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駿河湾と相模湾を守る
マリンレジャー関係者

　500㎞を超える海岸線を有する
静岡県の海は、東京・横浜や名古
屋からのアクセスも良く、近年は
マリンスポーツで訪れる旅行客が
多い。今回紹介するのは、静岡地
区水難救済会の８つの救難所うち
の２つ、沼津救難所とICS救難所
（熱海支所）だ。
　伊豆半島の付け根となる中北端
に位置する沼津に面した海は駿河
湾。最深部は水深2,500mに達す
る日本で最も深い湾であり、湾の
間口も奥行きも約60㎞と広い。古
くから駿河湾の恩恵に与かる沼津
は、東海地区の海上交通と漁業の

要として発展した町である。
　2013年には富士山がユネスコ
の世界文化遺産に登録されたこと
で、外国人観光客も増加している。
沼津港の隣にある千本浜で行われ
る寒中水泳大会は正月の風物詩。
よくテレビなどで扱われるので、
見たことがある方も多いだろう。
また、この浜で行われる「沼津千
本浜トライアスロン大会」は今年
で30回を数える国内屈指の大会で
ある。
　一方、伊豆半島の東側の付け根、
相模湾に面した熱海は静岡県の最
東部に位置し、昔から良質な温泉
が湧き出る日本有数の観光地。昭
和中期には新婚旅行の聖地とされ
ていた時代もあり、東洋のナポリ

と称される美しい景観を持つ。ま
た、サンビーチをはじめとするい
くつもの海水浴場が連なり、特に
この海で行われる「熱海海上花火
大会」は、昨年65回目を迎え、20
万の観光客が集まった。
　ともに伊豆半島付け根に位置
し、救難所員に漁業関係者は少な
く、マリーナが活動拠点であると
いういくつもの共通点を持つ両救
難所。車で１時間ほどの距離にあ
り、所員同士の交流も盛んで、常
日頃から情報交換も活発に行われ
ているという。
　駿河湾と相模湾を守る静岡地区
の救難所では、円滑な救助・捜索
活動を可能にするため、総体的で
革新的な取り組みが行われていた。

円滑な救助・捜索活動を可能にする
静岡地区の救難所それぞれの取り組み
取材協力：静岡地区水難救済会　沼津救難所／ICS救難所（熱海支所）

▲沼津港にて　訓練ポイントを目指す救助船の船上から

ICS救難所
沼津救難所

静岡県

★★★
熱海支所

初島静岡市

マリンレスキュー紀行

海の安全安心を支える
ボランティアたちの群像
静岡地区水難救済会　沼津救難所／ ICS救難所（熱海支所）
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写真：沼津港近くの千本浜沖にて訓練中の清水海上保安部所属巡視船おきつ（後方は富士山）
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意見交換が沼津港のいたるところ
で行われていた。“船のこの部分は
取り外しできるのか”“実際の出
動要請が入った場合、何人のダイ
バーがどれくらいの時間で出動で
きるのか”“操船ができる警察官は
何人いるのか”など、実際に一緒
に海に出てわかったことや、改善
点のアイデアが参加者各々にあっ
たようだ。DRS救難所は今回の訓
練では使わないが、救助船に積ん
だときの状況を確認するために心
肺蘇生法用の酸素ボンベを持って
きていた。警察は、緊急時にDRS
救難所のダイバーをパトカーに乗
せ沼津救難所の救助船へ向かい、
自分もそのまま一緒に船に乗り込
むときのシミュレーションなどを
話していた。
　「連携力」「対応力」「相互理解」「信
頼」、そして何よりもこの海を一緒
に守ろうとする者たちの「絆」、こ
の訓練を経て得たものは多い。

沼津の海の救助活動の
ハブとしての機能を担う

　「合同でやるということが何よ
りも大切なんです」

　そう語ったのは沼津救難所の中
村俊博救助員。実際の救助や捜索
では海上保安庁をはじめ警察や消
防など、複数の組織が出動するこ
とになる。しかし、平成29年現在、
沼津警察署の救助船は稼働状況に
ない。沼津消防署の救助船も常に
スタンバイしているわけでない。
大概一番に現場に到着するのは沼
津救難所の救助船なのである。
　「情報が錯

さく

綜
そう

するとはよくあり
ました。警察がこちらに要救助者
は何人か聞いてきたこともありま
したし、救急車が違う浜に着いて
いたこともありました」
　平成10年に発足した沼津救難所
は、開所以来毎年、清水海上保安
部と合同訓練を行ってきたが、近
年、さまざまな組織も交えた訓練
に力を入れている。沼津救難所の
発足メンバーである久保田広副所
長も情報管理の大切さを語った。
　「水上バイクからの落水者が自
力で110番に電話したこともあっ
たね」
　沼津救難所は清水海上保安部か
らの連絡を受け、GPS機能で正確
な緯度経度を把握しすぐ出動。警
察も県の防災ヘリコプターを現場

