
互助会事務局より

事業の内容

［１］互助会会費 

MRJ 互助会通信

　互助会会費は、年額５００円です。
　なお、年度途中で加入される場合の会費の減額
はございませんのでご承知おきください。

［１］災害給付事業
会員が水難救助業務中に災害を受けた場合（互
助会規約第１４条）
■東京海上日動火災保険㈱と契約の給付概要
　◎死亡保険金：１５,０００,０００円
　◎後遺障害保険金額（障害等級に応じて）最大：
　　１５,０００,０００円
　◎入院保険金（事故の日から１８０日以内）：
　　４,０００円／日
　◎通院保険金（９０日を限度）：２,５００円／日
　＜注意＞
　　互助会会員が訓練に参加した場合は、平成
　２３年９月２６日付け日水救第２０５号により
　「互助会会員が訓練に参加した場合の名簿等
　の作成について」によりお願いしているとこ
　ろです。この提出された名簿に基づき、本会
　が保険会社に報告しております。
　　保険会社に名簿等の報告がなされていな
　い場合には、上記事項に該当したとしても、保
　険金を受け取ることができない場合がありま
　すので、訓練に参加した場合には、必ず、名簿
　等を作成して、互助会事務局に提出するよう
　にご協力をお願いします。
互助会会員が、第１４条の規定する災害により
死亡した場合は、本会が２万円を限度として、花
輪又は生花を遺族に給付する。（互助会規約第
１４条の２）

［2］互助会入会及び更新時期 
　互助会の会期は、当年１０月１日から翌年９月３０
日までとなっております。 
　ご案内のとおり、平成２７年度互助会の入会及び
更新につきましては、 
◎加入申込日は、原則として平成２７年８月３１日ま
　でとなっております。 
◎会費納入日は、原則として平成２７年９月３０日ま
　でとなっております。 
　なお、会費納入が遅れた場合、互助会各事業の効
力は、会費納入の翌日からとなりますのでご承知お
き下さい。 

［3］加入者の現状
加 入 者 数 ２０,６６6人（平成２７年７月末現在） 
救難所員数　５２,６６８人（平成２７年３月末現在） 
加  入  率　　３９．２％（前年度実績３６.８％） 

　東日本大震災による災害見舞金の給付につきま
しては、平成２６年度末で終了することから、平成
２７年度からの年会費は５００円となります。
　また、規約第１８条による災害見舞金給付事業の
損害の程度に応じた給付金額は、特例措置が平成
２６年度末で解除されますので、平成２７年度から
は、規約の別表とおり給付されることとなります。

［4］災害給付事業等の現状
（1）規約第１４条災害給付事業関連
　　平成２６年１０月に岩手県水難救済会久慈救難
　　所員が磯釣り中に転倒し磯場で骨折等した釣り
　　人を救助中に、足を滑らせて磯場に転倒し、右側
　　側頭部から後頭部にかけて裂創等の負傷をし
　　た。平成２７年４月に東京海上日動火災保険㈱
　　から、入院保険金５２,０００円が給付された。

（2）規約第１６条私物等損害見舞金給付事業関連
　　平成２６年８月に北海道漁船海難防止・水難救
　　済センター佐呂間救難所員が漁業操業中に海
　　中転落した乗組員を捜索中に救助漁船が水面
　　下の流木にプロペラを接触し、ブロペラを曲損
　　させた。本会から修理費用として２９，７００円を
　　平成２６年１１月に給付した。
（3）規約第１８条災害見舞金給付事業関連
　　平成２３年３月１１日発生した東日本大震災によ
　　り被災された互助会会員の方々に災害見舞金
　　を本会から給付した。
　　平成２７年７月末時点での累計数は、
　　◎給付救難所数／３２救難所
　　◎給付人数／１,０８５人（請求人数：１,２０３人）
　　◎給付金額／４,７９４万円

《２６年度分災害見舞金給付内訳》（平成２７年７月末日まで）

地方水難救済会名

救難所名

人　数

給付額

福島県水難救済会

請戸救難所

３０人

１４８万円

＜互助会加入案内＞ 
互助会は、互助会の会員及びその家族の相互救済と福利増進を図る観点から災害
補償事業、各種見舞 金事業、遺児育英事業等、他に類を見ない制度・内容であると
確信しております。 
互助会規約等をご理解の上、より多くの方々の加入をお待ちしております!!

