
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

　本会では、平成２９年度から「若者のボランティア教室」の名称を「海の安全教室」に変更し、参加者の対象
を小中学生など子供たちのみならず、教師や保護者をはじめ地元一般市民にまで拡大し、各地の海上保安官
やライフセーバーの方々などを講師に招き、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
で遭難した場合に、「助かる術」と「助ける術」を実地に指導を受ける教室を地方水難救済会主催により全国
で開催しています。

福井県水難救済会

着衣泳やペットボトルを使用した
背浮きを体験しました

佐賀県水難救済会

海上保安官による注意事項などの説明 救命胴衣着用体験
佐賀県水難救済会による唐津市立長松小学校での「海の安全教室」での背浮き体験

海 の 安 全 教 室

　令和元年７月１０日午前、唐津市立長松小学校にお
いて、同校生徒と教員計１６０名が参加し、「海の安全
教室」を開催しました。
　教室には、「佐賀ん着衣泳会」の指導員４名を招き、
衣類、靴及び身体（肺）が浮具として活用できることを
学習するとともに、実際に学校のプールにおいて「背
浮き」の体験をしました。
　また、講義では、海での事故防止として、ライフジャ
ケットの着用や危険な場所には近づかないことの説明
や大雨による河川の氾濫による事故防止についての
説明を受けるとともに、１１８番や１１９番通報につい
て、寸劇を用いたわかりやすい説明など、水難事故防
止、水難救済意識の高揚が図られました。 ペットボトル等を浮具にした背浮き体験

乳児用レサシアンを使用した
心肺蘇生法を体験しました

公益社団法人　琉球水難救済会

　令和元年７月２７日午前、名護市スポーツリハビリテーションセ
ンター屋内運動施設において小学生と保護者の計４９名が参加
し、「海の安全教室」を開催しました。
　教室では、はじめに琉球水難救済会永吉常務理事から琉球水
難救済会の事業紹介を行ったのち、講師の沖縄県所在の国際潜
水教育科学研究所代表　村田幸雄氏及びダイビングインストラ
クターの須藤真氏から海遊びの注意事項や海の危険生物、ＡＥＤ
の説明と心肺蘇生法について講義を受けました。
　参加者は、「海の安全ハンドブック」で手順を確認しながら、レ
サシアンを使用した心肺蘇生法を体験し、特に乳児用レサシアン
を使用した心肺蘇生法については保護者が熱心に取り組む様子
が見られました。

海へ出掛ける際の注意事項などを学びました
　令和元年７月１１日午後、敦賀市立中央小学校の教室において同校６年生の児童１０８名が参加し、「海の安全教室」を
開催しました。
　教室では敦賀海上保安部職員２名と敦賀市水難救難所事務局１名を講師に招き、海上保安庁の業務の説明と海へ出
かける際の注意事項、友達が溺れた時、自分が溺れた時、あるいは着衣状態で海中転落した時のそれぞれの対処法並び
に海の危険な生物について学ぶとともに、救命胴衣の着用体験をしました。

心肺蘇生法の体験

乳幼児用レサシアンによる心肺蘇生法の体験

講師による海での注意事項について説明を受ける児童たち
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ゴムボート操法競技

青森県漁船海難防止・水難救済会の三厩救難所、青森市救難所、平内救難所合同による火災船消火訓練の模様　

海難救助訓練ほか

令和元年度は、令和元年11月までに全国の地方水難救済会において、
延べ１１３の救難所・支所から１，８３６名の救難所員が参加して実地訓練などが行われています。

Part 1

「海難防止技術競技会陸奥湾大会」を開催し、
救助員の意識向上と救難活動の技術向上等を
図り海難防止への取り組みを強化

大会で総合1位となった三厩救難所

訓練前に整列する三厩救難所、青森市救難所、平内救難所救助員

マリンレスキューレポート　救難所ＮＥＷＳ

青森県漁船海難防止・水難救済会

　令和元年８月３１日、青森県青森市久栗坂漁港におい
て、救難所員の意識の高揚、救難活動の技術向上及び救
難活動の活性化による海難事故防止への取組強化を目
的として、三厩救難所、青森市救難所及び平内救難所の３
救難所のほか漁業協同組合、青森海上保安部、青森消防
本部など関係機関の計２５０名が参加して、「海難防止技
術競技会陸奥湾大会」を実施しました。
　技術競技では救難所員整列後、火災船消火、心肺蘇生
法及びゴムボート操法の各競技を行い、それぞれの項目
を点数で評価し、順位を決定しました。

