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（公社）日本水難救済会　令和元年度第２回通常理事会開催

令和元年度第2回通常理事会の模様

令和元年１０月１８日、海事センタービル４階会議室において、令和元年度第２回通常理事会が開催され、
令和２年度予算の助成金等の申請などについて審議されました。

令和元年「海の日」にあたり、国土交通大臣表彰や海上保安庁長官表彰を受賞されました

令和元年「海の日」にあたり、地方水難救済会会長のほか多くの方々が「国土交通大臣表彰」
及び「海上保安庁長官表彰」を受賞されましたのでご紹介いたします。

国際会議において「洋上救急900件達成」を発信！

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

国土交通大臣表彰　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）　　　
〇洋上救急協力者
　沖縄赤十字病院医師　佐々木　秀章
海上保安庁長官表彰
〇関係公益法人等役職員（救難所等）
　・公益社団法人北海道海難防止・水難救済センター　天塩救難所長　菅井 好文 
　・岡山県水難救済会マリンポートセンター 宮浦救難所長　武田　泰栄 
　・山口県水難救済会岩柳地区大畠救難所柳井市救難支所長　松野　利夫 
　・広島県水難救済会マリンウェーブレスキューステーション所長　山村　道信
〇関係公益法人等役職員
　・公益社団法人日本水難救済会理事　武井　立一 
　・新潟県水難救済会理事 佐藤 正 
　・岡山県水難救済会会長 黒田 晋 
　・香川県水難救済会会長 琴陵 泰裕 
　・山口県水難救済会副会長 濵本 幾男 
　・公益社団法人福岡県水難救済会会長 今林 久
　・石川県西部水難救済会会長 山辺 芳宣
〇洋上救急協力者（団体）
　・日本医科大学付属病院
〇洋上救急協力者（個人）
　・東海大学医学部付属病院　医師　辻 友篤　　 

投稿

　会議冒頭、令和元年度定時社員総会において新たに理
事となられた公益社団法人北海道海難防止・水難救済セ
ンター理事長西野憲一氏の紹介と同人からご挨拶をいた
だいた。

　その後、議長の日本水難救済会相原会長の開会挨拶に
引き続き、海上保安庁星澄夫警備救難部長から「日本水
難救済会が１３０周年を迎えられる事、心よりお喜びを申
し上げます。輝かしい救助実績や崇高な活動に対し心より
敬意を表しますとともに感謝を申し上ます。
　台風１９号により東日本を中心に甚大な豪雨災害が発
生をしており、お亡くなりになられました方々に哀悼の意
を表しますとともに被災された方にお見舞いを申し上げた
い。海上保安庁におきましても発災当初より様々な活動を
しており、これまでのところ４０名を吊り上げ救助するなど
人命救助そして生活支援に全力を尽くしている状況です。
　日本水難救済会におかれましては災害時における救援
物資の搬送にかかる協定、これを全国の１５の自治体と締
結していただいており、災害対応にもよろしくお願します。
　全国の救難所におきましては、７月、８月の報告ではあ
りますが、２７件６３名の尊い人命を救助していただいお
り、海上保安庁におきましてもこれからは「救える命は

しっかり救う」という方針の下で人命救助そして災害対応
に万全を期してまいります。」との挨拶がありました。
議案審議に入り、相原会長の議事進行により
　第１号議案「令和２年度日本財団及び日本海事セン
　　　　　　ター等に申請する予算（案）について」
　第２号議案「新規会員入会の承認について」
　第３号議案「日本水難救済会救難所員等互助会役員の
　　　　　　推選について
の３議案について、加賀谷常務理事が説明を行なった後、
それぞれ議案が審議され、承認されました。
　特に、第1号議案の審議では、令和２年度予算の計画案
及び公益財団法人日本財団、公益財団法人日本海事セン
ター及び日本郵便株式会社に申請する助成金、補助金そ
れぞれの申請内容について説明を行った。
　議案の審議に引き続き、報告事項として（１）「職務の執
行状況の報告について（令和元年度事業進捗状況中間報
告）」について、加賀谷常務理事から概要の説明がなされ
たのち、菊井理事長から本会の財政状況について中間報
告がなされた。
　また、報告事項（２）「国土交通大臣及び海上保安庁長
官表彰について」及び（３）「台風被害について」の２件に
ついて、加賀谷常務理事から説明がなされ、国土交通大
臣及び海上保安庁長官表彰については、７月の海の日に
表彰された地方水難救済会等の会長等の表彰が元年度
は多かったこと、また、台風被害については、特に９月に発
生した１５号台風による千葉県の被害状況を中心に説明
がなされた。
　その後、議長が報告事項及び全体についての意見等を
求めたところ、特段質問等がなかったことから、第２回通
常理事会を終了しました。

