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マに6グループに分かれ、生徒同士
でバディーを組んでAEDの取扱い
などを体験。生徒がお互いに声を掛
け、救助しようとする姿が印象的で
した。

ボランティアスピリットの継承のために

水難救済思想の普及活動レポート
　（公社）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。 

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。教室では海での安全意
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。

　平成23年度は全国79カ所でボラ
ンティア教室が開催され、8,854人
の小中学生が参加しました。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。

（2）沖縄県立糸満青少年の家 
自然体験のリーダーを目指す30名
が溺者救助やAEDの取扱いを体験

　平成24年6月17日、糸満市の青
少年教育施設「沖縄県立糸満青少年
の家」において、自然体験活動指導
者の養成研修受講者30名を対象に、

「命を守る～救急救命～」と題したボ
ランティア教室を開催しました。
　教室では第十一管区海上保安本部
やNPO沖縄ライフセービング協会、

■（公社）琉球水難救済会

5月末～ 7月上旬にかけ、
県内3カ所でボランティア
教室を開催

（1）沖縄県立沖縄水産高校 
「目の前で想定外の事が起こった
時に何ができるか」をテーマに訓練

　平成24年5月25日、糸満市の県立
沖縄水産高校で、女子生徒を含む1年
生48名の参加のもと開催しました。
　琉球水難救済会浅野貞雄常務理事

国立沖縄青少年交流の家の協力を得
て、救命救急法や溺者救助、レス
キューチューブなど資器材
の使用、心肺蘇生法、AED
の取扱い方法など、幅広い
項目について訓練が行われ
ました。受講者からは「救命
救急法を学んだことはあっ
たが、定期的に学習するこ
とが大切だと改めて知った」

「こうした啓もう活動の必要

が講師となり海上における救難体制
の歴史について講話するとともに、
第十一管区海上保安本部やNPO沖
縄ライフセービング協会の協力を得
て、事故に遭わないための心構えな
ど安全講話のビデオ上映や、心肺蘇
生法などの救助訓練を行いました。
訓練では「目の
前で想定外の
ことが起こっ
た時に何がで
きるか」をテー

性をもっと広めていくべき」など、さ
まざまな感想が寄せられました。

■大阪府水難救済会

保育園児を対象に、溺者
救助と救命胴衣着用体験
を実施

　平成24年7月13日、泉南郡岬町
の岬町立淡輪保育所にて、児童、保
育士、保護者の計38名に対してボラ
ンティア教室を開催。第五管区海上
保安本部関西空港海上保安航空基地
のご協力により、職員に講師として
参加していただきました。
　教室では海浜事故防止の説明のほ
か、ペットボトルを利用した溺者救
助方法や、救命胴衣の着用体験を実
施。そして、救命胴衣着用の促進と、

着用時の注意などについて説明が行
われました。 

（３）那覇市立石嶺小学校 
小学3年生40名が、離岸流や
ライフジャケット着用を体験

　平成24年7月17日、那覇市の石
嶺小学校3年生を対象に開催しまし
た。参加者は生徒40名、教諭6名の
ほか父母40名でした。
　NPO沖縄ライフセービング協会や
第十一管区海上保安本部那覇航空基
地機動救難士の協力を得て行われま
した。最初に、生徒の心を解きほぐ
すため体育館で海の安全講習ゲーム
が行われ、続いてプールで離岸流の
体験や、ライフジャケット着用によ
る浮力体験が行われました。教室で
はシュノーケルの注意点などについ

ての講習もあり、参加者は皆、真剣
に耳を傾けていました。

■NPO長崎県水難救済会

長崎ペンギン水族館指導
員に「海浜事故に遭遇した
場合の救助方法」を実演

　平成24年5月30日、長崎市宿町
の長崎ペンギン水族館にて「若者の
水難救済ボランティア教室」を開催。
参加者は、ペンギン水族館指導員の
30名です。
　講師には長崎海上保安部2名を招
き、水難救済会講師3名とともに園
内での注意事項やカッター体験によ

