
海難救助訓練ほか
　平成22年度は全国37の地方水難救済会において、延べ342の救難所、支所から5,598名
の救難所員が参加して実地訓練が行われました。

競技大会の1コマ。ライフスレッドを装着して海を駆
ける水上オートバイ 心肺蘇生訓練も本番さながらの真剣さ

訓練大会にて。水上オートバイで溺者を救助

途中棄権者を水上オートバイで搬送中の救難所員

海中転落者の救助訓練シーン。被救助者の状況に合わせて3パターンの訓練を実施

身近なものを活用した転落者救助法の
実演シーン。写真で使用されたのは空
気を入れたレジ袋

（社）琉球水難救済会

快晴の中、
ライフスレッド
全国競技大会を同時開催

　平成23年5月22日、名護市のザ・
ブセナテラスビーチ海域において、
第7回沖縄本島地区救難所合同訓練
を実施。同時に、県内で著しく普及し
ている水上オートバイを救助活動に
活用し、ライフスレッドを装着した
体制での救助技術を向上させること
を目的に、ライフスレッド全国競技
大会を開催しました。
　県下の各救難所、
県消防および米軍
消防、琉球大学ラ
イフセービングク
ラブ等々 100名以
上が参加。名護市
長、第十一管区海
上保安本部長、名
護海上保安署長な

ど多数の来賓が参観される中、午前
に救助技術理論と模範演技展示、午
後にライフスレッド競技大会という
スケジュールで執り行いました。
　午前中のNPOウォーターリスク
マネジメント協会職員による指導で
は、快晴の中、日に焼けた若い救難
所員たちが熱心に説明に聞き入って
いました。
　ライフスレッド競技大会は二部構
成。第一部の内容は、水上オートバ
イにライフスレッドを装着し、運転
要員と救助要員がペアを組んで所

定のコースを滑走しながら溺者（ダ
ミー）を揚収するもの。第二部は、海
上の水上オートバイをペアが泳いで
牽引し、次にトレラーに乗せた水上
オートバイをゴールまで押すもので
す。炎天下の中、全速力で泳ぎ砂浜
の上を走るハードな内容となりまし
たが、皆全力で競技に取り組んでい
ました。
　 表 彰 式 で は 参 加 者 が 数 々 の パ
フォーマンスを披露し、会場を沸か
せました。
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高知県水難救済会

地域の特性に合わせた
事故想定で
実践的な訓練を展開

　本格的な海洋レジャーシーズンの
到来を控えた平成23年6月21日、
宇佐漁港しおかぜ公園岸壁とその前
面海域で、海洋での人命喪失を防ぐ

岡山県水難救済会

国際トライアスロン大会
の競技者の安全を守る

　平成23年7月10日、岡山県倉敷
市児島ボートレース場をメイン会場
として、倉敷市と倉敷国際トライア
スロン実行委員会の主催により「第
1回倉敷国際トライアスロン大会」が
開催されました。茨城から沖縄まで
の26都府県から、1人で3種目に挑
む「オリンピックディスタンス部門」
に525名、種目ごとに選手が交代す
る「リレー部門」に30組90名もの参
加者が集まりました。
　岡山県水難救済会では、水上オー
トバイを救助艇として使用する「ボ
ビーズレスキューステーション」か
ら3台の水上オートバイを派遣する
とともに、玉野市渋川海水浴場を拠

とともに津波など自然災害発生時の
救助活動も想定した実地訓練が宇佐
救難所により開催されました。
　訓練は二部構成で、第一部では事
前訓練として、海上保安官より身近
にある用具を使用した救助方法の説
明がありました。第二部の海上実地
訓練ではホエールウォッチング船参
加のもと、宇佐沖を航行中のホエー

点とする「岡山ライフセービングク
ラブ救難所」所属の救難所員10名
がボランティアとして参加し、児島
ボートレース場内で行われた水泳部
門の運営を支援。途中棄権者9名に

