
『海上保安庁と最近の情勢』
　佐世保海上保安部
　　部長　藤本　裕之	様

１．�海上保安庁の組織と発足の
背景

◦�第二次大戦後（1948年）、米コーストガード
をモデルに海上保安庁が発足

（海上保安庁三十年史抜粋）
「 ‥‥九州運輸局に不法入国監視部を置き、

‥‥7月1日これを発足させた。‥‥米国コ
ーストガードのミールス大佐が来日し、海
上保安の一元的な管理機関設置の必要性を
特に強調した助言と勧告をおこなった。こ
れを受け更に検討‥‥昭和23年5月1日海上
保安庁が発足」

◦�海上保安庁は国土交通省の外局
（海上保安庁法第一条）
「 海上において、人命及び財産を保護し、並

びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮
圧するため、‥‥国土交通大臣の管理する
外局として海上保安庁法を置く。」

◦ 海上保安庁は海の警察・消防であり、軍隊
ではない

（海上保安庁法第二十五条）
「 この法律のいかなる規定も海上保安庁又は

その職員が軍隊として組織され、訓練さ
れ、又は軍隊の機能を営むことを認めるも
のとこれを解釈してはならない。」

（自衛隊法第八十条）
「内閣総理大臣は、‥‥自衛隊の全部又は一
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部に対する出動命令があった場合において、
特別の必要があると認めるときは、海上保安
庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れ
ることができる。」

２．海上保安庁の任務と権限
◦ 海難救助のほか、法令の取締り、海洋調査、
灯台の維持管理も行う　

（海上保安庁法第二条）
「 海上保安庁は、法令の海上における励行、

海難救助、海洋汚染等の防止、海上におけ
る船舶の航行の秩序の維持、海上における
犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の
捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関
する規則、水路、航路標識に関する事務そ
の他海上の安全の確保に関する事務並びに
これらに附帯する事項に関する事務を行う
ことにより、海上の安全及び治安の確保を
図ることを任務とする。」

◦ あるときは税関官吏、あるときは漁業監督官
としても権限行使できる

（海上保安庁法第十五条）
◦�遠方離島での陸上警察権も行使
（海上保安庁法第二十八条の二）

３．�海上保安庁の勢力・予算
　事務所： 本庁（東京都霞ヶ関）、管区本部（11

箇所）、海上保安部署等（152箇所）
　機動勢力：船艇（451隻）、航空機（75機）
　定員：13,208名（平成26年度末）

４．最近の情勢
　 尖閣諸島周辺海域の中国公船、中国漁船の

動き



　東シナ海の外国籍海洋調査船の動き
　小笠原周辺海域のサンゴ密漁船の動き

５．佐世保海上保安部
　事務所所在地：干尽町4-1 港湾合同庁舎5階
　　　　　　　 （平戸保安署：平戸市）
　管轄海域： 大村湾、上五島西の東経128度ま

での海域

６．管轄海域の特徴と対応業務
　米海軍及び自衛隊施設が港内に所在
　佐世保港の83％水域が米軍の制限を受ける
　周年静穏度の高い海域
　漁業が盛ん
　自然豊かな西海国立公園を擁している
　韓国と国境を接する
　平戸瀬戸、針尾瀬戸に代表される通航の難所

７．参考
　中国、韓国の海上保安機関の組織変更　
　

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
　佐世保海上保安部 部長　藤本　裕之 様
○ゲスト
　佐世保海上保安部 　　　藤川　貴臣 様
○ビジター
　佐世保南RC 　　　篠原　政幸さん
　佐世保北RC 会長　大鳥居　宏さん

桟　　　護さん

 会長　円田　　昭
　昨日よりテレビでは全国的な
大雪に対する天気予報が報道さ
れており、特に北海道は超爆弾
低気圧と風速50メートルの風が
吹き、不要不急の外出を控える
警報が出されているようです。佐世保でも朝
から小雪が舞っておりますが、佐世保に住む
私たちには想像もつかない壮絶な世界である
と想像いたします。
　先週の土曜日は朝長名誉会員ご夫妻と多く

の会員とご家族の皆様のご参加をいただき、楽
しい忘年家族会を開催することができました。
準備と余興で場を盛り上げて頂きました親睦活
動委員会の皆様ありがとうございました。
　今年も来週の例会で2014年を締めくくりま
す。寒暖の差の激しい天候が予想されますが、
会員の皆様におかれましては年末のお忙しい時
期を健康に留意なされてお過ごしください。

〔報告事項〕
　12月15日に、45年間、佐世保ロータリークラ
ブに在籍され、会長などの要職を務められた
髙橋章文さんがお亡くなりになられました。
クラブを代表してお悔やみに行って参りまし
た。心よりご冥福をお祈り申しあげます。

 幹事　納所　佳民
１．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
	 事務局長　岩邉　俊久さん
　① ハイライトよねやま177号（2014年12月12日

発行）が届いております。
　② 年末年始休業のお知らせ
　　12月27日㈯〜1月5日㈪
　 （6日㈫より通常業務）

２．第2740地区	ガバナー		 宮﨑　清彰さん
　① 社会奉仕委員長 坂井　智照さん
　　社会奉仕セミナーご出席のお礼
　② 年末年始休業のお知らせ
　　12月27日㈯〜1月4日㈰

