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主な行事等

各地方運輸
局、船員災
害防止協会 実 施 行 事 地区 開 催 日 場所（会場） 主な実施内容

地方支部等

北海道 １．船員災害防止大会 函 館 ９月２１日（金） 函館市勤労者総合福祉センタ ・船員災害の現状について
ー（愛称：サン・リフレ函館 講演者：北海道運輸局
） ・海上安全保護具の紹介について

講演者：船員災害防止推進会
（興研㈱・㈱理研オプテック）

・一般救急法について（仮題）
講演者：函館市消防本部

２．安全衛生講習会 小 樽 ６月２１日（木） 新日本海フェリーターミナル （講演）
ビル 「マルチホール」 ・H ２４船員災害防止指導要領につ

い て
・健康作りと食生活について

稚 内 ３月上旬 未定 未定

紋 別 ９月７日（金） 紋別漁業協同組合大ホール 未定

（生存対策講習会）
稚 内 ９月２日（日） 講義： （講義）

丸北市場（旧稚内機船漁組大 ・救命訓練の必要性及び船体放棄に
会議室） 際しての心構え

・海上安全保護具の紹介
実技： （実技）
稚内港第一副港岸壁及び前水 ・膨張式救命筏の構造取扱い説明及
面 び実技指導

室 蘭 ８月３０日（木） ホテルセピアス花壇 ・血圧測定

（講演：あとう内科クリニック
院長 網頭 慶太）
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北海道 ２．安全衛生講習会 ・成人病の予防について
（続き） ・健康相談

苫小牧 ９月下旬 苫小牧港船溜岸壁（予定） ・救難信号等の学習会（予定）

３．無料健康相談の開設 小 樽 月間期間中 小樽掖済会病院 ・船員に対する無料健康相談
船員保険北海道健康管理セン （土日祝祭日を除く）（要予約）
ター

函 館 月間期間中 フェリー船内 ・訪船による健康相談

４．衛生管理指導 苫小牧 ９月１８日（火） 商船三井フェリー(株)「さん ・苫小牧保健所による船内設備の衛
ふらわあふらの」 生指導及び「食中毒予防について

」の講話

釧 路 ８月下旬 船名未定（沖底船） ・釧路保健所による船内設備の衛生
指導

９月（未定） 第二ほくれん丸（RORO 船）

５．水質検査 小 樽 月間期間中 沖底船、定期内航船 ・保健所などの協力を得て、船舶の
室 蘭 飲料水の水質検査を実施
苫小牧

６．訪船指導 管 内 月間期間中 管内各港 ・船舶に立ち入り、安全・衛生に関
する指導、啓蒙活動を実施

７．緑十字旗掲揚 管 内 月間期間中 管内各港 ・緑十字旗掲揚の推進

８．広報活動 管 内 月間期間中 管内各地区 ・懸垂幕、立看板、ポスター、広報
誌等による啓蒙活動

９．船員労働災害防止優 管 内 月間期間中（予定） 管内各地区
良事業者認定書の伝 室蘭地方合同庁舎
達式
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１．船員災害防止 管内 ９月１３日（木） マリンゲート塩釜 ①船員災害防止協会会長表彰
東 北 東北大会 ３階マリンルーム ②同東北支部長表彰

