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海上保安庁巡視船と航空自衛隊救難ヘリコプターの連携により漁船内で負傷した乗組員を搬送
令和2年10月18日　08：33発生

海上保安庁ヘリコプターにより船内で頸部を負傷した外国籍タンカー乗組員を搬送
令和2年8月5日　13：50発生

　令和２年１０月１８日午前８時３３分頃、太平洋上で操業中のまぐろはえ
縄漁船から船舶電話により、「宮城県金華山灯台から真方位１２０度約３８０
海里付近海上の本船内で乗組員（甲板員 男性）１名が 転倒し頭部などを
強打した」とのことで海上保安庁運用司令センターに洋上救急の要請が
あり、医療助言の結果「患者を早急に医療機関での受診を勧める。」旨の
回答を得た。
　同１８日 午前１０時６分、第二管区海上保安本部は、宮城海上保安部巡
視船「くりこま」に対し負傷者の救助を指示した。
　一方、航空自衛隊松島基地に対して災害派遣要請を行うとともに午前
11時49分、独立行政法人国立病院機構　仙台医療センターに対し医師等
の派遣要請を実施、同センターから18日 午後4時、承諾を得た。
　１９日、午前１０時４７分、独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター
の医師・看護師２名が救難ヘリコプターＵＨ－６０Ｊに同乗し、同基地出発、
午後０時１０分巡視船「くりこま」と会合、同０時２３分巡視船「くりこま」から
救難ヘリコプターＵＨ－６０Ｊに傷病者を収容、同午後１２時２６分現場海域
を出発、医療行為を実施しながら午後１時５０分、松島基地到着、午後２時
６分救急車にて石巻赤十字病院へ搬送した。

金華山灯台から真方位１２０度約３８０海里付近海上
男性２７歳（日本国籍）甲板員
独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター（医師１名、看護師１名）
宮城海上保安部　巡視船くりこま
航空自衛隊松島基地　救難ヘリコプターＵＨ－６０Ｊ　飛行機Ｕ－１２５Ａ

【 】
【 】
【 】
【 】

金華山沖南西約330海里の海上において巡視船「くりこま」から傷病者を引き継ぐ航空自衛隊松島基地救難ヘリコプターUH-60J
（写真提供：航空自衛隊）

ヘリコプター機内で傷病者の治療を行う医師等

航空自衛隊松島基地にて傷病者を救急車に搬送
　　　　　　　　　　　　　　　　　（写真提供：航空自衛隊）
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　洋上救急は、我が国周辺海域又は遥か洋上の船舶内で傷病者が発生し、緊急に医師の加療を必要とする
場合、海上保安庁の巡視船・航空機又は自衛隊機で医師・看護師等を現場に派遣し、傷病者の応急治療を行
いつつ、最寄りの病院に緊急搬送するシステムであり、これまでに全国健康保険協
会や日本財団、日本海事センター、海事関係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ています。
　昭和６０年１０月の事業開始以来、令和２年１２月３１日までに９３9件の事案に
対応しており、傷病者９７2名に対し、医師・看護師１，７８3名が出動し、診断や治
療を行っています。

洋上救急事業

■洋上救急事案の発生海域図 ■過去５か年の出動件数等
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最近の主な洋上救急活動事例

　令和２年８月５日午後１時５０分頃、長崎県五島市福江島の
南西約１３海里を航行中のアメリカ籍タンカーの船長より「負
傷者が発生、意識なく非常に危険な状況である」とのことで、
第七管区海上保安本部運用司令センターに無線にて洋上救
急の要請があった。
　これを受け、第七管区海上保安本部は直ちに北九州航空基
地あて出動を指示するとともに、独立行政法人国立病院機構
長崎医療センターに連絡を行った。午後２時５０分、第七管区
海上保安本部北九州航空基地所属のヘリコプターＭＨ９６６に
機動救難士２名が同乗し、北九州基地を出発、午後４時２０分、
長崎空港において独立行政法人国立病院機構長崎医療セン