ルウォッチング船A丸から乗客複数
名が海中に転落し、漂流した事故を
想定し、実施。本船から救難所、海
上保安部への情報伝達や、本船およ
び救難所所属の救助船による救助訓
練を行いました。その後、海中転落
者を救助する訓練として、体力の有
無など被救助者の状況に合わせた救
助や、ペットボトルを使用した救助
の実演、AEDの取扱いや心肺蘇生法
について訓練を行いました。地域の
特性に合わせた、実践的な訓練を展
開することができました。

対し、水上オートバイの機動性とラ
イフセービングの知識・技術を発揮
して救助を行い、競技の安全を守り、
大会の円滑な運営に大きく貢献しま
した。

〔事務局からのお願い〕　平成23年度の海難救助訓練指定数は、「救助訓練実施要領平成23年度版」で各県水難救済会別に合計で
341件が指定されました。しかし、予算の範囲内であれば指定数を超えて訓練を行っても助成金を交付することが可能ですので、でき
るだけ多く訓練を行うようお願いします。訓練の実施要領としては、毎年配布する当該年度版の訓練実施要領のほか、「救難所員訓練
必携」と「海難救助作業マニュアル」を各救難所に配布しておりますのでご活用ください。
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救難所員による水上オートバイを使用した溺者搬送の様子

（社）琉球水難救済会

海の安全を守る団体の
一員として訓練に参加

　 平 成23年6月14日、「 恩 納・ 読
谷地区海難救助連絡協議会」が主催
するマリンレジャー事故対策訓練に
参加。「海難救助連絡協議会」は、第
十一管区海上保安本部・漁協救難所・
リゾート救難所およびレジャー事業
所・警察や消防など行政機関等によ
り構成され、海洋レジャーの安全確
保向上を目指す組織です。
　平成23年度は残波岬ロイヤルホ
テルが訓練会場となり、琉球水難救
済会所属の10救難所・救難所員25
名が参加。消防による心肺蘇生や
AED取扱い訓練のほか、NPO沖縄
ライフセービング協会講師により、

水上オートバイにライフスレッドを
装着しての救助・搬送訓練が行わ
れました。また、第十一管区海上保
安本部や消防、救難所の連携により

シュノーケル中の行方不明事故を想
定した実地訓練も実施され、本番さ
ながらに緊張感のある訓練が展開さ
れました。

救難所員による救命索発射器操法訓練 救難所員によるゴムボート漕法訓練

［NPO神奈川県水難救済会］

逗子救難所
平成23年4月1日設立　　所長以下63名

　逗子周辺の海域は漁業活動が行わ
れているほか、マリンスポーツや海
水浴など、年間100万人以上が訪れ
盛んに利用されています。反面、水
難事故の多発海域の一つともなって
います。
　この海域に、新たに逗子救難所を
設立。従来は漁業従事者やマリーナ、

［（社）福岡県水難救済会］

大岳救難所
平成23年4月1日設立　　所長以下14名

　福岡市の博多湾東部、国営海の中
道海浜公園と志賀島の中間に位置す
る福岡マリーナを拠点に、県内45番
目の救難所として設置されました。
大岳救難所は救助艇に水上オートバ
イを配備しており、巡視艇や警備艇、
漁船が近寄れない浅瀬や海水浴場な
どの事故にも素早く対応できること

［（社）琉球水難救済会］

美々ビーチ救難所
平成23年4月3日設立　　所長以下10名

　 沖 縄 本 島 最 南 端 の 救 難 所 と し
て、美々ビーチ救難所が設立され
ました。美々ビーチは県都那覇から
10kmの距離に位置する、糸満海人

（ウミンチュ）で知られた漁業の町糸
満市の埋め立て造成地にあり、年間
20万人の県民や観光客が訪れる一
大観光スポットとなっています。

海洋レジャーの6団体がそれぞれ救
助活動に当たっていましたが、その
経験を活かしさらに人命救助に尽力
するため、相互協力による水難救助
体制を構築することとなりました。
　すでに多くの救難所が漁業協同組
合を中心に組成されていますが、こ
れまでとは異なる、多団体での運営
となります。県内にはまだ救難所が
開設されていない地区があり、今後
増設していくうえで、逗子救難所の
新たな運営方式が注目されます。

