第7章

（57）マリンプロモート協会①

No.1

第1回

参考資料

業種3（マリンレジャー関係）人材

水難救助講習

マリンプロモート協会
沖縄本部
沖縄県那覇市金城2-15-2-202
代表：湧川 晴美
業種：マリンレジャー関係
研修場所：中城村エックスパワー前面海域

講師

特定非営利活動法人
沖縄ウォーターパトロールシステム
音野 太志

研修内容
実施時間
（休憩）

受講人数

車両での牽引訓練・水上バイクの操船訓練（実技）
リスクマネジメント（学科）

10：00
（1：00）

5名

令和元年 6 月 23 日
8：30 ～ 19：30

水上バイクの操船・メンテナンス・救助訓練（実技）
実践的なリスクマネジメント（学科）

10：00
（1：00）

5名

3

令和元年 6 月 24 日
8：30 ～ 19：30

水上バイクでの実践的な救助訓練（様々なケースを想定）
コミュニケーショントレーニング・事故例の検証（学科）

10：00
（1：00）

5名

4

令和元年 6 月 25 日
8：30 ～ 19：30

シミュレーショントレーニング
達成度検定

10：00
（1：00）

5名

合計時間（休憩時間）・実施人数

40：00
（4：00）

5名

NO

日時（期間）

1

令和元年 6 月 22 日
8：30 ～ 19：30

2

課

学んだ内容・テーマ

題

当団体は、オープンウォータースイム（OWS）やSUP（スタンドアップパドル）、サーフィン等、近年急
速に人気が高まりつつある、海を舞台としたマリンスポーツのイベントや企画コーディネートを行って
おります。今年度からは、OWSの愛好家を対象としたプライベートスイムガードという事業を開始致し
ました。この事業は、日頃プールでしか練習ができないOWSの選手や愛好家を対象に、沖縄の美しい海
で少人数でのプライベートのトレーニング合宿を実施するという企画です。合宿には、安全管理として
必ずライフガードを帯同させ、安全に泳げる環境を提供するだけでなく、海で泳ぐ際の注意点を、泳者
に向けたリスクマネジメントとして講義を行う時間も設けています。今年の第１回目の合宿は、8月の初
旬を予定しており、お陰様で既に定員に達しています。告知した際の愛好家の反応も良く、今後沖縄の
美しい海を活用した新しい事業展開の一つとして期待をしています。
海で様々なプログラムを実施するには、安全管理としてのライフガードの確保が非常に重要です。しか
しながら、シーズン中は皆それぞれ現場での活動が多く、登録メンバーの不足というだけでなく、既に
登録しているライフガード同士の、業務上の連携や知識・技術の共有を図る機会も少なくなっていま
す。また、知識や技術の向上を図るた目に、専門の講師を招いて研修することも予算の都合上中々実施
できません。この助成事業のお陰様で、これまでにも沢山の研修を実施することができ、多くのメン
バーが非常に頼もしく成長しております。
今回のような小規模の事業展開をしていくにあたり、一つ一つの活動現場において、責任ある安全管理
を実施するには、基本的なことだけでなく、リーダーとしての自覚も含め、知識や技術の向上が必要不
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可欠となります。また同時に、新たなメンバーに対しての教育も平行しなければなりません。そこで今
回は、既存のメンバーだけでなく、新規のメンバーも含めてともに研修を行うことで、意識の共有を図
り、より高いレベルの知識と技術の習得を目的と致します。

目的と成果
目

的

監視技術の向上、救助技術の向上、シナリオトレー
ニングを実践することで、有事の際の対応力の向
上、現場での連携能力の強化

成

➡

果

監視技術の向上、救助技術の向上、シナリ
オトレーニングを実践することでの有事の
際の対応力の向上、現場での連携能力の強
化、以上の4点を具体的な目的として研修を
実施した。結果全ての内容に関して向上が
見られた。特に、雨と風の中での訓練を行
うことで、より実践的な能力が身についた
と感じる。確かな操船技術の訓練の後に救
助技術の内容へのと移行したので、全体の
流れを意識した一連の救助技術の獲得へと
繋がった。また、シナリオトレーニングを
反復して行うことで、メンバー間のコミュ
ニケーションが促進され連携の強化につな
がるとともに、基本を基にした現場での応
用力についても向上が見られた。

目標の達成度（効果）
目

標

マリンスポーツを行う際のリスクマネジメントの基
本と実践、ならびに実際に発生するリスク

水上バイクの準備や片付けなど、運用に必要な内容

意識がある救助者や意識がない救助者、様々な状況
を想定した中での水上バイクを使用した救助

総

達成度（効果）

➡

海で活動を行う際に考えられるリスクと対
処方法に関して、基本的な内容に関して理
解できるようになった。

➡

水上バイクの種類やメーカーに応じて片付
けの方法が若干違う為、戸惑った受講者も
いたが、水上バイクを救助器材として運用
する上で必要となる基本的な知識と技術が
得られた。

