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能登水難救済会

珠洲救難所

内浦救難所

七尾救難所

輪島救難所

門前救難所

穴水救難所

中島救難所

田鶴浜救難所

能都町救難所

能登島救難所

石川県西部
水難救済会

１	 設立年月日
	 平成12年７月13日

２	 所在地
	 〒926－8611
	 石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地
	 七尾市役所５F
	 総務部総務課防災対策室内
	 ☎	 0767－53－6880
	 Fax	 0767－53－8411
　◎交通案内　
	 ・公共交通機関　　
	 　JR七尾駅下車　徒歩５分

３	 役職員の数
	 会　長　　茶谷　義隆（七尾市長）
	 副会長　　梶　　文秋（輪島市長）
	 副会長　　泉谷満寿裕（珠洲市長）
	 その他役員　28名
　　　（理事13名、監事２名、顧問６名、専門委員７名）

４	 沿革・歴史等

	

５	 救難所・支所の数（令和３年４月１日現在）
	 救難所:10か所　支所：２か所
	 救難所員数：323名

昭和10年	７月	１日	 帝国水難救済会石川県支部設置
	 （注）昭和10年に支部規則を制定したが、救難所設置の記録なし。
平成11年	３月12日	 社団法人日本水難救済会石川県支部能登救難所
	 	 	 	 	設置。能登救難所に七尾、輪島、珠洲、穴水、中

島の各支所設置
平成12年	２月21日	 	特定非営利活動法人	能登水難救済会設立総会、

七尾、輪島、珠洲、穴水、中島の５支所を救難所
に昇格

	 	 ７月	３日	 	社団法人日本水難救済会石川県支部を組織整備
し、特定非営利活動法人	能登水難救済会設立

	 	 	 	 ※石川県知事認証（救難所は継承）
平成13年	４月	１日	 内浦救難所、能都町救難所及び能登島救難所設置
	 	 ６月	１日	 田鶴浜救難所設置
平成15年	２月	１日	 珠洲救難所に折戸支所設置
平成16年	２月10日	 輪島救難所に西保支所設置
平成25年10月21日	 門前救難所設置
平成29年	３月31日	 特定非営利活動法人	能登水難救済会を廃止
	 	 ４月	１日	 能登水難救済会を設立、（救難所等継承）

レスキュー41〜地方水難救済会の現状（シリーズ⑭）

　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26か所の地方水難救済
会を紹介してきました。今回は、石川県東部地域の能登水難救済会及び兵庫県水難救済会を紹介致します。

茶谷義隆会長

能登水難救済会の事務局が入居する七尾市役所

門前救難所設立式典時の様子

能登水難救済会

－救難所配置図－
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７	 主な保有資器材
人口呼吸等訓練装置154台、救命胴衣197着、救命浮輪30個
強力サーチライト40台、双眼鏡16個

８	 保有救助船
各救難所の救助可能船舶　約260隻

９	 活動状況（令和２年度）
（1）救助実績
　　救助出動回数　２回
　　出動所員数　　８名
（2）海難救助訓練等の実施状況
　　	海難事故発生時の初動連絡体制の確認のため、七尾海上保安部
指導のもと、輪島救難所が輪島マリン協会と合同で訓練を実施

10	主に力を入れている事業
（1）海難救助訓練
　	　海上保安署など関係機関との連携した訓練を実施することで、
事故発生時の初動連絡体制の確立を図っています。

（2）海の安全教室
　	　マリンレジャーのシーズン前に、児童や一般の方を対象に、海での事故
防止の知識や救命に関する技術の習得を目的とした講習会を開催していま
す。

（3）青い羽根募金活動
　	　毎年「青い羽根募金強調運動期間」を中心に募金活動を展開し、募金へ
の協力を呼び掛けています。また、管内に「青い羽根募金支援自販機」を
設置し、その売り上げの一部をご寄附いただき、救助や訓練に必要な資機
材の購入等に充てています。

