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救命胴衣の取扱いについて説明を受ける参加者

水難救済思想の普及活動レポート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ボランティアスピリットの継承のために

「親子で楽しむチャレンジスポーツ“夏”」に参加した親子を対象として新潟県水難救済会が「海の安全教室」を開催

「浮いて待て」の体験

海難事故防止について講習を受ける参加者

「浮いて待て」の体験

大分県水難救済会

広島県水難救済会

新潟県水難救済会

「浮いて待て」と「着衣泳」を体験
　令和元年７月12日、海楽園ハーバーレスキューステーション救難所は、広島市立五日市観音小学校のプールにお
いて、一般社団法人水難学会から指導員２名を講師として招き、同校児童247名（午前、５年生113名、午後、６
年生134名）と教師10名が参加して、「海の安全教室」を開催しました。
　児童たちは、人間の体と浮力の関係を学習するとともに、溺れそうになった時の「浮いて待て」という自己救命
法を体験し、初めて参加する児童も、浮き方のコツを
つかんだり、ペットボトル等の浮き具を利用して全員
の児童が上手に背浮きができるようになりました。
　講義では、「子供だけで水辺に遊びに行かないこと」

「水辺でのライフジャケット着用など水難事故は防止
できること」「小型船舶乗船時の救命胴衣は着用義務
になったこと」などが伝えられ、楽しく安全に水辺で
遊ぶための方法を学習しました。

慌てずに顔だけを水面に出す「浮いて待て」を体験
　令和元年８月４日、新潟県胎内市所在の「胎内Ｂ＆Ｇ
海洋センター」において、胎内市教育委員会主催の「親
子で楽しむチャレンジスポーツ“夏”」に参加した親子
80名を対象として、シーバードにいがたPort救難所の所
員６名が講師となり「海の安全教室」を開催しました。
　教室では、「海難事故防止」「浮いて待て」「ライフジャ
ケット」を内容とし、救助員が子供たちに慌てずに顔だ
けを水面に出すことを指導し、「浮いて待て」を多くの子
供たちに体験してもらい、また、水辺では、ライフジャケッ
トを着用してもらい、安全に遊べることを体験しました。
　今回は、親子で参加ということで、「浮いて待て」講習
では「溺れなくなるようにするんだからガンバレ！」など
真剣に声を掛ける保護者の姿が見られました。
　なお、親子は、水上オートバイの体験乗船やトーイン
グチューブも体験し、終始、笑顔で事故もなく、無事、
教室が終わりました。

海浜清掃参加者を対象に「海の安全教室」を実施
　令和元年８月18日、大分県別府市所在の
餅ケ浜海岸において、「べっぷの海岸みまも
り隊」主催の海浜清掃に合わせて、海浜清掃
に参加した40名を対象として、大分海上保
安部職員３名が講師となり「海の安全教室」
を開催しました。
　教室では、「海の安全・環境教室」と題し 
て、夏のマリンレジャーにおいての注意事項
や救命胴衣の着用方法、事故防止及び救助法
について学びました。

海の安全教室
　平成13年度から平成28年度まで、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。
　平成29年度から名称を「海の安全教室｣ に変更し、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、指導内容も見直したうえで、全国各地で
展開しています。
　なお、今年度は、新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、可能な範囲
で実施することとしております。
　今回の活動レポートは、昨年度に実施されたものを紹介いたします。
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合同訓練前の訓練参加機関による打合せ

信号紅炎取扱い訓練

マリンレスキューレポート 救難所NEWS
Part 1

海難救助訓練ほか海難救助訓練ほか 令和元年度は、全国の水難救済会において
延べ210の救難所・支所から3,543名の救
難所員が参加して実地訓練などが行われま
した。

大分県水難救済会真玉救難所、豊後高田救難所と海上保安部等関係機関との災害発生時の物資（医薬品）輸送訓練の模様

海難事故防止と心肺蘇生法を受講
　令和元年７月８日、富山県立和合中学校において２年
生の生徒105名が参加して、「海の安全教室」を開催しま
した。
　教室では伏木海上保安部及び富山北消防署の職員が講
師となり、海上保安部職員による「海難事故防止のために」
と消防署員による心肺蘇生法やAEDの講義が行われ、海
について正しい知識のもと、適切に行動することの大切
さを考える機会となり、意義のある教室となりました。

