レスキュー41〜 地方水難救済会の現状（シリーズ⑮）
水難救済を通じて社会的要請に的確に応えていくための取り組みとして水難救済への思いを同じくする仲間
において情報を交換し、意識の高揚を図るため、平成２７年（２０１５年）
１月から
「レスキュー４１〜地方水難救済
会の現状」
として地方組織について紹介を開始しております。
今回は、広島県水難救済会及び福井県水難救済会を紹介致します。

広 島 県水難救済会
１ 設立年月日
平成１１年４月１日
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所在地
〒７３３-００３６ 広島県広島市西区観音新町４-１４-６
広島観音マリーナ内
広島県水難救済会の事務局
☎０８２-２３４-７７１０
（広島観音マリーナ）
◎交通案内
・公共交通機関
ＪＲ山陽本線 広島駅下車 バス約４０分
広島駅南口バス停 ２番のりば 広電バス３号線 観音マリーナホップ行
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厳島神社

役職員の数
会 長 松本 幸之（株式会社ひろしま港湾管理センター 代表取締役社長）
副会長 山内 貴宏（株式会社トス 沖野島マリーナ ハーバーマスター）
その他役員１０名（理事８名、監事２名）
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大正13年 3月20日
大正13年 3月20日
大正 4年 3月20日
大正 4年 5月18日
大正10年10月10日
大正10年12月 7日
大正13年 1月 8日
大正13年 6月27日
大正13年 1月 8日
大正14年 7月17日
大正15年 5月21日
平成11年 4月 1日
平成25年 4月 1日
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松本幸之会長

沿革・歴史等
帝国水難救済会鞆救難所、
木之江救難所設置
帝国水難救済会木之江救難所御手洗支所
(大正６年３月救難所に昇格)
宇品救難所設置
鮴崎救難組合設置
（昭和24年度救難所に昇格）
田戸救難組合設置(同上)
呉救難組合設置(同上)
大浦救難組合設置(同上)
常石救難組合設置(同上)
大浦救難組合設置(同上)
常石救難組合、三之瀬救難組合設置(同上)
向浦救難組合設置(同上)
広島県水難救済会設立
（救難所9か所で発足）
ビューマリン救難所、海楽園ハー
バーレスキューステーション設置

平成27年 4月 1日
平成27年 5月 1日
平成31年 3月14日
令和 元年 7月19日
令和 2年 9月23日
令和 3年 3月31日

観音マリーナディンギーヤード救難所設置
境が浜救難所をベラビスタ救難所に名称変更
平成30年西日本豪雨に関連する救助捜索活
動に対し広島市から表彰授賞
会長が岩田行史氏から松本幸之氏に交代
広島県と
「緊急時における船舶による緊急輸送
に関する協定」締結
海楽園ハーバーレスキューステーション廃止

救難所配置図

広島県

救難所・支所の数（令和３年９月１日現在）
救難所：１１か所
救難所員数：５２名

広島観音マリーナ
救難所

広島観音マリーナ
ディンギーヤード
救難所

広島ベイマリーナ
レスキューステーション
マグナム
レスキュー
ステーション

三原マリン
救難所

ベラビスタ
救難所

フェアウインド救難所
マリンウエーブ
レスキューステーション

呉マリーン
レスキューステーション

沖野島マリーナ
レスキューステーション
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ビュー マリン
ハーバー
救難所

広島県水難救済会
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地域の特性等
山口県境から岡山県境までの約１,１２８ｋｍ にまたがる広島
沿岸は，大小幾多の島々が点在する瀬戸内海に面しており、古く
から
「多島美」や「白砂青松」に代表されるように、風光明媚な海
岸線が続いています。気候は温暖で、波は比較的穏やかな自然
条件に恵まれた海岸で、世界遺産厳島神社を擁する宮島や映画
のまち尾道、
しまなみ海道等の風光明媚な観光地が多数点在し
ています。
県内には大小あわせて約１４０の島が有り、魚影も濃く漁業も
しまなみ海道
（多々羅大橋）
盛んでボートフィッシングや、
さまざまな海洋レジャーを楽しむプレジャーボートが多い水域です。
県下のプレジャーボートの保有隻数は約１万４千隻が確認され、全国トップの多さとなっています。
また、島しょ部をむすぶカーフェリーをはじめ、漁船などの業務に従事する船舶も昼夜を問わずひっきりなしに航行
しており、島の周辺部には岩礁や浅瀬もあるため、航行には注意が必要な水域です。
特に広島湾の周辺では広島特産である牡蠣の養殖のための牡蠣筏が多数設置されており、
日没以降はもとより、
昼間の航行においても衝突や乗揚げにはとりわけ十分な注意が必要な海域となっています。
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主な保有資器材
ゴムボート７隻、
消防兼防水ポンプ５台、
ＡＥＤ１２基、救命浮環２５個、双眼鏡等
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保有救助船
救助船１隻（日本水難救済会登録分）
各救難所の救助用船舶 １４隻
ＰＷＣ ３隻
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牡蠣筏

