
洋上救急活動報告
事業開始以来、令和元年１２月３１日までに
９２7件の洋上救急事案に対応しています。

マリンレスキューレポート　洋上救急NEWS
Part 2

金華山東方約１，３００海里の遠方海上で怪我をした漁船乗組員を
海上自衛隊ＵＳ-２により搬送
令和元年７月４日　09：37発生

　令和元年７月４日午前９時３７分頃、「当社のかつお一本釣り漁船が
金華山東方沖海域で漂泊中、乗組員１名が転倒し、足が腫れてきたの
で、救助を要請する。」と船主から洋上救急の要請が第三管区海上保安
本部運用司令センターにあった。医療助言の結果、「患者を早急に医療
機関へ搬送する必要がある。」旨の回答を得たことから、５日午前９時
30分、横浜海上保安部巡視船「もとぶ」が現場向け出動した。
　同日午後３時５分、東海大学医学部付属病院に対し医師等の派遣要
請を行うとともに、海上自衛隊に対し災害派遣要請を行った。
　７月７日午前９時１２分、海上自衛隊救難飛行艇ＵＳ－２に東海大学医
学部付属病院の医師２名及び看護師１名が同乗し、厚木基地を出発。午
後０時３３分、現場海域に着水、飛行艇搭載のゴムボートにより該船から
傷病者を搬送、午後１時１４分、飛行艇ＵＳ－２の機内に傷病者を収容し、
午後１時３６分現場海域を離水、午後４時４３分厚木基地着、傷病者を救
急車に引継ぎ、午後５時２８分、東海大学医学部付属病院へ搬送した。

宮城県金華山灯台から真方位97度1,323海里
付近海域
男性60歳（日本国籍 甲板員）
右大腿骨骨折
東海大学医学部付属病院（医師2名、看護師1名）
横浜海上保安部　巡視船もとぶ  
海上自衛隊 救難飛行艇 US-2、哨戒機P-1 　　　　　　　　

【 】

【 】
【 】
【 】
【 】

　洋上救急事業は、全国健康保険協会や日本財団、
海事センターなど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、令
和元年12月３１日までに９２7件の事案に対応して
きました。
　これまでに傷病者９60名に対し、全国の洋上救急
協力医療機関（１２月末現在１４８病院）等の協力医
師1,212名、看護師５４4名が出動し、応急医療を行
いました。

海上保安庁ヘリコプターと巡視船によりリレー搬送
令和元年７月１５日　17：55発生

　平成元年７月１５日午後５時５５分頃、「船内作業中に手を怪我し、出血
が止まらないため救助をお願いする。」と種子島南方約１３０キロメートル
の海上を横浜からフィリピン向け航行中のパナマ籍自動車運搬船の代理
店から洋上救急の要請が第十管区海上保安本部運用司令センターに
あった。同日午後１０時、天候不良が見込まれ、ヘリコプターでの傷病者
吊上げは困難なことから、機動救難士３名同乗の第十管区海上保安本部
鹿児島航空基地所属ヘリコプターＭＨ９７７はマリンポートかごしまヘリ
ポートで米盛病院の医師１名及び看護師１名が同乗し、鹿児島海上保安
部巡視船「おおすみ」向け出発、同日午後１１時４２分、機動救難士及び医
師等が「おおすみ」へ移乗し、「おおすみ」は現場海域に向けて出動した。
　翌７月１６日、午前１時２５分、「おおすみ」が該船と会合、「おおすみ」搭
載艇により傷病者を該船から搬送し、「おおすみ」に揚収、午前６時５０分
鹿児島港谷山二区に入港後、医師・看護師・傷病者の３名下船し、タク
シーで米盛病院へ搬送した。

種子島南方約130海里付近海域
男性25歳（フィリピン国籍 操機員）
右第２指裂傷、左前腕挫創傷
米盛病院（医師1名、看護師1名）
鹿児島海上保安部　巡視船おおすみ  
鹿児島航空基地ヘリコプター ＭＨ９７７
機動救難士 ３名　　　　

