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（1）
海洋レジャー関係公益法人等（特に一般の方々に関連のある法人）
名

称 （公財）
日本海事広報協会

所 在 地

代表者

〒 104-0043 東京都中央区湊 2-12-6
湊 SY ビル内

会長 芦田 昭充

電 話
（代表）03-3552-5031
ＦＡＸ
03-3553-6580
http://www.kaijipr.or.jp
ホームページ

○
「海の日」
「 海の月間」広報事業：7月の第3月曜日の国民の祝日「海の日」を中心に一

事業第一部

主な事業

事業第二部

申込・受付・相談
問合せ関係

般国民に海や船に関心と親しみを持ってもらうため、
「 海フェスタ」の支援、
「 海の
日」記念イベント等の実施。
○ 海事知識啓発事業：正確な海事知識の普及を図るため、主に小・中学生を対象とし
た海事施設の見学、乗船体験会、ジュニア・シッピング・ジャーナリスト賞等の実
施。
また、海と船の隔月刊誌「ラメール」
「 海事広報パンフレット」
「 海事レポート」等の
制作・配布。
（問合せ先）事業第一部03-3552-5033
○
「海の日」ポスターの制作・配布、
「 海の日」海事関係功労者祝賀会の開催
○インターネットによる情報発信
（URL

http://www.kaijipr.or.jp）

○新聞、テレビなど一般マスコミ向けに
「海事FAX短信」を毎月2回発信
○海と船のフォトライブラリーの一般への貸し出し
（有料）

事業第三部

（問合せ先）事業第二部03-3552-5035
船員とその家族を主たる読者対象とした旬刊紙「海上の友」、英字版「Journal for All
the Mariners」の有料頒布。また、各種海事図書、広報資料の有料頒布。
（問合せ先）事業第三部03-3552-5034
○北海道海事広報協会

：〒047-0007 小樽市港町4-4 小樽港湾センター TEL:0134-22-2060

：〒985-0016 塩釜市港町1-4-1
TEL:022-362-4524
マリンゲート塩釜
○北陸信越海事広報協会：〒950-0078 新潟市中央区万代島9-1
TEL:025-247-4799
佐渡汽船
（株）
内
○関東海事広報協会
：〒231-0002 横浜市中区海岸通4-23
TEL:045-201-6575
相模ビル
○中部海事広報協会
：〒455-0032 名古屋市港区入船2-2-14
TEL:052-652-4039
藤洋ビル
○近畿海事広報協会
：〒552-0021 大阪市港区築港3-7-15
TEL:06-6573-6387
港振興ビル
○神戸海事広報協会
：〒650-0042 神戸市中央区波止場町5-4
TEL:078-392-3248
中突堤中央ビル
○中国海事広報協会
：〒734-0011 広島市南区宇品海岸1-13-13 TEL:082-253-1987
宇品港湾ビル
○四国海事広報協会
：〒760-0071 高松市藤塚町3-14-6 高木ビル TEL:087-833-8677
○東北海事広報協会

地方における問合せ先（地方協会）

○九州海事広報協会
○沖縄海事広報協会

：〒801-0834 北九州市門司区本町1-5
Port Moji壱番館
：〒900-0012 那覇市泊3-1-8
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称 （公社）
日本海難防止協会

所 在 地

代表者

〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 1-1-3
磯村ビル

会長 前川 弘幸

電 話 （代表）03-3502-2231
ＦＡＸ

03-3581-6136

ホームページ http://www.nikkaibo.or.jp

1 海難の防止、海上交通の安全対策
① 海上交通流体系の調査・提言
② 港湾計画における船舶航行の安全確保方策の検討、提言
③ 水先人による航行案内に関する対象船舶、海域等についての調査・提言
④ 荒天時の避難方法、危険物貨物の荷役時の安全対策等の検討・提言
⑤ 海運界と水産界の相互理解の促進
問合せ先：03-3502-3541
（海上安全研究部）
03-3502-3542
（海上交通研究部）

主な事業

2 海洋汚染の防止、海洋環境の保全
① 海洋汚染事故・事件等の事例収集・整理・分析
② 船舶発生廃棄物又は汚水の陸揚げ処理等に関する検討
③ 危険物の海上輸送時の事故対応策の検討、危険物の港内における荷役・保管等
の基準の検討
問合せ先：03-3502-3543
（海洋汚染防止研究部）

申込・受付・相談
問合せ関係

3 国際活動
① IMO（国際海事機関）
会議に出席してのわが国政府関係者への支援、協力
② アセアン諸国における海洋汚染防止体制作りへの支援、協力
③ マラッカ・シンガポール海峡の航行安全対策への協力
④ 国際協力機構等からの委託に基づき、発展途上国における海上交通安全、海洋
汚染防止の計画の策定等への参画
問合せ先：03-3502-2233 （企画国際部）
4 広報活動
① 情報誌
「海と安全」
（季刊）の発行のほか海難防止・海洋汚染防止のパンフレット
等の発行
② 海難防止強調運動の展開、海洋環境保全活動への支援
③ 海難防止及び海洋汚染防止に関する情報、文献等の収集及びこれらの提供、閲
覧、貸出し
問合せ先：03-3502-2233
（企画国際部）
03-3502-2231 （総務部）
（ロンドン連絡事務所）
TEL:001+010+4420-7488-3168
（シンガポール連絡事務所）
TEL:001+010+65-6226-1231 FAX:001+010+65-6226-1219
ホームページ：http://www.nmc.com.sg
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名

称 （公社）
日本海洋少年団連盟

所 在 地

代表者

〒 102-0083 東京都千代田区麹町 4-5
海事センタービル 4 階

会長 草刈 隆郎

電 話 （代表）03-5213-4778
ＦＡＸ

03-5213-4779

ホームページ http://www.jsf-japan.or.jp

主な事業

（海洋少年団運動）
本連盟は、海洋少年団運動を通じて少年少女に対して海洋に親しむ機会を与へ、海
洋・海事思想を普及し、海洋に関する科学的知識と海上生活に必要な技術を授け、
社会生活に必要な徳性を涵養し、併せて国際交流を図り、もって海洋国家日本の人
材育成に寄与することを目的とする。

