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（公社）日本水難救済会の通常理事会、定時社員総会等を開催

　（公社）日本水難救済会は、本年 3 月中旬から 6 月上旬までに通常理事会・定時社員総会・臨
時理事会を開催し、令和元（平成 31）年度の事業計画（案）と収支予算（案）及び平成 30 年度事業
報告（案）と収支決算（案）などを審議しました。

■平成30年度第3回通常理事会
（開催日：平成31年3月14日、開催場所：海事センタービル）

　はじめに、議長である日本水難救済会相原会長の挨
拶の後、ご臨席の海上保安庁警備救難部東城救難課長
から平成30年の船舶事故隻数や水難救済会の海難救助
件数について、また、洋上救急出動件数が900件に達
したことへの感謝の言葉が述べられるとともに、「地域
に密着した水難救済会とこれまで以上に連携していく
ことが必要であるので今後もよろしく願いたい。」との、
ご挨拶があり、その後、議案審議となりました。
議案は、
　第1号議案「平成31年度事業計画（案）について」
　第2号議案「平成31年度収支予算（案）について」
　第3号議案「規則の一部改正について」
　第4号議案「新規会員入会の承認について」
　第5号議案「定時社員総会の開催等について」
が審議され、それぞれ異議なく承認されました。
　なお、規則の一部改正では、災害救援活動を行った場
合、海難救助活動を行った場合と同様に報奨費を交付す

■令和元年度第1回通常理事会
（開催日：令和元年5月22日、開催場所：海事センタービル）

　はじめに、議長である日本水難救済会相原会長の挨拶
の後、ご臨席の海上保安庁警備救難部東城救難課長から
平成30年の海難の現況と対策を海上保安庁ホームペー
ジで公開した。さらに、救助体制の充実強化をはかるた
め、本年4月に応急措置が可能な救助員制度を創設した。
また、ゴールデンウィークを挟む期間における海の事故
に関し、三重県熊野市での磯場で海中転落した釣り人を
三重県水難救済会の救助船が海保航空機の誘導により救
助、巡視艇に引き継いだ事例の紹介と「地域に密着した
水難救済会との連携し海難をはじめ自然災害、大型ク
ルーズ船の大規模海難事故に取組んでいきたい。」との
ご挨拶があり、その後、議案審議となりました。
議案は、
　第1号議案「平成30年度事業報告（案）について」
　第2号議案「平成30年度収支決算（案）について」
　第3号議案「 令和元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」
について審議され、それぞれ異議なく承認されました。

ることとし、本会に報告を行うよう規則に追加したもの
です。
議案審議の後、
　（1） 日本水難救済会表彰関係規則運用要領の一部改

正について
　（2） 韓国海洋警察庁救助安全局長との意見交換会の

実施について
　（3）本会の財政状況について
の報告がなされ、その後、質疑応答に入り、出席理事
から「青い羽根募金の自販機の売上げが減少している」
などの発言があった。その後、特に質疑等もなく、理事
会が終了しました。

議案審議の後、
　（1）職務の執行状況の報告について
　（2） 西日本豪雨災害時の広島県水難救済会の災害救援

活動に対して広島市長から感謝状の贈呈について
　（3）令和元年度名誉総裁表彰受章予定者について
の報告がなされ、その後、質疑応答に入りましたが、特
に質疑等もなかったことから、引き続き、議長の相原会
長から6月の定時社員総会終結時をもって退任となる武
井理事、松本理事及び山田理事の3名に対し、本会の発
展に尽力されたことに対する御礼が述べられ、理事会は
終了しました。
　なお、第1号、第2号及び第3号議案は、第127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30年度第3回通常理事会の様子

