
熊本県水難救済会による海難救助訓練の模様

海難救助訓練ほか

熊本県水難救済会による海難救助訓練の模様

平成２６年度は、全国４０の地方水難救済会において延べ３１９の救難所・支所から４，５３８名の救難所
員が参加して指導者研修及び実地訓練などが行われました。
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負傷者の救助・搬送訓練救命索発射操法訓練

基本動作の訓練を実施する救難所員等

落水者及び傷病者の救助・搬送訓練の模様

海上保安官、消防署員、医師等の指導によるトリアージ訓練の様子

火災船救助訓練

全道大会時の開会式の様子

大磯港で船舶同士の衝突事故により多数の傷病者が発生したとの想定で、
多数傷病者対応訓練を実施

■特定非営利活動法人 神奈川県水難救済会

　平成２７年６月２３日、大磯港にて大磯消防署主催で、大磯町消
防署、平塚市消防本部、湘南海上保安署、東海大学医学部付属病
院、平塚市市民病院、日赤秦野病院、二宮町医師会などにより多
数傷病者対応訓練が行われ、これに、大磯救難所員８名と船舶３
隻が参加した。
　訓練は、「大磯港入港口で出港船と入港船が衝突、乗客数名が
落水し、船舶内の船長及び乗客が多数が負傷している」との想定
により訓練が行われ、大磯救難所は、落水者及び傷病者の救助・
搬送を行うとともに、港にてトリアージ注）を受けた後の傷病者の
病院への搬送訓練を実施した。

全道大会を最北端　稚内港で実施！
海難の未然防止の徹底と海難救助に関する知識と技術を錬磨

■公益社団法人　北海道海難防止・水難救済センター

　平成２７年６月９日、稚内市稚内港北防波堤
ドーム前において、「平成２７年度海難防止・水
難救済センター全道大会」を実施した。
　稚内での大会は１０年ぶりであり、同大会に
は、１０７救難所から５８０名の救難所員が参集
し、坂野公治第一管区海上保安本部長や向田昌
幸日本水難救済会理事長など来賓や大会関係
者を含め総勢７００余名が参加した。
　大会では全道の漁業関係者に海難防止を呼
びかけるとともに、稚内救難所による火災船救
助を想定した総合訓練が行われたほか、ゴム
ボート操法及び救命索発射器操法並びに心肺
蘇生法の３種の救難技術競技が行われるなど
日頃の成果が十分に発揮され、救難技術競技で
は「猿仏救難所」が総合優勝をした。

トリアージとは、一般には災害医療において、負傷者等の患
者が同時発生的に多数発生した場合に、医療体制・設備を考
慮しつつ、傷病者の重症度と緊急度によって分別し、治療や
搬送先の順位を決定すること。

県内で最も海上交通量の多い海域での乗揚船及び火災船の救助訓練を市役所と合同で実施
■熊本県水難救済会

　平成２７年５月３１日、天草市二浦町亀浦港において、牛深救
難所員４７名と市役所職員１２名及び天草海上保安署、南消防
署、牛深警察署が参加して、合同で基本動作をはじめ救命索発
射器等救助器具の点検を行ったのち、訓練想定に基づき乗揚
船救助訓練、火災船救助訓練を実施した。
　訓練実施海域は、熊本県内でも最も海上交通量の多いとこ
ろであることから事故防止に細心の注意を払って訓練が行わ
れたが、乗揚船救助訓練における救命索発射操法では、迅速・
確実に実施され、また、
火災船救助訓練では、
火災船に対する船上か
らの消火放水は、ローリ
ング、風向きを考慮し、
折り膝の姿勢にて効果
的に実施されるなどこ
れまでの積み重ねが活
かされた訓練となった。

注）
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合同訓練に参加した救難所員等

水上バイクによる救助訓練の模様

漂流者救助訓練の模様

心肺蘇生法の訓練の模様

沖縄本島南部地区ビーチレジャー関係
救難所員により合同海難救助訓練実施

■公益社団法人　琉球水難救済会

　平成２７年６月１２日、梅雨明け初日の炎天下、沖縄県
糸満市西崎の美々ビーチ救難所地先海面において、沖
縄ｳｫｰﾀｰﾊﾟﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑの２名協力のもと、美々ビーチ救
難所、新原ビーチ救難所、ナガンヌ島救難所から救難所
員１３名のほか美々ビーチ監視員など２３名が合同で心
肺蘇生法(ＣＰＲ)及びＡＥＤの取扱、レスキューチューブ
やその他救助器材を活用するとともに、水上バイク及
びライフスレッドの取扱の訓練など救助技術の向上を
めざした救助訓練を実施した。
　また、訓練終了後は初めて訓練に参加した者とディス
カッションを行うとともに、参加者全員が訓練の重要性
を確認するともに海洋レジャーの無事故を誓って訓練
を終了した。

漂流者を救助する救助船

トリアージを受ける傷病者

巡視船への搬送訓練

平成27年度長崎県総合防災訓練開会式の模様

地震、大雨等の災害発生を想定した長崎市総合防災訓練及び
長崎県総合防災訓練に参加

長崎市総合防災訓練

■特定非営利活動法人　長崎県水難救済会

【自助・共助・公助】の連携で、減災に取り組もう
　平成２７年５月１９日、地震、大雨等の災害発生に対し
て、迅速かつ的確な防災訓練を実施するため、防災技
術の練磨及び防災関係機関の緊密な連携を図ることを
目的とした長崎市総合防災訓練が行われ、長崎県水難
救済会は２艇の救助船と救難所員で参加した。
　本総合防災訓練は、『【自助・共助・公助】の連携で、減
災に取り組もう』とのタイトルの基、参加者２,１００名、
関係機関３４機関が集結した。
　今回の訓練では、長崎県水難救済会が行っている訓
練を参加者により認識していただくよう、広い海上の中
で注目する場所を知らせるために発炎筒を着火させア
ピールした。

