
傷病者を吊り上げヘリコプターに収容 （写真上）、
ヘリコプター機内で医師による処置（写真下）

洋上救急活動報告
事業開始以来、平成30年6月30日までに
890件の洋上救急事案に対応しています。

　洋上救急事業は、全国健康保険協会や各諸団体から
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30年6月30日までに890件の事案
に対応してきました。
　これまでに傷病者923名に対し、医師1,159名、看
護師528名が出動し、診療や治療を行っています。

海上保安庁ヘリコプターによる、貨物船乗組員家族の搬送
平成30年6月12日　06：45発生

南西諸島海域の大型客船乗客をヘリコプターに吊り上げ、加療しつつ病院に搬送
平成30年1月17日　04：00発生

　平成30年6月12日午前6時45分、航行中のインド船籍貨物
船内で乗組員家族が意識不明になっているため、早急に医療
機関へ搬送したい旨の洋上救急要請があった。天候不良によ
り、ヘリコプターによる救助が困難になる可能性も視野に入れ、
航空自衛隊秋田救難隊に災害派遣要請を打診し、医師1名を秋
田救難基地に向かわせた。その後、天候の回復により秋田空港
にて第二管区海上保安本部仙台航空基地ヘリコプターMH968
に医師を同乗させ、該貨物船から急病人を吊上げ救助し、秋
田空港にて救急車に引継ぎ、秋田赤十字病院へ搬送した。

　平成30年1月17日午前9時57分、航行中の大
型客船担当者から「本日午前4時頃、乗客が心臓
発作を起こし、スタッフの医師が救急措置を施し
ているが、一刻も早く下船させたいのでサポート
をお願いしたい」との無線連絡あり、該船のスタッ
フ医師、船長等と調整した結果、洋上救急の要請
があった。
　同日午後1時19分米盛病院ヘリポートから医師
1名、看護師1名を第十管区海上保安本部鹿児島
航空基地MH973に同乗させ、午後2時26分、患
者を吊り上げ収容し、午後2時57分米盛病院ヘリ
ポートにて病院に患者を引き継いだ。
【発生位置】	 横当島西72海里付近海域
【傷病者】	 男性66歳（アメリカ籍　客船乗客）
【傷病名】	 発作性心房細動
【出動医療機関】	 米盛病院（医師1名、看護師1名）
【出動勢力】	 第十管区海上保安本部鹿児島航空基地
	 ヘリコプターMH973【発生位置】	 秋田艫作埼灯台の西46海里付近海域

【傷病者】	 男性1歳（インド国籍　乗組員の家族）
【傷病名】	 誤嚥性肺炎の疑い
【出動医療機関】	 秋田赤十字病院（医師1名）
【出動勢力】	 第二管区海上保安本部仙台航空基地
	 ヘリコプターMH968
	 機動救難士2名

■洋上救急発生海域図
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傷病者吊上げの状況

救急隊への患者引継ぎ

救難ヘリコプターUH－60J内での医師による処置
（写真提供：航空自衛隊）

救難ヘリコプターUH―60J
（航空自衛隊ホームページより引用）

○総発生件数890件（昭和60年10月1日から平成30年6月30日まで）

航空自衛隊 救難ヘリコプターUH－60Jによる漁船乗組員の搬送
平成30年3月22日　08：39発生

　平成30年3月22日午前8時39分、沖縄県籍まぐろ漁
船船長から漁業無線局経由で、「乗組員1名の右下腿部
をかじきマグロの角が貫通したため、船員保険無線医
療センターから医療指示を受けたところ、『感染症の
可能性を払拭できないため、至急医師による治療が必
要である。』との回答があったことから洋上救急を要
請する。」旨の通報が第十一管区海上保安本部運用司
令センターに入った。
　発生海域が遠距離であることから航空自衛隊へ災害
派遣要請を行い、航空自衛隊救難ヘリコプターUH－
60Jに下地島診療所の医師1名が同乗し、同日午後1時
26分、宮古空港を離陸、午後2時52分、患者を収容し、
同日午後4時47分、宮古空港に到着し、患者を救急隊
へ引き継いだ。

【発生位置】	 宮古島から南南東450海里付近海域
【傷病者】	 男性22歳（インドネシア国籍　機関員）
【傷病名】	 右下腿部刺創及び貫通
【出動医療機関	 下地診療所（医師1名）
【出動勢力】	 航空自衛隊南西航空方面隊
	 救難ヘリコプターUH―60J
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海上保安庁ヘリコプターによる、タンカー乗組員の搬送
平成30年1月17日　04：00発生

