
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

「海の安全ハンドブック」を見ながら講義を聴く団員

浮き身の練習名古屋海上保安部職員による講習

海の安全教室
　平成１３年度から平成２８年度までは全国の小
中学校等で児童・生徒を対象に「若者の水難救済
ボランティア教室」を開催し、講師の海上保安官や
ライフセーバーの皆さんから海での事故を防ぐた
めの知識のほか、万一、自分や友達等が海で遭難
した時に助かる術と安全に助ける術を実地に手ほ
どきを受けていましたが、平成２９年度からは、名
称を「海の安全教室｣と変更し、対象を子供たちだ
けでなく、教師や保護者をはじめ、地元一般市民に
まで拡大するとともに、指導内容も若干見直した
うえで、引き続き、全国各地で展開しています。

■海や浜辺で安全に遊ぶために

愛知県水難救済会

■身近な物を活用した救助法やライフジャケットの着用体験
　平成３０年９月１０日午前、高知市立鴨田小学校の屋外プールにおいて高知海上保安部から講師５名を招き「海の
安全教室」を開催しました。
　教室では、同小学校の５年生１１７名、６年生１２６名と教職員８名の計２５１名が参加し、講師から自己救命策確保に
関する説明が行なわれた後、身近なものを活用した救助法及びライフジャケットの着用体験等を行いました。

高知県水難救済会

　平成３０年７月２７日午前、名古屋市立吹上小学校に
おいて名古屋海上保安部から職員２名を講師として招
き「海の安全教室」を開催しました。
　教室では、同小学校の児童６２名と教職員４名が参
加し、名古屋海上保安部職員及び愛知県水難救済会か
ら海や浜辺で安全に遊ぶために、海水浴時の注意事項
等について講義を受けたのち、プールにおいてペット
ボトルなど身近な物で身を守る方法の実習やライフ
ジャケットの着用体験を行いました。

■海洋少年団の水泳訓練に併せて
　「海の安全教室」を開催

京都府水難救済会

　平成３０年１０月１３日午後、海上自衛隊舞鶴地方総
監部のプールにおいて行われた舞鶴海洋少年団の水
泳訓練に併せ、海の安全教室を開催しました。
　教室では、海洋少年団員１１名が参加し、はじめに
「海の安全ハンドブック」により事故防止等についての
知識を学んでもらった後、「着衣水泳」と体の力を抜き、
肺や衣服の浮力を利用しての「浮き身」の体験を行い、
「浮き身」は、参加者全員が出来るようになりました。

プールサイドで
教室開催

身近な物を利用した救助法展示 ライフジャケット着用体験

AEDを使用した
心肺蘇生法の
説明や実技

■海に対する安全意識の向上と命の大切さを習得

公益社団法人 琉球水難救済会

　平成３０年７月２７日午前、名護市スポーツリハビリ
テーションセンターにおいて名護海上保安署職員１名
と沖縄ウォーターパトロールシステムから1名を講師と
して招き「海の安全教室」を開催しました。
　教室となったプールサイドでは、名護市周辺在住の児
童４６名、保護者４名が参加し、講師から海浜で安全に楽
しむための基礎的な知識や水難事故に遭遇した時の対
処法、海の危険生物の種類と対処法及び心肺蘇生法、Ａ
ＥＤの取り扱い等についての説明と実演が行われました。
　なお、教室終了後、これらを聴講していた名護市スポー
ツリハビリテーションセンタープール監視員から、「来年
も開催をお願いしたい」旨の言葉が述べられました。

講師から海難防止に関する説明を
受ける生徒たち

膨張式救命胴衣の
着用体験

■心肺蘇生法を実際に体験
　平成３０年７月９日午後、沖縄県立沖縄水産高校にお
いて那覇海上保安部職員２名及び沖縄ウォーターパト
ロールシステムから１名を講師として招き、「海の安全
教室」を開催しました。
　教室では、同校海洋技術科１年生３９名と高校教諭４
名が参加し、講師から海難防止に関する講話をはじめ膨
張式救命胴衣の体験、心肺蘇生法やＡＥＤ取り扱い等に
ついて説明を受け、その後、１グループ１０名に分かれて
心肺蘇生法訓練用人形(レサシアン)を使用し、心肺蘇生
法の手順を身につけてもらいました。
　なお、教室最後に生徒代表から教室開催の感謝の言
葉と、学校からも来年度も講師の派遣をお願いしたい
旨述べられました。