申込・受付・相談
問合せ関係

（連盟の事業）
(1)海洋・海事思想の普及
(2)海洋少年団運動の普及及び広報
(3)海洋少年団運動の調査研究及び推進
(4)教育計画の策定及び指導者体制の管理
(5)海洋環境教育及び海洋環境保全活動の推進
(6)地域貢献及び地域交流活動の企画及び実施
(7)国際青少年団体との国際交流及び提携
(8)海洋少年団運動のために必要な図書、物品等の販売
(9)その他本連盟の目的を達成するために必要な事業
○北海道地区連盟

：〒061-2284
：〒985-0025
○関東地区連盟
：〒244-0004
○東京地区連盟
：〒206-0041
○日本海中部地区連盟：〒926-0021
○中部地区連盟
：〒484-0825
○近畿地区連盟
：〒678-0239
○中国地区連盟
：〒721-0926
○四国地区連盟
：〒796-0301
○九州北部地区連盟 ：〒814-0031
○南九州地区連盟
：〒891-0150
○沖縄地区連盟
：〒900-0012
○東北地区連盟

地区連盟

札幌市南区藤野4条9-3-33
宮城県塩釜市佐浦町10-9
横浜市戸塚区小雀町2150-17
多摩市愛宕2-2-7-302
七尾市本府中町テ部 129-2
名古屋市千種区西崎町2-37-202
赤穂市加里屋88-1
福山市大門町2-4-11
愛媛県伊方町湊浦693
福岡市早良区南庄6-7-6
鹿児島市坂之上3-17-38
那覇市泊2-13-6
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TEL:090-8374-8861
TEL:022-362-1398
TEL:045-852-3138
TEL:042-376-7484
TEL:0767-53-3993
TEL:052-752-2066
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TEL:0849-43-3724
TEL:0894-38-1824
TEL:092-846-8199
TEL:090-3322-3381
TEL:090-3011-5884
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称 （公財）
日本セーリング連盟

代表者

電 話 （代表）03-3481-2357

本部
所 在 地

会長 河野 博文

〒 150-8050 東京都渋谷区神南 1-1-1
岸記念体育館内 520 号室

ＦＡＸ

03-3481-0414

ホームページ http://www.jsaf.or.jp/

事業目的
本連盟は、セーリングスポーツに関し、わが国を代表する機関として、全ての形態のセ

ーリングスポーツを統轄し、併せてセーリングスポーツ技術の向上とセーリングスポー
ツを通じての国民の心身の健全な発達に寄与し、かつ、海事思想の健全なる発展及び普
及と海洋環境の保全を図ることを目的とする。
事業内容
（1） セーリングスポーツの普及、指導、競技会等の開催、諸規則の管理、資格認定等
（2） セーリングスポーツに係る艇体、装備、施設等の管理、調査、指導、情報提供
（3） セーリングスポーツの競技力向上、及び国際競技会等への派遣等
（4） セーリングスポーツに関する物品及びソフトウェア等の開発及び販売並びにサービス
の提供
（5） その他
1. 加盟団体連絡窓口

主な事業 申込・受付 相
･談 問
･ 合せ関係

北海道セーリング連盟 062-0905 札幌市豊平区豊平五条11丁目1-1 北海道立総合体育センター気付
TEL.FAX 011-833-2218/夜間011-746-0776（浜田）/011-757-0144
青森県セーリング連盟 035-0076 青森県むつ市旭町13-12 木村訓気付
TEL 0175-29-3106
岩手県ヨット連盟
027-0028 宮古市神林9-1 リアスハーバー宮古気付
TEL.FAX 0193-64-1160
宮城県セーリング連盟 985-0873 宮城県多賀城市中央2-24-16-601 遠藤芳純気付
TEL.FAX 022-309-1622
秋田県セーリング連盟 015-0843 秋田県由利本荘市東梵天171-1 梵天内科クリニック 相原正敏気付
TEL 0184-24-0015/FAX 0184-24-0022
山形県セーリング連盟 998-0024 山形県酒田市御成町2-9 佐藤久哉気付
TEL.FAX 0234-22-1499
福島県セーリング連盟 971-8188 いわき市小名浜下神白字館の腰 福島県立いわき海星高等学校 斎藤道明気付（勤務先）
TEL 0246-54-3001（いわき海星高等学校）/FAX 0246-54-7497
茨城県セーリング連盟 300-1152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷2066-27 中村孝一気付
TEL 029-841-3038 /FAX 029-841-4328
栃木県ヨット連盟
323-0807 小山市城東4-18-23 森谷茲充気付
TEL.FAX 0285-24-0436
群馬県セーリング連盟 379-2147 群馬県前橋市亀里町733-1 中川淳気付
TEL. FAX 027-265-4581 090-5406-8344
埼玉県セーリング連盟 332-0031 埼玉県川口市青木 2-1-1 川口市役所 谷正安気付
携帯 090-8741-8823/tony0721@cablenet.ne.jp
千葉県セーリング連盟 264-0005 千葉県千葉市若葉区千城台北1-6-4 斎藤威気付
TEL.FAX 043-237-2835
東京都ヨット連盟
164-0012 東京都中野区本町3-20-6 山本俊貴気付
携帯 090-8744-0084
神奈川県セーリング連盟 240-0105 横須賀市秋谷5342-1 ライオンズマンション201 末木創造気付
TEL 03-3580-1208/FAX 03-3580-1210（勤）TEL.FAX 046-858-1251
山梨県セーリング連盟 403-0017 山梨県富士吉田市新西原5-2-1 富士急行（株）池田廣和気付
TEL 0555-22-7112/FAX 0555-22-7141
新潟県セーリング連盟 950-0022 新潟県新潟市東区幸栄1-6-9 津野洋気付
TEL.FAX 025-279-3266
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主な事業 申込・受付 相
･談 問
･ 合せ関係

