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自然の楽園の玄関口で、
海の安全を守る

　鹿児島から南へ約380km。太
平洋と東シナ海を分ける薩南諸島
のほぼ真ん中に浮かぶ奄美大島
は、国内の離島の中では沖縄本島、
佐渡島に次ぎ３番目に大きな島。
年間を通して温暖で雨の多い亜熱
帯海洋性気候が豊かな自然を育
み、東洋のガラパゴスと呼ばれる
ほど多様な生態が息づいている。
日本で２番目に大きいマングロー
ブの原生林や、国の特別天然記念
物のアマミノクロウサギはつとに
有名だ。
　自然が生み出した景勝地も枚挙
にいとまがない。百聞は一見にし

かず。奄美大島北部のあやまる
岬で太陽の光の当たり方で千変万
化する海を一望すれば、誰もがブ
ルーエンジェルと呼ばれるその美
しさに息を飲むだろう。
　そうした奄美大島の多様で固有
性の高い亜熱帯の生態系や優れた
景観、さらには独特の地史は、世
界自然遺産の登録基準を満たす日
本の資産であると政府によって選
定され、現在、平成29年（2017）
夏に開かれる国連教育科学文化機
関（ユネスコ）の国際会議で、沖
縄と連名での登録が目指されてい
る。リスト入りを果たせば、国内
では、白神山地や屋久島などに続
き５番目の登録地となり、今後さ
らに島への注目が集まることは確

実だ。
　今回訪れたのは、そんな発展著
しい自然の楽園で、海の安全を守
る瀬戸内救難所と奄美市救難所笠
利支所。瀬戸内救難所のある大島
郡瀬戸内町は、空港から車で２時
間ほどの島の最南西端に位置し、
フェリーの発着港もあり、いわば
南の海の玄関口。一方の笠利支所
は、奄美大島の北部に位置し、空
の玄関口の奄美空港がある笠利地
区を拠点としている。ともに奄美
大島の動脈ともいえる要所だ。
　島が楽園であり続けるために。
豊かな自然とともに暮らし、その
厳しさも知る救助員たちは、いか
に海の脅威に向き合っているの
か。その強い思いを聞いた。

豊かな島の自然の恵みを享受しつつ、
その厳しさも懐深く受け入れる海人たち
取材協力：鹿児島県水難救済会　瀬戸内救難所／奄美市救難所笠利支所

▲玉石の敷き詰められたホノホシ海岸
奄美市救難所笠利支所

瀬戸内救難所
鹿児島県
奄美大島

★

★

奄美市 奄美空港

マリンレスキュー紀行

海の安全安心を支える
ボランティアたちの群像
鹿児島県水難救済会　瀬戸内救難所／ 奄美市救難所笠利支所

連載

写真：珊瑚礁の広がる土浜海岸に昇る朝日
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瀬戸内の豊かな海の
恩恵に与る

　奄美大島の最南西端に位置する
瀬戸内は、リアス式海岸の水深の
ある入り江を利用した養殖業が盛
んな地域。なかでもクロマグロの
養殖は、全国シェアの半分を占め
るほどだ。大島海峡には近畿大学
水産研究所と瀬戸内漁業協同組合
が共同で設立した奄美水産養殖科
学センターもある。水産業以外に
も、ダイビングや釣り、サーフィ
ンの名所でもある瀬戸内には、シー
ズンには多くの観光客が集まる。
　この海産資源豊かな瀬戸内の海
の、安全と安心を支える瀬戸内救
難所で、所長と２人の救助員に話
を聞いた。

経験が必須の
瀬戸内の海での救助

　現在、瀬戸内救難所の所員数は
194名、管轄エリアは、大島海峡
を挟んで加計呂麻島、請島、与路
島の有人３島を含んだ海域、総面

の見えていることもあったね。船
のスクリューに膝を巻き込んだの
もあった」と泰江さん。上肢と下
肢ではやり方の違う止血のやり方
や、箇所で変わる骨折の処置、と
きには40分間心肺蘇生を行った
こともあったという。大抵の応急
処置に対応できる泰江さんに救わ
れた人は瀬戸内に少なくない。

