
 

第 1回 津波対応型救命艇に関する検討会 
 

 

 

日時：平成 24 年２月 29 日(水)13:00～ 

場所：高知市 

新高知重工株式会社 大会議室（1階） 

 

 

議 事 次 第 
 

１．開会 

（１）四国運輸局長あいさつ 

（２）座長あいさつ 

 

２．議事 

（１）東日本大震災での避難者への対応等 

    （東北運輸局より情報提供） 

（２）船舶用救命艇の概要 

（３）新たな発想「津波対応型救命艇」のコンセプト 

 

 ～ 救命艇 見学 ～ 

 

（４）津波対応型救命艇に必要な機能及び仕様の論点 

（５）アンケート調査（案） 

 

３．その他（今後のスケジュール 等） 

 

 

（全体で 120 分程度を予定しています） 

 

資料１：メンバー表及び座席表 

資料２：設置趣旨 

資料３：東日本大震災での避難者への対応等 

資料４：船舶用救命艇の概要 

資料５：「津波対応型救命艇」のコンセプト（案） 

資料６：津波対応型救命艇に必要な機能及び仕様の論点 

資料７：アンケート調査（案） 

資料８：スケジュール（案）及び検討項目（案） 

参考資料１：東南海・南海地震について 



 

 

資料２ 

 

津波対応型救命艇に関する検討会 

設 置 趣 旨 

 

 

平成２３年３月１１日に発生した「東北地方太平洋沖地震」では、震度７に

も及ぶ地震動に加えて巨大な津波が発生し、東北地方の太平洋側を中心に甚大

な被害をもたらした。 

四国においては、今後３０年以内に発生する確率が約６０～７０％と予測さ

れている東南海地震や南海地震、さらには東海・東南海・南海地震の３連動地

震などを前提としても、東日本大震災の教訓を踏まえれば、今後の津波防災対

策は、海岸保全施設等の整備だけではなく、被災しても人命が失われないこと

を最重視して、「逃げる」という住民の避難を軸に、避難施設の整備などのハー

ド・ソフトのとりうる手段を尽くした総合的な津波対策の確立が急務である。 

そのような中で、津波避難タワーなどの避難施設等の整備や津波避難ビルの

指定などを補完する方策として、本検討会は、高齢者などの災害時要援護者や

高台や避難ビルのない避難困難地域などの津波対策のひとつとして、大型の船

舶に搭載が義務づけられ、既に技術も確立している「救命艇」を応用した避難

システムに必要な制度設計を検討するために設置するものである。 

本検討会では、「津波対応型救命艇」が新たな発想であることから多くの点で

利用目的や開発要素が存在するが、地域産業である造船業、地域の特性を理解

している防災を担う地方公共団体、技術開発の拠点である大学など産学官連携

の取り組みとして進める。 

検討にあたっては、将来的な実物模型の開発を視野に入れるとともに、地域

社会・地域産業の振興につながるように配慮をしていくこととする。 

 

以  上 
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資料４ 

船舶用救命艇の概要 

海難に対応するための船舶用の救命設備等については、『1974 年の海上にお

ける人命の安全のための国際条約（SOLAS 条約）』で定められ、これを受けた

船舶安全法関係法令(船舶救命設備規則及び型式承認規則)で国内措置されてい

る。 

救命艇は、国際航海に従事する船舶のうち、全ての旅客船及び総トン数５０

０トン以上の船舶（漁船を除く）に備え付けなければならず、このうち旅客船

以外にあっては、全閉囲型救命艇を備え付けなければならない。 

 

■全閉囲型救命艇の主な概要 

１．基本構造 強化プラスチック(FRP)製。船型、水密性。  

２．安全性 

(1)強度 

 

毎秒 3.5ｍ(時速約 13km)で壁にぶつける衝撃試験、１座席に 100kg

のおもりを置いて３ｍの高さからの水上に落下試験等を実施 

自由降下（フリーフォール）式救命艇の場合、おおむね２０ｍ程度

の高さから落下試験等を実施し、その衝撃から乗員を保護できる事

を確認。 

 

(2)耐熱性 難燃性の樹脂（JIS 基準の耐燃性試験を満たす。）  

(3)復原性 すべての横傾斜の状態を通じて正の復原力を有している。  

(4) 浮 揚 性

（不沈性） 

十分な浮揚性を有し、水面下一箇所に穴が開いた場合でも、沈没

しない（強化プラスチックと発泡材の三層構造）。 

 

３．機能性 

(1)定員 

 

25 人乗りが主流。最大 50 人乗り。 

 

(2)換気 自然通風による換気（乗り込み口を閉じた場合にも十分な空気を

乗組員に供給することができる装置） 

 

(3)出入口 後方及び舷側の２か所（内外から容易に開閉。水密の閉鎖装置。

開けた状態及び閉じた状態を保持。） 

傷病者を担架に乗せたまま乗り込ませることができる。 

 

(4)窓 採光のための水密性の窓又はパネルが取り付けられている。  

(5)推進装置 ディーゼルエンジン（24 時間以上、６ノット以上）。  

(6)設備 シートベルト、救難食糧(１万キロジュール（約３日分）)、飲料水

、船酔い薬、浮輪、保温具、行動指導書、生存指導書、落下傘付信

号等の信号類、レーダー反射器、海面着色剤 等々 

 

(7)外部色 オレンジ色または鮮明な赤みを帯びたオレンジ色（見やすい色）。

反射テープ。 
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船舶用救命艇（２５人乗り）の内部 

 

 

全閉囲型救命艇（25 人乗り、全長 5.3m、幅 2.3ｍ 4,098kg） 
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参考：救命艇関係の規則（船舶救命設備規則） 

 