溺者を救助するための非常投浮を体験
　令和元年11月23日、兵庫県南あわじ市沼島にお
いて、沼島救難所から所員５名及び神戸海上保安
部職員15名が講師等になり、小学生11名と保護者
９名の計20名が参加して、「海の安全教室」を開催
しました。
　教室では、紙芝居等による海浜事故の発生状況
と事故防止についての講義及び非常投浮を利用し
た溺者救助など海浜事故防止と救助法について学
び、その後、海上保安庁の船の見学など充実した
内容の教室となりました。

海上保安部職員から海難事故防止の説明を受ける生徒 心肺蘇生法の体験

消防署職員から心肺蘇生法について説明を受ける生徒

神戸海上保安部灯台見回り船「こううん」船内見学の後
皆様と記念撮影をしました溺者救助のための非常投浮の体験

紙芝居等による海難事故防止の講義

兵庫県水難救済会

富山県水難救済会

■石川県西部水難救済会
関係団体の連携強化、地域の海難救助 
体制の向上を図ることを目的とした 
合同訓練を実施
　令和元年６月29日、石川県羽咋市滝町滝
港地先において、金沢海上保安部、羽咋郡
広域圏事務組合消防本部、石川県小型安全
協会羽咋支部、羽咋滝港マリーナ救難所が
参加し、海難事故発生時の初動連絡体制の
確認及び救助に必要な知識・技能の習得並
びに関係団体及び関係機関の連携強化を図
り、地域の救助体制を向上させることを目
的とした海難救助訓練を実施しました。
　年に１度の訓練実施にあたり、事前に周
到な準備を行い、万一の事故の際に迅速な
対応と関係者相互の連絡、協力体制の確立
を図るうえで大変有意義であり、関係者の
事故防止意識についても年々高まり訓練の
目的も十分に達成できました。
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心肺蘇生法訓練

■特定非営利活動法人 神奈川県水難救済会

■山形県水難救済会
令和２年の「出初式」に合わせ 
救難所の実地訓練を実施
　令和２年２月29日、山形県酒田市飛
島勝浦漁港において、飛島救難所員20
名が参加し、出初式にあわせて実地訓
練を実施しました。
　訓練は、基本動作訓練、救命索発射
訓練のほかダミー人形を使用した心肺
蘇生法の訓練を実施しました。

■大分県水難救済会
新型コロナウイルス感染症対策を講じて、 
海難や災害発生時における救助能力の向上及び 
各機関との連携を目的に合同救助訓練を実施
　令和２年６月19日、大分県豊後高田市臼野港において、大分海上保
安部、豊後高田市消防本部、NPOレスキューサポート九州、大分県レ
スキューバイク隊、地元消防団のほか豊後高田市の真玉救難所、豊後高
田救難所の救難所員22名と救助船が参加し、海難、災害発生時におけ
る救助能力の向上及び各機関との連携を目的とした合同救助訓練を実施
しました。
　合同訓練は、「小型釣り船とウィンドサーフィンが衝突し、２名が海
中転落、１名は心肺停止、もう１名は負傷している」との想定で転落者
の捜索救助と応急手当、小型船の曳航、物資（医薬品）輸送訓練等が行
われ、訓練終了後には麻生栄作大分県水難救済会会長などの講評がなさ
れた。なお、コロナウイルス感染症対策として、訓練前には検温など健
康チェック、消毒の実施、参加者整列時には「３密」の回避を図るなど
対策を講じました。

■福島県水難救済会
水難救済会の活性化と海難救助の知識・技能の向上等 
及び官民救助機関の連携を図るために海難救助訓練を実施
　令和元年11月12日、福島県いわき市勿来漁港において、海難救助の知識・技能の向上を図るとともに官民救助
機関の連携を図ることを目的として、福島海上保安部、福島県漁業協同組合連合会、ライフガードレディース及び
勿来救難所と小名浜救難所による海難救助訓練を実施しました。
　訓練には、勿来救難所から15名、小名浜救難所から８名とライフガードレディース７名のほか福島海上保安部、
漁業協同組合などの職員が参加し、火工品（信号紅炎）の取扱訓練、AEDを使用した心肺蘇生法及び漂流者救助訓
練並びにライフジャケット装着方法の講習を行い、海難事故の際に必要な知識を習得しました。