➡

気象や海象の状況や要救助者の状況に合わ
せた救助に関して、基本的な知識と技術が
向上した。また、シナリオトレーニングを
行うことで、基本を活用して応用する対応
力に関しても向上が見られた。

括

強風と雨が降る中での講習となった。荒れた海域での訓練となったが、無事に事故なく終了することが
できた。
受講生にとってはハードな訓練となったが、参加者全員熱意が高く、非常に集中して取り組んでいた。
また、荒れた海域での訓練だったからこそ、緊張感だけでなく、実際の救助の場面を想定することがで
き、内容の充実した講習になったと思う。

受講者

全5名：イベントガードメンバー（5）
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アンケート（記述部分のみ）
講 師
・悪天候が続く中での研修となりましたが、無事に終了することができました。今回の参加者の方々も
とても熱心に参加してくださいました。雨と風が吹く中での研修でしたが、その分実際の救助をイ
メージすることでき、中身の充実した研修になったと思います。このような研修を継続して開催させ
て頂くことで、自分自身にとっても大変深い学びの時間をいただいています。今後も、より質の高い
研修を実施できるように、研鑽を積み、沖縄の海を楽しむ方々の目線に沿った研修ができるよう努力
したいと思います。毎回感じることですが、このようなご支援を頂き、研修が実施できることにとて
も感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします。
実施者
・毎年この事業支援のおかげ様で大変有意義な研
修を実施させていただいています。近年、マリ
ンレジャーの多様化と、日本人の海離れによ
り、海の危険を知らない、気づかない若者が増
えてきています。このような現状の中で、業務
の中で海の危険や対処方法を伝えていくことに
限界があるのも事実です。今回のような研修を
通じて、専門の講師の方から海の危険と対処方
法、海そのもの楽しみ方を直接ご指導いただけ
るのは、マリンレジャーやスポーツを推進する
当団体にとってとても貴重な機会となっていま
す。

受講者
・また定期的に研修をお願いします。
・今回はヤマハ製のPWCでした。他、川崎、もしくはヤマハの別モデルがあると思います。リバースや
エンジン状況など、違いを写真などで、ポイントのみ、見れると良いと思います。
・実務に使える技術、考え方などがたくさん得られた。今後もこういった講習会を続けていきたい。
・救助技術だけでなく、コミュニケーションを養う機会、社会の動向に対する考え方の教養も養うこと
ができたので大変有意義な時間を過ごしました。
・これからももっと参加して行き、レベルアップしていきたいです。
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（58）公益社団法人琉球水難救済会①

No.12

業種3（マリンレジャー関係）人材

沖縄本島地区救難所員
合同訓練
公益社団法人琉球水難救済会
沖縄県那覇市泊3-1-6
会長：比嘉 榮仁
業種：マリンレジャー関係
研修場所：ナビービーチ

講師

特定非営利活動法人
沖縄ウォーターパトロールシステム
音野 太志

研修内容
NO

日時（期間）

学んだ内容・テーマ

実施時間
（休憩）

受講人数

1

令和元年 7 月 21 日
9：00 ～ 18：00

リスクマネジメント（座学1時間）・水中での自己防衛・レス
キュー実技（7時間）

8：00
（1：00）

11 名

2

令和元年 7 月 22 日
9：00 ～ 18：00

救急法（座学3時間）・レスキュー実技・事故想定訓練（5時間）

8：00
（1：00）

11 名

合計時間（休憩時間）・実施人数

16：00
（2：00）

11 名

課

題

沖縄県では、様々な地域で美しい海を活用したマリンレジャーが盛んに行われている。しかし、それと
同時に水難事故も多発しているのが現状である。
現在、水難事故が発生した場合は、各公的救助機関が救助活動を行っているが、陸上での事故と異な
り、海上での事故は現場到達までに非常に時間がかかる。そのため、陸上での事故と比べて、水難によ
る事故は死亡率が高くなっている。
観光で沖縄の海を楽しんでいる方々が、より安全に海浜のレジャーを楽しみ、また、万が一事故が発生
しても、素早い救助によって最悪の結果を防ぐ体制をより確立していくことは、今後の必須の課題であ
る。
この課題をクリアすることで、沖縄の美しい海をより安全に楽しめる環境へと繋がり、県全体の観光に
寄与するものと考える。

目的と成果
目

的

海浜での事故防止に貢献できる人材の育成を目的と
し、以下の内容に関する知識、技術の向上を図る。
監視技術の向上、レスキューチューブやレスキュー
ボードを使用した救助技術の向上。基本的な救急法
に関する知識と技術の向上。海浜でのリスクマネジ
メントに関する知識の向上。
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目標の達成度（効果）
目