に向かわせた。しかし各救助隊が
現場に到着する前に、運良くそこ
に通り掛かった船舶に要救助者は
救出されていた。その船舶に収容
された人物が要救助者本人である
との確認が取れるまで、現場海域
の捜索は続けられたそうだ。
　出動総回数20回を超える土屋智
救助長も同様の経験を持つ。
　「流されたサーファーを探しに
行ったときも大変だったね」
　“ただ
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サーファーが沖に流され
た”という情報に対し、実際は違
う海岸で複数のサーファーが流さ
れていたそうだ。
　「一番最初に現場に到着するこ
とが多い沼津救難所の救助船に、
仮に警察の人間が一人でも乗って
いれば、リアルタイムの情報を直
ぐ聞くことができるし、情報を渡
すこともできる」と土屋救助長。
今回、そのシナリオをつくり、合
同訓練で実践してみせた沼津救難
所の功績は非常に大きい。
　「海保、警察、消防、三者にそ
れぞれの指示系統がある。要救助
者を目の前にしたら、そうも言っ
ていられないこともある。そこを
うまく連携させるのがウチの役割

▲副所長の久保田広さん▲沼津救難所�所長の大村義政さん ▲救助員の中村俊博さん

▲要救助者をロープを使って引き上げた ▲合同訓練後の意見交換の様子
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的確な救助を可能とする
組織間の連携強化

　「海に向かって富士山側から『沼
津救難所』『DRS救難所』『沼津警
察署』『清水海上保安部』の順で
並んでください」
　平成28年11月26日、凪いだ駿
河湾、沼津港に響く拡声器の声で
合同訓練は開始された。
　伊豆半島の西側の付け根に位置
する沼津港では、年に１、２回官
民合わせて複数の組織が参加する
大規模な合同訓練が行われてい
る。今回の訓練は、船舶からの落
水者の海中救助。最重要テーマの
一つは、救助船に警察官を同乗さ
せ、無線を使い最新の情報を精査
して救助ポイントに向かうこと。
そしてもう一つが、静岡地区水難
救済会８番目の救難所として誕生
したばかりの、静岡広域DRS（ダイ
ビングレスキューステーション）
救難所（以下DRS救難所）との連携
の確認だった。
　マリンレジャーが盛んな静岡地
区では、ダイバーである救助員と

連携することで、水面のみならず
水中の捜索や、水底からの引き上
げなどにも対応できるような取り
組みが、県内各救難所で開始され
ているのだ。
　DRS救難所の救助員であるダイ
バーが沼津救難所の救助船に乗り
込み、陸に設置された合同捜索本
部からの指示を無線で受けながら
ポイントに向かい、要救助者を海中
捜索し、実際に引き上げるところま
でを初顔合わせのメンバーで行っ
た。沼津救難所と清水海上保安部
との関係は非常に強い。今回要救助
者役を務めたのも、清水港に停泊
する巡視船「おきつ」の潜水士。訓
練には搭載船に乗って駆け付けた。
　脱力し完全に役になりきった屈
強な“海猿”を海中から引き揚げ

る作業は思いのほか力のいる作業
だった。DRS救難所のダイバーが
下から持ち上げ、救助船の船上か
らは沼津救難所の救助員が引き上
げる。船ごとに船尾の高さも違え
ば船外機の位置も違う。引き上げ
るときボンベがどれほど邪魔にな
るか、それを外す作業にどれだけ
要すかも未知の体験だった。
　実際に近いかたちで行われた訓
練の最中、船上にあって使えそう
なモノも急遽試された。いつも準
備を万端にして救助に向かえるわ
けではない、偶然沖にいた場合や、
一刻を争うときのほうが多い。例
えばロープ、必ず船にあり細いも
のでも身体に食い込まないよう二
重三重にして要救助者の脇に通せ
ば、引き上げに有効だとわかった。
　訓練後、組織間の垣根を超えた

▲沼津港にて　合同訓練に参加した沼津救難所の救助員の皆さん

▲�合同訓練に参加した清水海上保安部巡視
船おきつ搭載艇

▲合同訓練の開会式

沼津救難所
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伊豆半島から静岡全域へ
熱海の救難所の取り組み

　静岡県の伊豆半島には古くか
ら、海上保安庁と連携して海の安
全指導やパトロールを行う「伊豆
小型船安全協会」という民間組織
が存在する。英語表記にすると「Izu 
Coast Safety」。ICS救難所の「ICS」
はその頭文字であり、構成メン
バーは全てICSの協会員を兼ねて
いる。ICS救難所という名称的に
は新しい救難所だが、メンバーは
幾多の救助活動歴を持ち、なかに
はこの熱海の海で半世紀近くボラ
ンティア活動をしてきた者も多い。
　静岡地区水難救済会の会長と、
ICS救難所長・熱海支所長を兼務