救助にもっとも大切なのは
日頃の訓練

　そんな泰江さんでも救助に出る
ときは、いつも怖いという。「い
つだって同じ海はないし、応急処
置だってやり方を忘れている場合
もある」と泰江さんは、訓練に積
極的に参加しているという。救助
訓練は、もやい銃の発射やロープ
の結索、心肺蘇生と多岐にわたる。
　泰江さんの背中を見て救助員に
志願する後人が多いのも瀬戸内救
難所の強みだ。加計呂麻島でダイ

積240平方キロメートルに及ぶ沿
岸、56の集落。この広大なエリ
アを古仁屋海上保安署と連携して
救難活動に取り組んでいる。
　今回話を聞いたうちの一人の泰
江幸雄さんは、現在は漁業を営
んでいるが元は瀬戸内の消防署
職員、前職でも数々の海難事故に
おいて救助や捜索を行った、まさ
に瀬戸内救難所の生き字引のよう
な人だ。泰江さんは「瀬戸内の海
はリアス式海岸で、この海に長年
携わっている人じゃないと潮が上
手く読めない」という。事故の場
所によっては潮を読めないと近づ
くことすらできないこの海におい

ビングをメインにしたペンション
を営み、今回の取材にご自身の船
で来てくれた栁沢良裕さんもその
一人。栁沢さんはかつて航空会社
勤務、奄美の海に魅せられた移住
者だ。まだ出動経験は無いとのこ
とだが、広大な瀬戸内救難所の管
轄エリアにおいて、場所によって
は古仁屋海上保安署から救助に出
るとどうしても時間がかかってし
まうエリアもあり、離島の救助員
は瀬戸内救難所の要でもある。
　「こんなに経験豊かな泰江さん
が怖いと感じるのが救助活動。瀬
戸内の海を愛する者として救助員
になった以上、いつか出動するこ
ともあると思いますが、泰江さん
を見習い、できる限りのことはや
りたいので訓練には力を入れてい

て、海上保安署からの信頼も厚
い。いざ救助が必要になると、救
難所で海図を広げて潮の流れを計
算し救難所員に指示を出すことも
ある。75歳になった今でも、現
場に出動できる状況であれば率先
して救助や捜索に向かう。
　前職の経験は現場での対応にも
活かされている。基本的には捜索
がメインの救難所の活動だが、漁
に出ていた船から無線で救助要請
が入ることもある。エンジントラ
ブルだけでなくやっかいな場合に
は何らかの怪我人がいることもあ
る。「一度なんかは救助に行った
ら、釣り糸が指に絡まり骨まで

ます」と栁沢さんの意気込みにも
熱いものがあった。

瀬戸内のチームワークが
活きた奄美豪雨での救援
活動

　「194名の救助員、消防署、漁協、
海上保安署、そして船を持たない
人たちは陸から捜索などの協力を
行う。この瀬戸内には地域として
の温かい協力体制があるんです」。
そう語ったのは瀬戸内救難所の所
長の鎌

か ま た

田愛
な る ひ と

人さん、町長でもある。
　この瀬戸内住民の協力体制は海

▲瀬戸内漁業協同組合のある古仁屋漁港にて（左から泰江幸雄救難所班長、鎌田愛人救難所長、栁沢良裕救助員）

▲鎌田愛人瀬戸内救難所長（瀬戸内町長） ▲高知山展望台より見下ろす大島海峡。奥に加計呂麻島が見える。 ▲瀬戸内救難所救助員 栁沢良裕さん

▲瀬戸内救難所副所長 茂野拓真さん
　（瀬戸内漁業協同組合長）

▲ 泰江さんの船は海上保安部指定の 
安全パトロール艇

▲瀬戸内救難所班長 泰江幸雄さん
▲ 瀬戸内漁業協同組合に無線。ここに救助要

請の連絡が入る

▲ 漁業協同組合に掲げた「ライフジャケット
着用推進漁業協同組合」の看板

瀬戸内救難所
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の事故だけでなく、天災でも発揮
されている。死者も出た平成22
年（2010）の奄美豪雨など、奄
美大島は何度も豪雨被害を受けて
いる。平成27年（2015）にも「50
年に一度の大雨」に見舞われた瀬
戸内は、土砂崩れや道路冠水でい
くつかの集落への交通道路が完全
に閉ざされた。そのとき活躍した
のが海路、つまり救難所をはじめ
とする海で培った瀬戸内のチーム
ワーク、集落へ船を出し救助に向
かい、物資運搬を行ったのだ。