第1回通常理事会でご挨拶される海上保安庁警備救難部東城救難課長

MRJ フォーラム

■令和元年度臨時理事会
（開催日：令和元年6月11日、開催場所：平河町海運ビル）

　第127回定時社員総会終結時をもって、本会会長相原力氏の代表理事（会長）の任期が満了したこと及び役員候補
者選考委員会の委員の任期も満了したことから、定款及び役員候補者選考委員会規則に基づき理事会に諮り、承認を
得る必要があるため、定時社員総会終了後に臨時理事会を開催しました。
議案は、
　第1号議案「代表理事（会長）の選任について」
　第2号議案「役員候補者選考委員会委員の委嘱について」
が審議され、第1号議案については、相原力氏が引き続き、本会代表理事（会長）に異議なく選任され、また、第2号
議案についても、異議なく、麻生法律事務所弁護士 麻生利勝氏、日本海事新聞社会長 大山高明氏、電気通信大学監事 
松山優治氏の3名に引き続き委嘱することが了承され、臨時理事会を終了しました。

■第127回定時社員総会
（開催日：令和元年6月11日、開催場所：平河町海運ビル）

　定時社員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後、議案審議となりました。
議案は、
　第1号議案「平成30年度事業報告（案）について」
　第2号議案「平成30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」
が審議され、それぞれ異議なく承認されました。
　なお、第3号議案の「役員の選任について」は、第
127回定時社員総会終結時をもって理事21名のうち17
名が任期満了となること及び武井理事、松本理事及び山
田理事がこの社員総会をもって退任されることから14
名の理事の再任と一般財団法人海上災害防止センター
理事長の中島敏氏、公益社団法人日本医師会常任理事の
長島公之氏及び公益社団法人北海道海難防止・水難救済

センター理事長の西野憲一氏を新たな理事として選任す
ることについて理事会で推薦があったものであるとの
説明がなされたうえで、新たな理事が選任されました。
議案審議の後、
　（1）令和元年度事業計画
　（2）令和元年度収支予算書
　（3）名誉総裁表彰式典の開催について
についてそれぞれ報告を行ったのち、議長より、本日の
議案審議及び報告の全てを終了した旨発言があり、最後
に岩並秀一海上保安庁長官及び長谷成人水産庁長官か
らご挨拶を頂き、その後、閉会となりました。

説明を行なう理事・監事（左から小川監
事、小島監事、加賀谷常務理事、菊井理
事長）

相原会長の挨拶

第127回定時社員総会の様子

岩並海上保安庁長官（写真左）と長谷水産庁長官（写真右）からご挨拶を頂きました。
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MRJ フォーラム 投　稿

佐賀県水難救済会設立 20周年にあたって
佐賀県水難救済会　　

会　長　峰　達郎
（唐津市長）

西日本豪雨災害時の広島県水難救済会の災害救援活動に対し、
広島市長から感謝状が贈呈されました

広島県水難救済会

　私たち佐賀県水難救済会は今年4月に設立20周年を
迎えることができました。
　これもひとえに身の危険を省みずに救助活動に従事
されてきた歴代救助員の皆さまのご努力の賜物であり、
ここに深く敬意と感謝を申し上げます。
　また、佐賀県をはじめとする会員自治体の皆さま、漁
業協同組合、小型船安全協会、多くの関係機関及び関係
団体の皆さま、そして青い羽根募金の主旨にご賛同のう
えご支援いただいている皆さまに深く感謝申し上げます。
　ご存知のとおり、私たちが住む佐賀県は九州北西部に
位置し、県北部は玄界灘（玄海地区）、県南部は有明海（有
明海地区）に面しています。
　玄海地区には、複雑な海岸線を有する東松浦半島、そ
の沖合には7つの有人離島が所在しており、これらを取
り囲む玄海灘は、古くからわが国と大陸や朝鮮半島を結
ぶ海上交通の要所として栄えるとともに、海の難所とし
て知られる一方で、波風による温暖な対馬海流が流れる
好漁場でもあります。
　有明海地区は満潮と干潮の潮位差が日本一の海域の
ため、干潮時には広大な干潟が現れ、船舶交通を阻む
こともありますが、干潟特有の特殊な海洋環境によっ
て豊かな海産物を産み出しています。このような特性
の海域を持つ佐賀県では日本水難救済会の前身である
帝国水難救済会の傘下組織として、昭和8年に竹崎救難
組合（藤津郡太良町）が結成され、翌9年には呼子救難
所（唐津市呼子町）が設置されたとの記録があり、以降、
幾多の変遷を経て、平成11年4月1日に日本水難救済会
の地方組織として佐賀県水難救済会が設立されました。

