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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

　四国の太平洋側を西から東ま
でほぼ占有する高知県は、面積 
7,105.19㎢、推計人口74万
5,070人を擁する。 海岸線の長
さから見ると意外だが、そのほとん
どは海の近くまで山が迫る地形
で、森林率が84%にも及ぶ日本一
の山国でもある。林業で一時代と
文化を築いた県東部の中芸地区、
四万十川の源流域や四国山地沿
いの町村部などのディープな山林
には山の幸、清流の恵みがあふれ、
日本最後の清流といわれる四万十
川や、石鎚山から土佐湾に南下す

る仁淀川など、水量豊富な河川が
滔々と流れている。
　肥沃な平野では、全国シェア
NO.１のミョウガ、シシトウ、ショウ
ガをはじめ、ナス、キュウリ、ピーマ
ンなどの周年栽培が盛んだ。土佐
文旦やゆずの果樹類に加え、土佐
あかうしや四万十ポークなどのブ
ランド食材も特産品ラインナップ
に加わる。
　そして、海。黒潮流れる太平洋の
存在感は圧倒的で、両腕を広げた
ような海岸線と、どこまでも続く海
の広がりは、幕末の志士たちが見
つめた“希望”に重なる。とてつも
ない大きな空と海、豪快な波、開放
感、大らかさ……。やはり土佐は海

のイメージにピッタリだ。
　大海原にはカツオをはじめとする
多様な魚介が生き、ニタリクジラや
マッコウクジラなどが棲む。豊かな
自然を活用したホエールウォッチン
グ、釣り、サーフィン、シーカヤックな
どのマリンレジャーが多彩で、台風
の通り道になることも多い土地柄だ
けに水の事故とも隣り合わせだ。
　そんな水辺の安全を守っている
のが高知県水難救済会である。今
回訪れたのは県南西部・黒潮町に
ある幡東救難所の入野支所と、県
のほぼ中央に位置する土佐市の南
端・宇佐救難所。自然に沿ったかた
ちで海とともに生きる男たちの真
の思いを聞いた。

▲宇佐漁港に戻ってきた漁船

海の怖さと偉大さを知る、
太平洋に向かって生きる男たちの真の思い
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▲宇佐救難所員の皆さん。左奥には卸売市場が

　土佐くろしお鉄道・土佐入野駅
から特急「南風」で約85分、山あい
の伊野駅に着く。いの町は土佐和
紙を育んだ町として知られ、特に江
戸から大正期にかけて県の主力産
業の拠点として栄えた。1000年
以上の歴史をもつ蘇鶴（そかく）温
泉の脇を流れる仁淀川をしばらく
眺めながら、県道39号線を南下す
ると、やがて土佐市へ。
　土佐市は高知県のほぼ真ん中
にある約２万8,800人が住む町。
平野、山、川、海と変化に富んだ地
形がもたらす肥沃な土地と温暖な
気候が土佐文旦などの果実を育て
ている。のどかな風景の中を20分
余り進み、塚地坂トンネルを抜け
ると、突然、目の前に海が開けた。

1841年、ジョン万次郎が出漁した
宇佐の海だ。
　宇佐漁港エリアを中心に水難救
済活動に携わっているのが宇佐救
難所だ。23名の救助員は主に漁業
に従事しながら、有事の際に出動
態勢をとっている。

　一見穏やかな風景からは想像し
にくいが、この管内は意外にも事故
が多いという。記憶に新しいところ
では、昨年９月25日に起こった漁
船転覆事故がある。
　「台風ではなかったですけんど、
とんでもなく天気が悪い日でした」
と、救難所長の柿本啓輔さんは振
り返る。その日の午前６時、高知海
上保安部から出動要請の一報が
入った。宇佐漁協組合員の漁師２