愛知県水難救済会による名古屋市立吹上小学校での「海の安全教室」でのライフジャケット体験
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心肺蘇生法・AED訓練

愛媛県水難救済会の津島及び中泊救難所員による実地訓練の模様　

海難救助訓練ほか

平成30年度は、12月末までに全国の地方水難救済会において延べ138の救難所・支所から
2，291名の救難所員が参加して実地訓練などが行われました。

Part 1

沿岸海難救助訓練を実施

漂流者救助訓練

訓練前の整列

■「海の安全ハンドブック」を活用しましょう。
　公益社団法人日本水難救済会は、大自然の海を安全に楽しむための基礎的な知識・技能を体得してもらうと同時に
水難救済ボランティア活動に対する理解と普及を図るため、小中学生のみならず教師や保護者等を対象に、全国各地
の地方水難救済会において「海の安全教室」を毎年開催しています。

　この「海の安全教室」で使用する教材として、平成３０年度に日本郵便株式会社
の助成を受けて「海の安全ハンドブック」を作成しました。

■航海の安全安心のために最新の海洋情報を利用しましょう。
　全国の水難救済会が出動した海難は、人身事故もありますが船舶海難が主となっています。そして最近の船舶海難は
海洋レジャーの普及に伴って小型船の機関故障のほか衝突や浅瀬への乗り上げなどの事案の割合が多くなっています。
　そこで、航海・海洋レジャー等の安心・安全確保や船舶の経済的な運航のためには、海岸地形をはじめ水深や航路
標識など航路上の最新の海洋情報を掲載した「海図」や「水路書誌」などの水路図誌、また、主に沿岸域で活動してい
るプレジャーボート等小型船の安全安心な航海のためには、航海用電子参考図（ニューペック）などを利用して、常に
最新の海洋情報を知って航海することはとても重要なことです。
　あなたの生命と財産を守るために、常に「海洋情報」を利用してください!

海の恩恵をうける日本！海の安全安心のために、海のことや海のしごとを知ろう

「海で働く人たちの仕事」を
紹介した一冊
　　　株式会社 成山堂書店提供

一般財団法人日本水路協会（https:www.jha.or.jp）提供電子海図

■海の安全安心に関わる人たちの「海のしごと」を学びましょう。
　日本は、四方を海で囲まれた島国。古来より海と関わり、計り知れない恩恵を受けてき
ていますが、一方で、生活に欠かせない食糧や資源エネルギーについては、そのほとんど
は「船」によって運ばれています。
　「漁業」はもちろん、「海運」なくして日本人の生活は成り立ちません。この漁業や海運を
はじめとした「海のしごと」は、日本の国民生活や産業活動を支えるうえで重要な役割を
担っており、私たちの生活に欠かせないものとなっています。
　特に、物を運ぶ船、その船をつくる「造船所」、船を動かすためのエンジンなどをつくる
舶用工業、船を動かす船員や案内をする水先人、あるいはその船を検査する人のほか、海
の安全安心を守る海上保安官や海上自衛官、そして海底の地形など海を調べ、資源を採
取する海洋調査や海洋掘削など海に関わる仕事は数多くありますが、それがどんな仕事
なのかは国民にはあまり知られていません。
　このため、海に関わる仕事に従事している船長や機関長、海上保安官や自衛官など海で
働く人たちの仕事とその重要性を知ることも必要なことです。

水路書誌航海用海図（紙）

海の基礎知識 自己救命策の確保（3つの基本） おぼれている人を見つけたら

航海用電子参考書
（ニューペック）

マリンレスキューレポート　救難所ＮＥＷＳ

愛媛県水難救済会

　平成３０年８月３日、愛媛県宇和島市津島町の大浜漁
港において愛媛県水難救済会津島救難所及び中泊救難
所の救助員が参加して沿岸海難救助訓練を行いました。
　訓練は、宇和島海上保安部職員による指導のもと、
心肺蘇生・ＡＥＤ取扱い訓練を行い、その後、海上漂流
者に見立てたダミー人形を救助船に揚収して巡視船
に引き渡す海上漂流者揚収訓練を行い、救助員は海
上漂流者の船内揚収の困難さを体感し、救助手順を再
確認していました。
　また、地元ケーブルテレビの取材があり、各救難所
員の真剣な訓練模様がテレビ等で放映されました。
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中北部地区の９救難所が合同訓練を実施