標

達成度（効果）

➡

人体モデルを使い繰り返し訓練し、習熟度
を深めることができた。

レスキューボードを使用した意識有り/無しの場合
の救助方法

➡

意識有り/無しのそれぞれのシチュエーショ
ンや複数の傷病者を同時に救助する方法な
どを繰り返し訓練し、理解度・習熟度を深
めることができた。

レスキューチューブを使用した意識有り/無しの場
合の救助方法

➡

お互いを傷病者に見立て繰り返し訓練し、
理解度・習熟度を深めることができた。

心肺蘇生法の目的と意義、並びに実技

総

括

受講生の意欲も高く、とても充実した研修となりました。
研修を進めていく中で皆、真剣かつ積極的に取り組み、最終日には自信に満ち溢れておりました。今回
の研修でスキルの向上はもちろん、意識の向上にも繋がりました。

受講者

全11名：救難所員／海浜スタッフ（11）
アンケート（記述部分のみ）
講 師
・非常に熱く、強い日差しの中での2日間となりま
した。受講者の皆さんは、とても熱心に、積極
的に参加されていました。県内で行われている
水難救助の研修は、知識を伝えるものが多く見
られますが、琉球水難救済会では、知識だけで
はなく、技術と気持ちをしっかり伝えていきま
しょうという合意のもとで、厳しい訓練を実施
しています。今回の受講生も、2日間で見違える
ほどに頼もしく成長しました。
実施者
・なし
受講者
・2日間で習ったことを忘れずに従業員にも教えます。そして、スタッフも参加させたいです。
・また参加したいです。

309

平成 31 年度

観光人材育成・確保促進事業

事業報告書

（59）公益社団法人琉球水難救済会②

No.13

業種3（マリンレジャー関係）人材

水上バイクレスキュー訓練

公益社団法人琉球水難救済会
沖縄県那覇市泊3-1-6
会長：比嘉 榮仁
業種：マリンレジャー関係
研修場所：ナビービーチ

講師

特定非営利活動法人
沖縄ウォーターパトロールシステム
音野 太志

研修内容
NO

日時（期間）

学んだ内容・テーマ

実施時間
（休憩）

受講人数

1

令和元年 10 月 29 日
9：00 ～ 18：00

水上バイクレスキューにおけるリスクマネジメント・水上バイク
とライフスレッドを使用した様々な救助方法

8：00
（1：00）

9名

合計時間（休憩時間）・実施人数

8：00
（1：00）

9名

課

題

沖縄県では、様々な地域で美しい海を活用したマリンレジャーが盛んに行われている。しかし、それと
同時に水難事故も多発しているのが現状である。現在、水難事故が発生した場合は、各公的救助機関が
救助活動を行っているが、陸上での事故と異なり、海上での事故は現場到達までに非常に時間がかか
る。そのため、陸上での事故と比べて、水難による事故は死亡率が高くなっている。観光で沖縄の海を
楽しんでいる方々が、より安全に海浜のレジャーを楽しみ、また、万が一事故が発生しても、素早い救
助によって最悪の結果を防ぐ体制をより確立していくことは、今後の必須の課題である。
当団体は、これまでにも県内各地の海浜で活動を行う所員を対象に、救急法をはじめ、海浜での水難救
助に関する訓練を実施してきた。しかしながら、水上バイク等の船舶による救助訓練の実施はまだ回数
が少ない。沖縄県には、リーフカレントと呼ばれる独特の離岸流が発生し、海浜での溺水だけでなく、
カレントにより沖合に流されてしまうという事故も多く発生している。海浜を安全な場所とするために
も、今後は、沖合で発生した水難事故にも素早く対応できる態勢づくりが必要となる。その為にも、世
界で最新の救助技術である水上バイクとライフスレッドを使用した救助方法を県内に伝達し、各救難所
での効果的な運用をはかることが重要だと考える。
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目的と成果
目

的

水上バイクを安全かつ適切に操船できる能力の向
上。水上バイクを使用して、意識がある要救助者や
意識がない場合の要救助者を安全かつ確実に確保す
る技術の向上。水上バイクレスキューに関する効果
や注意点など、水上バイクを救助器材として活用す
る際の知識の向上。

成

➡

果

水上バイク及びライフスレッドの正しい取
扱方法を学び、水上バイクを使用した救助
の難しさや日頃の訓練の必要性について、
理解することができた。
また、講師の解説・シミュレーション形式
の訓練を通して、全員が水上バイクを使用
した救助技術を向上させることができた。