　令和元年9月9日～13日、国際民間航空機関（ICAO）
と国際海事機関（IMO）とが合同で実施する第26回航
空･海上捜索合同作業部会（JWG26）がチリ共和国に
おいて5日間の日程で開催され、日本からは海上保安
庁の職員が参加しました。同作業部
会には各国の捜索救助専門家が集ま
り、捜索救助体制や手法、捜索救助に
関する機器などについて情報共有が
図られ、世界的な捜索救助システム
のあり方等に関する議論が交わされ
ました。
　海上保安庁からは、昭和60年に始
まり、国籍を問わず多くの傷病者を搬
送してきた洋上救急制度における救
助実績として「洋上救急900件達成」
に関するインフォメーションペーパー

が同作業部会に提出されました。さらに、海上保安庁職
員による洋上救急制度の設立背景や制度概要のプレゼ
ンテーションが実施され、傷病者搬送における日本の官
民が連携した取り組みが世界に発信されました。

海上保安庁星警備救難部長のご挨拶

海上保安庁警備救難部
救難課 国際救難係

航空・海上捜索合同作業部会で説明する海上保安庁職員

挨拶をされる西野理事

海上保安庁長官表彰を受賞され（写真上）、
海上保安庁警備救難部救難課の職員と懇談された（写真下）
日本水難救済会の前理事　武井立一氏
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令和元年度 第1回互助会理事会開催

［１］加入者数について

平成30年度収支決算書（平成30年10月1日から令和元年9月30日）

MRJ 互助会通信

　平成３０年度末の加入者数は、２０，４４６人（全国の救難所員全体の約39.6％、前年度比309名減）であった。

［2］災害給付及び見舞金給付事業

互助会の理事会が開催され、「平成３０年度事業報告及び収支決算（案）」と「令和元年度事業計画及び
収支予算（案）」が審議されました。

　互助会は、日本水難救済会の正会員となっている地方水難救済会に所属する救難所員等（役職員を含む。）で、入
会を希望する者（会員）で構成され、会員及びその家族（会員等）の相互救済と福利増進を図る観点から各種事業を
行うことにより、会員等の生活の安定と福祉に寄与するとともに、日本水難救済会の効率的な事業運営に資すること
を目的として事業を実施した。

平成３０年度事業報告（平成30年10月１日から令和元年9月30日まで）

【第１号議案】 平成３０年度事業報告及び収支決算（案）について

第1回互助会理事会の模様
(左下から時計回りに、福田理事、西野理事、菊井理事長、相原会長、加賀谷事務局長、
小川会計監査役、小島会計監査役、横山理事、三宅理事

Ⅰ　事業活動収支の部　　　　
　１  事業活動収入　　　　
　　（1）会費収入　　　　
　　　  互助会会費収入
　　（２）雑収入
　　　  受取利息収入
　　　  雑収入
　　事業活動収入計
  2  事業活動支出　　　　
　　（１）事業費支出
　　　  会誌発行費支出
　　　  保険料支出
　　　  互助会給付金支出
　　（２）管理費支出
　　　  人件費支出
　　　  会議費支出
　　　  旅費交通費支出
　　　  通信運搬費支出
　　　  事務費支出
           電算機事務費支出
　　　  印刷製本費支出
　　　  光熱水料費支出
　　　  賃借料支出
　　　  諸謝金支出
　　　  雑支出
　　事業活動支出計
　　事業活動収支差額
Ⅱ　投資活動収支の部
  1  投資活動収入
　　　  投資活動収支計
  2  投資活動支出
　　　  互助会給付引当資産取得支出
　　投資活動支出計
　　投資活動収支差額
Ⅱ　予備費支出
　　当期収支差額
　　前期繰越収支差額
　　次期繰越収支差額

　　　　
　　　　
　　　　