高知海上保安部及び日本赤十字社高知県支部の指導の下で漂流者救助及び救命措置訓練を実施
■高知県水難救済会

　平成２７年５月２４日、高知県香南市吉川町所在の吉
川漁港にて、本年４月１日に新たに設置された高知中央
救難所及び同７支所の計２７名が、高知海上保安部４名
及び日本赤十字社高知県支部１名を講師に招き、漂流
者救助訓練及び救命措置訓練を実施した。
　漂流者救助訓練では、講師から漂流者の救助方法、
注意点の説明、救命胴衣・救命浮環の使用方法につい
て現場に即した講義があり、また、救命措置訓練では、
心肺蘇生法及びＡＥＤの使用方法など日頃、漁業者が体
験できない内容の訓練が行われた。

長崎県総合防災訓練

　平成２７年５月２４日、長崎県対馬市峰町で防災関係
機関（４９機関）と地域住民合わせて約1,０００名が参加
し「長崎県総合防災訓練」が行われ、これに長崎県水難
救済会が参加した。
　訓練場所が離島ということもあり土地に根ざした訓
練内容が計画され、長崎県水難救済会から参加した所
員は、「陸上の傷病者役」として、船舶に搬送される手順
を身をもって体験するなど、関係機関との連携を直接
体験することができた。
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　平成２７年５月４日、午後３時頃、五和町二江通詞島沖
でのイルカウォチングが終了、マリーナに帰港中、浅瀬
に乗揚げ、スクリュー破損及び船体破損により浸水し、
該船は徐々に沈没しだした。
　午後３時１２分頃、熊本海上保安部から五和救難所に
救助出動要請の電話があり、「２名が船体に取り残され
ている」、「別のイルカウオッチング船に救助された」と
の連絡あり。
　船体救助を行うため、同海上保安部に大型フロート
をくくりつける作業を行う旨連絡して出動。現場にて作
業にかかったが、浸水が激しく海流も早いため二次災害
の恐れがあったため断念。
　該船が移動しても位置がわかるように目印として小
型フロートをくくりつけたロープを該船に繋ぎ、作業を
終了した。

水難救助等活動報告
平成２７年上半期に発生した、
主な水難救助活動の事例を報告します。

1

　平成２７年６月５日、午前１１時２０分頃、愛媛県宇和島港から京都府京丹
後市久美浜港向け航行していたプレジャーボート（全長９．８m、４．９３トン、
２名乗船）が、山口県長門市所在川尻岬西方沖でプロペラが脱落し、推進機
障害のため、航行不能となり、携帯電話で海上保安庁へ救助要請をした。
　仙崎海上保安部からの出勤要請を受けた川尻救難所は救助船「純洋
丸」に救助員２名を乗船させ、午後０時１０分川尻漁港を出港、午後０時
４０分に該船を発見し、乗組員が無事である事を確認した。
　後から到着した巡視艇と協議し、救助船が該船を最寄の造船所まで曳
航することになり、午後０時４６分に曳航を開始し、午後２時、同市大浦漁
港所在の船津造船所まで曳航し、救助を完了した。

　平成２７年３月２７日、午後４時１０分頃､「プレジャー
ボートが海苔養殖施設に乗揚げた。救助願う。」との木更
津海上保安署からの救助要請を受けて､救難所長は救難
所員に救助出動を指示。午後４時４０分、海上保安官及び
救難所員が救助船に乗船し、瓜倉漁港から乗揚げ現場に
向った。午後４時５７分、現場に到着したが、該船は海苔養
殖施設に乗揚げ､推進機関に海苔網を捲付けており航行
ができない状況であったことから養殖施設関係者の承諾
を得て、ノリ網等を切断し、同養殖施設より該船を引出し、
推進機関を点検したところ、推進機関が故障しており、自
力航行ができない状況であったため、救助船が該船を曳
航し、午後６時２０分瓜倉漁港に帰港、救助を完了した。
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6
3乗揚げ、沈没寸前の

イルカ ウォッチング船に
フロート取付
熊本県水難救済会　五和救難所

2 推進器障害で航行不能になった船を救助
山口県水難救済会　川尻救難所

3 海苔養殖施設に乗揚げた
プレジャーボートを引出、救助
千葉県水難救済会　金田救難所

　平成２７年３月３日、午後２時４０分頃、外出のため自宅
を出た救助員が呻き声を聞き、漂流する漁船を認めるも
乗船者が確認出来ないことから海中転落したものと判
断し、出動した。自身の所有する船舶で当該漁船に接近
したところ、船内に倒れている船長を発見、当該漁船を曳
航し岸壁に着岸させ、応援を要請し、救急車を手配する
とともに毛布を掛ける等応急処置を実施し、午後3時30
分頃、救急隊へ引継ぎ救助を完了した。