LCCの効果と
世界自然遺産登録

　平成26年（2014）７月よりANA
系列のLCC、バニラエアの直行便
の就航によって観光客にとってま
すます身近な旅先となった奄美大
島。「観光客が増えればそれだけ
事故も増えるもの、海難事故への
訓練と連携の強化をこれからも大

奄美の玄関である笠利で
は様々なマリンレジャー
が楽しめる

　笠利地区には海上保安署がない
のでこの海で何かがあった場合、
笠利から一番近い奄美海上保安部
から救助の船が出る。いくらサイ
レン鳴らして飛ばしても30～40
分はかかる。海の事故の場合、何
よりも時間が大切なときもある。
このタイムラグを埋めるのが笠利
支所の重要な使命の一つだ。
　奄美大島の北部、奄美空港のあ
る笠利町は、あやまる岬や奄美
パークなどの観光名所や大型の

切していきたい」と語った鎌田所
長。さらに今後予定されている世
界自然遺産登録で、世界中からの
集客も見込まれる。
　瀬戸内救難所では事故を未然に
防ぐ活動にも力を入れている。「一
番効果的なのは、ライフジャケッ
トの着用」という泰江さんは、で
きるだけ“声掛け”を行うように
しているとのことだ。ライフジャ
ケットを着ていることで、生存確
率は何倍も上がる。漁業協同組合
でも「ライフジャケット着用推進
漁業協同組合」の看板を掲げ、先
ず組合員から着用の範を示してい
るのだ。

瀬戸内の海の美しさと
厳しさを次世代に伝える

　子どもたちへ海の大切さと怖さ

リゾートホテルも数多く、様々な
マリンレジャーを楽しむ奄美旅行
の拠点となるエリア。土浜海岸、
用安海岸、土盛海岸などの奄美大
島を代表する美しいビーチは、こ
うしたマリンレジャー客の数に比
例して、海難事故も増加傾向に
ある。笠利支所では、普段マリ
ンレジャーの仕事に就いている救
助員が多いのもそういった背景が
ある。今回取材した笠利支所の救
助員は、ダイビング教室経営の渡
辺松尚さん、釣り船船長の山下一
美さん、水上バイクインストラク
ターの長誠和さんの３名。それぞ
れが自分の職種を活かしたボラン
ティア活動を行い、笠利の海の安
全と安心を支えていた。

“海水浴場がない”奄美大
島のリーフ内で活躍する
水上バイク

　奄美大島には海水浴場としてブ
イやロープで仕切られている浜辺
はひとつもない、いうなれば海に
入れそうな場所はどこだって海水

を教えるのも瀬戸内救難所の大き
な使命だ。平成26年度（2014）
は古仁屋海上保安署と合同で、地
域の小中学校10校537名の生徒
を対象に「若者の水難救済ボラン
ティア教室」を行った。かつてこ
の地域には泰江さんや鎌田所長も
指導にあたっていた「奄美瀬戸内
町海洋少年団」という組織があっ
た。それはいうなれば海のボーイ
スカウト組織で、途絶えては復活
を繰り返し、現在、少子化や学業
と部活動の影響で休団中とのこと。
救難所としては団の再結成を望ん
でいるそうだ。
　「教えなきゃいけないことはた
くさんある」という泰江さんに、
鎌田所長が頷く。この瀬戸内の
海の妙々たる美しさと豊かさ、そ
こに潜む厳烈なる恐ろしさと厳し
さ、それを伝えることができるの
は、この海で生きてきた彼らたち
だけなのだ。