公益社団法人 琉球水難救済会

　平成３０年１０月１２日と１３日にわたり、沖縄県名護市のブ
セナ救難所地先海面等においてブセナ救難所等９つの救難
所から計１８名の救難所員が参加して、中北部地区救難所員
合同訓練を行いました。
　当初は７月初旬に訓練を実施予定でしたが、悪天候のため
２回延期し、今回は台風２４号による被害の後片付けも終了
していない中で集まった救難所員による実地訓練であった。
　訓練では、ウォータリスクマネージメント、救急法の基礎知
識、水中での自己防衛術、レスキュー資器材の取り扱い方法
等、救助技術の多岐にわたり、最後はバックボード等を使った
遭難者の搬送方法の実働訓練と２日間にわたるハードな内容
でしたが、一人の脱落者も無く訓練を終了することができた。

訓練前に整列する救助員等

火災船救助訓練 孤立者救助訓練

大社漁港において３支所による合同実地訓練を実施

島根県水難救済会

　平成３０年８月２６日、島根県出雲市大社漁
港において、出雲救難所大社町所在の日御碕
支所、鵜鷺支所及び大社支所の３支所の救助
船10隻、救助員１０７名が参加し、境海上保安
部、出雲市消防本部大社消防署、出雲地区小型
船舶連合会との合同実地訓練を行いました。
　訓練は、地域特有の海難救助訓練として、水
上バイクからの落水者救助訓練、曳航訓練、火
災船救助訓練、孤立者救助訓練を行なったが、
国や地方公共団体の関係機関と合同で訓練を
実施することで、海難救助体制の確立と連携
の強化を図ることができた。

バックボード（負傷者の全身を固定し、状態の悪化を防ぐ固定器具）
による搬送訓練

中北部地区救難所合同訓練に参加した救難所員

実際に即した各種実地訓練を実施

公益社団法人 福岡県水難救済会

　平成３０年７月１５日、福岡県粕屋郡新宮町相島において、公益社団法人　福岡県水難救済会相島救難所の救難所員
23名が参加して実地訓練を行いました。
　訓練には４隻の救助船が参加し、実際に即した各種訓練を行い、火災船消火訓練では火災想定船に向けて２方向から放
水、また、浸水船排水訓練では浸水想定船の両舷に救助船を係留し小型ポンプにより排水、さらに、乗揚げ船救助訓練で
は、乗揚げ想定船に向けて実際にもやい銃を発射する訓練で実践さながらの訓練であった。

串本港において実施された
津波災害対応実践訓練に参加

和歌山県水難救済会

　平成３０年１０月１４日午前、串本町の串本港内において「平
成３０年度和歌山県津波災害対応実践訓練」が実施され、和歌
山県水難救済会紀南東部救難所から救助船２隻、救助員４名が
参加しました。
　この災害対応実践訓練は、和歌山県が実施したもので、南海
トラフ地震などの大規模災害に備え、自衛隊・警察・消防、海上
保安部などの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ことを目的とす
るものである。
　訓練は、「非常に強い揺れを感じる地震が発生し、和歌山県沿
岸部全域に大津波警報が発表され、県南部の広範な地域にお
いて津波による多数の海上漂流者や道路寸断による孤立地区
の発生等、甚大な被害が確認された」との想定により、津波避難
広報訓練、海上避難訓練、漂流者救助・搬送訓練、緊急支援物資
搬送訓練等各種訓練が行なわれ、救難所は海上避難訓練や緊
急支援物資搬送訓練に参加しました。

浸水想定船（中央）から小型ポンプ
により排水、救助訓練

海上避難訓練

緊急支援物資搬送訓練

火災船消火訓練

乗揚げ船を想定した
もやい銃発射訓練

溺者救助に使用するレスキューチューブの使用法の習得
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浅瀬に座礁したヨットを救助
千葉県水難救済会 富津岬ＰＷ救難所

水難救助等活動報告
平成30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。

　水難救助等の事業は、長大な海岸線を有する日本の
沿岸海域における事故災害に対応する勢力の限られた
公的救難防災体制を補完するため、民間ボランティア
による迅速かつ的確な救助救援活動です。
　この活動を可能にする体制を確立するため、日本財団
をはじめ関係団体からも助成・補助を受けています。

　平成３０年８月１８日午後０時１０分頃、富津岬北側に
おいて座礁したヨットの乗組員が手を振っているのを
千葉県水難救済会富津岬ＰＷ救難所の救助員が双眼
鏡で視認し救助に向かうべく出動準備をしていたとこ
ろ、木更津海上保安署から富津岬ＰＷ救難所に対して
同情報と出動要請があった。