救命索発射訓練

心肺蘇生法の訓練

整列する救難所員

訓練にあたり説明を受ける参加者 信号紅炎点火訓練

漂流者救助訓練

東部地区の救難所が合同で「令和元年度東部地区水難救助訓練」を実施
　令和２年１月７日、神奈川県三浦市三崎港にお
いて、三浦救難所所属船「愛丸」と横須賀海上保
安部巡視艇「はかぜ」が訓練海域の警戒を行う中、
神奈川県東部地区の11救難所（柴、横須賀、走水
大津、鴨居、観音崎、久里浜、北下浦、南下浦、三浦、 
長井、大楠）の救難所員総勢286名と主催者の牧
島 功神奈川県水難救済会会長、来賓として本会加
賀谷常務理事のほか関係団体の長が参加し、救難
所員の水難救助訓練を実施しました。
　訓練は、救命索発射銃操作訓練、放水訓練、海
上転落者救助訓練及び心肺蘇生法訓練で、救命索
発射銃操作訓練や放水訓練ではこれまで訓練の実
施機会も少ないため、救難所員は真剣に取り組ん
でいました。
　また、海上転落者の救助訓練や心肺蘇生法訓練
では、２人乗りボートが転覆したとの想定のもと、
被救助者の捜索救助後、横須賀市南消防署員の機
敏な動作や適切な助言を受けながら心肺蘇生法を
行うとともに、その後、海上では第三管区海上保
安本部羽田航空基地所属ヘリコプター「いぬわし」
による吊上げ救助訓練が行われました。 海上転落者救助訓練

放水訓練

心肺蘇生法訓練

救命索発射銃の操作訓練

訓練では、参加者が「３密」を避けて整列

海中転落者の救助引継ぎ訓練
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■鳥取県水難救済会■静岡地区水難救済会
海上保安部、消防署、救難所の混成チームによる 
海中行方不明者捜索救助訓練を実施
　令和２年１月29日、静岡県沼津市静浦漁港において、清水
海上保安部巡視船「おきつ」潜水士、駿東伊豆消防本部水難救
助隊の計約35名と静岡広域DRS救難所の救難所員８名が参加
し、潜水士と救助員の連携を強化することを目的として、海中
の行方不明者の捜索及び岸壁での引き上げ訓練を実施しました。
　通常は各団体毎に捜索活動を行っているところ、今回は３団
体混成チームでジャックステイ捜索を行い、海中に沈んだダ
ミー人形を水面まで引き上げ岸壁まで曳行後、消防署員が吊り
上げ救急車に収容しました。
　索信号の説明を事前に陸上で受けていましたが、海中では索
信号の違いに戸惑うこともありました。各団体がお互いの捜索
方法を体験でき、今後、海上保安部、消防署と連携した捜索活
動を行うための有意義な訓練となりました。

■熊本県水難救済会
救助知識・技術を錬磨する等のため 
規律訓練、曳航訓練等の実地訓練を実施
　令和２年２月９日、熊本県天草市五和町二江漁港内に
おいて、五和救難所の所員21名が参加して、船舶火災及
び水難救助に対する任務を正しく認識するとともに、救
助知識・技術を錬磨し、救難所の円滑な運営を図ること
を目的とした実地訓練を実施しました。
　訓練では、中央消防署五和分署職員に指導を受けなが
ら、基本動作及び点検や規律訓練の後、「漁船が帰港中エ
ンジントラブルをおこし、自力航行できず、救助を求め
ているため、ロープにて曳航する」との想定で、操縦不
能となった船舶の曳航訓練及び救命索発射銃中の点検・
取扱い訓練に取り組みました。
　救難所員の機敏な活動により非常に有意義な訓練とな
りました。

「船舶による輸送等災害応急対策に関する協定」に基づく出動を想定した 
災害応急輸送訓練を実施
　令和元年７月29日に鳥取県と鳥取県水難救済会
の間で締結した「船舶による輸送等災害応急対策
に関する協定」に基づき、令和２年６月26日、鳥
取県鳥取市夏泊漁港及び同沖合において、鳥取海
上保安署、鳥取市救難所、湯梨浜町救難所が参加し、
災害応急輸送訓練を実施しました。
　訓練は、「夏泊地区で土砂災害により孤立集落が
発生、鳥取県が海上保安部に救援物資の海上輸送
を要請したが被災地最寄りの夏泊漁港には巡視船
艇が入港できないため、県から水難救済会に出動
要請があった」との想定のもと、海上にて巡視艇
から救難所所属の救助船に物資を積み替えて輸送
するという内容で訓練を実施しました。
　訓練では、巡視船艇への接近時の留意点などが
確認され、有意義な訓練となりました。

