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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

大分市立吉野小学校体育館での「海の安全教室」の様子

ライフセーバーの指導で心臓マッサージを習得

ライフジャケット着用体験海上保安官による講習

身近なものを活用した救助法

大分着衣泳会の指導員による講習

大分県水難救済会

特定非営利活動法人　神奈川県水難救済会

高知県水難救済会

身近な物を利用した溺者救助法等を学ぶ
　平成30年6月13日午後、室戸市立中川内小中学校に
おいて「海の安全教室」を開催しました。
　同小中学校の生徒12名と教職員9名が参加して、高
知海上保安部職員4名を講師として招き、自己救命策
確保に関する説明を受けた後、ペットボトル等身近な
ものを活用した救助法やライフジャケット着用体験等
を行いました。

心肺蘇生法を体験する海の安全教室を開催
　平成30年6月26日午後、平塚市立大洋中学校におい
て同中学校2年生114名に対して「海の安全教室」を
開催しました。
　湘南海上保安署から職員2名及び地元の湘南ひらつ
かライフセービングクラブからライフセーバー8名の
講師を招き、心臓マッサージ、人工呼吸、AEDを実
際に体験してもらったほか、水辺の事故防止や海水浴
シーズンに役立つ話をしてもらいました。
　限られた時間の中でしたが、和やかな雰囲気の中、
中学生の皆さんには、実際にダミー人形に触れて、と
にかく体験してもらい、命の大切さ、尊さを感じても
らいました。

マリンレジャーシーズン前に海の安全教室を実施
　平成30年7月2日、大分市立吉野小学校において「海
の安全教室」を開催しました。
　大分海上保安部及び大分着衣泳会からそれぞれ1名
を講師として招き、マリンレジャーシーズンの最盛期
を前に、同小学校児童の保護者等45名が、水辺におけ
る事故防止、及び熱中症・離岸流・水辺の事故に遭遇
した場合の対応方法並びに救急救命処置について学び
ました。

海の安全教室
　平成13年度から平成28年度までは全国の小中学校等で児童・生徒を対象に「若者の水難救済ボランティ
ア教室」を開催し、講師の海上保安官やライフセーバーの皆さんから海での事故を防ぐための知識のほか、
万一、自分や友達等が海で遭難した時に助かる術と安全に助ける術を実地に手ほどきを受けていましたが、平
成29年度からは、名称を「海の安全教室」と変更し、対象を子供たちだけでなく、教師や保護者をはじめ、地
元一般市民にまで拡大するとともに、指導内容も若干見直したうえで引き続き全国各地で開催しています。
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■宮崎県水難救済会
宮崎港において海難救助訓練を実施
　平成30年4月23日、宮崎県宮崎市の宮崎港におい
て、宮崎県水難救済会傘下の宮崎港付近を拠点とする
宮崎漁業協同組合救難所、檍浜漁業協同組合救難所、
宮崎小型船安全協会救難所、PW安全救難所、平成は
まゆう船主会救難所から救難所員33名が参加し宮崎
海上保安部等関係機関が合同で救助技術を演習・確認
することにより、沿岸海難救助活動時の連携強化を図
ることを目的として「宮崎市沿岸海難救助訓練」が実
施された。
　訓練では、心肺蘇生法訓練や行方不明船捜索救助訓
練を行った後、宮崎海上保安部職員からえい航索の取
り付け手法について説明を受けた。

海上保安官による曳航索の取り付け手法の説明

曳航訓練

心肺蘇生法訓練

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29年度は、全国28の地方水難救済会において延べ193の救難所・支所から3，616名の救難所員
が参加して実地訓練などが行われました。

宮崎県水難救済会による実地訓練の模様

教職員が心肺蘇生法等を体験
　平成30年5月15日（延岡会場）、17日（都
城会場）、24日（宮崎会場）において、宮崎
ライフセービングクラブのライフセーバー6
名及び宮崎海上保安部より11名の職員を講
師として招き、「海の安全教室」を開催しま
した。
　これは、宮崎県教育委員会が開催する、幼
児、児童水泳指導者研修会に併せて開催した
もので、計123名の保育施設や小学校の教職
員に、水難事故の現状、離岸流とその対応、
心肺蘇生法及びAEDの使い方等を学んでも
らいました。
　受講した教職員へのアンケート調査による
と、半数以上の受講者がそれぞれ自校での授
業等に本「海の安全教室」で学んだ事を活用
するとの回答でした。