が大きな特徴です。福岡地区小型船
安全協会会長でもある廣瀬英樹所長
のもと、ライフセーバーや海上安全
指導員など、計14名で構成されてい
ます。
　水上オートバイの特性や機動力を
活かし、いち早く現場に駆けつけて
海上保安庁の巡視艇やヘリコプター
と連携した救助活動ができるよう
日々訓練を重ねるとともに、救助活
動と安全啓発、事故防止に努めてま
いります。

　救難所にはこの海域を熟知したベ
テランのライフセーバーたちととも
に、8隻の水上オートバイやモーター
ボートを配置。万が一の際には、こ
れらが救助船として活躍します。
　開設直後に故障した水上オートバ
イを救助するなど、美々ビーチ救難
所はすでに大活躍しており、今後が
期待されます。

新設救難所の紹介 海難救助活動の拠点となる新たな救難所が新設されています。
今回は10カ所の新設救難所をご紹介します。なお紹介文は、
それぞれの救済会および救難所からご提供いただきました。

（社）北海道漁船海難防止・
水難救済センター

一刻を争うその時、
迅速・的確に行動するために

　平成23年4月13日、北海道常呂
郡佐呂間町の富武士海岸壁にて、佐
呂間救難所が実地訓練を行いまし

た。参加者は救難所員43名をはじ
めとする50名。海難事故に対して
迅速に対応できる知識や技術の習得
と、救難所員の命と財産を守る意識
の向上を目的に、基本動作、乗揚船
救助、火災船救助の訓練を行いまし
た。

（社）北海道漁船海難防止・
水難救済センター
　平成23年6月1日、北海道礼文町
大字香深村ワウシの香深新港東岸壁
で利礼救難所連合会が合同訓練大会
を実施しました。参加人員は6救難
所員約240名です。救難技術の知識
と技能を磨き、組織的な行動を習熟
することを目指し、救命索の発射や
心肺蘇生法、ゴムボート漕法などに
ついて訓練を行いました。最後に、

（社）北海道漁船海難防止・水難救済
センターによる心肺蘇生AEDの講習
会も開かれ、参加した救難所員は真
剣にその技術を学んでいました。
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［鹿児島県水難救済会］

出水市救難所
平成23年4月1日設立　　所長以下156名

　出水市は鹿児島県の北西部に位置
し、陸の三方を阿久根市・薩摩川内
市・さつま町・伊佐市および熊本県
水俣市に接しており、北西は八代海

（不知火海）に臨んでいます。八代海
沿岸海域では漁業やレジャーが盛ん
に行われているため、海への転落事
故や、衝突などの船舶事故の発生が

［千葉県水難救済会］

富津岬PW救難所
平成23年6月16日設立　　所長以下18名

新富津救難所
平成23年6月16日設立　　所長以下8名

　富津岬は東京湾に突き出た岬で富
津公園として整備され、南房総国
定公園の一部に属し海洋レジャー
のメッカとして人気を集めていま
す。この海域の救助体制強化の一環
として、当地区を基盤に活動してい
るパーソナル・ウォータークラフト

［鹿児島県水難救済会］

長島町救難所
平成23年4月1日設立　　所長以下548名

　鹿児島県の最北端に位置する長島
町は大小23の島々で構成され、周
囲を八代海・東シナ海に囲まれた、
温暖で自然豊かな町です。これまで
長島町に救難所はなく、漁業関係者
を中心とした地域の皆さまによる救
助に頼っていました。本町は長い海
岸線と温暖な気候を有していること

