
令和２年度第１回互助会理事会を開催しました。

［１］加入者数について

■令和元年度収支決算書（令和元年10月1日から令和2年9月30日）

MRJ 互助会通信

　令和元年度末（令和２年９月末）の加入者数は、２０，６１９人（全国の救難所員全体の約40.1％、前年度比159名増）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、「令和元年度事業報告及び収支決算（案）」と「令和２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。

■令和元年度事業報告（令和元年10月１日から令和2年9月30日まで）

【第１号議案】 令和元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
（左手前から時計回りに、横山理事、三宅理事、菊井理事長、相原会長、加賀谷事務局長、小島会計監査役）

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
10,500,000
2,000,700

700
2,000,000
12,500,700

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

0
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
△4,956,700
1,000,000

0
0
0

　　　　
　　　　

　　　　10,387,000
10,387,000
1,018,901

811
1,018,090
11,405,901

2,908,337
528,337

1,890,000
490,000

3,088,826
1,538,583

8,490
0

119,534
60,662
198,704
169,407
19,090
882,486
10,314
81,556

5,997,163
5,408,738

0

5,408,738
5,408,738
△5,408,738

0
0
0
0

　　　　
　　　　

　　　　113,000
113,000
981,799
△111

981,910
1,094,799

△18,337
471,663

0
△490,000
565,174
161,417
17,510
200,000
40,466
50,338
△23,704
130,593
1,910
7,514
686

△21,556
546,837
547,962

0

△452,038
△452,038
452,038

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、元
　　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、元年度にお
　　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、元年
　　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、元年度
　　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、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、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、元年度におい
　　ては、１５件４９０，０００円を給付した。
　(給付概要)　
　①千葉県水難救済会の救難所に所属する複数の救
　　難所員が、自然災害である令和元年９月９日の台
　　風１５号及び同年１０月１３日の台風１９号により住
　　居の屋根、外壁等に被害を被ったため１０名に合計
　　３４０,０００円を給付。
　　　※損害の程度に応じて次のとおり給付。
　　　　・50,000円…２名　　・30,000円…８名
　②山形県水難救済会の救難所に所属する救難所員が
　　自然災害である令和元年６月１８日に発生した山形
　　県沖の地震（M6.8）により住居の屋根瓦や外壁等
　　に被害を被ったため５名に合計１５０，０００円を給付。
（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等
　　のため、互助会誌を発行する事業であるが、元年
　　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、２０２０年１月号に令和元
　　年度第１回理事会開催概要、平成３０年度事業報
　　告及び収支決算書、令和元年度事業計画及び収支
　　予算書等を掲載し、また、２０２０年８月号に互助会
　　の概要、給付事業の事例、事業の内容等について
　　掲載し、会員に周知した。

　令和２年１０月２０日、新型コロナウイルス感染症防止に配慮して、東京、千代
田区永田町の海運ビル２階ホールにおいて、日本水難救済会救難所員等互助会
の「令和２年度第１回互助会理事会」が開催されました。
　互助会の理事会は、会長、理事長、理事２名、会計監査役１名及び事務局長の
計６名が出席して行われ、議長の相原会長の挨拶の後、
　第１号議案　令和元年度事業報告及び収支決算（案）について
　第２号議案　令和２年度事業計画及び収支予算（案）について
が審議され、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
常務理事から議案の説明後、小島会計監査役から監査結果の報告があり、その
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号議案についても同様、事務局長から説明後、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、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2年度収支予算書（令和2年１０月１日から令和3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
　　　  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
　　　  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
1,020,800

800
1,020,000
11,520,800

2,490,000
600,000

1,890,000
0

3,431,500
1,600,000

8,500
200,000
120,000
100,000
200,000
200,000
20,000
890,000
11,000
82,000

5,921,500
5,599,300

0

4,599,300
△4,599,300
1,000,000

0
0
0

　　　　
　　　　
　　　　

10,500,000
2,000,700

700
2,000,000
12,500,700

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

0
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

　　　　
　　　　
　　　　

