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着衣泳で背浮きを体験

救命胴衣着用体験

救命胴衣着用体験

合言葉は「浮いて待て！」
　平成28年7月12日午後、長崎県諫早市立諫早小学校
プールにおいて「若者の水難救済ボランティア教室」
を開催した。
　参加者は、同小学校の5年生児童と教師・PTAのあ
わせて100名で、講師には本会の3名に加え、長崎海
上保安部から職員6名を招き、はじめに、離岸流の説
明等、海の安全についての講習を行い、着衣泳では特
に「浮いて待て」という意識付けが行われた。
　教室では、皆さん大変熱心に受講し、また、ライフ
ジャケット着用体験も大好評であり、「落水したらど
うなるのかを、身を持って体験できたことがよかっ
た。」との感想を頂いた。

特定非営利活動法人　長崎県水難救済会

大阪府水難救済会

ペットボトルを
利用した溺者救
助体験

ペットボトルで
背浮きを体験

◆大阪市立佃西小学校
救命胴衣の着用方法を学ぶ
　平成28年7月6日午前、大阪市立佃西小学校におい
て「若者の水難救済ボランティア教室」を開催しました。
　佃西小学校からの依頼により開催したもので、大阪
地区スキューバダイビング安全対策協議会会員及び大
阪海上保安監部から講師として招き、同小学校5年生
の児童60名が参加し、教室では、自己救命索3つの基
本に関する説明、溺者の救助方法や救命胴衣の着用体
験などを学んだ。

◆堺市立原山台小学校
身近な物を利用して溺者救助法の実技体験
　平成28年7月11日午前、大阪府の堺市立原山台小学
校において「若者の水難救済ボランティア教室」を開
催した。
　原山台小学校の3年生から6年生の児童110名が参
加、堺海上保安署から講師として招いた職員5名と本
会職員2名による、溺者の救助方法として間違った救
助法（何も付けずに飛び込み、溺者の前から近づき抱
きつかれてしまう等）や正しい救助法（棒を差しだし
たり、浮く物を近くに投げる等）の説明・展示を受け
た後、実際にプールにおいて身近な物（ペットボトル
等）を利用した救助体験とライフジャケットの着用体
験をした。

MRJ_vol109_no1.indd   18 2017/01/18   15:23

17

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　長崎県諫早市立諫早小学校5年生の皆さん

プールに集合した筑西市立伊讃小学校の児童

茨城県水難救済会

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。

ペットボトルや救命
胴衣を使用した背浮
き体験

　平成28年7月12日、茨城県筑西市立伊讃小学校の
プールにおいて、同校児童（5・6年生）64名と教職
員2名が参加し、講師に茨城海上保安部から職員4名を
招き「若者の水難救済ボランティア教室」を開催した。
　教室では、「着衣泳」や「救命胴衣着用」の体験や、
溺者救助方法のデモンストレーションが行われた。
　参加した児童は、海や川等での遊泳に伴う危険性を

学習するとともに、着衣泳、救命胴衣着用及びペット
ボトル等による溺者救助方法を体験し、海難・水難事
故での対応策及び命の大切さを知ることができ、大変
有意義なものとなった。

着衣泳、救命胴衣着用とペットボトル等による溺者救助法の体験実習
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■山形県水難救済会
鶴岡市において海難救助訓練を実施
　平成28年8月24日、山形県鶴岡市米子漁港におい
て、鶴岡市救難本部が主催する「鶴岡市救難本部海難
救助訓練」が実施され、山形県水難救済会の温海・加茂・
由良・豊浦・念珠関救難所が参加した。基礎訓練では、
排水ポンプ操法、救急法（心肺蘇生法）、救命索発射
器操法の各訓練が行われ、総合訓練においては、要救
助船に向けて救命索発射器でロープを渡してゴムボー
トにより意識不明者を救助、人工呼吸を施す訓練が行
われた。

ゴムボートにより意識不明者を救助心肺蘇生法訓練

消防ポンプ操法訓練

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28年度は、現在までに全国21の地方水難救済会において延べ101の救難所・支所から2,076名の
救難所員が参加して実地訓練などが行われました。

