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■洋上救急発生海域図

　洋上救急事業は全国健康保険協会や日本財団、海事セ
ンターなど各諸団体からの資金援助と医療機関、医師・看
護師、海上保安庁や自衛隊の全面的な支援を受けつつ、
昭和６０年１０月の事業開始以来、平成２９年１２月３１日
までに８７6件の事案に対応してきました。
　これまでに傷病者９０9名に対し、医師１，１42名、看護
師５２2名が出動し、診療や治療を行っています。

　平成２９年８月６日午前２時２６分、航行中の高知県
船籍まぐろ延縄漁船の船主から「所属船乗組員に急患
（３０歳、インドネシア人）が発生しているので救助願い
たい。」旨、通報があり、その後傷病者の様態について保
土ヶ谷医療センターからの医療指示により、洋上救急の
要請がありました。午後１１時５５分、機動救難士２名同
乗の宮城海上保安部巡視船ざおうが該漁船と会合し、
搭載機により傷病者を収容しました。９日午前９時２５分、
医師２名同乗の海上自衛隊岩国基地所属の救難飛行艇
ＵＳ－２が厚木基地を出発。午後０時４９分、巡視船ざおう
から海上自衛隊救難飛行艇ＵＳ－２に傷病者を移乗させ
収容。午後４時２０分、傷病者は海上自衛隊厚木基地で救
急車に引継がれ、藤沢市民病院へ搬送されました。　

海上保安庁巡視船と海上自衛隊救難飛行艇が連携し、漁船乗組員を搬送
平成29年8月6日　14：26発生

洋上救急活動報告
事業開始以来、平成２９年１２月３１日までに
８７6件の洋上救急事案に対応しています。

【発生位置】　　　金華山灯台から180度約1,260海里
【傷 病 者】　　　男性30歳（インドネシア国籍　甲板員）
【傷 病 名】　　　急性虫垂炎、脱水症
【出動医療機関】　日本医科大学付属病院（医師2名）
【出動勢力】　　　宮城海上保安部巡視船ざおう
　　　　　　　　第二管区海上保安本部仙台航空基地 機動救難士2名
　　　　　　　　海上自衛隊岩国基地 救難飛行艇US-2
　　　　　　　　支援機  P3-C

救難飛行艇US-2に傷病者を収容

　平成２９年８月９日午前１１時３０分、船舶所有者から
代理店を通じ、「釧路港の東北東約８００㎞の海上にお
いて、キリバス船籍冷凍貨物船の乗組員1名が倒れ、右
半身が麻痺しており、日本の医療機関医師より医療助
言を受けたので洋上救急を要請したい」旨、洋上救急の
要請がありました。午後５時５２分、函館空港において第
一管区海上保安本部千歳航空基地所属の航空機ＭＡ
８６１に医師１名、看護師１名が同乗し、釧路向け出発。
午後７時１８分、医師等は釧路航空基地所属のヘリコプ
ターＭＨ９０４に乗り換え、午後７時４５分釧路海上保安
部巡視船そうやに着船。１０日午前７時、釧路航空基地
所属のＭＨ９０４に吊上げ収容した傷病者を巡視船そう
や船内に搬送し、医師による治療開始。午後０時２分、医

海上保安庁航空機と巡視船が連携し、冷凍貨物船乗組員を搬送
平成29年8月9日　11：30発生

　平成２９年９月８日午後９時４６分、米国からベトナム
向けのスイス船籍貨物船から、「一等航海士が数日前
から悪寒、咳、だるさを訴え呼吸も浅く、グルコースによ
りよくなったが、再び悪くなり、眼も黄色で、足がもつれ
る」旨、横浜保土ヶ谷中央病院からの医療指示により洋
上救急の要請がありました。１０日午前１時４２分海上
自衛隊岩国基地所属の救難飛行艇ＵＳ－２に医師２名、
看護師１名及び東京検疫所検疫官１名が同乗し、厚木
基地を出発。午前５時５７分救難飛行艇ＵＳ－２に傷病
者を収容し、午後０時２５分厚木基地に到着後、救急隊
に引継ぎました。
【発生位置】　　　小笠原諸島父島西1,000海里
【傷 病 者】　　　男性59歳（ロシア国籍　一等航海士）
【傷 病 名】　　　貧血
【出動医療機関】　東海大学医学部付属病院（医師2名、看護師1名）
【出動勢力】　　　海上自衛隊岩国基地　救難飛行艇US-2
　　　　　　　　支援機　P-1

