有を行った。 

 （１）漁船問題調査委員会（令和３年２月１０日）  

（２）外航問題調査委員会（令和３年２月１７日） 

 （３）内航問題調査委員会（令和３年２月０９日） 

       

Ⅱ. 船員労働安全衛生月間の推進事業  

１．月間活動 

（１）令和２年度(第６４回)船員労働安全衛生月間関係資料の作成配布  

安全衛生に関する標語及び体験記・意見の懸賞募集を行い、これらの入選作

品による標語ビラ等を次のとおり作成し、関係官庁、海運･水産各社、関係団

体、各支部･地区支部等関係先に配布した｡ 

     各資料の作成部数は毎年度実施するアンケート調査の結果に基づき適正部

数とした。 

標語ビラ（Ａ２判 4色刷）              11,050枚 

ポスター（和文）（Ａ２判４色刷）           10,650枚 

ポスター（英文）（Ａ２判４色刷）            1,550枚 

実施のしおり（Ａ４判）                13,100部 

リーフレット（2種）                   12,500組 

訪船ステッカー                    1,800枚 

 

(２) ｢標語｣、｢体験記・意見｣、｢ポスター｣選考委員会及び「実施のしおり」編集

委員会開催 

   6月 29日、応募により集まった安全衛生に関する「標語」及び「体験記・

意見」の作品について選考委員会で入賞作品の選考を行った。 

       「標語」 … スローガン用和英各１編、優秀賞和文 5編、英文 4編、 

              「体験記・意見」 … 優秀賞 2篇、佳作 2篇 

また、「実施のしおり」の編集委員会を開催した。 

                                  

２．船員災害防止大会 

  （１）船員災害防止大会の開催 

         支部及び地区支部において次の通り開催した。従来、船員災害防止大会に、

本部役員・職員が出席していたが、コロナ感染状況を踏まえ首都圏との行き来

きを控えるため、本年度については取り止めた。 

８月２０日 近畿支部京都大会   ８月２６日 近畿支部大阪大会 

  ９月 １日 神戸支部神戸大会  ９月 ４日 中国支部境・松江大会 

９月 ７日 東北支部塩釜大会  ９月１０日 北信越支部新潟大会  
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９月１６日 中国支部岡山大会  ９月１７日 九州支部福岡大会   

 

（２）船員労働安全衛生功績者の表彰 

         船員の安全の確保または船内衛生の向上に尽力し、その功績が極めて顕著な 

会員、会員に所属する船舶及び個人を各支部からの推薦を基に選考し、船員災 

害防止大会等において１会員、７名を表彰した。 

         個人賞・功労賞  ５人 ： 中国支部 ４人、九州支部 １人 

     個人賞・功績賞 ２人 ： 関東支部 １人、中部地区 １人 

  

Ⅲ. 広報（機関誌及びウェブサイト）事業 

 １．季刊機関誌「船員と災害防止」の発行   

    春季号(第４７１号) 6,530部、夏季号(第４７２号) 6,510部、秋季号（第４

７３号）6,500部及び冬季号（第４７４号）6,450部、合計 25,990部を発行した。 

また、令和３年１月以降、新たな会員サービスの一環として、機関紙を当協会

ホームページの会員専用ページにデジタルブックとして、パソコンやスマートフ

ォン、タブレット端末から閲覧できるようにした。 

 ２．会員向けサービスの一層の向上を目指し、国土交通省、運輸安全委員会、協会け

んぽ、船員災害防止推進会等の支援・協力による情報提供の活性化を継続した。 

 ３．船員災害防止協会案内リーフレット作成 

協会事業、会員特典等を簡潔に、また直近の船員災害の状況等を分かり易く解

説したリーフレット 12,500部を作成し、積極的に協会活動の紹介を行って会員

の増加を図った。 

４．船員災害防止協会優良会員の認定 

    協会の優良会員認定要領に基づき、各支部からの推薦を基に、令和元年度にお

いてゼロ災害に努力し、当協会の災害防止活動に積極的であった 116会員を「優

良会員」として認定して認定証を発行し、その努力と成果を外部に示すための、

当該会員の事業所数及び運航船舶数（日本籍船）に対応する優良会員証（ステッ

カー）733枚を配布した。 

 

Ⅳ. 安全衛生教育及び技術指導事業 

１．安全衛生管理実務担当者連絡協議会 

   （１）第 1回安全衛生管理実務担当者連絡協議会  

      新型コロナウィルス感染防止の観点から中止した。  

  （２）第２回安全衛生管理実務担当者連絡協議会（令和 3年 3月 18日） 

      令和３年度船員災害防止実施計画の解説、「新たなる脅威に備えて」－新 

      型コロナウイルス対策に学ぶ、正常性バイアスにとらわれない即応プロセ 

      ス－と題した講演及び保護具・検知器具の展示説明を行った。新型コロナ 
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ウィルス感染症の国内感染状況を考慮して Zoomによる ON-LINE形式で開 