ターの医師１名が同乗し、該船へ向かった。
　午後５時５分現場着、救助作業を開始し、午後５時２５分、傷
病者をヘリコプター機内に収容、同乗の医師により救命措置
を開始した。なお、機内揚収時、傷病者は頸部杙創による心肺
停止状態であった。
　ヘリコプターＭＨ９６６は、午後６時１０分長崎空港に着陸、
午後６時２０分、傷病者を大村消防署救急車に引き渡した。

長崎県五島市福江島大瀬崎灯台から真方位
230度約12.8海里付近海域
男性２３歳（アメリカ国籍 三等機関士）
独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター（医師1名）
第七管区海上保安本部　北九州航空基地
ヘリコプターＭＨ９６６　飛行機ＭＡ８６８　機動救難士２名

【 】

【 】
【 】
【 】
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傷 病 者
出動医療機関
出 動 勢 力

ヘリコプター機内で傷病者を治療する医師タンカーにヘリコプタ－から機動救難士が降下
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◯数字は海域別の発生件数を示す  Numbers indicate cases of rescue operations.
◯総発生件数　939件（昭和60年10月から令和2年12月31日）



海上自衛隊救難飛行艇ＵＳ-２により意識不明となった貨物船乗組員を搬送
令和2年9月23日　04：30発生

　令和２年９月２３日午前４時３０頃、父島東２５０海里付近海上のパ
ナマ籍貨物船の船舶管理会社から「男性乗組員が意識不明となり、
保土ヶ谷中央病院の医療助言を受けたところ、早急に医療機関へ搬
送し、受診が必要である」のことで第三管区海上保安本部運用司令セ
ンターに洋上救急の要請があった。
　これを受け、第三管区海上保安本部から海上自衛隊航空集団司令
部に災害派遣要請を打診した。
　同日、午後０時２４分、災害派遣要請を受諾した海上自衛隊は、午後
０時５４分、東海大医学部付属病院医師２名、看護師１名が同乗した救
難飛行艇ＵＳ－２が、厚木基地を出発。午後４時３７分現場に到着し、
傷病者を揚収、午後４時５３分現場発、午後５時５１分硫黄島着、傷病
者を午後５時４４分に硫黄島に到着した飛行機P－1が傷病者を引き
継ぎ、午後６時５１分、傷病者と医師等が同乗して飛行機P－1が硫黄
島を出発し、午後８時４７分厚木基地着、午後９時１０分、傷病者を東
海大学医学部付属病院のドクターカーに引き渡した。　

父島東約250海里付近海上
男性42歳（フィリピン国籍 その他の船員）
東海大学医学部付属病院（医師2名、看護師1名）
海上自衛隊岩国基地 
救難飛行艇US－2　飛行機 P－1 

【 】
【 】
【 】
【 】
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　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頂き、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。　
　本年度は新型コロナウイルス感染防止の観点等から慣熟訓練ができない状況となっている地域もありますが、今回は、昨年の９月
に開催された沖縄地区（沖縄地方支部）の洋上救急慣熟訓練の模様を紹介いたします。

