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日本水難救済会は、新型コロナウイルス感染拡大防止に留意し、定時社員総会等を開催

（公社）日本水難救済会は、３月中旬から６月下旬までの間に定時社員総会や理事会を開催し、令和元年度
事業報告（案）と収支決算（案）をはじめ令和２年度の事業計画（案）と収支予算（案）などを審議しました。

■第128回定時社員総会の開催
　公益社団法人日本水難救済会は、令和２年６月23日、東京都千代田区平河
町の海運ビルにおいて、いつもより広い会場で、また、出席された正会員間の
距離を２メートル以上離した形にするなどして、新型コロナウイルス感染拡大
防止対策を講じたうえで、定時社員総会を開催しました。

　定時社員総会は、日本水難救済会相原会長（議長）
の挨拶の後、議案審議となりました。
　議案の
　第1号議案　令和元年度事業報告（案）について
　第2号議案　令和元年度収支決算（案）について
　第3号議案　役員の選任について
の３議案が審議され、それぞれ異議なく承認されました。
　議案審議の後、
　（1）令和２年度事業計画について
　（2）令和２年度収支予算書について
　（3）名誉総裁表彰式典の取り止めについて
の報告があった後、議長より議案審議及び報告のすべてを終了した
旨発言があり、引き続き、奥島高弘海上保安庁長官代理の海上保安
庁警備救難部救難課長川上誠氏から挨拶をいただき、その後閉会とな
りました。
　なお、第３号議案の「役員の選任について」は、第128回定時社
員総会終結時をもって理事21名のうち秋本茂雄氏、大森敏弘氏、加
賀谷尚之氏、菊井大蔵氏の４名の理事が任期満了となり、また、重�
義行理事がこの社員総会をもって退任されるため、審議されたもの
で、秋本理事、加賀谷理事及び菊井理事の３名については、引き続き、
理事に再任、そして、大森理事の後任として全国漁業協同組合連合
会常務理事の三浦英樹氏、重理事の後任として一般社団法人大日本水
産会専務理事の内海和彦氏が新たな理事に選任されました。

挨拶を行う相原会長と総会の様子

奥島高弘海上保安庁長官の代理で挨拶される
海上保安庁警備救難部救難課長川上誠氏

総会で説明した役員の皆様（右から相原会長、菊井理事長、
加賀谷常務理事、小島監事）

■日本水難救済会理事会の開催
⑴令和元年度第３回通常理事会
　令和２年３月17日に本会が入居する海事センタービ
ルにて、第３回通常理事会を開催予定であったが、新型
コロナウィルス感染拡大防止の観点から、開催を取り止
め、令和２年３月13日、本会会長から理事・監事全員
に対し、理事会の決議の目的である次の議案について、
提案書等を発したところ、理事の全員から書面により同
意の意思表示を得るとともに、監事から書面により異議
を述べない旨の回答を得たことから、令和２年３月23
日、定款第43条の規定（決議の省略）に基づき、当該
提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみな
されました。
【議案】
第1号議案　令和２年度事業計画（案）について
第2号議案　令和２年度収支予算（案）について
第3号議案　新規会員入会の承認について
第4号議案　定時社員総会の開催等について

⑵令和２年度第１回臨時理事会
　令和元年度第３回通常理事会の第４号議案「定時社員
総会の開催等について」で、令和２年度の定時社員総会
を令和２年６月９日に、また、同日、総会に引き継続き、
「名誉総裁表彰式典」及び「懇親会」を開催することと
して議決を得ていたが、新型コロナウィルス感染拡大
防止の観点から、定時社員総会を令和２年６月23日に
延期するとともに、名誉総裁表彰式典及び懇親会を取
り止めることとして、令和２年５月11日、本会会長か
ら理事・監事全員に対して、提案書等を発したところ、
理事の全員から書面により同意の意思表示を得るとと
もに、監事から書面により異議を述べない旨の回答を
得たことから、令和２年５月22日、定款第43条の規定
（決議の省略）に基づき、当該提案を可決する旨の理事
会の決議があったものとみなされました。
【議案】
第128回定時社員総会開催日の変更等について

