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水難救済思想の普及活動レポート
ボランティアスピリットの継承のために

　公益社団法人日本水難救済会では、海事思想や水難救済会ボランティア思想を啓蒙することにより将
来の後継者になってもらえるよう、青少年を対象に、海上保安官や消防署員、ライフセーバーの方々を
講師に招いて全国各地で水難救済ボランティア教室を展開しています。

茨城県水難救済会　古河市駒羽根小学校５．６年生の皆さん

ペットボトルで背浮きを体験

着衣泳で背浮きを体験

ライフジャケットの装着体験着衣泳で背浮きを体験

東京都昭島市の小学校で水難事故発生時の対応 
説明とボールや救命胴衣を着用し、背浮きなど体験
　平成27年９月４日午後、東京都昭島市立つつじが丘南
小学校のプールにて、同校児童（５年生・６年生）73名
と担任の教職員４名が参加者して「若者のボランティア
教室」を開催した。
　本会職員２名のほか、講師として東京海上保安部から
職員３名を招き、「若者のボランティア教室」の概要説明
ののち、講師紹介に引き続き、水難事故発生時の対応及
び自己救命索の説明と準備運動、水慣れ、そして、ペッ
トボトルを使用した背浮き体験、ボール及び救命胴衣等
を使用した背浮きやペットボトルを使用した救助方法の
実演などを体験した。
　当日は、気温27度、水温26度、曇空で途中にわか雨も
あり、生

あ い

憎
に く

の空模様であったが、参加した児童たちは元
気いっぱいで、にぎやかながらも真面目に取組んでいた。
　最後に、校長先生から「南小と北小が来年から統合さ
れるが、来年もお願いしたいと思っている。夏休み前に
他校の教諭を含めた教室を開催出来たらと思っている。
また、本日参加した５年生及び６年生による「青い羽根
募金活動」の実施を考えている。」とのお言葉がありました。

救命胴衣着用とペットボトル等による 
溺者救助方法体験
　平成27年７月29日、茨城県古河市立駒
羽根小学校のプールにて、同校児童（５年
生・６年生）90名と教職員７名が参加者し、
講師に茨城海上保安部から職員５名を招き

「若者のボランティア教室」を開催した。
　教室は、「着衣泳」と「救命器具に代用できる物の紹介及び
取扱」について説明ののち、プールでは救命胴衣着用体験と救
助デモンストレーションが行われた。
　参加した児童は、海や川等での遊泳に伴う危険性を学習する
とともに、着衣泳、ライフジャケット着用及びペットボトル等
による溺者救助方法を体験し、水難事故での対応策及び命の大
切さを知ることができ、大変有意義なものとなった。

プールでの水の流れや手動膨張式救命胴衣の装着体験
　平成27年７月16日、広島市内のほぼ中心地にあり、
世界文化遺産の「原爆ドーム」のすぐ近くにある広島市
立本川小学校のプールにて、同校児童（５年生・６年生）
101名と教職員４名が参加し、講師に広島海上保安部か
ら職員６名を招き「若者のボランティア教室」を開催した。
　同校での若者ボランティア教室は、今回で３回目とな
り、教室は５年生と６年生を２回に分けて実施した。
　教室では、記念品贈呈（ライフライン）ののち、海や
川での注意事項を説明し、プールでの水の流れ体験や
ペットボトルを使った背浮き、手動膨張式救命胴衣の装
着体験などを実施した。
　児童たちは、着衣での背浮体験に何度もチャレンジし、
背浮きが出来ると楽しそうにはしゃいでおり、児童たち
が自ら命の大切さを再認識した一日でした。

着衣泳ぎとライフジャケット装着での実技体験
　平成27年９月４日、苫小牧市厚真町立厚真中央小学
校プールにて同校児童（５年生・６年生）40名と担任
の教師４名が参加して、講師に浜厚真救難所救難所員
１名と苫小牧海上保安署から職員７名を招き、「若者
のボランティア教室」を開催した。
　教室では、プールサイドでの監視要員３名を置き、

「着衣泳」の実技指導と「ライフジャケット」の着用
体験等を行った。
　参加した児童は、昨年も夏休み前に受講していたこ
とから、着衣泳について進展が見られ、楽しみながら
も真剣に取り組む姿勢が見られた。

公益社団法人 日本水難救済会

茨城県水難救済会

広島県水難救済会

公益社団法人 北海道海難防止・水難救済センター

若者の水難救済ボランティア教室
　「若者の水難救済ボランティア教室」は、平成13年度から始まった事業で、小中学校や高校生等の若者に
海の知識を深めてもらうとともに、海に親しむ機会を提供し、実地体験を通じて救命技術を習得してもらう
ことを目的としています。
　教室では、海の安全意識の向上を図るとともに、水難救済ボランティア思想を啓蒙しています。今年度も
国土交通省、海上保安庁、消防庁から後援を受け、全国各地で開催しています。

