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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

　（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。

特定非営利活動法人長崎県水難救済会　西海南小学校の皆さん

AEDを使用した心肺蘇生法の実技指導を受ける中学生 沖縄水産高校の皆さんAEDの取扱いを学ぶ高校生

レサシアンを使用し、心肺蘇生法を繰り返し体験

野球チームの中学生が心肺蘇生法を学ぶ
　平成28年３月５日、札幌市の札幌真駒内リトルシニア
球団室内練習場において硬式野球チームの中学３年生20
名、２年生12名、１年生15名の計47名に対して「若者の
水難救済ボランティア教室」を開催しました。
　この教室は、毎年、要望により開催しており、今回は、
北海道海難防止・水難救済センター職員が講師となり、
AEDを使用した心肺蘇生法の実技指導でした。
　２年生及び３年生は昨年も受講しており、技術の向上が
認められましたが、１年生は初めてであり、実技講習に積
極的にかつ真剣に取組んでいました。

名護市子どもリーダージュニアリーダー育成者合同研修にて
心肺蘇生法・AED取り扱いを習得
　平成28年６月18日午前、沖縄県名護市嘉

か
陽
よう

海岸に
おいて開催された「名護市子どもリーダージュニア
リーダー育成者合同研修」において、昨年に引き続き
名護市子どもリーダー、ジュニアリーダー29名保護者
13名が参加して、「若者の水難救済ボランティア教室」
を開催した。
　当日は、うだる様な炎天下、立っているだけで汗だ
くの状況下、父兄の皆さんが手際よく砂浜にテントを
設営してくださり、教室では公益社団法人　琉球水難
救済会事務局の永吉辰也常務理事が講師となり、受講
生は小学生が多いため「優しく、分か
り易く、対話を心がける」に留意して、
海の危険生物について、水難事故の救
助法、心肺蘇生法・AED取り扱いの説
明等を行いました。
　当初は緊張していた子供達も次第に
打ち解け、心肺蘇生法では全員が真剣
な表情で実技を学んでいました。主催
者から来年度の開催もお願いされるな
ど大変好評でした。

沖縄水産高校１年生の皆さんが心肺蘇生法を体験
　平成28年７月１日午後、沖縄県立沖縄水産高校において、
１学年生徒40名及び高校教諭３名が参加して那覇海上保安
部及びNPO法人沖縄ウォーターパトロールシステムから講
師３名を招き、「若者の水難救済ボランティア教室」を開催
した。
　開催にあたり公益社団法人　琉球水難救済会事務局から琉
球水難救済会の歴史や事業内容について説明ののち那覇海上
保安部の講師によりプロジェクターを使用して海難の状況な
ど講話が行われた後、沖縄ウォーターパトロールシステムの
講師の指導により、AEDの取り扱いのほか二人一組での心肺
蘇生法をレサシアンにより繰返し練習して、手順を身につけ
ていた。

公益社団法人　北海道海難防止・水難救済センター

公益社団法人 琉球水難救済会

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。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。

心肺蘇生法・AED取り扱いを
受ける子供たち（上・下）
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ペットボトルを投げ込み人命救助方法を体験

救命胴衣を来て、着衣泳等を学ぶ児童

着衣泳の難しさを学ぶ 　平成27年９月４日午後、徳島県の阿南市立福井小学校におい
て、若者のボランティア教室を開催した。
　参加者は同校の４年生から６年生48名と教職員３名で、講師
に徳島海上保安部から１名と同保安部巡視船よしの乗組員５名
を招き、着衣状態で水中における泳ぎ等の難しさを体験したほ
か着衣泳及び救命胴衣着用体験と誤った救助方法等の説明を学
んだ。
　参加者は、泳ぎを楽しみながら各実施項目に興味と理解を示
していた。
　本教室を通じて若年層に対して命の大切さを訴え「自分の命
は自分で守る。」ということを理解させることで、マリンレジャー
活動時の救命胴衣の着用による水難事故の未然防止などついて
意識向上に役立ちました。

徳島県水難救済会

特定非営利活動法人　長崎県水難救済会
季節外れの９月に着衣泳を体験
　平成27年９月10日午後、長崎県西海市西海南小学校のプー
ルにおいて、若者のボランティア教室を開催した。
　参加者は同校児童及び保護者・教師あわせて50名であり、
長崎県水難救済会職員３名のほか講師に長崎海上保安部職員
２名を招き、「海辺の安全教室」の講義のあと着衣泳を実施した。
　同校は本年度に合併により廃校となる小学校であり、また、
９月の実施で季節外れの教室となったが、着衣泳では全員が
真剣に取り組んでいた。

