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　今回紹介するのは新潟県にある
２つの救難所。県の最北にある村
上市の山北救難所と、新潟市の
シーバードにいがたPort救難所で
ある。
　山北救難所のある村上市は新潟
県の最北、山形県に隣接する場所
に位置し、10㎞を超える海岸線は、
日本海の荒波による浸食を繰り返
された岩肌が、独特の景観をつく
り出し、「笹川流れ」という海岸
景勝地を形成した。そんな日本を
代表する絶景風景を持つ同地の主
な産業といえば、遊覧船などの観
光業と漁業である。大いなる日本
海の恩恵に与り、日々の暮らしを
営んできた地域なのである。山北
救難所の救助員はすべて漁業関係
者で、同じ海に暮らす者としての

絆は極めて強固である。
　山北地区の若者が漁師になると
きは、同時に救難所の所員として
登録を行う。山北の海に生きる者
たちは、互いに助け合わなければ
この海で生きていけないことを
知っている。それは、日本水難救
済会がまだ存在しなかった時代か
ら、親から子へ孫へと受け継がれ
てきた共助の精神なのである。
　シーバードにいがたPort救難所
は、新潟市に2016年に結成され
たばかりの新しい救難所で、出動
実績はまだない。出動が無い理由
は３つある。１つは、もともと新
潟市には地域の漁業関係者で組織
された３つの救難所が存在するこ
と。次に同市に第九管区海上保安
本部が存在すること。救難所と海

上保安部の連携によって、この海
で起こる多くの海難救助は迅速に
行われきた。そして３つ目の理由
は、シーバードにいがたPort救難
所が、ある特殊な任務を期待され
組織された救難所であるという点。
同救難所は、水上バイクで行う救
助に特化した救難所なのである。
　人間性に優れた日本人的な古き
良き共助社会は、もちろん持続さ
せていかなければならない。そして
柔軟に迅速に新しい力を取り入れ
て、救助自体を進化させていくこと
が、今後起こりうる大地震による津
波を想定するうえでも、島国日本
が取り組むべき課題の１つである。
　新潟の海にあった、受け継がれ
る共助精神と、新しい備えへの準
備を紹介する。

共助組織から始まった歴史ある救難所と
新しい救助の可能性を秘めた水上バイク
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　新潟市内から車で２時間弱、船
でも１時間ほど離れた新潟県最北
の場所にある村上市山北地区は、
漁業と観光の町。名を付された
数々の岩と白砂の海岸が10㎞を超
えて連なる笹川流れは、訪れる人
の心に鮮やかな印象を残す。日本
有数の風光明媚な場所として、最
近では海外からも知られるように
なった山北地区だが、観光業より
も古くからこの地域を支えてきた
産業は漁業である。この海岸景勝
地で、海の安全を守り続けてきた
山北救難所の所員たちに、この海
で生きることと、行ってきた救助
について話を聞いた。

漁業関係者に必要不可欠な
共助組織として

　「山北救難所の所員はすべて漁業
関係者。この海で漁師になった者
は、同時に新潟県水難救済会に加
盟してもらっている」
　そう語ったのは、山北救難所の
本間常男所長。御年62歳。この春
に所長に就任したばかりだが、救

　「仲間の漁船が粟島に乗り上げた
こともあったな」と、本間所長が振
り返る。
　「連絡が来て、粟島に向かってみ
ると、２～30m陸に乗り上げてい
た。操船していた仲間は直ぐに病
院に送ったけど。問題は船。船底
を傷つけぬようロープで沖にゆっく
り引っぱって、少し浮かべた時点で、
潜水班が船に浮きダルを付けた。
沈んだら元も子もないからね。そ
れで港まで曳航したんだ」
　助けられたその漁船は今でも現
役とのことだ。
　「あのときは、50名くらいでやっ
たかな」という本間所長。
　山北救難所の救助活動は基本全
員参加。
　「お互いさまだからさ」と富樫副
所長が続けた。