ペットボトルや救命胴衣を
使用した背浮き体験



23 24

■山形県水難救済会
「漁船が突風にあおられて防波堤に衝突した」との想定で
酒田市水難救助合同訓練を実施
　平成27年７月４日午前、山形県酒田市の大浜海岸にお
いて、水難救助業務を円滑に実施し、水難事故発生時の
即応体制の確立を目指す目的で、酒田市主催により水難
救助合同訓練を行った。
　訓練は、酒田海上保安部及び酒田地区広域行政組合消
防本部の指導を受け、酒田、宮海及び袖浦の３つの救難
所から救難所員計46名が参加した。
　合同訓練開始にあたって本間酒田市長（当時）の訓示、
来賓祝辞などが行われ、心肺蘇生法、救命索発射器操法
訓練を実施した。その後『酒田漁業無線局からの連絡に
よると、酒田港に寄港しようとした漁船A丸（５ｔ）が、
突風にあおられて防波堤に衝突。船は浸水・機関停止し、
航行不能となり救助を求めている。乗組員１名が転倒に
より意識不明の模様』との想定により総合海難救助訓練
を実施した。

救命胴衣の着用体験

プールにて浮力体験をする生徒たち

講師から心肺蘇生法・AEDの取扱を学ぶ中学生 訓練を視察する酒田市長（当時） 心肺蘇生法訓練の様子

訓練開始時に整列する救難所員等

ペットボトルにより背浮きを体験する中学生

「若者のボランティア教室」に参加した三佐小学校
２年生の皆さん

ペットボトルで背浮き体験をする小学生

雨の中で浮力確保の練習や 
救命胴衣着用体験
　平成27年７月８日、新潟市立小須戸中学校のプー
ルにて、同校生徒（２年生）94名と教職員４名が
参加者し、新潟県水難救済会職員１名のほか講師
に新潟海上保安部から職員４名を招き、「若者のボ
ランティア教室」を開催した。
　教室では、小・中学校の夏休み中の海浜事故発
生状況と事故防止について講義が行われたほか、
プールにて浮力実験、背浮きやペットボトルを使
用した浮力確保の練習、救命胴衣着用体験、落水
時の対応等の展示訓練を行った。
　当日は、朝から大雨が降り、体育館での座学も
考えていたが、生徒の強い要望もあり、悪天候の中、
ボランティア教室を開催することとなったが、予
定通りのプログラムで効率的に実施された教室に、
参加した教師等から賞賛の声とともに、校長先生
から、「海上保安官によるこの講習を毎年実施でき
ないか」等のお言葉があり、講師たちも満足の様
子であった。

◆大分市立 三佐小学校
着衣泳やライフジャケット着用で水の事故防止
　平成27年７月24日、夏休みの海水浴シーズンを迎
え、水の事故及び事故時の対処など修得することを目
的として、大分市立三佐小学校のプールで同校の１年
生から６年生の児童181名と保護者35名が参加し、大
分海上保安部の職員２名と大分着泳会から２名の講師
に招き「若者の水難救済ボランティア教室」が開催さ
れた。
　同校区は大分港の臨海部に位置し、また、２つの川
に挟まれていることなどを考慮すると、子供たちには
早い時期に水の事故防止や事故への対処法などの知識
を育む取り組みは重要であり、夏休み当初に子供たち
が身をもって体験・学習したことは有意義であった。

新潟県水難救済会

大分県水難救済会

マリンレスキューレポート 救難所NEWS
Part 1

海難救助訓練ほか

　平成27年度は、現在までに全国37の地方水難救済会において延べ251の救難所・支所から4,056名の
救難所員が参加して指導者研修及び実地訓練などが行われました。

山形県水難救済会による平成27年度酒田市水難救助合同訓練の模様

救命索発射器操法訓練の模様

◆日出町立 大神中学校
心肺蘇生法及びAEDの使用方法などを習得
　平成27年７月16日、夏休み及び海水浴シーズンを
前に、水の事故及び事故時の対処など修得することを
目的として、大分県速見郡日出町立大神中学校の体
育館及びプールで同校の１年生から３年生108名と教
職員４名が参加し、大分海上保安部の職員２名と大分
着泳会から２名の講師に招き「若者の水難救済ボラン
ティア教室」が開催された。
　当日は、台風の接近に伴う強風圏内での開催となり、
海上保安部潜水士によるライフジャケット着用実演の中
止など内容の一部変更や時間の短縮等を余儀なくされた。
　教室では、講師から大分県水難救済会についての説
明がなされるとともに、心肺蘇生法や、AEDの取り
扱い、着衣泳実習などが行われたが、心肺蘇生法や、
AEDの取り扱いでは生徒たちは日頃馴染みのない内容
であり消極的な点が見られたものの、着衣泳や救急法
などを身をもって体験したことは、水の事故及び事故
時の対処などについて意義のあるものであった。
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ゴムボート操法競技