公益社団法人　琉球水難救済会

宮崎県水難救済会

　平成30年7月9日午後、沖縄県立沖縄水産高校にお
いて、海洋技術科1年生40名を対象に「海の安全教室」
を開催しました。
　那覇海上保安部から職員2名及びNPO沖縄ウォー
ターパトロールシステムから1名の講師を招き、海難

事故の現状、海の基礎知識、水難事故に遭遇した際の
対処法をはじめ、ファーストエイドの基礎知識、心肺
蘇生法・AEDの体験実習を行いました。なお、質疑応
答では活発な質問があり、関心の高さが伺えました。

心肺蘇生法等を実際に体験

海の基礎知識を学ぶ 心肺蘇生法を体験

水難事故の現状等を聴く教職員（宮崎会場）

AEDの使用方法を学ぶ（宮崎会場）
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訓練参加者整列

大型フェリー着岸岸壁での整列

　平成29年11月17日、舞鶴東港において、旅客船事故により
多数の傷病者が発生したことを想定した官民関係機関の役割の
確認及び連携の強化を図ることを目的に、実践的な旅客船事故
対応訓練が実施され、京都府水難救済会舞鶴救難所が参加した。
　訓練は大型フェリーの船内外において、「沖合い
を航行中のフェリー船内で火災が発生、多数の負
傷者等が発生している。」との想定で実施され、情
報伝達、消火、負傷者搬送救助等の訓練が実施され、
救難所所属救助船による負傷者等の搬送訓練が行
われた。
　同訓練は、大型船舶事故の特殊性が理解できた
ほか、緊迫感のある訓練となった。

■京都府水難救済会

◆舞鶴西港における官民合同の訓練に参加
　平成30年6月11日、舞鶴市舞鶴西港において、官・民
によるインシデント海難等対応訓練が実施され、京都府
水難救済会舞鶴救難所のほか、舞鶴海上保安部、京都府
警察舞鶴警察署などが参加した。
　訓練は、曳航方法や漂流者救助法の説明が行われた後、
実地訓練として、各機関所属船による曳航訓練や漂流者
救助訓練が実施された。
　本訓練では、今年5月に発足した、京都府警察舞鶴警察
署機動警ら課沿岸警ら隊舞鶴隊も参加し、同隊とは初め
ての合同訓練となり、関係機関との連携強化及び救助能
力の向上を図ることができた。

訓練中の大型フェリー船内の様子 救助船による負傷者の搬送訓練

巡視艇による曳航展示訓練漂流者救助訓練

◆舞鶴東港において実施された旅客船事故対応訓練に参加
■（公社）北海道海難防止・水難救済センター
十勝港において十勝三救難所合同訓練を実施
　平成30年6月22日、北海道広尾郡広尾町十勝港において、広尾・大樹・大津の3つの救難所から合計101名の救
難所員が参加して、「平成30年度十勝三救難所合同訓練」を実施。
　訓練は、救難技術訓練として、ボート操法、救命索発射器操法及び心肺蘇生法の各訓練を実施した後、総合訓練と
して、火災船消火訓練を実施した。

■高知県水難救済会
安芸漁港において海難救助訓練を実施
　平成29年7月29日、高知県安芸市安芸漁港に
おいて、高知海上保安部及び安芸市消防本部指導
のもと、安芸地域沿岸海域において発生した水難
事故を想定した海難救助訓練が実施され、高知県
水難救済会安芸救難所の救難所員36名が参加し
た。
　訓練は、救命措置訓練、漂流船曳航方法の講習
に続き、安芸救難所に「船内で火災が発生した」
旨の事故通報があったとの想定により漂流者救助
訓練、火災船消火訓練が実施され、救難所員の救
助技術の向上と関係機関との連携強化を図ること
ができた。

火災船消火訓練

漂流者救助訓練（上下）

訓練前に整列した三救難所の救難所員

救命索発射器訓練

ボート操法訓練

火災船消火訓練

救命措置訓練
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水難救助等活動報告
平成29年度下半期から平成30年度上半
期に報告のあった、主な水難救助活動の
事例を報告します。