③講演
「東日本大震災発生時の対応と記録」
（仮題）

太平洋フェリー（株）

２．訪船診療 仙塩 ９月２０日（木） 太平洋フェリー（株）仙台港 ①宮城利府掖済会病院による無料健
営業所（「きたかみ」船内） 康診断（実施項目等詳細は未定）

酒田 ９月中（未定） 管内在籍船舶 ①小澤内科医院による無料健康診断
（実施項目等詳細は未定）

３．訪船指導 仙塩 ９月３日（月）～ 仙台港、塩釜港 ①訪船による安全・衛生指導
７日（金） 並びに啓蒙活動

②飲料水簡易検査
③塩釜港石油専用埠頭への立ち入り

青森 ９月１日（土）～ 管内各港 ①船員労働安全衛生月間を中心に訪
３０日（日） 船による安全・衛生指導

八戸 ９月３日（月）～ 八戸港、久慈港、種市港、む ①安全関係（安全標識の表示）
２８日（金） つ小川原港 ②衛生関係（水質検査の実施）

宮古 ９月１日（土）～ 宮古港 ①船員労働安全衛生月間を中心に訪
釜石 ３０日（日） 釜石港 船による安全・衛生指導

気仙沼 ９月３日（月）～ 管内各港 ①海中転落防止対策指導
２８日（金） ②漁労作業時における災害防止（転

倒・はさまれ・飛来）指導
③混乗船員とのトラブル防止対策
④衛生対策指導

（水質検査、残留塩素測定）
⑤安全・衛生担当者の役割、記録の

指導
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東 北 ３．訪船指導（続き） ⑥生活習慣病予防、健康診断の受診
指導

⑦救命設備の設置確認指導
（膨張式救命いかだ・遭難通信設備

の確認）
⑧その他

石巻 ９月３日（月）～ 管内各港 ①訪船による安全・衛生指導並びに
２８日（金） 啓蒙活動

秋田 ９月１日（土）～ 管内各港 ①訪船による安全・衛生指導並びに
３０日（日） 啓蒙活動

酒田 ９月１日（土）～ 管内各港 ①訪船による安全・衛生指導並びに
３０日（日） 啓蒙活動

②飲料水の水質検査
遊離残留塩素含有率の検査

小名浜 ９月３日（月）～ 小名浜港、相馬港、広野港 ①訪船による安全・衛生指導並びに
２８日（金） 啓蒙活動

４．安全衛生講習会 仙塩 ９月２０日（木） 太平洋フェリー（株）仙台港 ①講演
営業所（「きたかみ」船内） 衛生講習：宮城利府掖済会病院

青森 ９月７日（金） クラウンパレス青森ホテル ①船員労働安全衛生月間中に安全講
習会を実施

八戸 ７月２０日（金） 八戸市水産会館 生存対策講習会（サバイバルトレー
ニング）
①講演「緊急時、船体放棄に関して

の注意事項」
②実演「膨張式救命いかだの取扱説

明及び海中投下実演」、「救難信
号の取扱説明及び実演」

気仙沼 ７月１１日（水） 気仙沼市魚市場 ①夏の感染症予防について
②健康太極拳
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東 北 ４．安全衛生講習会 １１月中旬 気仙沼市魚市場［仮］ ①救命筏（胴衣）取扱講習［仮］
（続き）

秋田 ７月１４日（土） スーパー健康ランド 華のゆ ①講演「船員災害防止について」
秋田運輸支局 運航労務監理官

酒田 ８月２１日（火） 山形県漁協念珠関総括支所 ①講演
衛生講習：鶴岡市温海庁舎市民福

祉課
安全対策講習：山形運輸支局
安全講習：酒田海上保安部

小名浜 ８月１７日（金） いわき市観光物産センター ①講演・衛生講習
「いわき・ら・ら・ミュウ」 「わたしたちの眠りを守ろう」

～健康づくりは快適な睡眠から～
いわき市保健所地域保健課

５．広報活動 仙塩 ９月１日（土）～ 仙台港・塩釜港 ①塩釜市役所広報車による塩釜港付
３０日（日） 近巡回

②東北運輸局 HP 掲載
③プレスリリース（東北電力記者会

、塩釜市広報課）

青森 ９月１日（土）～ 管内関係機関 ①船員労働安全衛生月間中に管内関
３０日（日） 係各所に立て看板及び垂れ幕の設

置
②広報誌への記事掲載依頼
③プレスリリース（青森県政記者ク

ラブ）

八戸 ９月１日（土）～ 管内関係機関 ①ポスター、標語等の配布
３０日（日） ②テレビ、ラジオ、新聞による広報

依頼
③立看板、市内巡回 広報、港内巡

回広報

宮古 ９月１日（土）～ 管内関係機関 ①ポスター、標語等の配付
釜石 ３０日（日） ②プレスリリース（宮古記者クラブ

、釜石記者クラブ）
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東 北 ５．広報活動（続き） ③広報誌への記事掲載依頼（普代村
、田野畑村、岩泉町、宮古市、山
田町、大槌町、釜石市）