（4）資機材の整備
　	　救助体制や初動連絡体制の強化を図るため、各救難所に要望調査を実施
し、必要な救難資機材を整備しています。

世界農業遺産「能登の里山里海」　

海難救助訓練

青い羽根募金活動

救急救命講習の実施

ユネスコ無形文化遺産に登録されている
「青拍祭の曳山」

機関故障のプレジャーボートを曳航救助する
珠洲救難所救助船

６	 地域の特性等
　石川県の能登地域は、世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」と呼ばれる豊かな自然景観や、ユネス
コ無形文化遺産に選定された「奥能登のあえのこと」などの文化や祭礼が、現在も伝承される地域です。
　能登地域の海岸線は、延長約433㎞（注）にも及び、日本海や富山湾に囲まれた海岸線には、世界農業遺産に
認定された自然豊かな景観も見られるほか、高波や潮流の影響も大きい砂浜海岸や海岸段丘もよく見られます。
　東側の内浦海岸は、比較的に波が穏やかな景観が見られるものの、海岸線に岩礁や入り江が多く点在しており、
日本百景にも選定されたリアス式海岸の「九十九湾」や室町時代から天然の良港として能登の物流の拠点となっ
た「七尾港」など、沿岸域に景勝地や重要な拠点が配しています。併せて、大陸棚が沿岸の近くまで迫ってい
るため、通年にわたり多種多様な水産物が水揚げされる好漁場でもあります。
　西側の外浦海岸は、長年、日本海の激しい風浪で浸食を受けた「ヤセの断崖」や「関野鼻」に代表される海
食崖や、島や瀬と言った天然礁も多く点在するほか、鳴き砂の浜としても知られ、多くの海水浴客が訪れる「琴
ケ浜」などの美しい砂浜海岸も多く見られます。	 （注）能登半島沿岸海岸保全計画による。
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１	 設立年月日
平成12年３月15日

２	 所在地
〒650－8567
兵庫県神戸市中央区下山手通５－10－１
兵庫県企画県民部災害対策局災害対策課内
☎078－362－9988
◎交通案内
・公共交通機関
　JR西日本・阪神「元町」駅西口下車北へ徒歩約８分
　神戸市営地下鉄「県庁前」駅下車すぐ

３	 役職員の数
会　長　守本憲弘（南あわじ市長）
副会長　浜上勇人（香美町長）
副会長　竹内通弘（洲本市長）
その他役員12名（理事10名、監事２名）

４	 沿革・歴史等（主なもの）

兵庫県水難救済会

兵庫県水難救済会事務局となって
いる兵庫県災害対策センター

大正	６年　10月		1日　高砂救難所設置
昭和10年　	７月		1日　帝国水難救済会兵庫県支部設置
昭和11年　	６月30日　神戸港救難所設置
昭和12年　	２月		1日　岩屋港救難所設置
　　　　　		６月		1日　須磨浦救難所設置
　　　　　	12月		1日　明石救難所設置
昭和16年　12月10日　	明石救難所に谷八木、江井島、	

魚住支所設置
昭和24年　	４月		1日　	社団法人日本水難救済会兵庫県支部

に名称変更
昭和31年　	３月27日　津井救難所設置
昭和36年　	３月30日　福良救難所及び沼島救難所設置
昭和57年　	３月24日　津井救難所廃止
平成10年　10月		1日　但馬救難所設置
平成11年　	５月13日　柴山救難所設置
平成12年　	３月15日　	兵庫県水難救済会設立	

２町（南淡町、香住町）に沼島救難所、
福良救難所、香住救難所、柴山救難所、
但馬救難所、西宮地区救難所設置

　　　　　	12月27日　浜坂救難所設置
平成13年　	６月27日　竹野救難所設置
平成15年　	７月14日　洲本救難所設置
平成20年　	６月		6日　明石救難所、淡路市東
　　　　　　　　　　　海岸救難所及び淡路市
　　　　　　　　　　　西海岸救難所設置
平成24年　10月		1日　明石救難所廃止
平成25年　	７月10日　西宮地区第２救難所設置

