
1 個別事業者向け 解説資料 全体

解説資料内には参考や利活用すべき資料が記載され
ているが、実際にチェックシートを作成する際には解説
資料の巻末にリストアップしておいた方が役立つので
はないか、また、解説資料内で記載されている表現が
『また、漁船安全対策推進事業の「安全点検チェックリ
スト」を活用・・・』といったように「その資料をどうやって
探したらいいのか」わかりにくい表現になっている。よっ
て巻末に代表的な機関や団体のＨＰや資料のアドレス
などをまとめて掲載しておくのが必要ではないか。船災
防や就業者センター、小型船舶検査機構のHP及び関
係するチェックリストやガイドのアドレス、水産庁の安全
対策のＨＰ及びライフジャケット着用手引き、等々。

各資料の説明については、各項目の参考欄に以下の
ような記載を追記。
「○○○○は○○を示したものです。○○をする際に参
考となります。資料は○○のホームページから入手で
きます。」

ライフジャケットの着用の手引きについては、以下のと
おり1-2-3に追記。
「水産庁でとりまとめた「漁業者のためのライフジャケッ
トの着用手引」の活用も有効です。」 大水

2 個別事業者向け 解説資料 1-1-3

【具体的な取組内容等】の説明のどこかに、国土交通
省が主催する毎年９月の「船員労働安全衛生月間」諸
行事への参加、配布物等の利活用について、記述を付
け加えてはいかがでしょうか。

【具体的な取組内容等】に以下のとおり追記。
「職場で行う安全のための教育・訓練のほか、水産庁
や海上保安庁、船員災害防止協会等の関係機関、都
道府県、漁協等が実施する講習会も積極的に活用しま
しょう。国土交通省が実施する船員労働安全衛生月間
や、大日本水産会が実施する全国漁船安全操業推進
月間などの啓発活動を活用し、現場での安全意識の向
上を図ることも有効です。」

船災防

3 個別事業者向け 解説資料 1-1-6

【具体的な取組内容等】について、「安全点検チェックリ
スト」の入手方法を枠外などに記載しておくと良いかと
思います。これ以降に出てくるチェックリスト等について
も同様です。資料末尾にチェックリスト等の一覧を記載
しても良いかと思います。さらに，利用者の混乱を防ぐ
観点から，本会議で作成しているチェックシートを含め
て，それぞれチェックリスト等の用途（使い分け）につい
て説明を付すべきかと思います。

各資料の説明については、各項目の参考欄に以下の
ような記載を追記。
「○○○○は○○を示したものです。○○をする際に参
考となります。資料は○○のホームページから入手で
きます。」

水技研

各委員からのご意⾒及び対応案⼀覧

対応方針（対応案） 委員
整理
番号

個別事業者／
事業者団体向け

個別規範／解説資料
チェックシート

(項目番号) 意見
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各委員からのご意⾒及び対応案⼀覧

対応方針（対応案） 委員
整理
番号

個別事業者／
事業者団体向け

個別規範／解説資料
チェックシート

(項目番号) 意見

4 個別事業者向け 解説資料 1-2-2

特に 事故が発生しやすい機械の更新時や初めての使
用時には必ず確認を行いましょう 。

事故の発生の有無にかかわらず気を付けた方がいい
かと思います。
もしくは、事故が発生しやすい機械を例示する等

該当部分の記載を削除。
「特に 事故が発生しやすい機械の更新時や初めての使
用時には必ず確認を行いましょう。」

全漁連

5 個別事業者向け 解説資料 1-2-3

海中転落した場合、７割近くが死亡または行方不明に
なっている。具体的な数字を示すことでライフジャケット
着用の必要性を強く認識することに通じるのではない
かと考えます。

【取組の必要性等】に以下のとおり、追記。
「　ライフジャケットの着用は、原則、全ての乗船者に義
務付けられています。海中転落者のうち、ライフジャ
ケット着用者の生存率は非着用者と比べ、約２倍高い
状況となっています。（改行）
　また、作業に適した…」

船災防

6 個別事業者向け 解説資料 1-2-5

無風・炎天下での漁労作業においては特に熱中症へ
の配慮を記載すべきと考えます。

【具体的な取組内容等】の末尾に以下のとおり、追記。
「また、無風・炎天下での漁労作業においては特に熱
中症への配慮をしましょう。」 船災防

7 個別事業者向け 解説資料 1-2-5

【具体的な取組内容等】について、「漁労作業」とすると
漁獲や漁獲に付随する作業に限定されます。単に「作
業」としてはいかがでしょうか。

該当部分の記載を削除。
「また、無風・炎天下での 漁労作業においては特に熱
中症への配慮をしましょう。」 水技研

8 個別事業者向け 解説資料 1-4-2
「作業を可視化する工夫をしましょう」 該当部分を以下のとおり、修正。

「作業を可視化する の工夫をしましょう」 水技研

9 個別事業者向け 個別規範 1-4-3

停泊中に舷梯を設置しなかったり、設置しても手摺を取
り付けなかったりすることにより、海中転落する場合が
あります。また、洋上で接舷させた船と船の間を通行す
る際にも安全な方法によらなければなりません。船員
労安則19条にも「通行の安全」として明記されていま
す。
　船員災害は職務中だけでなく、停泊中の上陸・帰船
時にもは発生するので、この項目を一つ加えてはどう
かと考えます。