④宮古市役所及び釜石市役所広報車
による巡回広報

⑤立て看板３枚
・岩手運輸支局宮古庁舎
・釜石市役所
・新おおつち漁協

気仙沼 ９月１日（土）～ 管内関係機関 ①立て看板６枚
３０日（日） ・海事事務所

・エースポート
・浦の浜発着場
・気仙沼漁協
・全日本海員組合
・大船渡地区

②巡視艇による洋上広報
気仙沼海上保安暑所属「ささかぜ
」による港内広報

③報道機関による広報
・三陸新報
・気仙沼かほく

④ポスター、標語、パンフ配布

石巻 ９月１日（土）～ 管内関係機関 ①広報誌への掲載依頼
３０日（日） 石巻市、東松島市、女川町

②プレスリリース （石巻記者クラ
ブ）

③立て看板５カ所設置
④漁船無線局による広報アナウンス

秋田 ９月１日（土）～ 管内関係機関 ①秋田運輸支局 HP 掲載
３０日（日） ②プレスリリース（県政記者会）

③立て看板の設置
・運輸支局
・県漁協各総括支所

④広報誌への掲載依頼
秋田市、男鹿市、八峰町、
にかほ市
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東 北 ５．広報活動（続き）
酒田 ９月中（未定） 酒田港 ①山形県漁業調査船「月峯」の協力

により、酒田港内で操業中の船舶
、船員に対して広報アナウンスを
実施

小名浜 ９月３日（月）～ 管内関係機関 ①立て看板５カ所に設置
２８日（金） ②広報誌への掲載依頼

福島県・いわき市・相馬市
③ポスター、標語、パンフ配布

６．訪船衛生指導 酒田 ９月中（未定） 酒田港 ①山形県庄内保健所の協力により、
訪船衛生指導を実施

７．沖底出漁前訪船指導 青森 ８月３１日(金） 鰺ヶ沢港、深浦港 ①９月からの沖合底引き網漁船操業
開始に合わせて、出漁前に安全・
衛生に関する訪船指導の実施

八戸 ８月２０日(月)～ 八戸港 ①９月からの沖合底引き網漁船操業
３１日（金） 開始に合わせて、出漁前に安全・

衛生に関する訪船指導の実施

宮古 ８月２７日(月)～ 宮古港 ①９月からの沖合底引き網漁船操業
３１日（金） 開始に合わせて、出漁前に安全・

衛生に関する訪船指導の実施

酒田 ８月２０日(月)～ 酒田港、吹浦漁港、由良漁港 ①９月からの沖合底引き網漁船操業
３１日（金） 、念珠関漁港、豊浦漁港 開始に合わせて、出漁前に安全・

衛生に関する訪船指導の実施

石巻 ８月２２日(水)～ 石巻漁港、女川港 ①９月からの沖合底引き網漁船操業
３１日（金） 開始に合わせて、出漁前に安全・

衛生に関する訪船指導の実施

小名浜 ８月２９日（水） 相馬松川浦漁港 ①９月からの沖合底引き網漁船操業
開始に合わせて、出漁前に安全・
衛生に関する訪船指導の実施
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東 北 ８．さんま漁船出漁前訪 小名浜 ８月３日(金)～ 小名浜漁港 ①８月１５日の大型船の解禁に合わ
船指導 ９日(木） せて、出漁前に安全・衛生に関す