名が悪天候にもかかわらず出港し、
防波堤を越えた萩崎出口付近で転
覆したというのだ。
　柿本さんは、まず、救助員でマグ
ロ延縄漁の経験が長いベテランの
浜崎強志さんに相談し、ぎりぎりの
判断で出動を決断した。そして、救
難所所属船の忠丸（3.01ｔ）、第三
高丸（4.2t）に出動要請し、両船が
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トンネルを抜けると、
目の前に海が広がる

嵐の中での
救難活動

海中の障害物に
立ち往生

断崖絶壁に乗り上げた
船を曳航

出港。間もなく、転覆した船舶を発
見し、乗組員の捜索を開始し、１名
を救助した。同乗者のもう１名は自
力で岸にたどり着いたとの連絡が
入り、第三高丸が救助者の搬送に
当たったという。
　現場に残った忠丸は転覆船の曳
航作業に取りかかったが、激しい風
雨のために難航。忠丸から、増援
要請を受け、午前７時、柿本さん、
井本和年さん、浜崎さんの３名
が、それぞれ第二漁協丸（0.4t）、
第三漁協丸（0 . 9 t ）、漁協丸
（1.31t）に乗って出動した。「あの
時は現場の要請もあり、小型船で
ないと作業ができないため、1t前
後の船で出動しましたが、ほんまの
ところ、二次災害を覚悟しました」

と３人は口を揃える。「自分らも転
覆するかも…」という恐怖のなかで
の出航だった。

　２番隊の３隻は猛烈な風雨の中、
やっとの思いで転覆した船に近づ
いたが、四方八方から波が来るた
め安全な体勢をとることができず、
背後からの波に脅えながらの作業
を強いられた。そんななか、漁師の
一人が転覆して上下逆さまになっ
ている船に飛び乗り、まさに命がけ
で海中で下向きになっている突起
物にロープをかけた。それを忠丸
が引っ張ろうとしたが、一向に進ま
ない。海が時化て曳航する忠丸さ
えも転覆しそうになっていたこと
と、海中にある思いも寄らない多く
の障害物に行く手を阻まれた。漁
港内にはカンパチの養殖場もあり、
無数のいかりを打ち込んであるた
め、そこに引っかかってしまったの
だ。海上保安部の潜水士が来て、酸
素ボンベからエアーを入れて転覆
船の船体を浮かし、ようやくその場
を脱出できたものの、何時間も立
ち往生した。
　ようやく、宇佐漁港内にたどり着

き、転覆船を重機で引き揚げ、すべ
ての作業を完了したのは11時半。
実に５時間に及ぶ救難作業だった。

　11月には別の一件もあった。こ
の辺りは、西隣の須崎市方面から
つながる横浪半島と、内海の横浪
三里がリアス式海岸になっている
など、地形が入り組んでいて、人が
容易に近づけないような場所が多
い。そうした浜辺に突っ込んだよう
なかたちで船だけがあり、人影は
見当たらないという出来事があっ
た。海への転落が考えられる状況
だった。
　ちょうど浜崎さんが沖へ漁に出
ていた時に、その船の船長の家族
から「息子が帰って来ない」という
連絡を受けた。浜崎さんの友人が
捜索したところ、船は見つかったが
本人がいないというのだ。保安部
に連絡してもらえないかと頼まれ
たが、結局は宇佐救難所で対応す
ることになって、浜崎さんから柿本
さん、井本さんにも連絡を入れた。
　ただこの一件、船長は陸（おか）
伝いに自力で戻ってきたことや、そ
の後の事情聴取によれば、機関故
障のために漂着したとのことで

▲日本の海、世界の海を知り尽くしている
　浜崎強志さんは、救助員の良き
　アドバイザーだ

▲「事故が発生すると、仕事中でも、
　迷う暇もなく体がそちらを向く」という
　柿本啓輔所長

宇佐
救難所

▲昔からある港神社。
　鳥居は平成17年に建て替えられた

▲漁船やレジャーボートなど100隻余りが停泊する宇佐港



　JR高知駅から特急「南風」で約
100分、着いた「土佐入野」駅は幡
多郡黒潮町にある。黒潮町は高知
市の西方約100kmにある人口約
1万4,000人の町で、平成18年３
月、大方町と佐賀町の合併によって
誕生した。