4 病気で船内に倒れていた船長を救助
京都府水難救済会　舞鶴救難所

　平成２７年５月５日午前５時頃、金沢市の自営業の２名
は輪島市門前町深見漁港をポリ塩化ビニール製のカ
ヤックで出発、沖合いの岩場にて釣りをしていたが、午後
３時頃、釣りを止め帰ろうとしたところ、カヤックの底部空
気室に穴が開いていた。当時、波が１ｍ程あり治まるのを
待っていたが、日も暮れてきて不安になったことから、午
後６時３０分頃、輪島漁業協同組合を通じ七尾海上保安
部に救助要請した。 午後６時４０分頃、七尾海上保安部
より門前救難所に出動要請があり、救助船２隻・救助員４
名が出動。午後６時５７分頃、岩場に上がっていた２名を
発見し、穴が開いたカヤックとともに救助船内に収容、救
助を完了した。

5 穴が開いたカヤックの
釣人を救助
能登水難救済会　門前救難所

　漂流者は、平成２７年４月１８日朝、アクアワールド茨
城県大洗水族館沖合約２km付近にて、友人と一緒にパ
ドルボードを使って遊んでいたところ強風により漂流、
友人が茨城海上保安部に連絡し、午前９時４０分頃、同
海上保安部から救難所への連絡依頼を受けた大洗町
漁業協同組合参事は、救難所の班長に連絡し、これを受
けた班長及び救助員３名が直ちに救助船（いそかぜ）に
て救助へ向かう。 午前１０時１０分頃、漂流している遭
難者へ到達し、約６分後には救助船内へ引き上げ救助
を完了した。

6 パドルボードの漂流者を救助
茨城県水難救済会　大洗支部救難所

推進機障害で航行不能となったプレジャーボート

浅瀬に乗揚げたイルカウォッチング船

救助船に曳航されるプレジャーボート

救難所員による小型フロートの取付
推進器に絡まった海苔網の除去 乗揚げたプレジャーボート
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マリンレスキューレポート　洋上救急NEWS洋上救急NEWS洋上救急NEWS
Part 2

■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２７年６月３０日までに８１８件の事案に対応し
てきました。
　これまでに傷病者８４８名に対し、医師１，０５７名、看護
師５０３名が出動し、診療や治療を行っています。

　平成２７年４月２４日、午前4時頃吐血、容態が改善しな
いことから２６日午後６時、船舶所有者から洋上救急の要
請がなされた。第三管区海上保安本部では羽田航空基
地及び羽田特殊救難基地に発動を指示すると共に日本
医科大学附属病院に医師の出動を要請した。更に、同日
午後１０時、海上自衛隊航空集団に対し災害派遣を要請
した。同日１０時３０分、中型飛行機LAJ501に医師2名
及び特殊救難隊員２名を同乗させ羽田空港を硫黄島向
け出発。２７日午前５時４５分、海上自衛隊救難飛行艇
US-2が該船と会合するも海上時化のため着水が不可
能であった。同日午後９時３０分、硫黄島にてヘリコプ
ターMH909に医師及び特殊救難隊員を同乗させ、洋
上の巡視船「そうや」へ空輸し該船に向かった。２８日午
前５時５９分、ヘリコプターMH909が該船と会合、特殊
救難隊員2名が該船に降下、担架を使用し患者を吊上げ

硫黄島を中継して海上保安庁のヘリコプター搭載型巡視船と
中型飛行機の連携による救急搬送

平成２７年4月26日　１８：００発生

　平成27年５月１６日、午前９時４２分、まぐろ延縄漁船
から無線局を通じて腹痛を訴えている傷病者の急患輸
送依頼があり、第十一管区海上保安本部は医療指示を
受けるよう助言、意識不鮮明であることから洋上救急の
必要性ありと判断され洋上救急を発動した。午後零時
35分那覇航空基地ヘリコプターＭＨ９７１に、浦添総合
病院医師1名及び機動救難士２名を同乗させ、那覇空
港から現場向け出発した。午後１時４２分機動救難士に
より傷病者を当該漁船から吊り上げ、機内に収容した。
同午後２時４５分那覇空港に到着し、患者を救急隊に引
継いだ。

【発生位置】沖縄県久米島灯台から北西約９２海里
【傷 病 者】男性・１５歳
【疾 病 名】急性腹膜炎
【出動医療機関】浦添総合病院
【出動勢力】那覇航空基地ＭＨ９７１ 機動救難士２名

操業中のまぐろ延縄漁船からの
吊り上げ搬送

平成２７年５月１6日　04：30発生

　平成２７年６月１２日、午後１時５０分頃、まぐろはえ縄
漁船から「船長が倒れて意識がない」との通報があり、
洋上救急の要請を受け発動した。第十一管区海上保安
本部は、巡視船「くだか」及び巡視船「りゅうきゅう」を
発動させると共に同日午後１０時１０分、那覇航空基地
ヘリコプターＭＨ９１１に南部徳洲会病院の医師1名及
び機動救難士２名を同乗させ該船向け出発。午後１０時
４０分、ＭＨ９１１は「りゅうきゅう」に着船し該船向け急行
した。１４日午前３時４０分機動救難士が該船に降下し傷
病者をＭＨ９１１に収容、「りゅうきゅう」にて燃料補給
後、同日午前７時ＭＨ９１１に医師及び患者を同乗させ
「りゅうきゅう」を那覇空港向け出発。更に沖縄本島まで
の経路上に、飛び石状に配置した巡視船「くだか」にて
一旦燃料補給した後、同１１時３５分那覇空港に到着し、
患者を救急隊に引継いだ。 

