
海難救助訓練ほか

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて訓練ができなかった救難所が数多く
ありますが、令和２年１１月末までに全国の地方水難救済会において延べ37の救難所・支所から
463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

関係団体の連携強化、水難救助能力の
向上を図ることを目的とした官・民による
合同水難救助訓練を実施

漂流者の消防署への引き継ぎ訓練

訓練概要の説明時の様子

マリンレスキューレポート　救難所ＮＥＷＳ

　令和２年７月９日、京都府京丹後市久美浜所在の小天
橋海水浴場及び沖合海域において、舞鶴海上保安部、
京丹後警察署、京丹後消防署、京都府水難救済会久美
浜救難所、京丹後市が参加し、計４５名による合同水難
救助訓練を実施しました。　
　離岸流により３名の遊泳者が沖合に流されたところを
海水浴場監視員が発見し、通報を受けた舞鶴海上保安
部と各関係機関が連携し、漂流者を捜索、救助するとの
想定のもと訓練が行われました。
　合同訓練では、各救助訓練の確認を行い、巡視艇及
び警察水上バイクや京都府水難救済会による漂流者の
捜索・救助訓練のほか消防による潜水捜索・救助訓練に
より、参加機関の相互連絡系統を確立し、連絡、調整が
円滑に行われ緊迫感のある訓練となりました。
　本訓練により、救急救助活動を行う上で必要とする情
報の収集及び分析ができ、関係機関の救助能力の向上
が図れました。　

京都府水難救済会

非常投浮を使用した溺者救助合同訓練を実施

救難所員手作りの非常投浮

　令和２年８月１５日、福井県三国港漁業協同組合前面海域において、夏季に多
発する海中転落等に伴う事故発生時における救助の迅速化及び救助技術の向
上を図ることを目的として、福井県水難救済会三国救難所と福井海上保安署に
よる非常投浮を使用した「溺者救助合同訓練」が実施されました。
　海上保安官による非常投浮説明及び作成訓練のあと、海面での溺者救助訓
練を行いました。漁網の「浮き」に長いロープを付けた非常投浮を溺者に向け投
入し、ロープを掴んだ溺者を陸岸に引き寄せ救助するもので、今後の救助活動
に生かすことのできるものとして、海難救助技術を学ぶ良い機会となりました。

非常投浮を使用した救助訓練福井海上保安署職員による訓練内容の説明

福井県水難救済会

救難用資器材の点検・取扱い訓練を実施

訓練にあたり集合・整列した救助員

　令和２年８月２１日、北海道虻田郡洞爺湖町虻田漁港に
おいて、公益社団法人北海道海難防止・水難救済セン
ター虻田救難所による救難用資器材の点検・取扱い訓練
を実施しました。
　訓練では、各救難資器材を点検後、救命胴衣を着用した
救難所員を海中転落者に見立てた救助訓練を行いました。
　少人数での訓練ではありましたが、それぞれの救難所員
が資器材の説明を真剣に聞き入り、きびきびとした動作で
訓練に取り組むなど、大変、充実した訓練になりました。

ガソリンポンプ取扱い訓練救命浮体投入訓練

公益社団法人　北海道海難防止・水難救済センター
京都府水難救済会久美浜救難所と舞鶴海上保安部・京丹後警察署、京丹後消防署等関係機関との官民水難救助訓練での漂流者引揚げ訓練の模様
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海上保安部と合同で海水浴場監視員に対する溺水者発生時の救助訓練を実施
　令和２年６月２４日、長崎県長崎市伊王島海水浴場において、同海水浴場監視員の救助能力向上、溺水者が発生した際の重
篤化の未然防止を目的とし、長崎海上保安部職員、巡視船でじま潜水士及び長崎県水難救済会ヤマハマリン西九州救難所
救助員が参加し、監視員に対する救助訓練を実施しました。海水浴場での監視時に使用する水上オートバイ、スタンドアップ
パドルでの溺水者救助方法について講習を受けた監視員は熱心に取り組んでいました。

特定営利活動法人　長崎県水難救済会

救難所の救助員に対して、
基本動作やゴムボートの操法など
基本的な実地訓練を実施
　令和２年９月１９日、山形県飽海郡遊佐町吹浦漁港に
おいて、吹浦救難所員２０名が参加して、救難所員の実
地訓練を実施しました。
　訓練では、基本動作訓練、ゴムボート操法、救命索発
射訓練、放水訓練を行い、海難等に備えた有意義な訓
練となりました。