山形県水難救済会による平成28年度鶴岡市海難救助訓練の模様

MRJ_vol109_no1.indd   20 2017/01/18   15:23

19

鬼塚小学校体育館で行われ
た水難救済ボランティア教
室の様子

身近な物を利用した溺者救
助体験

◆和歌山県西牟婁郡白浜町立西富田小学校
溺者救助法や救命胴衣着用を体験
　平成28年7月13日、和歌山県西牟婁郡白浜町立西富
田小学校において同小学校6年生の児童38名に対して
「若者の水難救済ボランティア教室」を開催した。
　講師として、田辺海上保安部職員4名、同保安部巡視
船「みなべ」乗組員3名を招き、救助方法の見本展示、
浮身体験・練習、救命胴衣の着用方法・着用体験、身近
な物を利用した溺者救助方法の説明・体験を学んだ。
　児童らは、それぞれの講習内容に興味と理解を示し、
楽しみながら積極的に参加していた。
　今後も、本教室を通して若年齢層に命の大切さを訴え、
「自分の命は自分で守る」事を理解させ、マリンレジャー
活動時における救命胴衣着用の必要性の理解浸透を図
り、海浜事故の未然防止及び発生時の救命率向上に努め
ていきたい。

佐賀県水難救済会

和歌山県水難救済会

◆唐津市立鬼塚小学校
　平成28年7月13日午前、佐賀県唐津市立鬼塚小学校
体育館において同校の4年生から6年生の児童187名
と教師9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。
　講師として、一般社団法人日本水難学会指導員（佐
賀ん着衣泳会）1名、唐津市消防本部職員2名、唐津海
上保安部職員2名を招き、ペットボトル等を使用した
他人救助法等の講習及びライフジャケット着用講習、
離岸流への注意喚起等が行われ、夏休みを前に、事故
発生時の対応や水難事故防止について習得でき、水難
救済意識の高揚が図られた。

◆唐津市立久里小学校
　平成28年7月8日午前、佐賀県唐津市立久里小学校
体育館において、同小学校全学年243名の児童と教師
9名が参加して、講師として、一般社団法人日本水難
学会指導員（佐賀ん着衣泳会）3名及び唐津海上保安
部職員2名を招き、「若者の水難救済ボランティア教室」
を開催し夏休みを前に、事故発生時の対応及び水難事
故防止についての指導を行い、水難救済意識の高揚を
図った。
　唐津海上保安部職員から、自己救命策3つの基本や
離岸流の注意事項と佐賀ん着衣泳会の講師から、ペッ
トボトル等を使用した他人救助法の講習やライフジャ
ケット着用体験、離岸流への注意等を学んだ。

夏休み前に事故発生時の対応・水難事故防止を学ぶ

久里小学校体育館で行われた水難救済ボランティア教室の様子

救命胴衣の着用体験
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流出油防除訓練 火災船消火訓練

訓練海域に向う救助船「ひめ」

ヘリによる漂流者救助訓練漂流者

■愛媛県水難救済会
航空機事故対応訓練に参加
　平成28年9月9日、松山空港で実施された初めての
航空機事故対応訓練に愛媛県水難救済会が参加した。
　この訓練は、昭和41年の航空機事故から50年目の
今年、国土交通省松山空港事務所や陸上自衛隊などで
つくる「松山空港緊急時対応計画検討委員会」が海上
での航空機事故に備えた初めての消火救難総合訓練で
あり、関係者らが救助の手順などを確認するとともに、
愛媛県の松山空港近くの海域で松山市消防局や県警、
松山海上保安部など45機関の約200人が参加した。航
空機（乗員乗客135人）に油圧系統のトラブルが発生
し、松山空港西の海上約1キロに墜落した想定で、海
上では、松山海上保安部の巡視艇や救難所の救助船「ひ

■公益社団法人　北海道海難防止・水難救済センター
瀬棚港において総合防災訓練を実施
　平成28年10月17日午後、瀬棚港において、地元自
治体、海保、警察、消防等防災関係機関等が参加して
平成28年度瀬棚港総合防災訓練が実施された。
　本訓練は、地震・津波等自然災害の発生による被害
を局限するため、防災関係機関等相互の連絡体制を確
立すると共に、人命救助、火災船消火等の訓練を実施

し、救助技術の向上及び救難体制の更なる連携を図る
ことを目的として行われた。
　訓練では、広報、避難誘導訓練、流出油防除訓練及
び火災船消火訓練が実施され、流出油防除訓練と火災
船消火訓練には、瀬棚救難所から21名、北檜山救難所
から7名が参加した。