る注意事項などを講義したほか、心
肺蘇生法とAEDの使用法など、海浜
事故に遭遇した場合の救助方法につ

いて実演を行いました。



海難救助訓練ほか
　平成23年度は、全国42の地方水難救済会において、延べ319の救難所、支所から4,509名
の救難所員が参加して実地訓練が行われました。

NPO長崎県水難救済会　孤立者救助訓練の様子

遭難者を消防に引き渡す 警備艇ふくえが救助した遭難者を第三友栄丸が引き継ぐ
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NPO長崎県水難救済会 

海浜事故対策訓練を実施

　平成24年7月6日、五島海上保安
署、五島警察署、五島市消防本部お
よび長崎県水難救済会の合同で訓練
が実施されました。「五島市六方海水
浴場沖合海域において、男性遊泳者
１名が行方不明になったとの通報が
一般市民より寄せられた」との想定
のもと、捜索救助要請の情報伝達と
行方不明者捜索について訓練を行っ
たものです。
　 水 難 救 済 会 所 属 の 第 三 友 栄 丸

（0.9t）乗組員の携帯電話に五島海上
保安署より直接伝達が行われ、通報
を受けた警備艇ふくえと巡視艇みね
かぜ、第三友栄丸が救助海域に急行。
警備艇が行方不明者を発見、その後

部から第三友栄丸が行方不明者を引
き継いで六方海水浴場に向かい、待
機していた救急車へ引き渡して、訓
練終了となりました。

（２）札幌真駒内リトルシニア球団
野球チームの中学生65名が
心肺蘇生法を学ぶ

　平成24年2月35日、厳冬の札幌市・
札幌真駒内リトルシニア球団の室内
練習場で、硬式野球選手の中学生65
名参加のもとボランティア教室を開
催。第一管区海上保安本部の職員が講
師となり、ダミー人形を使用した心肺
蘇生法の講習が行われました。
　北海道漁船海難防止・水難救済セン
ターでは、今後もこうしたスポーツ団
体等を対象にボランティア教室を開
催し、広く水難救済ボランティア思想
の普及を図りたいと考えています。

■新潟県水難救済会

海浜事故防止を呼びかけ
るとともに、救助法や落
水時対応を伝授

　平成24年7月13日、新潟市立白
根第一中学校より要請を受け、ボラ
ンティア教室を開催しました。参加
者は1年生と教員の合計173名で
す。新潟海上保安本部のご協力によ
り、職員に講師として参加していた
だきました。

　教室では離岸流
などの説明のほか、
海浜事故の防止に
ついてスライド説
明を行い、プール
にて背浮きやペッ
トボトルを使った
浮 力 確 保 の 練 習、
救命胴衣着用体験
や落水時対応の展
示訓練などが実施
されました。

■（公社）北海道漁船海難防止・水難救済センター

各地で積極的に教室を開催。
スポーツ団体へのボラン
ティア思想普及も図る

（１）小樽市立西陵中学校
中学生が、膨張式救命いかだの
乗船や心肺蘇生法に挑戦

　平成23年11月30日、小樽市の
小樽市立西陵中学校にて、中学生82
名の参加のもとボランティア教室を
開催。第一管区海上保安本部のご協
力により、職員に講師として参加し
ていただきました。
　教室では膨張式救命いかだの展示
と乗船体験が実施されたほか、ライ
フジャケット着用の必要性や心肺蘇

生法についての講習も行われまし
た。心肺蘇生法については初めて体
験する生徒も多く、少し照れながら
も真剣に取り組んでいました。小樽

市内ではここ数年、市内中学校を対
象に毎年ボランティア教室を実施し
ており、その意義が浸透してきたこ
とを感じています。



25 26

（公社）琉球水難救済会

水上オートバイによる
水難者の救助訓練を実施

（美々ビーチ救難所員）

　無事故で設立1周年を迎えた糸満
市の美々ビーチ救難所では、4月5
日、救難所員、ライフセーバー等
19名参加のもと、初の救助訓練を
実施。NPO沖縄ウォーターパトロー
ルシステム（ＯＷＰＳ）の音野太志理
事長に指導を行っていただきまし
た。ＯＷＰＳは特に水上オートバイ
を使用した救助技術で高い評価を受