海上自衛隊救難飛行艇による、貨物船から厚木基地への搬送
平成29年9月9日　02：52発生

師、看護師及び患者がＭＨ９０４に同乗し、巡視船そうや
を離船。
　午後１時４分、釧路航空基地にて患者を救急車に引
渡し、医師等同乗のうえ釧路労災病院へ搬送されまし
た。なお、午後2時10分、釧路労災病院を出発した医
師、看護師は、午後3時3分、千歳航空基地所属の航空
機MA861に同乗して、釧路航空基地を出発。午後4時
20分函館空港に帰着し洋上救急を完了しました。
【発生位置】　　　釧路港東北東約430海里
【傷 病 者】　　　男性49歳（フィリピン国籍　甲板手）
【傷 病 名】　　　脳出血
【出動医療機関】　北海道社会事業協会函館病院（医師1名、看護師1名）
【出動勢力】　　　釧路海上保安部　巡視船そうや
　　　　　　　　第一管区海上保安本部千歳航空基地　航空機ＭＡ861
　　　　　　　　　　　　 同　　　　 釧路航空基地　ヘリコプターＭＨ904
　　　　　　　　　　　　 同　　　　 函館航空基地　機動救難士2名

傷病者吊上げの状況 巡視船そうや船内で傷病者を救急治療する医師等

海上自衛隊救難飛行艇US-2から救急車への引継ぎの状況

救難飛行艇US-2の
機内での医師による処置

ゴムボートで救難飛行艇に傷病者を移送

飛行艇内の傷病者 (写真提供:海上自衛隊) (写真提供:海上自衛隊)
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■その他主な洋上救急の状況

■洋上救急の年度別出動実績

発生日時 発生位置 傷病者 状　況

平成29年
7月24日
（03：55）

屋久島西約44海里
北緯30度12分
東経129度33分

男性　84歳
乗客
中国
(傷病名)
上部消化管出血

　平成29年7月24日午前3時55分、船舶代理店から「宮崎県油津港から上海向け航行
中のバハマ船籍客船から、乗客の84歳中国人男性の消化管上部から出血があり、現在、乗
船中の医師により輸血中」とのことで洋上救急の要請を受けた。第十管区海上保安本部鹿
児島航空基地所属のヘリコプターＭＨ977が鹿児島市谷山へリポートで午前6時6分、米
盛病院医師１名、看護師１名同乗のうえ出動、午前6時45分該船と会合、午前7時19分吊
上げ完了し、午前8時3分、米盛病院のヘリポートに着陸し、患者を同病院に引継いだ。

平成29年
7月24日
（08：00）

立目埼北約４ｋｍ
北緯31度06分
東経130度39分

男性　45歳
船長
韓国
(傷病名)
意識消失（呼吸苦）

　平成２９年７月２４日午前８時３０分頃、香港船籍タンカーから「現在本船は、喜入向け山
川港沖を航行中、船長が心肺停止しており現在心肺蘇生を実施中である。洋上救急を要請
する。」旨の連絡があった。午前９時３２分第十管区海上保安本部鹿児島航空基地所属のヘ
リコプターＭＨ９７７にて医師１名、看護師１名同乗し、米盛病院出発、午前９時４５分該船に
到着し、機動救難士により傷病者吊上げ収容。午前１０時１８分米盛病院のへリポート到着。
なお、傷病者は午前１１時５２分死亡が確認された。

平成29年
8月9日
（10：05）

硫黄島付近海域
北緯24度46分
東経141度17分

男性　67歳
機関士
日本
（傷病名）
脳室穿破

　平成29年8月9日午前10時5分 海上自衛隊から「硫黄島付近で工事中の静岡県船籍作
業船で作業員1名が意識不明となっている。作業船からの救助は海自ヘリで行う予定｡硫黄
島からの搬送をお願いしたい」旨の連絡あり。また、午前11時作業船の船主より洋上救急
の依頼があった。午前11時49分海上自衛隊硫黄島基地所属のヘリコプターUH-60Jによ
り該人を吊上げ収容し、午後0時17分硫黄島到着。午後0時40分、第三管区海上保安本部
羽田航空基地所属の航空機LAJ501に日本医科大学付属病院の医師2名及び特殊救難隊
3名が同乗し、羽田空港を出発し、午後2時30分硫黄島に到着。海上自衛隊から該人及び付
添い人1名を引継ぎ、午後5時、羽田空港に到着し、東京消防庁救急隊に引継いだ。

