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鎌倉時代から栄える漁港が
稲取地区の発展を支えてきた

　かつて、源頼朝は蛭ヶ小島（現韮
山町）に流された折、稲取の八幡神
社に参拝したと伝えられている。そ
の後頼朝が鎌倉幕府を開いてからは
鎌倉と東伊豆の往来も盛んになり、
海上交通の発展とともに、稲取を含
む伊豆の港は中継地点として栄える
ようになったという。

（出典：東伊豆町ホームページ）

　伊豆半島東海岸の中央に位置する静
岡県賀茂郡東伊豆町。稲取地区はその
南側、相模灘に面しており、温暖な気
候に加え、天気の良い日には遠く伊豆

大島を望む風光明媚な景観に恵まれた
場所として知られている。
　また、このエリアは硫酸塩泉を主と
した泉質と情緒豊かな温泉郷としても
名高く、夏には天下の奇祭といわれる

「どんつく祭」、花火大会のイベントと
して行われる「潮風よさこい」には多
くの観光客が詰め掛けるという。
　しかし、人口 7,000 人弱のこの静か
な地域「稲取」の名を知らしめている
のは、やはり海の幸だ。伊勢海老、ア
ワビ、アジ、サバ、そして日本有数の
漁獲高を誇り、その味も
評価の高い金目鯛。温
泉郷とともにこの地域
の中核をなすのは稲取
漁港だと言えるだろう。

「海を愛し、尊ぶ心」。
水難救済に携わってきた人々に脈々と受け継がれてきた奉仕の精神。
自らの危険を顧みず、人命救助に取り組むのは何故なのか。
海の安全を守る最前線に身を置く人々の素顔を追って――。
取材協力：伊豆漁業協同組合稲取支所、東伊豆町

稲取漁港にて自らの船に乗り込み話をきかせてくれた伊豆地区水難救済会稲取水難所副所長の鈴木精（くわし）さん。

海が見える露天風
呂もある稲取温泉。



海の男たちが体験学習を通じて
子供たちに伝えたいこと

　取材班が訪問したその日は、稲取支
所が主催している地元の小学生を対象
にした「磯の体験学習」が行われると
いうので見学させていただいた。
　開催場所は稲取温泉郷
前の海岸。砂浜はなく
大きな岩がひしめく岩
場の磯。そこで地元の
小中学生を集めて、
様々な体験を通
し て 海 に 親 し
んでもらおう
というのが目
的 だ。 な お、
この教室には
東伊豆町が様々な面でサポートしてお
り、毎年、大潮の8月の夏休み期間中
に実施しているという。
　東伊豆町町長の大田長八さんはこう
語る。
　「東伊豆町は海の町なのに、子供たち
が海から離れてしまうのは寂しい。郷

土の財産である海に少し
でも親しんでほしい」
　東伊豆町役場の鈴木
伸和さんが続ける。

　「漁業権や安全面の
関係で地元の子
供 た ち は 気 軽
に海に入るこ
とができませ
ん。 そ こ で、
２年前から始
まったのがこ

の体験学習です。豊富
な経験とさまざまなノ
ウハウを持つ稲取支所
さんが主催で、町が資
金や人員など全面
的なバックアッ
プを行ってい
ます」
　体験学習の
メ ニ ュ ー は、
座学と実地体
験 に 分 け ら れ
ている。
　座学では、稲
取救難所の佐藤紀男さんによる地元稲
取の海の話や「この辺の海でなぜ魚を
獲ってはいけないのか？」といった漁

業権の話から始まり、静岡県水産技術
研究所伊豆分場の職員を招いてのアワ
ビの生態についての解説、さらに下田
海上保安部の職員による、海上保安庁
の仕事や救命胴衣の使い方、溺れた時
の対処法など、海に関する様々な知識
が子供たちに伝えられた。
　その後は場所を屋外に移して実地体
験の時間。先に説明を受けたアワビの
稚貝の放流を行う。子供たちは磯に降
りて、思い思い岩場の下に稚貝を楽し
そうにくっつけていく。
　その後は、本来なら海に入って素潜
りを行う予定だったが、あいにく当日
の海は波が大きいため危険と判断、急
遽、浅瀬で救命胴衣を使った救助訓練
に変更された（子供たちは非常に残念
そうだったが…）。
　しかし、この体験学習には学習以外
にも大きな楽しみがあった。それは昼
食時に炊き出しとして振舞われる地元
産の海産物を使った料理。この日は、
稲取の名産品である金目鯛の味噌汁に、
今が旬のサザエの壺焼だ。子供たちが
美味しそうに食べる姿を見つめる大人
たちの目は限りなく優しい。

小さな漁港に受け継がれてきた
海難救助の精神

　稲取漁港は、常時60隻ほどの漁船
が停泊している漁港で、3本の堤防や
小突堤で構成された港内ではメジナ、
クロダイ、シロギス、ハゼ、マゴチ、
ヒラメ、アオリイカと豊富な種類の魚
が釣れるという。また、また毎週土曜・
日曜・祝日には港の朝市があり、鮮魚
だけではなく、野菜・果物など約 20
店舗が出店しており、県外からやって
くる人も少なくない。
　その漁港を取り仕切る伊豆漁業協同
組合稲取支所は、港の海面からわずか
数十メートルの隣接した場所にある。
稲取支所に所属する船は約60隻、組合
員は約100名。
　この稲取支所を救助拠点とする伊豆
地区水難救済会稲取救難所は、つい先

