
海難救助訓練ほか
　平成24年度は、日本水難救済会及び全国41の地方水難救済会において、延べ331の救難所、
支所から4,801名の救難所員が参加して実地訓練が行われた。

全道大会における救命索発射器操法訓練の模様（遠別救難所）

表彰式浸水船救助訓練 心肺蘇生法の訓練

スパインボードによる救助

心肺蘇生法とAED使用訓練

ゴムボート操法
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■(公社)北海道海難防止・水難救済センター　

「海難の未然防止の徹底」と「海難救助に
関する知識と技術の錬磨」（全道大会）

　平成25年6月26日、留萌の南に位置する増毛郡増毛
町増毛港中央埠頭において、平成25年度海難防止・水難
救済センター全道大会を実施。救難所員・来賓・関係者
を含め総勢600余名が参加した。全道の漁業関係者に海
難防止を呼びかけるとともに、増毛救難所による浸水船
救助と火災船救助を想定した総合訓練を行った。この他、
海難防止研修による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種の救難技術
競技が行われ、「増毛救難所」 が総合優勝した。

■（公社）琉球水難救済会
八重山救難所・与那国救難所

与那国島で初めての
心肺蘇生法等の合同訓練を実施

　平成25年4月10日〜 11日、与那国救難所（与那
国島）及び八重山救難所（石垣島）が合同で、石垣海
上保安部及び沖縄ライフセービング協会の協力を得
て、心肺蘇生法及びＡＥＤの取扱訓練を行った。
　与那国島は、琉球水難救済会を設立以来、琉球水
難救済会が初めて訪れた場所であり、初めて訓練が
行われた。これまで水難救済会の活動が周知されて
いなかったことから、今回の訓練を通して、心肺蘇
生法及びＡＥＤの必要性が理解され、迅速に対処で
きる海難救助活動に対する理解が深められた。　

■（公社）琉球水難救済会　ナガンヌ島救難所

本来の業務を実施中に溺者救助訓練を実施

　平成25年4月29日、沖縄県島尻郡渡嘉敷村ナガンヌ島において本来の
ビーチ業務を行いながら身近に起こりえる溺者事故を想定して、発生した
場合の各種救助器具を使用しての救助法及び救助後の搬送と心肺蘇生法の
訓練を実施した。

心肺蘇生法の訓練実施

ライフスレッドと水上バイクによる搬送
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■熊本県水難救済会 牛深救難所

乗揚船及び火災船の救助訓練を実施

　平成25年6月2日、熊本県天草市牛深町牛深港
にて牛深救難所の救難所員実地訓練を行った。
　この訓練には、所員のほか、天草海上保安署及
び天草広域連合南消防署の協力を得て、乗揚船救
助訓練及び火災船救助訓練が行われた。また、天
草海上保安署員から「海中転落者」に対して、身近
な物を利用しての救助及び海中からの引き揚げ方
法の展示訓練が実施された。

■香川県水難救済会

水難救済会発祥の地、
金刀比羅宮で指導者研修の実施

　平成25年8月3日、日本水難救済会の発祥の地
である「金刀比羅宮」において、香川地区指導者研
修が行われた。
　研修には、県内の各救難所から20 〜 30代の
若手救助員や講師等30名が参加。研修に先立ち、
金刀比羅宮御本宮で海上安全祈願を行うととも
に、青い羽根募金で整備したAEDの贈呈式を実施
した。
　また、帝国水難救済会創設者「琴

ことおかひろつね

陵宥常銅像」の
清掃奉仕を行い、水難救済会の設立に奔走した宥
常宮司の志を研修員一同確認した。
　その後、講師である巡視船くまの船長（元宿毛海
上保安署長）から過去の救助成功事例について講義
があり、引き続き、潜水士（元特殊救難隊隊長）等
により、 AEDを用いた心肺蘇生法等の実技指導が
行われた。
　本研修に参加された皆さんは真剣な眼差しで実
技に励み、大変有意義な研修となった。