特定非営利活動法人　長崎県水難救済会

「海の安全教室」参加者による記念撮影

手作り救命具「うくっちゃボトル」を使用した救助体験
　令和元年８月９日午後、西海市立平島小中学校の生徒、職員、
ＰＴＡの計１０名が参加し、「海の安全教室」を開催しました。　
　教室では、長崎県水難救済会から７名の講師が参加したほか、
佐世保海上保安部職員５名を講師として招き、安全講習をはじ
め、離岸流、海の生き物、海での危険な事や救助方法などについ
て学んだのち、救命具として手作りした「うくっちゃボトル」を使用
した救助訓練を体験しました。

ペットボトルでの救助方法を学ぶ
とともに、ライフジャケットの着用体験

高知県水難救済会

　令和元年７月１７日午前、高知市立鴨田小学校屋外プー
ルにおいて同校の５年生、６年生の児童２５１名と教職員８
名の計２５９名が参加し、「海の安全教室」を開催しました。
　教室では、高知海上保安部の職員４名と同保安部巡視
船とさ潜水士４名の計８名を講師として招き、自己救命策
確保に関する説明を受けるとともに、身近なものを活用し
た救助法やライフジャケットの着用体験をしました。

レスキューネットを自力で登り
乗船体験

新潟県水難救済会

　令和元年７月２８日、新潟市中央区日和山浜において、
シーバードにいがたPort救難所が「海の安全教室」を開
催しました。
　教室には、「海と遊ぼう２０１９」に訪れた親子１６名が
参加し、水上バイク・モーターボートの体験乗船や操船等
のイベントにあわせて「浮いてまて（背浮き体験）」、ライ
フジャケットの着用のほかレスキューネットを使用した乗
船体験をしました。
　参加者からは「ライフジャケットを着ていれば溺れな
い」、「レスキューネットはなんとか登れる」、「大人を引き
上げる事が子供たちで出来た」などの感想がありました。

「うくっちゃボトルの製作とそれを利用した救助体験

「レスキューネット」による乗船体験

安全講習の様子

手作りの
「うくっちゃボトル」

ライフジャケット着用体験

講師から説明を
受ける児童
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海難救助訓練を通じて
関係機関との連携を強化

富山県水難救済会

　令和元年７月１０日、富山県氷見市氷見漁港において、
海難事故に対する責務の認識と知識の向上を目的として、
氷見救難所は伏木海上保安部、新潟海上保安部、氷見市
消防本部、富山県小型船交通安全協会氷見支部、漁業組
合団体等による合同の海難救助訓練を実施しました。
　遊覧船とプレジャーボートの衝突を想定した訓練では、
海中転落者２名の捜索、収容、救命、搬送を巡視艇、救助
艇、海上保安庁航空機及び消防救急隊の連携による訓練
が行われ、対岸の要救助者救助訓練ではドローンを使用し
たロープブリッジによる救出訓練、更に岸壁からの落水者
救助訓練では、はしご車のバスケットに収容救助する等、海
難救助技術を習得する大変有意義な機会となりました。

公益社団法人　北海道海難防止・水難救済センター

　令和元年８月２８日、北海道伊達市所在の
豊浦漁港において、豊浦救難所救難所員等３
９名が参加し、実地訓練として夏季訓練を実
施しました。
　訓練では公益社団法人北海道海難防止・
水難救済センターから講師を招き、基本動作
をはじめ、救難用資器材の点検・取扱い、救命
策発射器操法、心肺蘇生法やライフジャケッ
ト着用時の注意事項の説明と救難所員が実
際にライフジャケットを着用し、海面での浮力
等を体験しました。