訓練にあたり整列する五和救難所の救難所員

水中で使用する索信号の説明 訓練参加者による記念撮影

救命索発射銃の取扱い訓練

操縦不能となった船舶の曳航訓練

災害応急輸送訓練に参加した鳥取県水難救済会鳥取市救難所、湯梨浜町救難所の救難所員ほか関係機関のみなさん

ジャックステイ捜索訓練の様子

鳥取海上保安署巡視艇「とりかぜ」から物資を受け取る救助船「第二神保丸」（写真左）と「青斗丸」（写真右）

「船舶による輸送等災害応急対策に関する協定」締結式の様子

注）�ジャックステイ捜索とは、環状捜索と平行捜索を組み合わ
せた方法で、訓練ではブイを２か所に置いて、その間をロー
プを伝いながら溺れた人を探す方法で、比較的広範囲の水
中検索ができる。
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水難救助等活動報告水難救助等活動報告

令和２年１月から６月末までの間に報告のあった、主な水難救助活動の事例を報告します。

　令和２年３月18日午前９時30分頃、那覇海上保安
部から、「糸満漁港を出港した宮崎県船籍の漁船（総
トン数12トン、１名乗船）が糸満漁港出口のリーフに
座礁した」との救助出動要請を受け、糸満救難所から
救助員３名乗組みの救助船「ASUKA」（1.2トン）が
出動、また、美々ビーチ救難所から救助員１名が乗船
した水上バイク（0.2トン）が出動し、離礁準備作業
を行った。
　午前10時20分、座礁した同船から直接要請を受けた
僚船と一致協力し、離礁に成功。午前11時頃、座礁船
は僚船の曳航により糸満港に入港し、救助を完了した。

1

クレーンを使用して陸揚げされる転覆船

要救助者を船内に収容し、転覆船を曳航して入港した
救助船「第五十八金洋丸」（写真左側）

僚船の後進による曳出し離礁中の様子

沖縄県糸満漁港出口のリーフに座礁した漁船

4

公益社団法人 琉球水難救済会
糸満救難所、美々ビーチ救難所

座礁した漁船を救助船と僚船が
協力し曳航救助

　令和元年11月22日午後３時30分頃、救助員から
「余市漁港から約10海里付近の余市シリバ岬付近海上
にて漁船（0.3トン、１名乗船）が転覆している」と
の連絡を受け、余市救難所所属の救助船「第二十七勝
寿丸」（3.6トン）と付近海域にて操業中の救助船「第
三十八弘洋丸」（4.9トン）、「第十八北星丸」（1.0トン）、

「第五十八金洋丸」（0.9トン）の４隻が直ちに現場向
け出動した。
　現場では転覆した漁船の船長が船底に掴まり、救助
を求めていたことから、同人を「第五十八金洋丸」船
内に収容し、転覆した漁船の曳航を開始した。
　午後５時頃、余市港に入港し、要救助者を救急隊員
に引き継いだ。転覆船は救助員により起こされた後、
陸上からクレーンを使用し引き揚げ、救助を完了した。
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公益社団法人 北海道海難防止・水難救済センター
余市救難所

転覆した漁船と乗員を救助
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　明治22年11月に日本水難救済会設立以来、令和元年12月末までの救助人員は197,572名、
救助船舶は40,409隻となっています。
　また、地方水難救済会からの報告によれば、本年1月から6月末までの間、104件の事案に
出動し、救助人員は98名、救助船舶は35隻となっています。

■全国の救難所に所属する救難所員の出動件数及び救助人命、救助船舶件数の推移

■平成31年（令和元年）における出動・救助件数が比較的多い地方水難救済会の状況

最近の主な水難救助活動事例
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　令和元年12月19日午前10時30分頃、新潟県村上
市所在の中浜漁港斜路にて海水を汲みに来たトラック
が運転を誤り海中に転落し、午前10時40分頃、同場
所で作業をしていた関係者が山北救難所に救助要請が
あり、この救助要請を受けた山北救難所は、直ちに救
助員３名を現場の中浜漁港に急行させ、午前11時10
分、現場に到着。救助員は水没したトラックの水面上
の屋根に這い上がり救助を求めている運転手１名を確
認し、直ちに近くにいた協力者に船での出動を依頼し、
同協力者の「喜福丸」（1.09トン）に乗船し、同トラッ
クに接近、運転手を船内に収容、午前11時40分頃、
要救助者を警察に引き継ぎ、救助を完了した。