海上保安庁巡視船、ヘリコプターによる、オイルタンカー乗組員の搬送
平成30年6月4日　05：25発生

　平成30年6月3日午後6時51分、千葉県野島崎沖を航行中
のタンカーの船長が両耳の痛み、目眩を発症、韓国メディカ
ルセンターに医療助言を仰いだところ、早急に医療機関へ搬
送が必要であると判断されたことから、同船から当庁に対し
洋上救急の要請があった。
　翌4日午前5時34分、横浜海上保安部巡視船あきつしま搭
載ヘリコプターMH690に医師2名及び特殊救難隊3名同乗
し、羽田航空基地を出発。
　同午前7時9分、MH690は巡視船あきつしまに着船。午前
8時18分、巡視船あきつしまを離船し、8時40分該船と会合。
午前9時2分、MH690に傷病者を収容のうえ、午前10時46分、
羽田空港に到着し、患者を救急隊へ引継いだ。

【発生位置】	 野島埼南東280海里付近海域
【傷病者】	 男性42歳（韓国籍　船長）
【傷病名】	 突発性難聴
【出動医療機関】	 日本医科大学付属病院（医師2名）
【出動勢力】	 横浜海上保安部巡視船あきつしま搭載
	 ヘリコプターMH690
	 特殊救難隊員3名
	 横浜海上保安部　巡視船あきつしま

　平成30年6月4日午前5時25分、根室納沙布岬東北
東沖約710kmの海上を航行中のオイルタンカー船長
より、「乗組員1名が右目を負傷したので救助要請する」
との連絡を受けた日本総代理店の担当者から午前10
時31分、「日本の医療機関医師より早急な治療が必要
である」旨、洋上救急の要請があり、釧路海上保安部
巡視船えりもが該船向け出港した。
　同日、午後1時40分、第一管区海上保安本部釧路航
空基地ヘリコプターMH909に医師1名、看護師1名が
同乗し、釧路航空基地を出発。午後2時、巡視船そう
やに着船。午後9時50分、巡視船えりもは船内に傷病
者を収容。
　同5日午前1時28分、巡視船そうや乗船の医師等は
沖合いにて巡視船そうや警救艇に乗船し、午前1時40
分、巡視船えりもに会合、移乗して患者への応急処置
を開始。同午前10時38分、巡視船えりもは釧路港に
入港し、医師等は救急車により市立釧路総合病院へ患
者を移送した。

【発生位置】	 根室納沙布岬東北東沖380海里付近海域
【傷病者】	 男性28歳（ロシア国籍　三等航海士）
【傷病名】	 右目負傷右瞼に腫れ、裂切、右目開眼不可
【出動医療機関】	 釧路孝仁会記念病院（医師1名、看護師1名）
【出動勢力】	 第一管区海上保安本部釧路航空基地
	 ヘリコプターMH909
	 釧路海上保安部巡視船えりも、巡視船そうや

巡視船えりも船内での医師による処置

ヘリコプター機内での医師による処置

羽田空港で救急隊員に引継ぎ

発生日時 発生位置 傷病者 状　　　　況

平成30年1月24日
（07:00）

小笠原父島西方海域
北緯　28度10分
東経139度55分

男性　64歳
機関長
日本

（傷病名）
急性心筋梗塞の疑
い

　平成30年1月24日午前7時頃、かつお一本釣漁船の機関長がめまい、胸
の痛み、左手麻痺を訴えたため、横浜掖済会より早急に医師の診断が必要で
あるとの医療指示を受け、洋上救急の要請に至った。午後1時5分、日本医
科大学付属病院の医師2名同乗の第三管区海上保安本部羽田航空基地所属飛
行機LAJ500が羽田を出発し、午後2時50分硫黄島到着。午後1時54分、
災害派遣要請を受けた海上自衛隊機UH－60Jにより該人吊上げ完了。午後
2時58分UH－60J硫黄島に到着し、午後3時30分、患者を医師に引継いだ。
午後3時45分、LAJ500硫黄島を出発し、午後5時43分羽田空港到着。東
京消防庁救急隊に引き継いだ。