［千葉県水難救済会］

房総マリーナ救難所
平成23年6月16日設立　　所長以下2名

　いすみ市は千葉県南東部に位置し
日本一を誇る伊勢海老の水揚げを始
め、漁業と農業が盛んな自然豊かな
街です。
　近年の海洋レジャーの普及に伴い、
いすみ市の海には年間を通じて多く
の人に利用されており、特にサーフィ
ンについては世界でも有名な選手が
訪れる場所となっています。

［岡山県水難救済会］

黒崎漁業協同組合救難所
平成23年5月1日設立　　所長以下11名

　岡山県西部の水島灘沿岸部には1
級河川「高梁川」の河口があり、水島
灘に点在する島嶼部沿岸は水深が浅
い地形となっています。付近には県
内有数の沙美海水浴場が立地してお
り、夏季はマリンレジャー活動、冬
季は養殖業が盛んな地域です。
　そのような背景により小型漁船の

［大阪府水難救済会］

高石地区救難所
平成23年7月20日設立　　所長以下5名

　大阪湾内の大阪府域（9市3町）で
は総延長80km超を対象に、従来、
北は大阪地区救難所から南は岬地区
救難所まで、5救難所が設置されて
いました。しかし、堺地区から岸和
田地区の間に救難所が無く憂慮して
いたところ、高石市漁業協同組合よ
り高石地区救難所設立について快諾

心配されています。
　本市では、海難事故防止策と救助
活動を充実させるため協議を進め、
北さつま漁協出水支所・鹿児島県西
部小型船安全協会出水支部・出水市
消防団・出水市消防本部・出水市に
より組織する、県内41番目の救難所

「出水市救難所」を設立しました。
　今後は、関係機関と協力しながら
海難救助訓練等を行い、構成団体間
の連携強化と海難救助活動体制の充
実に努めます。

（通称水上オートバイ）安全協会の協
力を得て、水上オートバイの海難救
助、事故防止などを目的に救難所を
設置。水上オートバイのユーザーの
みで構成している救難所は、全国的
に珍しい例と考えられます。
　また、富津岬の南側を担当区域と
し、新富津漁業協同組合内に事務所
を置く新富津救難所も設置しまし
た。当漁協は海苔の生産に携わって
おりますが、海苔柵に侵入するボー
ト・水上オートバイがあとを絶たず
死亡事故も発生しており、救助体制
の強化を図ったものです。

から海藻類の採取漁業や沿岸および
沖合漁業が盛んで、漁業が町の基幹
産業となっています。一方、近年交
通の利便性向上から人の往来が増加
し、マリンレジャー目的の観光客も
増えています。こうしたことを背景
に、串木野海上保安部および天草海
上保安署の協力のもと関係団体と協
議を進め、本町と東町・北さつま両
漁業協同組合・消防団を中心として、
長島町救難所設立の運びとなりまし
た。

　風浪に影響されない夷隅川河口付
近では水上オートバイやサーフィン
が急増し、事故が多発するように
なったことから、（株）房総マリーナ
の救助部門が主体となり救難所を設
立、現在は事故の撲滅のためにパト
ロールや安全講習会を実施するなど
の活動を展開しています。これから
も救助活動を行いながら、いすみ市
と連携して事故防止の推進を図って
まいります。

操業が多く、また全国屈指の水島コ
ンビナートに出入港する大小船舶の
往来も頻繁であることから、衝突や
乗揚げ、小型船舶や漁船からの海中
転落等の海難事故が年間を通じて発
生する状況となっていました。
　こうした中、岡山県水難救済会の
活動に理解を示された黒崎漁業協同
組合より申し出があり、水島灘を熟
知されている漁業者が救難所員とな
り、活動していく運びとなりました。

をいただきました。
　当地区には大阪府立漕艇センター
があり、浜寺運河でのカヌー練習が
盛んに行われ、毎年高石商工会議所
主催のドラゴンボートレースが開催
されています。隣接するヨットハー
バーには数多くのプレジャーボート
等が係留されており、利用者でにぎ
わう海となっています。こうした地
域において、海難事故に迅速に対応
できる救難所の設置は意義深いこと
だと考えられます。

新設救難所の紹介