美しい笹川流れに潜む
日本海の危険

　澄んだ碧い海と白砂が織りなす
コントラストに際立つ奇岩・怪石。
唯一無二の絶景を味わえる笹川流
れには、板貝海水浴場や眼鏡岩海
岸など、日本屈指の透明度で知ら
れる極上のビーチが点在し、県外
からも海水浴客が訪れる。また、
日本海の荒波で削られた岩礁群
は、多くの魚の絶好の住処。晴れ
た日には釣り人も多い。
　本間満広救助長は、観光名所の
笹川流れに近い場所では「レス
キューが到着するまで、１時間で
いいから潜ってくれ」といった先

助所員としての活動歴は50年に近
づく。
　「この海域は海上保安部から遠
い。救助は一刻を争うものだから、
どれだけ早く初動活動に移れるか
が重要になる。漁に出ている者全
員に救助を行なえるスキルがある
ということは、新潟県水難救済会の
会員である以前に、この海でともに
生きていくうえで必要なことだ」
　本間所長の１つ下の年齢の富樫
由紀夫副所長がこう続ける。
　「お互いさまってことを、身に染
みてわかっているのが漁師。漁師
やってりゃ誰だって一度や二度は
怖い思いをしたことがある。この海
で亡くなった同業者だっている。ラ
イバルでもあるわけだし、たとえ普
段は仲良くなくても、いざというと
きは助け合ってやってきた」
　富樫副所長も実際に九死に一生
を得た経験がある。夜の操業中に
スピードを出していた漁船から落
水したのだ。「あれは危なかった。
漁港とその沖にある粟島のちょう
どあいだ辺りで落ちて、その瞬間は
どっちに泳いだほうが早いか考え

行出動依頼が、夏場にちょくちょ
く舞い込むという。
　「潮の流れや危険な場所、海の中
の地形は頭に入っているから、事
故の場所の話を聞いたら、どこを
探せばいいかすぐイメージできる」
　 見 当 外 れ の 場 所 を 探 す レ ス
キューに捜索方針を助言すること
もしばしば。
　防波堤から落ちる釣り人の事故
も多い。
　「この辺りの海岸には、たまに堤
防を越える高波が来る。防波堤で
の釣りは安全っていう常識がここ
では通じない。朝は大した波じゃ
ないけど、よく見ると、沖のほう
がうねっているときがある」
　地元の人でも気付くのが難し
い、漁師にだけわかる微妙な兆候。
釣り人に「しばらくしたら高い波
が来るから気を付けろ」と伝えて
も、釣りをしているのは防波堤。
その時点では穏やかな海なのでな
かなか信じてもらえない。
　「最初からうねっていれば、釣り

る余裕があったけど、海中ではそ
んな余裕はなかった」と振り返る。
　どうにか浮き上がってきたら、目
の前に漁船から垂れているロープ
を発見。夢中でそれにしがみつい
たそうだ。
　「あのときは、気づいた仲間たち
に船上に上げてもらって、笑い合っ
ていたけど、帰ってからよくよく考
えたら恐ろしく震えたよ」
　事故と常に隣り合わせの海では、
そういったことが度々起こる。山北
の海で漁をする者たちは、みんな
が助ける術を知っているので、山
北救難所だけで完結し、救助記録
に載らない事故も多数あるという。

人もわかるんだろうけど、波は後
から来る。沖でそんな気配を感じ
たら、港に戻ることだってあるく
らい、この海域の高波は怖い」
　そんな日本海の波を受けるテト
ラポッドを捜索するのは、最悪の
ケースである場合が多い。
　「捜索は基本的に３日間行う。
それ以上探しても、生きて発見で
きることはまずないってことをみ
んなわかっている」と富樫副所長
が語る。
　生きて助からなくてもいいから
捜索を続けて欲しいと、行方不明
者の家族から懇願されることも少
なくない。
　「遺族にしてみれば、死んでて
もいいから引き上げてほしい。踏
ん切りがつかないだろうね。でも
我々にも仕事がある。言わないと
わからないから、『これ以上探す
となるとある程度費用もかかる』、