兵庫県
京都府

大阪府

岡山県

鳥取県

神戸市
◎

兵庫県水難救済会

但馬救難所

洲本救難所

沼島救難所

竹野救難所

香住救難所

浜坂救難所
柴山救難所

福良救難所

淡路市西海岸救難所

淡路市東海岸救難所
西宮地区救難所

西宮地区第２救難所

守本憲弘会長

明石海峡大橋

慶野松原
（写真提供：南あわじ市）

－救難所配置図－

西宮地区第２救難所設立当時の救難所員の皆さま

5	 救難所・支所の数（令和３年４月１日現在）
救難所:12箇所　救難所員数：431名
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7	 主な保有資器材
ゴムボート４隻、安全帽67個、救命胴衣96個、
双眼鏡17個、携帯用拡声器18個、探照灯11台、
キャップライト51個、救命浮輪44個、
救急セット10式、消防兼排水ポンプ８台、
トランシーバー23個等

8	 保有救助船
各救難所の救助可能船舶約100隻（救難所員所有）

9	 活動状況
（1）出動実績（令和２年度）
　　　救助出動回数　３回
　　　出動所員数　　６名
　　　出動救助船数　６隻
（2）救助実績
　　　救助人数３名　　救助船舶数１隻

10	主に力を入れている事業
（1）救助活動
　	　海上保安庁等の要請により、遭難した人や船の救助活動にあたっ
ています。

（2）青い羽根募金事業
　	　毎年７月～８月の「青い羽根募金強調運動期間」に積極的に募金
活動を実施し、募金への協力を呼びかけています。
　	　また、兵庫県内に設置した「青い羽根募金支援自販機」の売上金
の一部が青い羽根募金として寄附されています。

（3）救難器具の整備
　	　救難体制の強化を図るため、青い羽根募金等を有効に活用し、各
救難所の救難器具の整備を行っています。

（4）救助訓練の実施
　	　水難救済意識の高揚と海難救助技術の向上を促進し、救難体制の
強化を図るため、関係機関の協力を得て救助訓練を実施しています。

香美町の岩場から海中に転落した釣り人１名を救助した
香住救難所の救助船（平成30年　名誉総裁表彰受章）

６	 地域の特性等
　兵庫県は南北に長い県域を持ち、海岸線総延長
は約840㎞で、北は日本海、南は瀬戸内海の２つ
の海に接しており、本州で２つの海に接している
県は、両端である青森県と山口県を除けば兵庫県
のみです。
　山陰海岸国立公園に属する但馬沿岸は、豊岡市・
香美町・新温泉町の３市町にまたがる総延長約
160㎞のリアス式海岸で、男性的な断崖、洞門な
どの岩場と美しい砂浜を持ち、変化に富んだ自然
美あふれる海岸です。沿岸内には、海食によって
削られた安山岩や石英粗面岩などの海食崖が雄大
な造形美をつらねる香住海岸・御火の浦・日和山
海岸、またその周辺には、国の天然記念物に指定
されている玄武洞、古くから知られる城崎温泉に
続く景勝地・観光地が連なっています。
　また、瀬戸内海国立公園の東部に位置し、瀬戸

内海最大の島である淡路島の周囲約210㎞の沿岸は、
明石海峡に面した最北端の松帆岬や名勝に指定されて
いる慶野松原、鎧崎、門崎、吹上浜、灘水仙郷、由良
などの海岸景勝地を有し、美しい眺望、緑豊かな自然、
青い海、白い砂浜などの豊かな環境に恵まれ、特に鳴
門海峡は、潮の干満のたびにうず潮があらわれ、雄大
な景観を作り出しています。
　例年夏には、大勢の海水浴客が訪れ、海水浴や釣り、
水上バイク・ウインドサーフィン等のマリンスポーツ
などを楽しむ人々でにぎわっており、海難事故が発生
した場合には、海上保安部と救難所が連携を取り、救
助活動にあたっています。

「海の安全教室」で、溺者救助のための
非常投浮の体験

「海の安全教室」で、神戸海上保安
部灯台見回り船「こううん」の見学
及び乗組員との記念撮影を実施

海開きに対応した水難救助訓練

南あわじ市役所に設置された
青い羽根募金支援自販機