訓練に参加した医師等への訓練内容等説明
傷病者吊り上げストレッチャーの説明

慣熟訓練に協力の那覇航空基地所属ヘリコプターMH972

医療器具等説明（写真上、下）

航空機内体験と説明

海上保安庁ヘリコプターにより航行船舶で作業中手首を負傷した貨物船乗組員を搬送
令和2年8月18日　17：30発生

海上保安庁ヘリコプターと飛行機の連携によりLNGタンカーの傷病者を搬送
令和2年9月20日　04：34発生

　令和２年８月１８日午後５時3０分頃、パナマ籍貨物船の代理店から
「鹿児島県西方の東シナ海を横浜からベトナム向け航行中の該船の乗
組員１名が作業中に手首を負傷した。救助を願う。」とのことで、第五管
区海上保安本部運用司令センターに洋上救急の要請があった。
　これを受け、第十管区海上保安本部は午後１０時６分頃、鹿児島航空
基地所属ヘリコプターＭＨ９７７に米盛病院の医師１名及び鹿児島航
空基地所属の機動救難士２名が同乗し、鹿児島航空基地を出発、同日
午後１０時５３分頃、鹿児島県佐多岬の西方約１４５キロメートルの海上
で該船と会合し、機動救難士２名が降下、傷病者をヘリコプターＭＨ９７
７に吊上げ救助。翌１９日午前０時１０分頃、鹿児島市のマリンポートか
ごしまヘリポートにおいて、傷病者を米盛病院へ引継いだ。

鹿児島県佐多岬西方約145キロメートル
男性48歳（中国籍 機関員）
社会医療法人緑泉会 米盛病院（医師1名）
第十一管区海上保安本部　鹿児島航空基地
ヘリコプターＭＨ９７７　機動救難士２名

【 】
【 】
【 】
【 】

ヘリコプター機内で傷病者を治療する医師

マリンポートかごしまヘリポートで傷病者を米盛病院へ搬送

発 生 位 置
傷 病 者
出動医療機関
出 動 勢 力

　令和２年９月２０日午前４時３４分頃、船舶代理店からギ
リシャ籍ＬＮＧ船の乗員1名が、急性心筋梗塞疑いのため
第十一管区海上保安本部運用司令センターに洋上救急
の要請があった。　
　これを受け、第十一管区海上保安本部は、午前９時7分
頃、機動救難士２名が同乗したＭＨ９６４が那覇航空基地
を出発するとともに、午前９時３０分頃、沖縄県立南部医療
センター・こども医療センターの医師２名が飛行機ＭＡ７
２０に同乗し、那覇航空基地を出発。午前１０時１２分頃、ヘ
リコプターＭＨ９６４が該船と会合。午前１０時４２分頃、機
動救難士により傷病者を吊り上げ救助。

　午前１１時６分頃、ヘリコプターＭＨ９６４が北大東空港
に到着。午前１１時４８分頃、ＭＨ９６４から傷病者を引継い
だ飛行機ＭＡ７２０が北大東空港を出発し、午後１時１５分
頃、那覇空港に到着。
　午後１時２３分頃、傷病者を救急車へ引き継ぎ、友愛医
療センターへ搬送した。

南大東島東48海里付近海上
男性55歳（ギリシャ国籍 機関長）
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター（医師2名）
第十一管区海上保安本部　那覇航空基地 
ヘリコプターＭＨ９６４　飛行機ＭＡ７２０　機動救難士2名

【 】
【 】
【 】
【 】

発 生 位 置
傷 病 者
出動医療機関
出 動 勢 力

傷病者の吊上げ救助準備をする機動救難士 ヘリコプター機内で傷病者を緊急治療する医師

洋上救急慣熟訓練

貨物船から救難飛行艇の
ゴムボートで傷病者を搬送

(写真提供：海上自衛隊)
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沖縄地区 沖縄地方支部
（R2.9.9実施）



レスキュー41～　地方水難救済会の現状　（シリーズ⑬）

　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、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を開始しております。これまでに２4か所の地方水難救済会を紹介して
きました。今回は、新潟県水難救済会及び特定非営利活動法人長崎県水難救済会を紹介致します。

平成１０年１２月１１日

１　設立年月日

〒９５０-００７２ 新潟県新潟市中央区竜が島１-１-１７
　　　　　　 新潟武道場内１Ｆ
☎／Ｆａｘ ０２５-２４４-１８１２
◎交通案内　
　・公共交通機関
　　ＪＲ新潟駅下車 新潟交通バス約１５分 中央ふ頭下車 徒歩約３分