『多分ダメだと思うよ』って伝え
るのはしんどいね」と本間所長が
続けた。

▲寝屋漁港にて（左から本間満広救助長、佐藤勝治救助長、本間常男所長、富樫由紀夫副所長）

▲本間満広救助長▲富樫由紀夫副所長▲本間常男所長 ▲佐藤勝治救助長

▲晴れた日の笹川流れと遊覧船

山北救難所



09 10

　ときには、遺体を捜索するため
に漁船２隻で底引きをしたときも
あるそうだ。
　「あの浜で行方不明になったら
こっちのテトラに引っかかる可能
性が高い。そういった予測はみん
なの頭にあるから、テトラから突
き出た足を発見するのは、潮目が
わかる漁師なんだ」
　最近では海水浴客や釣り人のマ
ナーも良くなったという山北地区
の海だが、それでも事故は例年起
こっている。
　「せめて、ライフジャケットだ
けは着けてほしい。今では安くて
簡単なのもある。ライフジャケッ
トを着けているかどうかですべて
が変わる。我々が発見する遺体は
常にライフジャケットを着てない
んだから」

受け継ぐべき精神と
救難所の血の入れ替え

　山北に移ってきて30年、以前は
山形で漁師をしていた佐藤勝治救
助長は、海に生きる者たちに共通
する共助の精神を語った。

　平成28年６月に新潟県水難救済
会に新しい救難所が発足した。現
在、所員は24名、プレジャーボー
ト３隻、そして水上バイク２隻を
救助艇として配備する、シーバー
ドにいがたPort救難所である。水
上バイクによって可能となる新し
い救助のかたちを、救難所の創立
メンバーの７名に聞いた。

県内17番目の救難所が持つ
水上バイク救助とは

　平成30年７月、中国・四国地方
を襲った集中豪雨は、死者220名、
行方不明者10名（2018年８月７
日13時30分現在の総務省消防庁
による被害状況の集計）という甚
大な被害をもたらした。
　なかでも、倉敷市真備町では町
内を流れる小田川の堤防２カ所が
決壊し、町は広範囲に冠水。浸水
の深さは最大で4.8メートルに達
したとみられている。
　追いつかない救助、水に沈んだ
災害時の真備町で、一台の水上バ
イクが120人もの住人を救出した。

　「山形県には救難所が１つだけ
だった。新潟に比べて海岸線も
1/5くらいだしね。顔を知らない
人もいたね。でも訓練やいざ出動
のときには一致団結して動くのが
漁師。それは日本全国どこでも一
緒なんじゃないかな。潮は山形に
流れている。山北は県境にあるか
ら山形の救難所と合同で出動する
こともあったけど、チームワーク
はすぐ生まれたよ」
　海に生きる者の共助の精神。そ
れを若い漁師に教えていくこと、
そして、その環境をつくっていく
ことも、我々の使命だと本間所長
が続ける。
　「どこも同じだと思うが、山北に
も後継者不足という問題がある。
すぐにどうこうできる問題ではな
いから、若い漁師をしっかり育て
ていくことが大切だ」
　先代の所長は、年長者が幹部に
居続けることで生まれた山北救難
所の組織の停滞に、自らメスを入
れた。“65歳定年制”と“役職３年
任期制”の採用である。
　「年配の気の合う者同士だけで
ずっと運営していると、やる気の
ある若い漁師たちから不満が出て
くる。先代はいわば山北救難所の

　シーバードにいがたPort救難所
の峰本信雄所長はこう語った。
　「東日本大震災でも、100名を
超える津波被災者が水上バイクで
救助されました。遡っては平成19
年に宮崎市消防団に日本初の水上
バイク隊が組織され、その後、全
国に同隊は組織されるようになっ
ています」
　同救難所の事務所のある㈲ドッ
グマリンの代表も務める星野幸男
副所長が続ける。
　「僕らはこの海でマリンスポー
ツを楽しんできた仲間。これまで
水上バイクで小さな救助は何度も
行ってきました。この海にもっと
恩返しをしたいという気持ちで、

血を入れ替えるために“65歳定年
制”と“役職３年任期制”を提案し
たんだ」
　漁師全員が救難所の所員である
山北救難所の場合、若い漁師が的
確な救助を行なえるようになる必
要がある。
　先代所長の狙いは的中した。
　「いまでは若い連中が、救助に必
要なダイビングの資格を率先して
取るようになった」と富樫副所長
が続けた。最近では、潜ってスク
リューに絡まったロープを解くと
いった高度な訓練も行っていると
いう。
　最後に本間所長はこう言った。
　「我々は山北救難所ができる遥か
前から、漁師仲間の生命・財産を
守る共助組織としてやってきた。
高い救助能力を維持するために定
期訓練も行っている。そうした活
動が、地域や地域を訪れる人のた
めに活かせることを、所員は光栄
に思っている。だからこそ、山北
救難所を次の世代にきちんと引き
継いでいくことが我々の重要な使
命なんだ」
　こういった組織が受け継がれて
ゆくことで、日本の海の安全は補
完されているのである。