る訪船指導の実施

関 東 １．船員災害防止大会 横浜 ９月１１日（火） 横浜第２合同庁舎 ・船員労働災害防止優良事業者認定
(全体) 共用第 1 会議室 証交付

・講演：「全身の健康はお口の健康
から」

講師：横浜船員保険病院
歯科口腔外科医長

小泉 文 氏
※会場内で保護具、検知器具等の展
示

２．無料健康相談の開設 横浜 ９月１日（土）～ 横浜船員保険病院 ・船員に対する無料健康相談の実施
３０日（日） 平日の

９:００～ 1 ２:００ 1 ３:００～
1 ６:００

第 1・３・５土曜日の
９:００～ 1 ２:００

９月１日（土）～ 横浜棭済会病院 ・船員に対する無料健康相談の実施
３０日（日） 平日の

９:００～ 1 ２:００

９月１日（土）～ 横浜棭済会 大桟橋診療所 ・船員に対する無料健康相談の実施
３０日（日） 平日の

９:００～ 1 ２:００

東京 ９月１日（土）～ せんぽ東京高輪病院 ・船員に対する無料健康相談の実施
３０日（日） 平日の

８:３０～ 11:３０

９月１日（土）～ 芝浦健康管理センター ・船員に対する無料健康相談の実施
３０日（日） 平日の

８；３０～ 1 ２:３０ 1 ３:３０
～ 1 ６:００
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関 東 ２．無料健康相談の開設 川崎 ９月１日（土）～ 東扇島診療所 ・船員に対する無料健康相談の実施
（続き） ３０日（日） 第１・３・４木曜日の

1 ４:３０～ 1 ８:００

千葉 ９月１日（土）～ ちば県民保健予防財団 ・船員に対する無料健康相談の実施
３０日（日） 「総合健診センター」 平日の

９；００～ 11:３０ 1 ３:００～
1 ５:３０

鹿島 ９月１日（土）～ 春日クリニック ・船員に対する無料健康相談の実施
３０日（日） 平日の

９:００～ 1 ２:００ 1 ４:００～
1 ８:００

３．救急訓練及び移動船 川崎 ９月１１日（火） 千鳥町繋船所 ・臨港消防署の指導による救急訓練
員無料健康相談 ９月１３日（木） 夜光繋船所 の実施

・東扇島診療所の医師による無料健
康相談の実施

４．生存対策講習会 東京 ９月２８日（金） 芝浦埠頭 他 ＜座学＞
「救命訓練の必要性と船体放棄に関

しての心構え」
「漂流からの生還へ」（ビデオ）
＜実技＞
「膨張式救命いかだの操作等につい

て」
救命いかだの投下、展張、離脱機
の操作方法、海上実技訓練、要員
によるいかだの反転複正方法、艤
装品の使用方法等

「救難信号類（紅炎信号）の取扱方
法について」

５．訪船指導 管内 ９月１日（土）～ 管内各港 ・船内に立ち入り、安全・衛生に関
３０日（日） する指導、啓発活動の実施

北陸信越 １．船員災害防止大会 新 潟 ９月１０日（月） 佐渡汽船（株）(４階会議室) ・特別講演
講師 新潟海上保安部

・安全講習
講師 北陸信越運輸局
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北陸信越 ２．無料健康相談の開設 新 潟 ９月１日（土）～ （社）新潟県健康管理協会 ・船員に対する無料健康相談
３０日（日） 事前に予約が必要

TEL ０２５-２８３-３９３９
（代表）

七 尾 ９月１日（土）～ 円山病院 ・船員に対する無料健康相談
３０日（日） 午前：９時～１２時

午後：１時２０分～５時３０分
（日曜日を除く）

３．訪船指導 管 内 ９月３日（月）～ 管内各港 ・船舶に立ち入り、安全・衛生に関
２８日（金） する指導、啓発活動を実施

４，出漁前訪船指導 新潟 ８月２９日（水）～ 新潟港、岩船港 ・出漁前の漁船に対しての安全・衛
３０日（木） 生に関する指導、啓発活動を実施

５．訪船衛生指導 新潟 ９月１１日（火） 直江津港 ・直江津保健所によるカーフェリー
内の衛生指導を実施

中 部 １．船員災害防止大会 鳥 羽 ９月１２日（水） 伊勢湾フェリー㈱多目的ホー 特別講演：生存対策講習会
ル及び同フェリー着桟岸壁 船員災害防止功労者表彰

２．安全衛生決起大会 清 水 ９月４日（火） 清水港マリンターミナル ＰＲセレモニー

３．安全衛生講習会 名古屋 ８月２１日（火） 蒲郡漁業協同組合 講習
(蒲郡) 「脱メタバコ大作戦」

「漁船海難について」

下 田 １０月頃（予定） 下田漁協 講演会等・「詳細未定」
『震災時の船舶の避難行動について
』（予定）

四日市 １１月中旬頃 四日市港ポートビル 東日本大震災による津波被害の実体
験に基づく講演及び船員法改正につ
いての講習を予定
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中 部 ３．安全衛生講習会 敦 賀 ９月２０日（木） 敦賀（合同庁舎会議室） DVD による安全講習
（続き） 「海上保安官が見た巨大津波」