■佐賀県水難救済会
水上バイクを活用した救助訓練実施
　平成28年４月29日、佐賀県伊万里市山代町久原沖の伊
万里湾において、伊万里海上保安署の指導のもとで、伊万
里マリン救難所の所員18名が参加して、マリンレジャー
シーズンを前に、伊万里湾内等で水難事故が発生した際の
協力関係者との連携活動の要領確認を行い、円滑、迅速な
救助体制の確立を図る事を目的に実地訓練を行った。
　「遊泳中の男性が溺れているのを目撃した。」と通報が
あったとの想定により、発動、関係者から位置等を聴取し、
船舶及び水上バイクで周辺を捜索。発見した被救助者を水
上バイクに乗せて陸まで搬送した。
　その後、海上保安署職員の指導によるAED講習会も実
施した。

AEDの取扱い訓練を行う救助員 水上バイクによる海難救助訓練の模様

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27年度は、全国37の地方水難救済会において延べ300の救難所・支所から4,815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。

佐賀県水難救済会による海難救助訓練の模様

背浮泳の体験をする児童（上、下）

服を着たままペットボトルで背浮体験をする児童
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閉会式で整列する救難所員

競技訓練に参加し、整列する救難所員

ゴムボート操法競技

心肺蘇生法の
救難技術競技

救命索発射器操法競技

火災船救助訓練の様子

海上保安庁のヘリコプターによる遭難者吊り上げ

■公益社団法人　北海道海難防止・水難救済センター
全道大会を北の最東端根室港で実施
　平成28年７月６日、根室市根室港本町岸壁において「平
成28年度海難防止・水難救済センター全道大会」を実施した。
　同大会には、道内107救難所から470名の救難所員が参加
し、星 澄男第一管区海上保安本部次長や向田昌幸公益社団
法人　日本水難救済会理事長など来賓をはじめ大会関係者な
ど総勢630名が一堂に会しました。
　大会では、根室地区女性部及び青年部代表による海難防止
安全宣言に続き、ゴムボート操法、救命索発射器操法、心肺
蘇生法の救難技術競技や火災船救助訓練が行われ、救難所員
は日頃の訓練の成果を十分に発揮した。

来賓として祝辞を述べる（公社）日本水難救済会向田理事長

開会式にて山田邦雄大会会長に敬礼する救難所員

■京都府水難救済会
官・民合同による水難事故救助訓練を実施
　平成28年６月28日、京都府京丹後市久美浜町の小天橋海
水浴場において「官・民合同による水難事故救助訓練」が実
施され、京都府水難救済会久美浜救難所が参加した。
　同訓練は、夏の海水浴シーズンを前に、海水浴場等におけ
る水難事故に備え関係機関の連携を高めることを目的として
様々な想定により行われ、久美浜救難所は、救助船３隻によ
る漂流者捜索、発見揚収救助、陸上までの搬送、救急車へ引
継ぐまでの訓練を行った。

■山形県水難救済会
酒田市で水難救助合同訓練を実施
　平成28年７月２日午前、山形県酒田市の大浜海岸にお
いて、水難救助業務を円滑に実施するため、水難事故発
生時の即応体制の確立を目指す事を目的として、酒田市
主催の水難救助合同訓練を行った。
　訓練には、酒田、宮海及び袖浦救難所の救難所員が参
加し、酒田海上保安部及び酒田地区広域行政組合消防本
部による指導を受けて、心肺蘇生訓練、救命索発射器操
法訓練及び「浸水、機関停止し航行不能となっている船
舶内で乗組員１名が意識不明となっている」との想定に
よる総合海難救助訓練が行われた。

救命索発射器操法訓練 総合海難救助訓練

漂流者を捜索して揚収

心肺蘇生法訓練
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水難救助等活動報告
平成28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。

浅瀬に乗り上げた貨物船から
半沈没前に乗組員5名全員を救助
高知県水難救済会　大月救難所

　平成28年３月13日午後９時30分頃、高知県宿毛湾
を千葉県館山向け航行中の貨物船（総トン数499トン、
５人乗組み）が、高知県幡多郡大月町柏島西端に乗揚
げ、自力離礁が困難であったことから、118番で海上
保安庁に救助要請が入った。
　現場海域は険しい岩場で、風と波の影響で船体が付
近の岩場にぶつかり、船内への浸水量が多くなったこ
とから、翌14日午前８時頃には、同船のポンプによる
排水量を上回り切迫した状態となった。
　救助に向かった宿毛海上保安署の巡視船も荒天の
為、搭載艇が乗揚げ現場に接近出来なかったことから、
14日午前６時45分頃、宿毛海上保安署から、高知県