互助会に関する問い合わせ
互助会に関する、疑問、質問等の問い合わせ先は
事務局（経理部）鈴木又は中山が承ります。
電話番号：　０３－３２２２－８０６６ 
ＦＡＸ番号：　０３－３２２２－８０６７ 
Ｅm a i l：　gojyokai@mrj.or.jp 

（1）

（2）

（1）

［2］休業見舞金給付事業
　　（会員が水難救助業務中に災害を受けた場合）

　互助会会員が負傷し又は疾病にかかり、そのた
め、療養開始後従前得ていた業務上の収入を得る
ことができない場合に、９０日を限度として、見舞金
を本会が給付する。（互助会規約第１５条）
◎休業見舞金：７,０００円／日

［4］遺児等育英奨学金事業（互助会規約第１７条）
　災害を受けた会員の遺児（第１４条に規定する災
害給付を受けた会員の遺児、重度の後遺症を負っ
た会員の子で、遺児と同等と認められる者を含
む。）に対して、育英奨学金を給付及び貸与する。

［5］災害見舞金給付事業（互助会規約第１８条）
　互助会会員が自然災害又は火災等により、会員
が所有する住居及び家財又はそれらのいずれかに
被害を被った場合は、その会員に対し、損害の程度
に応じて、３万円から１０万円の範囲内で見舞金を
給付する。ただし、損害の程度の換価価格が１０万
円未満の場合は給付の対象としない。

［6］消滅時効（互助会規約第１９条）
　互助会規約第１４条から第１８条に規定する給付
を請求する権利は、発生した日から３年間行わない
ときは、時効によって消滅する。

［7］互助会誌発行事業（互助会規約第２０条）
　年２回発行するマリンレスキュージャーナルに
ＭＲＪ互助会通信欄を設けて、互助会の事業成果、
決算報告等を会員に周知しております。

［3］私物等損害見舞金給付事業
　　（会員が水難救助業務中に災害を受けた場合）

ただし、損害額が１万円未満の場合は給付の
対象としない。（互助会規約第１６条）
当該業務を遂行中に使用していた船舶の船体・
属具を破損等した場合、損害額（当該船体・属
具の修理等に要する経費）の半額又は１０万円
のうち、いずれか少ない金額を給付する。
ただし、損害額が１万円未満の場合は給付の対
象としない。（互助会規約第１６条の２）

（２）

業務遂行のために必要と認められる私物を破
損、消失、遺失等した場合、損害額（当該私物と
同程度物の購入又は修理に要する経費）の半額
又は３万円のうち、いずれか少ない金額を給付
する。　

お知らせ
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MRJ フォーラム

　平成２７年３月１２日、東京・麹町の本会が入居して
いる海事センタービル７階会議室において、平成２６年
度第３回通常理事会が開催されました。
　理事会の開催にあたり、議長である日本水難救済会
相原会長の挨拶とご臨席の海上保安庁中島警備救難
部長からご挨拶をいただいたのち、議案審議となりま
した。議案の
第１号議案「平成２７年度事業計画（案）について」
第２号議案「平成２７年度収支予算（案）について」
第３号議案「日本水難救済会表彰規則の一部改正について」

第４号議案「役員候補者選考委員会委員の委嘱について」
第５号議案「定時社員総会の開催等について」
について審議され、それぞれ異議なく承認されました。
議案審議の後、
（１）洋上救急制度創設３０周年記念事業（案）について
（２）日本水難救済会救難所員等互助会規約及び日本水
難救済会救難所員等互助会規約実施細目の一部改正
について
の報告がなされ、その後、質疑応答に入りましたが、特に
質疑等もなく、理事会は終了しました。