め」等が出動して、漂流者を揚収し、陸上の消防救急
隊に引き渡す訓練等を実施した。
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訓練時の整列

落水者の救助訓練の模様

■公益社団法人　福岡県水難救済会
築上郡築上町において海難救助訓練実施
　平成28年7月9日午前、福岡県築上郡築上町の八
津田漁港において、築上町救難所救難所員23名が
参加して海難救助訓練を実施した。
　訓練では、救難用資器材の点検・取扱確認の後、
水難救助訓練が行われ、落水者役が海に飛び込み、
同落水者を発見した所員が通報を行い、同通報を
受けて救助船が出動して船内に引き上げ、岸壁ま
で搬送する間に心肺蘇生措置を行い、岸壁上でも
救急車到着まで心臓マッサージ等を行うという実
践的な内容だった。

■愛知県水難救済会
弥富市において津波・地震防災訓練実施
　平成28年11月6日午前、愛知県の木曽川グラン
ド、弥富港等において、県や市などの行政機関と
自主防災会等が合同で訓練を行うことにより、地
震及び津波被害時における総合防災体制の確立す
ると共に県民の防災意識の高揚を図ることを目的
として、平成28年度愛知県・弥富市津波・地震防
災訓練が行われた。愛知県をはじめ防災関係機関
等が参加したが、愛知県水難救済会からも伊勢湾
東部地区海難救助連絡協議会救難所が参加し、救
援物資輸送訓練を実施した。
　南海トラフ地震の発生が危惧される地域であり、
県民の関心も高く、大規模地震及びこれに伴う津
波を想定し、無線などで住民に避難を呼びかけ、
避難場所への避難訓練などが行われた。救援物資
輸送訓練では、救難所所属の救助船が名古屋海上
保安部の巡視艇から、訓練用輸送物資を受取った
後、桟橋に着桟、物資を陸揚げしてトラックに積
み込むまでを行った。

救急救命措置
（心肺蘇生法）
訓練

救援物資輸送訓練の様子
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機関故障で漂流していた漁船を捜索発見し、曳航救助
高知県水難救済会　幡東救難所

ヨットレース関連の海難に対応
公益社団法人 福岡県水難救済会　大岳救難所

　平成28年8月19日午後0時15分頃、家族から「朝早
く漁に出て、普段なら午前8時頃、帰港するのに正午
を過ぎても帰ってこない。携帯電話に電話しても繋が
らない。」との連絡を受けた下田漁協事務所は高知県
水難救済会幡東救難所下田支所に連絡、渡辺下田支所
長は直ちに救難所所属の救助員鍋島啓助氏に出動要請
を行った。救助員鍋島啓助氏は直ちに所有の救助船「第
三起翔丸（2.4トン）にて下田港を出港、午後2時現場
に到着、捜索を開始したところ、土佐清水市布崎丸山
沖合付近にて、機関故障により航行不能となり、連絡
を取ることが出来ないためにアンカーを投入して救助
を待っていた漁船を発見し、渡辺下田支所長に連絡し
た。同支所長は、直ちに支所所属の他の救助員に出動
要請を行なうとともに土佐清水海上保安署に通報した。
　同支所長から要請を受けた救助員は直ちに救助船友
康丸（4.7トン）に協力者3名を乗船させ出港。午後 2
時50分現場に到着し、機関故障の同船を曳航開始、下
田港まで曳航救助完了した。

　なお、同漁船は、アジ釣り漁を終えて帰港中に機関
が故障して航行不能となったが、携帯電話のバッテ
リー切れで使用出来ず、アンカーを投入して救助を
待っていたものである。

　平成28年11月18日〜20日、福岡市で開催された
「ルイ・ヴィトン・アメリカズカップ・ワールドシリー
ズ福岡大会」において福岡市等からの要請を受けた大
岳救難所は、海難発生に備えて福岡海上保安部と連携
し、平成28年10月に新たに配属された最新鋭のウォー
タージェット推進の救助船「おおたけ2」を出動させた。
同19日には、レース観戦していたヨットがアンカー索
を警戒船のアンカー索に絡索させたことから、救難所
救助船「おおたけ2」のウェットスーツを着用してい
た救助員が絡索の状況を調査、アンカー索を切断して
無事救助した。
　また、20日には、レース終了後、帰港中のプレジャー
ボートが浅瀬に乗り上げる海難が発生し、浅瀬に海上保
安庁の巡視艇が接近出来なかったため、救難所救助船
「おおたけ2」が出動、乗揚げたプレジャーボートから乗
船者を救助して福岡海上保安部の巡視艇に引き継いだ。