浴場になる。特に笠利のリーフは
多くが遠浅で、普段は大抵の場所
で海遊びが楽しめる。ほとんどの
観光客は綺麗な海を求めて奄美に
来るが、運悪く天候が悪い場合も
もちろんある。「そんなとき事故が
起こることが多いんです。観光客
は折角奄美に来たんだから海に入
りたいと思いますよね。例えば台
風が近づいていたり時化ていたり
して、地元の人は絶対に海に入ら
ない日でも、ちょっとなら大丈夫っ
て考えちゃうんでしょうね」と語
る長さん。水上バイクで救助に向
かうことが多い長さんは、救助員
になる前から、普段の仕事中でも

▲奄美リゾート「ばしゃ山村」のビーチにて（左から救助員の渡辺松尚さん、山下一美さん、長 誠和さん）

▲古仁屋港にある大きなクロマグロのオブジェ

▲土砂の崩れの山肌、豪雨の爪痕が残る

▲ホノホシ海岸の石は荒波によりカドがない ▲白砂のヤドリ浜▲瀬戸内町の“海の救急車”救急艇｢おおとり｣ ▲救助員の山下一美さん

▲山下さんの釣り船

奄美市救難所
笠利支所



15 16

全国地方救難所の
お 膝 元 訪 問

海上で溺れかけた人が見えたら近
寄って、これまで何度もバイクに
乗せて浜に連れて帰ったことがあ
るという。「ここら辺のリーフは遠
浅でも珊瑚が入り組んでいたりし
ているので、何かあっても船では
入れず、人力では届かない場合も
あります。水上バイクだからでき
る救助もあります」と長さん。

捜索に向かう船
ダイバーは潜って捜索する

　一方、普段ダイビングとフィッ
シングの仕事に就く渡辺さんと
山下さんの救助活動のメインは
船を使った捜索になる。対応でき
る救助要請には船を出して文字通
り捜索に向かうのだ。平成27年

（2015）秋の酷く時化た日、渡
辺さんと山下さんは２人で捜索に
向かった。山下さんが操縦し渡辺
さんが潜る担当のチーム編成。そ
のときの捜索では波間に俯せで漂
う遭難者を発見したが、うねりが
強く引き上げてあげられなかった

奄美の豊かな海の幸を地元感覚で楽しめる
地産地消の港町の食堂

ニッポン港グルメ食遊記

という。特に潜って捜索すること
が多い渡辺さんの場合、発見でき
てもそれが生存者であることは少
ない。渡辺さんはいわゆるⅠター
ン組、平成元年（1989）に奄美
に移住し、その２年後平成３年

（1991）に初めて捜索活動に参加
した。それは連絡の途切れたイカ
釣り漁船捜索。奄美の一番寒い時
期だった。３日間潜り、海中で船
のタンクや本体を発見したが、そ
の３日間の捜索で乗っていた人は
見つけられなかった。捜索は一旦
打ち切りになった。その夜、不明
者の家族の方に「早く上げてあげ
てください」と泣いて懇願された
という。その家族の悲しみは渡辺
さんに心に刺さった。「それまで
は僕にとって奄美の海は綺麗でた
だただ楽しい場所だった、けれど
いきなり、この海には巨大な恐ろ
しさも共存していることを突き付
けられた」と渡辺さんは語る。そ
の後率先してダイビングによる捜
索を行ってきた渡辺さんは、これ
まで何度もこの海で、遺族の悲し
みを拭ってきた。