海難発生時の迅速な対応を目的とした
官民連携の合同訓練実施

福井県水難救済会

　令和元年１０月１６日、福井県若狭町の世久見漁港沖に
おいて、救助技量の向上及び救助体制の確立並びに各種
災害時の初動対応を確認し海難発生時の迅速な対応を
図る目的として、小浜海上保安署、敦賀警察署、三方消防
署、福井県小型船舶交通安全対策協議会及び若狭町水
難救難所との官民連携による合同訓練を実施しました。
　訓練ではプレジャーボートの転覆海難を想定し、捜索
から収容、搬送、移送までを関係機関と連携、迅速に行
うとともに、訓練の実施状況を撮影したドローンの映像
を訓練本部モニターで確認するなど時代に対応した訓
練となり、およそ１０年ぶりの開催でもあり、大変有意義
なものとなりました。

地震津波災害を想定し防災訓練
　令和元年９月８日、田辺市において地域防災体制の充実強化と市民の
防災意識の高揚を図るため、地震津波災害を想定した防災訓練が行わ
れ、海上部門では田辺港内において、紀南西部救難所湊浦支所から救助
船２隻、救助員４名が参加して、巡視船からの沖合で操業中の漁船に対す
る無線を利用した避難の呼びかけ、漂流者の救助及び搬送訓練、緊急支
援物資輸送訓練を実施しました。
　一連の訓練を通じて、災害時における漁業無線の活用や救助体制に関
して救難所員の理解が深まりました。

鳥取県と「船舶による輸送等災害応急対策に関する協定」を締結！
また、この協定締結に先駆け、今後の協定の運用に対応できるよう海難に関する
講習会等を実施。
　令和元年７月２９日、鳥取県知事公邸において、鳥取県水難救済
会が鳥取県と「船舶による輸送等災害応急対策に関する協定」を
締結しました。 
　この協定は、鳥取県内において大規模地震等が発生した場合、
鳥取県が鳥取県水難救済会から小型船舶による輸送等の応援を
受けることにより、海上における緊急輸送等の災害応急対策を確
保することを目的としています。 
　協定の締結式は、佐名信治境海上保安部長及び第八管区海上
保安本部警備救難部小笠原靖救難課長立会いのもと行われ、平
井伸治鳥取県知事から「豪雨や津波の恐れを考えると、海からの輸
送が有効。小さい船であるがゆえの機動性を生かし、災害時の砦と
して活躍してほしい。」との挨拶があり、西村博文鳥取県水難救済
会会長から「災害時に空白地帯を作らないという意味で、当会が果
たす役割は大きい。出動要請があった際は、港湾を知り尽くした所
員が総力を挙げて支援活動に取り組む。」旨の挨拶がありました。
　また、協定締結に先駆け、７月２７日にマリーナ大栄救難所にお
いて、救難所員４３名が参加し、海難に関する講習会と簡易救命具
を用いた海難救助訓練を実施し、講習会では、境海上保安部職員
による講義と簡易救命具を使用しての実技演習を行いました。
　実技演習では、救命胴衣の有効性の再確認と、緊急時の救助手
法を体験し、災害発生時に全ての所員が救助員として救援・救助
活動に対応できる知識技能を習得し、有意義な訓練となりました。

救難所員による訓練の様子
（整列、ガソリンポンプ取扱い、ライフジャケット着用）

和歌山県水難救済会

要救助者搬送訓練

漂流者救助訓練

要救助者搬送訓練

撮影に使用したドローン（写真上）
及びドローンでの撮影映像（写真右）

ロープブリッジによる
救出訓練

要救助者搬送訓練

はしご車バスケット
への落水者収容訓練

救援物資輸送訓練

協定締結時の様子。平井鳥取県知事（中央）、西村鳥取県水難救
済会会長（左から2人目）、景山副会長（右から2人目）、佐名境海上
保安部長（右端）、第八管区海上保安本部小笠原救難課長（左端）

境海上保安部の海上保安官の指導により行われた
海難に関する講習会等の様子

鳥取県水難救済会
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舵が故障した漁船を曳航救助
伊豆地区水難救済会　伊東救難所

