
マリンレスキュー紀行

海の安全にかける

 男たちの群像
社団法人 琉球水難救済会

オクマ救難所／国頭救難所

日本最南端の海洋県で、
66救難所・1救難支所を展開

　日本最南端に位置する沖縄県。
沖 縄 本 島 を 筆 頭 に160の 島 々 か
ら な り、 南 北 約400km、 東 西 約
1,000kmに及ぶ広大なエリアを県
域とする。
　国内で唯一、亜熱帯地域に属し、
一年中温暖な気候に恵まれるこの地
は、山原（やんばる）と呼ばれる森林
やサンゴ礁の海に象徴されるよう
に、豊かな自然の宝庫でもある。と
りわけ、コバルトブルーやエメラル
ドグリーンの輝きが魅力の海は、多
種多様な魚介類を育み食を支える漁
場として、釣りはもちろん年間を通
じてマリンレジャーが楽しめる観光
資源として、暮らしや産業の中で大
きな存在感を放っている。

　この沖縄で水難救済活動を展開す
るのが、（社）琉球水難救済会である。
昭和32年3月に設立され、現在は県
内に66救難所・1救難支所と一大
ネットワークを広げる。海洋県沖縄
の水難救済活動の中枢として、青少
年を対象とした水難救済ボランティ
ア教室や、マリンレジャーサービス
を提供する事業者への安全管理講習
会なども積極的に実施している。
　今回は、この（社）琉球水難
救済会に所属し、沖縄本島最
北で人々の命を守るオクマ救難
所と国頭救難所を訪ねた。
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オクマ救難所の救助船から、色鮮やかに広がる沖縄の海を望む。

南の海で人々の命を守る、
心優しきマリンレジャーのプロフェッショナルと
海人（うみんちゅ）たちに出会う。
取材協力：JALプライベートリゾート オクマ、国頭（くにがみ）漁業協同組合

※昭和32年3月

那覇港・泊ふ頭の近くに
ある（社）琉球水難救済会
の事務所。

■（社）琉球水難救済会の活動実績

出動した船（隻）

出動した人（人）

救助した船（隻）

救助した人（人）

平成18年度

59

134

7

19

平成19年度

32

115

4

22

平成20年度

97

232

15

26

平成21年度

318

716

7

29

創立※～現在までの合計

6,640

23,562

1,134

3,783

（出所：（社）琉球水難救済会）



時間のところにあるこの地の自然環
境は雄大で美しく、“手つかず”と表
現してもよさそうなほど。しかしそ
の反面、鋭い牙を南国の自然は隠し
持っている。「沖縄でマリンレジャー
を楽しむ際、注意してほしいことの
一つが海洋危険生物。ハブクラゲや
オニヒトデが有名ですが、気づかず
に接触し、ショックを起こして溺れ
たり、という事故の原因となってい
ます」と金城さん。昨年も、猛毒を
持つオニダルマオコゼを踏んだダイ
バーが亡くなる事故があったとい
う。

単独で海に入り、
トラブルに遭遇するケースも

　また、“陸から海へ直接エントリー
できるポイントが多い”このエリア
でよく見られるのが、管理者のいな
いビーチでシュノーケリングやダイ
ビングを楽しもうとして事故に遭遇
するケースだという。「誰もいない
所で存分に沖縄の海の魅力を味わい
たいという気持ちはわかるのです
が」と森さんは苦笑する。「とはいえ、
沖縄の海は潮の流れも複雑で、危険
生物が多く生息している所もありま
す。やはり、しっかり管理されてい
るポイントで遊ぶことをおすすめし
たいですね」
　絶対にしないでほしいのは単独で
海に入ること、と森さんは続けた。

「ダイビングには2人以上の単位で
行動する“バディシステム”という
ルールがありますが、気軽に楽しめ
るシュノーケリングであっても、潮
に流されたり危険生物と接触したり
という“もしものこと”に遭遇する可