平成30年3月10日
（09:18）

硫黄島北海域
北緯　26度13分
東経141度19分

男性　26歳
キャビンサービス
アテンダント
インド

（傷病名）
右上肢打撲　挫傷

　平成30年3月10日9時18分、航行中の客船乗組員が作業中に右上腕部
を骨折した疑いがあり、船医の判断により同船船長から洋上救急の要請があ
った。午後3時51分、日本医科大学付属病院の医師2名同乗の第三管区海
上保安本部羽田航空基地所属飛行機LAJ501が羽田を出発、午後5時50分、
硫黄島到着。午後5時11分、災害派遣要請を受理した海上自衛隊救難飛行
艇UH－60Jは傷病者収容完了。午後5時57分 硫黄島にてUH－60Jから
LAJ501へ患者を引き継ぎ、午後7時56分、羽田空港到着。東京消防庁救
急隊に引き継いだ。

平成30年5月13日
（17:40）

金 華 山 東 北 東275
海里付近海域
北緯　39度37分
東経147度30分

男性　28歳
船員
中国

（傷病名）
右大腿骨骨折
肺血栓塞栓症及び
脂肪塞栓症

　平成30年5月15日午後5時40分ころ、中国駐新潟総領事から第二管区
海上保安本部に対し、中国漁船乗組員が高さ約5 〜 6メートルの位置から転
落し、右大腿骨を骨折している様子であり、容態が逼迫していることから、
救助を要請する旨の連絡があった。傷病者を、当該漁船から冷凍運搬船に乗
せ替え、仙台港に向かわせるとともに、横浜保土ヶ谷中央病院から医療助言
を受け洋上救急の要請に至った。13日午前4時24分、第二管区海上保安本
部仙台航空基地所属ヘリコプターMH965に仙台医療センター医師1名、看
護師1名が同乗し同基地を出発。午前5時24分、MH965は巡視船くりこ
まに着船し、医師等降機したのち午前7時50分、MH965に漁船から傷病
者を収容し、午前8時14分、巡視船くりこま再び着船、傷病者をくりこま
乗船の医師に引継いだ。午前9時15分、MH965傷病者、医師等が同乗し、
巡視船くりこまを離船し、午前10時21分　仙台航空基地着、患者を岩沼市
消防本部救急隊に引継いだ。

平成30年5月22日
（19:52）

喜屋武岬から北北西
78海里付近海域
北緯　27度17分
東経127度06分

男性　35歳
機関長
日本

（傷病名）
急性腹膜炎の疑い

　平成30年5月22日午後7時52分まぐろ漁船船長から、漁業協同組合経
由で「乗組員1名が、腹痛・吐き気を訴えており、横になると息ができない
状態である」と通報があったため、東京高輪病院の医療指示により洋上救急
要請に至った。同日午後11時30分沖縄赤十字病院医師等2名同乗の第十一
管区海上保安本部那覇航空基地所属ヘリコプターMH974が同基地を出発
し、23日午前0時33分巡視艇なごづきに移乗した傷病者を吊上げ収容後、
那覇航空基地に到着。患者を救急隊に引継いだ。

■その他の主な洋上救急の状況

■洋上救急年度別出動実績
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洋上救急慣熟訓練
　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、洋上救急事業では全国各地で慣熟訓練を
行い、多数の医師、看護師に訓練に参加して頂き、航
空機等に実際に搭乗して機内の状況、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、実際の出動に備えています。
　今回は、前回紹介できなかった平成29年11月から
本年6月末までに、慣熟訓練が開催された石垣地区（沖
縄地方支部）、大阪地区（関西・四国地方支部）、長崎
地区（北部九州地方支部）、八戸地区（東北地方支部）、
米子地区（日本海西部地方支部）、神戸地区（関西・
四国地方支部）の6地区（医療機関18機関、医師22名、
看護師30名参加）の洋上救急慣熟訓練の模様を紹介い
たします。