催し、参加できなかった会員に対するサービスとしてホームページで約 1 

ケ月録画を視聴できるようにした。 

 

２．安全衛生教育に関する協力 

    会員及びその団体、船員養成機関その他が実施する船員の安全衛生教育に対し

て、DVD等の貸し出し等により積極的に協力した。 

     

３．船員の衛生及び健康管理の促進 

  （１）全国健康保険協会船員保険部と連携して，同部が行う健康出前講座等を支部

主催の船員災害防止大会、衛生講習会に活用した。今年度はメンタルヘルスに

関する講習を 5ヶ所で行った。 

  （２）ホームページで船員の健康の維持と疾病の予防に関する情報を更新し、積極

的に提供した。 

（３）船員の健康を確保する上で重点事項となっている、生活習慣病の予防に関す 

る「血糖値が気になったら」、「コレステロールが気になったら」、「船員の 

熱中症対策」等についてウェブサイト上で引き続き予防対策の周知徹底を図る 

とともに、「望まない受動喫煙」をなくすために、改正健康増進法及び受動喫 

煙の防止についてリーフレット(12,500枚)を作成し船員労働安全衛生月間及 

び講習会等で配布し、予防対策の周知徹底を図った。 

  （４）衛生事業体制の強化を図るため設置した、医師及び事業関係者からなる「船 

員の健康推進活動に関する委員会」における審議を踏まえ、今後の衛生関係講 

習の充実に向け、支部等の安全衛生講習会における健康課題に係る基礎的なア 

ンケート調査の実施、陸上労働者向けのメンタルヘルスに関する講習の実態調 

査、及び関連 DVD教材の内容調査を行い、年度計画どおり、同委員会監修によ 

る「高年齢船員の健康確保」講習を完成し、会員会社の５ヶ所で講習会を開催 

した。 

  

４．多発災害防止対策 

    船員死亡災害の 40%を占めている「海中転落」についてホームページ上で引き 

続き予防対策の周知徹底を図るとともに、リーフレット(12,500枚)を作成し、船 

員労働安全衛生月間及び講習会等で配布し、予防対策の周知徹底を図った。 

 

 ５．高年齢船員の死傷災害・疾病対策 

    高年齢船員の災害・疾病の発生率が、依然として他の年代と比べて高くなって

いることから、上記リーフレットによる災害予防、疾病予防の周知を行うととも

に、船員災害防止大会等の機会にその重要性について啓発した。 

 

６．保護具、検知器の開発・普及 
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    船員災害防止に有効な保護具、機器類の研究開発、普及の促進を図るため、船

員災害防止推進会の会員と情報交換を行うとともに、同会員会社による船員災害

防止大会等における各種保護具の展示・説明、安全衛生講習会での実技講習等を

実施した。 

 

 ７．安全衛生教育普及資料の充実 

  （１）頒布図書の出版 

    ①船員安全手帳（和英）を改訂した。（令和２年４月） 

  （２）頒布品の普及促進 

      ホームページと機関誌による紹介の他、新たにカタログの作成・配布を行

い、その普及促進を図った。 

      船員災害防止大会では、頒布品を展示して会員が手に取って中身が見られ

るようにした。 

  （３）図書等の頒布実績 

      令和２年度における頒布総数は、図書 3,042冊、DVD 12枚、バッジ・旗

等は 197品であった。 

 

Ⅴ．登録講習・試験事業 

 １．危険物取扱責任者の更新講習 

    認定資格の 5年毎更新のための通信教育講習で通年開講している。令和２年度

の受講者は 459人（昨年度 326人） 

 

 ２．船舶に乗り組む衛生管理者講習 

  （１）衛生管理者登録講習（旧 船舶衛生管理者講習(Ａ)） 

       満 20歳以上の船員、予備船員または船員になろうとする者であって、下

記（２）、（３）の、衛生管理者資格取得に必要な一定の科目を履修した

者以外の者を対象とする衛生管理者適任証書取得のための講習。 

       第 40回講習  5月 7日～5月 29日 名古屋掖済会病院  

新型コロナウィルス感染防止のため開催中止 

 第 41回講習  7月 2日～7月 30日 東京高輪病院 

 新型コロナウィルス感染防止のため開催中止 

  