全閉囲型救命艇の場合 

第九条  つり索を用いて進水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなけ

ればならない。  

一  摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるも

のであること。  

二  水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温度を通じて作動するものである

こと。  

三  波浪中において確実に作動するものであること。  

四  外部は、非常に見やすい色であること。  

五  艇体は、固型であり、かつ、難燃性＊を有すること。 

＊JIS K 6911 熱硬化性プラスチック一般試験方法 5.24 耐燃性 A 法より引用 

ガスバーナーで試験片の一端を３０秒間あぶった後，１８０秒以内に試験片が消火 

し，その燃焼距離が２５ｍｍ以内であること 

六  海上において十分な復原性並びに人員及び艤装品を満載した場合に十分なフリーボ

ードを有する形状及び寸法比のものであること。  

七  穏やかな水面において、人員及び艤装品を満載し、かつ、水面下の一箇所に穴が開

いた場合に正の復原力を有すること。  

八  定員の半分が中心線の片側の明示された位置に着席した場合においても十分な復

原性及び十分なフリーボードを有するものであること。  

九  海水に洗われ、かつ、人員及び艤装品を満載している場合において、十分な浮揚性

を有するもの又はそれと同等の浮力を有する浮体が取り付けられたものであること。この

場合において、一人当たりに必要な浮力は、二百八十ニュートンとする。  

十  前号の浮体は、浮揚性を有する材料で作られたものであり、かつ、救命艇の内部に 

取り付けられていること。  

十一  人員及び艤装品を満載したまま水上に安全におろすために十分な強さのものであ

り、かつ、過大な力を受けた場合に残留たわみを生じないような強さのものであること。 

十二  人員及び艤装品を満載した場合において、毎秒三・五メートルの衝撃速度の横衝

撃力に耐えられるものであり、かつ、三メートルの高さから水上に投下したときに損傷しな

いものであること。  

十三  穏やかな水面において船舶が五ノットの速力で前進している場合においても、進水

及びえい航に耐えられるものであること。  

 

部

分

閉

囲

型

準

用 

 

一  人員及び艤装品を満載し、又はその一部を積載し、かつ、乗員が安全ベルトにより

固定されている場合において、すべての横傾斜の状態を通じて正の復原力を有すること。 

二  水面下の一箇所に穴が開いた場合において、乗員及び艤装品が水面下に没しない

ものであり、かつ、転覆したときに乗員が水上に脱出できる状態になるものであること。  

三  人員及び艤装品を満載した場合において、毎秒三・五メートルの衝撃速度の横衝撃
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力から乗員を保護することができるものであること。  

四  次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。 

  イ 操だ位置から操作できるものであること。 

  ロ 転覆した場合においても作動し続けるものであること。ただし、救命艇が転覆した場

合に自動的に停止し、かつ、復原した後容易に再始動させることができる推進装置につい

ては、この限りでない。 

  ハ 燃料油装置には、転覆から復原するまでの間に機関から燃料が漏れることを防止

するための措置が講じられていること。 

  ニ 潤滑油装置には、転覆から復原するまでの間に機関からの〇・二五リットルを超え

る潤滑油が漏れることを防止するための措置が講じられていること。 

  ホ 冷却用の空気の救命艇外からの吸気及び救命艇外への排気並びに救命艇内から

の吸気及び救命艇内への排気ができるものであること（冷却に空気を用いる機関が取り付

けられている推進装置に限る。）。 

十四  次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。 

  イ 圧縮点火機関を有すること。 

  ロ 引火点（密閉容器試験による。以下同じ。）が摂氏四十三度以下の燃料を使用する

ものでないこと。 

  ハ 次に掲げる要件に適合する始動装置が取り付けられていること。 

  （１） 摂氏零下十五度の温度において、手動又は二の独立した再充電することができる

動力源により二分以内に始動させることができるものであること。 

  （２） 機関のケーシング、スオートその他の障害物により始動作業を妨げられないように

取り付けられていること。 

  （３） 始動用電池は、水密のケーシングで囲まれていること。この場合において、ケーシ

ングの頂部には、ふたを有するガス通気孔が設けられていなければならない。 

  （４） 始動用電源は、無線用電源から独立していること。 

  ニ 救命艇が水から離れた状態において、冷温から始動後五分間以上連続して作動す

るものであること。 

  ホクランク軸の中心まで浸水している場合において確実に作動するものであること。 

  ヘ プロペラを原動機から切り離すための装置が取り付けられていること。 

  ト 後進のための装置が取り付けられていること。 

  チ 排気管は、機関への浸水を防止するように配置されていること。 

  リ プロペラによる人員の傷害及び浮遊物によるプロペラの損傷を受けるおそれがない

ようにプロペラの周囲に適当な保護装置が取り付けられていること。 

  ヌ 機関及びその附属品は、高温の部分及び回転する部分への人の接触を防止し、か

つ、荒天状態においても確実に操作することができるように、難燃性の囲壁で囲まれてい

ること。 

  ル 機関及びその附属品は、無線信号装置の作動を妨げないものであること。 

  ヲ 騒音ができる限り発生しないものであること。 

  ワ 始動用、無線用及び探照灯用の電池の再充電のための発電機が備え付けられたも

のであること。 

部

分

閉

囲

型

準

用 
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  カ 五十ボルト以下の供給電圧で船舶から救命艇の電池を再充電することができる装置

（救命艇の乗艇場所において船舶から切り離すことができる措置が講じられているものに

限る。）又は救命艇の電池を再充電することができる太陽電池が取り付けられていること。 

十五  穏やかな水面における次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに

定める前進速力を有すること。 

  イ 人員及び艤装品を満載し、かつ、補機が作動している場合（ロに掲げる場合を除く。） 

六ノット以上 

  ロ 人員及び艤装品を満載し、かつ、補機が作動している場合において、船舶に備え付

けられている最大の定員を有する救命いかだであつて人員及び艤装品を満載したものを

えい航している場合 二ノット以上 

十六  前号イの六ノット以上の前進速力における二十四時間の連続運転に十分な燃料を

備えていること。この場合において、燃料は、船舶が航行する水域で予想されるすべての

範囲の温度を通じて使用できるものでなければならない。  

十七  機関の始動及び作動のための防水措置が施された手引書が機関の始動を制御す

る場所に備え付けられていること。  

十八  人員が乗艇場所から迅速に乗り込めるものであり、かつ、傷病者を担架に乗せた

まま乗り込ませることができるものであること。  

十九  遭難者を海中から引き上げることができるものであること。  

二十  十分な強さのスオート、サイドシート又はいすが取り付けられていること。  

二十一  乗員の着席位置が明示されていること。  

二十二  乗員が歩く表面には、滑止めのための措置が講じられていること。  

部

分

閉

囲

型

準

用 

 