2　所在地

新潟県水難救済会の事務局が入居する新潟武道場

新潟県水難救済会

　新潟県は、日本海に面し細長く延び、新潟市沖合には佐渡島が
横たわり、更に北東の村上市の沖合に周囲２３キロメートルの粟
島を配し、夏は穏やかであるが、冬は季節風が吹き荒れ時化模様
の日が多い。
　また、海岸線は本土側３３１キロメートル、離島３０４キロメート
ルの６３５キロメートルに及び、地形や生成過程により変化に富ん
でいて、多様な自然景観・環境を有しています。
　村上市の笹川流れは国指定名勝及び天然記念物に指定され、
佐渡市の尖閣湾は国定公園、海中公園に指定されているほか、各
所に多くの観光名所が点在しています。
　なお、新潟県は酒造の蔵元が多く、越端麗辛口のすっきりしたお
酒がおすすめ、新潟駅内の「ぽんしゅ館」では１１１種類の中から
１コイン（５００円）で好きな銘柄を５つ選んで飲むことができます。

6　地域の特性等

救助実績
救助出動回数　１２回
出動所員数　１９１名
海難救助訓練等の実施状況
各救難所で実施　７回　
参加人員　１３１名

9　活動状況

会　長　小田 政市（新潟県漁業協同組合連合会 代表理事会長／
　　　　　　　　　公益社団法人 日本水難救済会理事）
副会長　佐藤 賢一（佐渡汽船株式会社相談役）
副会長　清田 邦之（新潟県漁業協同組合連合会専務理事）
その他の役員　理事１２名、監事２名、事務局１名

3　役職員の数

社団法人帝国水難救済会新潟救難所設置
出雲崎救難所設置
岩船救難組合設置
直江津救難所設置
両津救難組合設置
相川救難組合設置
総裁伏見宮殿下御台臨のもと社団法人帝国水
難救済会新潟県支部設立
岩船救難組合廃止
両津救難組合を両津救難所に相川救難組合を
相川救難所に改称
岩船救難組合を岩船救難所として再発足
小木救難所設置
二見救難所、粟島救難所設置
糸魚川救難所設置
寝屋救難所設置
漁業協同組合の合併により寝屋救難所を山北
救難所に改称
事務所移転に伴い小木救難所の名称を佐渡南
部救難所に改称、同救難所に羽茂支所、赤泊支
所及び松ケ崎支所設置
新潟西蒲救難所設置、新潟西蒲救難所に巻支
所及び五十嵐支所設置
岩船救難所を岩船港救難所に改名

大正１２年１１月２０日
　　　　 １２月 ２日
大正１３年 ３月１７日
　　　　　６月 ８日
　　　　　　　２２日
大正１５年１１月１７日
昭和 ３年１０月 ５日

昭和１８年１２月１６日
昭和２４年 ４月 １日

昭和２７年 ９月１５日
　　　　 １０月１５日
昭和２８年 ９月２５日
昭和２９年 ４月 １日
昭和３７年 ３月２３日
昭和４６年 ４月２２日

昭和５０年 １月１６日

昭和５８年 ５月１４日

昭和５９年 ２月 １日

二見救難所廃止
社団法人日本水難救済会新潟県支部を廃止
し、新潟県水難救済会を設立
新潟マリン救難所設置
直江津救難所に大潟支所及び柿崎支所設置
聖籠救難所設置
相川救難所を廃止
姫津救難所、高千救難所設置
佐渡七浦救難所設置
新潟五十嵐救難所設置
シーバードにいがたPort 救難所設置

平成 ８年 ４月 １日
平成１０年１２月１１日

平成１４年 ７月１５日
平成１７年 ９月２６日
平成１９年 ４月 １日
　　　　　７月１０日
平成２０年 １月 １日
　　　　　５月 １日
　　　　　４月 １日
平成２８年 ６月１６日