0
100
100

△980,000
△979,900

△400,000
△400,000

0
0

△222,500
△100,000
△17,500

0
△40,000
△11.000
25,000

△100,000
△1,000

0
0

22,000
△622,500
△357,400

0

△357,400
357,400

0
0
0
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

前年度実績額等

前年度実績額等

（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
　　　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２年度事業計画（令和2年10月１日から令和3年9月30日まで）

【第２号議案】 令和２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２年度の会員数は、令和２年１０月８日現在で２０,1８７人であり、地方水難救済会の事務処理が遅れている所もあり、前
年度並みの会員加入が見込まれる。
　　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！

互助会への加入手続きについて

　互助会は通常10月から１年間を加入期間としていますが、随時に加入することができます。
　加入するための手続は、「日本水難救済会救難所員等互助会規約」（以下「規約」いう。）第１２条各項及び「日本
水難救済会救難所員等互助会規約実施細則」（以下「細則」という。）第３条各項にその規定がありますが、通常の
場合を中心に加入手続きについてご説明します。

【加入申込書の送付】
　互助会は、毎年更新が必要です。新たに加入される方、引き続き継続される方が会員になるには、「加入申込書」
と会費の納付が必要ですので、救難所長又は地方組織の長の名で入会希望者をまとめて記載等してください。
方法1　救難所毎に一括して「加入申込書」により８月末までに日本水難救済会救難所員等互助会会長に対して申
　　　 し込みを行う。（規約第12条第1項）
　　　 ※会計期間が10月１日～翌年9月30日となっているため、翌年の互助会への加入に係る通常の申し込みの期限を８月末としてい
　　　　　　ます。年度の途中の加入は８月末ではなく随時となります。

方法２　地方組織の長は、傘下の救難所を一括して日本水難救済会救難所員等互助会会長に対して申込みをす
　　　 ることができる。

【会費の納入】
　会費も一括まとて加入申込書（細則第3条第１項　様式第１号）を送付の後、９月末までに納めて下さい。
　なお、会費は、10月１日～翌年9月30日まで1年間分としてお一人５００円です。（規約第12条第3項）

会員は、次に定める手続きにより互助会に加入することができます。（規約第11条）

注1）年度の途中の加入
　通常の手続きと同じです。ただ
　し、会費が納入された日の翌
　日から互助会会員となります。

注2）互助会からの脱退の場合
　の会費
　互助会から年度の途中でやむ
　なく脱会される場合には、会費
　の日割り等によ減額返却は行
　いませんのてご承知下さい。

互
助
会
に
加
入
し
よ
う
と
す
る
者

日
本
水
難
救
済
会
救
難
所
員
等

互
助
会
会
長
の
受
理
・
確
認

10
月
1
日
か
ら
会
員

会
費
の
支
払

加
入
申
込

加入申込書

払込取扱票

互助会に関する問い合わせ

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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■過去５か年の救難所員数と互助会会員数の推移（参考）
60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

20,824 20,768 20,775

52,460 52,158 51,648

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

20,466

51,178

20,619

51,044

令和元年度

救難所員数（人） 互助会加入者数（人）
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MRJ フォーラム