水難救助等活動報告
令和元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助成・補助を受けています。

　令和元年９月１８日午前５時５５分頃、下田海上保安部
から「手石島沖にて舵故障の漁船あり」との救助要請を受
けた伊東救難所は、午前６時３０分頃、救助船「加納丸」
（9.7トン）に救助員４名を乗船させ、現場に向け伊東港を
出港した。
　午前６時４０分、静岡県伊東市汐吹崎の北北東にある
手石島沖海域にて当該漁船（4.9トン、７名乗組み）と会
合、救助船「加納丸」にて曳航を開始し、午前７時２８分、伊
東港に入港し無事救助を完了した。

2 信号紅炎を発して航行している船舶を救助
新潟県水難救済会　佐渡南部救難所　赤泊支所

　令和元年８月３日午後３時５５分頃、新潟県佐渡島赤泊
港所在の佐渡漁業協同組合赤泊支所の組合員から「赤
泊港沖合で信号紅炎を上げて航行している船舶がいる」
との連絡を受けた佐渡漁業協同組合赤泊支所(佐渡南部

救難所赤泊支所)は、直ちに所属の救助員に出動依頼を
行い、これを受けた所属救助員５名と協力者２名の計７
名は救助船「第五弥吉丸」（19トン）と協力船「楓丸」
（2.6トン）に乗船し、現場向け赤泊港を出港した。
　午後４時１０分、現場海域に到着、推進器故障により航
行不能となっている当該船舶（漁船、3.2トン、１名乗組
み）を発見し会合。
　午後４時３０分、協力船「楓丸」が当該船舶後方より伴
走警戒を行って、救助船「第五弥吉丸」が当該船舶の曳
航を開始、午後４時４０分、赤泊港に帰港、着岸し、救助を
完了した。
　なお、救助された船舶は、佐渡市所在の真野漁港から
両津港へ回航途中に赤泊港沖合でエンジンに不具合が
生じ、オーバーヒートしたとのことであった。

3 衝突沈没のヨットを海中より引き揚げ救助
熊本県水難救済会　牛深救難所

　令和元年７月７日午前１１時頃、熊本県天草市牛深町加世浦地区長手
の防波堤に新潟県柏崎市のヨット（8.5トン、１名乗組み）が衝突したが、
そのまま航行を続け、牛深海域公園グラスボート乗り場桟橋に着岸した
後の午後０時頃、同船船長が同船の係留手続き中、係留していた同船が
浸水し、沈み始めていることに気付き、一般人の協力により排水作業を開
始した。
　一方、午後０時４５分、一般人から連絡を受けた牛深救難所救助員１２
名が出動し、現場に午後１時頃到着したものの、同ヨットは沈没した。
　このため潜水士とクレーン業者が手配され、午後４時５０分、ヨットは海
面まで引き揚げて、出動した救助員が消防ポンプを使用して船内の排水
作業を実施、午後６時頃、救助を完了した。

クレーン車による引き揚げ作業

出動した救助船「第八くろしお」

消防ポンプを使用し排水作業

沈没したヨット

4 潜水用マスクやフィン等の装備が外れ、
動けなくなった遊泳者を救助員が泳いで救助
三重県水難救済会　
熊野灘地区連絡協議会救難所　錦支所

　令和元年８月２５日午後２時頃、三重県渡会郡大紀町錦の海岸
で素潜りをしていた兵庫県尼崎市在住の遊泳者がマスクやフィン
等の装備が波にもまれ、外れたことで動けなくなり、付近の磯場に
掴まっていた。
　異変に気付いた一般人が野灘地区連絡協議会救難所錦支所に
通報。通報を受けた同支所は、直ちに救助員に連絡し、午後２時５
分、所属の救助船「第八くろしお」（4.9トン）に救助員６名が乗船し
て、錦漁港から現場向け出港した。
　午後２時１５分、現場に到着、「第八くろしお」で磯場に近づき救
助を試みたが、風速５メートルで、かつ、大きなうねりのため、救助
船が岩礁に乗揚げる危険があり接近できなかったことから、付近
海域を熟知した救助員１名が救命浮環を携行し、救助船から要救
助者のところまで泳いで近づき、要救助者を抱きかかえて「第八
くろしお」まで搬送し、船内に収容。同日午後２時５０分、錦漁港に
入港し、要救助者を救急隊に引き継ぎ、無事、救助を完了した。