長野県セーリング連盟 394-0021 長野県岡谷市郷田1-1-21 笠原賢一気付
TEL.FAX 0266-23-7599
富山県セーリング連盟 934-0001 富山県射水市庄西町1-13-8 高野浩昌気付
TEL 0766-82-5448/（勤）TEL 0766-82-5440/FAX 0766-86-5441
石川県セーリング連盟 920-0201 石川県金沢市みずき1丁目202 本吉謙三気付
TEL 076-258-0206
福井県セーリング連盟 919-0621 あわら市市姫3-16-8 澤崎英昭気付
携帯 090-9762-1363/sawazaki̲eigyoukikaku@yahoo.co.jp
静岡県セーリング連盟 432-8061 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島3285-1 408号 植田順三気付
TEL.FAX 053-596-0766
愛知県ヨット連盟
433-0046 愛知県蒲郡市竹谷町小山17 白川健一気付
TEL.FAX 0533-68-5310/sirakawa@crocus.ocn.ne.jp
三重県ヨット連盟
514-0812 津市大字津興港中道北官370 伊勢湾海洋スポーツセンター内気付
TEL 059-226-0525 FAX 059-226-0556
岐阜県ヨット連盟
503-0653 岐阜県海津市海津町高須町156-1 野田賢治気付
TEL.FAX 0584-53-3393
滋賀県セーリング連盟 520-0022 大津市柳ヶ崎1-2 滋賀県ヨットハーバー事務所
TEL.FAX 077-524-1781
京都府セーリング連盟 601-8395 京都府京都市南区吉祥院中河原西屋敷町32 安田寛気付
TEL.FAX 075-313-8148
大阪府ヨットセーリング連盟 597-0062 貝塚市二色ノ浜公園内 二色ヨットハーバー気付
TEL 0724-23-0064/FAX 0724-31-8645 担当：藤原洋彰
兵庫県セーリング連盟 663-8176 西宮市甲子園六番町13-2 川上宏気付
TEL.FAX 0798-43-4709/sail.h@violin.ocn.ne.jp
奈良県セーリング連盟 639-1054 奈良県大和郡山市新町821-6
TEL 0743-52-1870/携帯 090-2383-3599
和歌山県セーリング連盟 641-0014 和歌山県和歌山市毛見1514 和歌山セーリングセンター気付
TEL 073-448-0251/FAX 073-494-3252
鳥取県セーリング連盟 683-3411 米子市淀江町福岡24番地 鳥取県立米子白鳳高等学校気付
TEL 0859-37-4020/FAX 0859-37-4021 善波：090-1684-4532
島根県ヨット連盟
685-0011 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町754-2 中西賢一気付
TEL 0851-22-2126/FAX 0851-22-0619
岡山県セーリング連盟 701-4302 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓4948-35（月、木、土 10：00-17：00）
TEL.FAX 086-934-3830 徳田：090-4658-0140
（公財）広島県セーリング連盟 733-0036 広島県広島市西区観音新町4-14-6 広島観音マリーナディンギーヤード 沖田勇三気付
TEL 082-296-7725/FAX 082-233-3529
（社）山口県セーリング連盟 743-0011 光市光井2-19-2 山ロスポーツ交流村気付
TEL 0833-71-1144/FAX 0833-71-4444
香川県ヨット連盟
760-0011 高松市浜ノ町67-1 高松ヨットハーバー気付
TEL 0878-22-1668/FAX 0878-23-6099
徳島県ヨット連盟
770-0824 徳島市南出来島町1-22-1 山内泰宏気付
TEL 088-655-7998/
（勤）088-666-1000/FAX 088-666-1045
愛媛県セーリング連盟 791-0301 愛媛県東温市南方1826 黒川重男気付
TEL. FAX 089-966-2941
高知県セーリング連盟 781-5612 高知県香南市夜須町細川496 吉川ひかり気付
TEL 090-7620-5060/firemen222pika@yahoo.co.jp
福岡県セーリング連盟 819-0001 福岡市西区小戸3-58-1 福岡市立ヨットハーバー気付
TEL 092-882-2151/FAX 092-881-2344
佐賀県ヨット連盟
847-0861 唐津市二夕子3-1-8 佐賀県ヨットハーバー気付
TEL.0955-73-7041/FAX 0955-73-8986
長崎県セーリング連盟 851-2211 長崎県長崎市京泊3丁目27-83 古賀誠次気付
TEL.095-850-6083/ FAX 095-865-7483
熊本県セーリング連盟 862-0981 熊本市戸島5-9-16 本田肇気付
TEL.FAX 096-389-0476
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大分県セーリング連盟 879-2458 大分県津久見市入船西町18-14 五十川浩司
TEL.FAX 0972-82-2328
宮崎県セーリング連盟 889-3141 宮崎県日南市大堂津2丁目13番地4 樋口方
携帯 090-3883-1435
鹿児島県セーリング連盟 891-0151 鹿児島県鹿児島市光山1-19-1 大迫哲弘気付
TEL 099-261-5544/FAX 099-261-2710/ksaf@southwinds.jp
沖縄県セーリング連盟 900-0012 沖縄県那覇市泊3-12-6 有銘兼一気付
TEL.FAX 098-868-5793/kenkenichiko@yahoo.co.jp