【 】
【 】
【 】
【 】
【 】

頭を負傷した貨物船乗組員を緊急搬送
令和元年７月１６日　18：00発生

　令和元年７月１６日午後７時６分頃、台北ＲＣＣ（救助調整本
部）から「香港籍貨物船内にて負傷者がいる」との連絡が第
十一管区海上保安本部運用司令センターにあり、同センター
から当該船舶の船主へ確認したところ、「本国（中国）の病院
へ確認、脳内出血の可能性があるためヘリコプターでの救助
を求める」との洋上救急の要請があった。

沖縄本島西北西95海里付近海域
男性39歳（中国国籍 甲板手）
頭蓋骨等骨折、脳挫傷等
琉球大学医学部附属病院（医師1名）
第十一管区海上保安本部　那覇航空基地
ヘリコプターＭＨ975  航空機ＭＡ721　機動救難士2名
 

【 】
【 】
【 】
【 】
【 】

頭を負傷した貨物船乗組員を緊急搬送
令和元年７月１８日　05：55発生

　和元年７月１８日午前５時５５分頃､かつお一本釣り漁船から､｢本船の乗
組員１名が腹痛を訴えているので救助を要請する｡｣とインマルサット電話
により海上保安庁運用司令センターに連絡があり、医療助言の結果､｢患者
を早急に医療機関へ搬送する必要がある｡｣旨の回答を得たことから､第二
管区海上保安本部は、午前７時４５分､宮城海上保安部巡視船「くりこま」に
対し救助発動を指示｡ 午前８時２０分､海上自衛隊に災害派遣要請を実施。
１１時３０分、海上自衛隊岩国基地所属救難飛行艇ＵＳ－２に東海大学医学
部付属病院医師２名及び看護師１名が同乗し、厚木基地を出発､午後２時１
４分、該船付近海上に着水、ＵＳ－２搭載のゴムボートで傷病者をＵＳ－２に
収容､午後２時４０分、現場海域を離水、午後４時５８分厚木基地着､傷病者
を救急車に引継ぎ、午後５時４３分､東海大学医学部付属病院へ搬送した。

金華山灯台から真方位113度547海里付近海域
男性30歳（キリバス国籍 甲板員）
急性腸炎の疑い
東海大学医学部付属病院（医師2名、看護師1名）
宮城海上保安部　巡視船くりこま
海上自衛隊救難飛行艇US-2　哨戒機 P-1

【 】
【 】
【 】
【 】
【 】

海上自衛隊救難ヘリコプターと海上保安庁の航空機によりリレー搬送
令和元年７月２９日　09：15発生

　令和元年７月２９日午前９時１５分頃航行中の外国船籍の大型客船
から「乗客が胸部の痛みを訴え、船医が診察したところ心筋梗塞の症状
が見られる」との洋上救急の要請が第三管区海上保安本部運用司令セ
ンターにあった。
　翌７月３０日午前２時５５分、第三管区海上保安本部羽田航空基地所属
航空機ＬＡＪ５０1機に日本医科大学付属病院医師２名及び特殊救難隊員
３名並びに検疫官1名が同乗し、羽田空港を出発。午前５時５２分 航空機
ＬＡＪ501機は硫黄島に到着し、災害派遣要請により出動した海上自衛
隊救難ヘリコプターＵＨ－６０Ｊから傷病者を引継ぎ、硫黄島を離陸。
　午前８時１２分羽田空港に着陸、同８時２０分、傷病者を東京消防庁
救急隊に引継ぎ、日本医科大学付属病院向け搬送した。

硫黄島南約350海里付近海域
男性70歳（日本国籍 乗客）
心筋梗塞
日本医科大学付属病院（医師2名）
第三管区海上保安本部　羽田航空基地  航空機LAJ501
特殊救難隊3名  検疫官1名  海上自衛隊 救難ヘリコプターUH60-J