能性があります。そうしたトラブル
にも対処できるように、単独行動は
避けてほしいですね」
　森さんが強い口調でそう語る背
景には、10年ほど前にオクマ救難
所が経験した一つの水難事故があ
る。エントリーポイントに車が1台
止まったままになっている、という
知らせを受け、海上保安署や警察、
消防などの関係機関、そして漁協や
救難所のダイバーが総出で海中を捜
索。公的機関が既定の日数で捜索を
打ち切った後も、家族の依頼を受け

南国のリゾートホテルに
設置された救難所

　取材地に続くゲートをくぐると、
車窓の向こうにマリンブルーの海と
白い砂浜が広がった。南国の開放感
あふれる光景に、思わず歓声を上げ
る。
　1つめの取材先であるオクマ救難
所は、沖縄本島最北に位置する国頭
村にあるリゾートホテル「JALプラ
イベートリゾート オクマ」の中に設
置されている。ホテルでマリンレ

ジャーのインストラクターを担当す
る「マリンセクション」のスタッフ
や、そのOBOGが主となって救難
所を運営。現在、18名の所員が所
属している。この日は、ホテル総支
配人であり救難所長も務める木下和
男さん、マリンセクションを統括す
るS&Rグループのグループ長であ
る金城肇さん、マリンセクションの
主任である森友秀さんがお話を聞か
せて下さった。
　「私たちが担当するエリアの特
徴は、年間を通じてたくさんのレ

ジャー客が訪れ
ること。釣りは
もちろん、シュ
ノーケリング
やダイビン
グ を 楽 し
みにいらっ
しゃる方も
多いです」
と木下さ
ん。 那 覇
空 港 か ら
車 で 約2
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オクマ救難所の皆さん。「JALプライベートリゾート オクマ」のプライベートビーチにかかる桟橋にて。

水上オートバイは3台。救助活動ではその機動力が発揮される。 水上オートバイでの救助活動の際に、連結して使用するボディボード。 オクマ救難所の救助船は、33フィートのトローリング・ボート。

オクマ
救難所

水難救済活動歴14年の森友秀さん。子
どもを対象にした水難救済思想の普及
活動にも熱心に取り組む。

海外勤務の経験もある木
下和男さんは、世界のマ
リンレジャーに対する知
識も豊富。

地元生まれ・地元育ち、沖縄の海を知
り尽くす金城肇さん。約2年半前から水
難救済活動に参加。



た救難所員は20日近くをかけて捜
索を続けたが、結局行方不明者は見
つからなかった。
　「その方は単独でダイビングを
行っていたようです。おそらく、ダ
イビング中に何らかのトラブルが発
生したのだと思いますが、バディが
いれば対処法はあったかもしれない。
少なくとも、アクシデントが起こっ
たまま、放置される事態にはならな
かったと思います。マリンレジャー
のルールを守ることの大切さを実感
させられたケースでした」

水上オートバイを活用し、
国頭救難所と連携した
活動も展開

　海に携わる仕事は、キッチン部門
と同様、しっかりと技術を身に付け
ているスタッフでなければ任せられ
ない、と木下さんは話す。「さらに
水難救済活動には、海の状態のよく
ない場合が多い、溺れた人が助かろ
うと無我夢中になって救助者を引き
込もうとする、などのリスクが伴い

ます。ですから、オクマ救難所では、
確かな経験を持つ中堅スタッフが中
心となって救助活動を行い二次災害
を防ぐとともに、若いスタッフに技
術を伝承しています」
　また、この救難所の特徴の一つと
して、この後紹介する国頭救難所と
の協力体制を取っていることも挙げ
られる。「漁協が拠点となっている
国頭救難所と連携して救助活動を行
う場合、オクマ救難所では所有する
水上オートバイを出動させ、水深が
浅く救助船が入れないポイントを担
当します。沖縄は浅瀬が多いので、
機動力のある水上オート
バイは救助活動に欠かせ
ません」と金城さんは説明
して下さった。
　関東出身の森さんは、沖
縄の海の魅力は美しい色
彩、と語る。「それに、ほ
ぼ一年中レジャーが楽し
めることも大きな魅力で
すね。だからこそ、ルール
を守って遊ぶことが大切
だと思います。シュノーケ