【議案】
第1号議案　令和元年度事業報告（案）について
第2号議案　令和元年度収支決算（案）について
第3号議案　�令和２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　新規会員入会の承認について

⑶令和２年度第１回通常理事会
　令和２年５月中旬に本会が入居する海事センタービ
ルにて第１回通常理事会を開催予定であったが、新型コ
ロナウィルス感染拡大防止の観点から、開催を取り止め
令和２年５月25日、本会会長から理事・監事全員に対し、
理事会の決議の目的である次の議案について、提案書等
を発したところ、理事の全員から書面により同意の意思
表示を得るとともに、監事から書面により異議を述べな
い旨の回答を得たことから、令和２年６月２日、定款第
43条の規定（決議の省略）に基づき、当該提案を可決
する旨の理事会の決議があったものとみなされました。

⑷令和２年度第２回臨時理事会
　令和２年６月23日、東京都千代田区永田町の海運ビルで、第128
回定時社員総会終了後、理事13名及び監事１名が出席し、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止対策を講じたうえで、臨時理事会を開催し
ました。
　開催にあたり、はじめに、新理事の紹介を行い、理事会出席の内
海和彦理事から挨拶をいただきました。
　その後、議案審議に入り、第128回定時社員総会終
結時をもって、本会理事長菊井大蔵氏と常務理事加賀
谷尚之氏の任期が満了となったことから、議案　「代表
理事（理事長）及び業務執行理事（常務理事）の選任
について」が審議されました。
　審議の結果、引き続き、代表理事（理事長）として
菊井大蔵氏が、また、業務執行理事（常務理事）とし
て加賀谷尚之氏が選任され、臨時理事会を終了しました。

第２回臨時理事会の様子

挨拶をされる内海和彦新理事

議長の相原会長

MRJ フォーラム
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■	事業功労として、鳥取県水難救済会前会長（現副会長）
景山一夫氏が、20年勤続功労として、６名のボラン
ティア救助員の方々が日本水難救済会会長表彰を受
章されました。

　平成12年６月の鳥取県水難救済会設立にあたり、関係機関
との調整等に尽力されるとともに、同会設立後20年の長きに
わたり鳥取県水難救済会の役員として陣頭指揮を執り、鳥取県
沿岸海域の水難救済事業の普及をはじめ青い羽根募金活動や新
たな救難所の設立を推進して、鳥取県水難救済会の運営と発展
並びに組織の充実強化に努められ、地域の災害活動の礎を築く
など多大な功績があった前会長（現副会長）景山一夫氏を事業
功労として、また、20年の長きにわたり救難所員等として尽力さ
れている鳥取県漁業協同組合境港支所救難所副所長大谷登志二氏、
救助員杉原持久氏、救助員景山明巳氏及びマリーナ大栄救難所所長
西村博文氏（会長を兼務）、副所長山﨑稔氏、救助員児玉明彦氏の
６名を20年勤続功労として、公益社団法人日本水難救済会会長に
よる表彰状を、令和２年６月18日に西村博文鳥取県水難救済会会
長から伝達をしていただきました。

MRJ フォーラム 投　稿

鳥取県水難救済会設立 20 周年にあたって
鳥取県水難救済会　　　　
会　長　西 村　 博 文

（株式会社マリーナ大栄　代表取締役）

公益社団法人日本水難救済会

　私たち鳥取県水難救済会は今年６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様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、本会の19団体（社）の正会員及び16団体（社）
の賛助会員の皆様のほか、本会の活動に日頃からご協力
いただいている海上保安部、警察・消防など多くの関係
機関の皆様、そして青い羽根募金の趣旨にご賛同の上ご
支援いただいている皆様に厚くお礼申し上げます。
　私たちが住む鳥取県には日本海に面して、東西に約
120キロメートルの海岸線があり、沿岸では漁業のほか、
釣りや海水浴などマリンレジャーも盛んに行われ、数多
くの人や船が利用しています。日本海では、松葉ガニを
はじめ、数々の新鮮な海の幸が水揚げされており、また、
鳥取県は古くから日本海を隔てた対岸の国々との交流が
あり、環日本海時代の拠点づくりを進めています。
　このような特性の海域を持つ鳥取県では、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年に網代救難所（岩美郡岩美町）が、同10年に赤
碕救難所（東伯郡琴浦町）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12年６月22日に日本水
難救済会の地方組織として鳥取県水難救済会が設立され
ました。

