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静岡県

静岡市◎

下田市◎
牧之原市◎
◎掛川市
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御前崎市

◎熱海市

静岡地区水難救済会

伊豆地区水難救済会

駿河湾

御前崎海上保安署

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２年度は、新型コロナ禍の中、全国の水難救済会において延べ51の救難所・
支所から631名の救難所員が参加して実地訓練などが行われました。

静岡地区水難救済会の相良救難所、御前崎渚の交番救難所及びUSPR掛川救難所が合同でサーファー救助訓練を実施

■静岡地区水難救済会
３救難所が合同で 
サーファー救助訓練を実施
　大型連休中の令和３年５月４日、相良救難
所、御前崎渚の交番救難所及びUSPR掛川救難
所から救助員等計15名が参加して、牧之原市
から御前崎市の沿岸部においてサーファーが
沖に流されたとの想定で、御前崎海上保安署
との合同救助訓練が実施しました。
　訓練は、海難発生から救助までを官民連携
で行いましたが、救助時間の短縮について考
える等の良い機会となりました。
　なお、水上バイクの操船訓練では御前崎坂
下から相良坂井港まで安全パトロールを行い
ました。
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■佐賀県水難救済会
離島からの新型コロナウイルス感染症患者 
搬送訓練を実施
　令和３年５月７日、唐津海上保安部、唐津市消防本
部、唐津保険福祉事務所、唐津市加唐島診療所、佐賀
県玄海水産振興センター及び唐津マリン救難所が参加
し、計21名による合同訓練が実施されました。
　訓練は、離島の加

か

唐
か ら

島
し ま

において、新型コロナウイル
ス感染症患者が発生したとの想定で関係機関が連携し
本土までの搬送手順を確認することで、関係機関の連
携、職員の対応能力を強化するとともに、離島住民の
安心に寄与することを目的に行われました。
　海上搬送による患者の移動は、厳重なる感染対策を
施して行われましたが、感染者の数が多ければ、更に
関係スタッフの労力も困難を要する事が実感として理
解できました。

救急隊へ引継ぎの状況

加唐島診療所（患者自宅想定）から患者の搬出訓練

船内観察時の状況

佐賀県

加唐島

福岡県

長崎県

◎
唐津市

唐津救難所

唐津マリン救難所救助船「レスキュー玄海」による人員輸送訓練を実施
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　令和３年５月25日、神奈川県足軽下郡真鶴町の岩
港及び付近海岸において、湘南海上保安署及び西神
奈川広域救難所の救助員計19名が参加し、溺水者の
引き上げ、AEDによる心肺蘇生法、行方不明者の水
中捜索訓練を実施しました。

　近年、釣り人の岩場からの落水事故やボート、サッ
プ漂流事故、高齢ダイバーよる事故が増加傾向にあ
る中、訓練により救助員同士が連携し、迅速かつ安
全で的確な救助活動を行うことができました。

■特定非営利活動法人 神奈川県水難救済会

■京都府水難救済会
官民合同の災害対応訓練を実施
　令和３年６月24日、舞鶴海上保安部、京
都府京丹後警察署、京丹後市消防本部、京丹
後市役所、マリンレスキュー網野救難所、京
都府水難救済会事務局が参加し、計65名に
よる合同訓練を実施しました。
　訓練海域は、多数の海水浴場を有する地域
であり、夏期には大勢の遊泳者が訪れること
から水難事故の発生に備えて隔年で実施して
おり、訓練参加者の士気を高め、関係救助機
関との連絡体制の構築など官・民相互の理解
を深めることができ、災害対応能力の向上を
図ることができました。