10,500,000
2,000,600

600
2,000,000
12,500,600

2,890,000
1,000,000
1,890,000

0
3,622,000
1,700,000
26,000
200,000
160,000
111,000
169,000
300,000
21,000
874,000
11,000
50,000

6,512,000
5,988,600

0

72,593,603
72,593,603
△72,593,603
1,000,000

△67,605,003
67,605,003

0

　　　　
　　　　
　　　　

10,244,000
2,103,592

746
2,102,846
12,347,592

2,444,592
524,592

1,890,000
30,000

3,244,964
1,703,167

8,350
0

113,559
71,736
172,879
205,201
19,213
873,125
10,314
67,420

5,689,556
6,658,036

0

74.263,039
74.263,039
△74.263,039

0
△67,605,003
67,605,003

0

　　　　
　　　　
　　　　
256,000
△102,992

△146
△102,846
△153,008

445,408
475,408

0
△30,000
377,036
△3,167
17,650
200,000
46,441
39,264
△3,879
94,799
1,787
875
686

△17,420
822,444
△669,436

0

1,669,436
1,669,436
△1,669,436
1,000,000

0
0
0

科　　目 予 算 額 決 算 額 差　　異

（単位：円）

（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に、本
　　人又はその遺族に対して互助会規約の定めるところ
　　により所定の給付を行い、また、会員が前記の災害に
　　より死亡した場合に、２万円を限度として花輪又は生
　　花を遺族に贈るための事業であるが、３０年度におい
　　て該当する事例はなかった。
（２）休業見舞金給付事業
　　　会員が水難救助業務中に負傷し又は疾病にかか
　　り、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、規約の定めるところにより、所定の見舞金を
　　給付するための事業であるが、３０年度において該当
　　する事例はなかった。
（3）私物等損害見舞金給付事業
　　　会員が水難救助業務中に、当該業務の遂行中に携
　　帯していた私物を破損、焼失、紛失等した場合並びに
　　当該業務中に使用していた船舶の船体・属具を破損
　　等した場合、規約の定めるところにより、所定の見舞
　　金を給付するための事業であるが、３０年度において
　　該当する事例はなかった。
（4）遺児等育英奨学金事業
　　　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、規約の定めるところにより、所定の奨学金を給
　　付又は貸与するための事業であるが、３０年度におい
　　て該当する事例はなかった。
（5）災害見舞金給付事業
　　　会員が自然災害又は火災等により、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、規約の
　　定めるところにより、所定の見舞金を給付するための
　　事業であり、３０年度においては、１件３０，０００円を
　　給付した。
　　(内容)　高知県水難救済会所属救難所員の所有する住居
　　　　　が自然災害である豪雨により床上浸水し、被害を被っ
　　　　　たため。

（6）互助会誌発行事業
　　　互助会の事業成果、決算報告の会員への周知のた
　　め、互助会誌を発行する事業であるが、３０年度にお
　　いては、「マリンレスキュージャーナル」に互助会の
　　コーナーを設け、２０１９年１月号に平成３０年度第１
　　回理事会開催概要、平成２９年度事業報告及び収支
　　決算書、平成３０年度事業計画及び収支予算書を掲
　　載し、また、２０１９年８月号に互助会の概要、事業の内
　　容等について掲載し、会員に周知した。

　令和元年１０月１８日、海事センタービル４階会議室にお
いて、日本水難救済会救難所員等互助会の令和元年度第
１回互助会理事会が開催されました。
　互助会理事会は、会長、理事長、理事、会計監査役の計８
名全員出席で行われましたが、今回は互助会理事の交代
があり、前任の公益社団法人北海道海難防止・水難救済セ
ンター 前理事長 山田邦雄氏と日本水難救済会前理事 武
井立一氏の後任として、日本水難救済会第２回通常理事
会において推選された公益社団法人北海道海難防止・水
難救済センター理事長 西野憲一氏及び日本水難救済会
理事 横山鐵男氏が出席されました。
　互助会理事会は、議長の相原会長の挨拶の後、
　　第１号議案　平成３０年度事業報告及び収支決算（案）
　　　　　　　　について