日、２つの団体から表彰されている。
ひとつは海上保安庁下田海上保安部、
そして社団法人日本水難救済会。いず
れも海難救助に大きく貢献した功績が
評価されてのものだった。
　稲取救難所は、平成 3 年に発足して
現在に至るわけだが、水難救助活動は
それ以前から行ってきた。
　「昔から海で事故があったと聞けば、
当たり前のように駆けつけていたよ。
その伝統は江戸時代から続いているん
じゃないかな」と語るのは、稲取救難
所の副所長を務める鈴木精（くわし）
さん。

　鈴木さんによると、海難救助活動の
他に、子供を対象にした体験教室を主
催したり、自主的に特別な訓練は行わ
ないが、県や町の防災訓練には参加し
ているという。
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早朝の稲取漁港。船も人も少ない静かで穏やかな空間だった。

かつて、船が流されないようにつなぎとめておくために使われた「もやい岩」。東伊豆町文化財
として稲取漁港の手前に設置されている。

伊豆地区水難救済会稲取救難所（伊豆漁業
協同組合稲取支所）

講師として招かれた静岡県水産技術研究所伊豆分場の職員がパネルを使いながらアワビの生態
について解説していく。

身近な道具を使って溺れた人の救助法につ
いて説明する下田海上保安部の石川専門官
と福永さん。

東伊豆町長 大田長八さん

東伊豆町役場 鈴木伸和さん

稲取救難所の所長を務
める佐藤紀男さん

漁協組合に隣接する市場。稲取漁港で水揚
げされた魚介類はここに集まってくる。

漁協と町が協力して行う「磯の体験学習」には、地元の小中学生あわせて32名が集まった。



でもフットワークの軽い救難所の皆さ
んの存在は非常に有り難いです」と語
るのは、下田海上保安部の石川忠夫専
門官。
　救難所の存在を高く評価する表われ
として、稲取救難所は、この8月、下
田海上保安部から救助活動の功績に対
して表彰を受けている。
　「表彰の要因は、所員の方々の連携の
素晴らしさと、迅速な対応ですね。組
織ありきではない活動は高く評価され
て然るべきだと思います。稲取救難所
の皆さんは経験が豊富なので、救助活
動も皆さんだけで完結できますし、か
なりの部分をお任せしています」（石川
専門官）
　海上保安部と救難所。これまでにも
システムとしては連携してやってきた
とはいえ、本当の意味で協力体制が出
来てきたことを実感するようになった
のは、つい最近のことだという。
　「これまでは対話がほとんど無かっ
た。連携しているとはいえ、我々から
するとやっぱり『お上』だからね（笑）。
怖いという気持ちがどこかにあった。
でも今はこうやって一緒に話すことが
出来る」（鈴木さん）
　「救助活動だけではなく、体験教室な
ど稲取救難所の皆さんはいろいろ活動
しておられます。これまで我々はそう
いったことに気がつきませんでしたが、
これからもっと協力していくべきだと
思っています」（石川専門官）
　とはいえ、お互いにコミュニケーショ
ンを取り始めたばかり。二人とも「ま
だまだこれからですよ」と声を揃える。

釣り人が陥った思わぬ事故
海の怖さを見過ごすな

　「子供たちには興味を持ってほしいか
ら海の魅力を教えてあげたい。でもそ
れと同時に、海の怖さを子供たち伝え
ていくのも俺たちのような大人の役目
なんだよ。今日の体験学習での素潜り
を中止した意味を、子供たちが分かっ
てくれればいいんだけどね」
　体験学習が終了し、子供たちが帰途
につくと、稲取救難所の鈴木さんがぽ
つぽつと語りだした。
　「今年に入ってからすでに 2 件の救
助に関わった。どちらも助かったけど、
天気が悪かったり、波が高かったり、
海に出ると危険なことが分かっている
のに釣りに出ていたんだ」
　その事故とは、以下のようなものだった。

　ひとつ目は、波が高い日に岩場で釣
りをしていた人が波にさらわれ、海に
転落。幸い救命胴衣をつけていたため、
沈むことはなかったが、入り組んだ岩
場のため、救助は困難を極めたという。
　もうひとつは、釣りに出港したプレ
ジャーボートが船尾排水口からの浸水
が増大して転覆。これを陸側から目撃
した釣り人が 110番通報し、警察から
の出動要請を受けた鈴木さんが他の救
難所員に連絡、所員3名が救助船で現
場に急行し、転覆船にしがみついてい
た3名を救助した。一方、他の救助船
2隻も間もなく現場に到着し、協力し
て転覆した船体を曳航、稲取漁港に搬
送したという。遭難者は待機していた
救急隊から怪我のないことの確認を受
け、無事だった。
　「どっちも海が荒れているのに……