【発生位置】沖縄本島から南約８００海里
【傷 病 者】男性・６６歳
【疾 病 名】心原性脳梗塞症
【出動医療機関】南部徳洲会病院
【出動勢力】那覇航空基地MH９１１ 機動救難士２名
　　　　　巡視船りゅうきゅう、巡視船くだか

操業中の漁船からヘリコプターと
巡視船2隻が連携しての吊上げ搬送

平成２７年６月１２日　１３：２０発生

洋上救急活動報告
事業開始以来、平成２７年６月３０日までに
８１８件の洋上救急事案に対応しています。

ヘリコプターに収容、巡視船「そうや」に着船し、医師によ
る応急処置を行いつつ硫黄島に向かった。
　29日午前6時１０分硫黄島基地にてヘリコプター
MH909から、中型飛行機LAJ501に患者を引継ぎ、同
日午前8時２５分羽田空港に到着、患者を東京消防庁救
急隊に引き継いだ。　

【発生位置】東京都硫黄島の南東約６８０海里
【傷 病 者】男性・２８歳
【疾 病 名】上部消化管出血
【出動医療機関】日本医科大学附属病院
【出動勢力】羽田航空基地　LAJ501 MH909　巡視船そうや

海上保安庁のヘリコプターから傷病者を救急車へ移送

傷病者の吊り上げ

巡視船りゅうきゅうからヘリコプターに傷病者を収容

ヘリコプター内で傷病者の治療を行う医師等

巡視船そうやに着船
したへりから船内に
収容される患者

羽田空港にて消防隊
に引き継ぐ

漁船から担架による
吊上げ作業
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■その他の洋上救急の状況（平成27年6月30日現在）

■洋上救急の発生状況（昭和60年度～平成27年度）

発生日時 発生位置 傷病者 状　況

平成26年
12月16日
（14：00）

三重県大王崎の
南約550海里
北緯25度 01分
東経 136度 58分

男性・32歳
機関長
日本
（傷病名）
左第一指基節骨
骨部開放骨折
デグロービング
損傷

Ｍ漁業協同組合から第十管区海上保安本部に「所属漁船の乗組員1名が操業中に負傷」との通報入
電、発生海域を担当する第四管区海上保安本部が確認したところ、16日午後2時ごろ揚網装置を点
検中の機関長が左手親指を負傷、病状は安定しており、最寄り港まで自力で向かう予定であったが行
程及び海上模様の悪化並びに医療助言を受けた結果「治療を要する」との助言等を考慮し17日に至
り、洋上救急要請がなされ海上自衛隊に災害派遣要請を行うとともに東海大学医学部付属病院に
医師等の出動を要請。午前6時30分、医師等同乗の海自飛行機P3-Cが硫黄島向け厚木航空基地
出発。午前８時２０分、硫黄島から出発したヘリUH60Jが該船から負傷者を収容、硫黄島向け搬送。
午前８時３０分、待機中のP3-Cに引継ぎ17日午前１１時４０分、厚木航空基地に到着し病院救急隊
に引継いだ。　

平成27年
2月25日
（18：23）

沖縄本島の
南東約２００海里
北緯２２度５６分
東経126度47分

男性・76歳
乗船客
英国籍
（傷病名）
硬膜下血腫

２５日午後６時23分、フィリピンから那覇向け航行中のクルーズ客船から｢男性乗客(78歳）が脳卒
中の兆候を呈し、船医が医療機関での受診が必要との判断により、洋上救急が要請されたもの。第
十一管区海上保安本部では航空自衛隊那覇基地に災害派遣を要請するとともに南部医療センター
に医師等の出動を要請。午後８時５７分、医師1名同乗の救難ヘリＵＨ－６０Ｊが空自那覇基地出発。
午後１０時２２分、ＵＨ60Ｊが該船と会合し傷病者を収容。午後１１時５７分、那覇空港到着、傷病者を
消防救急隊に引継ぎ那覇市立病院に搬送された。

平成27年
3月7日
（14：30）

高知県足摺岬の
南南東約367海里
北緯２６度４６分
東経134度53分

男性・30歳
甲板員
インドネシア国籍
（傷病名）
尿管結石

3月７日午後２時20分、該船船長より「インドネシア人船員が腹痛を訴えており救助願う」との通報が
第五管区海上保安本部に入電、その後、医療機関から虫垂炎の疑いがあり、早急に医療機関による
診察を要するとの医療助言により、洋上救急要請がなされた。第五管区海上保安本部は海上自衛隊
救難飛行艇による救助対応のため災害派遣を要請及び高知医療センターに医師等の出動要請を行
うとともに巡視船「とさ」を発動。8日午前４時４５分、支援機Ｐ－3Ｃが該船向け鹿屋航空基地出発。
午前５時３０分、高知空港にて海上自衛隊救難飛行艇ＵＳ－1Ａに医師同乗。午前６時３０分該船と会
合、傷病者を機内に収容。午前９時００分、傷病者を消防救急隊に引継いだ。　　　　　

平成27年
5月21日
（10：00）

沖縄県北大東島から
東約3海里
北緯25度58分
東経131度23分

男性・68歳
船長
日本
（傷病名）
心臓突然死疑い

21日午後零時頃、まぐろ曳縄一本釣漁船の僚船から、「Ａ丸の乗組員１名が船首付近で倒れている」
旨の通報があり洋上救急の要請を受けた。午後２時４０分、ヘリＭＨ９７１に沖縄赤十字病院の医師
1名、機動救難士2名が同乗し那覇空港を出発した。同機は午後４時２０分現場海域に到着するも、荒
天のため傷病者の収容が困難なことから、Ａ丸を最寄りの漁港（南大東島漁港）に誘導し入港させた
が、午後７時０８分傷病者は前記医師により死亡が確認された。