　　第２号議案　令和元年度事業計画及び収支予算（案）
　　　　　　　　について
審議され、第１号議案については、相原議長の求めにより、
事務局長の加賀谷常務理事から説明後、議長が理事に質
疑を求めたところ、特段の意見もなく承認されました。ま
た、第２号議案については、事務局長から説明後、議長が
理事に質疑を求めたところ、「日本水難救済会の事業に関
して、救助用ロープ梯子の作製方法についての紹介をして
いただきたい」旨の発言があり、これに対し、事務局長から
今後、作成予定の「海難救助ハンドブック（仮称）」への掲載
を検討する旨の説明がありました。
　その後、特段の意見等がなく、第２号議案が承認され、
互助会理事会は閉会となりました。

相原会長挨拶
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令和元年度互助会収支予算書（令和元年１０月１日から令和2年9月３０日）

Ⅰ　事業活動収支の部　　　　
　１  事業活動収入　　　　
　　（1）会費収入　　　　
　　　  互助会会費収入
　　（２）雑収入
　　　  受取利息収入
　　　  雑収入
　　事業活動収入計
  2  事業活動支出　　　　
　　（１）事業費支出
　　　  会誌発行費支出
　　　  保険料支出
　　（２）管理費支出
　　　  人件費支出
　　　  会議費支出
　　　  旅費交通費支出
　　　  通信運搬費支出
　　　  事務費支出
           電算機事務費支出
　　　  印刷製本費支出
　　　  光熱水料費支出
　　　  賃借料支出
　　　  諸謝金支出
　　　  雑支出
　　事業活動支出計
　　事業活動収支差額
Ⅱ　投資活動収支の部
　　（1）投資活動収入
　　　  互助会給付引当資産取崩収入
　　（2）投資活動支出
　　　  互助会給付引当資産取得支出
　　投資活動収支差額
Ⅲ　予備費支出
　　当期収支差額
　　前期繰越収支差額
　　次期繰越収支差額

　　　　
　　　　
　　　　

10,500,000
2,000,700

700
2,000,000
12,500,700

2,890,000
1,000,000
1,890,000
3,654,000
1,700,000
26,000
200,000
160,000
111,000
175,000
300,000
21,000
890,000
11,000
60,000

6,544,000
5,956,700

0

4,956,700
△4,956,700
1,000,000

0
0
0

　　　　
　　　　
　　　　

10,500,000
2,006,000

6,000
2,000,000
12,500,600

2,890,000
1,000,000
1,890,000
3,622,000
1,700,000
26,000
200,000
160,000
111,000
169,000
300,000
21,000
874,000
11,000
50,000

6,512,000
5,988,600

0

72,593,603
△72,593,603
1,000,000

△67,605,003
67,605,003

0

　　　　
　　　　
　　　　

0
100
100
0

100

0
0
0

32,000
0
0
0
0
0

6,000
0
0

16,000
0

10,000
32,000
△31,900

0

△67,636,903
67,636,903

0
67,605,003
△67,605,003

0

科　　目 予 算 額 前年度予算額 差　　異 備　　考

　　　　
　　　　
　　　　
21,000人

前年度実績額等　
リーマンからの弁済金

過去実績額等
契約実績額

消費税の増

消費税の増

前年度実績額

（単位：円）

［2］災害給付及び見舞金給付事業等
（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に、互助
　　会が保険会社と保険契約を締結して、保険会社から本
　　人又はその遺族に対して互助会規約の定めるところに
　　より所定の給付を行う。
　　　また、会員が前記の災害により死亡した場合は、２万
　　円を限度として花輪又は生花を遺族に贈る。
（２）休業見舞金給付事業
　　　会員が水難救助業務中に負傷し又は疾病にかかり、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、
　　規約の定めるところにより、所定の見舞金を給付する。
（3）私物等損害見舞金給付事業業
　　　会員が水難救助業務中に、当該業務の遂行中に携帯
　　していた私物を破損、焼失、紛失等した場合、規約の定
　　めるところにより、所定の見舞金を給付する。また、会

　　員が水難救助業務中に、当該業務の遂行中に使用して
　　いた船舶の船体・属具を破損した場合、規約の定める
　　ところにより、所定の見舞金を給付する。
（4）遺児等育英奨学金事業
　　　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、規約の定めるところにより、所定の奨学金を給付
　　又は、貸与する。
（5）災害見舞金給付事業
　　　会員が自然災害又は火災等により、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に損害の程度
　　に応じて、災害見舞金を給付する。
（6）互助会誌発行事業
　　　年２回発行のマリンレスキュージャーナルに互助会
　　コーナーを設けて互助会の事業概要、事業成果、決算
　　報告等について、会員への周知を図る。

