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海の安全安心を支えるボランティアたちの群像

　太平洋に面し、ほぼ南北に伸び
やかな曲線を描く茨城県の海岸
線。延長約190kmの沖合いでは
温暖な黒潮と寒冷な親潮がぶつ
かり合い、豊かな漁場が形成され
るほか、多様な生物・植物の宝庫
となっている。そんな恵まれた海
の安全を守るのが、茨城県水難救
済会である。
　訪れたのは、北部域に位置する
久慈支部救難所と、海岸線のお
およそ中央にある大洗支部救難
所。久慈支部救難所のある日立

市は日立製作所の発祥の地とし
ても知られるが、久慈漁港、水木
漁港、河原子港、会瀬漁港、日高
漁港、川尻港という港を持つ、漁
業の盛んな土地柄でもある。長い
海岸線には海水浴場が点在して
いるため、水難救助のための出動
も多いという。
　一方、大洗支部救難所のある
大洗町は県内有数の観光地で、
北関東最大の大洗サンビーチ海
水浴場など、マリンレジャー関連
施設が幾つもある。それだけに、

こちらも出動要請はそれなりに
あるそうだ。
　今回、取材で出会った“海の男た
ち”は制服に身を包んだ紳士たち。
しかし、ひとたび出動要請があれ
ば、誰よりも速く現場に駆けつけ、
二次遭難をも恐れず、加えて、冷
静さを失うことなく、的確な判断と
機敏な動きで人命救助に挑む。
　何がそうさせるのか。なぜそう
するのか――。
　太平洋という大海原で生きる
男たちに聞いた。

▲漁から大洗港に戻ってくる漁船。背後には通称“浮きドックケーソン”と呼ばれるフローティングドックが

太平洋とともに生きる男たちの
誇りと使命感

海の安全安心を支える
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▲結束力が身上の同救難所。（左から上山さん、飛田さん、飯田さん）

　茨城県のなだらかな海岸線の
ほぼ中央に位置する大洗港。観光
地としても名を馳せる大洗町の海
辺には、南から大洗サンビーチ海
水浴場、大洗マリーナ、大洗港フェ
リーターミナル、大洗漁港、平太
郎浜海水浴場、大洗岬大洗磯前神
社……と、観光スポットが続く。そ
んな地域の海の安全を守ってい
るのが、大洗支部救難所である。
　大洗といえば毎年11月に開催
される「大洗あんこう祭」や、冬の
味覚・あんこう鍋が有名だが、訪
れてみると、それ以上に“しらすの
町”だった。
　茨城県のしらす漁には「一艘曳
き」という独自の漁法がある。なか
でも、大洗はその発祥の地と言え
るほどの歴史があり、手漕ぎの時
代から行ってきたという。
　「２隻で網を引き、ある程度の時
間と距離をもって大量にしらすを
獲る二艘曳きに比べ、一艘曳きは
魚群探知機で群れを探し、取り囲
んで網を落として引き上げる。そ

の間10分ほどで、速ければ5～6
分で水揚げできます。当然、鮮度
が良く、生きのいいしらすが獲れ
るというわけです」
　自身も一艘曳き漁で操業する
飛田正美所長が、その特徴を教え
てくれた。

　所員の多くが、しらす船曳き網
漁と、貝けた（マンガ）という漁具
を用いて行うハマグリ漁を中心に

操業しているという同救難所は、
事務局・役場の職員など約10名
を加え、計63人から成る。
　救難活動の傾向として、近年は
プレジャーボートの事故に加え、
海水浴客やサーファーの遭難など
が多い。比較的最近の救難活動
で、多くの所員が関わった事案を
聞いた。
　それは平成29年7月のこと
だった。鉾田市汲上の浜で潮干狩
りに来ていた人が流された。だが、
鹿島海上保安署管内だったため、
救助要請は鹿島灘支部救難所に
入る。そこから、さらに大洗に連絡
があったという。「要請というより
は、人が流されたので、近くで操
業している船がいたら、注意して
見てほしい」と。ちょうど20隻ほど
が近辺で操業していたので、所員
らは皆、漁を中断して捜索した。
20分以上探したが見つからず、
役員の10隻だけが残り、それ以
外の人たちはしらすの搬入時間が
あったため、先に引き揚げた。
　「流されてしまうと、本当に一刻
を争う。でも私たちの行動如何に
よっては助かることもあるから。あ
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しらす漁の町