（公社）日本水難救済会　令和２年度第２回通常理事会を開催いたしました

水難救済会の活動がソーシャルイノベーションニュースに掲載されました

ご挨拶をされる三浦理事

　公益社団法人日本水難救済会の「令和２年度第２回通常理事会」が開催され令和３年度の助成金等の
申請などについて審議されました。

瀬口海上保安庁警備救難部長からご挨拶を
いただきました

令和2年度第2回通常理事会の模様

　第２回通常理事会は令和２年１０月２０日、新型コロナウイルス感染防止の観点
から開催場所をこれまでの海事センタービルから千代田区平河町の海運ビルに変
更して開催されました。
　理事会での冒頭、令和２年度定時社員総会（令和２年６月２３日開催）において新
たに理事に就任された全国漁業協同組合連合会の常務理事　三浦秀樹氏のご紹介
ののちご挨拶をいただきました。
　その後、議長の本会相原会長の開会挨拶に引き続き、１０月1日付けで海上保安
庁警備救難部長に就任された瀬口良夫氏から「沿岸海域における安全が確保され
ていることが非常に大切で、海上保安庁といたしましても公助だけではなく自助・
共助の三位一体となった海の安全を確立するために海難救助体制の整備をより充
実させたいと思いますし、そのためにも、これからも引き続き、水難救済会の様々
な事業に対し積極的に支援していく所存です。」との旨のご挨拶をいただきました。
　引き続き、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３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　「日本水難救済会財産管理運用規則の一部改正について」
　第３号議案　「新規会員入会の承認について」
の３議案について、それぞれ加賀谷常務理事から説明があり議案が審議されました
が、意見等もなくすべて承認されました。
　特に、第1号議案の審議では、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及
び令和３年度予算の計画案などの説明が行われました。
　議案の審議に引き続き、報告事項として「職務の執行状
況の報告」について、加賀谷常務理事から令和２年度の事
業の進捗状況を中心に概要について説明がなされた。
　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、質問等がなかったことから、第２回通常理事
会は終了いたしました。

　千葉県水難救済会富津岬ＰＷ救難所と公益社団法人日
本水難救済会は、昨年８月末に「ソーシャルイノベーション
ニュース」の取材を受け、１１月２１日に「コロナ禍と全国の
水辺の事故～減少した救助出動件数の裏には海の安全を
守る人達の活動が！？～」と題して、他の関係機関とともに、
記事として掲載されましたのでご紹介いたします。視聴さ
れる方は次のアドレスからご覧ください。
　　https://social-innovation-news.jp/?p=1162

（１）救助特別功労表彰（4名）
　　○茨城県水難救済会（２名）
　　　（那珂湊支部救難所）岡田英男　協力者：岡田祐輔
　　○特定非営利活動法人長崎県水難救済会（２名）
　　　（五島ふくえ救難所）中山吾一、中山隼人
（２）団体救助功労表彰（7団体）
　　○特定非営利活動法人長崎県水難救済会
　　　稲佐救難所、瀬川救難所、西海パールシー救難所、
　　　サンライズマリン佐世保救難所、野母崎救難所、平戸救難所獅子救難支所
　　○公益社団法人琉球水難救済会　与那城救難所
（3）救助出動回数功労表彰（39名）
　　○公益社団法人北海道海難防止・水難救済センター（２名） 
　　　３０回（様似救難所鵜泊支所）宮崎政行 （余市救難所）篠谷 誠
　　○千葉県水難救済会（１３名）
　　　２０回（新勝浦市救難所豊浜支所）日高敏雄、江澤 誠、枡田博行 （新勝浦市救難所西部支所）鈴木吉造
　　　　（新勝浦市救難所浜行川支所）関口正彦、関口文雄 （長生郡広域救難所）小栗正樹、町屋紀明、菅野 麗
　　　３０回（新勝浦市救難所興津支所）秋葉輝雄 （富津岬ＰＷ救難所）大島 博 （鴨川救難所）山本浩昇
　　　　（長生郡広域救難所）荻原 拓
　　○静岡地区水難救済会（１名）　２０回（ＩＣＳ救難所）西海尊志
　　○愛知県水難救済会（２名）　２０回（蒲郡救難所）安藤雅章   ５０回（蒲郡救難所）福島雅弘
　　○新潟県水難救済会（３名）　２０回（山北救難所）渡辺英也、本間満広  ３０回（山北救難所）本間 隆
　　○島根県水難救済会（１名）　３０回（出雲救難所大社支所）早野政幸
　　○公益社団法人福岡県水難救済会（１３名）　２０回（奈多救難所）今林修一 （伊崎救難所）帯田慶文
　　　（玄界島救難所）宮川幸大 （姪浜救難所）野上 誠 （野北救難所）白石孝雄、西崎重俊
　　　（加布里救難所）古家信博
　　　３０回（伊崎救難所）森 久夫 （野北救難所）寺崎達也
　　　５０回（大岳救難所）松尾英仁    ６０回（地島救難所）奥 真司
　　　７０回（大岳救難所）竹田聖也    ９０回（唐泊救難所）板谷正信
　　○特定非営利活動法人長崎県水難救済会（４名）
　　　２０回（三重救難所）羽柴 悟 （野母崎救難所）濱田豊美
　　　６０回（野母崎救難所）濵﨑勝哉   ３４０回（稲佐救難所）福田一幹
（4）勤続功労表彰（128名）
　①４０年勤続功労（２６名）
　　○公益社団法人北海道海難防止・水難救済センター（１名）　（苫小牧救難所）桝谷 毅
　　○特定非営利活動法人秋田県水難救済会（８名）　（岩館救難所）菊地雅雄、小林英治 
　　　（北浦救難所）古仲謙一、斉藤 篤、江畠靖雄、目黒久夫、高野節朗 （戸賀救難所）江畠 功
　　○特定非営利活動法人神奈川県水難救済会（１４名）　（横須賀救難所）石渡庄一、石渡将典、荻野裕司、
　　　斉藤浩昌、鶴岡直次、鶴岡光雄、斉藤和幸、村元 清 （走水大津救難所）雑賀照男、飛松正幸　
　　　（久里浜救難所）塚本次男、小菅君明 （大楠救難所）尾崎輝彦 （真鶴救難所）木浪武美
　　○島根県水難救済会（３名）　（出雲救難所日御碕支所）高木佳久、氷見新吉　
　　　（出雲救難所鵜鷺支所）飯島充人
　②３０年勤続（２４名）
　　○公益社団法人北海道海難防止・水難救済センター（４名）
　　　（豊浦救難所）坂本雄幸、鈴木弘樹 （冬島救難所）佐々木時浩、坂本雅樹
　　○特定非営利活動法人秋田県水難救済会（１０名）　
　　　（畠救難所）加藤廣茂、古仲利信、石垣光浩、鎌田道幸、石川千代光、畠山直美
　　　（戸賀救難所）石川六男 （船川救難所）佐藤富二雄、鈴木勝義 （金浦救難所）今井浩一
　　○茨城県水難救済会（１名）　（久慈支部救難所）稲川勝雄
　　○特定非営利活動法人神奈川県水難救済会（６名）　（横須賀救難所）内藤克己
　　　（南下浦救難所）長島秀親、菱沼 隆、菱沼三知夫 （三浦救難所）鈴木良一、青木 勝
　　○富山県水難救済会（１名）　（新湊救難所）矢野信吾　　　
　　○島根県水難救済会（２名）　（出雲救難所日御碕支所）阿部英夫、渡部勝志