4　沿革・歴史等

救難所:１７か所　支所：６か所
救難所員数：６６２名

5　救難所・支所の数　（令和２年１２月１日現在）

（１）

（２）

海難救助事業
　関係機関と連携し、安全かつ迅速な対応を図るとともに、新潟海上保安部、上越
海上保安署及び佐渡海上保安署の指導のもと、各種救助訓練を行い、救難所員の
技術向上に努めています。
海の安全教室
　海上や河川において、親子を対象にした「浮いて待て」の浮力体験や、ライフジャ
ケットの体験等、「海の安全教室」を実施しています。
青い羽根募金活動
　毎年、市長会及び町村長会の席上で青い羽根募金活動の資料を配布して、啓発活
動を行っており、多くの市町村から募金活動の趣旨に賛同していただいています。
　「青い羽根募金支援自販機」は１０基設置されていますが、周年を通して募金の支
援を受けられることから、自販機台数の更なる増は重要と考えています。
救難所救助員の募集
　救難所救助員数が毎年減少傾向にあります。平成２０年には７４８名の救助員が所
属していましたが、現在６６２名にまで減少しています。

10　主に力を入れている事業
（１）

（２）

（3）

（4）

救命索発射器14台、ゴムボート7台、ウェットスーツ24着、
自動体外式細動器6台、消防兼排水ポンプ9台、無線機50台、
救命浮環58個、双眼鏡38台

7　主な保有資器材

各救難所の救助可能船舶　約５４０隻

8　保有救助船

小田政市会長

海難救助訓練で整列する出雲崎救難所の救難所員

新潟県

新潟県水難救済会

村上市の名勝及び天然記念物「笹川流れ」 佐渡屈指の海岸美の景勝地「尖閣湾」

救命索発射装置取扱い訓練

海の安全教室を開催水上オートバイによる人命救助訓練

信濃川やすらぎ堤緑地に
設置された
青い羽根募金支援自販機

（令和元年度）

国の特別天然記念物トキ

山北救難所

岩船港救難所

聖籠救難所

新潟救難所
新潟マリン救難所
シーバードにいがたPort救難所

糸魚川救難所

直江津救難所

出雲崎救難所

新潟五十嵐救難所
新潟西浦救難所

佐渡南部救難所

佐渡七浦救難所

姫津救難所
高千救難所

両津救難所

粟島救難所

3635

救難所配置図



平成１1年６月9日
１　設立年月日

2　所在地

長崎県水難救済会事務局となっている
有限会社福田工作所

特定非営利活動法人　長崎県水難救済会

会　長　谷川 彌一（衆議院議員）
副会長　福田 一幹（有限会社福田工作所取締役、長崎小型船安全協会　相談役
　　　　　　　　　／公益社団法人日本水難救済会理事及び互助会理事）
副会長　前田 哲也（長崎県議会議員） 
副会長　中ノ瀬 長一（長崎小型船安全協会 会長） 
その他の役員　専務理事１名、理事１２名、監事２名

3　役職員の数

4　沿革・歴史等

夜景の美しい長崎港

長崎地区沿岸海難救助訓練に参加した救難所員等の皆様

マスコットキャラクター
「きゅうたろう君」

　長崎県は、広大な海と長い海岸線に囲まれ、多くの島々を擁しており、水
産資源に恵まれた海洋県です。また、沿岸には良好な漁場に恵まれ、かつ、
全国有数の好漁場として多くの漁船が往来しております。沿岸部では漁業
活動やマリンレジャー活動が活発に行われており、古くからオランダ貿易の
日本における拠点で海外貿易の窓口として栄えた港町として多くの観光客
を魅了しております。なお、令和３年に長崎開港４５０周年を迎えます。

6　地域の特性等

平成４年～令和元年の救助実績
救助出動回数 1,1０７回　
出動所員数 １４,1１７名　
救助人数 1,６４９名　
救助船舶数７９３隻
令和２年（１１月末）の救助実績
救助出動回数 24回　
出動所員数 359名　
救助人数 35名　救助船舶数 13隻