【 】
【 】
【 】
【 】
【 】

ゴムボートにより該船から傷病者を搬送（写真提供:海上自衛隊）

医師により巡視船おおすみ船内で
傷病者の治療

自動車運搬船から傷
病者を巡視船おおす
み搭載艇へ移乗

　午後１１時４０分、琉球大学医学部附属病院の医師１名と機動
救難士２名が同乗し、第十一管区海上保安本部那覇航空基地
所属ＭＨ９７５が那覇航空基地を出発。翌１７日午前０時２３分、
当該船舶と会合、０時３４分、当該船舶にヘリコプターから機動
救難士が降下し、０時５５分頃、傷病者を機内へ収容し、那覇航
空基地向け出発。同午前２時１０分、那覇航空基地到着、傷病者
を救急車へ引き継いだ。
　なお、夜間の出動となったことから、那覇航空基地所属航空
機ＭＡ７２１が洋上救急の支援を実施した。

ヘリコプターＭＨ975から救急車へ引継ぎ

ゴムボートにより該船から傷病者を搬送（写真提供:海上自衛隊）

海上自衛隊ヘリコプターから海上保安庁の航空機へ傷病者を移送
（写真提供：海上自衛隊及び第三管区海上保安本部）

大型客船から傷病者を
ヘリコプターに吊上げ

発 生 位 置

傷 病 者
傷 病 名
出動医療機関
出 動 勢 力

発 生 位 置
傷 病 者
傷 病 名
出動医療機関
出 動 勢 力

発 生 位 置
傷 病 者
傷 病 名
出動医療機関
出 動 勢 力

発 生 位 置
傷 病 者
傷 病 名
出動医療機関
出 動 勢 力

発 生 位 置
傷 病 者
傷 病 名
出動医療機関
出 動 勢 力
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発生日時 発生位置 傷病者 状　況

令和元年
7月28日
（07：05）

納沙布岬東方
約540海里付近海上
北緯41度50分
東経157度48分

男性 58歳
看護長
日本
(傷病名)
心血管疾患
(急性大動脈瘤乖離)

　令和元年７月28日、午前７時５分頃、航行中の船舶より「横浜保土ヶ谷病院の医療助言の結果、
心血管疾患を否定できないことから早急な治療が必要である」との洋上救急の要請が第一管区
海上保安本部運用指令センターにあった。同日午前7時43分、第一管区海上保安本部は釧路海
上保安部に出動指示、巡視船「そうや」が出港。翌7月29日午前2時14分、災害派遣要請を受け
た海上自衛隊救難飛行艇US-2に八戸赤十字病院医師1名、看護師１名が同乗して八戸基地出
発。現場着も霧のため着水できなかったため。八戸基地に引き返した。午前4時5分、「そうや」は該
船と会合、午前4時33分、傷病者及び付添人を巡視船「そうや」へ収容し現場離脱、午後4時釧路
航空基地所属ヘリコプターMH 755が釧路航空基地を出発、午後5時59分 MH755、「そうや」
に着船後、午後6時3分、傷病者を乗せて「そうや」を出発、午後7時15分釧路航空基地に到着し、
午後7時16分傷病者を救急車に引き継いだ。

令和元年
10月15日
（09：00）

野島崎東南東
約1,150海里
付近海上
北緯28度28分
東経160度53分

男性 35歳
甲板手
クロアチア国籍
（傷病名）
脊髄損傷の疑い

　令和元年10月15日午前9時頃、航行中の外国船籍のタンカーから「高所から落下し、負傷
者があり。脊髄損傷の疑いで早急な医療機関への搬送を要すとの医療助言があった。」との
洋上救急の要請が第三管区海上保安本部運用司令センターにあった。救助方法について関
係機関等と調整した結果、10月17日午前4時45分、日本医科大学付属病院の医師2名と特
殊救難隊員3名が同乗し、羽田航空基地所属ヘリコプターＭＨ685が羽田基地を出発、5時
47分回該船と会合、0623要救助者を機内に収容、0625現場離脱、同7時25分回羽田航
空基地着、午前7時27分東京消防庁救急隊に引継ぎ、日本医科大学付属病院に搬送した。
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痛みと高熱のある漁船乗組員を緊急搬送
令和元年10月６日　10：35発生