目標の達成度（効果）
目

標

水上バイクを救助器材として使用する際の危険

救助の際の、要救助者へのアプローチスキル

水上バイクとライフスレッドを使用した意識有り/
無しの要救助者の救助技術

総

達成度（効果）

➡

水上バイクを救助器材として安全に使用す
るために、正しい知識と技術、また日頃の
訓練は欠かせないという点について理解す
ることができた。

➡

全員が要救助者・救助者の役を入れ替わり
ながら繰り返しシミュレーション形式で訓
練を行うことにより、訓練開始時に比べス
ムーズに要救助者へアプローチができるよ
うになった。

➡

声掛けによる意識有り/無しの判断や、それ
ぞれのパターンの救助方法を理解すること
ができた。

括

当日は天候にも恵まれ、非常に充実した研修を行うことができました。
今回は、水上バイク及びライフスレッドの正しい取扱方法の説明等、基本的な要素を多く盛り込んだ研
修をさせていただきました。受講生は、疑問があればすぐに質問する等、常に積極的な姿勢で研修に参
加しておりました。今回の研修は、救助技術の向上は勿論のこと、救助に対する意識の向上にも繋がり
ました。

受講者

全9名：救難所員／海浜スタッフ（9）
アンケート（記述部分のみ）
講 師
・日付が変更となった研修でしたが、ちょうどい
い人数の受講者で、内容も充実した研修となり
ました。1日という短い時間でしたが、参加した
全員から勉強になったとの言葉を頂き、こちら
もとても嬉しく思います。沖縄のビーチスタッ
フの待遇は、お世辞にもいいとは言えません。
向上したくても、経済的に余裕もない厳しい状
況にある方も多くいます。このような助成をい
ただくことで、確実にレベルアップしやすくな
ると思います。今後も継続してこのような機会
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を創って行けるよう願っています。
実施者
・沖縄県の観光入域者数は著しい増加傾向にあり、多くの観光客が海のレジャーを楽しんでいる。一方
で水難事故も増加しているのが現状である。琉球水難救済会は沖縄県の沿岸部に81箇所の救難所を設
置し、ボランティアとして活動するライフセーバーを支援している。ライフセーバーの育成には系統
立てた研修、訓練が必要となるところ、本事業の支援を受け、これらの訓練ができることは有り難
い。観光客に沖縄の海の安心安全を提供することにより、海域レジャー客の増加も見込まれ、ひいて
は沖縄の観光経済に寄与することができるものと考える。安心・安全の提供＝経済効果
受講者
・すごく良い体験ができました。機会があればまた行いたいです。
・講習会の数を増やして欲しいです。
・今までにない経験ができて、今後もトレーニングして、自分に自信をもっともてるようにしたい。
・講習これてよかったです。
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業種3（マリンレジャー関係）人材