消火用ホースによる引揚ゴムボートによる救出信号紅炎で合図する転落者 救急車への引継ぎ

琴
ことおかひろつね

陵宥常銅像の清掃

金刀比羅宮御本宮での祈願

森根救難所長と比嘉会長

AEDによる心肺蘇生法
等の実技訓練

救命索発射訓練

香川県水難救済会各救難所等の皆さん

新設救難所の紹介

■（公社）琉球水難救済会
北
き た だ い と う

大東救難所 
平成25年3月1日設立 所長以下22名
所在地：沖縄県島尻郡北大東村字中野218
番地（北大東村役場内）

　沖縄県最東端にある北大東島に、
沖縄県内69番目の救難所を設置し
ました。
　北大東においては漁業組合等の組
織が磐石ではないため、村役場内に
救難所の拠点を置き、出動時の指揮
を執る救難所長は消防団長でもある
副村長が務めます。
　島全体が岩場に囲まれた北大東島
には船を接岸できる港がないため、
人や荷物の積み降ろしはクレーンに
よって行われています。
　村内には現在、北港・西港・江崎
港と3カ所の荷揚げ岸壁があります。
那覇ー北大東間は片道およそ14時
間もかかるため、救難所として新設

トロピカルビーチ救難所  
平成24年6月1日設立 所長以下19名
所在地：沖縄市宜野湾市真志喜4-2-1

　沖縄県宜野湾市在のトロピカル
ビーチは、年間約32万人に及ぶ県
内外の人々が集う本島中部都市の海
水浴場で海洋レジャーの一大施設で
もあり、海域の安全を徹底すべく、
水難事故を防ぐために県内70番目
の救難所として設立しました。
　同救難所に隣接する場所には県
内唯一の公共マリーナとして、レ
ジャーボートとヨット等約600隻を
保管する「宜野湾マリーナ」があり、
トロピカルビーチ救難所の活躍が大
いに期待されており、海開きに併せ
た救難所の設置式には、第十一管区
海上保安本部檜垣次長や宜野湾市佐
喜眞市長も参加され、救難所員を激
励されました。

する以前から、海難に際しては、村
が主体となって活動していました
が、実情を勘案した琉球水難救済会
が体制の強化を図るべく、救難所を
設立したものです。
　沖縄東方海域には、昨年開設され
た南大東救難所が海難救助体制を整
えており、沖縄周辺の海域の海難救
助体制は大いに向上しています。

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。
今回は、平成 25 年 1 月以降に設置された 6 カ所の救難所をご紹介します。
なお、紹介文は、それぞれの水難救済会の救難所からご提供いただきました。

北大東救難所設置式（前列左３番目から第十一管区本部檜垣次長、琉球水
難救済会比嘉会長、北大東救難所鬼塚所長、日本水難救済会向田理事長）
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■広島県水難救済会
ビューマリンハーバー救難所 
平成25年4月1日設立 所長以下2名
所在地：広島県福山市箕沖町78番地

　「ビューマリンハーバー」は広島県
の東部、福山市を流れる芦田川河口
に位置し、西には、坂本龍馬ゆかり
の「鞆の浦港」があります。瀬戸内海
のほぼ真ん中にあり、観光スポット
として鞆の観光鯛網、お土産は「鯛
の浜焼き」「ちりめん」「のり」「じゃこ
てん」等が有名です。
　東へ行くと瀬戸大橋に１時間弱で
行けてとても快適なクルージングが
できます。また、福山港には年間
３千隻近い外国船も入出港し、全国
でも毎年８位前後に位置する貿易港
です。
　年間を通じて温暖で静かな瀬戸内
海は、漁業やプレジャーボートの保
有者も多くてマリンレジャーを楽し
んでいます。幸いにも近隣で大きな
事故は少ないものの、機関故障、機

■徳島県水難救済会
徳島ライフセービングクラブ救難所 
平成25年6月21日設立 所長以下4名
所在地：徳島市沖浜町北畑513-3
　　　　北畑マンション7F

　徳島ライフセービングクラブ（以下
「徳島LSC」）の活動拠点は徳島市川内
町の小松海岸であり、1年を通して
県内外からマリンレジャーを楽しむ
人々で賑わい、海水浴シーズンには3
〜 4万人の来場者が訪れる徳島での
憩いの場所となっています。
　徳島LSCの代表を務める 源