主な事業 申込・受付 相
･談 問
･ 合せ関係

2. 外洋加盟団体事務局一覧表
外洋北海道
005-0005 札幌市南区5条3丁目8-36-102（有）
タックシステム内 修田方
TEL.011-815-7899
外洋津軽海峡 040-0001 函館市五稜郭町14-22
TEL.0138-52-6000
外洋東関東
289-1733 千葉県山武郡横芝光町栗山3338 ミアケ歯科クリニック内 小屋方
TEL.FAX 0479-82-8898
外洋いわき
972-8317 いわき市常磐下湯長谷町道下29-3 織田方
TEL.FAX 0246-44-5224
外洋東京湾
274-0805 船橋市二和東5-32-20 野口歯科医院内 野口方
TEL.0474-48-8210 FAX 0474-49-3331
外洋三崎
151-0071 渋谷区本町4-38-5 中里方
TEL.050-3737-2919
外洋三浦
155-0032 東京都世田谷区代沢4-32-6 ㈲フリーチケット内 関根気付
TEL 070-5589-7392
外洋湘南
168-0071 杉並区高井戸西1-3-11 作田方
FAX.044-829-1308
外洋駿河湾
424-0922 静岡市清水区日の出町10-80 マリン共同オフィス内
TEL.FAX 0543-51-3223
外洋東海
460-0002 名古屋市中区丸の内3-21-21 丸の内東桜ビル902
TEL.052-971-5835/FAX 052-971-5836
外洋近北
600-8474 京都市下京区西洞院仏光寺角綾西洞院町760-1 守本方
TEL.06-6471-7500/FAX 06-6471-7511
外洋内海
662-0934 西宮市西宮浜4-16-2 猪上方
TEL.0798-37-3102/FAX 0798-37-3107
外洋西内海
733-1377 広島県呉市倉橋町5863-4
携帯 090-3175-1463
外洋玄海
810-0033 福岡市中央区小笹3-13-28 冬至方
TEL.092-522-2657
外洋南九州
891-0131 鹿児島市谷山港2-17 剥岩方
TEL 099-261-9954/FAX 099-262-2727
外洋沖縄
901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-4-1 宜野湾港マリーナ管理事務所 徳田気付
TEL.090-1945-3420
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名

称 （一財）
日本海洋レジャー安全 ･ 振興協会

所 在 地

代表者

会長 戸田 邦司

電 話 （代表） 045-228-3061
045-228-3063
ＦＡＸ
http://www.kairekyo.gr.jp

本部：〒231-0011 横浜市中区太田町4-47
コーワ太田町ビル2階

ホームページ

特定事業本部：〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル9階

ホームページ

電 話 （代表） 045-264-4172
045-264-4197
ＦＡＸ
http://www.jmra.or.jp

○ダイビングに関する緊急医療援助システムの整備と運営
（DAN

安全事業部
振興事業部

申込・受付・相談
問合せ関係

救助事業部

主な事業

JAPAN事業）
入会･問合せ先：045-228-3066 http://www.danjapan.gr.jp
○海洋レジャーの安全に関する知識の普及および教育、安全、広報に関わる活動
○フィッシング･ボードセーリング･サーフィン海上安全指導員の養成/認定登録
○安全潜水管理者の養成/認定登録
○優良ダイビング･サービス提供者の推奨
○海洋レジャーの安全の確保にかかわる調査・研究
○プレジャーボートの海難にかかわる民間救助体制の整備と運営
（BAN事業）

http://www.kairekyo.gr.jp/ban
入会･問合せ先：BAN本部 0120-450-043、045-212-9284
○海洋レジャーの普及・振興にかかわる親水事業の推進
○舟艇の利用振興事業の推進

マリンレジャーの振興拠点としての
「海の駅」
の普及・推進
海の駅HP:http://www.umi-eki.jp
問合せ：045-228-3061
（海の駅045-228-3062）

特定事業本部

○小型船舶操縦士国家試験の実施および身体適性相談コ一ナーの設置
○小型船舶操縦免許証の更新講習および失効再交付講習等の実施
○登録小型船舶教習所教員研修の実施
○遊漁船業務主任者講習の実施
○船の文化検定の実施

問合せ先：045-264-4172

または下記地方事務所

小型船舶操縦士国家試験の実施、操縦免許証更新・失効再交付講習の受付け相談。

特定事業本部の
特定事業を行う地方事務所

○北海道事務所

：〒047-0031 小樽市色内1-9-1 松田ビル

TEL:0134-32-5123

○東北事務所

：〒985-0016 塩釜市港町1-4-1
マリンゲート塩釜

TEL:022-364-2281

○信越事務所

：〒950-0982 新潟市中央区堀之内南3-1-21
北陽ビル

TEL:025-283-1996

○関東事務所

：〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル TEL:045-201-1222

○中部事務所

：〒460-0021 名古屋市中区平和1-23-16
ミタチ第2ビル

TEL:052-331-0185

○近畿事務所

：〒534-0025 大阪市都島区片町1-5-13
大手前センチュリービル

TEL:06-6882-5846

○四国事務所

：〒760-0018 高松市天神前10-1 高松天神前ビル TEL:087-837-6399

○九州事務所

：〒801-0852 北九州市門司区港町6-2 九州ビル

TEL:093-332-1537

○沖縄事務所

：〒900-0016 那覇市前島2-21-13 ふそうビル

TEL:098-861-0474
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称 （一社）日本マリン事業協会