■平成２6年度　第3回通常理事会

　平成２７年６月５日、東京・平河町の海運ビルにおい
て、日本水難救済会第１２３回定時社員総会が開催さ
れました。
　総会の開催にあたり、議長である日本水難救済会相
原会長の挨拶ののち、議案審議となりました。議案の
第１号議案「平成２６年度事業報告（案）について」
第２号議案「平成２６年度収支決算（案）について」
第３号議案「役員の選任について」
について審議され、それぞれ異議なく承認されました。
　第３号議案の「役員の選任について」は、本会の理事
１９名のうち１７名が第１２３回定時社員総会終結時
（平成２７年６月５日）をもって任期満了となること及び

平成２６年６月末にご逝去された谷川　久理事の後任理
事の選任並びに第１２３回定時社員総会終結時をもっ
て任期満了となる監事を選任するものであるが、今回
総会により、これまで長くご就任いただいていた山本
了三理事及び吉田公一監事が退任され、新たに麻生利
勝氏及び横山鐵男氏が理事として、また小島充嗣氏が
後任の監事として選任されました。
　なお、定時社員総会終了後に開催された平成２７年
度臨時理事会において、会長として相原　力氏、理事長
として向田昌幸氏、また、業務執行理事(常務理事)とし
て上岡宣隆氏が引続き選任されました。

■第１２３回定時社員総会等

■平成２７年度　第１回通常理事会

（公社）日本水難救済会の通常理事会、定時社員総会など開催

第1回通常理事会の様子

第3回通常理事会の様子 海上保安庁中島警備救難部長のご挨拶（左は岩崎救難課長） 定時社員総会の様子

海上保安庁秋本警備救難部長のご挨拶（左は粟津救難課長）

青い羽根募金運営協議会の様子

　（公社）日本水難救済会では、本年３月から６月にかけ、通常理事会・定時社員総会及び青い羽根募金運営協議会並
びに中央洋上救急支援協議会の総会が開催され、平成２７年度事業計画（案）と収支予算（案）や平成２６年度事業報
告（案）と収支決算（案）などが審議されました。

　平成２７年５月１４日、東京・麹町の本会が入居している海事センタービ
ル８階会議室において、平成２７年度第１回通常理事会が開催されました。
　理事会の開催にあたり、議長である日本水難救済会相原会長の挨拶
とご臨席の海上保安庁秋本警備救難部長からご挨拶をいただいたの
ち、議案審議となりました。議案の
第１号議案「平成２６年度事業報告（案）について」
第２号議案「平成２６年度収支決算（案）について」
第３号議案「平成２７年度事業計画及び収支予算の一部変更について」
第４号議案「役員の選任（案）について」
第５号議案「洋上救急制度創設３０周年記念事業について」
について審議され、それぞれ異議なく承認されました。
　議案審議の後、報告事項として平成２７年度名誉総裁表彰受章予定者に
ついて報告がなされ、その後、質疑応答に入りましたが、特に質疑等もな
く、理事会は終了しました。
　なお、第1号及び第２号並びに第４号議案は第１２３回定時社員総会
の議案として諮られることとなりました。

■平成２７年度　青い羽根募金運営協議会
　平成２７年５月２６日、東京・麹町の本会が入居
している海事センタービル７階会議室において、
平成２７年度青い羽根募金運営協議会が開催さ
れました。
　委員である外部の有識者５名が参加した運営
協議会においては、平成２６年度の青い羽根募金
活動の状況、募金の実績及び募金の使用実績が
報告されたほか、平成２７年度の青い羽根募金活
動計画が審議され、７月、８月を「青い羽根募金強
調運動期間」として全国的に募金活動を展開す
ること及び活動を展開するに当たっての具体的
推進策等が承認されました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ご祝辞を佐藤雄二
海上保安庁長官
（上）及香川水産
庁次長（左）からい
ただきました。
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MRJ フォーラム 投　稿