みなもと

純
す み か

夏さ
ん（写真右から2人目）はシドニーオリ
ンピック競泳銅メダリストで、幼い頃
から水に親しむ中、絶えず発生する水
の事故に対し、何か自分にできること
はないかという思いからライフセービ
ングの資格を取得し、その思いに共感
した有志と共に、昨年クラブを発足さ
せました。ライフセーバー資格講習で
訪れた岡山ライフセービングクラブが
水難救済会に加盟していることから、 
徳島県でも同様の活動ができないか
と徳島県水難救済会へ相談したとこ

海
か い ら く え ん

楽園ハーバーレスキュー
ステーション 
平成25年4月1日設立 所長以下1名
所在地：広島県廿日市市阿品3丁目19番8号

　世界遺産｢宮島｣の大鳥居を対岸に
望む「海楽園ハーバーレスキュース
テーション」は、宮島ボートレース
場の隣に位置します。
　宮島周辺の穏やかな瀬戸内海の海
には、ビーチが点在しており、また、
川での遊びも親しまれているので、
夏季には県外からもマリンスポーツ
を楽しむ方々が来られて賑わいま
す。
　このたび、広島県水難救済会にお
いて水上オートバイでのレスキュー
に特化した救難所として設立させて
いただきました。水難救助訓練への
参加やＡＥＤの配備決定など、活動
の範囲が広がる取り組みを配慮して
いただきました。
　平素より、水上オートバイの安全

■NPO長崎県水難救済会
厳
い ず は ら

原救難所豆
つ つ

酘支所 
平成25年1月24日設立　所長以下52名
所在地：長崎県対馬市厳原町豆酘2516-3
　　　　厳原町漁業協同組合豆酘支所内

　長崎県対馬市は東経129度18分
北緯34度12分の福岡県北北西、総
面積147ｋｍ沿岸は全長84ｋｍの
海上に浮かぶ島で西に朝鮮海峡を、
東に対馬海峡を望む国境の島です。
人口は約32,000人余りと年々と減
少傾向にあります。
　厳原町は対馬の南に位置し、古く
から漁業を基盤産業として主に１本
釣り、イカ釣り、曳縄、延縄等の沿
岸漁業が営まれてきた町で、魚種も
豊富で豊かな自然環境に恵まれてい
ます。また厳原港は対馬の玄関とし
て長く発展した港でもあります。近
年韓国から多くの観光客が来島し、
年々静かな町も活気を取り戻しつつ

な操船教育と水難救助の技術指導を
行っております。近年、水上オート
バイはその出動までの速さ、機動性
などにより水難救助のボートとして
公の救助機関にも導入が進んできて
います。とりわけ荒天時の水面や狭
小水域での活動に利点があり、市街
地に隣接した広島湾での救助活動に
も期待が持てます。こういったノウ

あります。厳原救難所の西南側の救
助ステーションがないことから「海の
安全」の確保に向けて、対馬海上保安
部のご協力のもと、厳原町漁業協同
組合佐須支所・豆酘支所の組合員で
開所されました。厳原救難所佐須支
所40名、豆酘支所53名体制で構成
され「水難事故防止」「ライフジャケッ
トの着用推進」
を目標に海の安
全に取り組んで
おります。
　今後も関係機
関との連携を図
り、迅速かつ安
全により一層の
海難救助体制を
充実させ、「安全
な厳原町の海」
の実現を図って
まいります。

ハウを活かし、救難所として協力さ
せていただければと思います。

関取扱い不注意等で曳航等の要望は
減ったと言え“ゼロ”にはなりませ
ん。
　毎年「海の事故“ゼロ”」をスローガ
ンに福山海上保安署と協力して取り
組んでいます。今般、救難所開設に
あたり、乗り揚げ、漁業いかだ等の
損壊、機関故障等がなくなるよう啓
発活動を続けるとともに、救難所と