視閲の様子 火災船救助訓練落水者の救助訓練の模様

救急救命措置（心肺蘇生法）訓練

救助用ゴムボートや救命索発射器の
現状確認

救命索発射器の操法訓練

人命救助訓練の様子

■特定非営利活動法人 秋田県水難救済会
平成27年度海難救助訓練大会を実施
　平成27年７月11日、秋田県山本郡八峰町八森・八森漁港におい
て、岩館救難所ほか９救難所から救難所員計243名及び秋田海上保
安部、秋田県、八峰町、秋田県漁業協同組合、能代山本広域市町村
圏組合消防本部、八峰町消防団、能代警察署並びに日本赤十字秋田
県支部などの協力機関から58名が参加し、第49回目となる海難救
助訓練大会を秋田県危機管理監、秋田海上保安部長等の来賓を招い
て開催した。
　訓練は、競技訓練として心肺蘇生法、もやい綱投てき、救命索発
射器操法及びゴムボート操法の４種目について行われ、能代山本広
域市町村圏組合消防本部による心肺蘇生法のデモンストレーショ
ン、秋田海上保安部による救命索発射操法の展示が行われ、合同訓
練では、秋田海上保安部等参加協力機関と合同で、火災船消火訓練
及び人命救助訓練が行われた。

■公益社団法人 北海道海難防止・水難救済センター
平成27年度十勝三救難所合同訓練を実施
　平成27年６月29日、広尾町十勝港において、
十勝三救難所合同訓練が広尾海上保安署の指導
を受け、広尾、大樹及び大津の３救難所の所員
39名が参加して行われた。
　訓練は、大会長広尾救難所亀田所長のもと、
基本動作及び救難技術訓練として、ゴムボート
操法、救命索発射器操法及び心肺蘇生法訓練の
ほか、火災船消火訓練として岸壁から火災船に
見立てた沖合の漁船に対し、消火ポンプによる
放水が行われた。

■熊本県水難救済会
富岡湾内で火災船消火訓練と人命救助訓練等 
を実施
　平成27年９月27日、天草郡苓

れ い

北
ほ く

町
ま ち

富岡フェリー発着
所岸壁及び公民館において、苓北分署署員の指導により
富岡救難所員37名が参加し、救急救命訓練及び救命索
発射器取扱訓練を行った。そののち、『高速船苓北丸（乗
組員３名）が茂木向け航行中、富岡湾内にて機関室から
出火、自力で消火にあたったが火勢が強く消火不能。又、
消火作業中に乗組員１名が火傷を負っている。』との訓
練想定により、消火ポンプを船により火災船まで搬送し、
消火作業を実施するとともに、怪我人をゴムボートによ
り陸まで搬送する救出訓練を実施した。

■新潟県水難救済会
日頃からの備え！　救難資器材の点検
　平成27年７月28日、新潟市西区五十嵐の新川漁港
岸壁において、新潟海上保安部の指導のもとで、五十
嵐救難所の所員14名が参加して、基本動作訓練や保有
している救難資器材の点検を行った。
　各器材の現状確認と不良箇所の有無を確認するとと
もに、救助作業時の使用に支障を生じないことを確認
し、その後、救命索発射器の慣熟訓練の実施に合わせ
て、器材の性能を確認したほか火薬類の保管及び取扱
いについて確認を行った。

消火ポンプを移送中の救難所員

基本動作訓練の様子

海難防止呼びかけ標語ゴムボート操法訓練

火災船消火訓練の様子
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水難救助等活動報告
平成27年度下半期に報告のあった、
水難救助活動の事例を紹介します。

風浪を受けて転覆した
漁船船内から自力で脱出し、
船底に這い上がった漁船員を救助
公益社団法人 北海道海難防止・水難救済センター
えさん救難所古

こ

武
ぶ

井
い

支所

転覆した磯船の救助
公益社団法人 北海道海難防止・水難救済センター
浜益救難所

パワーボート転覆、４名救助
愛知県水難救済会　衣浦救難所

突風で転覆した漁船の 
漂流者を救助
特定非営利活動法人 長崎県水難救済会 
上対馬救難所

　平成27年６月６日午前８時20分頃、北海道函館市
古武井町山背泊漁港西方沖合約1海里付近で養殖昆布
漁をしていた、えさん漁協所属の漁船（0.9トン）が
右舷側からの風浪の影響を受け、突然左舷側から転覆、
船長が海水温10度の海へ投げ出された。
　転覆後、船長は一時船内に閉じ込められたが自力で
脱出し、船底に這い上がり救助を待った。
　午前８時30分頃、陸上より転覆を目撃した平島明
弥（えさん救難所恵山支所救助長）から同救難所事務局