平成27年
6月20日
（06：30）

沖縄本島から
南南東約640海里
北緯15度57分
東経130度44分

男性・67歳
機関長
日本
（傷病名）
鼠径ヘルニア

6月20日午前6時31分、該船から沖縄県漁業無線局を通じて「Ｋ丸機関長が急病となり、僚船の
Ｙ丸に移乗させ沖縄本島に運んでいる」旨の通報があった。船主の妻から洋上救急の要請があり、第
十一管区海上保安本部は、巡視船くだかを発動するとともに海上自衛隊に災害派遣を要請すると共
に、南部徳洲会病院及び沖縄県立南部医療センター・こども医療センターに医師の出動を要請した。
6月21日午前８時３６分、海上自衛隊救難飛行艇US-1Aが岩国基地を出発するも、エンジン不具合
のため基地帰投、同乗予定であった沖縄県立南部医療センター・こども医療センター医師１名の出
動要請を解除した。午後２時15分、巡視船くだかはＹ丸と会合、傷病者を船内に収容した。午後９時、
ヘリＭＨ974に南部徳洲会病院の医師1名を同乗させ巡視船くだか向け那覇空港を出発。午後１１
時１５分、ヘリMH974は巡視船くだかに着船、ヘリＭＨ974に医師及び傷病者を同乗させ那覇空港
向け離船。２２日午前２時、那覇空港着、傷病者を救急隊に引継ぎ南部徳洲会病院に搬送された。
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項　目

発生件数

傷 病 者

自衛隊機（機）

漁船(隻）

汽船(隻）

外国船(隻）

医師看護師等(名）

(看護師等の再掲)

巡視船艇(隻）

航空機(機）

海
上
保
安
庁

出

勤

状

況

船
種
別

再
掲

特殊救難隊員（名）
(含む潜水士）

民間船(隻）
(含む航空機）

昭和
60年～
63年

計

洋上救急慣熟訓練
　洋上救急では、医師や看護師は慣れない巡視船やヘリ
コプターに乗り組んで遥か洋上まで出動し、厳しい自然
条件や巡視船・ヘリコプターの動揺、騒音など悪条件の
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実
施。多数の医師・看護師が訓練に参加し、ヘリコプター等
に搭乗して治療を行うなど現場の状況を体験し、出動に
備えています。
　平成２７年1月以降の完熟訓練は６月末までに大阪地
区（関西・四国地方支部）、鹿児島地区（南九州地方支
部）、羽田地区（羽田洋上救急センター）の３地区で開催
され、医療機関26機関、医師33名、看護師52名が参加
しました。

八戸地区 （東北地方支部）

洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練

大阪地区 （関西・四国地方支部）
（H27.1.21実施）

体験飛行のためヘリコプターへ乗り組む参加者

八戸地区 （東北地方支部）鹿児島地区 （南九州地方支部）
（H27.2.11実施）

資機材の説明、確認

機内状況の説明

八戸地区 （東北地方支部）羽田地区 （洋上救急センター）
（H27.2.13実施）

患者収容後の機内状況説明

体験飛行のための搭乗資機材の説明

（平成27年6月30日現在）
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レスキュー41～　地方水難救済会の現状　（シリーズ②）

　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、特定非営利活動法人　秋田県水難救済会及び石川県西部水
難救済会を紹介致します。

平成１１年４月２０日

１　設立年月日

〒０１０－８５７２　秋田県秋田市三王３丁目１番１号
　秋田県庁第二庁舎４階　総務部総合防災課内
　電話０１８－８６２－０８５１
交通案内
◎公共交通機関　　
　バス：JR秋田駅から「県庁・市役所方面行き」乗車約10分
　　　「県庁・市役所前」又は「県庁第2庁舎前」バス停下車すぐ
　車：秋田自動車道秋田中央ICから　約7km

2　所在地

合同訓練（人命救助訓練）

（特）秋田県水難救済会の入居する秋田県庁

渡部幸男会長

合同訓練（火災船消火訓練）

海難救助訓練大会開会式の模様

水難事故防止ポスター応募作品展

地域安全活動に要する資器材の整備

競技訓練
（ゴムボート操法）

特定非営利活動法人　秋田県水難救済会

　秋田県は日本海に面し、南北に約２６３kmの海岸線を有しており、海水浴シーズンはマリンレジャーを楽しむ
県内外の海水浴客で賑わっている。また、漁業が主要産業のひとつとなっており、多種多様な魚が水揚げされて
いる。中でも冬に行われる季節ハタハタ漁は、変わりやすい日本海の天候下、危険と隣り合わせのなかで行わ
れており、海を熟知し、高度な救助技術を持つ救難所員の役割は大きいものとなっている。

6　地域の特性等

出動実績（過去５年）
①出動回数：計１８回　②出動所員：２０５人
海難救助訓練の実施
　９救難所の競技方式による救難技術競技訓
練及び秋田海上保安部、地元消防、秋田県消
防防災航空隊等関係機関の協力により、人命
救助、火災船消火等合同訓練を実施し、救難
所員の救助技術の向上や関係機関との連携
強化に努めている。