平成29年
11月15日
（15：00）

南鳥島北東海域
北緯27度44分
東経157度24分

男性　28歳
船員
インドネシア
（傷病名）
鼠径ヘルニア

　平成29年11月15日15時頃、南鳥島北東方を航行中の台湾漁船乗組員が腹痛を訴
え、台湾の医療機関に医療指示を受けたところ、早急な医療機関での受診が必要であると
のことから16日午後4時40分同船から台北駐日経済文化代表処経済部経由で海上保安
庁を経由して洋上救急の要請があった。17日午前2時15分、海上自衛隊岩国基地所属の
救難飛行艇US-2に東海大学医学部付属病院医師２名、看護師1名及び検疫官1名が同乗
し厚木基地を出発。午前4時55分救難飛行艇US-2現場海域着、午前6時30分傷病者の
収容完了。午前6時45分救難飛行艇US-2が現場海域を離水し、午後1時26分、海上自衛
隊厚木基地に到着し、東京消防庁救急隊に引継いだ。

　平成２９年９月２１日午後１時５分、船舶代理店から
「台湾漁船船長が昨夜から容態が悪化し、ろれつが回
らない等の症状から医療助言を求めたところ脳梗塞ま
たは脳溢血の疑いから早期に医療機関での受診が必
要との助言があった」として、洋上救急の要請がありま
した。午後４時３７分、医師1名が釧路海上保安部巡視
船えりもに乗船し、２２日０時４０分、傷病者を巡視船え
りもに収容、医師による診察を開始しました。午前５時
１０分、釧路航空基地所属のヘリコプターＭＨ９０４に
医師及び患者を引き継ぎ釧路向け出発。午前５時５５
分釧路航空基地に到着。患者は医師同乗の救急車にて
釧路労災病院へ搬送されました。
【発生位置】　　　釧路沖南東約280海里　
【傷 病 者】　　　男性58歳（台湾籍　船長）
【疾 病 名】　　　くも膜下出血の疑い
【出動医療機関】　市立釧路総合病院（医師1名）
【出動勢力】　　　釧路海上保安部巡視船えりも
　　　　　　　　第一管区海上保安本部釧路航空基地 ヘリコプターＭＨ904
　　　　　　　　巡視船えりも　潜水士1名

傷病者を医師同乗の巡視船に収容後、海上保安庁のヘリコプターで陸上まで搬送
平成29年9月21日　12：00発生

　平成２９年９月２３日午後５時５４分、硫黄島付近にて
操業中の和歌山県船籍漁船から「船長が昼間に黒い下
痢をし、夕方吐血したため、横浜保土ヶ谷中央病院の医
療指示を受けた」として、洋上救急の要請がありまし
た。２４日午前５時５３分、海上自衛隊硫黄島基地所属
のヘリコプターＵＨ－６０Ｊにより傷病者を吊上げ収容。
午前６時１１分硫黄島にて海上自衛隊から医師２名同
乗の羽田航空基地所属の航空機ＬＡＪ５０１に移乗し、
午前８時２４分、東京消防庁救急隊に引き継ぎ日本医
科大学付属病院へ搬送されました。
【発生位置】　　 　硫黄島付近海域
【傷 病 者】　　　 男性46歳（日本国籍　船長）
【疾 病 名】　　　 消化管出血
【出動医療機関】　日本医科大学付属病院（医師2名）
【出動勢力】　　　第三管区海上保安本部羽田航空基地　航空機LAJ501
　　　　　　　　特殊救難隊員2名
　　　　　　　　海上自衛隊硫黄島基地 救難ヘリコプター　UH60-J