特定非営利活動法人 秋田県水難救済会
北浦救難所、畠救難所

京都府水難救済会
宮津・与謝救難所

公益社団法人　福岡県水難救済会
姫島救難所

伊豆地区水難救済会　伊東救難所

漁船から火災発生

定置網に乗揚げたプレジャーボートを救助

防波堤から海中転落した釣り人を救助

岩場から海中転落した釣り人を救助

　平成30年3月11日、午前9時頃、秋田県男鹿市の湯乃尻漁
港から約1.5海里沖合いで漁船（4.9トン、1名乗組み）から
火が出ているのを付近海上で、たこ漁を操業中の僚船が見つ
け所属漁業協同組合を通じて、秋田海上保安部に通報すると
ともに、炎上している漁船に向かい火災船の乗組員1名を移
乗させて救助しました。
　また、同海域付近において操業中であった、北浦救難所の
救助船第三千勝丸（4.9トン）、広進丸（4トン）及び畠救難
所の救助船第八金宝丸（4.5トン）等9隻の救助船の救助員
13名が火災に気付くや、直ちに火災船の救助に向かいました。
　なお、現場到着時には火災船から乗組員は救助されていた
ため、火災船の監視警戒を行いつつ、消火活動を行ったが、
火災船は午前11時26分頃、沈没した。

　平成29年12月9日、午後5時頃、京都府宮津市沖合
の栗田湾に設置された定置網にプレジャーボートが乗
揚げ、航行不能となったことから118番通報で救助を
求めた。
　同通報を受けた宮津海上保安署は、直ちに宮津・与
謝救難所に出動要請を行い、出動要請を受けた同救難
所は直ちに救助船「第十八田井丸」「第十六田井丸」の
2隻を出動させ、現場海域において海上保安官2名が救
助船に乗船し、定置網からの引き降ろし作業を実施後、
救助船が横抱きして午後6時50分頃、入港、救助完了した。

　平成29年12月18日、午後2時頃、福岡県西部の
糸島半島から北西に約4キロメートルの玄界灘にあ
る糸島市志摩姫島所在の姫島漁港において釣り人1
名が消波ブロックの間に転落するのを糸島
市市営渡船「ひめしま」の船員が目撃、同
船員から通報を受けた姫島救難所は、直ち
に救助船「姫島丸」に救助員を乗船させ出
動した。
　午後2時10分頃、消波ブロックの隙間の海
面に浮かんでいた釣り人を発見し、ロープに
より岸壁上まで引き上げ、同人を救助した
のち、救助船「姫島丸」により糸島市志摩
岐志町岐志漁港まで搬送し、午後4時頃救急
車に引継いだ。

　平成30年3月11日、午前10時15分頃、消防からの
連絡を受けた、いとう漁業協同組合八幡野支所長から
伊東救難所に対し、「八幡野にある大灘から人が海中
に転落した。沖合い50メートルで仰向けに浮いてい
る。」との通報があり、出動要請を受けた伊東救難所は、
午前10時30分頃、所属の救助船「第二赤沢丸」（2.6
トン）に救助員2名を乗船させ、現場向け出港させた。
　午前10時40分頃、現場海域において消防隊員の誘
導により海面に浮いている転落者を発見、同人の意識
があったことから救助員がロープ付の救命浮環を投げ
て同人に掴まらせ、救助船に梯子をかける等して乗組

1

島根県水難救済会
出雲救難所日御碕支所

機関故障で漂流中のボートを暗夜の中、
迅速に発見救助
　平成30年1月7日、午後5時頃、島根県出雲市大社町日
御碕の約1海里沖合で釣中のゴムボート（長さ3メートル、
1名乗組み）が機関故障となり、境海上保安部に救助を要
請。同保安部は巡視艇を発動するとともに、出雲救難所
に出動要請を行い、要請を受けた同救難所日御碕支所か
ら直ちに救助船「幸漁丸」「海人丸」の2隻が出動した。
　救助船2隻は、救助要請の通報時には同ゴムボートの位
置が把握できたものの、ゴムボート乗組員の携帯電話の
バッテリー切れにより連絡不能となったうえ、午後5時頃
に日没となったため捜索困難な状況下、暗夜の中、微弱
なレーダー反応と地元の海を知る地の利を生かし、漂流
方向などを推測して捜索を行ったところ、捜索開始から約
1時間30分後に通報された遭難位置から北北東約1海里付
近で漂流中のゴムボートを発見、無事救助した。
　なお、同海域は、出雲日御碕の複雑な海岸地形と沖合
の対馬海流から、漂流の予測が困難であるとともに、境
海上保安部と浜田海上保安部の狭間の海域となっている。

2

3

4

5

海難現場となった姫島漁港内防波堤の
消波ブロック

救助にあたった救助船「姫島丸」

炎上する漁船

救助されたゴムボート

救助にあたった救助船「幸漁丸」（写真上）及び「海人丸」（写真下）
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3