機関故障船を曳航する救助船「第五弥吉丸」と被曳航船の後方より
伴走警戒する協力船「楓丸」

舵故障船を曳航中の救助船「加納丸」

熊野灘

大紀町

塩浜（海難発生場）

平瀬島

●紀伊長島

三重県

錦支所（錦漁港）
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◆恩納村ダイビング協会救難所

◉令和元年７月１６日設立　◉所長以下１８名
◉所在地　沖縄県国頭郡恩納村前兼久167
　　　　　ダイビングショップ「ピンクマ－リンクラブ」内

　恩納村は、沖縄本島北部西海岸に位置し、北西に東シナ海を望む南北
27.4km、東西4.2kmと細長い行政地域を持つ村です。沿岸部には大型リ
ゾ－トホテルが林立する沖縄県屈指の観光リゾ－ト地で、県内外及び海外か
らの観光客が連日、海のレジャ－を楽しむ為にこの地を訪れ、ダイビング、ス
ノ－ケル、マリンスポ－ツを楽しんでいます。
　一方、恩納村沿岸部での海難死亡事故も多いのも事実です。死亡事故防
止に貢献したいとの思いから恩納村ダイビング協会が立ち上がり、救難所
を開設することとなりました。
　恩納村内には９０以上のダイビングショップがあり
ますが、ダイビング協会には約半数が加入しており、
海難救助に期待が持てます。
　恩納村ダイビング協会救難所の開所式は、７月１６
日の午後に行われ、開所式には、恩納村長、那覇海上
保安部長、石川警察署、金武地区消防恩納分遣所長、
恩納村漁業協同組合長をはじめ、関係者が参列し救
難所の開設による水難救助体制の構築に期待を寄せ
ていました。

公益社団法人　琉球水難救済会

5 浸水したミニボートと乗員２名を救助船上に引き揚げ救助
京都府水難救済会　宮津・与謝救難所

　令和元年８月３日、午前６時３０分頃、京都府宮津市所在の栗田漁港を出港し、同市田井所在の宮津黒埼灯台の沖合い海
域で釣りを行なっていたミニボート（２名乗組み）が午前９時頃、同船の船首付近にある気室の継ぎ目から空気が漏れ、浸水
しはじめたことから、宮津海上保安署に連絡し、救助を求めた。
　通報を受けた宮津海上保安署は、直ちに宮津・与謝救難所に対し、ミニ
ボートの救助出動要請を行った。
　救助要請を受けた同救難所は、午前９時３０分頃、救助船「第八豊宿丸」
（17トン）に救助員３名が乗船し、現場向け出港した。
　午前９時３５分頃、現場到着、ミニボートの乗組員２名を救助し、船内に
収容したのち、ミニボートを船上に収容、午前９時５０分、栗田漁港（中津
地区）に入港し、救助を完了した。

6 ゴムボートから転落、流された
３名を救助
山口県水難救済会　通救難所

　令和元年８月１１日午後５時５分頃、仙崎海上保安部か
ら「長門市仙崎船越地区所在の青海島海水浴場におい
て、ゴムボートを用いて遊泳中の男性３名（未成年）が海中
転落し、沖に流されているため救助活動に協力願う」との
出動要請があり、午後５時１２分、救助船「旭丸」（2.8トン）
に救助員２名が乗船し、直ちに通漁港を出港した。
　午後５時３８分、現場に到着、救助のため先にシーカヤッ
クにて到着した青海島ダイビングセンター職員から救命
胴衣を受け取り着用した男性３名は空気が抜け半没状態
になったゴムボートを放棄し、ゴムボートに付属していた
浮き輪に掴まり海面を浮遊していた。
　同海域は、1.5メートルの波があり「旭丸」が瀬に乗り揚
げる危険性があるためシーカヤック操船者がロープを用
いて浮き輪を比較的波が静かな２００メートル沖合まで曳
航し、「旭丸」船上に要救助者３名を引き揚げ、午後６時２３
分、通漁港に入港、救助を完了した。