一刻を無駄にしては
ならない

の時は、一人は行方不明になった
けれど、もう一人は助かりました」
　漁協の参事を務める臼庭明伸
救助士は力を込める。
　また、平成26年10月には救難
所自らが志願し、捜索に出たとい
う案件もあった。
　異変に気付いたのは臼庭救助
士で、残業のため、事務所に残って
いた時のことだ。回転灯の赤い光
に何事かと海まで行くと、だいぶ
先に車が浮いており、警察と通報
者らしき人とが言い争っていた。
　「通報した時はすぐ近くに浮い
ていたのに、何もしないから沈ん
でいっちゃったぺ」
　そうしているうちにも、車はど

んどん沖へ流されていく。それを
見かねた臼庭救助士が、「救済会
として船を出すから探してくれ」と
願い出て出動した。
　一刻の猶予もないと、飛田所長
とすぐ連絡のついた小松崎一寿救
助員が転落者の捜索にあたった
が、見つけることはできなかった。

　「最近はびっくりするような事故
はないが、だいぶ前にサンビーチ
の沖に流されたサーファーを17～
18人、助けたことがある。サー
ファーは波を求めてやって来るん
だろうけれど、あの時はひどかった。
一人助けては岸に戻り、また出動し
てと、何回も行ったり来たりした」
　20年以上前のこの救難活動で
同救難所は表彰され、飛田所長も
東京で行われたその式典に参列
した。
　「でも、あの時は台風の後だっ
た。波を見ながら、二次災害を覚悟
しながらの出動にすごく緊張した

ことを思い出します」と言うと、飯
田晃司副所長も「レジャーに来る
人も無理はしないでほしいし、海を
甘くみないでほしい。助けに行く側
も命を懸けている。経験を生かし、
機転を利かしながら、波の中を縫っ
て出て行くってことは容易な覚悟
ではできないもんな」と続けた。
　それでも、日本水難救済会のボ
ランティア救助員は救助要請があ
れば、皆、駆けつける。それが休日
であろうと、早朝であろうと、深夜
であろうとも――。
　出動は、それぞれの自艇の時も
あれば、救難所の監視船「第二い
そかぜ」に乗っての場合もある。
　「『いそかぜ』があるから、迅速
な対応ができる。この存在は大き
いよぉ」
　そう言って、上山猛副所長は停
泊する頼もしい相棒に目を細め
た。その先に広がる海は仕事場で
あり、命を預けている場でもある。
そして、大洗の海はまた、シラウ
オ、コウナゴ、シラス、メロウなど、
次々に魚がやってくる恵みの海で
もある。

▲大洗磯前神社のニの鳥居

大洗支部
救難所

感謝と畏敬の念を、
海に捧ぐ

▲大洗町漁協の参事でもある臼庭明伸 救助士▲飯田晃司 副所長▲上山 猛 副所長

▲大洗岬に立つ灯台

▲大洗港内に停泊する漁船は100隻以上だ▲飛田正美 所長



▲同救難所の皆さん。大切な日に着用するという制服姿で（左から河野さん、木村さん、今橋さん、飯島さん、大貫さん）

　茨城県北東部に位置する日立
市の南部、久慈川の河口部に広が
る久慈浜を拠点とする久慈町漁
業協同組合と、久慈浜丸小漁業協
同組合。茨城県水難救済会久慈支

部救難所は、この久慈町漁協内に
組織されている。
　その歴史は昭和5年に始まる。
　「当救難所は、同年に高松宮殿下
が来町され、当時の久慈小学校で
会旗伝達式が華々しく行われ、県
内で最初に発足しました」
　そう話すのは同救難所の今橋
照男所長だ。式典の様子が記され
た新聞記事のコピーを、同年生ま

れの今橋所長は後年、手に入れ、
大切にしてきた。当時の会旗には
「大日本帝国水難救済会」と書か
れていたという。
　そんな歴史ある同救難所の長
い活動のなかでも、所員の記憶に
深く残っている出動がある。誰も
が、平成14年8月28日のことを
思い出していた。
　夏休みで合宿に来ていた栃木
県の女子高校の教師1人と生徒4
人の計5人が、河原子南海岸で高
波にさらわれ、そのうちの女子生
徒1人が海上に流された。警察・消
防からの要請で、ただちに救助長
以下所員6人が、救難所所属船「新
政丸」で遭難現場に急行。しかし、
台風の後の高波に行く手を阻ま
れ、二次遭難さえ覚悟しなければ
ならない状況だったという。夕闇が
迫り来るなかで必死に捜索したが、
なかなか発見できない…。焦りと
緊迫感に押しつぶされそうになっ
た時、波間に見え隠れする女子生
徒を発見。救助長の瞬時の決断に
よって、船を寄せたものの反応が
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海へ飛び込んででも
助ける