　令和元年１０月６日午前１０時３５分頃、「本船の船員が臀
部の痛みを訴えており、熱が38.5度ある。横浜液済会病院
の医療助言結果、早急な搬送が必要」と航行中の漁船から
洋上救急の要請が第二管区海上保安本部運用司令セン
ターにあり、また、船主から第三管区海上保安本部運用司
令センターにも洋上救急の要請があった。
　これを受け、第一管区海上保安本部運用司令センターか
ら午後０時５０分、海上自衛隊厚木基地へ災害派遣について
確認したところ、現在の該船位置、気象海象では救助活動不
可との回答。このため、午後７時４０分、 釧路海上保安部へ発
動指示。同54分、八戸市立市民病院へ医師派遣を打診した。
　その後、午後８時１４分、八戸市立市民病院から医師派遣
可能との連絡と午後１１時に海上自衛隊厚木基地から災害
派遣要請を受理するの旨連絡。
　翌１０月７日午前６時４０分 海上自衛隊飛行艇ＵＳ－２が
岩国航空基地出発し、午前９時１０分八戸航空基地着、八戸
市立市民病院の医師２名、看護師１名が同乗し、午前９時５
５分、八戸航空基地を出発した。

納沙布岬から真方位103度約675海里付近海域
男性31歳（キリバス国籍 甲板員）
肛門周囲膿瘍疑い
八戸市立市民病院（医師2名、看護師1名）
海上自衛隊 救難飛行艇ＵＳ－２  哨戒機Ｐ－１

 

【 】
【 】
【 】
【 】
【 】

　午前１１時１６分、救難飛行艇ＵＳ－２が該船を視認、午後１
時２５分納沙布岬東約４１０海里にて着水し、午後１時４１分、
該船から飛行艇搭載のゴムボートでＵＳ－２に患者を移送、
収容後、午後１時５３分現場発、医療措置を実施しながら午後
４時４２分八戸航空基地着、午後４時５６分、患者を救急車へ
引き継ぎ、医師等３名同乗し八戸市立市民病院へ搬送した。

ゴムボートにより該船から傷病者を搬送　（写真提供:海上自衛隊）

■その他主な洋上救急の状況

■洋上救急年度別出動実績 ■洋上救急発生海域図

挨拶を行う日本水難救済会加賀谷常務理事

洋上救急慣熟訓練地方支部の活動状況等

　昨年７月から１２月末までに地方支部の地区洋上救急支援協議会の通常総会が５か所で開催され、それぞれ、平成
３０年度の活動状況等事業報告等のほか、令和元年度の事業計画や役員の選任等について審議されたほか、総会後
に意見交換会が開催されましたので開催の模様を一部紹介します。
　なお、日本水難救済会から、関西・四国地区には菊井理事長、東海地区、八戸地区、日本海中部地区及び南九州地区
には加賀谷常務理事が出席しました。

地方支部洋上救急支援協議会の総会が開催されました。

■東海地区洋上救急支援協議会総会
　（令和元年7月5日 10:30～名古屋港ポートビル）

挨拶を行う洋上救急支援協議会会長 袋本 浩氏

■関西・四国地区洋上救急支援協議会総会
　（令和元年7月17日 16:25～神戸メリケンパークオリエンタルホテル）

総会の模様
挨拶を行う

日本水難救済会菊井理事長

総会の模様

■日本海中部地区洋上救急支援協議会総会
　（令和元年10月8日 11:00～ＡＮＡクラウンプラザホテル）

挨拶を行う日本水難救済会加賀谷常務理事

小林眞八戸市長のご挨拶

■八戸市洋上救急支援協議会総会
　（令和元年8月5日 14:30～八戸プラザホテル）

成瀬永年八戸海上保安部長
のご挨拶

洋上救急事業のビデオ説明

発 生 位 置
傷 病 者
傷 病 名
出動医療機関
出 動 勢 力
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68

21

232

300
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中央洋上救急センター 羽田地区
（Ｒ元.11.1実施）