リングやダイビングも、体調が悪い
時は中止する勇気を持っていただき
たい。無理が命取りになることも、
海では珍しくないですから。沖縄の
海には、それ以外にもたくさんの楽
しみ方があります。海の状況や自分
の体調に合わせた方法で、素敵な思
い出を作っていただきたいと思って
います」
　リゾートホテルという、もてなし
の心が息づいた場所にある救難所。
そこでは、マリンレジャーのプロ
フェッショナルが人々をしっかりと
見守っていた。
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国頭村の砂浜付近に立てられていた、危険生物への注
意を促す看板。

7つの港に109人の海人が
所属し、迅速な救助を実現

　オクマ救難所のある「JALプライ
ベートリゾート オクマ」から車で10
分ほど走った所に、次なる取材地、
国頭漁業協同組合の白い建物があ
る。ここを拠点とする国頭救難所に
は、109名の海人（うみんちゅ）が救
難所員として所属している。
　ここでは、救難所長である大嶺嘉
昭さんと、救難所員の金城信幸さん、
大城力さんがお話を聞かせて下さっ
た。
　「船を持っている漁協の組合員が

救難所員として水難救済活動に当
たっています。担当区域は、国頭村
から隣接する東村まで。この中に7
つの港があるので、各港に所員を振
り分け、事故地点に近い港に所属す
る所員に出動要請をすることでス
ピーディな救助活動を行っていま
す」と大嶺さん。
　国頭救難所の担当区域には、釣り
の好ポイントとして知られる箇所が
いくつもある。「大物のアーラミー
バイなどが釣れるとして、さまざま
なメディアで紹介されている辺戸岬
の辺りには、週末になると50人近
くの釣り人が集まっていますよ」と

話す金城さんの
後に、大嶺さんが
続けた。「しかし
この周辺は岩場
が 多 く、 波 の 動
きや潮の流れも
複 雑。 特 に 怖 ろ
しいのが離岸流
で、 表 面 上 は 穏
やかに見えても、
干 潮 時 は 引 っ ぱ

る力が相当強くなります。気がつい
た時には沖にかなり流されていて、
自力で戻れなくなっている。沖縄南
部の海とも違う特徴を持っているの
で、そういったことを知らずに釣り
に来た方が、事故に遭遇するケース
がよく見られます」

海中に転落した釣り人を
オクマ救難所との連携で救助

　昨年10月に起こった事故も、や
はり釣り絡みのものであった。
　10月9日に開催された釣りのイ
ベントに参加した釣り人4名はゴム

国頭救難所の皆さん。国頭漁港をバックにして。

国頭
救難所

多くの人命を救ってきた、国頭救難所の救助船。

豊かな知識と経験で水難救済活動の難
局を幾度も打開してきた大嶺嘉昭さん。

沖縄ならでは、
救難所が設置されたホテル

「JALプライベート
　　 リゾート オクマ」

　海辺のリゾートホテルに救難所が
設けられているのも、沖縄ならでは
のことではないだろうか。オクマ救
難所の拠点となっているのが「JAL
プライベートリゾートオクマ」。美
しい沖縄の海に臨む約1kmのプラ
イベートビーチを有し、海水浴はも
ちろん、シュノーケリングやダイビ
ングなど多彩なマリンレジャーが1
年を通して楽しめる。救難所員でも
あるマリンセクションのスタッフが
しっかりサポートしてくれるので、
安心して遊べるのも大きな魅力だ。
国頭村の山原（やんばる）をたっぷり
味わえるエコツアーも数多く用意さ