　平成２７年６月２４日、東京・麹町の本会が入居している海事センタービル
８階会議室において、中央洋上救急支援協議会第３０回通常総会が開催さ
れました。
　開催にあたり、(公社)日本水難救済会相原会長の挨拶ののち、中央洋上救
急支援協議会の重義行会長の挨拶があり議案の審議となりました。議案は、
第１号議案「平成２６年度事業報告について」
第２号議案「平成２６年度事業収支決算について」
第３号議案「平成２７年度事業計画について」
第４号議案「平成２７年度事業収支予算について」
第５号議案「役員の改選について」
をテーマに審議され、それぞれ異議なく承認されました。
　議案審議ののち、洋上救急の実績等について報告がなされ、その後引き
続き、来賓の佐藤雄二海上保安庁長官のご挨拶を賜りました。
　そして、海上保安庁長官のご挨拶のあと、連絡事項として「洋上救急制度
創設３０周年記念事業について」説明を行ったのち洋上救急に功労のあっ
た１団体及び２名の個人に対して会長表彰が授与され、総会を終えました。

■中央洋上救急支援協議会　第３０回通常総会

　水難救済事業や洋上救急事業に功労のあった方々
に対し、平成27年度「海の日」国土交通大臣表彰及び
海上保安庁長官表彰が贈呈されました。
　表彰者は次のとおり（敬称略）
【大臣表彰】
＜水難救助＞
宮崎一吉（（特）長崎県水難救済会稲佐救難所班長）

【長官表彰】
＜水難救済会＞
山本了三（元日本水難救済会理事）、吉田公一（元日本水難救済会
監事）、大井誠治（岩手県水難救済会会長）、加藤和夫（（特）秋田県

水難救済会監事）、中田勝久（兵庫県水難救済会副会長）、坂井俊
之（佐賀県水難救済会会長）、是澤喜幸（宮崎県水難救済会副会
長）、上村勝利（岩手県水難救済会釜石救難所唐丹支所長）、中ノ
瀬長一（（特）長崎県水難救済会稲佐救難所副所長）

【洋上救急協力者】
（個人）平良隆行（東海大学医学部付属病院医師）、新井正徳（日
本医科大学付属病院医師）
（団体）東海大学医学部付属病院、日本医科大学付属病院

　なお、山本了三氏及び吉田公一氏には、平成27年7
月21日、海上保安庁長官室において直接、海上保安庁
長官から感謝状が贈呈されました。

　わが公益社団法人福岡県水難救済会は、この４月に
創立９０周年を迎えました。
　激動の大正、昭和、平成の時代、一時は存続の危機に直
面したこともあったやに聞いておりますが、よくその困難
を乗り越え今日があることは、身の危険をも省みず救助
活動に黙々と従事して来た救難所員皆様の努力の賜であ
ります。同時にこの間、水難救済事業に惜しみないご支援
を戴いた福岡県をはじめ、多くの団体、関係者の皆様、そ
して本会に深いご理解とご指導を戴いてきた第七管区海
上保安本部、公益社団法人日本水難救済会など関係団体
の方々に敬意と感謝の誠を捧げるものであります。
　省みますと今を遡ること１２６年前の明治２２年、時
の宰相であった黒田清隆伯の強い導きにより讃岐琴平
の地に大日本帝国水難救済会が誕生、爾来、設立の主
旨である「海の安全は神の加護のみに頼らず人力の限
りを尽くして初めて得られる」の精神は次第に全国に浸

透し、既に活躍していた海防組、或
いはそれに類する組織が収斂され、
わが福岡県は大正１５年４月１日、日本水難救済会福岡
県支部として発足し、今日に至っているという尊い歴史
があります。
　しかし、現状は随分変容を遂げております。いわゆる
設立当初は漁船救助の互助組織でしたが、今や国民の
生活スタイルの変化による海洋レジャーの多様化と船
舶の大型化、機械設備の近代化等により救済内容や方
法は複雑化しています。私達４３救難所１２００名の救
難所員は創立９０周年の伝統と歴史を守りつつ、決意
も新たに一層の救難技術の向上錬磨に励み、海の安全
確保に努力し、次の１００年、そして未来に向かって海
洋思想の普及と発展に寄与する覚悟であります。
　今後ともご指導、ご支援頂きますようよろしくお願い
申し上げます。