（えさん漁業協同組合）に連絡があり、直ちに救難所長
から古武井支所救助員に対し出動を指示するとともに
同船の付近で養殖施設の作業を行っていた救難所所属
の救助船第五海幸丸（総トン数0.7トン）榎船長に連絡
を入れ、現場に向かわせた。午前８時35分頃現場に到
着した第五海幸丸は船底に掴まっていた転覆船の船長
を自船に揚収救助し、負傷していないかを確認した後
直ちに山背泊漁港に向かい同船船長を下船させた。

　平成27年８月23日午前８時24分頃、浜益救難所に
「石狩市浜益区群別地先沖合約30メートルにて磯船が
転覆、付近の岩場に取り残された乗組員１名の救助の
ため、救難所員が乗船した僚船（救助船）が向ってい
る。」との連絡が入り、午前８時30分頃、救助船２隻
に５名の救助員が乗船して浜益港を出港した。
　２隻の救助船が現場に到着したところ、先に現場に
到着した他の僚船により乗組員を救助、怪我等はな
かった。その後、救助船により該船を曳航、群別港に
て他の所員とともに陸揚げし、救助を完了した。

　平成27年11月１日午後３時30分頃、愛知県衣浦港
旭硝子前面海域において、パワーボート（４名乗組）
が蛇行運転中、右旋回から左旋回をした際、右舷側に
傾いたまま転覆、４名が海中に投げ出されたが、該船
の後方を航行していたプレジャーボート旭丸が直ちに
４名を救助、船内に収容した。
　４名は、事故を目撃・通報した汽船Sea-Funから連
絡を受け出動した衣浦救難所救助船（若幸Ⅱ）に移乗、
救難所まで搬送、怪我等はなかった。（救命胴衣４名
全員非着用）
　なお、転覆した該船は、衣浦海上保安署巡視艇によ
り保安署まで曳航され救助が完了した。

　平成27年８月31日午後４時30分頃、漁船共進丸（救
助船）は、長崎県対馬市上対馬町唐舟志所在の唐舟志
漁港を出港し比田勝港東方約12海里の海域でいか釣
漁を行っていたところ、翌９月１日午前３時頃、突如、
風速20メートル以上の突風が吹き、付近で操業をして
いた僚船２隻から「風浪が強くなってきた為、操業を
止め、比田勝港に帰港する」旨無線連絡があり、同日
午前４時頃、同僚船２隻の状況を再度確認したところ、
１隻の漁船から応答がなかった。
　このため、漁船共進丸（救助船）西原船長は異変を
感じ該船を捜索することとし、同船が操業していたと
思われる海域を捜索中、油のにおいがしたことから周
囲を探し、午前５時30分頃、船底を上に向けて転覆し
ている該船を発見するとともに、約300メートル離れ
た海上にて救命胴衣を着た該船船長を発見、午前５時
50分頃、上対馬町所在の尉殿埼灯台から真方位80度
約13.1海里海上において同人を船内に収容、救助した。
　なお、本件は突然の風により漁船６隻が転覆する大
海難が発生したものであり、この救助された者は、突
然、船体が右舷側に傾き、自身の身に危険を感じ、救
命胴衣を着用して船外に脱出すると同時に船体に海水
が流入し転覆したため、同船の近くで漂流し救助を待っ
ていたものである。

　午前８時45分頃、転覆船の曳航作業を救難所所属救
助船第五海幸丸、第八成栄丸、第二満丸、信栄丸、マ
ミ丸の計５隻（古武井支所所員等11名）で開始し、午前
10時30分頃曳航並びに陸揚げの作業を無事終了した。
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松谷函館海上保安部長表彰を受けた
古武井支所長成田八太郎氏（右）ほか

原田比田勝海上保安署長表彰を受
けた漁船共進丸（救助船）の救助員・
西原勝氏（右）と西原浩勝氏（左）

転覆した漁船

転覆船の引き起こし作業を
行う救助員

第五海幸丸

転覆船の引き揚げ作業
転覆したパワーボートの救助にあたる救助船や巡視艇

突風で転覆していた漁船

転覆船を曳航中の救助船

マミ丸 第八成栄丸 信栄丸 第二満丸

【曳航作業にあたった救助船】

【救助にあたった救助船】
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