　午後０時１５分、同救難所富津岬ゲレンデから救助船の
水上バイク「ピヨンキチⅢ」等３隻に所長以下４名の救助員
が乗船し、現場に向かい午後０時２０分現場到着。人命及
び船体の状況等の確認を行ったところ、人命に問題は無
く、船体の曳きおろし可能と判断出来たことから、同０時２
５分、座礁したヨットに救助員２名が移乗、ヨット乗組員３名
と共に右舷側に傾けながら、救助船の水上バイクにより曳
航したところ、午後０時３３分頃、離礁させることができ、安
全な場所まで曳航し、午後1時10分救助完了した。

2 機関故障し、漂流中のプレジャーボートを曳航救助
京都府水難救済会 宮津・与謝救難所阿蘇海支所

　平成３０年７月１日午前１１時頃、遊漁のため京都府宮
津市の養老漁港を出港した３名乗り組みのプレジャー
ボートが同市田井所在の宮津黒埼灯台沖合で午後４時
３０分頃、遊漁を終え養老漁港向け帰港するため機関起
動を試みたところ、起動しなかったことから午後５時３５
分頃、１１８番通報により救助出動の要請を行った。
　同要請を受けた宮津海上保安署は、午後６時２０分頃、
京都府水難救済会宮津・与謝救難所阿蘇海支所に救助
要請を行い、同要請を受けた同支所から笠松観光所有
の救助船（モーターボートTOMCAT）１隻に救助員が乗
船、直ちに出動、捜索を実施したところ、午後６時４５分
頃、漂流中の同船を発見、養老漁港まで曳航開始した。

　その後、養老漁港港口付近において、救助員1名が、
プレジャーボートに移乗し、燃料タンクを傾けエンジン
の始動を試みたところ、エンジンが起動したことから、
午後7時頃、プ
レジャーボート
は、自力で養老
漁港に入港、救
助完了した。

座礁したヨット（写真
左）を救助員とヨット
乗組員が協力して右
舷側に傾けながら、救
助船で引降ろし救助

3 岩場から海中転落した釣人を荒天下の中で救助
兵庫県水難救済会 香住救難所

　平成３０年８月２６日午前５時４５分頃、兵庫県美方郡香
美町所在の余部埼に磯釣りのため訪れていた釣人２名の
うち１名が救命胴衣を着用し、釣り場を移動中、高さ約２
メートルの磯波にさらわれ海中転落し、同人が海面に浮
上したところに岸から釣人が投げたルアーが届き、このル
アーの糸を右手にぐるぐる巻きにして救助を待った。
　これを見ていた付近の釣人が１１０番通報を行い、警察
から通報を受けた香住海上保安署は直ちに巡視艇を出
動させるとともに兵庫県水難救済会香住救難所に出動要
請を行った。
　同通報を受けた香住救難所は付近海域で定置網漁業
を操業中であった２名乗り組みの救助船第一豊漁丸に出
動依頼し、同救助船は操業を中断して直ちに現場に急行
した。
　現場海域は、前日に通過した台風２０号の影響で北より
のうねりが残っており、時々大きな磯波が打ち寄せる中、
救助船の救助員(船長)は巧みな操船により可能な限り接
近し、乗組員(協力者)の1名が同船船長の指示により、漁
業用のアバ（浮子）にロープを組み合わせた救助器具を
海中転落者に向けて投げたところ、海中転落者にうまく届
き、海中転落者がそれを掴んだことから救助員は救助船
まで引き寄せて船内に収容、無事救助した。

海中転落者を救助中の救助船

4 渡船からの海中転落者を救助
公益社団法人 福岡県水難救済会 大岳救難所

　平成３０年８月２９日午前６時４１分頃、福岡市東区所在
の端島（無人島）の西側の灯台付近で救助を求めている
男性がいるのを航行中の遊漁船船長が発見、救助しよう
としたが端島付近の水深が浅く接近できなかったことか
ら、海上保安庁に１１８番通報した。
　同通報を受けた福岡海上保安部は巡視艇を出動させ
るとともに、福岡県水難救済会大岳救難所に救助出動の
要請を行った。
　同要請を受けた大岳救難所から直ちにウォーター
ジェット推進で浅所でも活動出来る救助船「おおたけ２」
に救助員２名が乗船して現場向け出動、午前７時３７分
頃、端島の灯台付近に接舷し、同人を救助船内に揚収、同
午前８時頃、救助完了した。
　なお、救助された者は、８月２７日午後８時２０分頃、志
賀島行きの市営渡船から海中転落し、転落後近くの端島
に泳いで渡り着き救助を待っていたものである。