「操練」

４．無料健康相談の開設 名古屋 ９月１日（土）～ 名古屋掖済会病院 船員に対する無料健康相談
３０日（日） 附属埠頭診療所 ８：３０～１１：３０

TEL:052-651-1158 （要予約）

清 水 ９月１日（土）～ 日本海員棭済会江尻診療所 船員無料健康相談
３０日（日） TEL:054-352-2796

四日市 ９月５日（水） 四日市第一港湾労働者福祉セ 船員に対する無料健康相談
１４：００～ ンター （四日市検診クリニックの医師、保
９月１９日（水） 健士による問診・血圧測定等）
１３：３０～

５．無料健康検診 清 水 ９月２４日（月） 清水マリンターミナル 船員に対する内科医、歯科医による
１４：００～ 船員待合室 無料健康診断

６．訪船指導 管 内 ９月１日（土）～ 管内各港 船舶に立ち入り、安全・衛生に関す
３０日（日） る指導、啓発活動

（飲用水の遊離残留塩素の検査）

７．生存対策講習会 名古屋 ９月１４日（金） 名古屋港フェリー埠頭 講習
（サバイバルトレーニン 太平洋フェリー「きそ」船内 「船体放棄の際の注意（予定）」
グ）

近 畿 １．船員災害防止大会 大阪 ８月２９日（水） 近畿運輸局海技試験室 ・記念講演（安全講演）
「東南海・南海地震と津波警報に

ついて」
講演者：大阪管区気象台 技術部

地震火山課 地震津波防災官
林 正典 氏

・月間協力者（訪船指導）に対する
船員災害防止協会近畿支部長表彰

・船員災害防止協会優良会員証交付
及び優良会員ステッカーの交付
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近 畿 １．船員災害防止大会 京都 ８月２２日（水） 京都府漁業協同組合伊根支所 ・小型漁船安全講習会
（続き） (舞鶴) ・食事と健康講座

８月２４日（金） 舞鶴２１ビル(舞鶴市) 講演者：京都府中丹東保健所

和歌山 ９月７日（金） 和歌山港湾労働者福祉センタ ・安全衛生講習会
ー (和歌山県和歌山市) 講演者：和歌山市消防局職員

２．普通救命講習会 大阪 ９月１３日（木） 大阪市水上消防署 ・座学－応急手当の重要性と必要性
９月１４日（金） ・実技－心肺蘇生法

（ＡＥＤ含む）

３．無料健康相談所 大阪 ９月１日（土）～ 大阪掖済会病院 ・船員に対する無料健康相談
３０日（日）の土 １３時～１６時
曜・日曜を除く

４．訪船指導 管内 ８月２１日（火） 管内各港 ・停泊中の船舶に立ち入り、安全・
～９月２８日（金） 衛生に関する指導、啓発活動を実施

５．安全パトロール 和歌山 ９月３日（月） 和歌山県：下津港、和歌山本 ・停泊中の船舶に対して、陸上及び
港、和歌山北港 海上から月間の主旨を広報。

ポスター ・標語ビラ等を配布し
て月間をＰＲ。

神 戸 １．月間開始式 神 戸 ９月 ３日（月） 神戸第２地方合同庁舎 ・表彰、大会宣言、安全衛生保護具
船員災害防止大会 本館１階 第１会議室 等の展示

・講演「船舶の地震・津波に対する
防災対策」
講演者：東海大学 海洋学部

航海工学科航海学専攻主任教授
津金 正典 氏

姫 路 ９月 ３日（月） 姫路市 ・表彰、大会宣言、安全衛生保護具
姫路ﾎﾟ-ﾄｾﾝﾀ-５階 会議室 等の展示

・講演「知っ得？納得!!メタボリッ
クシンドローム」

講演者：姫路市保健所
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神 戸 ２．生存対策講習会 但 馬 ６月 ２日（土） 柴山港 ・講議、実技「ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ」
但馬漁業協同組合柴山支所隣 ＊主催者：船員災害防止協会
接物揚場岸壁・岸壁前海水面