慣熟訓練開催にあたり日本水難救済会加賀谷常務理事の挨拶

日本海西部地方支部 美保地区
（Ｒ元.10.29実施）

参加者した医師等への洋上救急の説明 機内でダミー人形により医療体験を行う医師等

ヘリコプターによる
吊り上げ実施

慣熟訓練に使用された羽田航空基地所属ヘリコプター

ダミー人形を使用してヘリコプターでの傷病者吊上げの説明 参加者した医師等への洋上救急の説明

慣熟訓練に対する第三管区海上保安本部 澤井警備救難部長の講評 格納庫内で慣熟訓練参加者の記念撮影

洋上救急慣熟訓練洋上救急慣熟訓練

東海地方支部 三重地区
（Ｒ元.8.29実施）

ヘリコプター搭乗訓練

　洋上救急出動の要請を受け、医師や看護師は慣れな
い巡視船や航空機に乗り込んで遥か洋上まで出動し、
厳しい自然条件の中、巡視船、航空機の動揺、振動、騒音
などの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
行い、多数の医師、看護師に訓練に参加していただき、
航空機等に実際に搭乗して機内の状況、救命資器材の

確認や応急処置訓練を行うなど、現場の状況を事前に
体験し、実際の出動に備えています。
　今回は、令和元年８月から１1月末までに洋上救急
慣熟訓練が開催され、報告のあった東海地方支部
（三重地区）、北部九州地方支部（福岡地区）、日本海西
部地方支部（美保地区）及び中央洋上救急センター
（羽田地区)の４地区の慣熟訓練の模様を紹介いたし
ます。
　なお、４地区の慣熟訓練には、医療機関１６機関、医師
１２名、看護師２３名が参加いたしました。

ヘリコプター機内設備等の説明

機内でダミー人形により医療体験を行う医師等

北部九州地方支部 福岡地区
（Ｒ元.10.４実施）

巡視船でじま船内で説明を受ける医師・看護師等

船内でダミー人形により医療体験を行う医師等

巡視船でじま飛行甲板上で慣熟訓練参加者の記念撮影
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レスキュー41～　地方水難救済会の現状　（シリーズ⑪）

　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平成２７年（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しております。
　今回は、千葉県水難救済会及び徳島県水難救済会を紹介いたします。

平成１０年７月１日

１　設立年月日

〒２６０-００２１　千葉県中央区新宿２-３-８　水産会館内
☎０４３-２４２-６８５８
◎交通案内　
　・公共交通機関　　
　 　JR総武線：千葉駅から徒歩15分
　 　京成線：千葉中央駅から徒歩３分

2　所在地

千葉県水難救済会事務局が入居する水産会館

千葉県水難救済会

　四方を海と川に囲まれ、水と緑の豊かな自然に恵まれた千葉県
は、首都圏の東側に位置し、太平洋に突き出た半島になっています。
　黒潮と親潮が交わる太平洋の沖合漁場や九十九里の広大な
砂浜、外房地域の岩礁帯、静穏な東京湾など変化に富んだ景観
を見せています。
　都心からのアクセスが容易なため、東京湾に面した穏やかな
内湾では海水浴や潮干狩り、ヨット、太平洋に面した雄大な外房
では海水浴やサーフィン、ダイビングなど年間を通して多種多様
なマリンスポーツを楽しむことができます。

6　地域の特性等

救助実績（平成３０年度）
　救助出動回数１８回　
　出動所員数１２８名　出動船舶数１７隻
　救助人数２４名　救助船舶数４隻　　
海難救助訓練等の実施状況（平成３０年度）
　九十九里町救難所、銚子市救難所

9　活動状況

会　長　坂本　雅信（千葉県漁業協同組合連合会代表理事会長／銚子市救難所銚子支所長）
副会長　平島　孝一郎（鋸南町勝山漁業協同組合代表理事組合長／勝山救難所長）
副会長　佐久間　國治（富津漁業協同組合代表理事組合長／富津救難所長）
その他の役職員　１７名（理事１４名、監事３名）

3　役職員の数

大日本帝国水難救済会 銚子救難所設置
銚子救難所内濱支所設置
布良救難所設置
社団法人帝国日本水難救済会勝浦救難所設置
銚子救難所内濱支所廃止
布良救難所廃止
支部規則改定により、委員部を改め、社団法人帝国水
難救済会千葉県支部を設立
総裁伏見宮博恭王殿下に御台臨賜り、千葉市教育会館
にて千葉県支部会員総会開催
千葉岩船救難組合設置
天津救難所設置
小湊救難所設置
竹岡救難組合設置
富津救難組合設置
銚子救難所を銚子市救難所に富津救難組合を富津救
難所に改称
外川救難所設置
鴨川救難所設置
大原救難所設置
検見川救難所設置　
外川救難所を銚子市救難所外川支所に改編
銚子市救難所に銚子、黒生支所設置
布良救難所、勝山救難所設置
検見川救難所、千葉岩船救難組合廃止
竹岡救難組合を天羽救難所に昇格改編、
所在地移転、天羽救難所に湊支所を設置
銚子市救難所に西支所を設置
富津救難所を全富津救難所に改称
天羽救難所に金谷支所を設置
千倉町南部救難所設置