救助船「おおたけ2」に救助される男性

志賀島

博多港端島

博多港

救助に使用した浮子を結着したロープ

大岳救難所

機関故障船を救助する
救助船TOMCAT（左）
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◆湯河原救難所

◉平成30年4月１日設立　◉所長以下21名
　　　　　　　　　　　　　所長：永井 宏　副所長：青木 将展
◉所在地　神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜９９９－２
　　　　　文化福祉会館 ２F

特定非営利活動法人 神奈川県水難救済会

平成30年8月24日、湯河原救難所開所式にて来賓の皆様と湯河原救難所の皆さん

5「潟スキー」で曳航し救助
熊本県水難救済会 長洲救難所

　平成３０年７月３０日午後４時頃、熊本県玉名郡長洲
町の長洲港付近の有明海で釣をしていた３名乗組みの
ゴムボートが干潮で干潟に取り残されたことから１１８
番通報で海上保安庁に救助を求め、この通報を受けた
三池海上保安部は、熊本県水難救済会長洲救難所に救
助出動の要請を行った。
　長洲救難所は、救助船「第一津田丸」(1.7トン)に救
助員３名が乗り組み直ちに出動したが干潟のため救助
船では接近出来ない事から、潟スキーを使用して干潟
に取り残されたゴムボートに接近、干潟から救助船まで
けん引し、救助した。
潟スキー：有明海沿岸の人たちが泥干潟で漁をする際に使用する約２m
の押し板。前方に獲物を入れる桶や漁具を載せ、片膝で立った状態で乗り
ながら、もう一方の足で泥を蹴り、干潟に滑り出して前に進むもの。

6 助けを呼ぶ声を聞きつけ救助
山口県水難救済会 下関六連島救難所

　平成３０年８月１２日午後８時３０分頃、下関市所在の
自宅にて救助員が何処からか助けを呼ぶ声が聞こえた
ことから、直ちに近くの浜に行って確認するも姿が確認
できなかった。
　このため、同僚の他の救助員に声をかけ、同人所有
の伝馬船「古城」を出港させ、六連島漁港付近を捜索し
たところ、同午後９時頃、六連島灯台沖にて漂流してい
る３名を発見、救助した。
　なお、３名について六連島漁港にて負傷の有無等を
確認したところ、異常がなかったため、同日午後９時４０
分頃、救助船「恵秀丸」にて下関市彦島所在の南風泊漁
港まで搬送し、救助完了した。

7 絡索により航行不能となった
プレジャーボートを救助
京都府水難救済会 舞鶴救難所

　平成３０年９月１５日午後３時１５分頃、舞鶴海上保安
部から「舞鶴港内を航行中のプレジャーボートから絡索
により航行不能となった。救助協力をお願いする。」と
舞鶴救難所に救助出動の要請があり、午後３時２５分、
救助員２名が乗船した救助船「第二大西丸」が現場向け
出港。同午後３時４５分現場着、航行不能となった乗組
員1名が乗船するプレジャーボートに会合し、絡んだ
ロープを除去したところ、自力で航行出来るようになり
自力で帰港し、午後３時５５分頃救助完了した。

8 乗揚げ船を救助
宮崎県水難救済会 串間市東漁業協同組合救難所

　平成３０年９月２３日午前５時３０分頃、宮崎海上保安
部から「串間市永田崎沖合に小型船舶が乗揚げてい
る」との通報と救助出動の要請が宮崎県水難救済会串
間市東漁業協同組合救難所にあった。
　救助要請を受けた同救難所は、直ちに救助員１名が
乗船した救助船「龍徳丸」が現場向け出港。午前６時３０
分頃、宮崎県串間市所在鬢垂島灯台から真方位１３３
度約１．５海里の永田崎付近の浅瀬に２名乗組みの小
型船が乗揚げているのを発見。２名を救助船「龍徳丸」
に移乗させたのち、現場に到着した巡視艇に引き継い
だ。その後、午後１時３５分から乗揚げている船体の引
き降ろし作業を実施、曳きおろし後、救助船「龍徳丸」に
より福島港まで曳航し、午後４時５０分救助完了した。