山形県水難救済会

スレッドを装着した水上オートバイでの救助方法の説明

「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２９日に夏泊地区の鳥取市夏泊漁港及
び同沖合において、鳥取海上保安署、鳥取市救難所、湯梨浜
町救難所が参加して災害応急輸送訓練が実施されました
（マリンレスキュージャーナル８月号に掲載）。
　この訓練に引き続き、令和２年７月３日に御来屋地区の鳥取
県西伯郡大山町御来屋漁港及び同沖合において、境海上保
安部、大山町救難所、琴浦町救難所、マリーナ大栄救難所及び
関係自治体並びに鳥取県漁業協同組合御来屋支所から計３８
名と巡視艇「みほぎく」、３隻の救助船（幸栄丸、大成丸、第三
御来屋丸）が参加し、災害応急輸送訓練が実施されました。
　訓練では土砂災害が発生し、同地区で孤立集落が発生、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巡視
船艇が入港できない漁港のため、水難救済会に出動要請が
あった」との想定で行われ、被災地に小規模港湾を経由して
物資を輸送するために、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各機関の連
携強化が図られた訓練となりました。

鳥取県水難救済会

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
　令和２年７月２１日、大分県中津市外馬場山国川右岸周辺において、大
分海上保安部、中津市消防本部、大分県水難救済会中津小祝救難所が合
同で、「ゲリラ豪雨発生により海岸付近でレジャー中のボートの海難が発
生した」との想定で、関係機関が連携して、災害救助訓練を実施しました。
　中津小祝救難所の救難所員による負傷者及び海中転落者の救助訓
練、曳航訓練や大分海上保安部潜水士による行方不明者捜索・救助訓
練、大分県バイクレスキュー隊による河川敷内からの捜索訓練、救難所
救助船による資機材搬送訓練に加えて、炊き出し訓練を実施し、各機関
の連携強化が図られた訓練となりました。　

大分県水難救済会

災害応急輸送訓練に参加した救難所等の皆さん

救難所員による負傷者及び海中転落者救助訓練

バイクレスキュー隊による河川敷内からの捜索訓練大分海上保安部巡視船潜水士による行方不明者捜索・救助訓練

境海上保安部巡視艇「みほぎく」から物資を受け取る救助船「幸栄丸」

ゴムボート操法訓練

ガソリンポンプを使用して放水訓練基本動作訓練

救命索発射訓練

救難所員による救助方法の説明を受ける参加者
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主な協定の内容

地方水難救済会と地方自治体との間で「災害時における船舶による
緊急輸送等に関する協定」が新たに締結されました。

　災害対策基本法の一部が改正された平成２５年

当時から関係機関と検討・調整をすすめていた

「災害時における船舶による緊急輸送等に関する

協定」が、少し時間がかかりましたが、令和２年９月

２３日、締結に至りました。

　本来であれば、湯崎英彦広島県知事および松本

幸之広島県水難救済会会長出席のもと締結の調

印式典を開催するところでしたが、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止の観点から広島県危機管理課と

の協議の結果、今回はやむを得ず書面を送付して

相互に調印を行うこととなりました。

　このため、調印式の写真がなく、残念ですが致し

方ないところです。

　今回の協定締結を受け、広島県危機管理課から

「平成３０年７月豪雨災害の際には、海岸線の主要

道路が被災し、海沿いの集落で陸の孤島化が生じ、

輸送手段の確保に苦慮した。この度、広島県水難救

済会と協定を締結することで、災害時の緊急輸送

において、大型船舶が入港できない小湾港への入

港が可能となり、海上における多様な輸送手段の

確保が図られるものと考えている。」とコメントがあ

りました。

　また、広島県水難救済会の松本幸之会長から、

「平成30年の西日本豪雨では、実際に陸路が分断

されたことを受けた緊急輸送や、河川の氾濫によ

る捜索活動の一部を当水難救済会が担った実績と

経験があり、今回の締結によって、より実効的な災

害支援が可能になると考えています。当会への出

動要請があった際は、広島県内１２か所の救難所

の所員が海難救助の経験を活かして支援活動に

取り組んでまいります。」とコメントがありました。

広島県水難救済会

広島県と「災害時における船舶による緊急輸送等に関する協定」を締結しました!