1　海難救助功労者
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令和2年における日本水難救済会 会長表彰受章者一覧

令和２年1月１日から令和２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。

勤続功労章
（30年）

勤続功労章（40年）

救助出動回数功労章
（30回）

救助出動回数功労章
（50回）

（敬称略）

救助特別功労章

団体救助功労盾



　公益社団法人日本水難救済会では、本会の会員（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おります。

　正会員は、１号正会員と２号正会員がありますが、１号正会員は全国の道府県に所在する地
方水難救済会となっています。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）
以上を納付して入会される団体又は個人の方々で、２号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。
　また、賛助会員は、金品を寄附して本会の事業を賛助するため入会される正会員以外の個人
又は団体の方々となりますが、本会では、賛助会員への入会を推進しています。賛助会員とし
て、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あります。

　入会を希望される団体又は個人の方は、本会のホームページの「会員登録／お問い合わせ」又
はフッァクスにて、住所、氏名など必要事項をご記入のうえ、本会にお申し込みください。本会から
「入会申込書」など関係の書類をお送りいたします。
　なお、入会にあたりましては、書類審査の後、本会の理事会に諮り、入会の承認が必要でござい
ますので、本会からお願いいたします時期までに関係書類をご提出いただくこととなりますので
ご承知下さい。

編 集 後 記
　明けましておめでとうございます。

☆　昨年は、年の漢字に「密」が選ばれたほど、コロナに始まりコロナで終わった１年だったと思います。年が明けてもコロナ禍は
　収まるどころかむしろ拡大し、遂に緊急事態宣言が再発出されましたが、ワクチン接種のニュースも聞こえてきていますので、
　私としては、一日も早くコロナ禍が収束し、無事にオリンピックが開催され、元気な１年となることを期待しています。