　黒潮町といえば、県内きってのカ
ツオどころでもある。特に土佐佐賀
漁港のカツオ一本釣り船団は全国
に名を馳せ、早春から年末までの
間、南はフィリピン沖近くから北は
北海道や三陸沖まで、なぶら（カツ
オの群れ）を追い求めて海上を移
動する。日本一の漁獲量を誇り、春
には鰹、秋には戻り鰹で賑うが、な
かでも自慢なのが「日戻り鰹」。そ
の日に釣ったカツオをその日のう
ちに食べる新鮮さと贅沢感はとび
きりだ。

　今回訪れた幡東救難所は、伊田・
上川口・入野・田野浦・下田の5支
所を含め、計72人から成る救難所
で、黒潮町とその西側の四万十市
沿岸の安全を守っている。

　「この辺りは昔から海人が活躍す
る土地柄。漁業関係者の事故や磯遊
びで足を滑らせたなど、いろいろな
ことがありましたが、その度に率先
して船を出し、救助・救命に当たって
きました」と、漁業協同組合、幡東ブ
ロック理事の中野明信さんは、幡東
救難所の果たしてきた役割を話す。
　近くにはサーフポイントがある
ため、サーファー絡みの事故も時

カツオの町・黒潮町周辺
の海を守る

皆で協力する気持ち、
大切に

▲30年近くのキャリアを生かし、
　海の安全に心を配る植野真也さん

▲入野漁港に立つ幡東救難所員の皆さん

あった。
　当時、船は沈みかけており、その
ままにしておくと一日でばらばらに
なるおそれがあったため、すぐさま
港まで曳航した。現場は、島ではな
く地続きながら断崖絶壁のような
場所。ここで活躍したのは浜崎さ
んだった。「岩伝いに陸に降りて、船
の近くまで恐る恐る行きました。投
げてもらったロープをかけて沖出
しして曳航できる状態にしました」

　「かなり昔、レジャーボートが狭
い小島の間を抜けようとして転覆
し、死亡事故がありましたが、地形
的なことが原因だと考えられるの

はそのくらい。あとは不注意でしょ
う」と、柿本さんは言う。事故を防
ぎ、命を守るには「出航前に天気を
確かめる」「単独行動をしない」「無
線で連絡を取り合う」「出港の際に
は携帯電話を持つ」など、安全のた
めの基本を守ることが大切だ。
　また、近隣の仁淀川河口や横浪
などにサーフポイントが点在する
ことから、サーファーが流されるこ
とも多いという。彼らには「サー
フィンをするなら泳ぎが達者になっ
てからしいやと言いたい。海は怖
い。泳げない人は近づいたらいけ
ん。自然を相手にするときは装備と
心構えが必要」と、安全軽視のサー
ファーらに警鐘を鳴らすことも忘れ
ない。
　副所長の井本さんは救助員歴が
最も長いだけに、いろいろな救難
の場面に立ち会ってきた。夜遅くに
出動したり、救難所前の岸壁で転
落した人を引き揚げたりしたこと
も、何度もある。経験があるから「う
なぎ漁が始まったら、いつまた事故
が起こるかもしれない」と常に備え
を怠らない。
　浜崎さんは遠洋・近海のマグロ
漁で長年向き合ってきた海のこと、