五  救命艇の全長にわたり、次に掲げる要件に適合する水密の固定覆いが取り付けら

れていること。 

  イ 難燃性＊のものであること。 

 ＊JIS K 6911 熱硬化性プラスチック一般試験方法 5.24 耐燃性 A 法より引用 

ガスバーナーで試験片の一端を３０秒間あぶった後，１８０秒以内に試験片が消火  し，そ

の燃焼距離が２５ｍｍ以内であること 

  ロ 転覆した場合において、人員及び艤装品を満載した救命艇を支えることができる強

さのものであること。 

  ハ 内外から容易に開閉することができる水密の閉鎖装置を取り付けた乗込口を有す

ること。この場合において、当該装置は、開けた状態及び閉じた状態を保持することができ

なければならない。 

  ニ 乗込口を閉じた場合においても十分な空気を乗員に供給することができる措置が

講じられていること。 

  ホ 採光のための水密の窓又はパネルが取り付けられていること。 

  ヘ 機関の作動による気圧の異常な変化を防止できるものであること。 

  ト 内部から進水及び揚収のための作業ができること。 

  チ  内部からオールを使用することができること。 

  リ 外部に、外側を歩く人のための握りが取り付けられていること。 
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二十四  前号の固定覆いが取り付けられていない箇所を覆うことができる次に掲げる要

件に適合する風雨密の天幕が取り付けられていること。 

  イ 暴露による傷害から乗員を保護することができること。 

  ヘ 雨水を集める装置を備えていること。 

二十五  第二十三号の固定覆い及び前号の天幕により形成される覆いは、次に掲げる要

件に適合するものであること。 

  ロ 転覆した場合においても、乗員が脱出できること。 

  ハ 次に掲げる要件に適合する灯が覆いの頂部及び救命艇の内部に取り付けられてい

ること。 

    (1) 十分な明るさを有すること。 

    (2) 十二時間以上連続して使用できるものであること。 

    (3) 油を使用するものでないこと。 

    (4) 白色の光を上方のすべての方向に発することができること（覆いの頂部に取り付

けられている灯に限る。）。 

  ニ 内部は、乗員に不快感を与えない色であること。 

  ホ 十分な高さを有すること。 

 

部

分

閉

囲

型

準

用 

 

六  すべての着席位置に容易に識別できる安全ベルトが取り付けられていること。  

七  スオートその他の障害物に妨げられることなく乗員が座席に達することができるもの

であること。  

八  機関の排気管、吸気管その他の開口は、救命艇が転覆した場合に機関に浸水しな

い構造のものであること。  

九  第十四条第一項の規定により備え付けるコンパスが操だ位置に取り付けられている

こと。  

 

 

二十七  進水のための作業位置及び操だ位置において、十分な視界を有するものである

こと。  

二十八  いずれの乗込口においても使用することができる乗込用のはしごが備え付けら

れていること。  

二十九  艇体の最下点付近に、次に掲げる要件に適合するドレン弁が取り付けられてい

ること。 

  イ 救命艇が、船上にあるときは排水するため自動的に開き、かつ、水上にあるときは水

の流入を防ぐため自動的に閉じるものであること。 

  ロ 弁を閉じるための栓が取り付けられていること。この場合において、当該栓は、索、

鎖等により救命艇に取り付けられていなければならない。 

  ハ 救命艇の内部から容易に近づくことができる場所に取り付けられており、かつ、その

場所が明示されていること。 

三十  次に掲げる要件に適合するかじ及びチラーが取り付けられていること。 

  イ かじは、恒久的に救命艇に取り付けられていること。 

部

分

閉

囲

型

準

用 
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  ロ チラーは、恒久的にだ頭材に取り付けられていること。ただし、救命艇が遠隔操だ装

置を有する場合には、当該装置が故障したときにかじを制御できるチラーをだ頭材の近く

に備え付けることとすることができる。 

  ハ かじ及びチラーは、離脱装置又はプロペラの作動により破損しないように取り付けら

れていること。 

三十一  かじ及びプロペラの周辺を除き、救命艇の喫水線の上方の外周に水中の人がつ

かまることができる装置又は浮揚性の救命索が取り付けられていること。  

三十二  小型の艤装品、水及び食糧を格納するための水密の格納箱又は区画室を有す

る        こと。  

三十三  雨水を貯蔵するための装置が備え付けられていること。  

三十四  次に掲げる要件（一本のつり索のみを用いて進水する救命艇にあつては、ロ、

ヘ、ト及びチに掲げる要件）に適合するつり索の離脱装置が取り付けられている        

こと。 

  イ すべてのフックを同時に解放できること。 

  ロ つり索に張力がかかつていない場合において作動するものであること。 

  ハ つり索に張力がかかつている場合においても想定される範囲の荷重を通じて作動す

るものであること。 

  ニ つり索に張力がかかつている場合において不時の作動を防止するための安全装置

が取り付けられていること。 

  ホ ニの安全装置が作用していることが明確に識別できるものであること。 

  ヘ 操作部分は、その周辺と対照的な色で明示されていること。 

  ト 十分な強さのものであること。 

  チ 救命艇内の乗組員がつり上げのための準備が完了したことを明確に識別できるもの

であること。 

三十五  つり索の離脱装置の操作のための手引書が備え付けられていること。  

三十六  もやい綱の離脱装置が取り付けられていること。この場合において、当該装置

は、当該もやい綱に張力がかかつている場合にも作動することができるものでなければな

らない。  

三十七  スケート及び防舷材が取り付けられていること。  

三十八  分離した空中線を有する固定式双方向無線電話装置が取り付けられる場合に

は、当該空中線を展張するための装置が取り付けられていること。  

四十  有効なあかくみ装置が取り付けられていること。  

四十一  第十四条第一項の規定により備え付けるコンパスを入れるビナクルを設置する

ための装置が取り付けられていること。  

四十二  定員は、百五十人以下であること。 

なお、船尾からつり索を用いることなく進水する全閉囲型救命艇（自由落下（フリーフォール）型

救命艇）は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。  

 一  最大進水高さ（穏やかな水面において当該高さから当該救命艇が安全に進水することが    

できると管海官庁が認める最大の高さをいう。以下同じ。）の一・三倍の高さから人員及び     

艤装品を満載して進水した場合に、損傷しないものであること。  
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 二  船舶が二十度（船舶区画規程 （昭和二十七年運輸省令第九十七号）第二条第二項 の     