水難救助講習

マリンプロモート協会
沖縄本部
沖縄県那覇市金城2-15-2-202
代表：湧川 晴美
業種：マリンレジャー関係
研修場所：中城村エックスパワー前面ビーチ

講師

特定非営利活動法人
沖縄ウォーターパトロールシステム
音野 太志

研修内容
実施時間
（休憩）

受講人数

車両での牽引訓練・水上バイクの操船訓練（実技）
リスクマネジメント（学科）

10：00
（1：00）

5名

令和元年 8 月 19 日
8：30 ～ 19：30

水上バイクの操船・メンテナンス・救助訓練（実技）
実践的なリスクマネジメント（学科）

10：00
（1：00）

5名

3

令和元年 8 月 20 日
8：30 ～ 19：30

水上バイクでの実践的な救助訓練（様々なケースを想定）
コミュニケーショントレーニング・事故例の検証（学科）

10：00
（1：00）

5名

4

令和元年 8 月 21 日
8：30 ～ 19：30

シミュレーショントレーニング
達成度検定

10：00
（1：00）

5名

合計時間（休憩時間）・実施人数

40：00
（4：00）

5名

NO

日時（期間）

1

令和元年 8 月 18 日
8：30 ～ 19：30

2

課

学んだ内容・テーマ

題

当団体は、オープンウォータースイム（OWS）やSUP（スタンドアップパドル）、サーフィン等、近年急
速に人気が高まりつつある、海を舞台としたマリンスポーツのイベントや企画コーディネートを行って
おります。
今年度からは、OWSの愛好家を対象としたプライベートスイムガードという事業を開始致しました。こ
の事業は、日頃プールでしか練習ができないOWSの選手や愛好家を対象に、沖縄の美しい海で少人数で
のプライベートのトレーニング合宿を実施するという企画です。合宿には、安全管理として必ずライフ
ガードを帯同させ、安全に泳げる環境を提供するだけでなく、海で泳ぐ際の注意点を、泳者に向けたリ
スクマネジメントとして講義を行う時間も設けています。今年の第１回目の合宿は、8月の初旬を予定し
ており、お陰様で既に定員に達しています。告知した際の愛好家の反応も良く、今後沖縄の美しい海を
活用した新しい事業展開の一つとして期待をしています。海で様々なプログラムを実施するには、安全
管理としてのライフガードの確保が非常に重要です。しかしながら、シーズン中は皆それぞれ現場での
活動が多く、登録メンバーの不足というだけでなく、既に登録しているライフガード同士の、業務上の
連携や知識・技術の共有を図る機会も少なくなっています。また、知識や技術の向上を図るために、専
門の講師を招いて研修することも予算の都合上中々実施できません。この助成事業のお陰様で、これま
でにも沢山の研修を実施することができ、多くのメンバーが非常に頼もしく成長しております。
しかしながら、今回のような小規模の事業展開をしていくにあたり、一つ一つの活動現場において、責
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任ある安全管理を実施するには、基本的なことだけでなく、リーダーとしての自覚も含め、知識や技術
の向上が必要不可欠となります。また同時に経験が浅いメンバーに対しての意識の共有も平行しなけれ
ばなりません。既に、今年度はご支援を頂き第１回の水難救助訓練を実施させて頂きました。参加したメ
ンバーからは、とても有意義な訓練になったとの声が挙がっている一方、「同様の訓練を継続して実施
したい」「レベルアップした内容を受講したい」との声も多く挙がっています。そこで、今回もまた、
前回同様既に訓練を受けてきたメンバーの更なる知識、技術の向上を図るだけでなく、経験が浅いメン
バーも含めて訓練を行うことで、互いの持つ知識や技術の共有と連携の強化を図りたいと思っておりま
す。

目的と成果
目

的

監視技術の向上・救助技術の向上・シナリオトレー
ニングを実践することで、有事の際の対応力の向上
現場での連携能力の強化

成

➡

果

監視技術の向上、救助技術の向上、シナリ
オトレーニングを実践することでの有事の
再の対応力の向上、現場での連携能力の強
化、以上の4点を具体的な目的として研修を
実施した。結果全ての内容に関して向上が
見られた。特に、雨と風の中での訓練を行
うことで、より実践的な能力が身についた
と感じる。確かな操船技術の訓練の後に救
助技術の内容へのと移行したので、全体の
流れを意識した一連の救助技術の獲得へと
繋がった。また、シナリオトレーニングを
反復して行うことで、メンバー間のコミュ
ニケーションが促進され連携の強化につな
がるとともに、基本を基にした現場での応
用力についても向上が見られた。

目標の達成度（効果）
目

標

マリンスポーツを行う際のリスクマネジメントの基
本と実践、ならびに実際に発生するリスク

水上バイクの準備や片付けなど、運用に必要な内容

意識がある救助者や意識がない救助者、様々な状況
を想定した中での水上バイクを使用した救助

総

達成度（効果）

➡

マリンスポーツというよりは、水難救助に
おけるリスクマネジメントが中心となった
が、マリンスポーツの事例や、リスクマネ
ジメントを基本から学ぶことができたの
で、とても理解が深まった。

➡

要救助者を確保する技術だけでなく、水上
バイクの取り扱い、点検をはじめ、救助に
必要な操船技術等も含めて、運用に必要な
すべての内容について反復して訓練を行う
ことができ、参加者の技術も大きく向上し
た。

➡

基本的な救助だけでなく、波や流れ、岩場
などを想定した救助の訓練も行った。また
実際の現場を想定してシミュレーショント
レーニンを行うことで、予測不可能な状況
での判断力や行動力に関しても大きく向上
した。

括

少人数での実施となったが、その分何度も反復して訓練を行うことができ、非常に内容の濃い講習と
なった。天候に関しても、前半の2日間は風もなく、とても穏やかな海況だったが、後半の2日間は強風
により海面が荒れたコンディションとなった。受講者の向上に合わせて自然環境も厳しくなって行った
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為、参加したメンバーにとっては恵まれた天候だったと言える。最終日の検定では、何度か再検定を行
うなどの場面も見られたが、救助とは厳しいものであるということを再認識することもでき、受講者に
とってはいい刺激になったと思う。

受講者

全5名：イベントガードメンバー（5）

アンケート（記述部分のみ）
講 師
・MPA様の研修は、毎回少人数での開催となります
が、その分とても内容の充実した講習をさせて頂
いております。今回も5人での実施となりました。
参加者の皆さん、とっても熱心に取り組んでお
り、質問も多く見られました。より高いレベルの
内容に関する質問や要望もいただいたのですが、
残念ながら最初からすべての内容を詰め込むこと
はできず、また開催しましょうということで納得
していただけました。普段参加されているほかの
研修では、受講者も多いために講師とここまで近
く質問のやりとりができるのはとても有り難いと
の言葉もいただきました。今後とも継続していけ
るよう、自分自身も研鑽を積んでいきたいと思い
ます。