天候の変化などを誰よりも知り尽
くしていて、他の救助員からも頼り
にされている。

　３年ほど前から海難救助訓練を
毎年行っている。一昨年は、大規模
地震、津波が発生した場合の海上
物資搬送などを盛り込んだ災害応
急対策訓練を敢行。昨年11月には
海難救助に的を絞り、漁船同士だ
けでなく、海上保安庁とも無線の
チャンネルを合わせ、情報共有を試
みた。実際の救難作業時には保安
庁と携帯電話で連絡を取り合うが、
現場では、緊迫した様子などの情
報が共有できていないと感じるこ
とも多い。このように連携して情報
共有する訓練は初めてだったが、
「救難の現場では情報が命。それが
共有できていないとパニックになっ
て喧嘩になりますから」と、救助員
らも必要性を実感できたという。
　一昨年の巡視船「とさ」に続き、
昨秋も「さんれい」が参加し、大が
かりな訓練になった。「セレモニー
的な要素もありますが、やはりこう
した訓練があってこそ実際に生か
せるものだと思います」（柿本さ
ん）。毎年、訓練のメニューは変わ
るだろうが、今後も少しでも役立つ
よう、続けていくつもりだ。
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自然を相手にする時は
装備と心構えを

さまざまな事態を想定した
訓練で、実践感覚を磨く

▲「32年の間には、いろいろなことに
　遭遇しました」と話す井本和年さん

▲釣りを楽しむ人も

▲宇佐は湾内に漁港が点在する珍しい港だという。写真奥には萩崎漁港がある

幡東
救難所

▲土佐佐賀の日戻り鰹をPRしつつ、
　救助員をまとめる国常育夫幡東救難所長

■幡東救難所

★上川口支所
★
伊田支所★入野支所

★田野浦支所

★下田支所

四万十市

黒潮町

四万十川

くろしお宿毛線



折あるという。「入野海岸付近は潮
の流れが沖に向かう“巻き出し”が
多く、その流れに巻き込まれると沖
へ流されてしまう」。幡東救難所長
の国常育夫さんもそう補足した。
　幸運なことに最近は、救難活動で
の出動はないので何よりだそうだ。
　それでも、ひとたび、何かが起こっ
た時は、「誰彼無しに、皆で協力する
気持ちはもっている。たとえ、一日の
商売をしまいにしても沖から一斉に
駆けつけるつもり」。澳本康之さん
の力強い言葉が胸に響いた。
　聞けば、数年前、実際にそんなこ
とがあったという。県東部の安芸沖
で操業していた澳本さんは、海に浮
遊する遺体を発見する。前日の夜、
入野漁港でイカ釣りをしていた人
だった。すぐさま船に引き揚げ、高
知港まで搬送した。まさに言葉どお
りの行動で、その日の漁を畳んでも

救難を遂行したことに対して、海上
保安所から表彰状を贈られた。

　今回集まってくれた救助員のほと
んどは漁師で、地元の「大方ホエー
ルウォッチング」の船長としても活
躍している。ニタリクジラ、マッコウ
クジラ、マイルカなどの海の生き物
に出会える数時間の海上ツアーは
観光客にも人気だという。ツアーに
出るときも、救命胴衣の装着はもち
ろん、乗客の安全を第一に心を配っ
ている。「まずは最大限注意して事
故を起こさないことが大事」だと、松
田達治さんは力を込める。
　海のことを知り尽くしている救
助員たちが口を揃えるのは「一番
怖いのは海。海上で火が出るのは
もっと怖い」。だから、日頃から単独

行動をしないこと、一人乗りであっ
ても、常に仲間と無線で連絡をとり
合うことを肝に銘じている。

　一方で、黒潮町は南海トラフ巨
大地震の被害想定で、最大震度７、
最大津波は日本一高い３４．４ｍを
突きつけられた現実がある。救助
員や地元の漁業関係者をはじめ、
町民にとってこれは衝撃的な発表
で、当初は避難を諦めるムードさえ
漂ったという。それでも町をあげて
前向きに話し合いを重ね、大規模
災害に正面から向きあって防災の
町への意識を高めてきた。
　その思いは高知県水難救済会も
同じで、毎年行っている救難訓練に
も、地震や津波を意識した要素を加
え、新たに一昨年からは高知県、海
上保安署、警察、消防、町役場などと
連携した救援物資輸送訓練を実施
している。県沿岸部の交通経路が遮
断され、県外の大型巡視船が物資を
搬送してきたという想定で、大型巡
視船から救難所所属船へ、さらには
車両へ積み替える訓練が行われた。
　「現実に３４ｍの津波が来てし
まったら難しいと思いますが、でき
る限りのことは前向きに努力して
いきたい」と、国常さん。その視線
の先には白砂清松の美しい入野松
原があった。
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事故の未然防止を
目指す