タンカー並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則 （昭和三十二年運輸省令第三十号）第百四    

十二条 に規定する液化ガスばら積船及び同令第二百五十七条 に規定する液体化学薬     

品ばら積船（以下「油タンカー等」という。）に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示     

する角度）の横傾斜及び十度の縦傾斜の状態において、最大進水高さから人員及び艤装     

品を満載して進水した場合及び管海官庁が指示する搭載状態で進水した場合に、乗員、艇    

体等を保護することができる強さ及び構造のものであること。  

 三  前号に掲げる進水の直後において、推進装置を使用することなく前進できるものであるこ    

と。  

 四  次に掲げる要件に適合する離脱装置が取り付けられていること。 

  イ 想定される範囲の荷重を通じて作動するものであること。 

  ロ 救命艇の内部においてのみ操作できること。 

  ハ 互いに独立した二以上の操作部分を有するものであること。 

  ニ 誤操作による不時の作動を防止するための措置が講じられていること。 

  ホ 前条第三十四号ヘ及びトに掲げる要件 

  五  救命艇の前端付近にもやい綱を取り付けるための装置が取り付けられていること。  

（耐火救命艇） 

第十一条 

 耐火救命艇は、第九条第一項各号（船尾からつり索を用いることなく進水するものにあつては、

同条第二項各号）及び前条各号に掲げる要件のほか、水上で油火災に連続して八分間包まれ

た場合に乗員を保護することができるものでなければならない。この場合において、散水装置を

使用する耐火救命艇の当該散水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 

一 水は、自己呼び水型の動力ポンプにより供給されること。 

二 水の取入口は、水面からの引火性液体の吸込みを防止するよう配置されていること。 

三 清水で洗うことができ、かつ、完全に排水できるものであること。 

（救命艇の艤装品）  

第十四条  救命艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。 

艤装品の名称  艤装品の数 備    考 

単漕式のオール 一組 浮揚性のもの 

トール・ピン又はクラッ

チ 

一組 索又は鎖で救命艇に取り付けたもの  

ボート・フック 二本  浮揚性のもの 

あかくみ 一個  

バケツ 二個  

手おの 二個 救命艇の両端に一個づつ備えておかなけれ

ばならない。 

コンパス 一個 

 

夜光のもの又は適当な照明装置を取り付けた

ものであつて、効果的なもの  
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シー・アンカー 一個 効果的なもの 

もやい綱 二筋 十分な強度及び長さを有し、かつ、直ちに使用

することができるように、一筋は救命艇の前端

に離脱装置で解き放すことができるように取り

付け、他の一筋は前端付近に固着したもの（

自由降下式救命艇にあつては、二筋とも救命

艇の前端付近に固着したもの） 

救難食糧 定員一人当たり一万

キロジュール 

管海官庁が適当と認めるもので、水密容器 

に格納された気密容器に入れたもの 

 

飲料水 定員一人当たり三リ

ットル 

水密容器に入れた清水。定員一人当たり最大

二リットルの飲料水は、管海官庁が適当と認

める海水脱塩装置をもつて代えることができる

。 

ひしやく及びコップ 各一個 ひしやくは、さびない索付きのもの 

コップは、さびない目盛付きのもの  

応急医療具 一式 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に

入れたもの 

船酔い薬 定員一人当たり四十

八時間船酔いを防止

するため十分な数 

 

船酔い袋 定員一人当たり一個  

保温具 二個又は定員の十

パーセントを収容す

るため十分な数のう

ちいずれか大きい数 

第二十九条の四の規定に適合するもの 

ジャックナイフ 一個 索で救命艇に取り付けたもの 

缶切  三個  

浮輪 二個 長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結び付

けられたもの 

笛又は同等の音響信

号器 

一個  

釣道具  一式  

行動指導書   一冊 救命艇に乗り込んだとき直ちに実行すべきこと

を示したもの 

生存指導書   一冊 救命艇内で生存する方法を示したもの 

救命信号説明表   一部 船舶安全法施行規則第六十三条の規定に基

づき、国土交通大臣が告示で定める救命施設
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と遭難船舶との間の通信に必要な信号の方

法及びその意味を説明したもの  

落下傘付信号   四個 第三十三条の規定に適合するもの  

信号紅炎   六個 第三十五条の規定に適合するもの 

発煙浮信号 二個 第三十六条の規定に適合するもの  

水密電気灯   一個 第三十七条の規定に適合するもの。予備電池

一組及び予備電球一個を水密容器に入れて

おかなければならない。  

日光信号鏡  一個  第三十八条の規定に適合するもの 

レーダー反射器又はレ

ー 

ダー・トランスポンダー 

一個 レーダー反射器は、効果的なもの 

レーダー・トランスポンダーは、第四十条の規

定に適合するもの  

海面着色剤 一個 効果的なもの 

機関用工具 一式 救命艇の機関及びその附属品を簡単に調 

整するのに十分なもの 

持運び式消火器   一個 泡その他油火を消火する適当な物質を放出す

る管海官庁が適当と認める型式のもの  

                

２  前項の規定にかかわらず、第一種船又は第三種船であつて沿海区域を航行区域とする船

舶に備え付ける救命艇には、救難食糧及び釣道具を備え付けることを要しない。  

３  第一項の規定にかかわらず、第二種船又は第四種船であつて次の各号に掲げる船舶に備

え付ける救命艇には、それぞれ当該各号に掲げる艤装品を備え付けることを要しない。  

  一  限定近海船 救難食料、飲料水のうち二リットル、船酔い薬、船酔い袋、保温具、ジャッ

クナイフ、缶切、浮輪、釣道具、行動指導書、生存指導書、水密電気灯並びにバケツ、手おの、

落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の二分の一  

  二  沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶 救難食料、飲料水、ひしやく、コップ、

応急医療具、船酔い薬、船酔い袋、保温具、ジャックナイフ、缶切、浮輪、笛又は同等の音響信

号器、釣道具、行動指導書、生存指導書、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着

色剤並びにバケツ、手おの、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の二分の一  

４  第一項の規定にかかわらず、自由降下式救命艇には、単漕式のオール及びトール・ピン又   

はクラッチを備え付けることを要しない。  

 

（救命艇の艤装品の定着）  

第十五条  すべての救命艇の艤装品は、ボート・フックを除くほか、救命艇内に定着しなけれ

ばならない。この場合において、縛り付けは、艤装品の定着を確保し、かつ、離脱装置の機能を

妨げたり、迅速な乗艇を妨げたりすることがないような方法で行なわなければならない。  

２  すべての救命艇の艤装品は、できる限り小さくかつ軽量なものでなければならず、適当な   

かさばらない形にまとめなければならない。  
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資料５ 

 