歴史に育まれた
「何が何でも助ける！」
という意志

なかったため、ロープを体に引っ掛
けて船に引き上げ、救出した。
　「あれは本当に奇跡的だった」
　と、当時出動した今橋所長、木
村勲救助長、大貫定男看守長が口
を揃えると、皆、大きく頷いた。
　命を懸けた救出活動は翌年、海
上保安庁長官賞、日本水難救済会
名誉総裁の高円宮妃久子殿下から
名誉総裁表彰、当時の小泉純一郎
首相からは内閣総理大臣賞を授
与された。

　そうした奇跡に近い救出を成功
させることができたのも、「年に2
回ほど行っている訓練の賜物。どの
所員が駆けつけても、的確な初動
態勢がとれるようにやっています。
それが一番大事なこと」。そう言い
切るのは、大貫定男看守長。「ボラ
ンティアでありながらも訓練を続
けるのは、ひとたび事故が起こった
なら、どんな関係団体より救難所の

所員の船が真っ先に現場に駆け付
けるべきだという使命感が皆の心
にあるからです」と、言葉を継いだ。
　訓練は毎年夏に行われる日立
港全体の防災訓練への参加と、春
先に救難所単独で実施する海難
救助訓練の2つがある。かれこれ
50年は続けているという独自の
訓練では、市場内に事故船に見立
てた船を用意して排水ともやい銃
の訓練を行い、実働の確認と士気
の維持・高揚を図っている。
　そして、訓練の前に挙行するの
が、旧暦2月15日頃（3月中旬）に
行う総会である。「その日は特別
な日ですから、全員制服を着用し
ます。まず、隣町の常陸太田市に
ある海の神様・真弓神社に1年間
の無事故と大漁を祈願し、その
後、総会を執り行います」
　木村勲救助長が、伝統行事とも
言うべき救難所の“大切な一日”
について話してくれた。つまり、当
日は真弓神社への参拝、総会、訓
練と、海の安全をとことん考える
密度の濃い日になる。

　そうして醸成された海への感謝
と畏敬の念、加えて「人命救助」と
いうミッションは、漁業者としての
日常の操業時にも、日本水難救済
会のボランティア救助員としての
緊急時にも、所員一人ひとりの胸
に深く刻まれている。
　そんな気概が発揮され、文字ど
おり人命救助を果たした救助活動
が、平成29年9月の事案だ。イセ
エビ漁に出ていた漁業者の船が
沖合で転覆した。場所は船の守り
神「御根（おんね）さま」と呼ばれ
ている岩礁の辺り。御根さまは満
潮時には海中に沈み、干潮の際に
は白波が立っており、かつては座
礁する漁船も多かったという。そ
の場所で、イセエビ漁船の網が岩
に引っかかって動けなくなり、岩の
間に挟まってしまったらしい。
　「全船操業を停止し、すぐさま現
場へ急行せよとの出動要請が出
たため、皆で協力しました」

▲昭和35年以前の久慈川河口。“魔の河口”と呼ばれ、漁師の事故が頻発していたという

久慈支部
救難所

たゆまぬ訓練が
遭難者の命を救う

▲活動記録をまとめている 大貫定男 看守長▲普段は船曳網漁を行っているという
　河野正勝 副救助長

▲採鮑という仕事柄、素潜りが得意な
　飯島 豊 救助長

▲久慈町漁業協同組合長も務める、
　木村勲 救助長

▲平成2年から現職を務める今橋照男 所長▲防災功労者として平成15年、内閣総理大臣
　表彰を受けた



▲しらす漁の時期は午前中も賑わう久慈地方卸売市場

▲久慈港には60隻ほどの漁船が停泊している

　自身も出動した、河野正勝副救
助長が振り返る。
　ところが、台風の余波で波が高
く容易には近づけない。様子を見
に行った消防艇がすぐさま引き返
してきたほどだった。そんななか、
現場に向かったのが飯島豊副救
助長と長男の飯島正成救助員親
子だった。普段は採鮑の仕事に従
事し、素潜りに慣れているため、現
場まで辿り着けたのだという。　
　「あの時、波は2.5mくらいあっ
た。ロープを座礁船にかけようと
して、その時、波を2枚かぶったけ
れど、もう少し遅れていたら手遅
れになっていたかもしれないと思
うと、救済会に入っていて良かっ
たと。その名前と責任のもとで、
躊躇することなく思い切って救助
活動ができたと思っています」
　その後、曳航して無事に港まで
戻ってくると、100人くらいの
人々が心配顔で待っていた。この
功績で、飯島副救助長は消防署か
ら表彰を受けた。

