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NPO法人京都ライフセービングのあゆみ

2016年度まとめ

海水浴場の安全監視事業

人と水辺をつなげるプロジェクト



京都ライフセービングのあゆみ

2000年7月

2009年4月

2010年4月

2008年度

特定非営利活動法人京都ライフセービングを設立

ライフセービングの研修を受けた有志が集まり、ライフセービングの普及振興を図るため、

任意団体「舞鶴ライフセービングクラブ」を設立。

舞鶴市の神崎海水浴場を拠点として活動を始める。

京都府宮津市の天橋立海水浴場に拠点を移す。

京都におけるライフセービング活動の更なる普及・発展を図るため、

「舞鶴ライフセービングクラブ」から「京都ライフセービング」へ名称変更



各事業の実施内容

○スポーツイベントの監視事業○

○ジュニア育成事業○

○広報活動○

2016年度のまとめ

事業の成果

事業の概要

私たち特定非営利活動法人京都ライフセービング（略称KLS）は、京都府、日本三景の天橋立をホームビー

チとし、関西を中心としたライフセービング活動を行っています。

主に京都府におけるライフセービング活動の普及と発展を目的とし、地域の活性化、青少年の育成、環境

教育など幅広い視野をもった活動を心がけています。

法人化7年目を迎えて知名度も上がり、継続的な活動の充実はもとより、さらに新規の依頼が増え、活動、

交流の場が広がりました。地元地域からの期待も大きく、今後のライフセービング活動の普及、発展にもつな

がっています。しかし、社会人主体の団体ということもあり、平日の監視体制、人材育成等クリアすべき課題

も未だ多いです。組織として、運営委員会を設置し、その下に救命・教育・競技という3つのセクションを作るこ

とで、運営の分散化も図り、より具体的な活動をしています。

スポーツイベント等の主催者から依頼を受け、安全スタッフとして監視業務に携わりました。新規の依頼も増

え、認知度の向上、社会的ニーズのある活動だと再認識しました。

今後、他団体とも協力し、イベント時のライフセービング活動の普及に力を入れていきたいと考えています。

今年度も、海水浴場でのジュニアプログラムを継続することができ、内容も充実したものとなってきていま

す。監視する浜も増えたことで、より地元の子どもたちを中心に、海の楽しさを再発見してもらえるよう、また、

ジュニアライフセーバーの育成を目指していきたいと考えています。イベントのスケジュール・広報を夏休み

前に案内できるようにすることが、依然課題でもあります。

Facebookページにて活動の報告を随時更新、2017年4月からはリニューアルしたホームページを公開。

Facebookとリンクし、講習会、イベントの開催予告や申込みがスムーズにできるようにしたいと考えていま

※詳細は別表のとおり
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3　パトロール総括

9時～17時
（8時間）
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丹後由良海水浴場

人
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0

0

死亡

死亡
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1　パトロール概要

監視場所（宮津市） 監視期間 監視時間 総パトロール日数

パトロールは、本部、タワー、ビーチパトロールを主体にローテーション。時々沖からのパトロールを実

施している。

家族連れが多いビーチなので、迷子の注意喚起と、きれいな海を守るため、ビーチクリーンを行ってい

る。

今年度、子ども用ライフジャケットの無料貸し出しを開始。海水浴客とのコミュニケーションのきっかけ