明治３２年 １月 １日　
明治３５年 ５月１１日　
明治３６年 ３月２５日　
明治４２年 ３月 ５日　
大正１５年１２月　　　　
昭和 ２年 ４月 １日　
昭和１０年 ７月 １日　

昭和１１年 ６月 ２日　
　　　　　　
　　　　　８月 ５日
　　　　 １０月 １日　
　　　　　　　１５日
昭和１４年 １月１０日　
　　　　　　　２２日
昭和２４年 ４月 １日　

昭和２６年 ２月 ９日　
　　　　　２月２０日　
昭和２７年１０月３０日　
昭和２８年 ２月１１日　
昭和２９年 ２月 ９日　
　　　　　２月１０日
昭和３２年 ３月３１日　
昭和４５年 ３月１７日　
昭和４９年 ３月２０日　
　　　　　　
　　　　　４月 ５日
昭和５３年 ６月１２日　
昭和５５年 ９月２２日　
昭和６２年１０月２０日

九十九里町救難所設置
社団法人日本水難救済会千葉県支部から会員、一切の
権利を引継ぎ、千葉県水難救済会を設立、千葉県漁船
保険組合内に事務所を置く
千倉町南部救難所を房総ちくら救難所に名称変更
新勝浦救難所及び豊浜、川津、西部、鵜原、興津、大沢、
浜行川支所設置
海匝救難所設置
和田町救難所設置
長生郡広域救難所設置
房総広域救難所及び北西、中央、夷隅、安房支所設置
大原救難所を蝦夷東部救難所に名称変更し、岩船、太
東支所設置
御宿岩和田救難所及び同御宿支所、金田救難所、木更
津救難所設置
富浦町救難所設置
館山船形救難所設置
房総広域救難所北西、中央、夷隅、安房支所を北総、南
総、安房支所に組織再編
新富津救難所、富津岬ＰＷ救難所、房総マリーナ救難
所設置
房州ちくら、天津、小湊、和田町救難所を廃止し、東安房
救難所及び天津、小湊、和田町、白浜支所に組織再編
組織再編により房総広域救難所の北総、南総、安房支
所を廃止
事務局を千葉県漁業協同組合連合会に置く
房総広域救難所廃止
布良救難所及び館山船形救難所を廃止し、館山救難所
及び同布良支所設置。富浦町救難所を富浦救難-所に
名称変更