　平成30年7月の西日本豪雨の際に広島市
消防局の管内で海楽園ハーバーレスキュース
テーション救難所が水上オートバイを使って
通常のボートや船では捜索できない入江の船
溜まりやコンテナバースの下などで行方不明
者の捜索に協力したことに対し、平成31年3
月14日、広島市役所において、広島県水難
救済会に対して松井一實広島市長から感謝状
が贈呈されました。
　贈呈式では、松井広島市長から「長期間の
支援ありがとうございました。復旧復興に全
力で取り組みますので今後も安心安全なまち
づくりに協力をお願いします。」との挨拶が
ありました。
　なお、去年7月の西日本豪雨で広島市消防
局の管内では、大規模な土砂崩れや土石流が
発生し、あわせて53人が死亡、今も3人が行
方不明となっています。

　現在では、県内に11の救難所を配し、所属する救助
員数約700名、救助船隻数約600隻を有する県内唯一
の水難救助ボランティア組織に成長しています。
　また、当会設立から今日に至るまでの間、145件以
上の海難に対して、延べ362隻、688名以上の当会救
難所の皆さまが昼夜・荒天下を問わず出動され、90隻
の船舶と148名の尊い人命を救助していただきました。
　歴代救助員の皆さまには、あらためて敬意と感謝を申
し上げます。
　佐賀県水難救済会といたしまして、新元号となった
令和元年に節目となる設立20年目を迎えることができ、
これを機に決意も新たにして本会の目的である「水難
の予防、水難及び災害に伴う人命等の救済・救援活動、
地域社会への貢献等」に寄与し、新時代に一層の発展が
図れるように努めてまいります。
　今後とも皆さまのご指導とご支援をよろしくお願い
します。

総会で挨拶を行う佐賀県水難救済会会長 峰達郎氏

受賞した方々に対してご挨拶を行う松井広島市長

松井広島市長から贈呈された感謝状

祝賀会で挨拶する佐賀県議会議員 藤木卓一郎氏

永年勤続功労者及び事業功労者に対し、佐賀県水難救済会の会長表彰が行われました。
（左から佐賀県水難救済会峰会長、九州電力㈱佐賀支社副支社長 木塚惠太氏、からつ
夢バンク代表 小島起代世氏、唐津市危機管理防災課長 内山茂昭氏、佐賀有明海マリン
救難所長 德淵憲彦氏、佐賀有明海マリン救難所副所長 青木力氏、伊万里マリン救難所
長 金子義弘氏、唐津海上保安部長 本田雄一氏、日本水難救済会 菊井理事長）

松井一實広島市長から感謝状を贈呈される広島県水難救済会事務局長　杉町　修氏

松井広島市長（写真前列左）や広島市消防局職員（後列）
と記念撮影を行なう広島県水難救済会杉町事務局長

（写真前列右）捜索中の広島県水難救済会海楽園ハーバーレスキューステーション
所属の救助艇（水上オートバイ）
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■互助会の組織・役員
＜互助会理事会＞

会　長　　 1名（公益社団法人日本水難救済会会長）
理事長　　 1名（同上　理事長）
理　事　　 3名以上5名以内（公益社団法人日本水難救済会が推選する理事）
会計監査役 2名以上3名以内（公益社団法人日本水難救済会の監事）

＜事務局＞　日本水難救済会に置く。
事務局長（日本水難救済会常務理事）
事務局内に運営事業部を設置（経理部が担当）

■加入者の現状
加 入 者 数　20,434人（令和元年6月30日現在）
救難所員数　51,178人（平成31年3月31現在）
加　入　率　39.9％（前年度実績40.2％）

■会計年度
互助会の会計年度は、10月1日から翌年9月30日までとなっています。

■互助会加入手続き等 
・ 互助会の加入申込みは、規則で指定された書類（様式第1号）により、救難所長名で互助会会長宛に行うこととなっ

ています。
・互助会加入の申込みにあわせ、会費を納入してください。
・ 互助会へ加入されている方でも、翌年9月末で効力がなくなりますので毎年、定期的に更新加入する必要があり