2015年に、水上オートバイを用
いた救助支援と社会貢献を主な
ミッションとするシーバードジャ
パンに加盟して、地域で行われる
マリンスポーツ大会などの警備を
行ってきました」
　渡辺勝救助員は、「水上バイクに
よる救助のニュースを見るたび、
僕らにも何かできるんじゃないか
と思っていましたと」と、当時の
心境を語った。

救助活動における
水上バイクが持つ利点

　中村信也救助員と齋藤義徳救助
員に、水上バイクのメカニズムと

▲河口の訓練場にて（左から武田也実救助員、中村信也救助員、齋藤義徳救助員、星野幸男副所長、綱本哲広救助員、峰本信雄所長、渡辺勝救助員）

▶岩場とテトラポットが顕在する ▲峰本信雄所長 ▲�シーバードにいがたPort救難所の�
救助艇である水上バイク

▲笹川流れの岩場は釣りの名所

シーバードにいがた
Port救難所

▲眼鏡岩海岸▲板貝海水浴場
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全国地方救難所の
お 膝 元 訪 問

日本有数の海岸景勝地 笹川流れで
この波に揺られ育った岩牡蠣を食す

ニッポン港グルメ食遊記

①�魚売り処�新鮮家のウッドデッキで
食事を楽しむ地元の人々。

②�岩牡蠣500円（一個）
③�サザエ300円（一個）
④�店内には獲れたばかりの魚が並ぶ。

魚売り処　新鮮家
住　所　新潟県村上市寝屋149
電　話　0254-77-3141
営業時間　9：00〜17：00
定休日　火曜日

　日本海の荒波に削られた岩礁
群、白砂のビーチ、透明度を誇る
海、山北救難所は日本有数の海岸
景勝地である笹川流れにある。季
節を問わず、この唯一無二の絶景
を求め、日本はもとより、近年は
海外からも多くの観光客が訪れる。
　山北救難所のほとんどの所員の
漁船が停泊されている寝屋漁港に
併設された「魚売り処　新鮮家」
は、地元で揚がった海産物の直売
所として2003年にオープンした。
最近では、この笹川流れで獲れた
ばかりの岩牡蠣とサザエを、その
場で調理してくれる食事処として
口コミで人気が広がっている。
　「初めのころは、調理はしてな
かったけど、お客さんに味見して
もらうために、岩牡蠣やサザエを
少し焼いて出していたらそれが評
判になってね」と店長の本間則義
さん。
　味は言うに及ばず、新鮮家で出
す岩牡蠣はとにかく大きい。聞け
ば、出しているのはこの海で４年以
上、ものによっては７年以上育てら
れた岩牡蠣を出しているそうだ。

　「ここで岩牡蠣を食べられるのは
６月から８月、毎年シーズンが終
わったら殻を片付けるんだが、一
番多い年で７ｔの貝殻を出したね」
　新鮮家のもう一つのメニューで
あるサザエも岩牡蠣に劣らず絶
品。笹川流れの岩礁に留まって、
見事に育ったサザエである。
　出しているアルコール類は、
ビール、ハイボール、チューハイ。
すべて缶である。ソフトドリンク
は自販機。メニューは「生牡蠣」「焼
牡蠣」「サザエのつぼ焼き」のみ。
なんともシンプルで気持ちがいい。
　晴れた日には、ウッドデッキの
オープンスペースで、笹川流れを
撫でてきた心地いい風を全身に浴
びながら、笹川流れの荒波で育て
られた岩牡蠣とサザエを食す。こ
のうえない贅沢である。
　「観光客が来てくれるのはもち
ろんだけど、地元の人も集まって
くれるのが嬉しいね」と本間さん。
観光客と地元の人たちのふれあい
の場所にもなっている魚売り処 新
鮮家。笹川流れを訪れたら是非
寄ってほしい。