事故者を救急隊に引き継ぎ訓練概要の説明を受ける救助員

要救助ダイバー救助の状況

事故者を救助船内に収容の状況

AEDによる心肺蘇生訓練

落水者及び要救助ダイバーのレスキュー訓練を実施

訓練参加者による記念撮影
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■福井県水難救済会
新たに設立された小浜市水難救難所が関係
機関と合同ではじめて水難救助訓練を実施
　令和３年４月20日、小浜市川崎地区の小浜漁港前
面海域において小浜市水難救難所のほか、小浜海上
保安署や消防組合など総勢57名が参加し、官民連携
による救助技量の向上及び救助体制や各種災害時の
初動対応等の確認を目的とした水難救助訓練を実施
しました。
訓練は、プレジャーボートと観光船の衝突海難事故
を想定したもので、救助船２隻による海中転落者の
捜索収容搬送訓練、第八管区海上保安本部ヘリコプ
ターによる沖防波堤にいる負傷者の吊り上げ救助訓
練、自走不可となったプレジャーボートえい航救助
訓練、衝突した観光船から負傷者を移乗させ岸壁ま
で搬送する負傷者等搬送救助訓練及び消防署救急隊
による多数傷病者対応訓練（トリアージ）を行いま
した。
　令和３年３月に小浜市水難救難所が設立された
後、初めてとなる訓練でしたが、海上での捜索収容
搬送、傷病者等搬送、事故船舶えい航救助の手順に
ついて関係機関と連携し実施することができ、有意
義な訓練となりました。

新たに考案された曳航資機材の説明

ヘリコプターによる負傷者の吊り上げ救助訓練

多数傷病者対応訓練（トリアージ）

海中転落者の捜索収容搬送訓練

訓練前の説明会に集合した参加者（写真上、下）
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　皆さんは「あんしんや」をご存じでしょうか。安
価で入手しやすく誰でも作ることができる簡易救命
器具です。今回は、あんしんやを考案した巡視艇あ
おかぜの職員（現、小浜海上保安署員）が、プレ
ジャーボートやミニボートの曳航救助現場での経験
から、迅速かつ自船に絡索しないように救助するため、
えい航資器材を考案しました。
　その名を「えい航可能君」、必要なものはロープ
と100円ショップで売っている水泳補助具、浮き球、
カラビナです。
　作り方は簡単で「作成手順書」のとおりです。
　従来であれば、相手船の船首と自船の船尾に曳航
索を結んで曳航しますが、えい航船が船外機船であ
る場合や、両舷にしか結着場所がない場合だと船尾
中央に曳航索を結着できず、どちらかの舷に結着す
ることとなります。
　この場合でも曳航は可能ですが、片方の舷に引っ
張る力が加わるので、操船する際に当て舵をする必
要があります。
　「えい航可能君」では、Ｙの字状のロープを介して
船尾両舷の結着場所（漁船であればタツ）と曳航索
を結ぶと、均等に力が加わるので当て舵をする必要
はなく、また、力が分散するため、船体側の結着箇
所の負荷軽減にもなります。
　この場合、船外機を取り囲むようにロープが設
置されるため、船体動揺や使用するロープによって
は沈むものもあるため、絡索の危険がありますが、
100円ショップの水泳補助具は適度な弾力と浮力が
あるため、「えい航可能君」では絡索のリスク軽減に
も一役買っております。

　また、結着するのにロープワークが必要となり、
状況によっては結ぶのに時間を要することもあるの
で、カラビナを使用すればワンタッチで決着できます。
　三角形の頂点に曳航索を結着するのですが、そこ
もカラビナを使用すれば曳航索への結着は容易とな
ります。
　昨年冬に開発をはじめ、今年の５月に実用化し巡
視艇あおかぜに配備、６月の高浜水難救難所との訓
練において一般初公開となり、訓練においても好評
をいただきました。曳航救助を行う可能性のある全
国の水難救済会の皆様におかれましても活用してい
ただければ幸いです。

「えい航可能君」を使用した訓練の様子

「えい航可能君」
（完成品）

用意する物　必要な長さのロープ　１本、水泳補助具
　　　　　　（三角の２辺をほぼ覆う程度の長さ）
　　　　　　カラビナ　３個、浮球　２個
※組み立て画像はカラビナと浮球を省略しています