所 在 地

代表者

〒 104-0028 東京都中央区八重洲 2-10-12
国際興業第２ビル 4 階

会長 柳 弘之

電 話 （代表）03-5542-1201
ＦＡＸ

03-5542-1206

ホームページ http://www.marine-jbia.or.jp

主な事業
申込・受付・相談
問合せ関係

（1）マリン事業の振興に関する事
・各地域における海のイベントの実施及び支援
・舟艇関係国際活動（ICOMIA）への参加
（2）マリン事業に関する展示会その他各種催事の開催及び宣伝普及に関する事
・国際ボートショー及び各地域ボートショーの主催
・マリンレジャー普及イベントの開催
（3）マリン事業の技術の向上に関する事
・プレジャーボートの技術基準検討及び国際化に関する調査研究
・海難防止のための点検整備の検討
（4）マリン事業における環境の保全に関する事
・FRP 船リサイクルシステム運用
・マリンエンジン排ガス自主規制
（5）舟艇、PWC サウンド自主規制の設定等の利用の円滑化に関する事
・利用環境の整備（放置艇対策と新規保管場所の推進）
・利用可能なトレーラーランプ（スロープ）の調査
（6）マリンレジャーの普及に関する事
・体験試乗、操船教室の拡大による遊びの提供
・マリンレジャー体験特区設定に関する調査及び検討
（7）マリンレジャー及びマリン事業における舟艇等の安全に関する事
・ミニボートの安全対策及び安全啓発の実施
・ライフジャケット着用宣言
（8）マリン事業に関する情報の収集及び配布に関する事
・海外情報の収集と情報提供
・舟艇及びエンジンの出荷、輸出入実績調査の実施
（9）舟艇等に関する製品の自主回収に関する事
・自主回収製品が発生した会員各社は当会に届け出、当会から国土交通省へ報告する
(10)プレジャーボート製品相談室の運営に関する事
・プレジャーボート等の製品の欠陥等と関する給争処理、相談紹介等の窓口運営
・運営状況の監督指導を行う運営評議会の設定
・TEL：0120-356-441（フリーダイヤル）
・FAX：03-5542-1206
(11)政府その他の機関に対する意見の具申に関する事
・船舶免許制度の規制緩和に関する提言の検討
・地方運輸局主催の舟艇の振興対策会議、廃船処理
・評議会への参加・提言
(12)その他本会の目的を達成するために必要な事項
・国、及び地方行政への協力
●支部事務局の連絡先
北海道
TEL：O134-31-1135
東 北
TEL：O22-727-5180
関 東
TEL：O45-775-2450
中 部
TEL：0533-59-6188
関 西
TEL：O798-37-2001
中 国
TEL：O82-532-8520
四 国
TEL：O87-894-0101
九 州
TEL：O92-892-8117
沖 縄
TEL：098-898-8091
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名

称 （公社）日本水難救済会

代表者

会長 相原 力

電 話 （代表）03-3222-8066
所 在 地

ＦＡＸ

〒 102-0083 東京都千代田区麹町 4-5
海事センタービル 7 階

主な事業
申込・受付・相談
問合せ関係
名

水難救済事業
○ 水難に遭遇した人命、船舶及び積荷その他の財産の救済並びに地震・津波等災害発生時の救援活動
・道府県に置かれる地方水難救済会
（40 ヶ所）
のもと、
全国に配置された救難所
（781 ヶ所）
、
救難支所（537 ヶ所）に所属するボランティアの救助員約 5 万 3 千人に対し、出動報奨
金の交付、救難器材の整備、災害の補償等の各種支援業務を実施している。
（海難救助に関する問合せ先） 03-3222-8066 第二事業部
洋上救急事業
○ 洋上の船舶で発生した傷病人に対する救急医療事業の実施
・洋上救急センター（本部）及び洋上救急センター地方支部（10 ヶ所）は、洋上の船舶
内で緊急に医師の加療を必要とする傷病人が発生した場合、医師・看護師を海上保安庁
の巡視船、航空機等で現場へ急送し、患者を応急治療しながら最寄りの陸上医療機関へ
搬送する救急医療事業を実施している。
（洋上救急に関する問合せ先） 03-3222-8066 第三事業部
青い羽根募金事業
・国土交通省 ･ 海上保安庁 ･ 消防庁・水産庁の後援を得て水難救済事業に賛同していただ
ける一般の方々の御協力を広く仰ぎ、救難所等の救助活動を支える資金とするため、同
年を通じて募金を受け付けているが、特に毎年、国民の祝日「海の日」を中心に 7 〜 8
月の 2 ケ月間を強調期間として、全国的に青い羽根募金運動を大々的に展開している。
（青い羽根募金に関する問合せ）03-3222-8066 第一事業部

称 （一財）日本水路協会

所 在 地

03-3222-8067

ホームページ http://www.mrj.or.jp

代表者

会長 縄野 克彦

電 話 （代表）03-5708-7070

〒 144-0041 東京都大田区羽田空港 1-6-6
第一綜合ビル 6 階

ＦＡＸ

（海図サービスセンター）

03-5708-7072

ホームページ
･http://www.jha.or.jp/（協会事業全般の案内）
･http://www.mirc.jha.jp/（海洋情報研究センターの情報）

主な事業

1. 水路図誌の複製領布 海上保安庁刊行の海図・
航海用電子海図・特殊図・航空図・水路書誌
の複製・領布

申込・受付・相談
問合せ関係

2. 沿岸小型船舶用の海図とみなされる航海用電
子参考図と航海用水路参考図誌の出版
「new pec( ニューペック )」
「ヨット・モーターボート用参考図 (Y チャート )」
「プレジャーボート・小型船用港湾案内 (S ガイド )」

6. 水路測量や海図制作分野に関する様々な国際
協力活動への積極的参加
7. 海洋データの品質管理手法の研究・開発を行い、
成果を多様な形で提供
8. 海洋に関する調査・研究のほか、様々な作業
を受託

3. 海底地形データ、潮汐・潮流推算データ、暦
情報などに関する製品の開発・販売

9. 海・海図に関する知識の普及
「海図講習会」の開催、ボートショーへの出展、
機関誌「水路」の刊行

4. 海洋における調査技術の調査研究を実施

10. 水路技術の進歩・発展に貢献した技術者を表彰

5. 各種「水路技術研修」及び当協会認定の「水
路測量技術検定試験」を毎年実施
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代表者

JEIS（一財）
日本船舶職員養成協会

会長 長尾 正和

電 話 （代表）045-628-1525
所 在 地

〒 231-0811 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭 3

ＦＡＸ

045-625-1177

ホームページ http://www.jeis.or.jp
海技士免許関連講習
・海技免状の更新及び失効再交付に必要な講習（更新・失効再交付講習）
・海技士免許に必要なレーダー・救命、消火及び英語等の講習（免許講習）
・六級海技士（航海）を要請するための講習
主な事業

小型船舶操縦士免許関連講習
・小型旅客船等の船長に必要な講習（小型旅客安全講習）
その他
・登録小型船舶教習所等の教習に従事する教員の研修（学科のみ）
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名