中央洋上救急支援協議会通常総会の模様

来賓の佐藤雄二海上
保安庁長官のご挨拶

重義行中央洋上救急支援
協議会会長の挨拶

海上保安庁長官（左前列）等幹部職員と記念撮影をされる山本氏（写真左）及び吉田氏（写真右）
（公社）日本水難救済会にて記念撮影
（左から上岡常務理事、吉田氏、山本氏、向田理事長）

団体表彰を受章された東海大学医学部付属病院
（代表受章者は、中川儀英医師）

個人表彰を受章された日本医科大学付属病院　
新井正徳医師

個人表彰を受章された東海大学医学部付属病院　
平良隆行医師

「協定書」を締結する香川県浜田恵造知事（左）と香川県水難救済会琴陵泰裕会長（右）

協定書を手にする浜田知事と琴陵会長（中央）
（右2人は同席した鈴木高松海上保安部長と服部特別顧問）

　平成２７年２月１３日、香川県庁において、「災害時に
おける船舶による輸送等に関する協定書」の締結式が
挙行されました。本協定は、大規模災害発生時におい
て、香川県からの要請に基づき、島嶼部や道路の不通
により孤立した沿岸部に対して、救難所所属船艇により
被災者や災害応急対策に必要な人員、救援物資等の
輸送を迅速に行う、必要な事項を定めたものです。
　同締結式に、香川県からは浜田恵造知事、危機管理
総局長、農政水産部長等、当会からは、琴陵泰裕会長、
服部郁弘香川県漁業協同組合連合会会長（特別顧
問）、鈴木啓之高松海上保安部長（顧問）等が出席され
ました。
　挨拶で浜田恵造知事は、｢災害時には輸送手段を確
保して迅速に対応することが必要不可欠だ。機動性が
高い漁船を活用させていただくことは心強い｣と述べ
られ、また、琴陵泰裕会長は｢南海トラフ巨大地震にで
きる限り備えをしたい。困っている人たちに手厚い救
護をしていきたい｣と述べられました。
　香川県では人が生活する島が２４あり、本協定の締
結により災害時の孤立対策として期待されています。

福岡県水難救済会創立９０周年に寄せて
公益社団法人福岡県水難救済会

会長　井手　善来

香川県水難救済会

香川県との「災害時における船舶による輸送等に関する協定書」締結式について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「洋上救急功労」として日本水難救済会会長表彰を受章した方々
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平成27年度「海の日」大臣表彰及び長官表彰が贈呈されました



公益社団法人日本水難救済会

〒102-0083　東京都千代田区麹町4丁目5番地
　　　　　　　 海事センタービル7階
電話：03-3222-8066　FAX：03-3222-8067
http://www.mrj.or.jp/index.html

　日本水難救済会では、会員（2号正会員または賛助会員）
となって本会の事業を支援していただける方々を募集して
います。
　2号正会員資格は、本会の事業目的に賛同して、年会費1
口1万円（1口以上）を納付された方で、会員になりますと、
総会に出席することにより当会事業に参画できます。
　賛助会員は、金品を寄付することにより本会の事業に貢献
いただくもので、寄付された方は、法人税・所得税の控除を
受けられる特典があります。
　希望される方は、当会にご連絡いただければ、入会申込書
をお送りいたしますので、必要事項を記入してお申し込み下
さい。

● 日本水難救済会会員募集 ●

編 集 後 記
☆本年の名誉総裁表彰では、大雨により孤立した小中学生４８名を待機中の巡視船艇まで
移送し無事救助した功績で、徳島県水難救済会阿南救難所椿泊支所が受章しました。
災害救援の功績では初めての受章ですが、自然災害の発生が目立つ昨今、救難所の活
動は地域の安全安心のため益々重要になるものと思われます。

☆青い羽根募金について、今年は特に安倍首相自らがface bookで協力を呼びかけて
下さいました。安倍首相が公益性の高い本会の各事業を高く評価いただいていることの
表れであると思います。水難救済会の知名度アップにつながること間違いなし。