9　活動状況
（１）

（２）

救助活動
　海上保安部署からの要請等により、迅速に遭難した人や船舶の救助
活動にあたっています。
海難救助訓練
　県内関係機関と密に連携を図るとともに、海難救助を想定した訓
練の実施等により、救助体制の強化を図っています。
海の安全教室
　子供たちや一般の方に向けた、海の安全教室を開催し、海難事故防
止や救命方法の実技講習等を行っています。
青い羽根募金活動
　毎年７月から８月の『青い羽根募金強調月間』を中心に募金への協力
を呼びかけており、特に、海の行事開催時には、海洋少年団員等のご協
力を得て街頭募金等を行っています。

10　主に力を入れている事業
（１）

（２）

（3）

（4）

ゴムボート５台、
救命索発射器４台、
ＡＥＤ３１台、
蘇生教育人体モデル４台等

7　主な保有資器材

救助船２隻（日本水難救済会登録分）
各救難所の救助可能船舶　約3,000隻（救難所員所有）

8　保有救助船

諫早市にて長崎県総合防災訓練に参加、展示訓練

海の安全教室開催

長崎地区沿岸海難救助訓練
副会長を兼務される
福田一幹稲佐救難所長

救助船「のじま」（2トン、8.16ｍ）
志々伎救難所 紐差救難支所配属

救命索発射装置取扱訓練

西海市に設置された全国初の
青い羽根募金支援自販機

〒８５２－８００３ 長崎県長崎市旭町８－８　
　　　　　　　有限会社福田工作所内
☎０９５-８６１-３３０３
◎交通案内　
　・公共交通機関　
　　JR長崎本線・長崎駅下車 徒歩約１５分　

救難所:６２か所　支所:50か所　救難所員数：4,692名
5　救難所・支所の数　（令和２年１２月１日現在）

救難所配置図

谷川彌一会長

黒島救難所

サンライズマリン
佐世保救難所

九十九島救難所

大島村救難所

生月救難所
平戸救難所

鷹島救難所

西海パールシー救難所
相浦救難所中野救難所

志々伎救難所小値賀町救難所

上対馬救難所

上県救難所

峰東部救難所

豊玉町救難所

美津島町西海
救難所

美津島町
高浜救難所

美津島町救難所

厳原救難所

舘浦救難所

稲佐救難所 橘湾中央救難所
大村湾救難所

多良見町救難所

大村市救難所西彼町救難所

川棚救難所

大村湾東部救難所

ヤマハマリン西九州救難所

橘湾東部救難所小菅救難所

口之津救難所

島原南部地区
救難所

島原中部地区救難所

島原北部地区救難所

島原マリン救難所

毛井首救難所

野母崎救難所

佐世保市救難所

佐世保市南部救難所
ハウステンボス救難所瀬川救難所

西海大崎救難所

大瀬戸町救難所

外海救難所

三重救難所

長崎県水難救済会

長崎県

対馬

佐賀県

帝国日本水難救済会長崎県支部設置
長崎救難所設置
長崎県支部会員総会及び長崎救難所開所式を挙行
平戸救難所設置
社団法人日本水難救済会長崎県支部に名称変更
島原救難所設置　　　
稲佐、三重、小菅、毛井首、川原、野母崎救難所設置
上対馬、峰東部、豊玉東部、美津島町西海、厳原、尾崎、
上県救難所及び１２救難支所設置 
石田、壱岐東部、箱崎、勝本、郷ノ浦救難所設置
島原救難所廃止
新魚目町、有川町有川、上五島町、飯ノ瀬戸、浜串、岩瀬
浦第一、奈良尾、若松町西部、若松町第一、若松町中央、
神部、奈留町、丸福、福江市福江、五島ふくえ、五島、黄
島、三井楽町救難所設置及び１７支所設置
鷹島、平戸、紐差、志々伎、田平町、鹿町町、小佐々町、佐
世保マリーナ（サンライズマリン佐世保）、佐世保市、ハ
ウステンボス、佐世保市南部、川棚、東彼杵町、大村湾
東部、多良見町、大村湾南部（大村湾）、ウエスタンマリ
ン（ヤマハマリン西九州）、西彼町、宇久、小値賀町救難
所及び1救難支所設置
大島村救難所設置
三井楽町救難所を廃止、五島救難所の救難支所に改編
社団法人日本水難救済会長崎県支部を長崎県水難救
済会として組織改編独立（５６救難所及び３１救難支所）
獅子救難所設置 
瀬川救難所設置
相浦救難所設置
生月、堤、大村市救難所設置
舘浦救難所設置
黒島町救難所設置
獅子、堤救難所合併により救難支所に改編