ます。

　「互助会」は、公益社団法人 日本水難救済会（以下「本会」という。）の「正会員」となっている40
地方水難救済会の傘下、約1,300ヶ所の救難所・支所に所属されているボランティア救難所員をはじめ、
地方水難救済会に所属されている役職員及びこれら救難所員等の家族（以下「会員等」という。）の皆
様方の相互救済と福利増進を図る観点から、各種事業を行なうことにより、会員等の福祉に寄与する
とともに、本会の事業となっている水難救済活動など効率的な事業運営に資することを目的として、
平成20年3月から運用しています。
　令和元年6月30日現在の会員は、20,434人となっています。
　互助会への加入は任意となっていますが、本会では、より多くの皆様方の加入を推進しております。

2　事業の内容

［1］災害給付事業
　（1）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

　（2）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
　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］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。
休業見舞金　7,000円／日 （互助会規約第15条）

［3］私物等損害見舞金給付事業
　　（�会員が水難救助業務中に私物または使用船舶に損害

を受けた場合）
（1）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。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）

（2 ）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）

［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いる。
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注）救難所員数は、各年度末（3月31日）現在であり、互助会加入者数は29年度までは各年度末（9月30日）現在である。

◆平成22年度以降の救難所員数と互助会会員数の推移（参考）

○会員の加入、退会に関すること
○予算及び決算に関すること
○各事業の実施に関すること
○その他、互助会運営に必要なこと

MRJ 互助会通信

1　互助会の概要

■互助会の会費
互助会会費は、年額500円です。年度途中で加入される場合でも、会費の減額はありません。
令和元年度互助会の新規入会及び更新については、
・加入申込日 ⇒ 原則として令和元年8月31日まで
・会費納入日 ⇒ 原則として令和元年9月30日まで
となっています。
注）会費納入が遅れた場合、互助会の加入は、会費納入の翌日からとなりますのでご承知おきください。

＜お願い＞
令和元年から互助会専用の「ゆうちょ銀行口座」を開設しました。
　　会費の振込みは、新しい「払込取扱票」を使ってね !!

加入者名　「公益社団法人日本水難救済会互助会」
口座番号　「00180-9-451784」

　　注）旧払込取扱票は使用しないでください。

新しい「払込取扱票」

以上 !! よろしく
お願い致します
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制作・印刷　株式会社第一印刷所

　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号正会員は、本会の事業目的に賛同して、年会費1口（1口1万円）
以上を納付され入会される個人又は団体の方で、正会員になります
と総会への出席など本会の事業に参画することができます。

　賛助会員は、正会員以外であって、金品を寄附して本会の事業を
賛助するため入会される個人又は団体の方で、ご寄附された方は、
所得税・法人税の控除を受けられる特典があります。

■会員への入会を希望される方へ
　本会にご連絡いただければ「入会申込書」などをお送りいたします。
　また、本会のホームページの「会員登録／お問い合わせ」にて、
必要事項を記入して本会にお申し込みください。

連絡先：公益社団法人日本水難救済会
☎03-3222-8066  FAX 03-3222-8067 
http://www.mrj.or.jp/index.html

編 集 後 記
☆�　７月中旬までは、梅雨寒、日照不足がニュースになっていましたが、梅雨明けしてからいきなり猛暑が続いてい
ます。明治８年に気象庁の観測が始まって以来、21世紀になるまでの126年間に東京の７月の平均気温が31度を超
えたのがわずか７回でしたのに、21世紀になってから既に７回を数えていると、先日読んだ本に書いてありました。
温暖化は確実に進んでいるようです。