「津波対応型救命艇」のコンセプト（素案） 

 

１. 背景 

（１）中央防災会議 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関

する専門調査会報告（平成 23 年９月２８日）（別紙１） 

・東日本大震災では、これまでの想定をはるかに超えた巨大津波が発生

し、膨大な死者・行方不明者が発生した。特に、死者・行方不明者の

約６割以上が６０歳以上であり、また消防団や警察官などが数多く犠

牲になるなど、津波からの避難に当たっての課題が浮き彫りになった。 

・このため、津波対策については、全般にわたりその対策を見直し、近

い将来発生が懸念される南海トラフの巨大な地震・津波に対して万全

に備えなければならない。 

・津波からの避難は、強い揺れや長い揺れを感じた場合、迷うことなく

自ら高い場所に避難することが基本。 

・津波到達時間の短い地域では概ね５分程度で避難が可能となるよう、

避難場所・津波避難ビル等や避難路・避難階段を整備すべき。ただし、

地形的条件や土地利用の実態など地域の状況によりこのような対応

が困難な地域では、津波到達時間などを考慮して津波から避難する方

策を十分検討することが必要。 

 

（２）安全な避難場所への迅速な避難が困難な以下のようなケースにおいては、

有効な対策がなかなか見いだせないのが現状。南海・東南海地震による

巨大津波の脅威にさらされている四国の沿岸部等では大問題。 

・避難場所として指定すべき高台や高い建物などが近くになく、避難タ

ワーなどの防災施設を新たに整備することも、場所の確保やコスト面

で困難な地域。 

・特に、幼児、高齢者、身障者、病人等の災害時要援護者は、徒歩を原

則とする避難において、遠方の避難場所まで迅速に避難することは困

難。（別紙２） 

・水門・陸閘閉鎖や避難誘導に当たった消防団員や警察官等、災害対応

職員の安全確保も課題。 
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２．「津波対応型救命艇」のアイデア 

・大型の船舶などに搭載が義務づけられ、既に技術も確立している「船舶用 

救命艇」は、海難発生時に内部の船員等の安全を確保するためのもので、 

海面に浮き、巨大な波など外部からの衝撃にも強い設計がされている。こ 

の技術を津波からの避難に応用できるのではないか。即ち、津波発生時に 

浮き上がることにより助かるという発想。 

・「迅速にできるだけ高い場所に避難する」という基本を大前提としつつも、 

避難すべき高い場所が近くになく、かつ、新たに作ることが難しい場合、 

特に、幼児、高齢者、身障者、病人等の災害時要援護者等を対象に、「船舶 

用救命艇」の技術を活用した「津波対応型救命艇」を開発し、このような 

例外的な場合に、これまでの津波対策を補完する方策として地域に示すこ 

とを検討する。 

・具体的には、老人ホームや幼稚園の屋上や敷地に設置し、津波警報が発せ 

られた時には高齢者や幼児が乗り込み、津波発生時には、艇が浮き上がる 

仕組み。津波が収まったところで、通常の救命艇と同様に、海上保安庁等 

により救助してもらう。 

 

３．今後の作業 

（１）具体的ニーズの把握 

「津波対応型救命艇」の活用が必要とされる具体的なケースを調査し、想定

する利用者、設置場所を検討する必要があるが、当面、以下のように考えては

どうか。 

・近くに高台やビルがない沿岸部の高齢者集落、老人ホーム、幼稚園、身体 

障害者施設、病院の高齢者、幼児、身体障害者、病人。 

・水門・陸閘閉鎖や避難誘導に当たる消防団員、警察官、海上保安官等災 

害対応職員の安全確保 

・人口の多い都市部は、高い建物もあるだろうし、収容人員の制約から不 

適か。 

 

（２）必要とされる機能及びそれに応じた具体的仕様の検討 

通常の船舶用救命艇は嵐による船の沈没など海難時の船員等の安全確保を

目的としているのに対し、「津波対応型救命艇」は、津波発生時に災害時要援

護者等の安全確保を目的とするので、役割は似ているものの若干異なる。よっ

て、既存の救命艇を基に、津波対応という目的及び想定される利用者、設置場

所に照らして、どのような機能を加減したらいいか検討の上、具体的なスペッ

クを決めていく必要がある。検討事項の例は以下の通り。（詳しくは資料６） 
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・基本は、強化プラスチック（FRP）製で、全閉囲型の水密構造。 

・ガレキや波、海上火災による衝撃、熱、転覆時の内部の安全性 

・外部に対して凶器とならないか。 

・実態に合った収容人員 

・想定漂流時間及び想定利用者に合致した機能性（トイレ、空調、暖房、乗

降し易さ、水・食料等） 

・救助の容易さ（色、通信、係留・曳舟装置、エンジン要否等） 

・設置・管理の容易さ（底面の形 or 台座、耐久性、カギ、通常用途等） 

 

（３）その他検討事項 

○平常時の管理体制 

○避難時の誘導体制 

○漂流中の救命艇内での責任者等 

○救命艇の価格及び維持費用 

○平常時の活用方法 

○現地までの輸送方法・設置方法 

○設置場所の強度、水平度、周辺建物との離隔距離等の条件 

○信頼性を確保するための性能基準の証明 

○低コストで供給するための標準化 

 

（４）成果 

・仕様等が概ね固まり、津波対応型救命艇の開発の目途が立った場合には、

その検討結果を、内閣府防災担当を通じ、「災害時の避難に関する専門調

査会・津波防災に関する WG」に報告し、国の対策への反映を図る。 

・また、仕様に基づく具体的な試作についても、内閣府の災害対策総合推進

調整費の活用等による実現を図る。 

 

以 上 



○我が国のどこでも地震が発生しうるものとして、地震・津波への備えを万全にするべき 
○南海トラフにおける海溝型巨大地震対策は国土全体のグランドデザインの観点が必要 
○東海・東南海・南海地震の同時発生だけでなく、時間差発生や内陸地震、台風災害などとの複合災害に留意 
○基幹産業の被災による経済の停滞を防ぐため、災害対応の計画（BCP）策定 
○首都直下地震対策は、関東大震災クラスの地震について検討 