7　活動状況

会長　渡部　幸男(男鹿市長)
その他の役員等17名　事務局職員1名

3　役職員の数

昭和10年　7月　日本水難救済会秋田県支部設立
昭和15年　2月　船川救難所設置
昭和26年12月　岩館救難所、畠救難所、金浦救難所設置
昭和33年　3月　本荘救難所設置（昭和45年3月本荘西目救難所に改称）
昭和37年　6月　八森救難所設置
昭和41年　6月　北浦救難所設置
昭和43年　3月　象潟救難所設置
昭和44年　3月　戸賀救難所設置
平成11年　4月　特定非営利活動法人秋田県水難救済会設立

4　沿革・歴史等

救難所：9箇所　救難所員数：337名

5　救難所・支所の数　（平成27年7月10日現在）

（１）

（２）

水難事故防止の普及啓発に関する事業
　児童、生徒をはじめ県民から事故防止ポス
ターの図案を募集して、特選作品を事故防止
ポスターに採用し、県内各市町村等に配布す
るとともに、応募作品展を開催している。
水難事故防止のラジオ放送
　毎年、海水浴シーズン中にラジオスポット放送を行い、事故防止を呼び掛けている。
協賛・共催事業
　事故発生に際し、的確に救助できる救助員を養成するため、日本赤十字社秋田県支部が主催する赤十字
水上安全救助員養成講習会を共催しているほか、「秋田港海の祭典」への協賛を行っている。
青い羽根募金募集活動事業
　県内各市町村協力のもと、地域住民や事業所等に青い羽根募金を呼び掛けている。
救難所の活動支援事業
　救難所担当者との連絡会議を開催し、活動支援や海難救助訓練の協議を行っているほか、活動支援金の交
付、救助出動に対する補助金の交付、救難器具の整備拡充を行っている。
地域安全活動に要する資器材整備に関する事業
　市町村が行う水難事故防止事業に対し助成金を交付しているほか、市
町村の要望に応じて、青い羽根募金の一部を還元し、地域安全活動に要
する資器材等の整備拡充に努めている。
本事業功労者の表彰に関する事業
　救難所員として永年にわたり勤続し、功労のあった所員へ永年勤続功労表彰（40年・30年・20年・10
年）を行っているほか、青い羽根募金運動に積極的に参加し、顕著な実績のあった市町村への募金優良市
町村表彰や、水難救助に際し、顕著な功労のあった個人又は団体への水難救助功労表彰を行っている。

8　主に力を入れている事業
（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

●岩館救難所

●八森救難所

畠救難所
　●

●
戸賀救難所

●北浦救難所
●船川救難所

●本荘西目救難所

●象潟救難所

●金浦救難所
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平成１２年６月１０日

１　設立年月日

〒９２５－０００５　石川県羽咋市滝町レ部１０１
　石川県滝港マリーナ指定管理者
　㈲プロジェクトドウ滝港管理事務所内
　電話０７６７-２２-９０９９　Fax０７６７-２３-４６３６
　Ｅmail:takikou@hakui.ne.jp
交通案内
◎公共交通機関　JR七尾線羽咋駅下車タクシー約１０分
　車：北陸自動車道森本IC下車約４０分

2　所在地

石川県水難救済会　兼　羽咋滝港マリーナ救難所となつている
㈲プロジェクトドウ滝港管理事務所

平成27年度総会でご挨拶される会長

曳航訓練の様子

救難所員に対する
安全講習の模様

訓練前に海上保安部職員から説明を受ける参加艇長

羽咋滝港マリーナ救難所と前面のマリーナ

山辺芳宣会長

石川県西部水難救済会 　石川県は、日本列島のほぼ中央に位置し、日本海に左親
指をかざしたように突き出た半島があり、非常に長い海岸
線を有している。
　このため、沿岸部での水難事故が多く発生する可能性
を有するとともに、海上保安部が２か所存在します。
　私ども西部水難救済会は、金沢海上保安部の管轄と
同一にし、地域の警察・消防機関と連携を保ちながら民間
海難救助機関として迅速な対応と海難防止普及活動にも
積極的に取り組んでいる。

　石川県西部水難救済会は、加賀から能登西部の沿岸部での漁船及びプレジャーボートへの安全啓発活動と
迅速な海難救助が実施できるよう次の事業を展開している。

6　地域の特性等

◎ゴムボート ４艇
◎パイプテント（２間×３間） ４式
◎ヘルメット ２００個
◎救急セット ４式
◎水難者捜索用スバリ ４式

7　主要な保有資器材

救助実績（平成２６年）
①救助出動件数　　　２件
②救助員出動人数　　８名
③救助出動船舶　　　６隻
海難救助訓練の実施状況（平成２６年度）
海難救助合同訓練：２か所　
参加人員：１４９名

9　活動状況

会長　山辺　芳宣（羽咋市長）
その他の役員等９名　
事務局職員１名

3　役職員の数

平成１１年７月２０日　羽咋滝港マリーナ救難所発足
平成１２年６月１０日　加賀救難所発足
平成１４年３月１９日　金沢救難所、小松美川救難所発足

4　沿革・歴史等

救難所：４個所　救難所員数：215個所

5　救難所・支所の数　（平成２７年３月末現在）

（１）

（２）

海上保安部と連携した海難防止啓発活動の推進
　夏季の海難防止強調運動に参画し、各種行事の広報活動を実施している。
救難所における救助活動の技能の向上
　溺者救助や、故障船舶曳航など救難所ごとに想定出来る課題を設けて、海上保安部の指導を得て海難救
助訓練を定期的に行っている。
海難防止講習会の開催
　地域消防及び海上保安部の専門員を招聘し、専門的な救難救助技術の向上につなげる講習会を実施。
転落事故を想定し、救命胴衣効果を実際にためし着用の推進を図る講習会を実施している。