称 （一社）
日本マリーナ ･ ビーチ協会

所 在 地

代表者

〒 102-0083 東京都千代田区麹町 4-5
海事センタービル 2F

会長 渡部 俊郎

電 話 （代表）03-3222-3734
ＦＡＸ

03-3222-3730

ホームページ http://www.jmba.or.jp

○マリーナ施設整備資金融資の斡旋業務
○会員管理業務

総務部

○主要出版物頒布業務
○総会

･ 理事会業務

○予算、決算、契約、財産管理
○庶務一般（法令、組織文書、その他）

主な事業

○マリーナ安全管理者の認定、更新業務
○研究専門委員会、企画業務

開発普及部

申込・受付・相談
問合せ関係

○都道府県支部活動支援業務
○会員事業支援業務
○優良マリーナの審査、認定、更新業務
○マリーンウィーク（全国主要マリーナでの幼少年体験乗船）の実施
○広報誌の発行
○マリーナ

･ ビーチを基地とする海洋性レクリエーションの啓発 ･ 普及活動の実施

○マリーナ

･ ビーチ利用者への安全指導に関する調査研究

○マリーナ安全管理者養成講習会の開催

調査研究部

○マリーナ

･ ビーチの施設整備、管理、運営、改善の調査研究

○マリーナ

･ ビーチ等に係る受託調査

○各種資料の発行
○マリーナ

･ ビーチに関する海外情報の収集整理

○マリーナ

･ ビーチに関する研修会、講習会の開催
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（公財）ブルーシー ･ アンド ･ グリーンランド財団（B&G 財団） 代表者
〒 105-8480 東京都港区虎ノ門 3-4-10
虎ノ門 35 森ビル 9 階

会長 梶田 功

電 話 （代表）03-6402-5310
ＦＡＸ

03-6402-5315

ホームページ http://www.bgf.or.jp

当財団は、主として海洋性レクリエーション事業を軸とした青少年の健全育成、身体活動を通じた
幼児から高年齢者までの心身の健康づくり、水の安全教育と海事知識並びに環境保全の普及・啓発等、
公益の増進を図る事業を実施している。
○誰もが海に親しめる事業の推進

・世界記録を目指す全国一斉事業の開催
・小学校における「海の日」と「海の安全」を学ぶ教室の開催
・東京湾海洋体験アカデミーの開催
○指導者の養成に関する事業

・海洋性レクリエーション指導員（アドバンスト、アクアインストラクター）
主な事業

養成研修の実施の要請
・指導者会の登録と活動促進
○ネットワーク構築事業

・全国サミットの開催
・全国教育長会議の開催
○海を守る植樹教育事業
○海洋センターを活用した地域コミュニティの再生に関するモデル事業
○海洋センター・海洋クラブの施設整備事業
○海洋センター・海洋クラブの活性化事業

・既存海洋センターへのコミュニティ機能付加改修支援
・避難所開設訓練の実施
・B&G 全国ジュニア水泳競技大会の実施
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名

称 （公財）マリンスポーツ財団

所 在 地

代表者

会長 笹川 堯

電 話 （代表）03-3454-1150

〒 108-0073 東京都港区三田 3-14-10

ＦＡＸ

三田三丁目 MT ビル 1 階

03-3454-1152

ホームページ http://www.maris.or.jp/

当財団は、マリンスポーツを通じて青少年の健全な育成を図るとともに、モーターボ
ート等の操縦技術の向上、安全性の確保並びに水上における事故防止を図り、もってマ
リンスポーツの普及振興及び海事思想の普及に寄与することを目的としている。

◆マリンスポーツを健全で安全なものとして普及する事業
○海洋実践実習

(Maris 海洋スクール ) の開催

○親水イベントの開催・支援
○柏崎みなとまち海浜公園における安全啓発
○ SNS

( 受託事業 )

等広報活動

主な事業

◆マリンスポーツの水上安全啓発事業
○ウォーターセーフティエキスパートの育成事業

申込・受付・相談
問合せ関係

○水上オートバイ及び水上安全の普及事業

◆マリンスポーツを通じた海浜公園における安全利用と水上オートバイ専用施設の運営
管理事業
○二色の浜公園の運営管理事業

( 指定管理事業 )

◆特殊小型船舶操縦士講習事業
○ Maris

ジェットスクールの運営事業

◆マリンスポーツ施設の運営管理事業

◆マリンスポーツ競技等の環境整備事業
○各マリンスポーツ競技団体、Maris

クラブへの活動支援および指導
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称 （公社）関東小型船安全協会

所 在 地

代表者

〒 231-0011 横浜市中区太田町 4-47
コーワ太田町ビル 8 階

会長 黒川 暁博

電 話 （代表）045-201-7754
ＦＡＸ

045-201-7758

ホームページ http://www.shoankyo.or.jp

（公社）関東小型船安全協会は、茨城県から静岡県の沿岸海域において、モーターボート、
ヨット、遊漁船、瀬渡船等の小型船舶の海難を防止するとともに、運航マナーの向上を図る
ことにより、安全で秩序ある海洋レクリエーションの普及と発展のために活動している。
主な事業

○海上安全指導員を中心にした安全パトロール：第三管区海上保安部長の指定を受けた海

上安全指導員等による安全パトロールの実施
○海上安全講習会：海上保安庁及び海事専門家等による安全運航、気象、海象等に関する

講習及び実技指導

申込・受付・相談
問合せ関係

○訓練：人命の救助、心肺蘇生等の海難救助に関する訓練の実施
○刊行物の配布：小安協ニュース
（年2回）
、東京湾案内図、及び海上安全に係わる資料

の配布。
○海上安全指導員を中心にした安全パトロール：第三管区海上保安本部長の指定を受け

た海上安全指導員等の安全パトロール活動の実施
○訓練、人命救助、心肺蘇生等の海難救助に関する訓練実施
○小型船用無線電話
（国際VHF）
：プレジャーボート等の安全対策としての相互通信施設