平成 ４年１０月２２日
平成１０年 ７月 １日

平成１１年１１月 1日
平成１２年 ７月１０日

平成１３年 ７月 ２日
平成１６年 ４月 ５日
　　　　　５月２７日
平成１７年 ７月１２日
　　　　１０月 １日

　　　　１１月 １日

平成２０年 ６月１１日
平成２１年 １月 １日
平成２３年 ４月 １日
　　　　　　
　　　　　６月１６日

平成２７年 ２月 １日

　　　　　４月 １日

平成２８年 ４月 １日
平成２９年 ８月１５日
平成３１年 ４月 １日

4　沿革・歴史等

救難所：２０箇所　支所：２２箇所
救難所員数:１，２７５名

5　救難所・支所の数　（令和元年１１月１日現在） 救難所配置図

（１）

（２）

海難救助事業
　千葉県地先沿岸海域において発生する漁業・海運・マリンレ
ジャー等に伴う船舶海難や海浜事故の救助活動の活性化を図
り、関係機関と連携し、安全かつ迅速な対応で、海難事故での犠牲者ゼロを目指し事
業を推進している。また、救助・救援に必要な知識・技能を習得し、海難救助活動の際
の二重遭難を防ぐため、合同海難救助訓練を実施している。
青い羽根募金事業
　毎年７～８月の「青い羽根募金強調運動期間」に、積極的に募金運動を実施し、青い羽
根募金運動の趣旨にご賛同いただいた自治体、企業、団体等から多大なご協力をいただ
いている。また、千葉県内に「青い羽根募金支援自販機」を１４台設置し、売上金の一部が
青い羽根募金として寄附され、救助・訓練に必要な資機材の購入等に充当している。
救難資機材の整備
　救助体制の強化を図るため、全救難所へ現状及び要望調査を実施し、公益社団法人
日本水難救済会と協力し、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）等の整備、助成を行っている。

10　主に力を入れている事業
（１）

（２）

（3）

ゴムボート、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）、携帯用発電機、救命胴衣、
救命浮環、救命索発射機、安全帽、蘇生教育人体モデル他

7　主な保有資器材

救助船３隻(日本水難救済会登録分)
ほか各救難所の救助可能船舶　多数　　

8　保有救助船

坂本雅信会長　

東安房救難所
館山救難所
富浦救難所

勝山救難所
天羽救難所

富津岬ＰＷ
救難所 富津救難所

新富津救難所

木更津救難所

金田救難所

鴨川救難所
勝浦救難所

新勝浦市救難所
御宿岩和田救難所
夷隅東部救難所
房総マリーナ救難所

長生郡広域救難所

九十九里町救難所

海匝救難所

銚子市救難所

千葉県

千葉県水難救済会

救難所の海難救助訓練

県の花「菜の花」（写真：千葉県提供）

全長約66kmの九十九里浜
（写真：千葉県提供）

ドローン（小型無人機）を使った漂流者捜索訓練

燃料切れのプレジャーボートを曳航救助
／新勝浦救難所興津支所救助船

銚子市救難所銚子支所に
設置された
青い羽根募金支援自販機

天羽救難所に配備されている
日本水難救済会救助船
第八天羽丸（4.6トン）
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平成１２年３月１７日

１　設立年月日

2　所在地

徳島県水難救済会事務局が入居する
徳島県漁業協同組合連合会の事務所

徳島県水難救済会

会　長　久米　順二（徳島県漁業協同組合連合会代表理事会長）
副会長　竹本　晴茂（海部救難所長、牟岐東漁業協同組合長）
その他の役職員　７名（理事４名、監事２名、事務局１名）

3　役職員の数

明治２４年 ５月２４日
明治３８年 ７月２４日
大正 ４年１１月１５日
大正１０年 ４月２０日
昭和 ６年 ４月１６日
昭和１０年 ７月 １日
昭和１１年 ４月２８日
　　　　　８月３１日
昭和１２年 ９月２０日
昭和１６年 ４月２０日
昭和６３年 ３月 ８日
平成１２年 ３月１７日

平成１７年 ６月２１日
平成２０年 ６月１８日
平成２１年 ７月 １日
平成２２年１０月 １日

平成２５年 ６月２１日

4　沿革・歴史等

　徳島県の海岸線は、南北に３９２kｍあり、北部は瀬戸内海、中
部は紀伊水道、南部は太平洋の３海域に分かれています。その
中には「瀬戸内海国立公園」、「室戸阿南海岸国定公園」など２つ
の国定公園が存在し、鳴門の渦潮、アカウミガメの産卵地で知ら
れる大浜海岸など手つかずの自然環境に恵まれています。
　また、吉野川、那賀川、海部川の１級河川が海域に流れ込み豊
かな漁場が多く点在しています。

6　地域の特性等

救助実績（平成３０年）
　救助出動回数３回　出動所員数１６名
　出動船舶数７隻、救助人数３名　救助船舶数２隻
海難救助訓練（防災訓練）等の実施状況
　徳島県では、主に船舶津波避難訓練を実施

　【船舶津波避難訓練の実施状況等】
　平成26年10月　小松島救難所
　平成29年10月　海部救難所鞆浦支所
　平成30年10月　海部救難所東由岐支所
　令和 元年 10月　海部救難所阿部支所