8

9

5

広島県

鳥取県

境海上保安部

海難現場 ×

◎

島根県

◎
　　　　浜田海上保安部

出雲救難所日御碕支所

出雲救難所
（島根県水難救済会）

員が一致協力し、同人を救助船に引き寄せ、梯子を使
用して船内に揚収、直ちに救助船で八幡野漁港に向か
い午前10時50分頃、八幡野漁港において救急車に引
継ぎ、無事救助を完了した。
　なお、同人は1人で横須賀市から伊東市南部に位置
する八幡野の通称「大灘」といわれる岩場にて釣りを
行っていたものであるが、岩場にて釣り中に海に向け
て小用中のところ、突如背後から猪に襲われ高さ約7
〜8メートルの岩場から救命胴衣未着用で海に転落し
たものである。また、救急車からドクターヘリに引き
継がれ順天堂大学医学部附属静岡病院に搬送され、1
〜2週間の入院加療と診断された。
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9

新設救難所の紹介 海難救助の拠点となる、新たな救難所が新設されています。前回1月号
で宮城県水難救済会の2か所の救難所を紹介いたしましたが、今回は1
月号で紹介出来なかった平成29年12月に設置された1か所の救難所を
ご紹介します。
なお、紹介文は、地方水難救済会からご提供いただきました。

■宮城県水難救済会
◆網地島救難所
平成29年12月6日設立　所長以下10名
所在地　　宮城県石巻市長渡浜長浜72
　　　　　宮城県漁業協同組合網地島支所事務所内

　網地島救難所は、宮城県牡鹿半島先端部南側約3km
に位置する離島網地島に位置し、東には金華山が望ま
れ好漁場に恵まれた古くから漁業が盛んな地域でした。
　近年では地域の過疎化、漁業者の高齢化が顕著と
なっておりますが、Uターン、Iターン拘わらず新規参
入者を積極的に迎え入れる等の対策を講じながら大型
定置網漁業、ぎんざけ養殖漁業、漁船漁業を始めとし
た沿岸漁業が営まれております。
　東日本大震災では当地域でも甚大な被害を被り
ましたが、「地震が来たら次は津波」との言い伝
えに従い迅速に避難をした結果、島内では人的被
害がなかったことが幸いでした。
　全国からのご支援に支えられ震災復旧も大分進
み、島にも以前のようなにぎわいが戻りつつあり
ます。
　ご支援頂いた皆様には心より感謝申し上げます。
　このような中、多くの方々のご尽力を得て念願
であった網地島救難所を開設することができまし
た。
　漁業を生業とするうえで、過去には痛ましい海
難事故を何度か経験しておりますが、いずれの事
故もちょっとした不注意や些細なことが招いた悲
惨で重大な結果であったと思っております。
　過去の事例を踏まえて救命胴衣の着用徹底や安
全操業の実施を図ってきましたが、救難所設置を
契機とし、今後、益々海難防止に努めてまいりた
いと思います。

宮城県

石巻市◎

網地島救難所

静岡地区水難救済会
ICS救難所

茨城県水難救済会
久慈支部救難所

無人で旋回しているパワーボートを
停船させて救助

岸壁から転落した幼児と
救助にあたった母を救助

6 山形県水難救済会
加茂救難所

絡網し、転覆した漁船を救助
　平成30年3月19日、午前6時頃、山形県鶴岡市所在
の加茂港において漁船（0.5トン、1名乗組み）が刺網
漁中に網がプロペラに絡みエンジンが停止するととも
に波が船内に打ち込み浸水したため加茂救難所に救助
要請を行った。
　救助要請を受けた加茂救難所副所長は自己所有の救
助船「正徳丸」（0.4トン）に救助員1名を乗船させ午
前6時50分頃出港。7時現場着、同船乗組員を救助船
に揚収し、救助した。その後、救難所長に連絡ののち、
7時35分から船体の救助に向かったが、船体は転覆し、
船体に絡まった網がテトラポッドに繋がった状態と
なっていたので、通報を受け出動してきた救助船妙見
丸（2.8トン）及び月山丸（0.4トン）が協力し繋がっ
た網をテトラポッドから切断した後、8時40分頃から
曳航開始し、10時頃加茂港に曳航救助した。