 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会 報告要点 
主旨 

○東日本大震災の辛い経験と厳しい教訓は、過去、現在、そして未来をつなぐ証拠として、また、災害に負けない国土づくり、地域づくりへの知恵として、永遠に引き継がなければならない。 
○政府においては、本報告を踏まえ、我が国における地震・津波対策全般について必要な見直しを実施し、今後の防災対策に万全を期し、ひいては国民の生命、財産を守るという行政としての
根幹的な責務を十二分に果たすことを期待する。 

今回の地震・津波被害の特徴と検証 防災対策で対象とする地震・津波の考え方 津波対策を構築するにあたってのこれからの想定津波の考え方 

被害想定について 

今後の大規模地震に備えて 
今後の防災対策について 

東日本大震災の記録の保存と今後の防災対策の情報発信 

津波被害を軽減するための対策について 

今回の地震・津波被害の特徴と今後の想定津波の考え方 

地震・津波対策の方向性 

揺れによる被害を軽減するための対策について 

今後に向けて 

○巨大な地震・津波による甚大な人的・物的
被害が発生 

○想定できなかったM９.０の巨大な地震 
○実際と大きくかけ離れていた従前の想定 /  
海岸保全施設等に過度に依存した防災対
策/ 実現象を下回った津波警報など 

 

○あらゆる可能性を考慮した最大クラスの 
  巨大な地震・津波を検討 

○古文書等の分析、津波堆積物調査、海岸地
形等の調査などの科学的知見に基づき想定
地震・津波を設定 

○地震学、地質学、考古学、歴史学等の統合 
  的研究を充実 

○東日本大震災を踏まえた被害想定手法・項目の見直し 
 今回の被害を十分に調査分析し、改善を行う。また、防災対策推進の効果を定量的に示す手法を検討する 
○最大の被害が発生するシナリオを含め複数のシナリオを想定 
 最大の被害が発生するシナリオを含め、発生時期、時間帯、気象状況等が異なる複数のシナリオを想定する 

今後、二つのレベルの津波を想定 

○発生頻度は極めて低いものの、甚大な被害をもたらす最大クラスの津波  

・住民等の生命を守ることを最優先とし、住民の避難を軸に、とりうる手段
を尽くした総合的な津波対策を確立 

 ○発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波 

・人命保護に加え、住民財産の保護、地域の経済活動の安定化、効率的
な生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設等を整備 

○記録を後世へ引き継ぎ、知見や教訓を諸外国に対して広く情報発信 

○防災基本計画は、津波対策に関する記述を大幅に拡充 
○地方公共団体等に対するガイドライン・指針等は内容を十分に検証し、見直す 
○災害対策法制、危機管理体制のあり方についての検討 

○建築物の計画的な耐震化、必要性の啓発活動強化 
 耐震化を計画的に進め、天井落下防止対策、家具等固定対策等を促進、必要性の啓発活動を強化 
○長周期地震動対策 / 液状化対策 
 長周期地震動対策、液状化対策を着実に進める 

（４）津波に対する防災意識の向上 
○ハザードマップの充実 
配布することだけで認知度を高めることには限界があり、ハザードマップの内容について、しっかりと伝
える制度・仕組みを構築する 
○徒歩避難原則の徹底等と避難意識の啓発 
 徒歩による避難を原則とする。今回自動車で避難し生存した者も多く存在することを踏まえ、避難者が
自動車で安全かつ確実に避難できる方策について、今後検討する 
○防災教育の実施と地域防災力の向上 
住んでいる地域の特徴や地震・津波に対する危険性、過去の被害状況、得られた教訓について、継続
的かつ充実した防災教育を全国的に実施し、住民においても共有していく取組を強化する 

（３）地震・津波に強いまちづくり 
○多重防護と施設整備 

津波による浸水被害を軽減し、避難のためのリードタイムを長くするため、粘り強い海岸保全施設等や
多重防護としての道路盛土等交通インフラの活用等による二線堤を整備する 
○行政関連施設、福祉施設等は、浸水リスクが少ない場所に建設 

最大クラスの津波が発生した場合においても、行政・社会機能を維持するために、行政関連施設、避
難場所、福祉施設、病院等は浸水リスクが尐ない場所に建設する 
○地域防災計画と都市計画の有機的な連携 

地域防災計画と都市計画を有機的に連携させ、長期的な視点で安全なまちづくりを進める。その際、
防災に関する専門家の参画を必要に応じて求める 

（２）円滑な避難行動のための体制整備とルールづくり 
○津波警報と防災対応 
 津波警報は、その伝達すべき内容について、受け手の立場に立って検討する。津波警報や予想される津
波高に応じた防災活動・避難行動について、より具体的な検討を行う 
○情報伝達体制の充実・強化 
津波襲来時の情報伝達は、防災行政無線、J-ALERT、テレビ、ラジオ、携帯電話、ワンセグ等のあらゆる手
段を活用するとともに、広域停電や庁舎被災などを想定した対応を検討する 
○地震・津波観測体制の充実強化 
 津波予測の高精度化のため、海域部の海底地震計、沖合水圧計、GPS波浪計等の観測体制を充実する 
○津波避難ビル等の指定、避難場所や避難路の整備 
まちづくりと一体となって避難場所・津波避難ビル等や避難路・避難階段を整備する。津波避難ビル等につ
いては、指定要件や構造・立地基準の見直しを行う 
○避難誘導・防災対応に係る行動のルール化 
避難行動や避難状況などについて網羅的に調査分析を行う 
津波到達時間内での防災対応や避難誘導に係る行動ルールを定める 

（１）基本的考え方 
○最大クラスの津波に対しては、被害の最小化を主眼とする「減災」の考え方に基づき、海岸保全施設等の 
  ハード対策と、ハザードマップ整備などの避難を中心とするソフト対策を組み合わせて実施 
○津波からの避難は、強い揺れや長い揺れを感じた場合、迷うことなく自ら高い場所に避難することが基本 
○津波到達時間が短い地域では、概ね５分程度で避難できるようなまちづくりを目指すべき。ただし、地形的 
  条件などの状況により、このような対応が困難な地域では、津波到達時間などを考慮して避難方策を検討 