　令和２年３月10日、宮城県仙台市に在住の遠藤武一様から「親族の遺
品を整理していたところ中から貴会のものと思われるものが出てきた。親
族の方が戦時中などの骨董品の収集が好きで集めていたものと思われる。」
とのお電話があり、寄贈していただけるとのことで、令和２年３月12日に
本会に郵送していただきました。
　寄贈されたものは、明治33年６月26日に発行された「大日本帝國水難
救済會の明治32年度報告」であり、本会には保管されていない当時の活動
状況がわかる貴重な資料でした。
　なお、この「報告」によれば当時、大日本帝国水難救済會は、東京市京
橋區宗十郎町十番地（現在の中央区銀座七丁目）に所在しており、この「報
告」の発行人は、海の歌人といわれた石榑千亦（本名　辻五郎）が代表者
になっていた。
　また、「報告」は、次の内容から構成されていた。
　緒言（會長　伯爵吉井幸藏）、會議（総會、評議員會）、救難所（落成式、
救助船進水式など）、御令旨、雑件、規定、監査、願届及び指令、賞與（表
彰）、會員（入會員、退會員、死亡者、資格變換、終身會員）、金圓寄附者、
地所家屋現況表、救難具現況表、大日本帝国水難救済會役員表、収支計算書、
附録（大日本帝國水難救済會事業の一斑、救難所案内）など

　設立後は、沿岸自治体、漁協など関係団体からの幅広
い協力のもとで水難救助体制が着々と整備され、現在で
は、水難事故での出動要請があったときには、沿岸各地
にある８つの救難所に所属する約950人のボランティア
救助員が、ただちに捜索救助に駆けつける体制が整備さ
れるに至り、昨年度までの出動回数は54回に上ってい
ます。
　また、救助組織として、事故だけではなく災害への対
応も求められることから、昨年７月、県内で豪雨や地震
等の大災害が発生した場合に、県の要請に基づいて本会
が海上における緊急輸送等に協力する旨の災害応援協定
を鳥取県との間に締結しました。これを受け、本会は会
則を改正して本会事業に「災害発生時における救援に関
すること」を加えるとともに、今年６月、７月に県内２
か所において海上保安部の巡視艇との間で実動を想定し
た救援物資の輸送訓練を実施したところです。
　鳥取県水難救済会は設立20年の節目を迎えましたが、
これを機に決意を新たにして、更なる救難技術の向上に
励み、地域の海の安全確保に一層努めて参ります。
　今後とも皆様のご指導とご支援をよろしくお願いいた
します。

全国17箇所に設置された救難所名が記載されている。
事業功労で日本水難救済会会長表彰を受章された
景山一夫氏（中央）

表紙：浮輪には「大日本帝國水難救済會」、下段
には「明治三十二年度　報告」と記載。
縦22センチ、横15センチで、ほぼ現在のA5
版サイズ、表紙を除き84頁となっている。

建物、組織
建物には、「救難所若しくは見張所は白色の塗料を以
て之を塗り且つ毎日日出を期して左の標識を掲げ日没
を期してその位置燈臺の附近に在らざる限り標燈を掲
ぐるものとす」と記載されている。

終身會員のページには、名與會員として、
初代総裁の有栖川宮威仁親王殿下のほか
伯爵　山懸有明、伯爵　黒田清隆、
伯爵　大隅重信などの名前が記載されている。

緒言（明治33年3月31日）
第二代會長　伯爵　吉井幸藏氏

社団法人 大日本帝国水難救済会の「明治32年度報告」が寄贈されました
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■互助会の名称・構成員・目的
（１）名称等