実施者
・このような助成を頂くことで、普段実施することが難しい研修を反復して開催させて頂き、本当に感
謝しております。今後とも、何卒よろしくお願い致します。
受講者
・今回もいい環境でトレーニングできた。次回以降トレーニングなどができる場合は、もっと負荷を加
えてやっていきたい。
・いい経験になった。次回があればぜひ参加したい。
・今後の活動の参考になった。
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（61）マリンプロモート協会③

No.19

第1回

業種3（マリンレジャー関係）人材

トーイング研修

マリンプロモート協会
沖縄本部
沖縄県那覇市金城2-15-2-202
代表：湧川 晴美
業種：マリンレジャー関係
研修場所：中城村エックスパワー前面ビーチ／
宮城島沖合海域

講師

特定非営利活動法人
沖縄ウォーターパトロールシステム
音野 太志

研修内容
NO

日時（期間）

学んだ内容・テーマ

実施時間
（休憩）

受講人数

1

令和元年 8 月 22 日
8：30 ～ 19：30

トーイングスポーツの体験（ウェイクボード・foilボード）（実技）
トーイングにおける危険性と事故例（学科）

9：00
（1：00）

5名

2

令和元年 8 月 23 日
8：30 ～ 19：30

トーイングスポーツの実践と操船トレーニング（実技）
実践後の振り返り：注意点と対処方法（学科）

9：00
（1：00）

5名

3

令和元年 8 月 24 日
8：30 ～ 19：30

トーイングスポーツの実践（トーインサーフ・foilボード）
実践後の振り返り

9：00
（1：00）

5名

4

令和元年 8 月 25 日
8：30 ～ 19：30

トーイングスポーツの実践（トーインサーフ・foilボード）
実践後の振り返り

9：00
（1：00）

5名

合計時間（休憩時間）・実施人数

36：00
（4：00）

5名

課

題

当団体は、オープンウォータースイム（OWS）やSUP（スタンドアップパドル）、サーフィン等、近年
急速に人気が高まりつつある、海を舞台としたマリンスポーツのイベントや企画コーディネートを行っ
ております。沖縄県の各ビーチでは、観光客や県内在住者の方々を対象に、マリンレジャーの一つとし
て、バナナボートや、ビスケット、ウェイクボードや、近年広がりつつあるfoilボードなど、水上バイク
を使用したトーイングが多く実施されています。しかし、同時に、トーイングによる事故が発生してい
るのも事実です。全国的に見ても、水上バイクによるトーイングの事故数は、2016年から急激に増加傾
向にあり、海上保安庁では、レジャーを安全に楽しむための注意事項を記した「ウォーターセーフティ
ガイド」の水上オートバイ編に、トーイング遊具の記載を加えることを2018年に発表しています。近年
のマリンレジャーやスポーツの多様化に伴い、需要が増えているトーイングですが、遊具そのものの取
り扱いや、トーイングの注意点などに関した講習は、全国でも沖縄でも実施されておりません。今後、
沖縄県でのマリンレジャーやマリンスポーツの発展の為にも、トーイングの危険性を充分に把握し、よ
り安全に実施できる態勢づくりと人材の育成は急務だと考えます。今回は、ウェイクボードや、今後拡
大が予想されるfoilボードのトーイング、その他、危険度の高いトーインサーフを題材に、トーイングに
特化したリスクマネジメントを学び、利用者目線からのリスクを把握する事も目的とします。そのため
に、トーイングする側と、利用者としてトーイングされる側の両方の体験を行い、実践に必要となる技
術の習得を目指します。
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目的と成果
目

的

トーイングにおけるリスクマネジメントの習得トー
イング技術（ドライバーとして）の向上トーイングス
ポーツに関する技術（利用者として）の向上

成

➡

果

初めての研修となったが、以下の点につい
て大きな向上が見られた。
トーイングを実施する際の危険点やトーイ
ングそのものの特性に関する理解、過去の
事故例と未然に防ぐためにどのようにすれ
ば良いかの対応力、トーイングされる側（ス
ポーツを実施する側）から見たトーイング
スポーツのリスクや不安点に関する理解、
トーイングする際の操船技術。
今までは何気なく行っていたトーイングに
関して、過去の事故例などを検証しなが
ら、何が危険なのか？どこに注意すれば良
いのか？漠然とではなく、発生するリスク
を一つ一つ整理して把握する事が出来た。