（協定締結日:令和２年９月２３日）

平成30年7月の西日本豪雨の際に水上オートバイで捜索活動を行っ
ている海楽園ハーバーレスキューステーション救難所所属の救助員

広島県との間で締結された協定書を手にする
広島県水難救済会 会長 松本幸之氏

❶災害時における

　応急対策業務への協力

◎被災者の輸送業務

◎災害応急対策に必要な要員、救援物資及び器

　材の輸送業務

❷平常時における防災活動への協力

◎広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動の

　推進　

主な協定の内容

　「津波防災の日」の令和２年１１月５日、午後２時

から愛知県公館において、愛知県水難救済会は愛

知県と「船舶による災害時の輸送等に関する協

定」を締結しました。

　この協定は、大規模災害時に道路の寸断等で陸

上交通網が途絶したときであっても、水上からであ

れば被災地までアプローチすることが可能な場合

には、船舶を活用することにより、被災者や物資等

の輸送を実施するもので、水難救済会に所属する

救難所の船舶は、漁船やプレジャーボート等の小

型船舶が多く、大きな船では着岸できない小規模

港湾に入港することができるため、緊急輸送等の

災害応急対策を強化することを目的としています。

　協定の締結式は、愛知県知事大村秀章氏及び

愛知県水難救済会会長吉川修一氏のほか愛知県

水難救済会副会長山下三千男氏並びに第四管区

海上保安本部長廣川隆氏が出席して行われ、協定

の概要説明及び協定書への署名、そして意見交換

ののち、記念撮影が行われました。

　なお、大村愛知県知事から『本日は、国民の間に

広く地震や津波対策についての理解と関心を深

めるために定められた「津波防災の日」でございま

す。こうした日に、愛知県水難救済会様と「船舶に

よる災害時の輸送等に関する協定」を締結できま

したこと、心から感謝を申し上げます。 』とのコメ

ントがありました。

愛知県水難救済会

愛知県と「船舶による災害時の輸送等に関する協定」を締結しました!

（協定締結日:令和２年１１月５日）

協定書締結後の記念撮影（左から山下三千男愛知県水難救済会
副会長、吉川修一愛知県水難救済会会長、大村秀章愛知県知事、
廣川隆第四管区海上保安本部長）

大村秀章愛知県知事からご挨拶をいただきました

来賓の廣川隆第四管区海上保安本部長からご挨拶をいただきました

❶被災者（滞留者を含む）の輸送業務
◎陸上交通網の途絶により孤立した被災地から救
　助船により被災者を安全な場所へ輸送する。

❷災害救助に必要な生活必需品等の輸送業務
◎避難所生活等で必要となる水や食料などの生活
　必需品を船舶により被災地へ輸送する。

❸災害応急対策に必要な要員、資機材等の輸送業務

❹その他船舶による災害応急対策業務

◎災害復旧活動にあたる要員や必要な資機材（ス
　コップ等）を船舶により被災地へ輸送する。

Topics（
投稿）
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水難救助等活動報告

令和２年7月から12月末までの間に地方水難救済会から報告のあった、
主な水難救助活動の事例を報告します。

福岡県糸島市志摩姫島所在姫島沖に設置された定置網に乗揚げたプレジャーボートと姫島救難所救助船「菊丸」

1

3
4

7

8

9

10

1 定置網に乗り揚げたプレジャー
ボートを曳き出し、港まで曳航救助

最近の主な水難救助活動事例

公益社団法人福岡県水難救済会　姫島救難所

　地方水難救済会からの報告によれば、本年1月から12月末までの間、303件の海難救助事案
に出動し、救助人員は298名、救助船舶は111隻となっており、明治22年11月に日本水難
救済会設立以来、その累計は救助人員197,870名、救助船舶40,520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