①ロープを２つ折りにし、
　２か所結び球を作る

⑤細いひもなどで
　浮き球を取り付ける

船体側結着結着
（えい航する側）

えい航索結着
（えい航される側）

③２本の端末にもやい結びで輪を作る
　このとき、２本のロープの長さが均一になるように注意！！

④３つの輪にカラビナを取り付ける
※�オレンジ矢印の２か所は、自船のタツやクリートに
結着する場合は輪のままでもＯＫ

②水泳補助具にロープを通す（２本）

完成品

海上保安官が考案したえい航資器材
～  えい航可能君  ～

小浜海上保安署

「えい航可能君」作成手順書

Topics（投稿）
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水難救助等活動報告水難救助等活動報告

和歌山県日置沖にて舵を故障した帆船（ヨット）に会合、曳航開始する和歌山県水難救済会紀南西部救難所所属救助船「弘和丸」

　明治22年11月に日本水難救済会設立以来、令和２年12月末までの救助人員は197,908名、
救助船舶は40,533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、106件の事案に
出動し、救助人員は74名、救助船舶は39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



24

　令和３年２月９日、午後４時20分頃、田辺
海上保安部から「田辺市白浜千畳敷沖約1.5海
里付近において１名乗り組みの帆船（長さ7.56
メートル）が舵故障し、救助を求めている」旨、
紀南西部救難所が救助要請を受けた。
　直ちに救助員２名が救助船「弘和丸」（4.3ト
ン）に乗船し、午後４時20分頃、瀬戸漁港を
出港、午後４時45分頃、日置港灯台から真方
位50度約500メートル付近海上で要救助船の
曳航を開始、午後５時51分、同船及び同船船
長を瀬戸漁港に入港させ、救助を完了した。

1

折れたウインドサーフィンのマストウインドサーフィンを曳航する救助員

舵が故障した帆船を曳航する救助船「弘和丸」

3

和歌山県水難救済会　紀南西部救難所

舵が故障した１名乗組みの帆船
（ヨット）を救助船が曳航救助

　ゴールディンウイーク中の令和３年５月３日午前
11時20分頃、富津岬PW救難所の救助員が千葉県富
津岬展望塔北側の陸から沖合を監視中、同位置より約
500メートル沖合海上において、様子のおかしいウイ
ンドサーファーを発見、双眼鏡で確認したところ、周
りをキョロキョロ見ており、助けが必要と判断。午前
11時30分、救助船の水上バイク「富津岬をまもる会Ⅱ」

（0.2トン）で待機していた救助員に出動を指示した。

　その後、救助船の水上バイクが現場近くにて近づい
たところ、午前11時35分、漂流し、両手を振って救
助を求めているサーファーを確認、漂流者を水上バイ
クに収容し、ウインドサーフィンを富津岬北側先端ま
で曳航し、午後０時５分救助を完了した。
　なお、救助者の話によれば、カーボン製のマストが
折れてしまい、航行不能となり、漂流したとのことで
あった。

2

千葉県水難救済会　富津岬PW救難所

ウインドサーフィンのマストが
折れて漂流中のサーファーを救助

1

4

7

6 2

5

最近の主な水難救助活動事例最近の主な水難救助活動事例
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　令和３年１月12日午前７時頃、福岡県糸島市志摩芥
屋所在の福の浦漁港を出港した１名乗り組みのカヤッ
クが、仏埼付近で釣り中、午前８時50分頃、高波を受
けて横転、乗組員１名が海に投げ出されたが、何とか
カヤックに掴まることができ、海上保安部に救助を連
絡。
　これを受け、午前８時54分、唐津海上保安部は、芥
屋救難所に救助要請を行った。
　要請を受けた芥屋救難所は、直ちに所長ほか副所長
及び救助員２名の計４名が救助船「つる丸」（1.7トン）
に乗船し、芥屋漁港を出港し、午前９時10分、カヤッ
ク及び同人を発見し、カヤック及び同乗組員を救助船