３．第2740地区
	 ガバナーエレクト　太田　善久さん
	 次年度地区幹事　佐伯　岳歩さん
　①年末年始休業のお知らせ
　　12月27日㈯〜1月4日㈰
　② 次年度地区行事日程のお知らせ
　　1. 地区チーム研修セミナー
　　　2015年2月22日㈰　15:00〜
　　　唐津シーサイドホテル
　　2. 会長エレクト･次期幹事研修セミナー　
　　　2015年3月28日㈯　13:00〜
　　　唐津ロイヤルホテル
　　3. 地区研修･協議会
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　　　2015年4月19日㈰　13:30〜
　　　唐津シーサイドホテル
　　4. 地区大会
　　　2015年11月14日㈯　10:00〜17:10
　　　唐津市民会館
　　◦RI会長代理夫妻歓迎晩餐会
　　　2015年11月13日㈮　18:00〜
　　　唐津シーサイドホテル
　　◦記念ゴルフ大会
　　　2015年11月15日㈰　7:30〜
　　　佐賀ロイヤルゴルフクラブ

４．	陸上自衛隊西部方面混成団長兼相浦駐屯
地司令

　機関紙「つくも」が届いております。

５．第2740地区ガバナー事務所
　① ホームページ更新のお知らせが届いてお

ります。
　② コーディネーターニュース 2015年1月号
　 「 RI戦略計画」から「クラブの戦略計画」へ
　　が届いております。

	 佐世保北RC　会長　大鳥居　宏さん
	 桟　　　護さん
IM開催のご案内
日時／2015年1月31日㈯
　　　13:30〜
会場／パラダイスガーデン
　　　佐世保
登録料／5,000円
テーマ／「 これからのロータリー！原点を踏

まえて」
　　　第一部：記念講演
　　　第二部：パネルディスカッション

■インターアクト委員会	 目黒　誠之
西海学園インターアクト例会報告
定例日／2014年12月10日㈬　
　　　　17:15〜18:00
インターアクト部室（記念館5F）
出席者／佐世保RC　目黒　誠之

委員会報告

１． 歳末助け合い街頭募金を12月6日㈯ 12:00
〜14:00まで、島瀬公園前四ヶ町アーケー
ド内でインターアクト、生徒会で行い、
56,250円の援助金が集まりました。長崎
新聞社を通して赤十字に送られる予定で
す。ご協力頂いたロータリアンの皆さま、
ありがとうございました。

２． 当クラブの大久保さん、髙田さんよりイ
ンターアクトクラブの部室の暖房器具をい
ただきました。ありがとうございます。
また、大久保さんには、募金活動の際に
も温かい紅茶をいただきました。あわせ
てお礼申しあげます。

３． 今後の予定として、12月19日㈮ 16:00〜
18:00の予定で、アルカスSASEBOにて子
供会の準備の手伝い（プレゼント用のお菓
子の袋詰め）をインターアクトクラブで行い
ます。

４． 茶道部からお茶会のお誘いがあり、この会
に他校のボランティア部員を招待すると
か、留学生を招待するなどの交流会計画
を立てています。ロータリアンとしても
サポートしていきたいと思います。

■親睦活動委員会	 委員長　長富　正博
　先週の忘年家族会には多数の
会員及びご家族の方に出席いた
だきありがとうございました。
　また、来年1月28日㈬には、
長寿祈願祭並びに祝賀会が行わ
れます。ご出席よろしくお願いします。

	 出席・例会委員会　前田　文智
○出席100％表彰
　増本　一也さん（21回）
　納所　佳民さん（7回）
　坂元　　崇さん（2回）
　山口　剛史さん（1回）
　田頭　愼一さん（1回）
　松尾　　貴さん（1回）

慶　　　祝

お知らせ



	 親睦活動委員会　池田　真秀
円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん
　本日の海上保安部長 藤本さんの卓話に期待
してニコニコします。

佐世保北RC　大鳥居　宏さん、桟　　護さん
　本日はIMの開催のお話で参りました。よろ
しくお願い致します。

佐世保南RC　篠原　政幸さん
　貴クラブには２回目のメークアップに来まし
た。どうぞよろしくお願いします。

下田　弥吉さん
　佐世保北RC 大鳥居さん、桟さんと、佐世保
南RC 篠原さんを歓迎してニコニコします。

増本　一也さん
　先日の忘年家族会お疲れさまでした。あの
日、円田昭会長より「乾杯の音頭」を取るよ
うに言われましたが、言い忘れた事があった
ので追加します。

　円田会長が会長挨拶、私が乾杯、石井直前
会長が万歳。これは同じ昭和27年組で全て行
おうとの円田会長の素晴らしいご提案でし
た。しかし、それからの余計な一言、「若い者
順だから…」如何にも自分が一番若いと言い
たげでしたが、円田会長は、4月5日生まれ、
私が3月31日で、たった5日しか変わりませ
ん。1月生まれの石井直前会長も、同じ様な事
を言われるでしょう。50歩、100歩だと…!?
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クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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（今週の担当　山口　剛史）
（カメラ担当　坂元　　崇）

納所　佳民さん、増本　一也さん
坂元　　崇さん、山口　剛史さん
田頭　愼一さん、松尾　　貴さん
　出席100%表彰ありがとうございます。

長島　　正さん
　先週の誕生祝いありがとうございました。

長富　正博さん、古賀　　巖さん
　先日の忘年家族会には大勢の皆様のご出席
をいただきました。ありがとうございました。

委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 

＊12〜1月  例会予定＊

12月31日 指定休会日

 1 月 7 日 クラブ協議会

 1 月14日 クラブ協議会

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／1月21日㈬　17:15〜　　　  
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／1月 8 日㈭　18:30〜
　　　1月22日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

ニコニコボックス 本日合計 　17,000 円

 累　　計 593,000 円

◇

ニコニコボックス