互助会に関する質問・疑問等は事務局（経理部）の森又は廣岡が承ります。 
ＴＥＬ：０３－３２２２－８０６６ 　ＦＡＸ：０３－３２２２－８０６７ 

互助会　
豆知識

　互助会は、日本水難救済会の正会員となっている地方水難救済会に所属する救難所員等（役職員を含む。）
で、入会を希望する者（会員）で構成され、会員及びその家族（会員等）の相互救済と福利増進を図る観点から各
種事業を行うことにより、会員等の生活の安定と福祉に寄与するとともに、日本水難救済会の効率的な事業運営
に資することを目的として事業を実施する。

令和元年度互助会収支予算書（令和元年10月1日から令和2年9月30日）

【第２号議案】 令和元年度事業計画及び収支予算（案）について

［１］会員の募集について
　令和元年度の会員数は、令和元年１０月９日現在で２０,６３１人であり、既に前年度の２０,４６６人を上回っている状況にある。
　なお、今後とも、互助会の趣旨を周知する等して引き続き会員の募集に努める。

互助会に関する問い合わせ

災害見舞金給付事業について
　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、３万円から１０万円の範囲内で見舞金が支給されます。なお、損害の程度に応じて給付額が異なり

ます。(規約第１８条)

　給付のための手続きは、日本水難救済会救難所員等互助会規約実施細則第７条に基づき、日本水難救

済会あて見舞金給付等の報告と請求が必要です。

日本水難救済会救難所員等互助会給付請求書

日本水難救済会救難所員等互助会給付
該当発生報告書

互助会ヘの加入をお願いします。
会費納入の翌日から会員としての補償
が受けられます。

会費は　一人５００円です！
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■過去５か年の救難所員数と互助会会員数の推移（参考）

注）救難所員数は、各年度末（3月31日）現在であり、
　 互助会加入数は、各年度末（9月30日）現在である。
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平成３１（令和元）年における日本水難救済会 会長表彰受章者一覧

平成31年1月１日から令和元年12月31日までの間の会長表彰者は次のとおりです。
受章された皆様の益々のご活躍を祈念いたします。

（１）救助特別功労表彰（３名）
　　個人（３名）
　　○石川県西部水難救済会
　　　（羽咋滝港マリーナ救難所）山辺　功、池田　悟
　　○大分県水難救済会
　　　（国見救難所）宮内和博

（２）団体救助功労表彰（８団体）
　　○新潟県水難救済会（１団体）
　　　新潟救難所
　　○特定非営利活動法人長崎県水難救済会（５団体）
　　　美津島町高浜救難所、上対馬救難所、舘浦救難所、大瀬戸町救難所、豊玉町救難所豊玉水崎救難支所
　　○公益社団法人琉球水難救済会（２団体）
　　　アラハビーチ救難所、美々ビーチ救難所

（3）救助出動回数功労表彰（19名）
　　○山形県水難救済会（２名）
　　　３０回（袖浦救難所）阿部昌樹　（加茂救難所）板垣　貢
　　○千葉県水難救済会（５名）
　　　２０回（長生郡広域救難所）荻原　拓
　　　３０回（鴨川救難所）岡崎清一、徳永　卓　（長生郡広域救難所）味戸義巳 
　　　　　（富津岬ＰＷ救難所）古賀健一郎
　　○特定非営利活動法人神奈川県水難救済会（１名）
　　　２０回（久里浜救難所）臼井文彦
　　○島根県水難救済会（１名）
　　　３０回（出雲救難所日御碕支所）九矢一男
　　○公益社団法人福岡県水難救済会（６名）
　　　２０回（津屋崎救難所）永島知宏　
　　　３０回（津屋崎救難所）魚住昌宏
　　　５０回（大岳救難所）得能崇司、山田靖之　
　　　６０回（大岳救難所）竹田聖也　（津屋崎救難所）間　利夫
　　○特定非営利活動法人長崎県水難救済会（４名）
　　　２０回（野母崎救難所）竹谷義輝　１４０回（野母崎救難所）濱田泰明
　　　２８０回（稲佐救難所）宮崎一吉　３１０回（稲佐救難所）宮崎一俊