にもなり、ライフジャケットの有用性を伝える面では効果的であった。しかし、セルフレスキューの啓発の

観点では、ライフジャケットを着けているから手放しで安全という感覚ではなく、どういう状況が危険なの

か、どうしたら安全に楽しむ事ができるのか、という事を伝えていく事も同時にしていかなければならな

いと感じた。

ガード最終日には、日本財団のジュニアライフセービングプログラムを実施し、たくさんの子ども達が参

加。今年度からは単発ではなく、年間を通してイベントを実施した。将来、この子ども達が海での様々な

体験から学び、ライフセービング活動をしたいと思ってくれることを願っている。そして、地元の海は地元

で守る。将来そんな姿を見る事ができるように引き継いでいきたい。

ライフジャケット無料貸出（普及・啓 天橋立海水浴場メインタワー（監視台）



【天橋立府中海水浴場】

【丹後由良海水浴場】

2人体制でのガード。本部から波打ち際は見えない状態であったため、ビーチパトロール、タワー、沖パト

ロールなど、お客さんの人数や海の状況などに応じて監視を行った。

地元の方が多い浜であったが、海外の方や、学生の団体が多くなったと感じた。また、一気にお客さん

が増える時もあり、2人体制でガードをする上で、個々のスキルUPが益々重要になってくると感じた。

天橋立府中観光会の方達がビーチクリーンをして下さっているので、ゴミが少なく、お客さんも綺麗な海

と浜を喜んでくれていた事がとても印象的であった。

全長2kmの浜であるが、お客さんは西側の端、本部のある浜茶屋前と大きく分けて2か所に固まっている

傾向がある。今年度から4人体制でのパトロールとなり、本部前のタワーからの監視を中心にビーチや沖の

パトロールを行った。西端は岩場となっており、本部からは双眼鏡を使ってもほとんど目視することができな

いので、地元の方達との連携が大切だと感じた。

今年度は昨年度にくらべ迷子の報告が増えた。ビーチが広くパトロール人数も少ないので、捜索は容易で

はない。事故につながらないために注意喚起の必要性をより感じた。以前は少なかった迷子の報告があっ

たという事は、私達、ライフセーバーの存在が浸透してきたのだと感じられた。

府中海水浴場

松並木

監視所本部

丹後由良海水浴場
メインタワー(監視台）



救命　臨海合宿・安全監視

開催場所 京都府京丹後市網野町　浜詰海水浴場

主催・依頼 名鉄観光サービス（株）

イベント名 四條畷学園小学校臨海合宿

開催日時 2016年7月19日(火)～20日（水）

所感

イベント名 兵庫教育大学付属小学校臨海合宿

開催日時 2016年7月21日（木）～23日（土）

開催場所 兵庫県新温泉町　塩谷海岸～諸寄海水浴場

主催・依頼 兵庫教育大学付属小学校

所感

イベント名 東大寺学園中学校臨海合宿

開催日時 2016年7月27日（水）～7月29日（金）

開催場所 福井県三方郡美浜町　久々子海水浴場

主催・依頼 東大寺学園中学校

所感

子どもの実態に合わせたプログラムでゆとりをもって安全監視することができた。

空いた時間で教職員にもライフセービング体験をしてもらえたので、ライフセービングに以前より少し興味をもってもら

えたのではないかと感じた。

子どもたち、教職員の一生懸命な姿が印象的な臨海であった。

教職員のフォローは安全面でも、子どもたちのメンタル面でもしっかりしていて、安心感があった。なにより、

子どもたちが全員で泳ぐという意識を高くもっていたことが一番の安心と安全につながったと感じた。

2日目の午後は風が少し強かったが、全日程天気も良く、楽しんで実習に臨む姿があった。

実習後にレスキューボードを使って一緒にトレーニングをしてくれる教職員もいて、ライフセービングに興味を

もってもらうきっかけにもなった事を嬉しく思う。

生徒さん達の準備体操 遠泳タイムスケジュール トレーニングを一緒にしてくれました

遠泳が始まります ライフセーバーのデモンストレーション 塩谷海岸

地元の子ども達と… 宿にて遠泳の打ち合わせ 浜詰海水浴場