　令和２年６月６日午前９時10分、国頭地区行政事務組合
消防本部及び中城海上保安部から「国頭村安田海岸にて３名
乗船のミニボートが転覆し、１名が沖に流された」との救助
要請があり、この要請を受けた国頭救難所は、救助員３名、
消防隊員１名が直ちに救助船「流星丸（4.6トン）」「祥慶丸

（4.4トン）」の２隻にて出動した。
　午前９時43分、安田ヶ島の北海域で２名乗船のミニボー
トを発見した救助員及び消防隊員は救助船「流星丸」船内に
要救助者２名とミニボートを収容した。
　なお、転覆の際、沖に流された要救助者１名は自力で安田ヶ
島に泳いで上陸し、第十一管区海上保安部那覇航空基地所属
のヘリコプターに救助された。
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新潟県水難救済会　山北救難所

公益社団法人 琉球水難救済会　国頭救難所

水没したトラックの屋根に避難した運転手を救助

　令和２年６月17日午前８時21分、機関故障のプ
レジャーボート（36歳男性１名乗組み）から118
番通報を受け、能登海上保安署は、直ちに珠洲救
難所へ救助要請を行った。これを受けた珠洲救難
所は、直ちに所属の救助船「ひかり」（５トン未満）
及び「海宝」（５トン未満）に救難所長ほか救助員
３名が分乗して出動し、現場海域へ直行。午前８
時55分、機関故障のプレジャーボートと会合、救
助船「海宝」がプレジャーボートを曳航、救助船「ひ
かり」が後方から監視警戒しつつ、午前９時20分
最寄りの飯田港に入港し救助を完了した。

7
能登水難救済会　珠洲救難所

機関故障により航行不能となったプレジャーボートを救助

ミニボートと乗員を救助船に収容救助

協力船「喜福丸」から水没したトラックの屋根に這い上がっている
運転手を救助に向かう救助員

機関故障のプレジャーボートを曳航する救助船「海宝」と
後方で監視警戒にあたる救助船「ひかり」� （写真提供：能登海上保安署）

　令和元年11月25日午後２時43分、出雲市消防本部から 
「出雲市大社町日御碕追石西の鼻付近で男性が海に転落した
可能性がある」との救助要請を受け、出雲救難所所属の救助
船「第２まくじま丸」（3.6トン）に救助員１名と消防隊員
３名が乗船し、大社漁港より直ちに出港するとともに、救
助員６名が陸上からの海上監視及び他の救助船の出港準備に
あたった。午後２時57分、「第２まくじま丸」は現場海域に
到着し、海中転落者を確認し、船を接近させて、救助員と消
防隊員が一致協力し、同人を船内に引き揚げ救助。午後３時
12分、大社漁港に入港し、要救助者をドクターカーに引き
継ぎ、救助を完了した。

　令和元年12月14日午前10時10分頃、四日市海上保安部から
四日市支所長に、「四日市市所在の磯津漁港沖でミニボートが転
覆し1名が投げ出された」との救助要請があり、支所長は直ち
に付近航行中の同支所救助員１名が乗船する救助船「第二進祐
丸」（4.2トン）に連絡。午前10時24分頃、救助船がミニボー
トに掴まっていた要救助者を発見し、要救助者とミニボートを

「第二進祐丸」に引き揚げて、磯津漁港まで搬送し、乗組員を救
急隊員に引き継ぎ、救助を完了した。
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転覆したミニボート

機関故障船を曳航する救助船「第八古峯丸」� （写真提供：福島海上保安部）

海中転落者を救助する救助船「第２まくじま丸」

ミニボートと乗組員を収容救助する救助船
� （写真提供：第十一管区海上保安本部那覇航空基地）

島根県水難救済会　出雲救難所

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
四日市支所

海中転落者を救助船に引き揚げ救助

　令和元年12月15日午前10時50分頃、福島海上保安部より「漁船（4.92トン３名乗船）が四倉沖でエンジント
ラブルにより航行不能になっている」との救助要請を受け、四倉救難所は現場付近を航行中の僚船に連絡。近くに
いた四倉救難所救助員２名が乗船する救助船「第八古峯丸」（4.4トン）が直ちに現場に急行。
　午後０時頃、現場に到着、機関故障船と会合し、ロープを渡し、曳航を開始、午後０時30分四倉港に入港、午後
０時40分同船を着岸させ救助を完了した。

4

福島県水難救済会　四倉救難所

機関故障船を曳航救助

転覆したミニボートに掴まる要救助者を救助

海中転落者


