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ハタハタで知られる
北の日本海を訪ねて

　本州最北端の青森県に隣接し、「米
どころ」「酒どころ」と謳われること
からもうかがえるように、肥沃な大
地と豊かな水に恵まれる秋田県。日
本海に面し南北に約263kmの海岸
線を持つ秋田県では漁業が主要産業
の一つであり、定置網や底引、釣り
などの漁法でタイやヒラメ、タラ、
スルメイカなど多種多様な魚が水揚
げされている。
　中でも特に知られているのが「ハ
タハタ」だろう。冬の訪れとともに
群れをなして沿岸に押し寄せてくる

ハタハタは、長い北国の冬の食卓を
支える貴重なタンパク源として県
民に重宝されてきた。また、魚を
発酵させてつくる調味料である魚醤

「しょっつる」の原料として、塩・米・
麹で漬け込んだなれずしの一種「ハ
タハタ寿司」の素材として、秋田食文
化の伝統を支えてきた。
　昭和40年代には年間15,000ト
ンもの漁獲量を誇ったハタハタは、
海洋環境の変化や乱獲により激減。
平成3年には71トンにまで落ち込ん
だ。危機感を持った県と漁業関係者
の協議により、全国でも類を見ない

「自主禁漁」が平成4年から3年間行
われ、その後漁獲量は徐々に回復。
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八森救難所の皆さん。第45回海難救助訓練大会の会場となった金浦漁港にて。

恵みの海は、時に表情をがらりと変える。
荒海から漁業者の命を守り抜いた、
北国の男たちの「戦いの軌跡」。
取材協力：秋田県漁業協同組合北部総括支所

マリンレスキュー紀行
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近年では年間2,000トンを超えるま
でになっている。
　取材班が今回訪ねたのは八

はっぽうちょう

峰町八
森。ハタハタ漁の名所として「秋田名
物八森ハタハタ」と秋田音頭でも挙
げられている漁業の町である。



八森救難所の拠点となっている、県漁
協北部総括支所の建物。

しての救助活動は2 ～ 3年に1度程
度とのことだが、その分、発生した
海難事故は深刻なものとなる。
　平成18年12月13日に起こった
ハタハタ漁船の転覆事故も、一つ間
違えれば多くの人命を失いかねない
危険な状況だった。

さまざまな危険が潜む
季節ハタハタ漁

　そもそも冬のハタハタ漁（季節ハ
タハタ漁）自体、危険と隣り合わせ
の側面を持つ。ハタハタは本来深海
魚であり、通常は水深300m、水
温1.5 ～ 2.5℃の砂泥底に生息して
いる。したがって底引網漁では、休
漁期間を除き年間を通じてハタハタ
の水揚げがある。
　冬になり、シケで撹拌された海水
の温度が低下すると、産卵のため、
冷たい海水に乗ってハタハタが沿岸
の藻場に押し寄せてくる。これを定
置網や刺網で獲るのが「季節ハタハ
タ漁」である。漁場は岸から30 ～
50mのところ。水深は数mで岩も
多く、操船には細心の注意が必要だ。
出漁は天候を見計らって行われる
が、加賀谷さんの言葉の通り、冬の
日本海の状況は変わりやすい。さら
に、季節ハタハタ漁のシーズンは毎
年11月下旬から12月中旬と期間が

短いという事情も、漁業者が冷静な
判断を行うことを難しくしている。

「この辺りでは季節ハタハタ漁が一
番の稼ぎ時。ハタハタの価格は時期
や天候にも左右されて、漁獲量が少
ない時は当然高くなりますので、少
し天気が怪しくてみんなが出漁しな
い時でも、これくらいならがんば
ろう、と思ってしまう漁業者も
出てくる。こういう時が危ない、
事故が起こりやすいんです」と、
県漁協の北部総括支所で管理専
門員も務める村井敬一郎さんが
腕を組んで語った。

冬の海の変貌は、
時に経験豊かな漁業者の
勘さえも超える

　秋田県内でもさらに北側、まさに
青森県と隣り合わせのエリアに位置
する八峰町。町内に広がる森林は世
界自然遺産「白神山地」に連なり、そ
の一部は秋田白神県立自然公園に指
定されている。また、変化に富む岩
礁が続く八森地区の海岸は「八森岩
館県立自然公園」となっている。
　この自然豊かな町で海の安全を
守っているのが、今回訪れた八森救
難所である。秋田県漁業協同組合の
北部総括支所内に拠点を構え、救難
所員59名は全員、漁業に携わる。
　取材班が八森救難所を訪れたのは
梅雨明け直前の時期。空は曇って時

折雨がぱらぱらと降り、海面はやや
波立っていた。しかし、この時期の
海は穏やかなものです、と所長の加
賀谷弘さんは話して下さった。「注
意が必要なのは、やはり冬。寒冷前
線によってシケになることが多い
し、状況が急激に変わって、経験を
積んだ漁業者でも予測が追いつかな
い時もあります」加賀谷さんの前任
の救難所長であり、約20年もの間、
救難所のトップとして海難救助活動
を率いてきた山本健藏さんはうなず
き、漁船の海難事故の蓋然性が高ま
るのも冬です、と付け加えた。
　救難所員の全員が漁業関係者であ
る八森救難所では、海の利用状況面
の事情もあり、出動する海難事故の
ほとんどが漁船絡みのもの。利用者
が海を熟知しているため、救難所と