救命　スポーツイベントの安全監視

開催場所

主催・依頼

近江八幡市宮ヶ浜周辺及び大中の琵琶湖干拓地

びわこトライアスロンin近江八幡実行委員会

イベント名 第2回びわこトライアスロンin近江八幡

開催日時 2016年6月19日（日）

所感

イベント名 第27回びわこトライアスロン＆ちびっこチャレンジin高島

開催日時 2016年7月3日（日）

所感

開催場所 滋賀県高島市宮野　高島Ｂ＆Ｇ海洋センター及び萩の浜水泳場

主催・依頼 びわこトライアスロンin高島実行委員会

所感

イベント名 ビーチスポーツフェスティバルin京丹後２０１６

開催日時 2016年7月9日（土）

開催場所 京都府京丹後市　夕日ヶ浦海岸

主催・依頼  ビーチスポーツフェスティバルin京丹後実行委員会

スタート前！！ 大会関係者との打ち合わせ 無事終了！

今年からコースが沖に変更になり、足がつかない事を不安に感じる参加者や、風波が立ち、琵琶湖＝波が

ないと思っている選手が多く、怖がる方もいたため、声掛けなどを心掛けた。

去年に引き続き、２回目のSUP体験のイベントガード。

海も穏やかで風もなく、初心者にはとても体験しやすいコンディションであった。

遊泳エリアが区切られていなかったため、SUPと遊泳者が接触しないように心掛けた。

萩の浜水泳場

広報活動中

スイムからランへ…

SUP体験エリア会場設営中タイムスケジュール

二回目の開催であり、改善された事も多く、スムーズなスタートであった。また、RWC（水上バイク）にスレッドを付けたので、

様々な事案に柔軟に対応できた。

同じ水上監視をしていたサーファーやカヌーの方達も積極的に動いてくれたのも良かった。



所感

救命　スポーツイベントの安全監視

イベント名

開催日時

第23回トライアスロン珠洲大会

2016年8月28日（日）

イベント名 第5回竹野浜オープンウォータースイム大会

主催・依頼

開催日時 2016年7月10日（日）

開催場所 兵庫県豊岡市竹野町竹野　竹野浜海水浴場

たけの観光協会

石川県珠洲市　鉢ヶ崎海水浴場開催場所

主催・依頼

所感

開催日時 2016年8月28日（日）

開催場所

主催・依頼

京都府南丹市　桂川

京都丹波トライアスロン実行委員会

トライアスロン珠洲実行委員会

所感

イベント名 京都丹波トライアスロンin南丹

スイムガードスタート！ ガード準備中 神戸、若狭和田、京都の3クラブ

昨年に引き続き、神戸・若狭和田・京都の3クラブ合同のガードであった。

普段から交流があるメンバーが多かったため、ライフセーバー同士の意思疎通が取りやすく、

スムーズにガードが行えた。

前回より、大阪・神戸・京都の3クラブで合同ミーティングを行った。

シーバーに頼りすぎることも多かったため、ある程度は近くのライフセーバー同士、ハンドシグ

ナルや声掛けなどでコミュニケーションをとって動けるようになることも必要であると感じた。

宿にて前日打合せ中

大会の様子
RWC(水上バイク）によるレスキューデモ 大会スタッフ大集合

京都開催の大会の委託を受けられる事は嬉しく、今後も地元のイベント等にたくさん関わっていくことで、我々

の認知度も高まると感じている。

今回、初めての川開催でのガードであったが、RWC（水上バイク）も使用し、ベストに近いガード体制で臨めた。

また、観客や選手の前で、スタート前にレスキューデモを行う事ができた事も良かった点である。

八ヶ崎海水浴場 大会スタート前の準備



神戸ポートアイランドプール

ひょうご生涯スポーツ大会実行委員会・兵庫県水泳連盟

イベント名

開催日時

プール

救命　スポーツイベントの安全監視

所感

由良川　大江山　SEA TO SUMMIT

2016年10月2日（日）

依頼・主催 由良川　大江山　SEA TO SUMMIT　実行委員会

開催日時

イベント名

開催場所

依頼・主催

所感

第5回兵庫県マスターズ水泳競技大会