☆　さて、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。救難所員や医師・看護師の皆様の、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。
　　また、今回は、海難救助の現場、特に人命救助での活用が期待される手作り救難資器材を紹介しています。人命救助と
　いえば「救命浮環」が一般的ですが、今回紹介しているのは、身近なものを使った手作りの「非常用投浮」、「浮くっちゃボト
　ル」、「縄梯子」及び「あんしんや」です。作り方も紹介していますので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

☆　「マリンレスキュー紀行」は、今回も取材者の移動距離に配慮し、千葉県水難救済会の救難所の紹介です。漁業関係者の
　事故には「お互いさま」と多くの仲間が現場に駆けつける漁業協同組合員を中心に構成される新勝浦市救難所。サーファー
　事故の多い南九十九里で、四六時中スクランブルできるよう心の準備をしているＪ－ＰＲＯメンバーで構成される長生郡広域
　救難所。好漁場を抱え、海洋レジャーも盛んな外房地区での安全・安心のため、ますますの活躍が期待されます。

☆　手作りの救難資器材「あんしんや」は小浜海上保安署からの投稿でしたが、佐賀県、広島県及び愛知県の各水難救済
　会からも投稿をいただきました。
　　佐賀県水難救済会からは、青い羽根募金活動による寄附金を活用した「ライフリングプロジェクト」の紹介です。このプロ
　ジェクトで設置した救命浮環により海中転落した釣り人が救助されたとのこと。素晴らしいプロジェクトですね。更なるプロジェ
　クトの推進に期待しています。
　　広島県及び愛知県水難救済会からは、いずれも県との災害時協定の締結の紹介です。近年、大規模な自然災害が頻発
　しており、水難救済会による人員・物資の緊急輸送への期待が高まっていますので、まさに時宜を得た協定の締結と考えま
　す。未だ協定を締結していない地方水難救済会も締結に向け頑張ってください。
　　投稿くださった小浜海上保安署並びに佐賀県、広島県及び愛知県の各水難救済会の皆様、ありがとうございます。ＭＲＪ
　は、皆様の活動・活躍を紹介しています。投稿をお待ちしております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（常務理事　加賀谷尚之）

制作 ・ 印刷　株式会社交文社

（1）銀色名誉有功表彰（２団体）
　　○団体：２件　（出動１８回）東海大学医学部付属病院 （出動１０回）米盛病院
（2）金色有功表彰（５名）
　　○個人：５名
　　　（出動４回）東海大學医学部付属病院　医師 辻 友篤、医師 上畠 篤
　　　　　　　 日本医科大学付属病院　医師 萩原 純
　　　（出動３回）東海大學医学部付属病院　医師 武田道寛、医師 伊瀬洋史

3　事業功労表彰
（1）事業功労（１名）
　　○個人：１名  前鳥取県水難救済会会長　景山一夫
（2）青い羽根募金（62団体、９名）
　①団体：62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、久志コンペ、沖縄電力株式会
　　　社、一般財団法人沖縄船員厚生協会、一般社団法人日本倶楽部、鹿島建設株式会社、洞海遠賀地区海難救助連絡協議
　　　会、航空自衛隊築城基地、陸上自衛隊福岡駐屯地、宗像市、福岡県、福岡県警察本部、若築建設株式会社九州支店、糸島
　　　市、北九州市、宗像漁業協同組合、株式会社道の駅むなかた、日本コークス工業株式会社、北九州エアターミナル株式会
　　　社、大分県、大分市、別府市役所、国東市役所総務課、陸上自衛隊別府駐屯地、陸上自衛隊玖珠駐屯地、豊後高田市、大分
　　　臨海ロータリークラブ、旭商船株式会社、ＳＧホールディングス株式会社、株式会社湘南なぎさパーク、興洋海運株式会
　　　社、三光海運株式会社、東洋建設株式会社、若築建設株式会社、陸上自衛隊美幌駐屯地、陸上自衛隊名寄駐屯地、陸上自
　　　衛隊島松駐屯地、陸上自衛隊北千歳駐屯地、陸上自衛隊東千歳駐屯地、陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地、陸上自衛隊土浦駐屯
　　　地、陸上自衛隊朝霞駐屯地、陸上自衛隊久里浜駐屯地、陸上自衛隊武山駐屯地、陸上自衛隊木更津駐屯地、陸上自衛隊
　　　駒門駐屯地、陸上自衛隊高知駐屯地、陸上自衛隊国分駐屯地、陸上自衛隊富士駐屯地隊員一同、海上自衛隊横須賀地方
　　　隊、海上自衛隊呉地方総監部、航空自衛隊三沢基地司令、航空自衛隊入間基地、航空自衛隊浜松基地、航空自衛隊美保
　　　基地、航空自衛隊新田原基地
　②個人：延べ９名