洲 本 ９月 ７日（金） 洲本港 ・海中転落者救助訓練
南防波堤灯台 ＊主催者：大阪湾水先艇株式会社

３．船員無料健康相談 神 戸 ９月 １日（土）～ 神 戸 港 ・血圧、血液・尿検査、問診
３０日（日） みなとクリニック ９時～１２時

(土･日･祝日を除く) (財)神戸港湾医療保健協会 受診には利用券が必要
みなとクリニック

９月 ６日（木） 神 戸 港 ・血圧、血液・尿検査、問診
一般社団法人神戸港振興協会 １０時～１３時
研修室 一般船員対象
(財)神戸マリナーズ厚生会
神戸マリナーズ厚生会病院

９月２０日（木） 神 戸 港 ・血圧、血液・尿検査、問診
㈱ダイヤモンドフェリービル １０時～１３時
３階 一般船員対象
(財)神戸マリナーズ厚生会
神戸マリナーズ厚生会病院

東播磨 ９月１１日（火） 東播磨港 ・血圧、血液・尿検査、問診
神鋼物流(株)南岸壁事務所 １０時～１４時
(社)日本海員掖済会 神戸掖 一般船員対象
済会病院

姫 路 ９月 ５日（水） 姫 路 港 ・血圧、血液・尿検査、問診
姫路ﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ会議室 １０時～１４時
(社)日本海員掖済会 神戸掖 一般船員対象
済会病院

４．広報活動 神 戸 ９月１日（土）～ 管内各港 ・神戸運輸監理部 HP に掲載
但 馬 ３０日（日） ・神戸海運記者クラブ、神戸市政記
姫 路 者クラブ、姫路市役所記者クラブ

但馬地区各紙、海事専門誌への投
〃 げ込み
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神 戸 ４．広報活動（続き） ・管内各地の海事施設等に横断幕、
垂れ幕等を掲示

５．訪船指導 管 内 ８月２２日（水）～ 管内各港 ・船舶への立ち入り
９月３０日（日） 神戸地区(神戸、尼崎等) ・安全・衛生に関する指導・啓発

５．訪船指導（続き） 播磨地区(東播磨) ・水質検査
淡路地区(洲本・津名等)
但馬地区(浜坂・香住等)
姫路地区(姫路・相生等)

６．海上広報 管 内 ９月随時 同 上 ・船舶に横断幕を掲げ、港内を巡回
し、音声による啓発活動を実施

中 国 １．船員災害防止大会 広島・ ９月７日（金） 広島市南消防署水上出張所 ・船員災害防止功労者の表彰
呉 ・講演「元気に働き続けるための健

康づくり」
講演者：広島大学大学院
教育学研究科 教授 東川安雄 氏

尾道・ ９月７日（金） グリーンヒルホテル尾道 ・講演「東南海、南海地震の瀬戸内
因島・ 海想定津波に対する航行安全対策
木江 について」

講演者：独立行政法人水産大学校
名誉教授 本村 紘治郎 氏

岡山・ ９月１３日（木） 倉敷市環境交流スクエア ・船員災害防止功労者の表彰
水島 ・講演「安全は、意識と知識と経験

、装備から」
講演者：水島海上保安部

航行安全課長 森 直樹 氏
・講演「脳卒中予防と発生時の対策」

講演者：児島中央病院
副院長 木村 知一郎 氏

徳山 ９月２０日（木） 株式会社トクヤマ文化体育 ・船員労働災害防止優良事業者認定
館及び株式会社周南スイミ 書交付式
ングクラブ ・講演 「海に転落したら」

講演者：アクア・ドルフィン有限会社
藤井 秀雄 氏

・着衣泳法訓練
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中 国 １．船員災害防止大会 松江・ ９月１９日（水） さんらぽーむらくも ・船員災害防止功労者の表彰
（続き） 境 ・講演「船舶の津波対策について」