水難救済会大月救難所へ出動要請があり、午前７時10
分頃、大月救難所所属救助船「KUROSHIO」（船長：
黒田　澄夫）が出動、巡視船から海上保安官４人を上
乗りさせて救助に向い、午前９時25分頃、乗組員５人
全員を無事救助した。
　同貨物船は、乗組員が救助された後の同月14日午
後、船体が右舷側へ大きく傾き船尾部が完全に沈没し
た状態となった。

1

宿毛海上保安署長から第五管区海上保安本部長感謝状を
伝達される大月救難所所属救助船船長黒田澄夫氏

乗組員救助後の
貨物船の状況

救助船「KUROSHIO」に海上保安官が上乗りし、貨物船の乗組員を救助
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　平成28年７月３日、南海トラフ地震などの大規模災
害に備え、関係機関と連携した救助活動などの訓練を
実施して、迅速な初動対応と災害対応力強化を図るた
め、和歌山県主催で「平成28年度和歌山県津波災害対
応実践訓練」が実施され、紀南西部救難所から８名・
救助船３隻が参加した。
　訓練には、和歌山県のほか、関係の市町村、海上保
安庁（巡視船せっつ等）、陸上・海上・航空自衛隊、
近畿地方整備局、和歌山県警、県内関係消防本部、

災害派遣医療チーム（DMAT）など41機関、計１，
020名が参加しておこなわれ、「早朝、和歌山県で非
常に強いを感じる地震が発生し、和歌山県内では震度
５強～７の揺れを観測した」との想定で総合統制室運
営（連絡・調整）訓練、情報収集・伝達訓練、SCU（広
域搬送拠点臨時医療施設）開設・運営訓練のほか漂流
者捜索・救助訓練やへり・車両・船舶による物資・緊
急物資輸送訓練などが実施された。
　紀南西部救難所は、巡視船と水難救済会所属救助船

（漁船）との連携した非常通信訓練、漂
流者救助訓練、緊急物資輸送訓練等に参
加し、漁業無線を使用し、巡視船からの
協力要請により、漂流者の救助・搬送
や巡視船では着岸できない漁港への支
援物資輸送等を実施し、同訓練を通じ、
防災意識の高揚、他機関との連携強化が
図られた。

■和歌山県水難救済会
南海トラフ地震などの大規模災害に備え津波災害対応実践訓練を実施

非常通信、避難訓練の様子

漂流者救助訓練の様子

漂流者揚収訓練の様子

緊急支援物資の搬送訓練の様子



養殖施設に乗揚げたプレジャー
ボートの乗組員を救助
千葉県水難救済会　金田救難所

漂流シーカヤックの２名を救助
意識不明の漁船船長を救助
新潟県水難救済会　糸魚川救難所

意識不明の漁船船長を救助
高知県水難救済会　室戸救難所

乗揚げ負傷した漁船船長を救助
徳島県水難救済会　阿南救難所

　平成28年１月６日午後６時10分頃、木更津海上保
安署より、海苔養殖施設内でプレジャーボートが遭難
していると金田救難所に連絡があり、金田救難所は救
助員５名を至急招集のうえ、同６時50分頃、救助船第
18金協丸に出動を指示した。
　同日、午後７時５分頃、現場に到着した救助員は、
養殖施設に乗り揚げているプレジャーボートを確認し
たものの、夜間のため、同プレジャーボートの船体を
海苔養殖施設から引き降ろしすることができないと判
断するや直ちに、同船に乗船していた５名を救助船に
揚収のうえ、中島漁港に同日午後８時20分帰港しプレ
ジャーボートの乗組員５名を無事救助完了した。
　また、翌１月７日、午前８時30分から海苔養殖施設
に乗り揚げているプレジャーボートの船体の引き降ろ
し作業を開始し、同日午前９時35分頃、船体の引き降
ろしに成功し、同船を僚船に引き渡し救助完了した。

　平成28年３月８日午前９時40分頃、新潟県糸魚川
市所在の能生浜からシーカヤック（全長3.7メートル）
で沖に出掛け、救命胴衣を着用し、釣をしていた２名
の男性が、能生港の北約400メートル付近において、
風が強くなり自力で戻れなくなったことから118番通
報にて救助要請を行った。
　救助要請を受けた上越海上保安署は、巡視艇を出動
させるとともに、上越漁業協同組合能生支所を経由し、
糸魚川救難所に出動要請を行い、救助要請を受けた糸
魚川救難所は、直ちに救助船与徳丸（総トン数6.6トン）
に同救難所救助員１名及び協力者が乗船、出動させ、
同日10時20分頃、天候雨、風速９メートルの西風が
吹く荒天下の中、釣り人２名をシーカヤックとともに
船内に引き揚げ、無事救助した。