11 12

取材当日の八森の海。岩礁に波が押し寄せては砕け、泡を立てて引いていく。

ところどころむき出しになりながら岩礁が続く、八森周辺の海の状況。

現在の救難所長、加賀谷弘さん。秋田
県人らしい、朴訥な語り口が印象的。

県漁協の管理専門官も務め、漁業者の心
理を知り尽くしている村井敬一郎さん。

事故当時、救難所長を務めていた山本
健藏さん。所長歴20年超の猛者。
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大シケの海で乗員10名の
ハタハタ漁船が転覆

　平成18年12月13日の事故を振
り返ってみる。乗員10名を乗せた
ハタハタ漁船A丸（1.3トン）は、前
日12日の23時に出港。この時、海
は荒れていなかったという。ハタハ
タの水揚げを3度行った後、13日
1時25分頃、天候が悪化する兆しが
あったため、定置網の引き上げに向
かった。しかし引き上げ作業中に天
候はどんどん悪化し、風向きも波の
立ちにくい南風から西風へと変わっ
て波が高くなっていった。そんな中
でA丸の乗員は定置網の引き上げを
行っていたが、ロープが船体の一部
に絡まったうえ、切断用の刃物が海
中に落下。そこに波が打ち付けて浸
水、さらに横波を受けてA丸は転覆
してしまう。
　「季節ハタハタ漁の期間は夜中も
水揚げがあるので、その日、私と加
賀谷さんを含めた3名は当番でここ

（北部総括支所の事務所）に泊まって
いたんです。夜中2時過ぎ、A丸が

戻ってこない、遭難したのではな
いかという連絡が入りました」救助
活動に携わった山本優人さんは語っ
た。山本さんと加賀谷さんは現場に
向かい、陸から80mほど沖合で転
覆しているA丸を発見。「海は大荒れ
で、波がばしゃんばしゃんと音を立
てている状況。大変なことになった
と思いました」そして加賀谷さんが
事務所に戻り、当時の救難所長であ
る山本健藏さんに連絡。救難所とし
ての救助活動開始の判断を仰ぐとと
もに、海上保安部など関係機関に救
助要請の手配を行った。
　一方、A丸の船主に依頼され、救
難所員の武田篤さんは自らの船であ
る幸生丸（4トン）で出航し、乗員の
救助に向かう。「水深の浅いエリア
に船を出すのは怖かったけれど、必
死に乗員の救助を求める船主の方を
放っておくことはできませんでし
た」と武田さんは言う。自分がその
場にいたら幸生丸を出航させません
でしたよ、と山本健藏さんは苦笑い
する。その様子に、どれだけ危険な
状況であったかが伺えた。

決死の救助活動により、
乗員全員が奇跡の生還

　誰もが最悪の事態を覚悟する状況
だった。しかし、A丸の乗員は転覆
した船の船底に這い上がり、救助を
待っていた。当時の海水温は12℃
ほどで、急激に体力を奪うほどでは
ないものの、長時間水に浸かってい
るのは当然危険である。また、つか
まるところのない船底から波にさら
われ海中に放り出される危険性もあ
る。そこかしこに岩場があり、海面
の状態も悪く船をA丸に近づけるこ

取材当日の事故現場。大シケの中、陸から 80m ほどのところで A 丸は転覆した。

とができない状況下で、武田さんは
慎重に船を操った。そして、武田さ
んとともに救助に向かった船主ほか
3名の救難所員はA丸にロープを渡
し、乗員を1人ずつ救助していった。
3時過ぎ、無事9名を救出。残る1
名、A丸の船長は、乗員を一刻も早
く助けたいと海に飛び込み自力での
上陸を試みたものの、荒れ狂う海の
中で断念。近くの岩場にたどり着い
て救助を待ち、海上保安部のヘリコ
プターで5時過ぎに救助された。
　「正直に言って、全員助かるとは
思っていませんでした」と山本健藏
さんは事故を振り返る。「救助活動
が成功したのは、この周辺の海の地
形を知り尽くした武田くんが救助船
を操船したこと、そしてA丸の乗員
が全員救命胴衣を着けていたことだ
と思います」
　A丸の救助活動に当たった救難所
員は、平成18年度に名誉総裁表彰
を受けた。そして北部総括支所では
現在、救命胴衣着用の徹底を漁業者
に指導している。「特に季節ハタハタ
漁の場合は、救命胴衣を着けなけれ

ば出漁の許可を出しません。そうし
た対策を行うことで、人命が危険に
さらされるリスクを少しでも防ぎた
いと思っています」と村井さん。お
かげで、この地域ではもう何年も漁
船の海難事故で死者が出ていないん
ですよ、と加賀谷さんが付け加えた。
　ひとたび事故が起これば仲間の漁
業者がすべてを投げうって救助活動
に乗り出してくれる。だからこそ、
責任ある行動を取らなければならな
い――。北国の海には、そんな生真
面目で暖かな精神が息づいていた。