　「互助会」は、平成20年３月24日に社団法人日本水難救済会の理事会の承認を得て設立されたもので、「日
本水難救済会救難所員等互助会」と称します。

（２）互助会の構成員
　公益社団法人日本水難救済会（以下「本会」という。）の１号正会員となっている40地方水難救済会の傘下、
約1,300か所の救難所・支所に所属されている救難所員をはじめ、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。）で、互助会への加入を希望する者をもって構成していま
す。（加入は任意です！）

（３）目　的
　会員等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について効率的な事業運営に資することを目的とし
ています。

■互助会の役員・事務局
＜互助会理事会の構成＞

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＞
事務局の所在地：公益社団法人日本水難救済会内
事務局長：日本水難救済会常務理事
担　当：事務局内に運営事業部を設置。
　　　　本会経理部が担当。

■互助会会員の現状
会　員　数　　20,650人（令和２年６月30日現在）
　※互助会会員は昨年９月末は20,466人でしたが、本年は加入者が184名増加しました。
救難所員数　　51,044人（令和２年３月31日現在）�
加　入　率　　40.4％（前年度実績40.0％）

　互助会への加入は任意ですが、より多くの皆様方の加入をよろしくお願いいたします。
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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30年度までは年度末（9月30日）現在である。

－平成23年度以降の救難所員数と互助会会員数の推移（参考）－

1　互助会の概要

■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。

■会　　費
互助会会費は、年額500円です。

　なお、年度途中で加入又は脱退される場合、会費の減額・返納はありません。

令和2年度（令和2年10月1日～令和3年9月30日まで）の互助会に新規加入又は更新される場合、
・加入申込日 ⇒ 原則として令和2年8月31日まで
・会費納入日 ⇒ 原則として令和2年9月30日まで
に申込等をおこなってください。
　なお、年度の途中で加入される場合には随時申請を受け付けております。

＜お知らせ＞
令和元年から互助会専用の「ゆうちょ銀行口座」を開設しております。
会費の振込みは、旧払込取扱票は使用しないで新しい「払込取扱票」を使ってください！！
　　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」
・�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、原則として、救難所ごとに一括して救難
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。
・�互助会への加入されている方でも、翌年9月末で会員としての効力がなくなりますので毎年、定期に更新加入す
る必要があります。

MRJ 互助会通信

【事務局の主な仕事】
○　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

2　給付事業の事例

　令和元年10月1日～令和2年6月末までの間において、日本水難救済会救難所員等互助会規約（以下「規約」という。）
に基づき、給付した事例は次のとおり15件で計490,000円です。

〔事　例〕
１�　令和元年9月9日の台風第15号及び令和元年10月13日の台風19号の強風により住居の屋根、外壁等に損害を受けた
ことから、千葉県水難救済会の各救難所救難所員に対して、次のとおり災害見舞金給付事業として規約第18条の規定に
基づき「災害見舞金」を給付した。

救　難　所　名 給付対象者 申請年月日 給付年月日 給付金額

木更津救難所 救難所員��2名 令和元年11月20日
令和元年12月��6日 1名�　30,000円
令和�2年��3月26日 1名�　30,000円

新富津救難所 救難所員��2名 令和�2年��1月��8日 令和�2年��1月23日 2名�各30,000円

勝山救難所 救難所員��6名 令和�2年��2月��5日
　　　～��2月20日 令和�2年��3月12日 2名�各50,000円

4名�各30,000円
計 10名 340,000円

２�　令和元年6月18日午後10時22分頃発生した山形県沖の地震（Ｍ6.8）により、救難所員の住居の屋根瓦や外壁が損壊、
損傷したことから、山形県水難救済会念珠関救難所救難所員に対して、次のとおり災害見舞金給付事業として規約第18
条の規定に基づき「災害見舞金」を給付した。