（4）勤続功労表彰（111名）
　①４０年勤続功労（17名）
　　○公益社団法人北海道海難防止・水難救済センター（３名）
　　　（函館救難所）若松淳一　（豊浦救難所）幣　豊広　（松前救難所松前支所）柳岡平悦郎
　　○特定非営利活動法人秋田県水難救済会（10名）
　　　（金浦救難所）佐々木鉄也、佐藤　強
　　　（八森救難所）加賀谷弘、藤田博英、東　健一、藤田武夫、山本健藏、加賀谷幸男、菊地秀春、武田雄次
　　○特定非営利活動法人神奈川県水難救済会（４名）
　　　（鴨居救難所）二本木誠、森本孝幸、森本康彦　（真鶴救難所）力石富男

1　海難救助功労者

勤続功労章
（30年）

勤続功労章（40年）

救助出動回数功労章
（20回） 救助出動回数功労章

（30回） 救助出動回数功労章
（50回）

救助出勤回数功労章（140回）

（敬称略）

有功章

救助特別功労章

団体救助功労盾

勤続功労章
（20年）

　②３０年勤続功労（27名）
　　○公益社団法人北海道海難防止・水難救済センター（16名）
　　　（豊浦救難所）奥本淳一、外山　明、竹島正祐、芦野新一、鈴木利彦　
　　　（虻田救難所）阿部　豊、阿部重徳、藤野幸治、内海裕靖、小山伸一、内海雅仁　
　　　（函館救難所）柴田　一　（登別救難所）登山秀治、野呂田正行　
　　　（松前救難所）斉藤俊一郎　（松前救難所清部支所）小西清正　
　　○特定非営利活動法人秋田県水難救済会（３名）
　　　（八森救難所）江戸久雄　（船川救難所）秋山賢司、鈴木　均
　　○特定非営利活動法人神奈川県水難救済会（７名）
　　　（横須賀救難所）高橋　篤　（走水大津救難所）横橋政晴　（鴨居救難所）石川澄夫　
　　　（大楠救難所）高橋詔一　（長井救難所）原田啓行、栃木稔宏　（真鶴救難所）露木　孝
　　○富山県救難救済会（１名）
　　　（富山救難所）網谷一吉
③２０年勤続功労（67名）
　　○公益社団法人北海道海難防止・水難救済センター（５名）
　　　（豊浦救難所）相沢順司、外山孝志　（函館救難所）笹森初雄、沢田　博　（松前救難所原口支所）斉藤寿文
　　○特定非営利活動法人秋田県水難救済会（７名）
　　　（八森救難所）工藤義彦、大和友美　（北浦救難所）古仲　実　（戸賀救難所）平川幸司
　　　（船川救難所）齊藤寛彰　（畠救難所）細川清孝、白幡文雄　
　　○特定非営利活動法人神奈川県水難救済会（17名）
　　　（鴨居救難所）二本木功、石川雅之　（長井救難所）浦島　憲、梶ヶ谷隆夫　
　　　（大楠救難所）砂村芳行、高橋　操、高橋東洋士、福本善久、田中達夫、田中利幸、福本浩之、
　　　福本浩明、福本　晃、加藤竜次　（真鶴救難所）長野政禎、田沢治彦、青木洋一
　　○島根県水難救済会（２名）
　　　（出雲救難所日御碕支所）上野智彦　（出雲救難所鵜鷺支所）田中憲治
　　○富山県水難救済会（２名）
　　　（新湊救難所）繩井峰勝、尾山嘉秀
　　○特定非営利活動法人長崎県水難救済会（34名）
　　　（三重救難所）谷　繁美、田崎満、田川健治　（上五島町救難所）遠山畼昭、切江英臣　
　　　（鷹島救難所）青木達也　（九十九島救難所田平町救難支所）赤木哲也　（川棚救難所）浦川和郎　
　　　（志々伎救難所紐差救難支所）西田栄益、木村喜一　（小根賀町救難所宇久救難支所）里村昭弘　
　　　（平戸救難所）古里安雄、丸屋一彦、鋒屋照満、新屋　清、春野留二、井上　均、金子　悟、今村和男、
　　　濱川貞夫、鉾屋兼次郎、俵屋義弘、福田清利、竹田　清、大黒屋芳夫、舩屋　均、舩屋安夫、
　　　新吉屋守、大島修一、吉田芳一、新屋　昇、俵屋博明、川口英一、宮木　清