■令和２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（暫定値）

　令和２年７月２日午前１０時頃、福岡県糸島市志摩姫島
所在の姫島東沖約２キロメートル海上のプレジャーボート
（3,2トン、１名乗組み）船長から「定置網に乗り揚げた」と
の救助要請を受けた姫島救難所は、午前１０時３０分に救
助船「菊丸」（0.7トン）、「豊福丸」（7.3トン）及び協力船
「龍神丸」に救難所長ほか救難所員８名と協力者２名が乗
船し、現場向け姫島漁港を出港した。
　午前１０時４０分、現場に到着。状況を確認したところ、定
置網の巻き込みにより航行不能となったもので、曳き下ろ
しは困難であると判断するや、潜水によりロープ、網の切
断作業を行ない、同船を定置網から引き離し、その後、姫
島港内まで曳航、救助を完了した。

　その後、姫島港内で同船の船体等の状況を確認したと
ころ、上架修繕が必要であったことから、同船は救助船「豊
福丸」に曳航され、修理地の糸島市所在の岐志港まで回
航した。
　なお、同船は、松浦市鷹島町日比港からクルージングの
ため出港し、姫島を周回して帰る途中に定置網に乗り上げ
たものであることが判明した。

2 機関故障した水上バイクの負傷者と船長を救助
香川県水難救済会　鴨庄救難所

　令和２年９月５日午前８時頃、高松海上保安部から「さぬき市大串半
島西側で水上バイク（1トン）が機関故障で動かなくなり、これを乗員２
名が泳いで陸岸まで押していたところ、うち１名が怪我をした事案が発
生した」との救助要請を受け、鴨庄救難所の救難所長と救助員の２名
が救助船「大讃丸」（1.5トン）に乗船し、現場向け出港した。
　同午前９時１０分頃、現場付近のさぬき市長浜漁港に到着し、救助に来
ていた救急隊員を救助船に乗船させ、直ちに負傷者の救助に向かった。
　午前９時２５分、水上バイクと会合、負傷者を救助船に収容し、長浜漁
港にて救急隊員とともに救急車に引き継いだ。
　その後、再び現場に戻り水上バイクの船長を救助船に収容、長浜漁
港まで水上バイクを曳航し救助を完了した。

定置網に乗り揚げたプレジャーボートの状況を確認する救助船「菊丸」 救助船「豊福丸」に曳航されるプレジャーボート

要救助者を収容し、水上バイクを曳航する「大讃丸」
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乗り上げた帆船を引き下ろす救助船「のぞみ丸」

海難救助に出動した救助船「なると」

3 河口に乗り上げた帆船を曳航救助
和歌山県水難救済会　紀南西部救難所　日置支所

　令和２年８月９日午前１０時５分、田辺海上保安部から「日
置川（ひきがわ）河口で乗り揚げた帆船（全長7.11メート
ル、２名乗組み）がある」との救助要請が紀南西部救難所に
あり、同救難所の日置支所長及び救難所員２名が午前１０時
４５分頃、救助船「のぞみ丸」（0.5トン）に乗船し、現場向け
出港した。
　午前１０時５０分頃、乗揚げ現場に到着した救助船は午前
１１時４７分、乗揚げ船の曳き出しに成功、午後０時５分、横
抱きした状態で日置港に入港し、乗組員及び船体の救助を
完了した。

4 転覆し島に漂着したプレジャー
ボートと乗員を救助
愛知県水難救済会　伊勢湾南部地区救難所
　　篠崎漁業協同組合救難支所
　　師崎漁業協同組合救難支所

　令和２年５月９日午後２時頃、衣浦海上保安署から「プレ
ジャーボートが転覆したまま篠島に漂着し、乗組員は全員
無事である」との救助要請を受けた伊勢湾南部地区救難
所は、午後２時４０分、篠島漁業協同組合救難支所の救助
員５名と協力者３名及び師崎漁業協同組合救難支所の救
助員３名が救助船「愛三丸」（8.5トン）、「康洋三号」（0.9
トン）、「第六一男丸」（9.1トン）に乗り組み出港した。
　現場にて要救
助者３名を船内
に収容し、プレ
ジャーボートを
衣浦海上保安署
前岸壁まで曳航
救助し、救助完
了した。

和歌山県西牟婁郡白浜町所在の日置川河口に乗り上げた帆船

5 機関故障のプレジャーボート
を曳航救助
徳島県水難救済会　鳴門救難所鳴門町支所

　令和２年６月１０日午後０時頃、徳島海上保安部から「鳴
門海峡付近海域にて２名乗船のプレジャーボートが機関
故障した」との出動要請を受けた鳴門救難所鳴門町支所
の支所長と救助員４名は直ちに、救助船「なると」（3.8ト
ン）に乗り組み、出動し、機関故障したプレジャーボート
（7.21メートル）と会合、同船を鳴門市の亀浦港まで曳
航、午後３時、乗組員２名及び船体を救助完了した。