ヘリコプターから患者の輸送訓練 ヘリコプター機内での応急処置の訓練

（H29.11.29実施）石垣地区 （沖縄地方支部）

航空機内での応急処置の訓練 訓練終了後の検討会の様子

（H29.12.8実施）大阪地区 （関西・四国地方支部）

訓練終了後に参加者の記念撮影巡視船内での洋上救急概要説明

（H30.1.25実施）長崎地区 （北部九州地方支部）

傷病者吊上げ作業の説明 訓練終了後に参加者の記念撮影

（H30.2.18実施）八戸地区 （東北地方支部）

小型医療器具、資機材等の確認

（H30.2.19実施）米子地区 （日本海西部地方支部）

巡視船内での洋上救急概要説明 吊上げ時の傷病者の状況確認

（H30.2.22実施）神戸地区 （関西・四国地方支部）

ヘリコプター機内での応急措置の訓練
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「洋上救急功労」で会長表彰を受章された方々

　平成30年1月から6月までの間に行われた洋上救急支援協議会等の活動状況等を紹介します。
　本年１月から６月末までに次のとおり各地区洋上救
急支援協議会の総会が開催され、それぞれ、平成29年
度の活動状況等事業報告等のほか、平成30年度の事業
計画や役員の選任等について審議されました。
　また、総会後には洋上救急功労者の会長表彰が行わ
れるとともに、懇親会が開催され、意見交換が行われ
ました。

　なお、日本水難救済会から、道南地区、道東地区、
日本海西部地区には菊井常務理事、沖縄地区、北部九
州地区洋上救急支援協議会には向
田理事長が出席し、洋上救急功労
者の会長表彰を直接行いました。

 中央及び地方支部の活動状況等

中央洋上救急支援協議会第33回通常総会等が開催されました

各地区洋上救急支援協議会の総会等が開催されました
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　平成30年6月26日、東京・平河町の海運ビルにおいて、中央洋
上救急支援協議会第33回通常総会が開催されました。
　開催にあたり、（公社）日本水難救済会相原会長の挨拶及び中央
洋上救急支援協議会　重	義行会長の挨拶ののち議案の審議となり
ました。議案は、
　第1号議案「平成29年度事業報告について」
　第2号議案「平成29年度収支決算について」
　第3号議案「平成30年度事業計画について」
　第4号議案「平成30年度収支予算について」
　第5号議案「役員の選任について（任期2年）」
をテーマに審議され、それぞれ異議なく承認されました。
議案審議ののち、連絡事項として
　⑴	平成30年度の日本財団への助成申請等について
　⑵	洋上救急の年度別出動実績等について
　⑶	中央洋上救急支援協議会「幹事」「顧問」の交代について
　⑷	洋上救急功労者の表彰実績等について
の報告がなされ、その後、来賓の中島敏海上保安庁長官から
ご挨拶をいただき、総会を終えました。
　なお、通常総会終了後には、公益社団法人日本水難救済会
相原会長から洋上救急功労者の表彰式が行われました。

＜団体表彰：金色有功表彰＞
　東海大学医学部付属病院（出動回数6回）

＜個人表彰：金色有功表彰＞
　東海大学医学部付属病院
　　医師　櫻井	馨士氏
　　医師　福嶋	友一氏
　日本医科大学付属病院
　　医師　五十嵐	豊氏
　　　いずれも、出動回数3回

団体表彰を受章された東海大学医学部付属病院
病院長　飯田政弘氏

個人表彰を受章された東海大学医学部付属病院　櫻井医師（写真上左）、福嶋
医師（写真上右）、日本医科大学付属病院　五十嵐医師（写真左下）

洋上救急支援協議会の様子
ご挨拶をする協議会  重 会長（上）

ご挨拶をいただいた　
中島敏海上保安庁長官

東海大学医学部付属病院で受章された方 （々中央が病院長飯田政弘氏）

■平成29年度道南地区洋上救急支援協議会
　（平成30年1月24日　18時〜フォーポイントバイシェラトン函館）

■平成29年度沖縄地区洋上救急支援協議会
　（平成30年3月13日　14時〜

沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ）

総会の模様、写真左は日本水難救済会菊井常務理事の挨拶

総会で挨拶を行なう日本水難救済会向田理事長

総会終了後に日本水難救済会会長表彰を行いました。団体表
彰を受章された沖縄県立南部医療センター・こども医療セン
ターの代表（写真右）と個人表彰を受章された南部徳洲会病院
医師　原田宏氏（写真左）との記念撮影