　平成28年３月22日午前７時頃、室戸岬沖約18海里
付近において、高知県漁業協同組合甲浦支所所属の漁
船成立丸（9.54トン）が金目樽流し立縄漁を操業中の
漁船の様子がおかしい事に気付いたため、成立丸船長
は付近海域で操業中の救助船大栄丸に連絡した。
　大栄丸は、直ちに当該漁船に向かうとともに、付近
海域で操業中の救助船正栄丸に連絡した。
　これを受けた正栄丸救助員は陸上の室戸小型船主組
合との連絡を行うとともに、現場に急行し、午前８時
５分頃、大栄丸救助員２名と正栄丸救助員１名が同漁
船に乗り移ったところ、船橋内で計器類にもたれか
かった状態で苦しそうにしている船長を発見したが、
意識が無くなっていた。このため、仰向けに寝かせる
などの処置を行うとともに、救助員は無線により、消
防署及び漁協に連絡を取りつつ同船を室戸岬漁港向け
航走させ、同日午前10時頃入港、救助完了し、同船船
長は救急車及び消防ヘリにより高知医療センターに搬
送された。

　平成28年４月25日午後10時25分頃、徳島県阿南
市伊島西側の棚子島西方沿岸部沖の岩場に漁船が乗揚
げ、乗組員が負傷し救助を求めているとの118番通報
があり、徳島海上保安部は巡視船を急行させるととも
に、現場到着に時間を要することから同日午後11時５
分頃、阿南救難所伊島支所に対して乗揚げ船の引き下
ろし等の出動要請を行った。
　これを受けた阿南救難所伊島支所は直ちに救助船千
歳丸及びしんかいの２隻を出動させ、同日午後11時
25分頃、現場に到着したが、同漁船は船体が完全に岩
場に乗り揚げていることから船体の引き降ろしは困難
と判断するや直ちに、負傷した船長を救助船に揚収し、
伊島港まで搬送のうえ、島内の診療所にまで搬送し、
救助完了した。
　なお、乗揚げ船は、翌日の満潮時にあわせ引き降ろ
しを実施する予定であったが、船での引き降ろしは困
難と判明したことから、クレーン付き台船にて吊り上
げ撤去された。
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鯨と衝突、航行不能となった
旅客船から乗客を救助
静岡地区水難救済会　ICS救難所

機関故障で航行不能の 
プレジャーボートを曳航救助
宮城県水難救済会　閖上救難所

　平成28年２月６日午前８時50分頃、伊豆大島沖に
て旅客船が鯨と衝突し、機関故障により自力航行が不
能となり漂流した。
　このため、同日午後１時30分頃、下田海上保安部か
ら「自力航行不能となった旅客船の旅客を伊東港に輸
送願いたい」との出動要請をICS（伊豆小型船安全協
会）救難所が受けた。ICS救難所は、午後２時、伊東
サンライズマリーナから救助船「MEE SEA」（総トン
数1.5トン）及び午後３時34分、スパ・マリーナ熱海
から救助船「Satellite」（総トン数1.5トン）及び救助
船「奄美」（総トン数5.6トン）の計３隻に救助員７名
が乗船して直ちに出動し、下田海上保安部指導のもと、
巡視船等と協力し、伊東沖で漂泊中の旅客船の乗客等
60名のうち、39名を救助、伊東港まで輸送し、午後
３時50分無事全員の救助を完了した。

　平成27年12月20日午前11時30分頃、宮城県閖上
漁港の東約13海里付近で魚釣り中のプレジャーボー
トが、海上模様が悪化したことから帰港しようと機関
を起動しようとしたところ、セルモーターが回らす航
行不能となり、同午前11時35分に118番通報で海上
保安部に救助要請した。
　これを受けた宮城海上保安部は、巡視艇を現場に急
行させたが、荒天と同プレジャーボートの外舷との高
低差のため巡視艇が接近できなかったことから閖上救
難所に救助要請を行った。
　救助要請を受けた閖上救難所は、午後２時20分、救
助員２名が乗船する救助船JF永福丸を出動させ、荒天
下かつ日没が迫る中、同船の曳航作業を実施し、午後
３時30分に曳航を開始し、同日午後５時に閖上港に入
港し、同船及び乗組員３名を無事救助した。
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下田海上保安部長表彰を受賞した7名の救助員

航行不能となった旅客船から乗客等を救助する救助船

プレジャーボートを曳航する救助船　JF永福丸

宮城海上保安部長表彰を受賞した宮城県水難救済会
閖上救難所　救助員　沼田 洋一氏（左）と玉田 治氏（右）