目標の達成度（効果）
目

標

トーイングを行う時の注意点と危険性

ウェイクボードやfoilボードなど、トーイングス
ポーツの技術と能力

水上バイクのドライバーとして、トーイングを行う
際の操船技術

総

達成度（効果）

➡

お互いに情報交換や、今までの経験、過去
の事故事例などを確認しながら実施したこ
とによって、発生するリスクに関してより
詳細に確認することができた。

➡

今回はFoilボードが中心となったが、実際
に行う時の難しい点やコツなども情報共有
することができ、自身の技術が向上するだ
けでなく、指導する際のポイントに関する
知識についても向上できた。

➡

ドライバーとスポーツ体験を互いに行うこ
とで、それぞれの目線からのフィードバッ
クを行うことができ、ドライバーとしてよ
り安全にトーイングスポーツを実施させる
ための操船技術を学ぶことができた。

括

初めての試みだったが、非常に良い研修となった。「遊び」という捉え方が多い中で、普段何気なく実
施し、漠然と意識していた危険な部分を、理論立てて学ぶことができた。さらに、互いの経験を共有し
ながら実践することで、受講したメンバーからも得ることが多かったとの感想が多く見られた。今後も
継続してこのような研修を実施していきたい。

受講者

全5名：イベントガードメンバー（5）
アンケート（記述部分のみ）
講 師
・今回の研修は、自分にとっても初めての内容となりました。マリンスポーツを行う際のリスクマネジ
メントは、どのようなスポーツを実施するときも共通するものとなりますが、今回のように、トーイ
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ングスポーツという分野に対して研修を行うことで、より実践的に、かつ詳細に訓練を行うことがで
きました。レジャーの現場に照らし合わせて学ぶことが出来たとの感想をいただきました。今後も是
非継続して実施してほしいとの声も頂いたので、自分自身より学びを深めて、質の高い、内容の濃い
研修を実施していきたいと思っています。また、今回のようにそれぞれのスポーツに特化した救助訓
練や、スポーツ自体の体験も含めたリスクマネジメント講習が実施できるよう、幅広く海での活動を
行い、研鑽を積んでいきたいと思います。
実施者
・なし
受講者
・初めての体験で知らないことがたくさんあり勉
強になった。
・良い刺激になりました。受講してよかったで
す。
・初めてこのような講習を受講しました。今まで
このような講習はきいた事がありませんでした
が、とても大事な内容だと思いました。また受
講したいです。
・初めてのトーイング研修でしたが、とてもため
になる研修でした。
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No.43

第3回

参考資料

業種3（マリンレジャー関係）人材

水難救助講習

マリンプロモート協会
沖縄本部
沖縄県那覇市金城2-15-2-202
代表：湧川 晴美
業種：マリンレジャー関係
研修場所：中城村エックスパワー前面ビーチ

講師

特定非営利活動法人
沖縄ウォーターパトロールシステム
音野 太志

研修内容
実施時間
（休憩）

受講人数

車両での牽引訓練・水上バイクの操船訓練（実技）
リスクマネジメント（学科）

10：00
（1：00）

5名

令和元年 11 月 2 日
8：30 ～ 19：30

水上バイクの操船・メンテナンス・救助訓練（実技）
実践的なリスクマネジメント（学科）

10：00
（1：00）

5名

3

令和元年 11 月 3 日
8：30 ～ 19：30

水上バイクでの実践的な救助訓練（様々なケースを想定）
コミュニケーショントレーニング・事故例の検証（学科）

10：00
（1：00）

5名

4

令和元年 11 月 4 日
8：30 ～ 19：30

シミュレーショントレーニング
達成度検定

10：00
（1：00）

5名

合計時間（休憩時間）・実施人数

40：00
（4：00）

5名

NO

日時（期間）

1

令和元年 11 月 1 日
8：30 ～ 19：30

2

課

学んだ内容・テーマ

題

当団体は、オープンウォータースイム（OWS）やSUP（スタンドアップパドル）、サーフィン等、近年急
速に人気が高まりつつある、海を舞台としたマリンスポーツのイベントや企画コーディネートを行って
おります。今年度からは、OWSの愛好家を対象としたプライベートスイムガードという事業を開始致し
ました。この事業は、日頃プールでしか練習ができないOWSの選手や愛好家を対象に、沖縄の美しい
海で少人数でのプライベートのトレーニング合宿を実施するという企画です。合宿には、安全管理とし
て必ずライフガードを帯同させ、安全に泳げる環境を提供するだけでなく、海で泳ぐ際の注意点を、泳
者に向けたリスクマネジメントとして講義を行う時間も設けています。今年の第１回目の合宿は8月に実
施しており、お陰さまで大変好評価を頂きました。今後沖縄の美しい海を活用した新しい事業展開の一
つとして期待をしています。海で様々なプログラムを実施するには、安全管理としてのライフガードの
確保が非常に重要です。しかしながら、シーズン中は皆それぞれ現場での活動が多く、登録メンバーの
不足というだけでなく、既に登録しているライフガード同士の、業務上の連携や知識・技術の共有を図
る機会も少なくなっています。また、知識や技術の向上を図るために、専門の講師を招いて研修するこ
とも予算の都合上中々実施できません。この助成事業のお陰様で、これまでにも沢山の研修を実施する
ことができ、多くのメンバーが非常に頼もしく成長しております。今年度はご支援を頂き既に2回の水難
救助訓練を実施させて頂きました。参加したメンバーからは、とても有意義な訓練になったとの声が挙
がっている一方、「同様の訓練を継続して実施したい」「レベルアップした内容を受講したい」との声
も多く挙がっています。そこで、今回もまた、前回同様既に訓練を受けてきたメンバーの更なる知識、
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技術の向上を図るだけでなく、経験が浅いメンバーも含めて訓練を行うことで、互いの持つ知識や技術
の共有と連携の強化を図りたいと思っております。