日本水難救済会向田理事長から支援協議会副会長 山田浩一朗氏に永年在職
の会長表彰を行ないました。

■平成29年度道東地区洋上救急支援協議会
　（平成30年2月15日　18時〜ANAクラウンプラザホテル釧路）

総会の模様、来賓席写真右は第一管区海上保安本部工藤次長、写真左は日
本水難救済会菊井常務理事

■平成29年度日本海西部地区洋上救急支援協議会
　（平成30年2月19日　13時15分〜米子コンベンションセンター）

総会の模様、写真左は挨拶する日本水難救済会菊井常務理事

■平成30年度北部九州地区洋上救急支援協議会
　（平成30年6月28日　13時〜旧大連航路上屋）

総会の模様
個人表彰を受章された五十嵐豊氏
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日本三景の一つとして有名な「天の橋立」

１ 設立年月日
	 平成11年7月9日

２ 所在地
	 〒624－0914
	 京都府舞鶴市下安久557－18
	 舞鶴ダイビングスポーツ内
	 ☎0773－76－5557
	 ◎交通案内
	 　・公共交通機関
	 　　JR舞鶴線　西舞鶴駅下車　車で約10分（2.19km）

３ 役職員の数
	 会　長　吉本　幸男（F・BIT代表取締役社長）
	 副会長　大西　丈朗（舞鶴ダイビングスポーツ社長）
	 その他の役員4名（専務理事1名、理事3名）

４ 沿革・歴史等

５ 救難所・支所の数（平成30年3月末現在）

　救難所：5箇所　支所11箇所
　救難所員数335名

平成10年	3月11日	 福井・京都地区スキューバーダイビング安全対策協議会のメンバーにより	
	 	 舞鶴DSCC救難所を設置し、舞鶴救難所として活動開始
平成11年	2月		5日	 マリンレスキュー網野救難所設置
	 	 久美浜救難所設置
　　　　		7月		9日	 京都府水難救済会を設立
　　　　		8月10日	 宮津・与謝救難所設置
	 	 養老、伊根、新井崎、本所、栗田、宮津、朝妻、本庄、蒲入支所を設置
　　　　		9月		1日	 丹後町救難所設置
平成14年	3月28日	 舞鶴救難所に舞鶴、神埼、三浜、小橋、野原、田井、成生支所を設置
平成16年	7月		6日	 宮津・与謝救難所の養老、伊根、新井崎、
	 	 本所、栗田、宮津、朝妻、本庄、蒲入支所を廃止し、与謝海、阿蘇海、
	 	 宮津市漁協、伊根町漁協を設置

７ 主な保有資器材
救命胴衣80着、救命浮環10固、双眼鏡5固、防振双眼鏡2個、
トランシーバー10固、AEDトレーナー4式、
メガホン拡声器3台、安全帽10固、
強力ライト5個、簡易ベスト250着

８ 保有救助船
各救難所の救助可能船舶等　285隻

９ 活動状況
（1）救助実績（平成29年度）
　　救助出動回数4回　出動所員数11名　出動船舶数5隻
　　救助人数　　5名　救助船舶数　2隻　　
（2）海難救助訓練等の実施状況（平成29年度）
　　①実地訓練1回（マリンレスキュー網野救難所）
　　②合同防災訓練等3回
　　　・宮津・与謝救難所による旅客船事故対策訓練
　　　・舞鶴救難所による総合防災訓練及び旅客船事故対応訓練

10 主に力を入れている事業
（1）水難救済思想の普及
　	　海上保安部署と連携を密にして迅速な対応を図って海難救助活動をしている。
　	　また、京丹後市消防本部・京都府舞鶴警察署沿岸警ら隊舞鶴隊・海上自衛隊
舞鶴地方総監部・第八管区海上保安本部・京都府中丹広域振興局・舞鶴市等と官・
民合同海難救助訓練、総合防災訓練、災害派遣等運用訓練、旅客船事故対応訓
練等を実施し、救助所員の士気の維持に努めている。

（2）事故防止推進事業
　	　「FMたんご・FMまいづる」から海難防止啓発のPRを夏期の海水浴
シーズンに各局30回の読み上げを依頼し、水難事故防止に努めている。

（3）青い羽根募金事業
　	　府民の水難救済思想の普及啓蒙に向け、舞鶴海洋少年団・海上
保安庁・海上自衛隊と連携し、青い羽根募金活動に努めているほか、
「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17台：平成30年4月1日現在）