活動状況（平成２９年度〜令和２年度）
（１）救助実績
救助出動回数 ９回
出動所員数 １７名
（２）海難救助訓練等の実施状況（令和３年度）
広島観音マリーナ救難所が実施 １回
参加人員 ４名
※令和2年、3年はコロナ禍により、
ほとんど
の訓練活動ができませんでした。
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主に力を入れている事業

関係機関と連携しての他船消火訓練

（１）海難救助訓練
海上保安部と連携し、近年増加している県内に寄港する国内外の
クルーズ船の事故を想定した事故対応訓練などに積極的に参加
するなど、各種救助訓練を行い、救難所員の技術向上と関係機関
との連携強化に努めています。
（２）海の安全教室
海上保安部と連携し、複数の小学校で出前授業を実施するなど、
海での事故防止についての講習や流された際に浮いて待つ技能
を教える
「ういてまて」の救命講習を行っています。
（3）青い羽根募金活動
活動の財源となる青い羽根募金支援自販機の設置の推進を図る
とともに、地域ボートショー等のイベント会場での募金活動を積極
的に推進しています。
（4）災害発生時における救援活動
平成３０年に発生した西日本豪雨の際、関係機関と連携した海上
捜索活動が評価され、広島市長より、感謝状を受賞しました。
また、
令和２年９月には広島県と
「災害時における船舶による緊急輸送
等に関する協定」
を締結しました。

海の安全教室を開催

広島市長からの感謝状授与
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福 井 県水難救済会
１ 設立年月日
平成１２年５月２３日

2

福井県水難救済会事務局のある
福井県水産会館

所在地
〒９１０-０００５ 福井県福井市大手２丁目８番１０号
福井県漁業協同組合連合会内
☎０７７６-２４-１２０３
◎交通案内
・公共交通機関
ＪＲ福井駅下車 徒歩約５分
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役職員の数
会 長 平野 仁彦（福井県漁業協同組合連合会 代表理事会長）
その他の役員 理事７名、監事２名、顧問３名
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沿革・歴史等（主なもの）
昭和 ３年 ３月２８日
昭和 ８年 ３月１６日
昭和 ８年 ７月２２日
昭和１０年 ２月２９日
平成 ６年１０月１９日
平成１１年 ３月 １日
平成１１年 ３月 １日
平成１２年 ５月２３日
平成１２年 ６月１４日
平成１３年 ３月 ５日
平成１９年 ６月２１日
平成２１年１２月２１日
令和 ３年 ３月２５日

東尋坊

四箇浦救難所設置
三国救難所設置
三国救難所は、坂井郡雄島村に移転
高浜救難所設置
三国救難所設置
美浜救難所設置
高浜水難救難所設置
福井県水難救済会設置
敦賀市水難救難所設置
越前町水難救難所設置
若狭町水難救難所設置
南越前町水難救難所設置
小浜市水難救難所設置

平野 仁彦会長

救難所配置図
石川県

三国救難所

福井県水難救済会

越前町水難救難所

福井県

小浜市水難救難所開所式の様子
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南越前町水難救難所

救難所・所員の数（令和３年１２月１日現在）
救難所:８箇所
救難所員数：５１１名
美浜救難所

敦賀市水難救難所

岐阜県

若狭町水難救難所
高浜水難救難所
小浜市水難救難所

滋賀県
京都府
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地域の特性等
福井県は日本海側沿岸のほぼ中央に位置し、県中央部に位置する敦賀市を境に、北を嶺北地域、南を嶺南地域
と呼ばれています。
嶺北地域の海岸は、隆起海岸で急崖が海に迫っており、海底は沿岸から沖合にかけて起伏に富み、玄達瀬、松出
シ瀬など多くの天然礁が点在する好漁場となっています。
国定公園に指定されている越前海岸は、東尋坊（国の名勝・天然記念物）など自然の造形を見ることができます。
一方、嶺南地域の海岸はリアス式海岸となっており、海底の地形は沿岸では起伏に富むものの、沖合には緩やか
な大陸棚が広がっています。
若狭湾国定公園として、各所に透明度の高い海水浴場や変化に富んだ景観を楽しむことができます。

冬の味覚「越前がに」
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ラムサール条約に登録された「三方五湖」

主な保有資器材
双眼鏡、人工呼吸等訓練装置、自動体外式徐細動器、担架、
防水型トランジスタメガホン、ステンレスフックラダー、
救命浮環ほか
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保有救助船
各救難所の救助可能船舶約２９０隻
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海上保安部との海難救助訓練

活動状況（令和２年度）
（１）救助実績
救助出動回数 １２回
出動所員数 １７名
（２）海難救助訓練等の実施状況
三国救難所、若狭町水難救難所、高浜水難救難所
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主に力を入れている事業

（１）海難救助事業

小浜海上保安署と連携し、漁船えい航講習を開催

関係機関と連携し迅速な救助体制を図り、救助活動を実施しています。
（２）青い羽根募金事業
毎年７〜８月を「青い羽根募金強調運動期間」として募金活動を実施し、
募金への協力を呼びかけています。また、県内に設置している「青い羽
根募金支援自販機」の売上金の一部が青い羽根募金として寄付されて
います。
（3）救難資機材の整備
救難体制の強化を図るため、青い羽根募金等を有効に活用し、各救難所の
救難器具の整備を行っています。
青い羽根募金支援自動販売機
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