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海の安全にかける

 男たちの群像
千葉県水難救済会　鴨川救難所

特 集
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漁業の場、
そしてマリンレジャーの
メッカでもある「鴨川」

　関東地方の南東に位置し、三方を海
に囲まれた千葉県。その多くを占めて
いるのが房総半島だ。太平洋を流れる
黒潮の影響で気候は温暖、海水浴やサー
フィン、釣りなどのマリンレジャーを
楽しみに、1年を通じて多くの観光客が
訪れる人気エリアである。
　この房総半島の太平洋側南東部にあ
る鴨川は、水族館で有名な鴨川シーワー
ルドに象徴される観光地であるととも
に、サーフィンや釣りを愛する人々の
聖地となっている。また、沿岸漁業に
適し、春夏秋冬豊かな海の幸に恵まれ
る地域でもある。サバやアジ、イワシ
にイカ、そして近年漁獲量が減少する

キンメダイなど、豊富な種類の魚が水
揚げされる。
　今回ご紹介する鴨川救難所は、鴨川
の漁業を支える鴨川市漁業協同組合を
拠点としている。取材当日、港のほど
近くにある漁協の事務所を訪ねると、
周囲の電柱や建物にはカモメならぬト
ビが群をなしてこちらを見下ろしてい
た。港に水揚げされる魚を目当てに集
まるのだろう、その様は鴨川の海の豊
かさを象徴しているように思われた。

「一番怖ろしいのは二次災害。
出動した所員の無事が、いつもなにより気がかりです」
海の安全を守る女性所長と、彼女を支える海の男たちの肉声に迫る。
取材協力：鴨川市漁業協同組合

鴨川救難所の皆さん。鴨川港を臨むマリーンブリッジの上にて。

鴨川救難所の救助船「第二かもめ丸」の進水式。



海の怖さを知らない
レジャー客の行動に
ハラハラ

　とはいえ、海の怖ろしさ
を身にしみて知る漁業者の
事故はそれほど多くはなく、
鴨川救難所の管内
では数年に1度
程度。マリンレ
ジャーのメッ
カとなってい
る こ の 地 域 で
多いのは、やは
り釣り人やサー
ファーの水難事
故だ。

　「今年3月にも、3名のサーファーが
沖に流される事故が起こったばかりで
す」と徳山さんが、記録をめくりながら
話して下さった。2人は自力で戻った
ものの、残りの1人は所員の手に
よって救助された、という。
　「150mほど沖に流されたと
いう通報があって現場に向かっ
たのですが、誰もいない。風向きを
見て、これは、とさらに沖合に向かっ
たら、1kmくらいのところでようやく
発見できました。とんでもないところ
まで流されたものだと、あれには驚か
されましたね」と救助に当たった坂本さ
んは苦笑いする。
　沖へと流れる潮の力が強いのが鴨川
の海の特徴だという。日本サーフィン
の発祥の地として多くのサーファーが
集まるが、そうした特徴を知らないと、
楽しむはずのサーフィンで予想もし
なかった事態に巻き込まれることも
ある。そしてもう一つ、鴨川の海は
怖ろしい側面を持っている。それは、
岩場や、テトラポットを積み上げた

箇所が多いことだ。海に落ちたり波
にのまれて引き込まれた釣り人が、

上がろうと必死になって陸に
近づき、これらのポイント

に叩きつけられて命を落
とすケースが後を絶たな

いという。
　「もともと、こう

した事故が起こ
りやすいのは海

が荒れている時。レジャーで来る人は
せっかく来たんだから、と海に出てし
まうのでしょうが、地元の者がその様
子を見ているとハラハラしますよ」庄司
さんが言うと、「私た
ち救難所員も、そう
した方々に今日は
危ないから止めた
方がいいと声をか
けたりしています
が、それでも……」
と岡崎さんは嘆
いた。

女性所長を中心に、海の男たち
が力を合わせる救難所

　鴨川救難所に所属する救難所員は現
在65名。漁協を拠点とする関係上、そ
の全員が漁師である。
　そして彼らを束ねるのが、救難所長
の松本ぬい子さんだ。今回はほかに、
副所長の松本喜代隆さんと岡崎良次さ
ん、救助長の坂本年壱さんと部長の庄
司喜吉さん、書記の徳山英樹さんが集
まって下さった。
　「鴨川市漁業協同組合では代々組合長
が救難所長を兼務しているので、私が所
長ということになっていますが、名誉職
のようなもの。女性は船に乗せないの
が鴨川の伝統なんです。ですから、水
難救助活動の主役はここに集まった皆
さんなんですよ」と松本さんが言うと、

すかさず岡崎さんが「この所長がいなけ
れば、ほかのみんなは動きませんよ！」
と合いの手を入れ、その場の皆さんは
笑いながらうなずいた。「所長が陸で指
示を出して、我々が無事で戻るのを待っ
ていてくれるから、がんばれるんです」
と庄司さん。互いに信頼し、力を合わ
せて水難救助活動に取り組んでいるこ
とが、皆さんの様子からうかがえた。
　「私たちが担当しているのは鴨川港を
中心としたエリア。けれど、仲間の船
が事故にあったらどこへでも駆けつけ
て、1週間でも2週間でも救助活動をす
る覚悟があります。海で生きる者とし
ては当然のことですよ」と喜代隆さんは
身を乗り出して話して下さった。
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取材当日はもやが濃く、多くの漁業者が海へ出ることをあきらめた。

釣りポイントとして人気の弁天島。周辺は岩が多く、テトラポットも高く積み上げられている。鴨川救難所の“太陽”、所長の松本ぬい子さん。 救難所の拠点となっている、鴨川市漁業協同組合。