【具体的な取組内容等】の末尾に以下のとおり、追記。
「また、作業時以外にも停泊中における船外への往来
等にも海中転落の危険性があるため、舷梯や手摺を取
り付けましょう。」

船災防
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各委員からのご意⾒及び対応案⼀覧

対応方針（対応案） 委員
整理
番号

個別事業者／
事業者団体向け

個別規範／解説資料
チェックシート

(項目番号) 意見

10 個別事業者向け 解説資料 1-4-3

【具体的な取組内容等】
「漁船安全対策推進事業の「安全点検チェックリスト」を
活用した自主改善運動の取組などにおいて、危険箇所
を特定しましょう。」
の部分を次のように改めてはいかがでしょうか。
「漁船安全対策推進事業の「安全点検チェックリスト」
や、船員災害防止協会が発行する「船内の安全を先取
りしようーリスクアセスメントの実務ー」等を活用した自
主改善運動の取組などにおいて、危険箇所を特定しま
しょう。」

【具体的な取組内容等】に以下のとおり、追記。
「漁船安全対策推進事業の「安全点検チェックリスト」
や、船員災害防止協会が発行する「船内の安全を先取
りしようーリスクアセスメントの実務ー」等を活用した自
主改善運動の取組等において、危険箇所を特定しま
しょう。」

船災防

11 個別事業者向け 解説資料 1-4-4

「魚の血糊で足を滑らせ、転倒・舷外に滑落することも
ある」ことを【具体的な取組内容等】に書き加えてはい
かがでしょうか。

【取組の必要性等】の末尾に以下のとおり、追記。
「また、魚の血糊で足を滑らせ、転倒・舷外に滑落する
こともあります。」

【具体的な取組内容等】に以下のとおり、追記。
　「作業前の準備、作業後の片付けやこまめな清掃な
ど、日常業務の一環として…」

船災防

12 個別事業者向け 解説資料 1-4-4

「荷による」「荷物による」でしょうか？このあとの文章で
は「物」と書かれていますが？

該当部分を以下のとおり、修正。
「積み荷 によるの落下や激突などの災害の防止に効果
があると言われています。」 水技研

13 個別事業者向け 解説資料 1-5-1

事例を事業者団体に報告させる旨、追記すべきではな
いか。

【具体的な取組内容等】に以下のとおり、追記。
「把握した事例については、事業者団体を通じて情報
共有を図るとともに、原因を分析し、再発防止のため
に、」

大水

14 個別事業者向け 解説資料 2-2-1

船員法111条および船員法施行規則73条により、災害
又は疾病のために船員が引き続き三日以上休業したと
きは、その内容、原因などを運輸局に届ける義務があ
ることを明記すべきと考えます。

参考欄に以下のとおり、追記。
「（参考）法令上の主な義務等(労働者を使用する漁業
者の場合）
船員法適用の漁船は、災害又は疾病のために船員が
引き続き三日以上休業したときは、その内容、原因な
どを運輸局に届けなければなりません。（船員法111
条、船員法施行規則73条）
労働安全衛生法が適用される漁船は労働災害等のた
めに労働者が４日以上休業したときはその内容、原因
などを労働基準監督署に届けなければなりません。
（労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97
条）」

船災防
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各委員からのご意⾒及び対応案⼀覧

対応方針（対応案） 委員
整理
番号

個別事業者／
事業者団体向け

個別規範／解説資料
チェックシート

(項目番号) 意見

15 個別事業者向け 解説資料 2-2-1

地域により連絡先が異なるのは確かであるが、海のも
しもは「１１８」番だけでも記載してみては如何か。

2-2-1の項目の参考欄に以下のとおり追記。
「（参考）海の「もしも」は118番
118番は海上保安庁緊急通報用電話番号です。海での
海難事故が発生した場合は、「118番」へ通報をお願い
いたします。通報の際には、「いつ」「どこで」「何があっ
た」などを簡潔に落ち着いて通報してください。」

大水

16 個別事業者向け 解説資料 2-3-1

なお、一人乗り漁船で従事者がいない場合、本項目は
該当しませんが、２－１－１にあるとおり、万一の事故
の際に補償措置を講じることは、経営を守るうえでも有
用です。（追記）

【具体的な取組内容等】に以下のとおり追記。
「なお、一人乗り漁船で従事者がいない場合、本項目
は該当しませんが、２－１－１にあるとおり、万一の事
故の際に補償措置を講じることは、経営を守るうえでも
有用です。」

全漁連

17 事業者団体向け 解説資料 1-1

【具体的な取組内容等】の説明のどこかに、国土交通
省が主催する毎年９月の「船員労働安全衛生月間」諸
行事への参加、配布物等の利活用について、記述を付
け加えてはいかがでしょうか。

【具体的な取組内容等】を以下のとおり、修正。
「また、国土交通省が実施する船員労働安全衛生月間
や日本海難防止協会等が実施する海の事故ゼロキャ
ンペーン、大日本水産会が実施する全国漁船安全操
業推進月間 や日本海難防止協会等が実施する海の事
 故ゼロキャンペーン等による啓発活動を活用しましょ
う。」

船災防

18 事業者団体向け 解説資料 2-2

等を追加 【取組の必要性】に以下のとおり、追記。
「適当な特別加入団体が存在しない場合には、事業者
団体等が特別加入団体を設立し、受け皿となることが
必要です。」

全漁連
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