10　主に力を入れている事業

（１）

（２）

（３）

約２００隻
8　保有救助船

小松美川救難所●

●
羽咋市

（特）能登水難救済会

石川県

金沢救難所●

加賀救難所●

石川県西部水難救済会
羽咋滝港マリーナ救難所
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観音マリーナディンギーヤード救難所の皆さん

新設救難所の紹介

　昨年３月、沖縄本島西方３５キロに位置するケラマ諸
島が国立公園の指定を受けるなどで沖縄県は空前の
観光ブームに湧き、今や県民の数倍の観光客が訪れる
ようになってきました。多くの観光客は、ショッピングは
もとより、ケラマブルーと賞賛されるほどの透明度の高
い海域と白い砂浜で囲まれる沖縄本島、慶良間諸島、
宮古や八重山諸島全域に広がっているビーチの海洋レ
ジャーがお目当てです。海水浴のみならず、水上オート
バイ、サーフィン、ダイビング、スノーケリング等多種多
様の楽しみ方が青い空の下で展開されています。
　ビーチでレジャーに興じる多くのお客さんの相手は
安全を司るライフセーバーやライフガードです。彼らは
（公社）琉球水難救済会の訓練や赤十字の講習等を受
けた救助のプロで水上バイクやモーターボートの操縦
に精通していることからそれぞれのビーチでレス
キューを担当しています。

北谷フィッシャリーナ救難所
平成２6年12月１6日設立　所長以下13名
所在地　沖縄県中頭郡北谷町字美浜54

ナビービーチ救難所
平成２7年３月３0日設立　所長以下8名
所在地　沖縄県国頭郡恩納村４１９－４　有限会社ナビー

サンセットビーチ救難所
平成２７年４月１０日設立　所長以下１２名
所在地　沖縄県中頭郡北谷町字美浜２　北谷公園サンセットビーチ

阿波連ビーチ救難所
平成２7年４月１６日設立　所長以下１９名
所在地　沖縄県渡嘉敷村阿波連１５５

宜野湾マリーナ救難所
平成２7年５月１８日設立　所長以下１９名
所在地　沖縄県宜野湾市

■（公社）琉球水難救済会　

　平成２７年度に、観音マリーナディンギヤード救難所
を設立することができました。
　広島観音マリーナディンギヤードは、小学生、中学
生、高校生３校、大学５校、一般社会人のヨットを愛好す
る人達そして障害のある方々のヨット教室を行ってお
り、多くの人達が集うところです。
　昨年１０月、県連のヨットレース中
において、４０歳の男子選手が心肺停
止の状態になりました。一般的には心
臓停止から時間が経過するに連れて
蘇生率が低下し、特に７分を経過する
と救命率は著しく低下すると言われ
ています。幸いにも、関係者の多くが
救急救命講習を受けており、沈着冷
静でスピーディーな対応により尊い
命が守られました。
　それからディンギーヤードにＡＥＤ
を設置したいと思っていた矢先、関係
者の皆様のご協力ご支援により設置
することができました。感謝感激で
す。これからは、マリーナーに来られ
る皆様も安心されることでしょう。今
後とも海上の安全啓蒙と、いざという
時のレスキュー活動に邁進したいと
思います。

観音マリーナディンギヤード救難所
平成２7年４月１日設立　所長以下５名
所在地　広島県広島市西区観音新町４－１４－６　
　　　　（公財）広島県セーリング連盟

■広島県水難救済会

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２６年１２月以降に設置された１０か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等からご提供いただきました。

　県下のビーチは概ね環状さんご礁に囲まれています
が、彼らの力量はこのさんご礁の沖合まで及びます。
ビーチ沖合の海難にも至近距離から短時間にアプロー
チできます。この活力を利用して沿岸海域に救難所を
適宜配置することにより海難を撲滅しようとする目的で
洋レジャー業者に救難所の設置をお願いしています。
　これに賛同して、昨年末から４月までに、沖縄本島の
恩納村海浜公園内のナビービーチ、北谷（ちゃたん）町
の北谷フィッシャリーナ、サンセットビーチ、恩納村にナ
ビービーチ、慶良間諸島の渡嘉敷村に阿波連（あはれ
ん）ビーチ救難所を開設しました。また、５月には県下最
大５００隻のレジャーボートの収容能力を誇る宜野湾港
マリーナにも救難所を開設しました。新しく救難所員に
なった方々は沖縄を訪れた方々が沖縄を満喫しリピー
ターとなって再び笑顔で沖縄を訪れることを願いなが
ら安全を目指して張り切っています。

ナビービーチ救難所

サンセットビーチ救難所

北谷フイッシャリーナ救難所

宜野湾マリーナ救難所

阿波連ビーチ救難所

沖縄県

●那覇市

●

●
●
●

●

広島県●広島市

観音マリーナディンギヤード救難所

●
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児湯・高鍋ライフセービングスポーツクラブ救難所の皆さん