講演者：㈱トクヤマロジスティクス
安全環境品質保証室
主席 明石 孝彦 氏

２．生存対策講習会（サ 松江 ８月４日（土） JF しまね浦郷支所 ・座学「船体放棄の際の注意」「遭
バイバルトレーニング） 浦郷漁港本郷岸壁 難時生き抜くための心得」

・DVD 上映「漂流から生還へ」
・実技「命を救うライフラダー」（
海保）「膨張式救命いかだ投下展張
訓練」「ぎ装品の取り扱い」「各種
信号の取り扱い」

３．無料健康相談 広島 ９月１日（土）～ 日本海員掖済会広島診療所 ・船員の無料健康相談
７日（金） TEL:０８２-２５ 1-２５６５

４．訪船指導 管内 ９月１日（土）～ 管内各港 ・船舶に立入、安全・衛生に関する
３０日（日） 指導、啓発活動を実施

境 ８月２３日（木）～ 境管内各港 ・漁船に対する出漁前訪船指導
８月３０日（木） ・一般船舶に立入り、安全衛生に関

する指導、啓発を行う。

５．その他 徳山 ９月３日（月） 徳山下松港 ・船舶に横断幕を掲げ港内を巡回し
（徳山地区及び新南陽地区） 、停泊中の船舶に向け音声による啓

発活動を実施

松江 ８月４日（土） JF しまね浦郷支所 ・漁船安全講習

境 ９月３日（月） 漁業環境改善総合センター 外国人船員講習会
（境港市） ・座学・DVD 上映・実技

四 国 １．船員災害防止大会 高 松 ９月４日（火） 高松センタービル ・講演
演題：船舶の津波遭遇時の行動

事例について
講演者：四国運輸局

船舶測度官 辰島 氏
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四 国 ２．海上広報 管 内 ９月３日（月） 管内各港 ・県の漁業取締船等の協力を得て管
５日（水） 内主要港湾において海上から啓発

活動を実施

３．安全衛生講習会会 松 山 ９月１３日（木） 松山西消防署 ・演題：AED の使用方法ついて
今 治 ９月１９日（水） 今治消防本部 ・演題：AED の使用方法ついて
宇和島 ９月２４日（月） 宇和島海事事務所 ・演題：生活習慣病予防対策及び

又は２７日（木） 健康増進対策について

４．無料健康相談所 徳 島 ９月１日（土）～ 関内科消化器科医院 ・船員に対する無料健康相談
３０日（日） 徳島市仲之町４－５

うがい医院
鳴門市撫養町斉田字大堤 1 ２-
７

板垣内科医院
阿南市富岡町佃町５４２－１

寿満医院
小松島市南小松島町６－２３

高 知 ９月 ６日（木） 大西内科胃腸科医院 ・〃、1 ４:００～ 1 ６:００
２０日（木） 宿毛市中央１－２－２２

１２日（水） 橋本外科胃腸科内科 ・〃、1 ５:００～ 1 ７:００
土佐市高岡町甲７５０－１

５．訪船指導 管 内 ９月１日（土）～ 管内各港 ・船舶に立ち入り、安全・衛生に関
３０日（日） する指導、啓発活動を実施

６．生存者対策講習会 今 治 ９月１１日（火） 波方海上技術短期大学校 ・講習
「遭難時、生き抜くための心得」
・実技
「膨張式救命いかだの取扱いについ

て」
「落下傘付信号、信号紅炎等の取扱

いについて」
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九 州 １．船員災害防止大会 福 岡 ９月１１日（火） 福岡合同庁舎 ・船員災害防止功績者の表彰
・講演
「衛生講話」

