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海の安全にかける

 男たちの群像
NPO長崎県水難救済会

稲佐救難所／三重救難所

「海の県」で海上の安全を守る
のは、4,896人の「海の男」

　九州西端部に位置する長崎県。
　三方を海に囲まれ、海岸線の長さ
は全国2位の約4,200kmに及ぶ、ま
さに「海の県」。全域に82の港湾が点
在する、全国有数の港湾県でもある。
　気候は温暖で、漁業や観光も盛ん。
海は暮らしやレジャーのステージと
して、多くの人々にとって身近な存
在となっている。こうした事情から
漁船とともにプレジャーボートも多
く、県内で確認できるその数は約
12,000隻ともされる。
　この長崎県において、海上の安全
を力強くサポートしているのがNPO
長崎県水難救済会だ。会は、昭和10
年7月に社団法人 日本水難救済会 長
崎県支部として設置されたものの、
戦中戦後の混乱もあり、休眠状態と

なっていた。しかし、平成4年6月
に長崎県支部が長崎市内に新たに設
置され、活動を再開。その後、平成
11年にはNPO長崎県水難救済会と
して組織変更がなされた。現在では、
66ヶ所の救難所と50ヶ所の支所、
そして4,896人のボランティア救難
所員を擁する。その活躍は目覚まし
く、中でも稲佐救難所は平成15年
以降、7年連続で年間海難救助件数
全国第1位として表彰を受けている。
今回は、この稲佐救難所、そして三
重救難所で海難救助に当たる皆さん
にお話を伺った。
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長崎の海原を勇壮に駆ける、稲佐救難所の救助船「旭龍」。

■長崎県水難救済会の活動実績

出動回数（回）

出動した船（隻）

出動した人（人）

救助した船（隻）

救助した人（人）

平成15年

56

159

554

38

96

平成16年

58

174

574

43

77

平成17年

52

125

423

39

74

平成18年

51

258

612

34

70

平成19年

43

186

1,035

28

60

平成20年

56

286

881

39

73

「海にいる者は、みな仲間」
年間海難救助件数7年連続第1位を誇る
長崎の海の男たちの、熱き思いに触れる。
取材協力：NPO長崎県水難救済会、長崎市新三重漁業協同組合

（出所：NPO長崎県水難救済会）



の深さになる、ということが経験で
わかっているわけです。水深の等深
線を追えば発見できる」と森さん。

「皆さんベテランですから、あまり
時間をかけずに捜索します。救助の
ために船が港から出てから帰って
くるまでの所要時間は、大体4時間
くらいでしょうか」福田さんの言葉
に、自然と頭が下がる。
　広い広い海原の、どことも知れ
ぬ1点を目指して捜索し、現場を発
見し、救助活動を行って帰港する。
それをその程度の時間で完了して
しまうのだ。長崎の海難救助は、海

のプロフェッショナルが長年積み
重ねてきた、豊かな「経験」に支え
られていることを実感する。

海の男たちの決死の活躍が、
巨大客船の転覆を防いだ

　百戦錬磨に近い長崎の海の男た
ちにとって忘れられない事故が、
平成14年10月に発生した世界最
大級の豪華客船「ダイヤモンド・プ
リンセス」の火災だ。約113,000
トン、14層に及ぶこの客船は高さ
54m、全長290mという壮大な規

模。造船所がイギリスの海運会社
から受注し、前年6月に起工、翌年
夏の引き渡しを目標に建造を進め
ていた。10月1日の午後6時近く、
全14層のうち5層付近から出火。
小規模な爆発を繰り返しながら火
は瞬く間に広がった。
　長崎海上保安部から出動要請を
受けて稲佐救援所の救難所員が現
地に到着したのは1日の夜。船体か
らは白い靄状の煙が出ていたとい
う。最初は、ボヤで済んで消火も
終わったのだろうと思った、と現
場の指揮に当たった福田さんが語

一番の困難は現場の特定。
「経験」が迅速な救助活動を
実現する

　「 漁 船 に 乗 っ て い よ う と プ レ
ジャーボートに乗っていようと、海
にいればみんな仲間。その仲間が
困っていたら自分たちで助ける、そ
の精神がすべての基本になってい
ます」と、張りのある口調で話して
下さるのは福田一幹さん。稲佐救難
所の所長を務める福田さんは穏や
かな外見に似合わず、平成10年と
平成19年に救助出動回数功労章を
受けた「海の猛者」。その出動回数
は260回以上に及ぶという。
　この日集まって下さった稲佐救難
所の救難所員は4名。漁業や建築業
など、皆さん、日頃は本業を持って