救　難　所　名 給付対象者 申請年月日 給付年月日 給付金額

念珠関救難所
救難所員��4名 令和�2年��4月��9日 令和�2年��5月21日 4名�各30,000円
救難所員��1名 令和�2年��5月��7日 令和�2年��5月28日 1名�　30,000円

計 5名 150,000円

　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。

１年　500円で大きな安心！
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制作・印刷　株式会社第一印刷所

　公益社団法人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社員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、本会にご寄附された方は、所得税・法人税の控除を受け
られる特典がございます。

◆会員への入会を希望される方へ
　入会を希望される方は、本会に電話、FAXでご連絡又は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。
　本会から「入会申込書」などをお送りいたします。

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
☆�　新型コロナウイルスの感染が収まることなく、むしろ第２波到来と思えるほど増加しています（８月上旬記）。
幸いなことに、今のところ「陽性者が出た。」という報告は届いていませんが、訓練やイベントなどを中止したと
の報告は全国から届いています。
　�　本会も、勤務中はマスク着用を原則として感染防止に努めていますが、やはり、理事会は会議開催困難のため「決
議の省略」という書面による手続きで行いましたし、名誉総裁表彰式典等は取りやめとしました。

☆�　今回のMRJは、いつもの夏号のように、MRJグラビアとして名誉総裁表彰式典の記事でスタートすることができ
ません。そこで、丁度、青い羽根募金を始めて今年が70周年に当たることから、「青い羽根募金活動レポート」で
スタートさせました。全国に設置されている支援自販機や青い羽根募金の歴史を紹介しています。編集担当者が過
去の資料と首っ引きで纏めてくれました。

☆�　コロナ禍ではありますが、全国で海難救助や洋上救急に出動し活躍されている仲間がいます。活動や訓練の状況
を「マリンレスキューレポート」で紹介しています。貴重な命を救おうとの崇高な精神と献身的な活動姿勢に敬意
を表します。

☆�　「マリンレスキュー紀行」も取材のための移動距離に配慮し、神奈川県水難救済会の平塚救難所と茅ヶ崎救難所
の紹介です。相模川河口を「魔の河口」と呼ばせないため活動する漁業や海洋レジャーの関係者で構成されている
平塚救難所。沖合の大型船を避難所とする津波対応訓練を行っているライフセーバーが中心の茅ヶ崎救難所。海洋
レジャーが盛んな湘南地区での安全・安心のため、ますますの活躍が期待されます。

☆�　最後に、「大日本帝国水難救済会の明治32年度報告」を紹介しています。名誉会員の名簿を見て驚きました。写
真の紹介文にあるほかにも「大山�巌」、「榎本武揚」、「井上�馨」など歴史教科書で見た名前が連なっているではな
いですか。国を挙げて水難救済会を支えていたのだと感慨一入です。貴重な資料を寄贈くださいました仙台市の遠
藤様、ありがとうございます。
　�　皆様の中に昔の資料などをお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非、ご提供ください。MRJで紹介するととも
に大切に保存させていただきます。

　Withコロナの時代になるのだそうです。感染に注意しつつ活躍されんことを祈念しております。
（常務理事　加賀谷�尚之）

−　会　員　募　集　−

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

［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。

3　互助会の事業の内容
「日本水難救済会救難所員等互助会規約」により、次の各種の給付事業が定められています。

以上です !! よろしく
お願いします

互助会関係の規約等は次のとおりです！
　（平成20年3月24日制定、平成20年10月1日から適用）

日本水難救済会救難所員等互助会規約実施細則
　救難所長が行う「加入の申込み」、「脱会」、「災害発生時の報告」、「見舞金給付等の報告」など
　手続きや書式を定めたもの。

日本水難救済会救難所員等互助会奨学金貸与規則
　日本水難救済会救難所員等互助会規約第17条に規定する「遺児等育英奨学金事業」の手続等を
　定めたもの。

日本水難救済会救難所員等互助会規約
　互助会の構成員、目的、役員、会員等、互助会各種事業などを定めたもの。

互助会  豆知識