レスキュー41〜地方水難救済会の現状（シリーズ⑧）

　水難救済を通じて社会的要請に的確に応えていくための取り組みとして水難救済への思いを同じく
する仲間において情報を交換し、意識の高揚を図るために平成27年（2015年）1月から「レスキュー
41〜地方水難救済会の現状」として地方組織について紹介を開始しております。
　今回は、京都府水難救済会及び高知県水難救済会を紹介致します。

吉本　幸男 会長

京都府水難救済会の事務所となっている舞鶴ダイビングスポーツ

久美浜救難所による海難救助訓練（曳航訓練）の模様

京都府水難救済会

設置されている
支援自販機

海の安全教室（旧「若者のボランティア教室」）で
中学生に対し、AED使用方法説明

官・民一体となった防災訓練に参加（物資輸送訓練の様子）

６ 地域の特性等
　京都府北部、日本海側の海岸線は、福井県境から兵庫県境までの総延長315kmにわたっており、丹後半島をは
じめ舞鶴湾、若狭湾に囲まれた地形となっている。そして、その海岸線は東から若狭湾国定公園、丹後天橋立大江
山国定公園、山陰海岸国立公園に指定されており、リアス式の入り組んだ地形が織りなす風光明媚な景勝地が多く、
日本三景の一つ「天橋立」に代表される美しい砂浜に優れた自然景観を形成しています。
　夏には海水浴等の海洋性リクリエーションの場として、また、冬には海の味覚や温泉を楽しむ保養地として、地
元はもとより京阪神地方から多くの人々が訪れています。
　丹後地域（京丹後市、伊根町、与謝野町、宮津市、舞鶴市）は、
天橋立をはじめとする雄大な自然景観に加え、丹後王国をうか
がわせる遺跡、伊根浦舟屋群、ちりめん街道、舞鶴赤れんが倉
庫群などの歴史・文化的景観も見逃せない地域となっています。
　このような環境下、水難事故も多く、府下には第八管区海上
保安本部のほか舞鶴海上保安部や宮津海上保安署が設置され、
万全の救助体制が敷かれているが、丹後半島などの遠隔地や
暗礁海岸付近や定置網の設置場所付近での海難が発生した場
合には、救難所からも出動して救助機関と密接な連携のもと救
助活動にあたっています。

マリンレスキュー
網野救難所

久美浜救難所

丹後半島
京丹後市

宮津市

京都府 舞鶴市

丹後町救難所

宮津・与謝救難所

舞鶴救難所

京都府水難救済会
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１ 設立年月日
平成11年5月21日

２ 所在地
〒780－0870
高知県高知市本町1丁目6番21号
高知県漁業協同組合連合会内
☎088－823－1361
◎交通案内
・公共交通機関
　とさでん交通　はりまや橋電停　徒歩7分

３ 役職員の数
会　長　瀧澤　滿（高知県漁業協同組合連合会会長）
副会長　林　康弘（室戸岬救難所長）
その他役員　9名（理事7名、監事2名）

４ 沿革・歴史等

5 救難所・支所の数（平成30年3月末現在）

救難所：10か所　支所58か所
救難所員数　585名

高知県水難救済会

高知県水難救済会の事務局が入居する
高知県漁業協同組合連合会

乗揚げ船から乗員を救助

6 地域の特性等
　高知県は、太平洋を臨む海岸線が延長約713km
と東西に長く、県中央部に位置する浦戸湾周辺の平
野を除くと、ほとんどが厳しい自然環境により隆起
した海岸であり、県東部の室戸は、「世界ジオパーク」
に認定されています。
　県西部は、浦ノ内湾や須崎湾をはじめ沈降による
入り江が多く、四国最南端の足摺岬にかけてリアス
式海岸が続くなど、黒潮が打ち寄せる変化に富んだ
海岸線を有します。加えて、四万十川や仁淀川に代
表される清流が多くの生物を育みながら、太平洋に
流れ込み、豊かな水産資源に恵まれています。
　歴史上も坂本龍馬など数多くの先人・偉人を輩出しており、平成30年
10月には、「明治150年記念	第38回全国豊かな海づくり大会　森・川・
海かがやく未来へ水の旅	〜高知家大会〜」が開催されることとなってい
ます。

7 主な保有資器材
救命胴衣139着、安全帽81個、拡声器3個、双眼鏡9個、ガソリンポンプ1台、
救命索発射器1台、人工呼吸補助具10個、人工呼吸用携帯マスク60個、
AED5台、発電機5台、水中ライト4台、ヘルメット68個など