いるが、ひとたび「海難救助要請」を
受ければ即座に現場へ駆けつける。

「とは言え、みんなが集まるのを待っ
ていると時間がかかりますから、船
を出した者が港でみんなを拾ってい
くんです」と福田さん。「1分1秒を
争いますから、スピードが大切。必
要に応じて何隻か船を出し、救難所
員を拾っていきます。効率の良さに
は自信がありますよ」
　年間海難救助件数全国第1位を誇
る救難所として、救助活動に当た
りどんな困難があるかを訊ねると、

「なにしろ遭難者を見つけることで
す」と副所長の森さんが身を乗り出

した。「興奮していて、遭難者が自
分の場所を正確に伝えられないん
です。GPSがあっても読み取れな
い」福田さんの言葉に、戸村さんが
深くうなずく。「慌てていて、デー
タを読み違えるんですね。だから、
言われた現場に向かっても、見つけ
られない。そんな時は確認から始
めます」と福田さん。「船の外見や、
どの港から出たか、どの方向へ進ん
だか、どれくらい航行したかを確認
していく。魚群探知機を持ってい
る船の場合は水深も聞きます」との
ことであった。「救難所員はみんな、
どれくらい航行したらどれくらい
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稲佐救難所 救難所員の皆さん。背後に浮かぶ船が救助船「旭龍」。

平成20年5月には、海難救助功労（団体の部）で名誉総裁より表
彰を受けた。 長崎の「海の男」の誇りを集めて輝く表彰状。

平成14年に発生した「ダイヤモンド・プリンセス」の火災。炎が船体を包んでいる。

■稲佐救難所の救助出動実績

出動回数（回）

平成15年

30

平成16年

29

平成17年

23

平成18年

26

平成19年

26

平成20年

13

稲佐
救難所

（出所：NPO長崎県水難救済会）



感謝されるためではない、
ただ、困っている
仲間のために

　熱心に活動を展開する稲佐救難
所の事務所の壁には、数多くの感謝
状や表彰状が飾られている。「感謝
されるためにやっ
ているわけでは
ないのですが」
と、戸村さん
と富上さんが

照れたように笑う。自己満足でいい
じゃないか、とよく言うんですよ、
と福田さん。そうそう、と隣で森さ
んがうなずく。「今日は人を助けた、
いいことをした、それでいいんだ、
と皆さんとよく言っています。む
かしから、海には仲間同士助け合
わなければならないという精神
が息づいています。互助の心、
ということですね」と福田さ
んが続ける。「釣りに出た家
族が時間になっても帰ってこない、
どうしたらいいか、どこに相談した
らいいか、と不安でおろおろされる
方を放ってはいられませんよ」と、
5歳から70年もの間、漁師として

海で生きてきたという富上さん。
「そんな場面に遭遇して、何か

せずにはいられない、そんな
動機からみんなこの活動に
参加しています」富上さんの

言葉は、実感を伴って深く胸にしみ

てくる。「何かできることはないで
すか、と声をかけてくる。長崎の海
で生活される方は素晴らしい人ば
かりです。例えば海上で無人で航行
する船を見かけたら、おかしいと連
絡をくれる、みんな周りの出来事に
関心があるんです。困っている人を
見過ごせるかという気概があるの
が、長崎の海の男の特長ですね」

る。「それでも念のため中を調べて、
必要があれば消火活動をしようと、
ロープと懐中電灯を持たせて私は
救難所員を船の中に行かせました。
消火用のホースを海中に垂らして、
ロープで引き上げるつもりだった
んです。ところが、船に着いてホー
スを引き上げたところで、船の中
から煙がものすごい勢いで出てき
た。私は逃げるよう指示しました、
我々の力で手に負え
るものではないと
判断したんです。
救難所員の命を
危険にさらすわ
けにはいかない。
案 の 定 火 勢
は強く

なり、消防車と消防艇が中心となっ
て消火活動を行う様子を私たちは
見守っていました」
　記録写真を指し示しながら福田
さんが当時を振り返る。真っ赤な炎
が大きな船体を包む光景は、写真で
見ても肌が粟立つほど恐ろしい。当
時の状況を口々に説明して下さる
皆さんの言葉にも力が入る。「消火
活動は翌日の昼過ぎまでかかり
ました。そして再び我々の出番。
消火で使った水が船内に溜ま
り、船が傾いたんです。その
ままでは転覆する可能性もある。そ
れで、水をくみ出すのを我々が担当
しました」と森さん。なにしろこの