昭和１０年 ７月 １日
　　　　 １０月 ３日
昭和１４年 ４月２８日
　　　　　５月 ２日
昭和２４年 ４月 １日
昭和４７年１０月１６日
平成 ４年 ６月１３日
平成 ５年１１月１０日 

平成 ６年１１月１８日
平成 ８年 ６月１０日
平成１０年 ３月 １日

　　　　　５月 1日

平成１１年 ３月 １日
　　　　　４月 １日
　　　　　６月 ９日

　　　　　７月 １日
　　　　 １０月１５日
　　　　　　　２６日
　　　　 １１月２０日
　　　　 １２月１３日
平成１２年 ３月 ３日
　　　　　８月１７日

島原マリン、島原北部地区救難所設置
島原中部地区、島原南部地区救難所設置
岩瀬浦第一救難所を奈良尾救難所の支所に改編
西海パールシー救難所設置
長崎県水難救済会ＮＰＯ法人へ改編
若松町西部及び若松第一、丸福救難所を廃止し、若松
町(若松)救難所及び漁生浦救難支所設置、五島救難所
丸福救難支所設置
口之津、橘湾東部、橘湾中央救難所設置
及び６救難支所設置     
西海大崎救難所設置
外海町救難所設置
大瀬戸町救難所設置
小佐々町救難所を九十九島救難所に名称を変更し、田
平町、鹿町町、東彼杵町救難所廃止、九十九島救難所の
救難支所及び大村湾救難所東彼杵救難支所に改編　
宇久救難所廃止、小値賀町救難所宇久救難支所に改編
黄島、福江市福江救難所を廃止、黄島救難支所設置
尾崎救難所及び高浜救難支所を廃止、
美津島町救難所及び尾崎救難支所設置
美津島町高浜救難所設置
中野救難所設置
紐差救難所を廃止、志々伎救難所紐差救難支所設置
飯ノ瀬戸救難所廃止
奈良尾救難所及び岩瀬浦救難支所廃止
川原救難所廃止

平成１2年 ９月 １日
　　　　 １１月 ６日
平成１３年 ４月 １日
　　　　　９月 １日
平成１４年 ４月 １日

　　　　　９月 １日

　　　　 １０月 ８日
平成１５年 ９月１０日
　　　　 １１月１４日
平成１８年 ４月 １日

　　　　 １０月 １日
平成２０年 ４月 １日
　　　　　９月 １日

　　　　 １０月 １日
平成２１年 ４月 ６日
平成２２年１２月 １日
平成２５年 ３月３１日
平成２７年 ６月１２日
令和 ２年 ２月２０日

（主なもの）

救助船「旭龍」（7.3トン、11.94ｍ）
稲佐救難所配属

注）（　 ）内は現在の名称

郷ノ浦救難所 石田救難所

壱岐東部
救難所

箱崎救難所
勝本救難所

壱岐

五島列島

新魚目町救難所

有川町有川救難所上五島町救難所

浜串救難所若松救難所
若松町中央救難所

神部救難所
奈留町救難所

五島ふくえ救難所

五島救難所

3837