（国際VHF）
の普及
○無線従事者養成講習：海特二級、海特三級無線従事者資格養成講習の開講。
○航海実技講習：海技免状を取得して間がない方等を対象にした、航海実技講習。
（昼夜

間）
申込等

申込は個人会員、団体会員、賛助会員があります。申込書に記載のうえFAX・郵便等で
送付して下さい。

（問合せ先 045-201-7754）

○
（公社）
中部小型船安全協会：

各地区小安協

〒455-0033 名古屋市港区港町1-11 名古屋港湾会館3F

○
（公社）
関西小型船安全協会：

〒662-0934 西宮市西宮浜4-16-1 新西宮ヨットハーバー内

○
（公社）
頼戸内海小型船安全協会：

〒734-0011 広島市南区宇品海岸3-12-72

○
（公社）
九州北部小型船安全協会：

〒801-0852 北九州市門司区港町7-8 郵船ビル内
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TEL：052-653-2407
TEL:0798-33-6616
TEL：082-251-6664
TEL：093-332-3578

名

称 （一財）尾道海技学院

代表者

会長 村瀬 保文

電 話 （代表）0848-37-8111
所 在 地

〒 722-0025 尾道市栗原東 2-18-43

0848-37-8110

ＦＡＸ

ホームページ http://www.marine-techno.or.jp/
○国土交通省登録小型船舶教習所

国家試験免除
（学科・実技）
一級・二級・特殊小型船舶操縦士免許合宿コース
○船舶職員関連資格取得講座

一級〜六級海技士
（航海・機関）
国家試験受験講座
小型旅客船安全講習、遊漁船業務主任者講習
第一級・第二級海上特殊無線技士講習
国土交通省登録 六級海技士
（航海）
第一・二種養成施設、
主な事業

六級海技士
（機関）
第一種養成施設、海技免許講習、
海技免状更新講習、海技免状失効再交付講習、
小型船舶操縦士更新講習、小型船舶操縦士失効再交付講習、
電子通信移行講習、甲種危険物等取扱責任者科学科講習、

申込・受付・相談
問合せ関係

安全担当者講習
技能講習（ガス溶接・危険物取扱者乙種4類・第2種電気工事士・二級ボイラー技士・
第2種及び第3種冷凍機械・消防設備士乙種六類・ボイラー整備士）
○マリンスペシャリスト養成講習

マリン整備士
（17日間コース）
、マリンエンジン整備士
（10日間コース）
、マリン船体整
備士
（7日間コース）
、マリンメンテナンス講座
（ガソリンエンジン、ディーゼルエンジ
ン、船外機、船体・FRP、電気・油圧）
通信教育1〜3級
（3 ヶ月コース）
ダイビング関連講座
潜水士国家試験受験講座、救急再圧員・送気員資格取得講座、一次救命処置講習
（MFA）
、スクーバダイビング資格取得コース、インストラクター養成コース・検定
コース、ISPA講習
○安全救急講座

日本赤十字社救急法救助員・水上安全法救助員講座、各種マリンスポーツ体験安全講
習会、レスキュークラフト講習

各事務所

岡山事務所： 〒700-0823 岡山市北区丸の内1-9-6 児島湾漁村センター 3F TEL:086-225-8477
山陰事務所： 〒690-0001 松江市東朝日町150-7

TEL:0852-21-3366

広島事務所： 〒730-0826 広島市中区南吉島1丁目1番 ボートパーク広島内 TEL:082-543-5118
山口事務所： 〒745-0044 周南市千代田町11-12 大同ハイツ1-B
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称 （一社）全国小型船舶教習所連合会

所 在 地

代表者

〒 534-0022 大阪市都島区都島中通 1 丁目 16-8

会長 仁藤 直嗣

電 話

06-6167-7820

ＦＡＸ

06-6167-7821

ホームページ http://nbsa.or.jp/index.html
全国レベルの小型船舶教習所の新しい取り組み等をスムーズに進めるために、地域ごと
の支部を組織した団体です。会員の技術、能力の向上及び連携を図ることにより、健全
な海事思想の普及啓発と海上交通の安全に寄与し、海洋レジャーの発展に貢献すること
主な事業

を目的としています。
○受験教習

全国の会員教習所を通じた小型船舶操縦士国家試験の学科及び実技の受験教習。

申込・受付・相談
問合せ関係

○登録小型船舶教習の実施
○インストラクターの育成

より安全で適正な教習を実現するためのインストラクター制度と優秀なインストラク
ター育成。
○優良教習所の認定

優良教習所の認定を進めるため施設・教材・教習内容の充実と適正な指導力の向上。
○体験乗船会の実施

全国の会員教習所や関連事業者、地域関係機関等と協力した、
一般の人々を対象とする体験乗船会開催。
○環境活動への協力

会員が所有する人材や機材を活用した、環境保全活動等の支援。
名

称 （一財）関門海技協会

所 在 地

代表者

〒 750-0066 下関市東大和町 2-3-25

会長 大神 肇

電 話
（代表）083-266-4029
ＦＡＸ
083-266-7249
ホームページ
http://www.kanmon-k.jp

○プレジャーボートの操縦免許取得のための講習（登録小型船舶教習所）の開催

（学科、実技とも国家試験免除）

主な事業

○海技免状及び小型船舶操縦免許証の更新及び失効再交付講習の開催
○小型旅客安全講習（特定操縦免許証を取得するための講習）
○海技免許講習（大型）
・タンカー安全担当者講習・特殊無線技士講習・大型受験講習・危険

申込・受付・相談
問合せ関係

物等取扱責任者資格更新講習の開催

○遊漁船業務主任者講習

（申込み・問合せ先）
○本部：

〒 750-0066 下関市東大和町 2-3-25

TEL:083-266-4029

○関門海技免許センター：

〒 750-0066 下関市東大和町 2-3-25

TEL:083-266-4029

○福岡海技免許センター：

〒 812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-5-7
博多センタービル 6F

TEL:092-452-1416

○鹿児島海技免許センター： 〒

892-0823 鹿児島市住吉町 13-1
海陸ビル 3F
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TEL:099-224-6180