大きさだ。どうやって、と方法
を訊ねると、小型ポンプを使
用した、と富上さんが説明
した。
　「しかし、まだ船内は危
険な状況ですから、20分

の交代で作業を行いました。船内

に残っている煙を吸わないように、
二重にしたタオルで鼻と口を覆う
ようにとも指示して」と福田さん。
実は福田さんは消防団でも活動を
行っており、こうした作業にも詳し
い。「安全第一で作業を行って、船
の転覆は免れた。造船所からはずい
ぶん感謝されて、表彰状をいただき
ました」
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「ダイヤモンド・プリンセス」火災現場を遠距離から撮影。いかに大規模な火災であったかがうかがえる。

海上で稲佐救難所の活動の主力となる、救助船「旭龍」。
当時の状況を振り返る、稲佐救難所　
所長の福田一幹さん。

副所長の森雄介さん。時に愛船「第二秀
丸」を駆って、福田さんを力強く支える。

班長の戸村栄一さん。もやい銃のエキ
スパートとして、後進の指導にも当たっ
ている。

部長の富上福光さん。70年近くを船上
で過ごした経験の持ち主。熟練した船
の操縦技には定評がある。



冷静かつ信頼できる
次代の指揮者を育て、
未来の海の安全を守る

　さまざまなトラブルが起こる海
難救助には、豊かな知識と経験が不
可欠だ。それは誰であっても、一朝
一夕に身につくものではない。そこ
で、長崎の海の未来を担う次世代の

育成について、どのような取組みを
行っているのか伺った。若手の育成
も行っているが、船を持っていてあ
る程度時間の融通が利く人材を見
つけて、水難救済会に参加しません
かと勧誘もしている、と福田さん。
　「一番大切なのは、指揮者を育て
ることです。どんな状況でもパニッ
クを起こさず冷静に対処でき、指示

を受ける者に“この人の言うことな
ら間違いない”と思わせる人材。こ
ういった活動は、指揮者によって
スピードや成果が変わってきます。
人命が関わる場合もあるし、誰も
彼もができる役目ではない。そう
いった人材をこれから着実に育て、
我々のノウハウを継承していって
ほしいと思います」もやい銃のエキ
スパートでもある戸村さんが、「な
んでも経験です」とうなずく。救助
訓練では実演より指導に力を入れ
ているそうだ。「目的のポイントに
きっちりロープを渡すのがもやい
銃の目的ですが、なかなかうまくい
かない。風があれば弾道が狂うし、
船だって動いている。そういう難し
さを実際に体験してもらうことが
大切だと思います」
　この方々なら、使命に燃える次
代の人材を厳しく、しかし暖かく
育てて、きっと海のプロフェッショ
ナルへと導いてくれることだろう、
と思う。

最大の海難救助法は「防止」。
自己救命策周知の
必要性を実感

　稲佐救難所から車で30分ほど
走ったところに、次なる取材地、三
重救難所がある。迎えて下さったの
は4名の救難所員。所長の水江さん、
副所長の戸田さん、そして所員の本
川さんと羽柴さんだ。
　 三 重 救 難 所 の 皆 さ ん が 活 躍 の
フィールドとするのは、主に五島灘
近辺。地形上、先の稲佐救難所の
方々と協力して救助活動に当たる
ことも多いという。
　ここで話題となったのは、自己
救命策を周知することの重要性だ。
実は、三重救難所はそれを象徴する
海難事故に昨年立ち会っていた。

　釣りに出かけたプレジャーボー
トが帰ってこないと家族から連絡
があり、長崎県水難救済会から出動
要請を受けた三重救難所の副所長、
戸田さんが出動したのは真夜中の
こと。先に捜索活動に当たっていた
救難所員と交代し捜索を行ったが
船の所在さえ確認できず、捜索は
困難を極めた。結局、船と乗員1名
の遺体は別々の場所で発見された。
船が転覆していなかったことから、
乗員は何らかの原因で海中に落ち
たと推察された。
　「救命胴衣を着けていれば、そ
の方は助かったかもしれないん
ですよ」と微かに無念さが感じ
られる表情で戸田さんは語る。

「安全パトロールや講習会など
で、着用しようと呼びかけを行っ

てはいるのですが。そもそも、救
命胴衣を積んでおかないと船舶検
査に通らない。だからみんな、持っ
てはいるんです」と所
長の水江さんは
苦 笑 い。 着 け
ない理由は面倒
だからか、と訊
ね る と、「 そ れ