2016年7月3日（日）

神崎海水浴場 カヤックスタート！ 開会式

二回目ということもあり、大会自体はスムーズであったように思う。

特にアクシデントもなく終らえれたが、海が荒れる事も考えるとRWC（水上バイク）があればより

安全なガードができると感じた。

神戸・京都での合同ガード。

滑りやすく硬い床、めくれやすいマット、全て足のつかない水深・・・など自然界とは違った危険要

素があり、普段のガードとは違った緊張感があったが、無事故で終えることができた。



JLAアカデミー

BLS 講習会

クラブメンバーの資格更新・取得。また、一般の方に向けてCPR（胸骨圧迫＋人工呼吸）＋AEDについての

講習会。

”自分の大切な人を守れますか？”という事をテーマに、意識が鮮明でない傷病者に対し、何もしなかった

場合と、居合わせた人が心肺蘇生を行った場合の社会復帰率の違いから、心肺蘇生の重要性を学び、そ

れを踏まえた実技の講習を行う。

受講者の方がもしもの時に自ら動き、大切な命を守る”救命の連鎖”の一員になってもらえる事を目指して

いきたい。

ウォーターセーフティー 講習会

クラブメンバーの資格取得。また、一般の方に向けて水辺の事故防止についての講習会。

意外と身近にある水辺、その場で起こる事故の現状を伝え、水辺において自身を守ることのできる知恵や

技能を伝え日本ライフセービング協会が目指す”水辺の事故ゼロ”を伝える講習。

実技ではサヴァイバル・スイミング（体温・体力を温存し浮身を長時間継続する事など）の方法や、PFD（ラ

イフジャケット）を使用方法、その時の浮身姿勢のとり方などを伝える。

水辺で楽しい思い出を作って欲しい、そのための自助の知識や方法を身に付けてもらえるように目指して

いきたい。

人形を使ってCPR実施講習中 修了証を持って記念撮影テキストを使って講習中

プールにて、PFD（ライフジャケット）を使った講習 テキストを使って講習中



競技

白浜オーシャンサーフチャレンジ、全日本ライフセービング競技会西日本予選

大会役員、白浜町長さん達と… ビーチフラッグス

審判員としてもがんばります 大会パンフレット

ボードレース女子、スタート！ボードレース男子、位置について～



トレーニング

定期トレーニング

海に入ることができる時期にはホームビーチである丹後由良海水浴場にや、舞鶴湾、福井県の城山公園に

行き、レスキューボードやサーフスキーを活用しトレーニングを行っている。ガードシーズン前には、レス

キュー方法の確認やプロフィシェンシーを行い互いのスキル確認もしている。競技会シーズン前にはそれに

向けたトレーニングを行っている。

冬場には体育館を借りて、様々なスポーツに親しみながらクラブ員同士の交流をもっている。

参加人数を増やし、月1回程度、定期的に行えるようにしていきたい。

南部会プールトレーニング

週に1回、伏見区にある伏見港公園プールを利用して、1時間のトレーニングを行っている。

内容としては、資格取得を目標に、泳ぎ方の見直し、潜行や長い距離を泳ぐことで泳力の向上を目指している。

またに、実際のレスキューにかかわる部分として、巻き足やあおり足、レスキューチューブを用いての実践的

ガード時の朝・夕方のトレーニング

ガード期間中、ホームビーチにてガード時間以外の朝と夕方、海でのトレーニングを行っている。

内容としては、有事においてのレスキュー方法を確認する“シミュレーション”、レスキューボードを使った海へ

のアプローチ方法である“インアウト”、砂浜を走ってから海を泳ぎもう一度砂浜を走る“ランスイムラン”にも取

り組んでいる。

レスキューボードで波乗りトレーニング レスキューボードでロングパドリングトレーニング

伏見港公園プール 年末、１０８本スイム

夕方の天橋立海水浴場シミュレーショントレーニング朝の天橋立海水浴場



秋だ！そうだ！山
に登ろう！（笠置山

自然公園）

目 的

参加対象

会員数

小学3年生～中学3年生（幼児、高校生以上も要相談）

24名