②①

③

④

救助における特性を聞いた。
　「水上バイクには、船外機があ
りません。吸い込んだ水を噴出さ
せて推進するので、吸い込み口に
何かが詰まることはありますが、
水中の障害物でスクリューが破損
する心配はありません。また、ゴ
ムボートよりも耐久性があり、船
と違い、転覆しても一人で起こす
ことができます」と、中村救助員
が故障や転覆などによる救助中断
の可能性の低さを説明した。
　続いて齋藤救助員が水上バイク
による救助の優位点を説明。
　「水上バイクによる救助の利点
としては、まず迅速な初動に入れ
ることが挙げられます。スロープ
があればどこにでも下ろせて、
数秒で時速100㎞ほどに達するの
で、すぐに現場へと急行できます。
次に機動性。これは言わずもがな
ですが、船に比べ小回りが利きま
す。最近の水上バイクは３人乗り
のもあって、救助活動を行ううえ
で、一台の水上バイクで複数の救
助員が救助に向かえるのも非常に
効果的だと思います」

繰り返し行われる訓練と
他組織の訓練から得るノウハウ

　「発足してから２年になりますが、
出動実績はまだ一回もありません」
と、綱本哲広救助員が語る。
　新潟市には、古くから漁業関係
者で組織される３つの救難所があ
り、幾多の人命救助を行ってきた。
それに加え、同市には第九管区海
上保安本部がある。シーバードに
いがたPort救難所に要請が入る前
に、多くの救助活動は終了していた。

　「これまでこの海で救助活動をし
てきた方々から教わることは多い。
もっともっと交流していきたい」
　水難救済会への加盟で、県内の
救難所や海上保安部との本格的な
合同訓練も行うようになった。
　率先して訓練の指揮を執る綱本
救助員は、積み重ねる訓練の重み
を知る。
　「訓練はだいたい月に一回のペー
スでやっています。実際に沖に出
て、要救助者役を配し、水上バイ
クの始動から、効率的な救助のや
り方を訓練しています。場所を変
えたり、ときに情報量を少なくし
たりして、より本番に近い流れで
行うことが重要です」
　綱本救助員は、水上安全啓蒙活
動を行う組織である（一社）ウォー
ターリスクマネジメント協会に所
属して、年に40回ほどさまざまな
地域で行われる研修にも積極的に
参加しているという。
　「僕らは、発足して間もない組織
なので、救助の知識はもちろん、
他の組織の訓練に参加させても
らって、いいところはどんどん吸収
していく必要がある。実際の救助
の話を聞くのも勉強になりますし、
救難所としての組織運営も学べる
のはありがたい」
　武田也実救助員が難しかった訓
練を語る。
　「大きい船を走らせ、大きな波を
起こして、その状況で水上バイク
から船に要救助者を渡す訓練が、

一番大変でした」
　水上バイクの船尾から航行する
船に要救助者を渡す過程では、バッ
クで接近して一定の距離を保つこ
とが重要になる。途中で船と水上
バイクが離れ過ぎても、近過ぎて
接触しても、要救助者を落水させ
てしまう危険があるため、高度な
操船技術が必要である。
　「救助現場は危険と隣り合わせ。
繰り返しの訓練が的確な行動に繋
がると考えています」

新潟の海を守る
水難救済会員として

　「シーバードにいがたPort救難
所は新しい救助を行う組織。水上
バイク自体にいいイメージを持っ
ていない漁業関係者の方々もいま
したが、さまざまな訓練や交流を
通じて、他の組織の方々から認め
てもらえるようになってきまし
た」と星野副所長。
　ソマリアから帰還した海上自衛
隊の護衛艦の帰港式典にも招待さ
れ、武田救助員は艦長に花束を贈
呈する役も与ったそうだ。
　「私たちはこの海でたくさん遊
ばせてもらってきたんです。海は
最高に楽しいけれど、一歩間違え
ば大きな危険もある。私たちの恩
返しは始まったばかりなんです」
と峰本所長。
　新潟の海に頼もしい仲間が加
わった。

▲要救助者を水上バイクから船に渡す訓練

▲�シーバードにいがたPort救難所の救助員の皆さん（上段左から星野幸男副所長／綱本哲広救
助員／渡辺勝救助員／下段左から武田也実救助員／齊藤義徳救助員／中村信也救助員）