巨大地震に備え、
救援物資輸送訓練

▲「まず、救助員の皆さんに最大限気をつけ
　てもらっています」と、植野修平さん

▲クジラの絵が描かれた防波堤

▲地元の情報通で面倒見が良い
　松田達治さん

▲黒潮町特産の
　カツオとニラが詰まった
　カツオギョーザ

▼めじかの生節はマヨネーズを
　少し添えるとコクが出るという

▲陽気で熱い思いをたぎらせる
　澳本康之さん

全国
地方救難所のお膝元訪問

ニッポン
港グルメ食遊記
黒潮町の幡東救難所入野支所のお膝元でカツオギョーザを、
土佐市の宇佐漁港近くでは市場の鮮魚を生かした日替わり定食を
いただきました。

居酒屋ポコペン「カツオギョーザ」
高知県幡多郡黒潮町入野2014-７ TEL.０８８０-４３-１２８７（17：00～23：00、月曜定休）　

　黒潮町といえば、県内随一のカツオどころ。今回
訪れた幡東救難所の入野支所（入野漁港）の最寄り
駅・土佐くろしお鉄道「土佐入野」駅前にある「居酒
屋ポコペン」で、「カツオギョーザ」が食べられるとい
う情報を救助員から聞き、立ち寄ってみた。
　注文すると、見た目は普通のギョーザと同じもの
が出てきた。ひと口食べてみると、「なるほど！」。確
かにカツオだ。豚肉よりクセがなくて食べやすい。ニ
ラともよく合って、いくつでも食べられそうだった。
　カツオギョーザの誕生秘話を店主の森近宗弘さ
んに聞くと、３年ほど前、森近さんの友人・米津太さ
んから「カツオギョーザを手作りしてみたので、店で
出してもらえないか」と、持ちかけられたという。米
津さんは黒潮町の出身で、地元特産のカツオとニ
ラを使って何かできないかと数年前から考えてい

たのだという。試行錯誤の結果、出来上がったのが
カツオギョーザだった。ニラを使うことでカツオの臭
みも消えた。狙いどおり、客からも「魚臭さがない」
「肉よりもヘルシー」と、好評だという。
　１皿５個入りで380円。他にマンボウのスタミナ
炒め580円なども。

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

スナック ボニー「市場直送 日替わりメニュー」
高知県土佐市宇佐町宇佐２７５７-２６ TEL.０８８-８５６-１９１３（11：00～14：00、18：00～23：00、木曜定休）

　宇佐漁港市場から歩いて３～４分で着く「スナッ
ク ボニー」。「満腹満足定食」ののぼりがはためいて
いる。スナックなので夜のみの営業だったが、昨年
11月下旬からランチを始めたところ、地元の漁業
関係者やOLにも人気急上昇中だという。

　その秘密は市場の昼市で買い付ける新鮮な魚と、
男も満足のボリューム感、そして何といっても味も
量も充実した定食が500円で食べられることだ。
　「ワンコインで食べていただける定食を目指しま
した」と、店主の山本敦子さん。「普通ならできない
けれど、市場が近所だからなんとかね」と、にっこり
笑う。聞けば、一昨年、ご主人が漁師に転職し、せっ
かく獲った魚を残らず使い切りたいという思いもあ
り、「新鮮な魚を使ったランチをやってみれば」と、背
中を押してくれたそうだ。
　この日は、この時期にしては珍しくメジカ（ソウダ
ガツオ）が揚がったので、めじかの生節、めじかわか
し、海藻サラダ、煮物、めじか飯、みそ汁というメ
ニューだった。本当に満腹で満足。看板に偽りなし
のおいしさだった。

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