ろ、新規に救難所として設置される
ことが異議無く承認され、7月1日、
徳島県水難救済会の松

まつしたありひろ

下有宏会長か
ら救難所設置承認書と救難所大旗が
交付されました。
　その模様は地元新聞に大きく取り
あげられ、源さんは「救難所として活
動することは大変身の引き締まる思
いです。」との抱負を述べ、松下会長は

「これまでの救難所は漁業協同組合だ
けだったから漁師が対象のようなもの
だった。これからは広く救助活動を
することになる。是非頑張っていた
だきたい。」と激
励されました。
　昨年1年間だ
けでも徳島LSC
では夏季の海水
浴場で事故の未
然防止を目的と
したパトロール
や、ライフジャ
ケット着用の啓
発 活 動、AED
を用いた心肺蘇

しての役目を少しでも果たしてまい
りたいと思います。

生の講習会、 着衣泳教室・水辺の安
全教室など、積極的に水難事故防止
活動を行っています。救難所となっ
た今年は徳島の水の事故ゼロを目指
し、更なる活動が期待されるととも
に、既存の救難所との協力・連携を
図りながら徳島県水難救済会の知名
度アップにも期待しています。

ビューマリンハーバー救難所 

海楽園ハーバーレスキューステーション

救難所の皆様（中央が佐渡所長）

救難所の皆様（左が山岡所長）

救難所の皆様（右から2人目が源純夏所長）

支所の開設（左から長崎県水難救済会福田会長、豆酘支所立花支所長、
対馬海上保安部上之段（うえのだん）次長）
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　平成25年4月14日午後1時30分頃、鳴門市孫埼灯台
から真方位85度約1,300m付近の鳴門海峡において、ミ
ニボート（3名乗船）が南流の潮流に圧流された上、渦の波
が船内に打ち込み転覆、3名とも海中に投げ出された。2
名は船底につかまり、他の1名はクーラーボックスにつか
まって西方に漂流し始めた。救助員大塚一之は漁船大一丸
に乗船し、鯛の一本釣を操業中であったが、午後1時35
分頃、漂流中の3名を発見。同午後1時50分頃、孫埼灯台
から真方位87度約1,200mの海上にて、最初にクーラー
ボックスにつかまって漂流中の1名を船内に引き上げ救
助、その後、この救助者と協力して、船底につかまって漂
流中の2名を救助した。

　平成25年1月1日午前9時35分頃、山口県長門市所在の
川尻港第2防波堤北灯台から真方位184度20m付近の防波
堤上を歩いていた要救助者が、鎖に躓いて海中に転落した。
　転落後、生簀につかまって救助を待っていたところを付
近にいた救助員が気付いて自船で出動し、船内に揚収、付
近陸上部まで搬送し救助を完了した。 要救助者は負傷等な
く低体温症も発症しなかったことから帰宅した。

　平成25年2月14日午前8時30分頃、美保関灯台下で旅
館の瀬渡船の釣客が、両手に竿とバッグを持って瀬渡中、
誤って海中に転落した。直ちに瀬渡埠頭から救命浮環を投
げ入れ、転落者がこれにつかまり浮いているところを航行
中の救助船（漁船）が救助し、美保関漁港に搬送した。

　平成25年2月25日午前9時40分頃、柳井海上保安署か
ら「周防大島町中小島東方約10m沖で1名乗組のミニボー
トが浸水、転覆した。乗組員は自力により中小島に泳ぎ着
いた。救助願う」との連絡あり。直ちに救助船により出動し、
中小島から乗組員及び漂着したミニボートを救助し、沖合
で待機中の巡視艇に引き継いだ。

　平成25年4月29日午前10時40分頃、新潟県岩船港灯
台から真方位327度約9.6海里にて操業中の漁船が長時間
動きのない僚船を発見。不審に思い付近で操業中の他の漁
船と一緒に近づき確認したところ、船内で船長が網綱に絡
まり動けない状態にあった。直ちに無線により他の出漁中
の漁船に救助の応援を求めると共に、漁協（救難所）に通報
した。船長は救助船に移され午前11時45分桑川港に入港、
救急車に引き渡された。また、漁船は、他の救助船により
曳航され別の港に入港した。