海上自衛隊ヘリコプターと海上保安庁
航空機が連携し、漁船乗組員を搬送
平成29年9月23日　17：54発生

釧路航空基地にて救急隊へ引継ぎの状況

巡視船内での
医師による処置

航空機内での医師による処置

急患を海上自衛隊救難ヘリコプターUH60への吊り上げ
（写真提供:海上自衛隊）

（平成２９年１２月３１日現在）

50
（件）

40

30

20

10

0
60 61 62 63 元 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29（年度）2

8

24

35

31

42

35

42

30
29

27

16

31
30

32

23

18

24
23

37

31

16

26

21
23

33

24
22

18

25

15

26

23

36

出動件数(件)

（12月末）

3029



　洋上救急出動の要請を受け、医師や看護師は慣れな
い巡視船や航空機に乗り込んで遥か洋上まで出動し、
厳しい自然条件の中、巡視船・航空機の動揺、振動、騒音
などの悪条件のもとで救命治療を行うことになります。
　このため、全国各地で慣熟訓練を行い、多数の医師、
看護師に参加して頂き、航空機等に実際に搭乗して機

八戸地区 （東北地方支部）

洋上救急慣熟訓練
　洋上救急事業を支援するため、全国に１３の洋上救急支援協議会
が設置されています。昨年８月以降、これまでに6ヶ所の洋上救急
支援協議会総会が開催され、それぞれ平成28年度事業報告等活
動報告のほか、平成29年度事業計画や役員の選任等について審
議されるとともに、洋上救急功労者の会長表彰等が行われました。

　洋上救急支援協議会総会終了後に、１１年にわたり八戸市洋上
救急支援協議会会長を勤めてこられた小林眞八戸市長に向田理
事長から日本水難救済会会長表彰が伝達されるとともに、引き続
き行われた「八戸市支援協議会２０周年記念式典」において『戦後
の日本の復興・発展を支えた船員たちの悲願、洋上救急』と題して
向田理事長による「２０周年記念講演」が行われました。

地方支部の活動状況等

洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練

宮城地区 （東北地方支部）（H29.8.5実施）

地方支部洋上救急支援協議会の総会等が開催されました。

■八戸地区洋上救急支援協議会及び20周年記念式典
　（平成29年8月28日 16：00～八戸プラザホテル）

■南九州地区洋上救急支援協議会
　（平成29年8月17日 11：00～鹿児島県水産会館）

■日本海中部部地区洋上救急支援協議会
　（平成29年10月17日 11：00～
　ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟）

会長表彰の感謝状伝達及び20周年記念講演を行う日本水難救済会向田理事長

傷病者収容後のヘリコプター機内の説明 巡視船ざおうにて訓練終了後の記念撮影

南九州地区洋上救急支援協議会総会後に米盛病院冨岡医師に対して
会長表彰の感謝状を伝達する日本水難救済会菊井常務理事

洋上救急支援協議会総会の
模様（上）と同総会で挨拶を行う

戸田協議会会長（右）

八戸地区 （東北地方支部）鹿児島地区 （南九州地方支部）（H29.9.25及び29.10.5実施）

巡視艇船内外設備の説明を受ける医師等 洋上救急の概要説明を受ける医師等

八戸地区 （東北地方支部）七尾地区 （日本海中部地方支部）（H29.9.25実施）

洋上救急の概要説明を受ける医師等 病院屋上でヘリコプターに搭乗する医師等

八戸地区 （東北地方支部）釧路地区 （道東地方支部）（H29.10.30実施）

訓練検討会の様子 傷病者収容後のヘリコプター機内の説明

八戸地区 （東北地方支部）三重・愛知地区 （東海地方支部）（H29.11.15～16実施）

中部空港海上保安航空基地にて記念撮影（三重地区） 訓練検討会（愛知地区）の様子 ヘリコプターからの搬送訓練（三重地区）

内の状況、救命資機材の確認や応急処置訓練を行うな
ど現場の状況を事前に体験し、出動に備えています。
　平成29年度の慣熟訓練は８月以降これまでに、宮城地区
(東北地方支部)、鹿児島地区（南九州地方支部）、七尾地区
（日本海中部地方支部)、釧路地区（道東地方支部）、三重、愛
知地区（東海地方支部）、石垣地区（沖縄地方支部）、大阪地
区（関西・四国地方支部）の9地区において開催され、20医
療機関、医師25名、看護師２3名が参加しています。今回は
１１月までに実施された慣熟訓練の様子を紹介します。
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鹿児島県水難救済会の事務局が入居する
鹿児島県水産会館