　久慈支部救難所のメンバーが
母港としているのは、茨城港日立
港区。港にある久慈地方卸売市場
にはヒラメ、アナゴ、ヤリイカ、ミ

ズダコ、サヨリなどが並んでいた。
午後4時半、底曳き網船のセリを
告げるベルが鳴った。
　歴史と伝統を誇る同救難所は
現在33人のメンバーで構成さ
れ、今年、新たに2人が加わる予定
だ。だが、もちろん課題も抱える。
　「漁業者自体が減少しているこ
とに加え、約20年前に一時、定年
制のシステムにしてしまったため、
60歳を過ぎると辞める人が増え
て約3分の1が退会、一時20人く
らいにまで落ち込んだことがあり
ます。後継者まで減ってしまった
ため、この地区だけでなく、水木、

河原子、会瀬地区まで範囲を広げ
て勧誘し、現在の35人まで盛り
返した経緯があります。」
　木村救助長と大貫看守長が
語った不安は、全国のどこの救難
所にも横たわる問題だろう。
　救済会に入らない漁業者もい
るし、平均年齢が40代半ば以下
という若さも多少は気になる。救
助活動に何より大切なのは“経
験”だからだ。実働部隊は若さが
ものを言っても、例えば、転覆した
船の起こし方、引っ張り方など、百
戦錬磨の指揮官がいてこそ、一刻
を争う救命救助を成し遂げること
ができた現場を数多く目にしてき
たからだ。また、組織を律し、継続・
飛躍させていくためにも重鎮の
存在は欠かせない。
　それでも、老いも若きも、結局
は「お互いさま」。恵みあふれる海
で、時に荒れ狂う恐ろしい海で命
を懸けて仕事をしているからこ
そ、助ける時もあれば助けられる
時もある。安全の下支えは仲間が
多い方が心強いに決まっているか
ら――。
　久慈浜の港には、今日もあまた
のカモメの声が響いている。
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安全を下支え
するために

▲魚市場エリアの様子▲二色丼

ニッポン  港  グルメ食遊記全国地方救難所の

お膝元訪問

高橋早苗さん▲

　「かあちゃんの店」―。太平洋から吹き付ける風に
も負けない、カラフルで豪快な看板の前にズラリと
並んだ人の列。この日は平日で、しかも早目狙いで
12時前に来たというのに、だ。前に並んでいた地元
の漁業関係者らしき人に聞くと、「これでも、今日は
少ないほう」とのこと。ますます期待が高まる。
　想像していたよりは早く、20分ほどで店内へ。
まず、カウンターで食券を買う。生しらす丼にする
か、釜揚げしらす丼にするか悩んだ末に、両方を半
物ずつ味わえる「二色丼」と決めていた。
　ほどよいタイミングで運ばれてきた二色丼は、
感動に値する美しさと美味しさだった。その日に
獲れた身が透きとおった生しらすと、白くてふわふ
わとした釜揚げしらすの競演に、生卵の存在感。

「最初は醤油を垂らさず、そのまま食べてみて」と
いう、おすすめ情報に従って、普段なかなか味わえ
ない生しらすの甘みと食感を楽しみ、続いて、とろ
けそうなやわらかさの釜揚げしらすを堪能。塩気
もちょうどいい。卵の黄身をからませた濃厚な一
口もなかなかの味わいだった。

　この繁盛店を切り盛りしているのが、浜の元気
なかあちゃんたちだ。オープンしたのは平成22年
4月だが、翌年の東日本大震災の津波被害によっ
て中断し、平成23年6月に再スタートを切った。
　この事業をリードしてきたのが、漁協女性部の
前部長・髙橋早苗さんだ。
　10年ほど前から、漁師の夫たちが獲ってくる魚
を干物にしたり、しらすを釜揚げにしたりして、市場
の一角で売り続けていた実績が町や組合から認め
られ、「店をやってみれば」と勧められたのがきっか
けだったという。最初は女性部70人のうち有志
13人で始め、日当500円で頑張っていたが、「今
は45人で3班のローテーションを組んでいます
し、時給も650円になりましたよ！」と、明るく笑う。
　厨房では、髙橋さんをはじめとする浜のかあ
ちゃんが腕を振るい、活気にあふれている。
　「モットーは３つ。新鮮さ、安さ、ありのまんま。な
んでもうまいよ！」と、アピールしてくれた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大洗の新鮮な海の幸を
腹いっぱい食べてもらいたい

二色丼で美味しさも２倍

　大洗漁港に面し、大洗港魚市場の目の前にある、大洗漁協直営「かあちゃんの店」。
メディア紹介やガイドブック掲載でも常連の、誰もが知る超有名店だが、ここまで来たら絶
対に外せない！　漁協女性部の“かあちゃんたち”が作る新鮮で美味しい海鮮をいただいた。

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8253-20
TEL.0292－67－5760

かあちゃん
の店