⇒反省と教訓をもとに防災対策全体を再構築 



老人施設に

低層病院に

別紙２



個人宅の庭先に

幼稚園に
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資料６

津波対応型救命艇に必要な機能及び仕様の論点

１．基本構造

Ⅰ．船舶用救命艇の改造

既に技術的も確立している船舶用全閉囲型救命艇を基本とし，津波からの避難とい

う用途に照らして必要な改造を加えるという考え方をとってはどうか。

そうすると，強化プラスチック（ＦＲＰ）製（ＦＲＰと発泡剤の複合構成）で，全

閉囲型の水密構造，形状は船型となる。

この場合，出入り口が狭い，底が平らでない等が改造のポイントとなる。

Ⅱ．新規設計

新規に開発すれば，自由に形状がを設計できるが，出入り口や室内スペースを広く

し，設置時に船体を安定させるために，円盤型やかまぼこ型とすることも考えられる

が，最初から強度計算をしなくてはならず，さらに円盤型では浮遊時の復元性，かま

ぼこ型では強度に問題が生じる恐れが高い。

２．安全性

（１）強度

津波発生時の大波やガレキ等との衝突を考慮した場合，船舶用救命艇の強度基準

（毎秒３．５ｍの横衝撃，２０ｍからの落下進水で乗員が保護される）と同じでよい

か？強化すべきか？緩和できるか？

（２）耐燃性

津波発生時に大規模な海上火災が発生したことを考慮した場合，船舶用救命艇と同

じ同じ耐火基準＊と同じでよいか？強化すべきか？緩和できるか？

＊ JIS K 6911 熱硬化性プラスチック一般試験方法 5.24 耐燃性 A法 引用

ガスバーナーで試験片の一端を３０秒間あぶった後，１８０秒以内に試験片が消火

し，その燃焼距離が２５ｍｍ以内であること

（３）復原性

船舶用救命艇と同様に，正の復原性は必要。陸上設置時の安定性を考慮して，底を

平らにする場合でも，復原性を確保する必要。

（４）外部に対する安全性

海上浮遊時に，外部に対して凶器とならないか。丸みを帯びた船型であること及び

側面の緩衝材で外部に対する破壊力は最小化されていると言えるか？緩衝材の追加な

ど追加の安全対策は必要か？

３．機能性

（１）漂流時間

各種機能を検討する前提として，どの程度の漂流時間を見込むか。因みに，船舶用

救命艇は３日分程度の食料を装備。大規模津波発生時には，十全な救難対応が難しい

ことに留意。
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（２）収容人員

船舶用救命艇は２５人乗りを基本として，２０人～５０人乗りがある。どれぐらい

の人数を基本とすべきか？５０人以上の大型化は，トラックによる運搬が困難になる

ことに留意。

（３）バリフリ機能

船舶用救命艇は入り口や室内が狭い。車椅子や担架による乗船を考慮して出入口を

広げる必要があるか？そこまでは不要としても，おぶって入るために出入口を若干広

げる必要はないか？また，内部の通路や座席を改良する必要があるか（例えば，ベッ

ド？椅子を着脱式とする？）？それとも特段の改良は不要か？

（４）トイレ

船舶救命艇はトイレがないが，トイレは必要か？携帯トイレを装備しておけば不要

か？

（５）空調

船舶用救命艇は，換気口のみで冷暖房なし。寒さ対策としては保温袋（断熱性能の

よい寝袋）やイマーションスーツを装備。津波対応型救命艇については，暖房が必要

か？それとも保温袋で大丈夫か？

（６）のぞき窓

船舶用救命艇は操縦者用の小窓しかないが，閉所閉鎖感を緩和するため，新たにの

ぞき窓を設置するか否か？その場合は強度のチェックも必要。

（７）室内灯

船舶用救命艇は，発電機に付属したバッテリーから電気を照明に供給。津波対応型

救命艇の場合，電池式ランタンとするか，電源を確保するか？電池式の場合，海水電

池を活用したランタンとするか？

（８）電源

電源が必要か否か。空調をするならバッテリーと発電機が必要となる。バッテリー

は常に充電しておく必要があるが，通常時にも何らかの用途で使う形でない限り，充

電を担保することは困難か。なお，空調をせず，室内灯を電池式とするのであればバ

ッテリーは不要か？

（９）搭載備品

船舶用救命艇には，搭載備品としてバケツ，曳航ロープ，発煙筒，医薬品，水，食

料等が搭載されているが，津波対応型救命艇に必要な備品は要検討。携帯カイロ，毛

布等の追加？

４．救助され易さ

（１）通信

船舶用救命艇は，EPIRB，SART，船舶無線トランシーバーなどを搭載。電波法上の
点検整備は資格を要するため，津波対応型救命艇には不適。よって，持ち込みの携帯

電話と救助航空機・船舶のレーダー波を反射するレーダー波反射器の設置が適当か？

学校や施設に携帯型衛星電話があれば持ち込めばよい？

（２）救助装置

船舶用救命艇は，曳航用のフックがついていて，救助船舶まで曳航して引き上げる

形。ヘリコプターによるつり上げ救助も想定し，天井部に開口を設けた方がよいか？

その場合は強度のチェックも必要。
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（３）自走機能

船舶用救命艇は，推進装置（エンジンとプロペラ）があるが，津波対応型救命艇に

は運転する人もいないし，メンテナンスも出来ないので，省略してよいのではないか。

（４）色

船舶用救命艇は目立つオレンジ色であるが，津波対応型救命艇については，通常時を

考えるて色を変えた方がよいか否か？

５．設置・管理

（１）設置方法

船舶用救命艇は船底が出っ張っているので，底面を平らにするか，設置側で台座を設

けるか，何らかの対応が必要。底面を平らにする場合は，復元力，強度の面でのチェッ

クも必要。

（２）管理方法

防犯上の観点からカギの取り付けは必要か？その場合，発災時に解錠が必要となるデ

メリット。

（３）紫外線による劣化対策

紫外線による FRPの劣化対策として，カバーなどは必要か？
（４）他の用途での活用

平常時あるいは災害時でも使われなかった場合，物置，会議場，避難施設等として活

用することはできないか？



  

既存の救命艇 

今後の開発の方向性

 

完成された技術。製作は容易で、短期間 

室内のスペースはあまり広くない 

陸上に安定に設置する工夫が必要 

（案１）既存の救命艇の改造 

 
     製作は比較的容易、短期間で製作可能 

室内のスペースがやや狭い 

今後の開発の方向性 

（案２）新規の開発 

① 円盤型 
室内スペースは広く取れる 

新規に設計が必要 

復原性に問題がある 

 

② かまぼこ型 
室内スペースは多少広く取れる 

新規に設計が必要 

鋭角な部分があり、強度上の課題 

 