地域のさまざまなリスクを
想定した訓練を展開

（恩納・読谷地区救難所合同）

　平成24年6月28日、名護市かり
ゆしビーチ前面海域において合同訓
練を実施。恩納・読谷地区救難所員
のほか、海上保安本部、沖縄ライフ
セービング協会、恩納村ダイビング
協会、警察、消防署から40数名が
参加しました。
　当日はこの年最高の気温を記録。
快晴の中、心肺蘇生やＡＥＤ操作法、

けており、今回の訓練でもその技術
が遺憾なく発揮されました。
　訓練は、遊
泳区域の監視
や、水難者の
発 見 か ら 出
動、そして人
力における救
助と水上オー
トバイを使っ
た救助など、
充実した内容
で3時間にわ
た っ て 行 わ

エピペン＊の使用方法な
どを学んだ後、水上オー
トバイやライフスレッ
ドを使用した救助、レス
キューチューブを使用
した自力泳法による漂
流者の救助などの訓練
が展開されました。
＊海中の有毒生物やハチの刺傷、
食物アレルギーなどによる緊急補
助治療に使用される医薬品。

れ、救難所員の救助技術と意識向上
を図ることができました。

岡山県水難救済会

海難救助の流れに沿って、
各人が担う役割を再確認

（岡山ライフセービングク
ラブ救難所）

　平成24年6月23日、渋川海水浴
場において、日本赤十字社岡山支社、
玉野市消防本部および玉野海上保安
部の指導協力を得て、溺者事故を想
定した訓練を行いました。
　海難情報伝達に始まり、溺者救助、
搬送と訓練を展開。海水浴場が運営
されている間、常駐している日本赤
十字岡山県支部の看護師とともに心
肺蘇生訓練も行いました。
　今回の訓練により、意思の疎通や
役割分担について各人が再確認する

とともに、水難救済会の活動と水難
事故防止の意識を広く県民の皆様に

周知することができました。 

救助した溺者を担架で搬送

水上オートバイを使用した救助方法を確認

心肺蘇生法を改めて学ぶ

救命索発射器操法訓練

大規模地震発生により
孤立した者を
ゴムボートで救助

（災害発生時の支援訓練） 

　平成24年5月23日、長崎県戸石
町で防災関係機関との合同による長
崎市総合防災訓練が行われました。
これは地震や大雨等の災害発生時に
迅速かつ的確な防災活動を実施する
ため、「橘湾を震源に震度６弱の地
震が発生し、長崎市東部沿岸で家屋
倒壊やがけ崩れ、火災などが発生し

た」との想定により実施されたもの
です。 
　潜水士の緊急搬
送 や 海 中 溺 者 救
助、孤立者救助、
長距離送水などに
つ い て 訓 練 を 展
開。孤立者救助で
は、ゴムボートで
孤立者を救助する
際に近距離もやい
銃を発射してライ
フラインを設ける

など、本番さながらの訓練が行われ
ました。

（公社）北海道漁船海難防止・
水難救済センター

全道の漁業関係者に、
改めて海難防止を
呼びかける（全道大会）

　平成24年6月26日、浦河町浦河
港北埠頭において、第一管区海上保
安本部の協力と浦河海上保安署の指
導のもと、平成24年度全道大会を2
年ぶりに実施。救難所員・来賓・
関係者を含め、総勢800余名
が参加しました。
　全道の漁業関係者に海難防
止を呼びかけるとともに、火
災と浸水を想定した総合訓練

に浦河救難所が取り組み、第一管区
海上保安本部・函館航空基地所属の
ヘリコプターによる負傷者吊上げ訓
練が披露されました。このほか、救
命胴衣の着用啓発講演や、ゴムボー
ト操法・救命索発
射器操法・心肺蘇
生法の3種について
救難技術競技を行
いました。

　競技で総合優勝した静内救難所の
坂尻所長は、「日頃の訓練の成果を
発揮することができた。これを機に、
さらに救助訓練に精進したい」と語
りました。 

救命索発射の訓練も行う

ゴムボート操法の競技も展開訓練終了後の講評

函館航空基地所属のヘリによる負傷者吊上げ訓練

心肺蘇生法の技術を確認

火災船救助訓練及び浸水船救助訓練
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鹿児島県水難救済会
東串