海を舐めているとしか思えないよ」と
鈴木さんは嘆く。たとえ、海が危険な
状況で釣りをしている人を見かけても、
鈴木さんたちには「やめろ」とは言え
ない。そうした権限がないからだ。
　「そういった状況にどうやって対応す
るか。管理をどうするかを含めて話し
合いが必要だろうね」（鈴木さん）

救難所と海上保安部の連携に
必要なのはコミュニケーション

　「救難所の存在があるからこそ、海で
の救助活動がスムーズに行われている
のは間違いありません。我々は下田を
拠点としていますが、例えばここ稲取
で海難事故が起きた場合、通報を受け
てから現場へ到着するまでにどうして
も 3、40分はかかってしまう。その点
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取材当日、稲取の海は波が高かったにもかかわらず、それでも岸壁まで出て釣りをしようとする人を実際に見かけた。

金目鯛の味噌汁は、子供・大人を問わず大
好評だった。救命胴衣を着用した浅瀬での救助体験

８月、稲取救難所は、今年に入ってから２件の海難救助に貢献したその功績に対して、日本水
難救済会会長から表彰を受けている。写真は表彰状授与のひとコマ。

子供たちが岩場の陰にアワビの稚貝を放流していく。

稲取漁港には普段およそ60隻の漁船が停泊しているが、海難事故の際には出動できる船が救助
船となる。

炊き出しで子供たちに振舞うため、町役場の職
員が汗だくになりながらつくる金目鯛の味噌汁。



　「俺たちは当たり前のことをしている
だけ。海で困っている人がいたら仲間
でもそうでなくとも助けるよ。仲間も
みんなそう考えていると思う。これか
らも当たり前のことを続けていくだけ
だよ」
　最後にそう言って、鈴木さんは照れ
くさそうに笑った。

仲間同士の強い信頼関係が
救助活動成功につながる

　稲取救難所の面々がこうした救助活
動が迅速に行えるのは、ネットワーク
がしっかりしているからに他ならない。
現場に出られる人間がいれば、声をか
ければ必ず誰かが現場に出ることがで
きるのだ。
　「ウチは横のつながりが特に強いと
思う。ほとんどが地元で生まれ育って
漁師になった人間が多いからね。みん
な経験は豊富だし、いつ、誰が救助活
動の現場に行っても同じ対応ができる。
それはウチの特長だろうね」と、鈴木
さんは胸を張る。
　救難所の同僚がそれに続く。
　「仲間が海でトラブルに遭ったら、間
違いなく全員が全てを投げ打って現場
に急行するでしょうね」（稲取救難所・
中山裕仁さん）

　「自分もそうすると思う。それだけ仲
間意識が強いんです」（同・前田さん）
　訥々と語る彼らの口調には、派手さ
や奢りは全く感じられない。しかし、
その一方で、経験に裏打ちされた自信
とともに、海の男としての矜持のよう
なものを感じたのは、気のせいではな
いだろう。

日本全国をカバーしている救難所の多くには港がありますが、
その港の数だけ美味いものがあるのではないでしょうか。
そこにしかない、おらが自慢のご当地グルメを求めて…。
今回は伊豆地区水難救済会稲取救難所のお膝元である
稲取漁港の「港グルメ」を紹介します。

　東伊豆町のグルメといえば、新鮮な魚介
類ですが、稲取漁港と言えばやはり「金目
鯛」です。
　『キンメダイ目キンメダイ科の深海魚で
ある金目鯛は、全長約40センチ。日本では
釧路沖以南、大陸棚や海山周辺の水深
200～600ｍの深海に生息している。全身
が朱または紅色。目が大きくて金色に輝い
ているのが特徴』（出典：東伊豆町観光協
会ホームページ）
　このように金目鯛は、日本のあちこちで
獲れる魚です。ところが、地元の方々による
と「稲取の金目鯛はほかとはちょっと違う」
とのこと。
　事実、稲取漁港で水揚げされた金目鯛
は、東京築地市場においては「稲取金目」と
呼ばれ、事実、別格の「ブランド品」として高
値で取引されています。
　神奈川県水産総合研究所の報告による
と、稲取沖の金目鯛は、他の地域で獲れる
金目鯛に比べて筋肉や皮に含まれる脂肪
量が高いとのこと。そしてその違いは、漁場
によるものなのだそうです。
　お刺身、煮付け、そしてしゃぶしゃぶ。お
好みに合わせて様々な食べ方で楽しめま
す。我ら取材班は、金目鯛のお味噌汁をい
ただきましたが、やっぱり脂が乗っていて
「美味しい」。
　稲取を訪ねることがあれば、みなさんも
一度試してみてはいかがでしょうか？

金目鯛

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取「稲取漁港」

ニッポン 港グルメ食遊記
全国

地方救難所の
お膝元訪問

シンプルな
　味噌汁だけど
　　　美味しい。

金目鯛漁のための
仕掛けづくり

脂の乗った豊かな
　味わいが自慢です。

地元産サザエは
　実が大きく
　ボリューム満点。

稲取救難所 中山裕仁さん

稲取救難所 前田民雄さん

下田海上保安部 石川忠夫専門官

稲取漁港の全景。
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