9　活動状況
（１）

（２）

ライフジャケット着用推進
　海難死亡事故のうちライフジャケットを着
用していれば、助かったと思われる事故があ
ることから本会では「ライフジャケット着用」に重点を置き取り組んでいます。
青い羽根募金募金活動
　県内に「青い羽根募金支援自販機」を40台設置し、備品購入資金に充当し
ています。
船舶津波避難訓練実施
　近い将来、発生すると予想される「南海トラフ巨大地震」に備え津波避難訓練を
行い、地震発生から安全水域までの離脱時間を計測し津波対策に備えています。
　なお、平成２５年１１月に徳島県と「船舶による輸送等災害応急対策に関する
協定書」を締結しました。

10　主に力を入れている事業
（１）

（２）

（3）

強力ライト３３個、ライフジャケット９０個、ＡＥＤ１７個、
双眼鏡３３個、トランシーバー１２台、非常用マグネシウム電池５セット

【参考：ＡＥＤの設置状況】

（平成24年）徳島県水難救済会、橘町救難所、小松島救難所

（平成25年）徳島県水難救済会、牟岐東救難所、北灘救難所

（平成26年）阿南救難所伊島支所、海部救難所鞆浦支所

（平成27年）阿南救難所伊島支所、海部救難所鞆浦支所

（平成28年）徳島中央救難所川内支所、阿南救難所中林支所

（平成29年）海部救難所志和岐支所、同 阿部支所

（平成30年）徳島中央救難所長原支所、海部救難所宍喰支所

（令和 元年）徳島県水難救済会、海部救難所伊座利支所　

7　主な保有資器材

各救難所の救助可能船舶等　約５００隻

8　保有救助船

AED講習会の模様

豪雨により山麓に孤立した
児童を巡視艇に移送救助
（平成26年10月）
阿南救難所　椿泊支所

ライフジャケット
着用講習会

徳島県漁連に設置された
青い羽根募金支援自販機

船舶津波避難訓練の様子

本州と四国を結ぶ大鳴門橋と眼下の世界最大級の鳴門渦潮

〒７７０-８５１６　徳島県徳島市東沖洲２丁目１３番地
　　　　　　 徳島県水産会館　徳島県漁業協同組合連合会内
☎０８８-６３６-０５００　Fax ０８８-６３６-０５２５
◎交通案内　
　・公共交通機関
　 　徳島市交通局徳島駅前～マリンターミナル（16分）下車　徒歩約1分 

大日本帝国水難救済会　撫養救難所設置
帝国水難救済会撫養救難所は鳴門に移転、鳴門救難所に改名
津田浦救難組合設置
小松島救難組合設置
椿泊救難所設置
社団法人帝国日本水難救済会は支部規則改定により、委員部制を改め、徳島県支部を設置
牟岐救難所設置
小松島救難組合が昇格、小松島救難所設置
津田浦救難組合が昇格、徳島救難所設置
富岡救難所設置
鳴門救難所廃止
社団法人日本水難救済会徳島県支部を廃止し、徳島県水難救済会を設立
事務局を徳島県漁船保険組合に置く
鳴門救難所及び北泊、堂浦、鳴門町各支所、徳島中央救難所及び長原、川内、徳島市、渭東、辰巳、和田島、
今津、中島各支所、阿南救難所及び福村、中林、大潟、椿泊、阿南、伊島各支所、海部救難所及び伊座利、阿
部、志和岐、東由岐、西由岐、木岐、日和佐町、牟岐町、浅川、鞆浦、穴喰各支所の４救難所２８支所を設置
鳴門救難所里浦支所設置
鳴門救難所新鳴門支所及び宝撫佐支所設置
事務局を徳島県漁業協同組合連合会に置く
阿南救難所阿南中央支所設置
徳島中央救難所今津支所廃止、阿南救難所大潟支所廃止
徳島ライフセービングクラブ救難所設置
徳島中央救難所中島支所廃止

救難所：５箇所　救難支：２９箇所
救難所員数：６０８名

5　救難所・支所の数　（令和元年11月１日現在）

救難所配置図

久米順二会長　

海部救難所

阿南救難所

徳島中央救難所
徳島ライフ
セービングクラブ
救難所

鳴門救難所

徳島県水難救済会

徳島県

3635