鳴門海峡で転覆したミニ
ボートから 3 名を救助

防波堤からの海中転
落者を救助

海中転落した瀬渡中
の釣客を救助

浸水・転覆したミニ
ボートから乗員を救助

網綱に絡まって動け
ない乗組員を救助

3

4

6

7

8

徳島県水難救済会 鳴門救難所

山口県水難救済会 川尻救難所

島根県水難救済会 美保関救難所

山口県水難救済会 東和町救難所

新潟県水難救済会 山北救難所

　平成25年1月9日午後2時30分頃、新浦安港沖にてさよ
り機船ひき網漁を操業中の漁船「第八富丸」から黒い煙が出
ているのを港内の岸壁にいた救助員が現認。 直ちに救助船
6隻が出動、現場にて操業中の他の救助船と協力して乗組
員の救助及び該船の消火活動を行った。 該船は鎮火後、航
行不能となったため、救助船により曳航して帰港した。

漁船から出火、乗組
員及び船体を救助

5

NPO 神奈川水難救済会 横須賀救難所 　平成25年5月12日午前8時30分頃、安芸漁港を出港した
一人乗りの漁船幸丸が帰港予定時刻になっても帰港しない
旨、午後10時20分頃、救難所に家族から届出があった。通
報により午後10時49分、救難所から2隻の救助船が安芸漁
港から出動。捜索の結果、午後11時30分頃バッテリーの放
電によりセルが回らず機関を起動できないため錨を入れて漂
泊中の該船を発見、曳航して安芸漁港に入港、無事救助した。

漂流中の機関故障船を救助9
高知県水難救済会 安芸救難所
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水難救助活動報告
平成25年上半期に発生した、
主な水難救助活動の事例をご報告します。

　平成25年1月2日午前9時28分頃、串本町大島漁港沖に
てプレジャーボート第二釣姫丸（2名乗船）が、強風と高波に
より転覆、2名とも海中に投げ出された。同9時30分頃、こ
の転覆を漁場向け航行中の漁船第三貴竜丸（伊瀬谷 俊彦）が
認め、現場に急行した。さらに、該船が転覆するのを目撃し
た陸上の釣人が付近にいた伊瀬谷 和彦に連絡、該人は自船
の漁船第一和丸にて出港、現場に向かった。 同9時50分頃、
両船は互いに協力し、転覆したボートにしがみついていた2
名を1名ずつそれぞれの漁船に引き揚げ救助した。両名はけ
が等なく、暖をとって帰宅した。

遊漁中のボートが高波で転覆、
乗員 2 名を海中から救助

1

和歌山県水難救済会 紀南東部救難所串本支所

　平成25年4月8日午後1時30分頃、長崎県南松浦郡新
上五島町小河原郷赤崎沖の磯場付近にて、小型漁船内で
釣道具の片付けに夢中になっていた要救助者が該船が磯波
の高い磯場に流されたことに気づかず、午後1時40分頃
3 〜 4mの磯波を船体後部に受けて転覆、海中に投げ出さ
れた要救助者は自力で近くの磯場に泳ぎ着いた。午後3時
17分頃、陸にいた地元住民が発見し、警察から五島保安署、 
そして救難所へ出動要請があった。同午後4時頃、救助船
は現場に到着したが、付近の波高が高く磯場に接近できな
かったため、船内に備付の救命浮環を磯場上にいた要救助
者へ投げて渡し、午後4時28分頃、要救助者を救助船内
に引き揚げて救助した。

転覆した小型船から
磯場に泳ぎ着いた
乗員を救助

2

NPO 長崎県水難救済会 有川町有川救難所

転覆した第二釣姫丸 串本海上保安署長から表彰を受けた救難所員￼伊瀬谷俊彦さん

救助船（清由丸） 大破したミニボート 救助した3名の巡視船への引継

佐世保海上保安部長から表彰を受けた救助員（右から佐々木文明
さん、浜崎永吉さん、浦田徳人さん）