冷静な観察眼を持つ、副所長の岡崎良次さん。

書記を務める徳山英樹さんは若手の一人。

行動力ある副所長の松本喜代隆さんは、所
長のご主人。

救助長の坂本年壱さんはダイバーでもある。

救命索使用の責任者でもある、部長の庄司
喜吉さん。



んは、ようやくの思いで転覆したボー
トの船底に2名を引き上げる。そして人
工呼吸を始めるも、さらに押し寄せる
横波に、渡邉さんと遭難者2名は再び水
面へ投げ出された。
　「もう一度船底に2名を助け上げなけ
れば、とは考えたのですが、船が不安
定で、このままでは思うように救助が
できない。辺りを見回して、川の護岸
に人が歩けるくらいのスペースがある
ことに気づきました。そこに遭難者を
引き上げて、改めて人工呼吸をしよう
と思い立ちました」
　まず1名を背負い、護岸へ保護したと
ころに救急隊員が到着。残る1名は担架
で引き上げられた。
　渾身の救助活動。終わった時、渡邉
さんは体力も尽き、自分の身体を水か
ら引き上げるのが精一杯だったという。
　当時を振り返って、渡邉さんは続け
た。
　「私は船舶操縦士の資格を持ってい
ないのですが、毎日のように船を操っ
て海に出る知人がたくさんいます。そ
うした方々から、海では日々、風や波
の状態が変わるのだという話をよく聞
かされます。そして、海と川との往来
というのはそうした方々にとっても難
しいことで、本当に緊張するそうです。
河口は潮の満ち引きで深さがずいぶん
変わるし、上流からの堆積物で部分的
に浅くなっている箇所があったりもす
る。船をお持ちの方には、ぜひそうい
う状況も知っておいていただきたいで
すね」

決死の救助活動、
その顛末を振り返って

　平成17年度に鴨川救難所の所員、渡
邉良浩さんが名誉総裁表彰を受けた水
難救助活動も、発端は釣り人が状態の
よくない日にプレジャーボートで繰り
出したことだった。
　 平 成16年12月14日、 海 か ら 加 茂
川へ入ろうとしたボートは、午前11時
10分頃、河口付近で突然の横波を受け
て転覆。釣り人2名がボートから投げ出
された。

　「その日、私は現場付近にある漁協の
事務所で業務に就いていたのですが、
知人が“鴨川の河口付近で船が転覆して
いる”と駆け込んできたんです。それで、
投げ出された方の救助に使用するため、
仕事で使う浮き玉にひもをつけて現地
に向かいました」その時は、その後の事
態などまったく想定していなかったと、
渡邉さんは訥々とした口調で語る。投
げ出された方を救助しボートを元に戻
す、程度の認識だったそうだ。しかし
現場は、渡邉さんの予想をはるかに超
えて深刻な状態だった。

　「橋の上から状態を確認して、これは
もう一刻の猶予もないと思いました。
救助のため、とりあえず川に入ったの
ですが、なにしろ冬ですから水温は低
いし、河口から強い海の波が入ってき
てなかなか遭難者のところにたどりつ
けない。ようやく遭難者の手をつかん
だその時、水中にもう1名いることに気
がつきました」
　水中の遭難者は意識を失っているこ
とがうかがえたので、すぐに人工呼吸
をしなければならないと考えた渡邉さ
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海岸線が長く、簡単に海にアクセスできる地形。多くの方が気軽に海へ出てしまう。

事故現場の加茂川河口付近。取材当日も、大きな波が海から川へと押し寄せてきていた。

港付近では、この日も釣りを楽しむ人の姿が。

名誉総裁表彰を受ける渡邉さんと、所長の松本さん。

「自分の命を大切にしてほしい」と語る
渡邉良浩さん。

名誉総裁表彰の記念写真



えています」真摯な眼差しで所長は語っ
た。
　生活の糧を得るために、波の躍動感
を満喫するために。鴨川の海へ出てい
く多くの人々の命と安全を守っている
のは、広く温かな心を持つ1人の女性と、
力を合わせ活動を展開する、64名の海
の男たちであった。

着実に活動を続けるため、
二次災害を防ぐ

　鴨川救難所員の平均年齢は42歳（平
成21年7月現在）。65名中20代が15
名、30代が12名と、若手の構成率が
非常に高い、と徳山さんが教えて下さっ
た。
　「所員は全員が漁協の組合員。“助け
合う”ことの大切さを誰もが理解してい
ますから、“水難救助活動に参加してほ
しい”と声をかければ、みんな気持ちよ
く引き受けてくれます」と松本さんは微
笑む。
　漁業技術の継承は“先達の背中を見て
覚える”のが伝統。「水難救助活動につ
いても同様の面がありますね。先輩の
活動の様子を見て、“こういう時はこう
対応するんだ”と身体で覚えていく」と
岡崎さんが言うと、庄司さんが続けた。

「救命索の使い方など、“これだけは教
えておかなければならない”というもの
についてはしっかり指導して、あとは
ともに実践経験を積むことで、目と身
体でノウハウを伝えています」救命索の
発射訓練に際しては、勝浦海上保安署
の協力をいただいているんですよ、と
喜代隆さんも話して下さった。
　若手が多いことのほかに、鴨川救難
所のもう一つの特徴、それは「定年制度」

を設けていることだろう。「水難救助に
はもちろん経験も必要ですが、なにし
ろ、遭難事故が起こるのは多くが荒天
の時。そんな時に出動するのですから
体力面も重要です。ですから、ある程
度の年齢で、次世代にバトンタッチす
る。水難救助活動をこれからも着実に
続けていくために、なによりも防がな
ければならないことは二次災害だと考

船舶火災の消火訓練シーン。
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救命索発射の訓練シーン。
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