「つる丸」に引き揚げ、午前９時20分、芥屋漁港に入
港救助を完了した。

　令和３年３月20日午前11時22分頃、敦賀海上保安
部から、敦賀市美浜町和田沖で男性１名が乗ったカ
ヤックが帰還困難となっている旨、美浜水難救難所に
救助要請があった。
　この要請を受け、直ちに救助船「新漁丸」（9.1トン）
に救助員１名が乗船し、美浜漁港を現場向け、出港した。
　午前11時40分現場着、該船を発見、乗組員とカヤッ
クを救助船に収容し、午前11時53分頃、美浜漁港に
入港、救助を完了した。

3

5

陸揚げされたカヤック

救助後に陸揚げされたミニボート

福岡県

芥屋漁港

仏崎

岐志漁港

福の浦漁港

佐賀県
長崎県

糸島市

唐津海上保安部

公益社団法人 福岡県水難救済会
芥屋救難所

福井県水難救済会　美浜水難救難所

釣り中に高波を受けて横転した�
カヤックと乗員を救助

　令和３年４月11日午後０時48分頃、唐津海上保安
部から、糸島市所在の引津湾平瀬付近海上にて、ミニ
ボートが転覆し、乗組員が救助を求めているとの救助
要請が岐志新町救難所長にあり、これを受けて午後
０時48分頃、所属の救助船「第５旭星丸」（1.6トン）
に救難所長と救助員の２名が乗船し、岐志漁港を出港、
午後０時51分頃、現場着。転覆した船体に掴まってい
る乗組員２名と船体を船内に収容し、午後１時40分
頃、帰港、唐津海上保安部に引き渡し、救助を完了した。

4

公益社団法人 福岡県水難救済会
岐志新町救難所

転覆したミニボートに掴まって�
いた乗組員２名を救助

強風により帰還困難となった１名乗組みのカヤックを救助
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　令和３年２月28日午後５時38分頃、三重県鈴鹿市所在の千代崎
漁港沖合でプレジャーボート（4.1トン）がのり網に絡網したと、
四日市海上保安部から鈴鹿支所に救助要請があった。
　鈴鹿支所は、午後６時20分頃、救助船「徳宝丸」（1.6トン）に
救助員２名、及び救助船「第５丸徳丸」（1.1トン）に救助員２名
が乗船し、現場向け出港、午後６時30分頃、千代崎
沖で絡網しているプレジャーボートを発見、直ちに
のり網から同船を引き出す作業を実施し、同船の乗
組員３名を救助船「徳宝丸」に移乗させ、千代崎漁
港まで搬送。
　また、船長が乗船したプレジャーボートを救助船

「第５丸徳丸」で千代崎漁港まで曳航し、午後７時
20分頃、救助を完了した。

6
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　鈴鹿支所

のり網に絡網し乗揚げたプレジャーボートを救助

　令和３年４月３日午前７時45分頃、陸上自衛隊佐多
射撃場付近海域で漂流している男性がいると、大隅肝
属地区消防組合から、南大隅町佐多救難所所属の救助
員 上籠光三氏が救助要請を受けた。
　要請を受けた救助員３名は、救助船「磯丸」（0.5ト 
ン）に乗船し、直ちに南大隅町佐多所在の辺塚漁港を
出港した。
　同日、午前８時10分頃、現場着、漂流している男性
１名を発見、救助員が一致協力し、同８時55分頃、「磯
丸」に収容し、辺塚漁港まで搬送、消防、救急隊に引
き渡した。
　また、救急隊から海上保安庁ヘリコプターに引き継
がれ、病院に搬送された。

　なお、同人は南大隅町所在の大泊港防波堤灯台から
真方位66度約17.8キロメートルの岩場から落水した
ものと判明した。

7
鹿児島県水難救済会　南大隅町佐多救難所

陸岸より落水し海上に漂流している男性を救助

プレジャーボートを曳航、千代崎漁港に入港する救助船「第５丸徳丸」

漂流者は第十管区海上保安本部鹿児島航空基地ヘリコプターに
引き継がれ搬送された漂流者を救助する救助船「磯丸」救助員

漂流者を救助する救助船「磯丸」救助員