3

4

曳航されて無事入港する機関故障船

ヨットレース警戒中の救助船「おおたけ2」

乗揚げたプレジャーボートからの救助絡索除去中の大岳救難所救助員

MRJ_vol109_no1.indd   24 2017/01/18   15:23

23

水難救助等活動報告
平成28年度下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。

火災漁船から乗組員を救助
公益社団法人 琉球水難救済会　糸満救難所

高波にさらわれた釣人3名を救助、1名は心肺停止状態であったが
救助員の救命措置により意識戻る
伊豆地区水難救済会　下田救難所

　平成28年6月20日午後7時50分頃、那覇海上保安部
から糸満救難所に対し、糸満市南西沖（トコマサリ）
付近で炎上している漁船（5.8トン）の乗組員の救助要
請があった。このため、糸満救難所は直ちに救助船「カ
ズヒロ丸（2.57トン）」に救助員小堀端昭広（船長）及
び救助員具志嘉之を乗船させ現場に向わせた。
　火災船には、6名乗船しており、このうち3名は第
十一管区海上保安本部那覇航空基地のヘリコプター
が救助し、残り3名の乗組員は、午後8時10分頃、現
場に到着した救助船「カズヒロ丸」が船内に収容、
無事救助し、同日午後10時00分糸満漁港北地区に入
港し救助完了した。なお、火災漁船は、同日午後11
時41分頃、沈没した。
　また、この海難には、糸満漁港北地区港内に停泊
していた、宮崎県水難救済会南郷漁業協同組合救難
所所属の救助船「十八宏漁丸」（3名乗組）に対して
も救助出動要請がなされ、同船は出動したが、「カズ
ヒロ丸」が救助したことから港に引き返した。

　平成28年8月21日午前7時33分頃、「爪木埼灯台の
沖沖10mに釣人が3名海中転落し、救助を求めている。」
との118番通報があり、下田海上保安部は、同日午前7
時42分頃、伊豆地区水難救済会下田救難所に救助要請
を行った。
　同要請を受け直ちに下田救難所所属の救助船「すさ
き丸（6.6トン）」に救助員6名（田中長男、田中敏夫、
田中育男、田中千春、土屋光永、土屋洋人）が乗船し
て出動、午前7時56分頃、現場にて漂流している3名を
発見。現場海域は多数の根が存在し、岬特有の複雑な
沿岸海潮流もあり、さらに、当時台風9号の影響による
悪天候の中、適切な操船と漂流者への状況に応じた適
時適切な指示により、漂流者3名を乗組員一致協力し
て船内に引き上げ救助したが、船内揚収直後、3名のう
ち1名が意識を失っており心肺停止と判断されたことか
ら、船上において心肺蘇生を絶え間なく実施し、須崎
漁港入港後、消防救急隊に引き継ぎ無事救助を完了した。
　なお、意識を失った者は、搬送中の救急車内で自発
呼吸と意識を取り戻した。
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炎上する遊漁船
（那覇海上保安部撮影）

救助にあたった救助船
すさき丸

第三管区海上保安本部長
表彰を受けた救難所員

救助船カズヒロ丸
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須崎半島

現場位置

現場拡大図

「すさき丸」定係地

現場海域

救助位置

MRJ_vol109_no1.indd   23 2017/01/18   15:23



26

「ビーチライフIN新潟」体験学習活動に参加した「シーバードにいがたPort救難所」の皆さん

水上オートバイによる溺者救助訓練の様子 子どもたちに「着衣泳法」を指導する救助員

新設救難所の紹介 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 28年6月に設置された1か所の救難所をご紹介します。
なお、紹介文は、地方水難救済会からご提供いただきました。

■新潟県水難救済会
◆シーバード にいがた Port救難所
平成28年6月16日設立　所長以下18名
所在地　新潟県新潟市中央区上所1－2－19（有）ドッグマリン内
　　　　安良波公園内　アラハビーチハウス