取材に応じて下さった、三重救難所 救難所員の皆さん。

三重救難所所長の水江健一さん。勤務
先を定年退職後、釣り好きが高じて「海
の男」へ。
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取材当日の長崎港。その静けさは、いま海が平和であることの証でもある。

インタビューの傍ら、森さんが手入れをしていた愛船「第二秀丸」

三重
救難所



るようになりました」本川さんの言
葉に、隣の羽柴さんもうなずく。「私
は本川さんの翌年に参加しました。
私も船を持っていますが小型なの
で、海が怖いと感じることはしょっ
ちゅうです」

　自分の船の対応力を把握してお
くことが大切なんですよ、と戸田さ
ん。「救助活動はもちろん大切です
が、まず自分が安全に戻ってくるこ
とが最優先。こちらも救難所員の皆
さんがどんな船を持っているのか
は把握しておりますから、状況に

合わせて出動を要請しています」
と戸田さんは続けた。「連絡を受
けたら、いつでも出られるよう

な体制を取っているんですよ」と本
川さんは照れくさそうに微笑んだ。
　長い海岸線を有する長崎県にお
いて、大きな役割を担う長崎県水難
救済会。所属する救難所員の一人ひ
とりが、本川さんのような心意気で
活動に当たっているのだろう。長崎
の「海の男」が仲間を思う気持ちは、
彼らが生きる海のように広く、そし
て熱い。

もあるでしょうが、長崎は気候が温
暖ですから、特に夏は暑くて着用が
敬遠されます。それに、自分は泳ぎ
がうまいと過信している方もいる。
それが危ない。海に落ちた時、どう
して命を落とすのかのメカニズム
が理解されていないんです」と水江
さん。
　海に落ちたら、服を身に着けたま
ま慌てずじっとしていることが何
よりも大切だという。海水と人間
の体温には温度
差 が あ る が、
じ っ と し て
い る と、 次
第 に 身 体 の
周 り の

海水が温まってくる。動くとその海
水が逃げてしまい、冷たい海水に体
温を奪われて身体が冷える。体温の
低下を防ごうと身体はどんどんエ
ネルギーを放出する。その結果体力
を消耗し、命を落とすことになると
いう。また、救命胴衣には、別の効
用もある。それは万が一漂流者
が海上で亡くなってしまった
場合には、遺体の発見に役
立つということだ。救命
胴衣を着用していないと、
死亡した場合、遺体は一旦海中に沈
んでから浮き上がる。この時発見で
きないと、遺体は再び海中に沈み、
その捜索は容易ではなくなる。場合
によっては遺体のないまま葬儀を
出すことになり、ただでさえ悲嘆に

暮れる遺族の悲しみをより深めて
しまう。

　「ただ救命胴衣を着けろと
か、服を着たままじっとし

ていろと言っても、どうし
てそうしなければならない
のか理由を理解していただ
かないと、なかなか実行に

結びつかない。その点まで踏み込ん

で自己救命策の周知を図ることが
大切だと思います」戸田さんがしみ
じみとした口調で語った。

自船の対応力を把握。
優先するべきは「自分が安全
に戻る」こと

　「私は三重救難所に所属して3年
ほど。皆さんの中では、活動歴は浅
い方です。釣りが趣味で、自分の船
で出かけることがよくありました
が、水難救済活動に参加するように
なって、何より自分の安全に気を配
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船がずらりと停泊する港。広々とした海原に心が洗われる。

羽柴悟さんは現在会社員。夜と休日に
海の平和を守っている。

穏やかな物腰が印象に残る本川義和さ
ん。人柄を見込まれ水難救済会への参
加を勧められる。

副所長の戸田惠さんは、長崎県水難救
済会の事務局長も兼任。

戸田さんご自身も、海上保安庁から「海上安全指導員」に指名されている。
写真は戸田さん所有の安全パトロール旗。

戸田さんの愛船「第7海彦」は、海上保安庁からパトロール船の指定を受けている。
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救助船「旭龍」船上にて。海難救助訓練に参加した救難所員の皆さん。

「青い羽根募金」活動風景。海の県だけあり、地域の皆さんの関心
は高い。

青い羽根募金支援自動販売機の設置除幕式。自販機の
設置は、長崎県水難救済会から全国へ広まった。

放水による火災船救助訓練。次代を担う若年層も参加。

福江港で開催されたイベントにブース出展し、「青い羽根募金」と
ともに活動のPRを実施。

　救助訓練や「青い羽根募金」、PR など、活発な活動を展開する NPO 長崎県
水難救済会。その活動の様子を、写真とともにご紹介します。

写真で見る

「長崎県水難救済会」