（２）船舶衛生管理者講習（B） 

       東京海洋大学海洋工学部又は神戸大学海事科学部で乗船実習課程を修了 

した者又は商船系高等専門学校若しくは水産系高等学校を卒業した者で、

在学中に、指定されている 57時間の船舶衛生関係科目を履修した者を対象

とする衛生管理者適任証書取得のための講習 

    第 22回講習 11月 24日～12月 3日  
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名古屋掖済会病院、神戸掖済会病院の 2ヶ所 

       受講者総数 26人（修了 26人）（昨年度受講者 49人） 

 

（３）船舶衛生管理者講習（C） 

       水産系高等学校本科において、船舶に乗り組む衛生管理者の資格取得に係 

る教科科目のうち、指定されている 45時間の教科科目を履修し、卒業した 

者を対象とする講習（平成 30年度開設） 

      令和 3年 3月 1日～3月 12日（横浜掖済会病院）の開催を計画したが緊 

急常事態宣言発出にともなって中止した。 

 

３．船舶料理士登録試験 

     船舶料理士資格取得のための試験 

       6月 18日  第１回船舶料理士登録試験委員会開催 

      10月 10日  第 13回試験（織田調理師専門学校） 

受験者 5人（昨年度 6人） 

10月 23日  第 2回船舶料理士登録試験委員会開催 

                         合格者 5人（昨年度 6人） 

 

４．危険作業登録講習（酸素欠乏危険作業講習） 

    危険作業のうち、酸素欠乏及び有害な気体の検知に従事する者を対象とする講 

    習 

      第 32回講習 10月 20、21日 受講者数 14人（昨年度受講者 13人） 

 

Ⅵ．調査研究事業 

   安全衛生実態調査 

    安全・衛生技術指導員 100名が全国各港で 528隻（うち衛生指導は 34隻）に

訪船して船舶の設備、作業並びに居住環境等の実態調査及び指導・助言を行った。

また、その結果を集計分析、『令和２年度訪船安全・衛生技術指導集計報告書』

として取りまとめ関係先に配布した。 

Ⅶ．その他事業 

 １．受託事業 

   ① 国土交通省の令和２年度委託事業「情報通信機器を活用した産業医による面 

接指導及び船内巡視の実証実験」を受託し、報告書を作成、納品した。 

 ２．出前講習 

今年度の開催はなかった。 
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支部事業 

Ⅰ．船員労働安全衛生月間の推進事業 

 １．月間活動 

    各支部及び地区支部は､地方または地区の船員労働安全衛生協議会等ととも 

に月間の推進母体となって、ポスターの掲示、月間運動用品等の配布、無料健 

康相談所の開設、訪船指導、船員災害防止大会および特別講習会等の開催によ 

り、船員災害防止の意識の向上に効果的かつ積極的な月間活動を行った。 

 

 ２．船員災害防止大会の開催 

    各支部または地区支部が船員災害防止大会を主催し、船舶所有者及び船員の安

全衛生意識の向上に努めた。 

    北海道支部 … 開催せず 

        東北支部   … 9月 07日 塩釜市 50人 

  北陸信越支部 … 9月 10日 新潟市 56人                              

  関東支部   … 開催せず 

  中部支部   … 開催せず 

  近畿支部   … 8月 20日 舞鶴市 29人、8月 26日 大阪市 52人、 

  神戸支部   … 9月 1日 神戸市 50人 

   中国支部   … 9月 14日 境・松江 39人、9月 16日 岡山市 31人 

   四国支部   … 開催せず 

      九州支部   … 9月 17日 福岡市 69人 

沖縄支部   … 開催せず 

 合計 8ヶ所  参加者 376人 

 

 ３．安全衛生保護具及び機器類等の展示・説明会の開催 

    各支部または地区支部の船員災害防止大会の開催時等に、安全衛生保護具、 

作業用救命衣及び各種検知器具等を展示するとともに説明会を開催し、その普及

に努めた。 

 船員災害防止大会（全国 4会場）において、船員災害防止推進会々員（延 6社）

の協力を得て各種保護具の展示説明会を開催した。 

 

４．船員労働安全衛生功績者の推薦 

       船員の安全確保または船内衛生の向上に尽力し、その功績が極めて顕著な会員

及び団体、並びに会員に所属する船舶及び個人を表彰するために、各支部・地区

支部より、功績のあった会員・船舶及び個人の推薦を本部に行った。 
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Ⅱ．広報事業 

 １．各支部・地区支部毎の広報 

各支部・地区支部の活動の状況及び講習会の予定等を本部発行の機関誌、ホー

ムページ等を利用して広報した。また、リーフレットを利用して会員の加入促進

を図った。 

 