2016年度
活動内容

名

名22

第３回 11月20日 参加人数 4

天橋立海水浴場

舞鶴漕艇センター
※人と水辺をつな
げるプロジェットと

同時開催

第２回 9月18日 参加人数

ジュニア育成事業

第１回 8月21日 参加人数 名20

8月21日のプログラムは、日本財団助成事業として実施。

ホームビーチの天橋立海水浴場で今年度1回目のプロ

グラムを行うことができた。

9月18日には、子どもたちはニッパーボード（子ども用

サーフボード）を、大人はレスキューボードや競技用マ

リブボード、ＳＵＰやカヤック等のクラフトを使って、海か

らの景色を楽しむことができた。

11月20日は、水辺を離れ、秋の山登り、紅葉を楽しむこ

とができた。会員さんの居住地が様々であるため、今回

は京都府南部を設定した。今後も、プログラム内容や実

施場所を検討し、普段は難しい体験やたくさんの人やも

の、自然とのコミュニケーションを大切にした活動をともに

楽しんでいきたい。

京都ライフセービングジュニアでは、Communication（かかわりあい）、

Personality(個性・人格）、Respect(尊重・尊厳）を柱に企画・活動をしている。

水辺での活動だけがライフセービングではない。人とかかわり自然に親しみ、普

段はなかなかできない活動を共有して、参加者だけでなく保護者もともに楽しむこ

とを大切に企画・運営をしている。



ジュニア育成事業②

所感

今年度も、日本財団助成事業としてジュニアプログラムを行い、普段は体験しがたい内

容の活動ができた。初めて出会う人や自然の中で、子どもだけでなく大人も楽しんで参加

してもらえた。アンケート調査から見えた反省点や新たな目標を、来年度以降に活かして

いきたい。参加した子どもには認定書を発行し、いい夏の思い出づくりになったと感じてい

る。今後も「子どもが自ら考えて体験する」機会を多くつくり、その中で、人や身近な自然に

触れ、楽しさや怖さを感じ、命の大切さと尊さに気づけるような機会をつくっていきたいと考

えている。



　　

人と水辺をつなげるプロジェクト

参加者みんなで集合写真ニッパーボードの使い方は・・・

2016年度から新たに、ニッパーボード、シーカヤック、ライフセービング器材などを使い、水と関わる

ことでしか味わえない感覚を大人も子どもも一緒になって遊び、体験する場を提供しようと始まったプ

ロジェクトです。

私たちが活動する京都の北部・舞鶴は、魅力あふれる海を持っているが、地元の人でも、なかなか

遊ぶというよりも”見る”というイメージが強く、人と水辺の距離が遠い印象があり、 また近年、事故を

きっかけに学校施

設などを利用した夏休み期間中の”地域のプール”が縮小しており、子どもたちが水に接する機会が

減ってきている現状がある。

危ないから行かないという選択肢ではなく、どういう事が危険で、どうすれば安全に楽しむことができ

るのか・・・それは普段から水に接することによって少しずつ経験から得られるものだと感じる。

海や川でたくさんの生きものに出会い、波で自然の力を感じ、普段陸地から眺めていた景色を水上

から眺める・・・初めて会った子どもたち同士でもプログラムを通して自然とコミュニケーションをとって

舞鶴市民新聞に掲載されました

ニッパーボードで波乗り遊び ニッパーボードで川をさかのぼったよ
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熱中症予防声掛けプロジェクトを応援しています！

http://www.hitosuzumi.jp/

http://kyotolifesaving.org/stylebook/

サポートグッズの購入、着用でNPO法人モンキーマジックを応援しています！

クライミングと視覚障害者

そこから広がるユニバーサルな社会

NPO法人モンキーマジック
http://www.monkeymagic.or.jp/

2016年サポートTシャ