☆　さて、今回のMRJは夏号ですので、MRJグラビアに名誉総裁表彰式典の記事を掲載しています。
　�　高円宮妃久子殿下から直接名誉総裁章等を授与された海難救助功労の藤平様、濵本様及び事業功労の遠藤様、誠
におめでとうございます。そして、残念ではありますが事業功労の山田様におかれましては、謹んでご冥福をお祈
り申し上げます。
　�　海難救助功労の救助状況を読みますと、海中転落した釣り人が同僚の投げ入れた釣り糸を手に巻いて救助を待っ
ていたとのこと。丈夫だとはいえ細い釣り糸で身体を支えていたのですから救命胴衣を着用していたことも救助成
功の要因の一つだったのではないかと思います。漁や釣りに行かれる方は必ず救命胴衣を着用しましょう。

☆�　マリンレスキュー紀行では、石川県西部水難救済会の二つの救難所を紹介しています。羽咋滝港マリーナ救難所
の「よろしく人事を尽くして海難救助の具体的方策を確立すべき」との所是、いいですねぇ。小松美川救難所では、
宴会中に海保からの連絡で「酒飲むの止め！」の号令、素晴らしい。どちらも、比較的新しい救難所とおっしゃっ
ていますが、既に20年と16年です。長きにわたる継続運営に敬意を表します。新しい救難所といえば、三つの新設
救難所を紹介しています。いずれも海洋レジャーが盛んな地区ですのでこれからの活躍を期待しています。

☆�　青い羽根募金活動レポートでは、JR四国の琴平駅に青い羽根募金支援自販機が設置されたことを紹介しています。
海の駅には設置した例がありますが、JRの駅への設置は全国で初ではないでしょうか。香川県水難救済会の琴陵会
長のご尽力とJR四国の半井社長のご協力の賜とお聞きしております。誠にありがとうございます。これを機に全国
のJRや公共交通機関の駅への設置が広がるようにしたいものです。全国の水難救済会の皆様、頑張りましょう。

☆�　レスキュー41では、静岡県水難救済会と島根県水難救済会の紹介です。どちらも県と災害応急対策に関する協定
を結んでおり、海難救助だけでなく災害支援にも力を入れていることがわかります。

☆�　MRJフォーラムに２件の投稿がありましたので掲載しています。佐賀県水難救済会と広島県水難救済会の皆様、
ありがとうございます。

☆�　最後に、マリンレスキューレポートでは、水難救助活動報告や洋上救急活動報告で多くの出動事例を紹介してい
ます。今年度は、海難出動件数も洋上救急出動件数も昨年度を上回っております。全国の救難所員の皆様及び協力
医療機関の皆様、引き続き事案の対応について、よろしくお願いいたします。

（常務理事　加賀谷�尚之）

日本水難救済会	会員募集!!
3　給付事業の事例

　平成30年10月1日〜令和元年6月末までの間において、災害見舞金給付事業（日本水難救済会救難所員等互助会規約（以
下「規約」という。））第18条に関し、次のような事例がありました。

〔事例〕
　平成30年7月8日、高知県水難救済会所属の救難所員の自宅が自然災害である豪雨により床上浸水したため、規約第
18条の規定に基づき、「災害見舞金給付事業」として平成30年11月15日、災害見舞金30，000円を給付した。

　なお、災害給付事業（規約第14条関係）、休業見舞金給付事業（規約第15条関係）、及び私物等損害見舞金給付事業（規
約第16条関係）並びに遺児等育英奨学金事業（規約第17条関係）に該当する事案はありませんでした。
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注) 図中「規約」とは「日本水難救済会救難所員等互助会規約」をいう。 

─　事案発生から給付までのフロー図　─

各地方水難救済会会長　経由

各救難所の所長

救難所員等
※互助会に加入
　している者

※災害給付事業以外
　の事業 

（災害）発生報告等及び給付請求書受理・審査・認定
公益社団法人日本水難救済会　互助会

（※「災害給付事業」のみ）
保険契約の締結 

保険会社

互助会  
豆知識

救難所等のみなさんへ！！
500円で大きな安心を！！

互助会に関する、ご意見・問い合わせ等は
事務局（経理部）森または廣岡が承ります。

　　電話番号　03－3222－8066
　　FAX番号　03－3222－8067

互助会に関する問い合わせ