日向ライフセービングクラブ救難所の皆さん

　宮崎県はサーファーの楽園と言われるほどクオリ
ティーの高い波が一年中ブレイクしていることで有名
です。その沿岸の中心に位置している児湯地区を拠点
に海の安全を守る活動を行っています。
　救難所の発足は、海で安心して安全に遊んでもらえ
る環境を作りたいという思いが原点となり、児湯地区の
サーファーで結束した児湯・高鍋ライフセービングス
ポーツクラブとして海の学校や水難救助活動等を行っ
てきています。
　宮崎県は一年中サーフィンや釣りを楽しめることか
ら沿岸に多くの人が集まります。マリンスポーツや釣り
など、安全で安心して楽しんで海を活用して頂けるよう
今後も海上保安部・消防各機関と連携して水難救助訓
練や海の安全を守れる環境を作っていきます。

児湯・高鍋ライフセービング
スポーツクラブ救難所
平成２７年１月1６日設立　所長以下４名
所在地　宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋２４９１－１

■宮崎県水難救済会
高知中央救難所
平成２7年４月１日設立　所長以下100名
所在地　高知県香南市吉川町吉原２８７１　高知県漁業協同組合吉川統括支所内

■高知県水難救済会

笠岡市漁業協同組合救難所の救助員の方々

高知中央救難所等の皆様

　岡山県水難救済会では、平成２７年６月５日、岡山県
下で１４箇所目となる笠岡市漁業協同組合救難所を開
所しました。同救難所は、岡山県最西端に位置し、南方
海域には白石島、北木島をはじめとする島嶼部が点在
し、各種漁業や釣りなどのマリンレジャーが盛んである
とともに小型鋼船の交通の要所となっており、例年海
難や人身事故が発生している海域です。また、同救難所
は岡山県西部海域を管轄する水島海上保安部からは
最西端の遠隔にあって、海難等発生の際には時間を要
する場所で、ここに同救難所が開所したことにより、海
難等発生時に迅速な対応が期待されるところです。
　同日、岡山県水難救済会会長である黒田晋玉野市長
から、救難所長の笠岡市漁業協同組合代表理事組合長
井本瀧雄氏に救難所の看板の贈呈式が行われました。
　井本瀧雄救難所長は「所員一丸となって海難防止や人
命救助に当たる」と、力強く述べられました。

　高知県は東西に約700㎞の海岸線を有する横長の
形をしており、その南側はすべて海に面しています。
　県下には既に9つの救難所が設置されていますが、
「月の名所」で名高い桂浜や種崎海水浴場、そしてマリ
ン観光スポット「ヤ・シィパーク」のある県中央部には救
難所が設置されておらず、県下で唯一の空白地域と
なっていました。この地域は漁業者のみならずプレ
ジャーボートの保有者も多く、マリンレジャーが盛んな
こともあり海難事故や水難事故も多く、救助救難体制
の整備を望む声が多く寄せられていましたが、この度、
県当局や関係市役所等のご理解ご協力のもと高知中
央救難所の設立の運びとなりました。
　近い将来に発生すると言われています南海・東南海
地震への備えは、本県にとって急務であり、大規模災害
時における海上緊急輸送等の災害応急対策の確立を
図るためにも県下各救難所の役割は大きく、特に県都
高知市に最も近い高知中央救難所は大変重要な役割
を担っております。
　高知中央救難所は、本県の人口が集中している高知
市と南国市と香南市の3つの市を一つの地域として組

笠岡市漁業協同組合救難所
平成２7年６月５日設立　所長以下１１名
所在地　岡山県笠岡市神島外浦２８８５－１１　笠岡市漁業協同組合内　

■岡山県水難救済会

　サーフィンのメッカとして知られ、日本の渚100選に
も指定されている「お倉ヶ浜海水浴場」や「金ヶ浜海水
浴場」を持つ日向市。その日向市の海の安全を守るボ
ランティア団体「日向ライフセービングクラブ」が、平成
27年1月に宮崎県水難救済会の救難所として指定さ
れ、「日向ライフセービングクラブ救難所」として新たに
発足しました。（救助員6名、水上バイク３艇）
　日向市細島工業港で行われた発足式典では、日向海
上保安署の方々や、同じく救難所として指定された「児
湯・高鍋ライフセービングスポーツクラブ」の方々と溺
者救助を想定とした合同訓練をさせて頂きました。
　当救難所の所員は、皆「日本ライフセービング協会」
「一般社団法人ウォーターリスクマネージメント協会」
公認の資格を持ち、長年マリンスポーツを経験してい
る者ばかりで、海上安全指導員の資格を持つ所長をは
じめ、医師、医療従事者などで構成される若いライフ
セービングクラブです。
　私たちの活動する海域は、国内でも有数のマリン
スポーツ（主にサーフィン）や魚釣りの盛んな地域と
して知られ、全国から多くの方々がマリンスポーツや
レジャーを楽しみに訪れる海水浴場や磯場などがあ
ります。

日向ライフセービングクラブ救難所
平成２７年１月1６日設立　所長以下１1名
所在地　宮崎県日向市大字冨高6408番地１１３

　シーズン中は、海水浴場の遊泳区域とマリンスポー
ツ区域が特に近い状況にある為、危険な場面も多々
あります。
　当救難所も、海上安全指導員の所長と共に海の安全
啓発に努め、隊員らと共に一件でも多くの事故を未然
に防げるよう、海上保安庁や宮崎県水難救済会の方々
と連携し、鋭意努力してまいります。
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織し、8つの本支所を配置しておりますが、関係する行政
機関等の協力得て、定期的な訓練や救難所員個々の意
識の向上を図り、県救済会を中心に各地域の救難所と共
に救難所の使命を果たせるよう努めたいと思います。
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