7 海中転落した船長と無人で
旋回している漁船を救助
特定非営利活動法人長崎県水難救済会　大村市救難所

　令和元年９月５日午後０時３８分頃、長崎海上保安部よ
り「船長が海中転落し、無人のまま旋回中の漁船あり」との
救助出動要請を受けるや、直ちに、大村救難所救助員６名
が救助船「典丸」（0.5トン）、「恒進丸」（0.5トン）及び「第
二浩盛丸」（0.5トン）の３隻に２名ずつ乗船し、出港した。
　午後１時頃現場に到着し、救助船「典丸」及び「第二浩盛
丸」が当該漁船を両舷から挟み込んだところを救助船「恒
進丸」により、同漁船の救助員１名が漁船に移乗し、直ちに
機関を停止させた。
　その後、同救助員は、同漁船の機関を再起動し、海中転
落して長崎空港陸岸に上陸していた漁船の船長を同船に
収容、漁船船長自らが操船し、午後１時２５分、大村市漁協
前の岸壁に接岸し、救助を完了した。
　なお、漁船船長は泳げなかったものの腰に膨張式救命
胴衣を着けていたことから無事救助されたものである。

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、令和元
年７月に設置された公益社団法人 琉球水難救済会の２か所の救難所をご紹
介します。なお、紹介文は、地方水難救済会の救難所からご提供いただきました。新設救難所の紹介

8 満潮時を待って座礁した漁船を曳航救助
公益社団法人　北海道海難防止・水難救済センター　吉岡救難所、木古内救難所

　令和元年８月８日午前４時頃、漁業者が木古内の浅瀬に
て座礁している漁船を発見、函館海上保安部に通報後、
上磯郡漁協本部に連絡した。
　これを受け、上磯郡漁協本部は、午前５時頃、木古内救
難所に救助要請を行い、救助員２名が「第十三昭丸」（1.3
トン）に乗船し出港した。
　一方、同日午前４時５０分、函館海上保安部より吉岡救
難所に対し「木古内町大平地区の沿岸で漁船が座礁して
いる」との出動要請があり、救助員1名が救助船「第２８永

ミニボートの救助に従事した第八豊宿丸

宝丸」（14トン）に乗船し、協力者３名乗船の「第１５晃翔
丸」（14トン）とともに座礁現場向け出港した。
　午前６時、現場に到着した吉岡救難所の救助船等２隻
は、現場沖合で満潮時まで待機し、合流した木古内救難所
救助船「第十三昭丸」救助員とともに曳航準備を行った。
　午前８時２５分「第２８永宝丸」による引きおろし作業を
開始、午前８時３５分、離礁。その後、「第１５晃翔丸」が曳
航して函館造船に向かい、午前９時頃すべての救助作業
を終了した。

◆瀬良垣ビーチ救難所

◉令和元年７月２５日設立　◉所長以下１５名
◉所在地　沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣1108
　　　　　ハイアットリ－ジェンシ－瀬良垣アイランド沖縄内

　沖縄本島北部の西海岸に位置し北西に東シナ海を望む
恩納村。沖縄県屈指の観光リゾ－ト、沿岸部には林立する
大型リゾ－トホテル。平成３０年８月にオ－プンしたホテル
「ハイアットリ－ジェンシ－」が救難所を開設しました。
　開所式は、７月２５日の午後に実施し、恩納村長、那覇海

上保安部長、石川警察署、金武地区消防恩納分遣所長、恩
納村漁業協同組合長、地元公民館長、恩納村観光協会等
の関係者が参列し、救難所の開設による水難救助体制の
構築に期待を寄せていました。

●

●

●

恩納村ダイビング
協会救難所

瀬良垣ビーチ救難所

（公社）琉球水難救済会

那覇市
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