衣浦港に曳航された転覆したプレジャーボート

9 機関故障船を曳航救助
公益社団法人琉球水難救済会　伊江救難所

　令和２年８月２９日午後８時３０分頃、遊漁中に機関故
障したプレジャーボート（4トン、6名乗船）が第十一管区
海上保安本部に救助を要請し、これを受けた名護海上保
安署から救助要請を受けた伊江救難所は、救助員２名が
乗船した救助船「海帆丸」（6.6トン）を現場向け出港さ
せ、午後１０時２２分機関故障船と会合、曳航を開始し、翌
３０日午前０時３０分頃、本部町の漁港に入港し救助を完
了した。

8 転覆したカヤックに掴まる要救助者とカヤックを救助船に引き揚げ救助
福井県水難救済会　敦賀市救難所

　令和２年８月１５日午後２時３分、敦賀海上保安部から「転覆したカヤック（2名乗船）の乗員1名は自力で浜に戻ったが、
1名はカヤックに掴まり救助を要請しているため、船を出して救助に当たってほしい」との救助要請を受け、敦賀市救難所
の救助員２名が救助船「第三幸成丸」（1.5トン）に乗船し救助に向かった。午後２時８分、現場に到着後、転覆船の要救助者
及びカヤックを救助船に引き揚げ、敦賀市所在の浦底漁港に入港し、救助を完了した。

10 空気が抜け沈みかかった
ゴムボートと乗員を救助
山口県水難救済会　豊北町救難所阿川支所

　令和２年６月１５日午前８時２２分、仙崎海上保安部から
「阿川ほうせんぐり海浜公園沖に空気が抜け沈みそうな1
名乗りゴムボートの救助を要請する」との救助要請を受
け、豊北町救難所阿川支所は支所長及び救助員1名が救
助船「阿川丸」（1.7トン）に乗り込み出港し、ゴムボートと
会合し、要救助者を救助船に移乗させた。その後ゴムボー
トを曳航し、午後２時４５分、阿川漁港に着岸し消防に要救
助者を引き継ぎ救助を完了した。

推進器故障のプレジャーボートを横抱きにする救助船「第28音丸」

6 転覆船情報により救助出動、
精霊流しの「精霊船」8隻を揚収
特定非営利活動法人長崎県水難救済会　
野母崎救難所

　令和２年８月１７日午後２時頃、一般の方の情報を受け
て長崎海上保安部から「長崎市大崎町沖合で転覆してい
る船舶（1.8ｍ）がある」との救助要請を受けた野母崎救
難所は、救難所長ほか所属救助員７名が直ちに救助船「み
やもと丸」（2.6トン）、「第八文丸」（7.8トン）、「和丸」（10
トン）、「友加丸」（4.2トン）に乗船して現場向け出港した。
午後３時頃、現場に到着し転覆した船１隻を発見したが、
転覆船は長崎伝統行事「精霊流し」の「精霊船」であった。
また、捜索海域には別の精霊船が浮いており、これらの引
き揚げ作業を行い計８隻の精霊船を揚収したのち、長崎
海上保安部に引き渡し、午後６時頃作業を終了した。

7 推進器にパラシュートを巻き付け機関
故障したプレジャーボートを曳航救助
特定非営利活動法人長崎県水難救済会　
野母崎救難所

　令和２年１０月１９日午前５時頃、長崎海上保安部から
「長崎市樺島灯台から南東約4マイルの海上で推進器に
パラシュートを絡ませた船舶がある」との救助要請を受け
た野母崎救難所は、救難所長ほか所属救助員５名が午前
５時５５分頃、救助船「第28音丸」（10トン）、「青梅丸」
（1.8トン）、「泰彰丸」（1トン）に乗船して野母崎マリーナ
（脇岬港）を現場向け出港した。午前６時４５分、現場に到
着し推進器が故障したプレジャーボート（7.3トン、3名乗
組み）を発見し、脇岬港まで曳航、無事救助を完了した。