☆今年の青い羽根募金ポスターには、島根県立しまね海洋館のシロイルカを採用しました。
このシロイルカは「空気の輪」を上手に吹き出すことで有名ですが、この輪にあやかって
「皆様の協力の輪」が広がることを願っています。これまで青い羽根募金ポスターに協力い
ただいた城島健司様にお礼申し上げます。

☆「海の安全安心を支えるボランティアたちの群像」では、京都府水難救済会の「マリンレス
キュー網野救難所」と「丹後町救難所」に協力をいただきました。京都府北部で活躍される
救難所員の皆様の水難救済への思いがひしひしと伝わってきました。

☆第２回となる「レスキュー41～地方水難救済会の現状」では、秋田県水難救済会と石川
県西部に寄稿をいただきましたが、それぞれの「主に力を入れている事業」など、他の水難
救済会の参考となるもとの思います。両水難救済会の益々のご発展をお祈り致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（常務理事　上岡宣隆）

制作 ・ 印刷　株式会社交文社

　平成２７年５月１６日、第１９回「たまの・港フェスティ
バル」の会場において、岡山県水難救済会の賛助会員
である【おかやまライフガードレディース】（活動者：岡
山県玉野市胸上漁協女性部等６名）が、来場者に対し、
玉野海上保安部と合同でライフジャケットの着用方法
を指導するとともに、「救命胴衣の常時着用」「自分で
守ろう大事な命」を呼びかける海難防止啓発活動を実
施しました。
　この「たまの・港フェスティバル」は、付近自治体や関
係省庁、各企業が協賛し宇野港を中心として様々な催
し物が企画され、出店も多く、年を重ねるごとに来場者
が増えており、今年は２日間で約９３，０００人が来場し
ました。
　啓発活動は、初日の１６日、午後から実施しましたが、
この日は、水難事故防止を目的に救命胴衣の常時着用
を呼びかけている公益財団法人マリンスポーツ財団の
【Ｒｅａｄｙ，ｓｅｔ， Ｗｅａｒ Ｉｔ！】のイベントも行われており、
同じ趣旨から同イベントにも協力し『ライフジャケット
着用人数世界一にチャレンジ』への支援もあわせて行
いました。
　当日は、心配されていた雨もあがり曇り空で暑くも

なく、来場者数約３３，０００人と会場が賑わうなか、【お
かやまライフガードレディース（ライフジャケット着用
推進員）】の皆さんは、『海難防止啓発活動用』のライフ
ジャケットを着用し、これからの水難事故が増えるシー
ズンを前に、親子連れや若い来場者の方にパンフレット
等を手渡しながらライフジャケットの重要性を訴え、
「救命胴衣の常時着用」「自分で守ろう大事な命」を
キャッチフレーズに海難防止を呼びかけるとともに、
【Ｒｅａｄｙ，ｓｅｔ，Ｗｅａｒ Ｉｔ！】のイベント「ライフジャケット
の着用人数世界一」にもチャレンジしました。
　来場者の皆さんは、ライフジャケット着用が初めての
方も多く、海や川などでの不幸な事故がマスコミで報
道されることが多いなか、ライフジャケットの重要性を
この推進活動を通じて、再認識していました。

岡山県水難救済会
《おかやまライフガードレディース活動報告》

【Ｒｅａｄｙ，ｓｅｔ， Ｗｅａｒ Ｉｔ！】とは
水辺での事故減少を目的に「救命胴衣の必要性」と
「常時着用」を呼びかける、全米安全運行評議会がア
メリカ沿岸警備隊の指導の下、年に１日（２４時間以
内）だけ、ライフジャケット着用人数世界記録に挑戦
する国際的なイベントです。

『救命胴衣の常時着用』『自分で守ろう大事な命』を呼び掛けるとともに【世界記録に挑戦！】

「Wear It!」に協力する「おかやまライフガードレディース」

パンフレット等を配布し、啓発活動を行う
「おかやまライフガードレディース」
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