安全と安心はレジャー産業
のファーストプライオリティ

　年々観光客が増加している笠利
地区、行政による地域対応力の強
化が図られているのは言うまでも
ないが、何よりもこの海で働きこ
の海を愛する人々によって、この
海の安全と安心はこれからも支え
られていくことだろう。
　渡辺さんは、行政と最前線の救
助員たちとが「どうしたら迅速に
救助を行えるか」を話し合う機会
の拡大を模索している。「ハイシー
ズンになると、目の前で事故があ
ればそりゃ別だけど、働いている
人はお客さんを置いて救助に向か
えない、今後そんな場合もいっぱ
い出てくると思う」と語る長さ
んだが、救助訓練に積極的に参
加して応急処置のスキルアップを
していきたいという。「折角この
島に来たんだから、誰もが楽しい
思い出をたくさん持って帰ってほ
しい」と願う山下さんは、先ずは
自分の船が事故を起こさないよう
に、日々気をつけることが大事だ
という。
　さらに、笠利支所の活動とは別
で、５年前にはライフセービング
協会も発足、地域としてAEDの
設置や講習も積極的に行われてい
るという。笠利の地には、豊かな
海の恩恵に胡坐をかくことなく、
それぞれがこの海のために自分が
できることを模索する人々がい
る。それは笠利の豊

ほうじょう

饒の海に匹敵
する、地域としての財産だ。

①奄美の港町の食堂には南国らし
い極彩色の魚介類が並ぶ。漁港直
営、獲れたてなのは言うまでもな
い。②海鮮丼750円とアサヒガニ
の味噌汁300円。③調理担当の時
長一樹さん。持っているのは今日
一番の大物イラブチ。④その場で
刺身にしてもらった黄ホタはg/ 
190円、このボリュームで760円。

『瀬戸内漁港直売店 海
か い り き

力』
住　所　鹿児島県大島郡瀬戸内町
　　　　古仁屋大湊26-14
　　　　（せとうち海の駅内）
電　話　0997-72-1596
営業時間　9：30〜17：30
定休日　第２、４水曜日

　空港のある笠利町が奄美の空の
玄関口なら、瀬戸内町の古仁屋港
は奄美大島の海の玄関口のひと
つ。与路島や徳之島などの離島へ
のフェリーの発着ターミナル港で
ある古仁屋港には、島唯一の海の
駅『せとうち海の駅』があり、観
光客でにぎわう観光シーズンはも
とより、一年を通して離島や地元
の人たちの憩いの場となってい
る。この海の駅に、手軽に奄美の
海の恵みをいただくことができる

『瀬戸内漁港直売店 海
か い り き

力』が、平
成27年12月11日にオープンした。
　店内のウィンドウにはその日獲
れたばかりの新鮮な魚介類が処狭
しと並ぶ。「これでも今日は海が
時化てたから少ないほうだよ」と
声を掛けてくれたのは調理担当の
時長一樹さん。ここでは、選んだ
魚をその場で捌いてもらい、横の
食堂でいただくことができる。
せっかくなので時長さんのおスス
メの“黄ホタ”を刺身にしてもら
う。活きのいい地産の白身は歯応

えが違う、それを奄美の魚と相性
抜群の奄美特有の甘い醤油でいた
だく。聞けばこの“黄ホタ”とい
う魚、都会で食べたら３倍の値段、
そもそも滅多に出回らない魚との
こと。海力にはもちろん通常のメ
ニューもあり、一番人気の海鮮丼
を追加で注文。季節やその日獲れ
たモノで何を乗せるかが変わると
いう海鮮丼は、取材当日はキハダ
マグロ、イラブチ、ソデイカなど
が乗っていて、言うまでもなくど
れも新鮮で美味しかった。さらに

“横に歩けない”アサヒガニとい
う珍しい蟹の味噌汁も注文。これ
がまた産地以外ではなかなか食せ
ない一品、肉厚の蟹は器からはみ
出し、味噌汁にしてはあまりにも
贅沢でボリューム満点だった。
　奄美のいろどり豊かな魚を目で
楽しみ新鮮な旨みを舌で味わう、
ここに来なければ経験できない食
の楽しみの詰まった地域の食堂

『海力』、瀬戸内町に来たら是非立
ち寄ってほしい。

① ②

③

④

▲潜水具を確認する渡辺松尚さん▲名所の土盛海岸は事故も多い

▲救助員の渡辺松尚さん▲救助員の長 誠和さん

▲水上バイクを整備する長さん