8 保有救助船
426隻

9 活動状況（平成29年度）
（1）救助実績
　　　救助出動件数　　　　4件
　　　救助員出動人数　　	11名
　　　救助出動船舶　　　　5隻
（2）海の安全教室
　　　高知市立小学校（3校…受講者378名）
（3）救難所員実地訓練
　　　①海難救助訓練及び
　　　　救命措置訓練
　　　　安芸救難所（参加人員136名）、
　　　　高幡救難所（参加人員17名）
　　　②衛星電話通信訓練

10 主に力を入れている事業
（1	）青い羽根募金支援自販機による寄附金は、各救難所の海難救助用物品
整備の充実を図り、海上保安部や地方自治体等関係機関の指導による海
難救助及び救援、救助資器材の取扱・操法習熟訓練に活用されているこ
とから、支援自販機設置の拡大を推進しています。

（2	）年1回の総会では、各救難所の代表や事務担当者が集まり、意見交換を
行うなど救難所の円滑な維持・活動を目指しています。

（3	）南海トラフ地震など大規模災害時において、海上における緊急輸送等
の災害復旧対策を確保するため、当会・高知県・海上保安部の三者で協
定を締結し、災害時の救援体制や被害状況等について把握することに
なっています。その際の連絡通信手段として、3救難所（室戸、宇佐、土
佐清水）、当会事務局及び県無線漁協に衛星携帯電話を設置しています。
　併せて、漁船への連絡を目的とした通信訓練を行うなど災害時の連絡
体制の構築を図っています。

漂流者救助訓練（高知中央救難所）

高知県水難救済会青い羽根募金 
支援自販機

救助船や巡視船からの物資輸送訓練を実施（宇佐救難所）

海の安全教室（ライフジャケット着用訓
練）の様子

近代日本の道を開いた幕末の志士、
坂本龍馬像（桂浜）

昭和13年	6月28日	 宇佐救難所設置
平成		6年	8月10日	 室戸救難所設置
	 	 室戸岬救難所及び同救難所に高岡、三津、椎名、佐喜浜町支所を設置
	 	 幡東救難所及び同救難所に中村市、佐賀、田野浦、上川口、伊田支所を設置
平成11年		5月21日	 迅速な救助が可能な体制の確立を図るため、関係団体等で構成する高知県水難救済会を設立
平成12年		4月		1日	 宿毛救難所及び同救難所に大海、小築紫、栄喜、内外ノ浦、宿毛市、藻津、沖の島、
	 	 沖の島渡船組合、高知県施網（現、施網）、沖の島海洋レジャー事業組合支所を設置
平成14年		4月		1日	 	大月救難所及び同救難所に龍ヶ迫、泊浦、安満地、一切、柏島、古満目、月灘、大浦、小才角、橘浦、

大月町渡船組合、大槻スクーバダイビング事業組合（現、大月ダイビング）支所を設置
平成15年		3月27日	 安芸救難所及び同救難所に穴内、伊尾木川北、下山救難支所を設置
	 	 土佐清水救難所及び同救難所に布、下ノ加江、以布利、窪津、三崎、下川口、具の川支所を設置
平成17年		9月		1日	 幡東救難所中村市支所を下田支所に名称変更
平成18年10月		1日	 高幡救難所及び同救難所に池ノ浦、久通、大谷、野見、須崎釣、須崎町、久礼、上ノ加江、
	 	 矢井賀、志和、興津支所を設置
平成19年		3月31日	 宿毛救難所宿毛市支所を廃止
平成20年10月		1日	 室戸岬救難所に甲浦、加領郷、田野町、安田町支所を設置
平成22年		8月		4日	 安芸救難所の穴内、伊尾木川北、下山支所を廃止
平成24年10月		1日	 住所移転に伴い幡東救難所の佐賀支所を入野支所に名称変更
平成27年		3月31日	 高幡救難所興津支所を廃止
平成27年		4月		1日	 高知中央救難所及び同救難所に手結、赤岡、春野町、御畳瀬、十市、浦戸、浜改田支所を設置

瀧澤　滿 会長

月の名所「桂浜」

宇佐救難所

宿毛救難所
大月救難所

土佐清水救難所

幡東救難所

高幡救難所

高知中央救難所

安芸救難所

室戸救難所

室戸岬救難所

高知県

高知県水難救済会