２．船員災害防止協会優良会員の推薦 

    支部・地区支部は、前年度において自ら災害防止に努力し、協会活動への協力

に積極的な会員であって、単年度ごとの『優良会員』として認定すべきものを本

部に推薦した。今年度は 116の会員が認定された。 

 

Ⅲ．安全衛生教育及び技術指導事業 

 １．安全衛生講習会 

  以下の安全衛生関係講習会を、船員災害防止大会と並行して、また単独に開催 

して会員及び所属船員の安全衛生意識の高揚を図った。 

(１) 船舶火災消火講習 

         内航タンカーの乗組員を対象とした、消火訓練(粉末消火器の取扱い、放水等)

 及び救急訓練(応急措置、AEDを使用した心肺蘇生等)についての講習 

                           4回 受講者 71人 

(２) 安全講習 

         中小船舶の船員並びに船舶所有者等を対象とした、海中転落、転倒、はさま

れ、転落・墜落の防止、保護具等の保管及び使用の励行、船舶火災の防止等、

船内における安全管理についての講習     3回 受講者 128人 

    (３) 衛生講習 

         各業種の船舶の船員を対象とした、船内衛生の保持、中高年齢船員の疾病予

防、生活習慣病予防とメタボリックシンドローム対策、感染症予防、メンタ

ルヘルスケア等の講習            9回 受講者 245人 

  （４）安全衛生講習 

     （２）と（３）併催講習            6回 受講者 186人 

    (５) 酸素欠乏講習 

         各業種の船舶の船員等を対象とした、酸欠の原因、酸欠事故防止対策及び 

酸素濃度測定器、空気呼吸器等の使用方法等の講習 10月 受講者 14人 

    (６) 漁船安全衛生講習 

         主として中小の漁船事業者、船長、漁撈長、その他乗組員を対象とした、 

海中転落、転倒、挟まれ、転落・墜落、船舶火災への対応策、保護具等使用

の励行等の安全衛生管理体制の確立及び管理者の役割等についての講習 

                                    1回 受講者 48人 
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  他、連絡協議会での講習（衛生）56名（1回）を加えると上記各講習会の総計は 

24回で 734人であった。 

    

 ２．生存対策講習会 

    船舶遭難時における生存を図るための教育訓練を行うことを目的に、汽船・漁

船部門の船員、船舶所有者その他海事関係者を対象として、座学及び膨張式救命

いかだ、作業用救命衣、イマーションスーツ等を用いた実技と取扱い方法等につ

いての講習会を下記のとおり開催した。新型コロナウィルスの感染状況により、

中止した支部が相次いだ。 

北海道支部  … 9月 18日 苫小牧 33人 

近畿支部   …10月 29日  宮津市 95人 

 合計 2回 128人 

 

３．安全衛生教育に対する協力 

   支部・地区支部は、会員及びその団体または船員養成機関等が実施する船員の

安全衛生教育に、講師派遣、DVD等の貸出及び資料の提供を行って協力した。 

 

４．訪船安全・衛生技術指導 

   安全技術指導員または衛生技術指導員が船舶に訪船して、訪船技術指導表（チ

ェックリスト）に基づく船舶の設備、作業並びに居住環境等の実態調査を行い、

必要に応じて指導・助言及び情報の提供を行った。 

    北海道支部 …59隻   東北支部  … 45隻  北陸信越支部 … 10隻 

    関東支部  … 24隻   中部支部 … 33隻   近畿支部     … 93隻 

    神戸支部  … 29隻   中国支部 … 88隻    四国支部     … 67隻 

    九州支部  … 80隻   沖縄支部 … 0隻         合計   … 528隻  

                         （昨年度 661隻） 

Ⅳ．その他の活動 

 １．会員加入の促進 

    各支部は所管区域内の未加入船舶所有者等に、リーフレット等を活用して個

別訪問するなどして積極的に会員への加入促進に努めた。 

 

２．支部・地区支部運営委員会の開催 

 各支部及び各地区支部において、構成委員により活動費の収支状況、事業計

画及び状況等について審議した。  

 

  ３．船員災害防止連絡会議（若しくは連絡協議会）への参加・協力 

     各運輸局（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。）で開催される船員

災害防止連絡会議に参加し、その行う船員災害防止活動に協力した。 
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  ４．船員労働安全衛生協議会への参加・協力 

    地方運輸局、運輸支局毎に組織され、船員災害防止実施計画の実施、特に船

員労働安全衛生月間の有効な成果を上げるために活動している船員労働安全

衛生協議会に参加、その一員として月間活動、訪船指導、安全パトロール等に 

協力した。 

 