7 三重県水難救済会  鳥羽・伊勢地区
海難救助連絡協議会救難所  浦村支所

機関故障で漂流していた
プレジャーボートの乗組員を救助
　平成30年4月22日、午前7時頃、鳥羽市浦村漁港を
出港し、鳥羽市所在の三ッ島漁場向け航行中の救助船

「城山丸」（3.1トン）が午前7時20分頃、安乗崎灯台
の東北東約6.5キロメートルの海上（鳥羽港沖の誓願
島の南東）を通過する際、プレジャーボートに乗って
いる男性2名が手を振って救助を求めているのを視認。
直ちに同船に接近したところ、航行中に流木と衝突し
てエンジンの「ドライブ装置」が損傷し、また、若干
の浸水もあることから航行不能になっていることが判
明した。救助員は直ちに同船の曳航を開始し、鳥羽港
まで曳航、午前7時55分救助を完了した。

10 ゴールデンウイーク期間中に全国で12件出動し17名、6隻を救助
　本年4月28日〜6日のゴールデンウィーク期間中に、
地方水難救済会の救難所が9件の船舶海難と6件の人
■船舶海難　９件　14名
　漁船……………………機関故障１件　救助２名１隻
　　　　　　　　　　　転覆　　１件
　プレジャーボート……機関故障３件　　　６名３隻
　　　　　　　　　　　転覆　　１件　　　２名１隻
　　　　　　　　　　　未帰還　１件
　ミニボート……………機関故障１件　　　２名１隻
　　　　　　　　　　　転覆　　１件　　　２名１隻

■人身事故　６件　４名
　陸上から落水（一般人）３件　救助２名
　潜水中の事故（一般人）２件　　　１名
　病気　　　　（漁業者）１件　　　１名

身事故事案に出動し、18名と7隻を救助した。主な概
要は次のとおり

　平成30年5月1日、午後3時3分頃、静岡県伊豆網代
港北防波堤灯台から真方位4.2度約0.8海里の海上で
熱海方面から猛スピードで海面を航走してきたパワー
ボート（6.6トン、5名乗組み）が猛スピードのまま急
旋回後、白煙を出しながら低速で旋回しているのを陸
岸にて目撃したICS救難所の救助員は、直ちに救助が
必要と判断し、救助船NEE SEA（5トン未満）に救助
員3名が乗船し午後3時12分伊東サンライズマリーナ
を出港、救助に向かった。
　午後3時15分、現場に到着、既に救助活動を実施し
ていた海上自衛隊の救難艇が海中転落者4名を引き揚
げ救助、救助船NEE SEAは海中転落した船長1名を揚
収救助した。その後、救助船は旋回しているパワーボー
トに接舷し、午後3時15分頃救助員1名と同船の船長
が移乗し、エンジンを停止させたうえ、伊東サンライ
ズマリーナまで曳航、救助完了した。

　平成30年5月10日午後5時頃、日立市河原子町所在の
河原子港内の岸壁基部付近で自転車に乗り遊んでいた
幼児が海中へ転落するのを見た母親がすぐに駆け寄り
海中に飛び込み子供を助けようとしたが、岸壁上に引き
揚げることができないでいるのを、同岸壁で翌日の漁の
準備をしていた救助員2名が目撃。直ちに現場に赴き救
助員1名が海中に飛び込み、もう1名の救助員は岸壁上
からロープ付きの浮体を投げ、親子と救助員の全員を
浮体に掴まらせたのち、海中の救助員が幼児を抱きかか
え、岸壁にいた救助員に引渡した。その後、母親も救助
員の補助のもと岸壁上に引き揚げ無事救助した。

　東日本大震災から 7 年が経過しましたが、未だ完
全なる地域の復旧復興がなされていない中、最も甚
大な被害を受けた石巻市に寄磯救難所（平成 29 年
10 月 1 日設立）、石巻湾救難所（平成 29 年 11 月
1 日設立）に続き、今回、ご紹介した網地島救難所
の計 3 箇所の救難所を宮城県水難救済会は設立され
ました。
　日本水難救済会といたしましても、本会の目的と

する宮城県沿岸海域の海難救助拠点の充実・強化に
努めていただいていることに対しまして大変感謝い
たしております。今後、地域の復旧復興が早期に進
んでいくことはもちろんの事、救難所に所属されて
おられます救難所員の皆様方におかれましては、安
全第一で、沿岸海域における水難救済活動にご尽力
をいただけますようよろしくお願いいたします。

（公益社団法人　日本水難救済会　事務局）

網地島救難所の皆さん