く し ら

良町救難所 
平成24年6月1日設立　所長以下141名
鹿児島県肝属郡東串良町川西1543
東串良町役場

　東串良町は人口7千人余りの小さな
町で、総面積が約27.69平方km、九
州大隅半島のほぼ中央東端にあり、肝
属平野に抱かれた町内は傾斜地がな
く緩やかで、平坦な地形となっていま
す。日向灘を回流する黒潮の影響を
受けて、比較的温暖な気候に恵まれて
います。年間平均気温は17 ～ 18℃
前後で、年間平均降水量は2,500ｍ
ｍ前後。このような特徴から、本町
は古くから施設園芸と超早場米の一
大産地となっています。
　東串良町の歴史を紐解くと、そのむ
かし、串良郷と称して13カ村を包括
していましたが、明治22年4月の市
町村制施行により串良川を境に西串
良村と東串良村とに分村されました。
村制の施行以来、明治・大正・昭和
にかけて東串良村は産業・経済・教育・

交通など時代とともに発展し、昭和7
年10月の町制施行に伴い、現在の「東
串良町」が誕生しました。
　この地域はむかしから海と関わり
が強く、本町を流れる肝属川河口は
天然の良港として栄え、中国との文
化・交流が盛んで外国貿易の根拠地で
あったとも伝えられています。明治維
新後も沖縄や西南諸島との交易があ
り、大正時代には大阪商船が週２回
寄港し、旅客や貨物の輸送が行われ
ていました。昭和になり、物流の変
化によって往時の面影は消えました
が、代わって柏原海岸沖合500mに
国家石油備蓄基地が建設されて大型
タンカーが入航するようになり、新
たな名所となっています。
　近年、沿岸部を取り巻く海上交通
の環境はますます複雑・多様化して
きていることから、水難および船舶
事故による人命救助と安全確保を目
的として、鹿児島海上保安部および
鹿児島県漁連のご協力のもと町内関
係団と協議を進め、東串良町や東串

良漁業協同組合、東串良町消防団を
中心として、鹿児島県内では43カ所
目となる東串良町救難所を、救助員
141名体制で平成24年6月1日に設
立しました。
　今後も関係機関との連携を図り、迅
速かつ安全に救助活動を行うことを
目指します。そしてより一層海難救
助体制を充実させ、「安全な東串良町
の海」の実現を図ってまいります。

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３箇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。

広島県水難救済会
広島ベイマリーナ
レスキューステーション 
平成24年４月1日設立　所長以下７名 
所在地：広島県広島市南区元宇品町４２－１６

（株）広島ベイマリーナ

　瀬戸内海西部にある広島湾は四季
を通じて穏やかで、多島美を誇る海
域です。フィッシングやクルージング
など多種多様なマリンレジャーを楽
しむ愛好家が多く訪れ、年間を通じ
て海上交通が頻繁に行われています。 
広島ベイマリーナレスキューステー
ションは、広島湾の玄関と言われて
いる元宇品「広島グランドプリンスホ
テル・ひろしま海の駅」のすぐ隣に位
置しています。当レスキューステー
ションは海難事故防止のため所長以
下７名で救助体制を構成し、「水難事

鳥取県水難救済会
御
み く り や

来屋救難所 
平成24年6月1日設立　所長以下48名
所在地：鳥取県西伯郡大山町御来屋1101
鳥取県漁業協同組合御来屋支所 

　鳥取県大山町御来屋地区は県西部
に位置します。面前に広がる日本海
は、日本4名山の1つである大山から
の豊かな栄養分を含んだ水が流れ込
むため多種多様な魚を育む豊かな海
であり、古くから漁業や海洋レジャー
が盛んに行われています。
　しかし、これまで県西部には救難
所が1カ所しか存在しませんでした。
今回の御来屋救難所設置により、鳥
取県西部海域の海難救助と救援体制
が強化されることとなりました。
　新設された同救難所は、鳥取県漁

故の防止」「ライフジャケットの着用
啓蒙活動」を目標に掲げて、海の安全
に取り組んでまいります。

業協同組合御来屋支所協力のもと敦
賀所長ほか48名体制で鳥取県の海の
安全を守り、日々の水難事故防止に
努めてまいります。 