生活習慣病について
講演者：船員保険福岡健康管理

センター 柴田 氏
「事例報告」

わが社の安全衛生活動について
～災害防止への取組み～

講演者：宇部興産海運(株)
執行役員 管理本部
環境安全部長 田中 氏

２．安全衛生講習会等 門 司 ９月２６日（水） 門司港湾合同庁舎 福岡運輸支局職員及び北九州市保健
１階共用大会議室 福祉局保健所職員が講師となり、安

全衛生講習会を実施する。

若 松 ９月１０日（月） 若松港湾合同庁舎 「安全講話」
「衛生講話」

佐 賀 ９月２１日（金） 唐津港湾合同庁舎 「安全講話」
「衛生講話」

長 崎 ９月２７日（木） 長崎県農協会館 ・膨脹式救命筏の取扱関係等

佐世保 ８月３１日（金） 生月福祉会館 大中型旋網漁船乗組員を対象とした
安全・衛生講習会を実施予定

熊 本 ９月１９日（水） 上天草市松島総合センター 「安全講話」
「衛生講話」

大 分 ９月１３日（木） 大分県トラック会館 ・講演
「安全講話」
「衛生講話」
「リスクアセスメント導入講習会」

宮 崎 ９月６日（木） 日向市漁協会議室 ・講話
「安全講話」
「衛生講話」
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九 州 ２．安全衛生講習会等 鹿児島 ９月５日（水） アクアガーデンホテル福丸 講話
（続き） ・海難防止対策

・労働災害防止対策
・船内におけるメンタルヘルス対策

１０月２日（火） 阿久根漁協黒の浜支所 講話
・労働災害防止対策
・救命器具の取扱説明

下 関 ９月１４日（金） 宇部中央消防署 ・ＡＥＤ講習

３．無料健康相談所 福 岡 ９月１日（土）～ ・古森病院 ・船員に対する無料健康相談
３０日（日） ・有村内科クリニック 福岡市、壱岐市、対馬市、大牟田

・船員保険福岡健康管理セン 市へ船員労働安全衛生月間の実施及
ター び無料健康相談所の開設について、

・江田小児科内科医院 各市広報誌への掲載を依頼済み。
・医療法人玉水会 赤木病院
・長崎県離島医療圏組合

対馬いづはら病院
・大牟田共立病院

門 司 ９月１日（土）～ ・日本海員棭済会門司病院 船員及びその家族を対象とした無料
３０日（日） ・中原クリニック 健康相談所を開設する。

北九州市の「市政だより」９月１日
号に掲載する。

宮 崎 ９月１日（土）～ ・浦上内科外科医院 ・船員に対する無料健康相談
３０日（日） ・平田東九州病院

・尾鈴クリニック
・東病院
・猿渡医院
・中村内科放射線科

下 関 ９月１日（土）～ ・漁港診療所 ・船員に対する無料健康相談
３０日（日） ・宮崎内科クリニック

４．訪船診療 福 岡 ９月１９日（水） 九州郵船（株）（乗船） ・船員保険福岡健康管理センターの
医師及び保健師による、乗船中の
船員に対する健康診断及び無料健
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九 州 ４．訪船診療（続き） 康相談を実施。

門 司 ９月１８日（火） 阪九フェリー（株） ・日本海員棭済会門司病院医師によ
オーシャン・トランス（株） る訪船診療を実施する。

（停泊）

５．訪船指導 管 内 ９月１日（土）～ 管内各港 ・船舶に立ち入り、安全・衛生に関
３０日（日） する指導、啓蒙活動を実施

・保健所の協力により、飲料水の水
質検査を実施

６．献血 門司・ ９月１１日（火） 門司港湾合同庁舎 日本赤十字北九州血液センターより
小倉・ 献血者を派遣して頂き、海事関係者
苅田 を中心とした献血活動を実施する。
地区

７．生存対策講習会 下 関 ９月２５日（火） 下関漁港 ・座学「船体放棄の際の注意｣、「
（サバイバルトレーニン （下関市西部公民館） 漂流から生還へ」
グ） ・実技「膨脹式救命いかだの取扱い

心得と救命訓練」

沖 縄 １．船員災害防止大会 沖縄 ９月３日（月） 沖縄県水産会館 ・特別講演「津波について」
講演者：沖縄気象台地震火山課

主任技術専門官 神谷晃 氏
・展示会

２．訪船指導 管内 ９月４日（火）～ 管内各港 ・船舶に立ち入り、安全･衛生に関
２８日（金） する指導、啓発活動を実施