鹿児島市内から見た桜島

「海の安全教室」で救命胴衣着用体験

もやい銃による救難訓練海難救助訓練の様子

鹿児島県水難救済会

平成１２年４月１日

１　設立年月日

〒８９０-００６４　鹿児島県鹿児島市鴨池新町１１-１
　　　　　　 鹿児島県水産会館３Ｆ　鹿児島県漁業協同組合連合会内
☎０９９-２５３-７８１１
◎交通案内
　・公共交通機関
　 鹿児島市営バス１２番線「県庁前」徒歩５分
　 ＪＲ指宿枕崎線「南鹿児島」徒歩約２０分
　 鹿児島市市電「涙橋」徒歩約２０分

2　所在地

会　長　野村　義也（鹿児島県漁業協同組合連合会 代表理事会長）
副会長　八坂　俊輔（西之表市救難所長）
　同　　伊地知実利（和泊救難所長）
　同　　岩切　秀雄（薩摩川内市川内救難所長）
その他役員８名（理事６名、監事２名）

3　役職員の数

明治４４年１０月　２日　鹿児島県委員部、枕崎救難所設置
昭和１０年　７月　１日　日本水難救済会支部規則の改定により委員部制
　　　　　　　　　　を改め、日本水難救済会鹿児島県支部を設置
平成　７年　１月３１日　与論救難所設置
平成　９年　１月１４日　西之表市救難所設置
　　　　　　　３０日　知名救難所、和泊救難所設置
平成１０年　７月　７日　喜界救難所設置
平成１１年　１月２１日　里村（薩摩川内市里）救難所設置
　　　　　７月　７日　下甑村（薩摩川内市下甑）救難所設置
　　　　　８月１２日　天城救難所設置
　　　　 １０月１８日　上甑村（薩摩川内市上甑）救難所設置
　　　　 １１月１１日　笠沙町（南さつま市笠沙町）救難所設置
平成１２年　４月　１日　鹿児島県水難救済会を設立
　　　　　　　　　　これまで活動していた与論、西之表市、知名、和泊、
　　　　　　　　　　喜界、里村、下甑村、天城、上甑村、笠利町各救難所設置
平成１２年６月１日～ 同年１１月1日までの間
　　　　　　　　　　川内（薩摩川内市川内）救難所、阿久根市救難所、
　　　　　　　　　　串木野（いちき串木野）救難所、鹿島村（薩摩川内市鹿島）
　　　　　　　　　　救難所、伊仙救難所設置
平成１３年４月１日～ 同年１２月２７日までの間
　　　　　　　　　　東市来・日吉救難所、龍郷救難所、住用救難所、
　　　　　　　　　　笠利町救難所設置
平成１４年１月1日～ 同年１２月２４日までの間
　　　　　　　　　　宇検村救難所、上屋久町救難所、大和救難所、名瀬市
　　　　　　　　　　救難所、瀬戸内救難所、徳之島町救難所、大根占
　　　　　　　　　　（錦江町大根占）救難所、開聞町（指宿市開聞）救難所、
　　　　　　　　　　屋久町救難所、山川（指宿市山川町）救難所設置

4　沿革・歴史等

救難所：４３箇所　支所：１１箇所　救難所員数：７，１２５名

注)平成16年から18年にかけて、鹿児島県では市町村合併が
　 行われたことから、救難所の名称が変更された。
　（　　）内は現在の名称。5　救難（支）所・支所の数　（平成２９年１２月１日現在）