（5）退職職員の永年従事功労表彰（41名）
　　○公益社団法人北海道海難防止・水難救済センター（８名）
　　　（豊浦救難所）新山正行　（厚岸救難所）保田綱男　
　　　（根室救難所）石川久司、西島義隆、松崎政男　
　　　（歯舞救難所）村内　茂、乱橋清喜、佐々木政彦
　　〇茨城県水難救済会（１名）
　　　（久慈支部救難所）今橋照男
　　〇千葉県水難救済会（３名）
　　　（鴨川救難所）山田耕治、庄司高雄、田丸幸男
　　○大阪府水難救済会（１名）
　　　（岬地区救難所）斉藤　博
　　○新潟県水難救済会（15名）
　　　（山北救難所）富樫一弥　（新潟救難所）須貝寿秀　（佐渡南部救難所）斉藤英夫、佐藤俊明　
　　　（両津救難所）岩原義徳、北　稔、木沢安吉、帯刀軍治、鈴木春男、金子安輝、佐藤嘉男　
　　　（岩船港救難所）丸山　求　（直江津救難所）重野正紀、平原善八　（佐渡七浦救難所）濱本喜和雄
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　　○島根県水難救済会（２名）
　　　（出雲救難所日御碕支所）安喰久重、小川　清
　　○公益社団法人福岡県水難救済会（10名）
　　　（津屋崎救難所）井ノ上靖基　（弘救難所）松田英孝　（相島救難所）花田和也　（小呂島救難所）北川俊一
　　　（姪浜救難所）吉住勝徳　（福吉救難所）梅本和文　（鐘崎救難所）花田哲也　（奈多救難所）今林　昭　
　　　（芥屋救難所）中村幸次　（大島救難所）遠藤弘志
　　○公益社団法人琉球水難救済会（１名）
　　　（はいむるぶし救難所）佐俣　豊

会員への入会を希望される方へ

　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。

　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。

● 日本水難救済会　会員募集 ●

編 集 後 記
　明けましておめでとうございます。

　令和最初の正月を皆様はどのように迎えられたでしょうか。私は、生まれて初めて温泉で正月を迎えたのですが、あまりのんび
りとはできませんでした。子供たち夫婦とその子供たち（孫）も一緒でしたので大晦日は大盛り上がり、孫もなかなか布団に入ら
ず、まさに「寝ず身」年のスタートとなりました。

　さて、マリンレスキュージャーナル（MRJ）は、毎回、総務部長を中心に原稿作成、写真選定に加えてページのデザイン構成ま
で行い、できるだけ多くの記事掲載に努め、地方水難救済会の活動や救助員の活躍、トピックスなどを紹介しています。

　今回は1月号ですので巻頭は年頭挨拶です。海上保安庁長官は1月7日に交代されていますが、本誌編集段階で既に岩並氏
からご挨拶を頂戴しておりましたので、1月1日の長官年頭挨拶としました。なお、昨年から我々本会メンバーの挨拶と写真も掲載し
ていますが、昨年と比べメンバーと担当業務が少し変わっています。このメンバーで今年も頑張りますので、よろしくお願いします。

　海難救助活動と各種訓練、洋上救急活動と慣熟訓練、青い羽根募金活動及び海の安全教室の記事では、各地方水難救
済会の活動・活躍の状況を紹介しています。
　今年度は、海難救助及び洋上救急ともに昨年度より出動件数が大幅に増加しているとのこと。救助員及び協力医療機関の
皆様に頭が下がります。
　一方、青い羽根募金は昨年度と比べ苦戦しているようです。海洋少年団のご協力による募金活動の記事を掲載しましたが、
「我々はこのような活動をして成果をあげたよ。」という地方がありましたら是非ご一報ください。他の地方水難救済会へも教えて
あげようと思っています。