事業功労有功盾

有功章（事業功労／個人）

金色有功盾

申込先：公益社団法人 日本水難救済会
ホームページ　http://www.mrj.or.jp/index.html
TEL 03-3222-8066　FAX 03-3222-8067

銀色名誉有功盾

有功章

　③２０年勤続（７８名）
　　○公益社団法人北海道海難防止・水難救済センター（８名）　（室蘭救難所）北川勝康、北川義明、
　　　北川俊勝、山根 剛、清野 努　（冬島救難所）木村 望、田頭 努、坂本吉之
　　○特定非営利活動法人秋田県水難救済会（５名）　（八森救難所）大和博徳　（戸賀救難所）大友広一
　　　（金浦救難所）佐々木秀一、佐藤裕之、佐々木 進
　　○特定非営利活動法人神奈川県水難救済会（１３名）
　　　（横須賀救難所）村元清実、渡辺龍男、蔭山洋一 （観音崎救難所）長友儀一郎
　　　（腰越救難所）高橋増彦 （久里浜救難所）臼井功一、臼井雄二、臼井 弘
　　　（真鶴救難所）山田義行、山田一也、喜佐美 行久　（走水大津救難所）長塚友紀、鈴木雅之　
　　○島根県水難救済会（５名）　（出雲救難所日御碕支所）齋藤 彰、阿部光範、木村昌夫、田儀 守
　　　（出雲救難所鵜鷺支所）飯島 誠
　　○鳥取県水難救済会（６名）　（鳥取県漁業協同組合境港支所救難所）大谷登志二、景山明己、杉原持久
　　　（マリーナ大栄救難所）西村博文、山崎 稔、児玉明彦　
　　○特定非営利活動法人長崎県水難救済会（４１名）　（大島村救難所）浜辺 晃、川久保光雪、濱邊政義、
　　　山口雪雄、大浦秀嗣、濱邊一美、古川春雄、平田浩美、池田 誠、井崎惠介、寺田尚明、山口 茂、
　　　白石幸太郎、立石雅信、丸田喜弘、立石隆信、山口 勝、坂本光利、坂本和彦、冨元孝志、井元博文、
　　　下部清治、平松輝男、大櫛貞継、濱岡孝、田上二三夫、川久保光洋、濱岡宏和 （舘浦救難所）吉山弘一、
　　　久保喜保、坂本砂雄、田辺輝司、石橋 進、藤永雅之、柳原一満 （瀬川救難所）船木康徳 
　　　（平戸救難所）山中兵惠 （生月救難所）町田憲司、浜本幸司、富山 保 （上対馬救難所）扇 康一
（5）退職職員の永年従事功労表彰（25名）
　　○公益社団法人北海道海難防止・水難救済センター（９名）
　　　（豊浦救難所）竹島寿一  
　　　（歯舞救難所）湊屋健造、寺嶋博、中村吉昭、畠山義信、太田定美、
　　　小林民雄、佐藤清孝、根布茂
　　○大阪府水難救済会（１名）（岸和田地区救難所藪野渡船支所）藪野義裕
　　○新潟県水難救済会（９名）（山北救難所）本間三人、本間勝美、本間常男 
　　　（佐渡南部救難所）山本研三 
　　　（両津救難所）宇治 昭  （佐渡南部救難所羽茂支所）菊池 孝　
　　　（岩船港救難所）鈴木三夫、渡辺衛次　（新潟救難所）宮崎 智
　　○島根県水難救済会（３名）（出雲救難所日御碕支所）齋藤友義、安田 博、石田 弘
　　○公益社団法人福岡県水難救済会（３名）（鐘崎救難所）花田國之
　　　（西浦救難所）園山裕明  （唐泊救難所）板谷和正
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