9 夜間、海中転落者を救助
石川県西部水難救済会 羽咋滝港マリーナ救難所

10 機関故障したゴムボートを曳航救助
福井県水難救済会 美浜救難所

　平成３０年８月１９日午前１１時１６分頃、敦賀海上保安
部から「美浜町早瀬沖でゴムボートが機関故障し、1名が
帰還不能となっている」との救助出動の要請があり、直ち
に美浜救難所は、救助員１名が乗船した救助船「はまよし
丸」（６．６トン）を出動させ現場に向かわせた。午前１１時
３０分頃にゴムボートと1名を発見、丹生漁港まで曳航開
始し、午前１１時５５分、曳航救助完了した。

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３０年４月１日に設置された救難所をご紹介します。
なお、紹介文は、地方水難救済会の救難所からご提供いただきました。

新設救難所の紹介

　新年明けましておめでとうございます。
　皆様ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
　昨年、特定非営利活動法人神奈川県水難救済会「湯
河原救難所」立ち上げに際しまして、皆さま方のご理解
とご協力を頂き、誠に有難うございました。湯河原町のご
協力の基、平成３０年４月１日より、湯河原町文化福祉会
館の２階に事務所を設置し、無事スタ－トいたしました。
　今回、設置に至りました主な理由は二つございます。
明治時代に設立された水難救済会は、漁業従事者同士
の救助を目的としたもので各地の救難所のほとんどは
漁業組合事務所内に設置されています。しかし、近年レ
ジャ－を目的とした船舶の事故が多発しており漁場を
走り回る船舶と漁船とのトラブルも少なくありません。
　その様な中で救助要請にも支障を来している事が現
状です。そこで、新たな試みとして「ライフセービングク
ラブ」が中心となる救済組織を立ち上げることにより、
この事がモデルケ－スとなれば、今後、全国各地で新た

な展開が期待出来るのではないかという事です。
　もう一つは、神奈川県内の海に面している市町村で
救難所が設置されていなかったのは藤沢市と湯河原町
でした。藤沢市に関しては江ノ島に海上保安庁の湘南
海上保安署が設置されておりますが、湯河原町は神奈
川県の最西端であり、海難発生等緊急時には湘南海上
保安署から約１時間を要するのが現状であり、是非、設
置が必要であるという理由です。
　今年も所員一同、皆さま方のご助言を仰ぎながら邁
進致しますのでよろしくご指導下さいますようお願い
申し上げます。

★開所式には、菊井日本水難救済会理事長、牧島神奈川県水難救済会会長（写真下段中央）のほか、神奈川県水難救済会
　顧問の衆議院議員牧島かれん様（写真下段右）、湯河原町町議会土屋議員、花井横須賀海上保安部長、和田湘南海上
　保安署長、神奈川県くらし安全防災局本山防災部長、高橋神奈川県漁業協同組合会長、冨田湯河原町長、入谷日本
　ライフセービング協会理事長、土志田神奈川県ライフセービング協会理事長、及び関係の救難所長など多くの方が
　来賓としてご出席されました。

●

神奈川県

（特）神奈川県水難救済会

湯河原救難所

●

　平成３０年８月５日午前３時頃、石川県羽咋郡志賀町の沖合
において２名乗組みのプレジャーボートから「船長が海中に転
落、残った１名が同船長を船内に引き揚げようとしたが困難」
との１１８番通報により救助要請を行った。
　この通報を受けた金沢海上保安部は、同日午前３時１９分頃、
羽咋滝港マリーナ救難所に対し、救助出動の要請を行い、この
要請を受けた同救難所は午前３時３５分、救助船「いけだ丸」に
救助員２名が乗船し、直ちに現場向け出港。午前４時頃、現場海
域に到着し、船内に残った１名が海中転落した船長の腕を掴ん
だ状態で救助をまっているのを確認するや、１メートル以上の
波があり救助船が接近するのは困難である状況の中、巧みな操
船により海中転落者に浮き輪を投げ入れて転落者に掴まらせ
たうえで救助船に引き寄せて引き揚げ、同人を救助。その後、１
名の救助員がプレジャーボートに乗り移り、救助船「いけだ丸」
は午前４時５０分、羽咋滝港マリーナに帰港、転落者を救急車に
引き渡すとともに、転落事故のあったプレジャーボートも同午前
４時５６分、羽咋滝港マリーナに入港し、無事救助完了した。

2625