　連載記事として、各地方の水難救済会等も紹介しています。今回の「マリンレスキュー紀行」は、あの震災にも負けることなく
活躍を続ける宮城県水難救済会の2つの救難所の紹介。「レスキュー41」は、千葉県と徳島県の水難救済会の紹介です。あい
うえお順で二つの地方水難救済会を紹介していますので、次回は、「と」と「な」でしょうか。思い当たる地方の方は準備をお願い
します。「新設救難所の紹介」は、昨年７月に新設された琉球水難救済会の二つの救難所です。海洋レジャー関係での活躍が
期待されます。

　最後に、県との協定締結及び国際会議についての投稿がありましたので掲載しております。鳥取県水難救済会西村会長及
び海上保安庁救難課国際救難係の皆様、ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（常務理事　加賀谷 尚之）

制作 ・ 印刷　株式会社交文社

2　洋上救急功労者
（1）金色名誉有功表彰（２団体）
　　○団体：２件 
　　　（出動２０回）石巻赤十字病院、日本医科大学付属病院

（2）金色有功表彰（１団体、２名）
　　〇団体: １件
　　　（出動５回）南和歌山医療センター
　　○個人：２名
　　　（出動３回）沖縄県立八重山病院 医師　神德隆之、米盛病院　医師　榮福亮三

（3）永年勤続（３名）
　　○個人:３名
　　　（１０年勤続功労）中央洋上救急支援協議会 会長 重　義行　
　　　　　　　　　　 宮城県洋上救急支援協議会 会長 加藤 幹雄
　　　（１５年勤続功労）宮城県洋上救急支援協議会 副会長 佐藤 亮輔

3　事業功労表彰
（1）事業功労（２名）
　　○個人：２名
　　　前公益社団法人琉球水難救済会理事　金城　宏
　　　前広島県水難救済会会長　岩田行史

（2）青い羽根募金（85団体、９名）
　①団体：85団体

　　○陸上自衛隊那覇駐屯地、航空自衛隊那覇基地、沖縄県、名護市、恩納村、うるま市、沖縄市、一般財団法人沖縄船員厚生協
　　　会、琉海リース株式会社、国立大学法人琉球大学、久米商船株式会社、名護市宮里公民館、内閣府沖縄総合事務局、南城
　　　市、南風原町、宜野湾市、浦添市、八重瀬町、糸満市、北谷町、伊平屋村、オリオンビール株式会社、沖縄港運株式会社、学
　　　校法人沖縄国際大学、久米島漁業協同組合、名護市為又公民館、名護市伊差川公民館、名護市屋部公民館、名護市大西
　　　公民館、嘉手納町、久米島町、国頭村、豊見城市、北中城村、金武町、中城村、伊是名村、今帰仁村、与邦原町、与那国町、千
　　　葉新宿海洋少年団、千葉北部海洋少年団、一般社団法人日本倶楽部、九州電力株式会社松浦発電所、おたる祝津にしん
　　　郡来祭り実行委員会、愛知県庁、岐阜県庁、愛知県警察本部、航空自衛隊岐阜基地、航空自衛隊小牧基地、第四管区海上
　　　保安本部、日本郵便株式会社東海支社、イオンモール株式会社、若築建設株式会社名古屋支店、中部国際空港株式会社、
　　　日本製鉄株式会社名古屋製鉄所、伊勢湾海運株式会社、フジトランスコーポレーション株式会社、旭商船株式会社、ＳG
　　　ホールディングス株式会社、株式会社ライズアップ、原燃輸送株式会社、三光海運株式会社、新日本海フェリー株式会社、
　　　若築建設株式会社、東洋建設株式会社、ヤンマー株式会社舶用営業統括部、株式会社なぎさパーク、陸上自衛隊遠軽駐
　　　屯地、陸上自衛隊旭川駐屯地、陸上自衛隊北千歳駐屯地、陸上自衛隊岩手駐屯地、陸上自衛隊八戸駐屯地、陸上自衛隊
　　　弘前駐屯地、陸上自衛隊勝田駐屯地、陸上自衛隊練馬駐屯地、陸上自衛隊滝ケ原駐屯地、陸上自衛隊駒門駐屯地、海上自
　　　衛隊八戸航空基地、海上自衛隊横須賀地方総監、航空自衛隊千歳基地、航空自衛隊三沢基地、航空自衛隊入間基地、航
　　　空自衛隊百里基地、陸上自衛隊富士駐屯地隊員一同

　②個人：９名

事業功労有功盾（団体）

有功章（個人）

金色有功盾

金色名誉有功盾

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

4645