要件検討及びその課題（ディスカッションペーパー）

津波対応型救命艇に必要な備品は要検討？

□　現状の通路・座席　　　　　　　　　 □　通路・座席を改造　　　　　　　　　

(3)バリアフリー機能

(4)トイレ機能

１．基本構造

検 討 項 目

基本となる形状

検　討　内　容

□　船舶用救命艇の改造　　　　　  　　□　新規設計（円盤型・かまぼこ型）　　　　

(4)外部への安全性 □　救命艇と同等　　　　　□ 緩衝材を追加する　　　　□　その他（　　　　　　　）

十分な復原性が必要，形状を変更する場合は要チェック。

２．安全性

(2)耐燃性 □　救命艇と同等　　　　　□ 救命艇より強化　　　　□　救命艇より緩和

(3)復原性

(5)空調機能 □　自然通風による換気＋保温袋　　   　□　要暖房　　  　　□　その他（　　　　　　）

(1)漂流時間 □　１日　　　　　　　　 　　　□　３日　　　　　　 　　　　　　□　７日

(6)のぞき窓

(1)船体強度 □　救命艇と同等　　　　　□ 救命艇より強化　　　　□　救命艇より緩和

□　必要　　　　　　　　　　　　□　携帯トイレで代用　　　　　　　□　その他（　　　　　　）

５．設置・管理

(4)塗装色 □　オレンジ色　　　　　　　　    　  　□　他の塗装色（　　　　　　　　）

□　現状の救命艇のまま　　　　　　 □　のぞき窓を増やす。　　　　　　　　　

(8)電源機能 □　発電機＋バッテリー　　　□　乾電池・海水電池　　 　　　　　□　不要

□　バッテリー供給　　   　　□　電池式ランタン（　　　　　　　   ）

３．機能性

(2)収容人員 □　２５人　　　　　　　　　　　□　５０人　　　　　　　　　 　　□　その他（　　　　　　）

□　現状の出入口サイズ　　□　現状より多少広くする　　□　出入口を車いすに対応

(7)室内灯

□　現状の救命艇のまま　　　　　　 □　不要　　　　　　　　　

(2)天井の開口部 □　現状の救命艇のまま　　　　　　 □　天井に開口部を設ける　　　　　　　　　

(1)通信機能 持ち込みの携帯電話とレーダー波反射器の設置でよいか？

４．救助され易さ

(9)備品の選定

(3)ＦＲＰ劣化対策 紫外線によるFRPの劣化対策は必要か？

(3)自走性能

(4)他の用途での活用 平常時あるいは災害時に他の活用策はあるか？

(1)設置方法 □　底面を平らにして設置　　　　　　　　□　台座を設けて設置

(2)管理方法 □　扉の鍵は必要　　　　　　　　　　　　　□　扉の鍵は不要　



- 1 -

津波対応型救命艇に関するアンケート調査（案）

（目的） 津波対応型救命艇の具体的ニーズの把握
（対象） 以下の地域の都道府県県・市区町村

四国の沿岸部、九州の瀬戸内・太平洋沿岸部、中国の瀬戸内沿岸部、近畿の瀬戸内・太平洋
沿岸部、中部の太平洋沿岸部、関東の沿岸部

自治体名

担当者連絡先

問１ 東海・南海・東南海地震発生時の津波対策について、高台への避難訓練、避難ビルの指定、津波
タワーの整備などの対策が進められていますが、困っていることはありますか？（複数可）

ア 困っていることはない。
イ 避難場所として指定する高台やビルが近くにない地域の対応に困っている。
ウ 避難タワーの整備に関し、土地の確保や資金確保に困っている。
エ 高齢者、幼児、身障者、病人などで徒歩で素早く避難できない弱者の避難に困っている。
オ 消防団員、警察官、港の堤防管理者など、災害対応職員の安全確保に困っている。
カ その他

問２ 船舶の救命艇のように、避難する方が乗り込み、津波が襲ってきた場合には、浮くことによって避
難する津波対応型救命艇（別紙参照）の開発を検討していますが、これに関心がありますか

ア はい
イ いいえ

＊以下の設問は、関心がある方のみお答えください。

問３ どういう観点から関心がありますか？（複数可）

ア 高台やビルが近くにない地域の避難方法として使えないかという観点
イ 避難タワーの建設が難しい地域の避難方法として使えないかという観点
ウ 高齢者集落、老人ホーム、幼稚園、病院等における避難方法として使えないかという観点
エ 災害対応職員の安全確保の観点
オ その他
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問４ 貴自治体において、津波対応型救命艇が活用できるかもしれないと思われる場所はありますか？

ア ある 問５へ
イ ない
ウ 現状ではわからない

問８へ

問５ 問４であると答えた方に伺います。例えば、具体的にどんな地域ですか？

(例） ○○町○○地区。海岸沿いの約２０世帯の高齢者ばかりの集落
○○地区の海岸沿いにある老人ホーム

問６ 問４であると答えた方に伺います。あなたの自治体で、津波対応型救命艇を活用できるかもしれ
ない場所は概ね何か所くらいあると思われますか？

ア １－９ イ １０－２０
ウ ２０－３０ エ ５０前後
オ １００前後 カ その他 ［ ］
キ わからない

問７ 問４であると答えた方に伺います。あなたの自治体で津波対応型救命艇に避難する事が見込まれ
る人数は、一つの場所で何人ぐらいだと思いますか？

人ぐらい

問８ 津波対応型救命艇が備えるべき機能や大きさ等についてご自由にご質問、ご意見をお聞かせくださ
い。

ご協力ありがとうございました。
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スケジュール（案）及び検討項目（案）

24年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

●第１回
検討会

●第２回
検討会

●第３回
検討会

○検討項目
・コンセプト
・必要な機能等の論点提示
・アンケート（ニーズ）調査内容等

○検討項目
・必要な機能及び仕様の確定
・アンケート（ニーズ）調査結果
・設置・運用ガイドライン（素案）

○検討項目
・概略設計
・設置・運用ガイドライン（案）

予算検討
EX.内閣府要求 平成24年度
災害対策総合推進調整費

O.K

試作等開発

内閣府 等に提言

資
料
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事務局作業
→ アンケート調査実施（各県及び沿岸市町村）

→ 実地調査及ヒアリング
→ アンケート取りまとめ・分析

→ 設置・運用について検討