海洋レジャー ･スポーツ関係の公益法人には、以上の他に、次の団体があります。
名

称

所 在 地

電話番号

（公社）日本海事科学振興財団

〒135-8587 品川区東八潮3-1 船の科学館

03-5500-1110

（一社）全日本釣り団体協議会

〒102-0074 千代田区九段南４丁目６番１号
ニュー九段マンション 1001 号

03-3265-4191

（公財）
日本釣振興会

〒104-0032 中央区八丁堀2-22-8
日本フィッシング会館3F

03-3555-3232

（公社）
全国漁港漁場協会

〒107-0052 港区赤坂1-9-13 三会堂ビル8F

03-5114-9981

（一財）社会スポーツセンター

〒206-0003 多摩市東寺方647

042-375-1630

（公社）
日本レジャー
ダイビング協会

〒103-0012 中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留ビル2Ｆ
エフビットコミニュケーションズ株式会社 内

03-6661-6220

（一社）日本釣用品工業会

〒104-0032 中央区八丁堀2-22-8 日本フィッシング会館5F

03-3555-0101

また、下記の2団体は、一般の方々とは直接関係することは少ないと思いますが、海洋レ
ジャーをはじめ、広く海事関係事業の助成や海事思想の普及に努めている公益法人です。
名

称

所 在 地

電話番号

（公財）
日本財団

〒107-8404 港区赤坂1-2-2 日本財団ビル

03-6229-5111

（公財）
日本海事センター

〒102-0083 千代田区麹町4-5 海事センタービル

03-3265-5481

（2）
その他の海洋レジャー関係団体
（種類別）
公益法人ではありませんが、海洋レジャー ･スポーツ団体は、ほかにもいろいろありま
す。関係する団体を種類別に掲載致します。
●DAN

JAPAN認定潜水指導団体
（ダイビング）
名

称

所 在 地

電話番号

ADS インターナショナル
国際ダイビングスクール協会

〒232-0006 横浜市南区南太田2-7-11

045-712-2222

AII
国際指導者連盟

〒934-0057 富山県射水市坂東75

0766-82-4233

BSAC JAPAN
ブリティッシュ・サブ・アクア・クラブ

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町13
サンビル4F

03-5297-5656

CMAS ＝ JEFF
クマスジェフ

〒220-0073 横浜市西区岡野2-16-1
ニューオカノマンション205

045-324-5863

CMAS UHA
日本水中健康協会

〒413-0231 伊東市富戸804
Reef Raiders内

0557-51-7945

DACS
セントラルスポーツダイビング協会

〒104-0255 中央区新川1-21-2
茅場町タワー 2F

03-5543-1800

ID
日本潜水技術協会

〒819-0040 高松市木太町6区3145-5

0878-34-9641

JCS
日本海中技術振興会

〒455-0032 名古屋市港区入船2-2-7

052-654-0487
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称

所 在 地

電話番号

JP
日本職業潜水教師協会

〒105-0004 港区新橋1-14-7 荒川ビル3F

03-3593-3901

JUDF
全日本潜水連盟

〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-8-6
堀江ビル302

03-5637-8740

KD JAPAN
関西潜水連盟

〒658-0027 神戸市東灘区青木2-3-21-804

078-778-9131

MTES JAPAN
尾道海技学院

〒722-0025 尾道市栗原東2-18-43

0848-37-8111

NASDS
NASDS ジャパン

〒276-0032 八千代市八千代台東1-44-1
サマータイムビル2F

047-486-1014

NAUI
ナウイ ジャパン

〒171-0021 豊島区西池袋3-30-3
西池本田ビル8F

03-5956-9922

NDA
日本ダイビング協会

〒737-0822 呉市築地町6-1 国富㈱

0823-21-5038

PADI JAPAN
パディ・アジア・パシフィック・ジャパン

〒150-0022 渋谷区恵比寿南1-20-1

03-5721-1731

SSI JAPAN
スクーバ・スクールズ・インターナショナル

〒140-0013 品川区南大井6-20-8
マルイト第2ビル3F

03-6459-6633

STARS
潜水科学技術協会

〒113-0033 文京区本郷3-2-7
お茶の水サニービル1F

03-3818-6028

THREE-I
スリー アイ

〒145-0071 大田区田園調布2-9-3
中川ビル202

03-3722-2750

TSS DIVING ASSOCIATION
テクニカル スキル スタディ ダイビング アソシエーション

〒270-0023 松戸市八ヶ崎4-1-28

047-342-0600

〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内1173-3
（オフィスアビーム内）

046-875-9899

●ボードセーリング関係

NPO法人日本ウインドサーフィン連盟

●磯釣り関係

名

称

所 在 地

電話番号

全日本磯釣連盟

〒101-0024 千代田区神田和泉町1-4-8ワタナベビル2F
http://www.zenisoren.gr.jp

03-5687-1641

全日本サーフキャスティング連盟

〒719-8016 松山市久方ノ台280-4
http://www.alljapan-surfcasting.com/

089-917-9185

NPO法人
ジャパンゲームフィッシュ協会

〒104-0032 中央区八丁堀2-22-8 日本フィッシング会館4F
http://www.jgfa.or.jp/index.html

03-6280-3950

145

●サーフィン関係

名

称

（一社）
日本サーフィン連盟

所 在 地
〒113-0034 文京区湯島1-7-9
御茶ノ水ウチヤマビル4F
http://www.nsa-surf.org/

電話番号
03-3818-0612

●パーソナルウォータークラフト関係

NPO法人
PW安全協会

〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1-1
（株）
カワサキモータースジャパン内
PW安全協会 本部事務局
http://www.pwsa-jp.com

078-920-1091

●スタンドアップパドルボート関係

（一社）
日本スタンドアップ
パドルボート協会

〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色2096
http://supa-japan.org/
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046-807-0806