目的と成果
目

的

監視技術の向上、救助技術の向上、シナリオトレー
ニングを実践することで、有事の際の対応力の向
上、現場での連携能力の強化

成

➡

果

監視技術の向上、救助技術の向上、シナリ
オトレーニングを実践することでの有事の
際の対応力の向上、現場での連携能力の強
化、以上の4点を具体的な目的として研修
を実施した。結果全ての内容に関して向上
が見られた。今回は、常に風が強く吹き、
海面にも風波や流れが発生していた中で訓
練を行うことで、より実践的な能力が身に
ついたと受講生からの感想があった。確か
な操船技術の訓練の後に救助技術の内容へ
と移行したので、全体の流れを意識した一
連の救助技術の獲得へと繋がった。また、
シナリオトレーニングを反復して行うこと
で、メンバー間のコミュニケーションが促
進され連携の強化につながるとともに、基
本を基にした現場での応用力についても向
上が見られた。

目標の達成度（効果）
目

標

救助におけるリスクマネジメントの基本と実践、な
らびに実際に発生するリスク

水上バイクの準備や片付けなど、運用に必要な内容

意識がある救助者や意識がない救助者、様々な状況
を想定した中での水上バイクを使用した救助

総

達成度（効果）

➡

水難救助におけるリスクとは何か？につい
て、今までの漠然とした理解（経験）から、
より理論的な理解へとつながった。また、
水上バイクやその他の救助器材を活用す
るにあたって発生するリスク、特に人的リ
スクに対してどのように向上するべきなの
か？個々の向上が必要であるということが
深く理解できた。

➡

普段の水難救助の講習ではほとんど実施す
ることがない、車両での牽引や車庫入れ、
トレーラーの取り扱いを始め、始業点検、
トラブルシューティング、水洗いの方法な
どを、細かな説明と実践を通して確実に身
につけることができた。

➡

意識がある場合やない場合、それぞれのパ
ターンにおいていくつかの手技、手法を学
ぶことができた。また、習熟度の検定とし
て様々な状況を想定したシミュレーション
を実施したことで、型だけはなく、より実
践的なスキルが身についた。

括

今回も少人数での実施となり、内容の非常に濃い研修となった。４日間全て強風が続き、海面も程よく荒
れた状態で、救助訓練としてはとても実践的だったと感じる。海の環境が難易度を高めたこともあり、
受講生全員が、今後とも継続したトレーニングの必要性を訴えていたことはとても嬉しく感じる。一定
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の到達点だけでなく、今後の継続、レベルアップの必要性も感じることができた研修となった。

受講者

全5名：イベントガードメンバー（5）
アンケート（記述部分のみ）
講 師
・やや肌寒い中での研修になりましたが、今回も5人と少人数での実施となり、内容の濃い充実した研修
となりました。毎回の事ですが、一つ一つの研修が、受講者にとってのきっかけになれればと思い実
施をしています。今回のアンケートでも、今後スキルアップしていきたいという感想を頂くことがで
きました。今後も、さらに充実した研修を実施できるよう邁進していきたいと思います。
実施者
・助成金があるおかげで、普段実施することが難
しい研修を反復して開催させていただいていま
す。素晴らしい研修になりました。受講生から
も、今後継続して訓練を受けていきたいと感想
を頂くことができました。
受講者
・ハワイで実践されている知識や技術、それらを
身に付けるためのトレーニングを実際に体験で
きたことをうれしく思います。研修で終わらせ
ずトレーニングを続けていきたいと思いまし
た。
・もっといろんな研修に参加したい。
・講習期間を通して、リスクマネジメントに対する意識が大きく変化した。自分の職場に戻った時に、
学んだことを社内の人間、これから入ってくる仲間に伝え、自らもレベルアップしたいと思った。
・スキルはもちろんですが、それ以上に得るものがいろいろとありました。

321