　平成28年6月16日、信濃川河口、新潟港の（有）ドッ
クマリン内に設立された「シーバードにいがたPort救
難所」の救難所員は、所長　峰本信雄以下18名で、プ
レジャーボート3隻、水上オートバイ2隻により、新潟
市沿岸における一般船舶、プレジャーボート、水上オー
トバイ、遊漁船等の海難に対応するとともに、水上オー
トバイの可搬型という利点や機動性の高さを活かし、
一般船舶では困難な活動域をカバーし海難発生時に対
応するなど新潟市の海、海岸の環境と安全を守る活動
を行い、水辺を利用する人々すべての友好な相互関係
の構築と、水辺での遊びを通じて海に親しみを持って
もらうことにより、健全なる心身の育成、後世への意
識の継承と地域活性化をめざしております。
　新潟県水難救済会は、これまで16救難所、6救難支
所すべての救難所員は漁業関係者でしたが、今回、初
めてプレジャーボート、水上オートバイのマリン系の

団体からの入会申込みがあり、活躍が大いに期待され
ております。
　今後も、海上保安庁、消防、警察をはじめ関係機関
と連携・協力体制を確立するなど、海難事故発生の際、
迅速かつ適確な救助活動が出来るよう日頃から救助能
力向上に努め、沿岸海域での人命救助体制の強化を
図っていきたいと考えております。

新潟県

福島県

山形県
シーバードにいがた Port 救難所
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沖に流された海水浴客を迅速に救助
三重県水難救済会　伊勢湾北中部地区海難救助連絡協議会救難所

ダイビング客67名を適切・迅速に
救助
公益社団法人 琉球水難救済会　恩納救難所

沈没しかけたゴムボートを救助
岡山県水難救済会　
牛窓町漁業協同組合救難所

浸水船から排水作業
山形県水難救済会　由良救難所

転覆した漁船を救助
公益社団法人 北海道海難防止・
水難救済センター　南茅部救難所

　平成28年8月9日午後1時45分頃、三重県津市白塚
海岸で浮輪を付けて泳いでいた男子中学生が強風によ
り沖に流されたため、引率者の男性2名が救助にむかっ
たが、中学生同様に強風により沖に流され戻れなく
なったとの通報を受けた四日市海上保安部は、直ちに
伊勢湾北中部地区海難救助連絡協議会救難所白塚支所
に救助要請を行った。
　これを受けた同支所は直ちに救助船「第10大観丸」
に救助員3名が乗組み、白塚漁港を出港し、約15分間
と迅速な対応により、白塚海岸沖合海上で、強風によ
り沖に流され、浮輪につかまっていた漂流中の3名を
発見、無事救助した。

　平成28年10月9日午後1時頃、沖縄県真栄田岬付近に
おいて、突風を伴う急激な天候の変化によりダイビング
を行っていた多数のレジャー客が沖に流されパニック状
態になっているのに気付いた恩納救難所救助船「彩香Ⅱ」
は、直ちに救助活動を実施しつつ、他の救助船に連絡、
駆けつけた3隻の救助船と共に、67名の救助に成功した
が、1名（男性）は心肺停止状態であり、搬送された病
院で死亡が確認された。

　平成28年7月19日午後5時14分頃、玉野海上保安部
から、「牛窓と前島間の海域で、1人乗りゴムボートが沈
没しかけているので、救助に向かって欲しい。」との救
助要請が牛窓町漁業協同組合救難所にあり、同救難所
所属救助船が直ちに出動し、午後5時32分頃、半沈没
状態のゴムボートとゴムボートに取り付けられたオール
に掴まっている救助者を発見、午後5時35分頃、救助者
とゴムボートを船上に引き揚げた後、牛窓漁港まで搬送
し、無事救助完了した。

　平成28年8月10日午前7時40分頃、作業中の漁船に
おいて浸水が発生、救助要請があり由良救難所所属救
助船が排水ポンプ等を積込み出動し救助に向った。
　午前8時55分頃、現場に到着、すぐに排水作業を行っ
た後、救助船で曳航、午前11時20分頃に由良港に無事
入港した。

　平成28年7月11日午前7時22分頃、函館市木直漁港
沖でコンブ養殖作業中の漁船が転覆し乗船していた2名
が海中転落したが、転覆した漁船の船体上に上がってい
る旨、南茅部救難所に通報があり、同救難所の救助船4
隻が出動、午前7時35分頃、救助を待っていた2名を船
内に揚収救助、船体も木直漁港まで曳航、救助完了した。
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四日市海上保安部長表彰を受けた救助員（右から伊藤和倫氏、伊藤彰
啓氏、伊藤眞徳氏、小野四日市海上保安部長）
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