精霊船を揚収する救助船「和丸」
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　海中転落者の海難救助の現場において、救難所員が使用する救命具は、救命浮環が一般的ですが、新たに考案された手
作りの救助資器材もありますので、まとめてご紹介します。
　また、今回、第八管区海上保安本部敦賀海上保安部の小浜海上保安署（福井県小浜市所在）から、海上保安官が考案した
「簡易救命具」ついての投稿がありましたのでご紹介します。
　なお、これらの資器材は、手作りかつ簡易なものであることから、現場の状況等を勘案するとともに、まずは、安全である
ことを確認したうえで、使用されるようお願いいたします。

縄梯子を使って実証実験を行った長崎県水難救済会

完成品

「海の安全教室」で児童・生徒に説明等

救命浮環

手作りの救助資器材あれこれ
海上保安官が考案した簡易救命具

～これひとつで「あんしんや」～

❶ロープの長さ約10メートル ❷梯子の１段目 ❸アイの部分をヒッチの中通す ❹一方のロープもヒッチを作りアイを通す

❺両方のロープを張る ❻２段目を作成 ❼３段目を作成 ❽梯子反対側の結索方法

❾完成品

■縄梯子
　特定非営利活動法人　長崎県水難救済会から資料の提供がありましたのでご紹介します。

■救命浮環
　一般的な救助資器材

■非常用投浮
　浮子（アバ）を使用
　（ロープの付いた浮き玉）

■浮くっちやボトル
　ペットボトルを使用

縄梯子作成手順書

約１ヒロ

※１ヒロ：約1.5m

１段目 2段目 3段目

約50cm空ける
間隔約10㎝
空ける

ヒッチ

アイ部分は約30cm

小浜海上保安署

　海上保安官は、救助現場での対応の中で、被救
助者に役に立つ又は迅速適切な対応に活かせる道
具の研究開発を頭の片隅に置いており、その開発
の為には、なるべくお金をかけず、誰でも、手軽に作
成でき、思いやりをプラスすることにも配意してい
ます。救命具には優れた数々の市販品もあります
が、近年、海上保安官が考案した救命具には、縄は
しご、非常用投浮、浮くっちゃボトルなどがあり、そ
れぞれ有効性については確認され、一定程度全国
に普及されているものと思われます。
　今回は、これら既存のものと使途を別にして、小
浜海上保安署巡視艇あおかぜの職員が、ある救助
現場での対応経験から考案した簡易救命具を紹介
させていただきます。
　その名前は「あんしんや」です。
　作成に必要なものは、ロープ３から４メートル程
度、１００円ショップなどで販売されているスポンジ
製の子供用水泳補助具とスナップフック（ステンレ
ス推奨）のみで、作り方は簡単、「救命補助具「あん

しんや」作成手順書」のとおりです。
　廉価で容易に作成できるこの「あんしんや」は、溺
者に投げ入れる救命浮環やはしご昇降又は船に直
接収容する際の補助具として活用でき、体の大きさ
に合わせて、スナップフックを輪っかにかけて調整
し使用するものとなっており、救命具が被救助者の
体に食い込まず、擦れないようにとの思いやりによ
る工夫もされております。
　令和２年１０月には福井県水難救済会高浜水難救
難所及び若狭町水難救難所において、「あんしんや」
の作成及び作成したものを使用した溺者救助訓練
を行い、各救難所員からも好評を頂いております。
　「備えあれば憂いなし」。ぜひ全国の地方水難救
済会をはじめ、漁業及びレジャーを楽しむ方には、ひ
とつ身近において活用してほしいと思っています。

救命補助具「あんしんや」作成手順書

材料

水泳補助具
（１２０センチメートル、
芯部に穴が開いたもの）

ロープ（径１５ミリメートル程度）
約３メートル～４メートル

ステンレス製
スナップフック

①水泳補助具を３又は４分割する。

パン切ナイフで簡単に
切ることができます！

②ロープの先端にスナップフックを通し、
ほどけないように輪っかを作って結ぶ。

③切った水泳補助具をロープに通し、補助具
と補助具の間を輪っかができるよう結ぶ。

隙間がないように！

④各ロープの補助具のつなぎ目に輪っかができるよう結び、後端
をほどけないように輪っかを作って結べば完成。

４分割の場合 ３分割の場合

輪っか

Topics（
投稿）

救命補助具「あんしんや」作成手順書
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