平成１５年２月１日～同年１０月１日までの間
　　　　　　　　　　 垂水市救難所及び同救難所垂水支所、牛根支所を
　　　　　　　　　　 設置、指宿（指宿市）救難所、十島村救難所、隼人町
　　　　　　　　　　 救難所(霧島市隼人救難所に名称変更のち霧島市
　　　　　　　　　　 救難所)設置
平成１６年 ２月1日～同年 ９月１日までの間
　　　　　　　　　　 佐多町（南大隅町佐多）救難所、根占（南大隅町根占）
　　　　　　　　　　 救難所設置
平成１７年　７月２０日　三島村救難所設置
　　　　　８月　１日　南九州市救難所設置
平成１８年　８月　１日　肝付町救難所設置
平成１９年　３月１９日　住用、笠利町、名瀬市の３救難所を合併し、
　　　　　　　　　　 奄美（奄美市）救難所及び同救難所に住用、笠利町、
　　　　　　　　　　 名瀬の３支所を設置
　　　　　５月　１日　枕崎救難所設置
　　　　　８月　６日　鹿屋市救難所設置
平成２０年　４月　1日　笠沙町救難所を廃止し、南さつま市救難所を設置、
　　　　　　　　　　 同救難所に笠沙、加世田、坊津の３支所を設置
　　　　　７月　３日　鹿児島市救難所設置
平成２１年　４月　１日　志布志市救難所設置
平成２２年　４月　１日　上屋久町と屋久の２救難所を合併し、
　　　　　　　　　　 屋久島町救難所設置
平成２３年　４月　１日　出水市救難所、長島町救難所設置
　　　　　８月　１日　南種子町救難所設置
平成２４年　６月　１日　東串良町救難所設置

野村義也 会長

6　地域の特性等

救助実績（平成２８年度）
救助出動件数　　１４件
救助員出動人数 １０１名
救助出動船舶　　３０隻
海難救助訓練等の実施状況（平成２８年度）
溺者救助訓練・連携溺者救助訓練
孤立者救助訓練・漂流者救助訓練

9　活動状況
（１）

（２）

救難所員の救助技術向上
　救助員数７，０００名を越える当会は、ボランティアで行う救助作業を安全に
行えるよう救助員の救助技術の維持向上を目的として、海上保安部等の指導
を仰ぎながら各救難所が主体となった沿岸海難救助訓練を推進している。
海上保安部等との連携と円滑な救難所の活動
　各救難所事務担当者を年１回招集して会議を開催し、当会の事業説明や海上保安部等と連携した最近の
救助活動等について事例紹介を行い、円滑な救難所の活動を推進している。
青い羽根募金活動の推進
　毎年７月から８月の青い羽根募金強調運動期間では、水難救助事業にご理解頂いている個人・企業から
青い羽根募金の協力を頂いており、これの継続及び広く県民の皆様にご協力頂けるよう青い羽根募金活動
を実施している。また、広く一般市民へ募金を呼びかける目的で「青い羽根募金支援自販機」の設置を推進
している。（設置台数９台／平成28年度末現在）

10　主に力を入れている事業
（１）

（２）

（3）

安全帽６０個、救命胴衣２００着、救命浮環７０個、
携帯拡声器５０台、トランシーバー１０台、
双眼鏡１０個など

7　主な保有資器材

約１００隻

8　保有救助船

与論救難所

和泊救難所

知名救難所

伊仙救難所

徳之島町救難所

天城所救難所 瀬戸内救難所

鹿児島県

屋久島

奄美大島

徳之島

種子島

宇検村救難所

大和救難所
龍郷救難所

喜界救難所
奄美市救難所

屋久島町救難所

南種子町救難所

西表市救難所

志布志市救難所

東串良町救難所

肝属町救難所

錦江町大根占救難所

南大隅町佐多救難所

南大隅町根占救難所

錦江町大根占救難所

霧島市救難所

鹿屋市救難所

十島村救難所
三島村救難所

薩摩川内市川内救難所

薩摩川内市下甑救難所
薩摩川内市鹿島救難所

薩摩川内市上甑救難所

薩摩川内市里救難所

指宿市開聞救難所
指宿市山川町救難所
指宿市救難所

南九州市救難所

枕崎救難所
南さつま市救難所
東市来・日吉救難所
いちき串木野市救難所

出水市救難所

長島町救難所
阿久根市救難所

　鹿児島県は、日本の西南部にあり、面積は約
9,187平方ｷﾛﾒｰﾄﾙで九州の中では１番面積の広
い県です。南北に西日本火山帯が縦走しており、
桜島など活発な火山活動が見られるほど、自然環
境の厳しい地域であります。盛んに漁業活動が行
われているのをはじめ、磯釣り、海水浴といったマ
リンレジャーやスキューバーダイビング等の活動
も活発におこなわれています。その反面、様々な海難事故が発
生している海域であることから、なお一層、市町村をはじめ海
上保安部等と連携をとり水難救助活動にある必要があります。

海上保安庁と救助員との連携による溺者救助訓練
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