白い砂と青い海のコントラストが美しいプ
ライベートビーチ。

リゾート感あふれるカントリー調のフロント施設。受付には「青い羽根募金」の募金箱も。

救難所員でもあるスタッフが海のナビ
ゲーターに。

れている。
　3万坪の敷地には客室のあるコ
テージやヴィラがゆったりと配さ
れ、レストラン施設や、海の眺めを

楽しみながら入浴できる大浴場も。
沖縄の豊かな自然とゆるやかに流れ
る時間を存分に愉しめるホテルであ
る。
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ボートで、沖合の大小2つの岩場に
2名ずつ渡り、釣りを始めた。午前
中は穏やかだった海は午後になって
急変し荒れ模様となり、波のうねり
が激しくなったことから、釣り人は
ゴムボートに乗って岸に戻ることが
できなくなってしまった。
　「この辺りの海が急変することは、
割とよくあります。漁師であれば天
気予報をしっかり押さえながら経験
を踏まえることで、何時くらいには
状態が変わると予測できる。しか
し、素人の方にそういった予測は難
しいでしょうね」と救助を指揮した
大嶺さんは言う。金城さんはうなず
き、後で聞いたところ、事故に遭っ
た方々も天候が崩れることは事前に
把握していたようなのですが、と付
け加えた。
　「しかし、釣りに夢中になって辺

りの様子に注意を払うのを怠ってし
まった。岩場は岸からそう離れては
いないのですが、なにしろ海が荒れ
ていて渡ることができない。やがて、
小さい方の岩場にいた2名は海中に
転落してしまいました」
　海岸にいた釣り人が海上保安庁に
通報し、要請を受けて国頭救難所も
出動。岩場に救助船を乗り入れるの
は困難であることから、オクマ救難
所に水上オートバイの出動を要請
し、2救難所の連携のもと、救助活
動が展開された。
　「転落した2名はクーラーボック
スにしがみついて海面に浮いていた
ので、オクマ救難所の金城さんや森
さんが水上オートバイで救助し、国
頭救難所の救助船へ運んでくれまし
た。大きな岩場で孤立していた2名
は海上保安庁のヘリコプターで救助
され、幸いなことに命を落とす人は
出ませんでした」と報告書の作成を
担当する大城さんが事故の顛末を話
して下さった。

毎日が真剣勝負。
経験と判断力で人々の命を
守る

　地形も潮の流れも特徴的なこの区
域では、“海人の経験”が頼りにされ
るシーンも多い。最近では、捜索活
動のスタート時などに警察や消防機
関から意見を求められることも増え
ているそうだ。

　「先日も警察と協働で捜索活動を
行う機会があったのですが、よい経
験になったと感謝の言葉をいただき
ました」と大城さん。そうした“海人
の経験”は、日々の漁の中で後進に
伝えているとのこと。そしていざ救
助活動出動となったら、現場の救難
所員にすべての判断を委ねる、と大
嶺さんは日に焼けた顔の表情を引き
締めて語る。「人命救助のシーンで
は、1分1秒が生死を分けることも
あります。そして我々がなんとして
も防がなければならないのは二次災
害。救える命を救い、救難所員が継
続して水難救済活動に取り組むため
に、現場の人間を信頼し、その判断
をなにより尊重しています」海人は
毎日が真剣勝負なんですよ、と場の
雰囲気を和ませるように言って、金
城さんは笑った。
　沖縄本島最北の地で出会ったの
は、海を知り尽くしその知識と経験
を人命救助に注ぐ、心暖かき海人た
ちであった。

昨年10月に起こった釣り人孤立事故の様子。2名の遭難者が岩
場にしがみついている。

（社）琉球水難救済会は、この事案の救助に当たった2救難所と救
難所員に感謝状を贈呈した。

大嶺さんの頼もしい補佐役、金城信幸
さん。国頭周辺の海の状況についての
知識も豊富。

国頭救難所の水難救助活動について、細
部に至るまで把握している大城力さん。
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