事故現場で当時の状況を語る山本優人さん。

写真の岬へ山本優人さんは走り、事故状況を確認。

事故発生の一報を受け、現場に駆け付
けた山本優人さん。

救助船「幸生丸」を操り、決死の救助活
動を展開した武田篤さん。

平成18年12月13日、地元紙
「秋田魁新報」が事故を報じ
た記事。



救難所員が日々親しんでいる海は、多くの恵みを私たちの食卓に届けてくれます。「その土地ならでは」のも
のが多いのも海の幸の魅力……。
今回は、NPO秋田県水難救済会　八森救難所のお膝元、八森漁港の「港グルメ」をご紹介します。

　秋田、八森といえば「ハタハタ」。冬の始
め、身にたっぷりと卵（ブリコ）を詰め込んで
沿岸にやって来るハタハタが有名ですが、こ
の時期以外に沖合の底引漁で獲られるハタ
ハタも美味。秋田の県魚として親しまれるハ
タハタをいつでも味わえるよう、県漁協北部
総括支所女性部の有志が集まる「ひより会」
では、獲れたてのハタハタを一夜干ししてか
ら真空パックに加工し、地域の直売所などで
販売しています。
　「ハタハタの食べ方といえば、もちろん
しょっつる鍋。粘り気がありプチプチした食感
が楽しめるブリコが魅力です。同じようにブリ
コの食感が活きる煮付けもおすすめ」とひよ
り会の代表、岡本リセ子さん。さらに伺うと、
地元の方はブリコを抱いたメスはもちろんオ
スも大好き、というお話も。そして、「沖合で獲
れたハタハタは身が柔らかくて美味しい。沿
岸ハタハタよりもこちらが好き、という声もあ
るんですよ」とのこと。
　ひより会ではハタハタを加工した魚醤
「しょっつる」もつくっています。ハタハタの全
身を発酵させたうえで、10回以上もろ過を重
ね、瓶に詰められたしょっつるは美しい琥珀
色。「しょっつる鍋」の調味料としてだけでは
なく、お刺身を食べる時のお醤油代わりに、
和風ナンプラー感覚でサラダのドレッシング
にと使い方もいろいろ。秋田名物のハタハタ
としょっつる、ぜひご賞味ください。

ハタハタ

秋田の「おふくろの味」の源

「ひより会」が加工を手掛け
る、ハタハタの真空パック
としょっつる。

さすが八森のハタハタは大
型。ブリコが詰まった身は、
ぷっくりとふくらんでいる。

気さくでアクティブ
な「ひより会」代表、
岡本リセ子さん。

ひより会お手製のしょっ
つる。赤いキャップの瓶が
ハタハタ100％のもの、白
いキャップはタラやホッ
ケも原料にしたもの。

八森のもう一つの名物、
夏が旬の岩ガキ。マガキ
の3～5倍ともいわれる
迫力の大きさで、旨味と
ミネラルがたっぷり。

［秋田県漁業協同組合北部総括支所］

（お問い合せ）TEL：0185-77-2255
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梅雨明けの快晴の中、
県内9救難所が救助活動の
技を競う。

　平成23年7月9日、秋田県にかほ
市の金浦漁港にて、第45回海難救
助訓練大会が開催されました。参加
したのは県内の9救難所のほか、関
係機関の秋田海上保安部、にかほ市
消防本部・消防団、秋田県消防防災

航空隊、金浦海洋少年団です。
　青空の下、9救難所の対抗で救命
索発射器操法やゴムボート操法など
の救難技術競技が行われました。そ
の後、合同訓練を実施。秋田海上保
安部やにかほ市消防本部・消防団と
ともに、金浦救難所が火災船消火や
浸水船から人命を救助する訓練を行
いました。
　「救助資器材の使い方について体

験を通じて理解でき、救助活動に当
たって大切な協力体制や協調性も育
める、とても有意義な機会」という
声も聞かれるなど、参加した救難所
員は真剣な表情で訓練に取り組んで
いました。閉会式では、救難技術競
技で総合優勝を獲得した北浦救難所
への表彰も行われました。

県内で活動を行う 9 救難所が集合。当日は天候にも恵まれた。

「救難技術を競い合うことで、救助活動の
技量向上につなげてほしい」と挨拶した、
NPO秋田県水難救済会の渡部幸男会長。

地元金浦の海洋少年団が、手旗信号を
実演。

勤続30年・20年・10年を迎えた救難所
員に対する功労表彰も実施。

ゴムボート操法の競技。ボートをまっ
すぐに進ませることが意外に難しい。

救命索発射器操法。使い方を知らないと、
とっさの場合に発射器を扱えないという。

合同訓練シーン。関係機関との連携に
よる救助活動を体験。

NPO秋田県水難救済会　第45回　海難救助訓練大会