する鵜澤精一さんもその一人。ICS
救難所が設立されてから、それま
での持ち回りだった静岡地区水難
救済会の本部は熱海に固定された。
理由は海上保安庁や関係各所とよ
り綿密な連携を構築するため。ま
た、昨年全国に先駆け設立された、
ダイビングによる救助・捜索活動
を行うDRS救難所も、鵜澤所長の
肝入りで作られた組織である。ICS
が水難救済会の救難所になること
で可能となったことは多い。熱海
を起点として静岡の海を守るボラ
ンティア活動は発展を遂げていた。

熱海に釣り公園ができた経緯
夜の海に光る携帯電話

　沼津救難所と同じく、ICS救難
所の救助員で海で働いている人は
少ない。出動回数が多いのは普段
海の近くにいる二人、ボートハウ
スを営む熱海支所郡山辰男救助長
とスパ・マリーナ熱海のハーバー
マスターの熱海支所遠藤光幸救助
員。彼らの出動記録を中心にこれ
までの救助活動の話を聞いた。

　「一番記憶に残っているのは熱
海に釣り公園ができるきっかけに
なった15年前の事故だな」
　30回を超える出動経験を持つ郡
山救助長の話によると、週末には
家族連れで混む熱海港の釣り公園
がまだフェンスの無いただの堤防
だったころ、台風余波の大波で20
人の釣り人が堤防から落ちたこと
があった。近くにいた船は一斉に
堤防へ向かい、初島行きのフェリー
からもロープや救命浮輪が投げ込
まれた。いち早く現場に到着した
郡山救助長は一人で要救助者２名
を自船に引き上げたところ、１名
が心肺停止。足で心臓マッサージ
をしながら港に搬送したそうだ。
　「５年前の冬、真夜中に行方不
明の船の捜索に出たのも記憶に残
る」と遠藤救助員。

▲ICS救難所（熱海支所）の救助員の皆さん　熱海港の桟橋に停めた救助船の前で

▲�ICS救難所�所長／熱海支所�支所長の�
鵜澤精一さん

▲熱海港の釣り公園

ICS救難所
（熱海支所）
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なんだよ」と大村義政沼津救難所
長。沼津救難所は組織として歴史
が浅い分、旧態依然のしがらみも
無い。要救助者を救うことをシン
プルに第一に考え動く組織である。
　「今日でやっとこれからの救助
活動の道筋ができたよ」

新しい
4 4 4

沼津救難所の奥にある
誇りと伝統の系譜

　現組織である沼津救難所の発足
は平成10年だが、実は前身組織を
辿れば、記述の残る限り江戸時代
に「湊（港）若」と呼ばれた漁師の
青年会に遡る。帝国水難救済会の
発足時には「我入道青年会」とし
て、駿河湾一帯の数々の難破船事
故における人命救助で全国に名を
馳せた赤誠身命の組織だ。我入道
地区に住む男子は満17歳から25
歳まで、一戸に一人必ず入会する
義務すらあったという。地区に立
つ慰霊碑には、数々の事故と勇士
たちの名が刻まれている。その後
「我入道浮輪会」として再編成し

たが、若い漁師の減少に伴い解散。
現在の沼津救難所には漁業従事者
は一人だけである。
　沼津救難所の事務所は沼津みな
とマリーナにあり、そもそも沼津
救難所はこのマリーナ関係者が立
ち上げた組織なのである。当初は
マリーナ利用者から理解者を集め、
登録会員としたのだ。小野貴弘副
所長もその一人。生まれは沼津だ
が普段は東京で医師として勤務す
る、このマリーナの週末利用者だ。
幼いころから慣れ親しんだ沼津の
海で、「自分にできることがあるか
もしれない」と救難所のメンバー
になったのは10年前とのこと。さ
らに沼津救難所には、小野副所長
声掛けで近隣の病院に勤務する女
性看護師も２人在籍している。
　「ウチには医療チームがあるん
ですよ」と、中村救助員は少しお
どけた口調で言ったが、沼津救難
所への出動要請の大半である、マ
リンレジャーの事故の起こりやす
い週末に、医師が海上にいるのは

なんとも心強いと、この救難所の
誰もが思っていることだろう。
　沼津みなとマリーナ支配人を務
める永井救助員も古参の一人。マ
リーナ利用者に海のボランティア
活動の重要性を説明し、多くの賛
同者を集めてきた功労者だ。
　「沼津港の隣の千本浜なんかは、
正月の寒中水泳やトライアスロン
で有名だし、ビーチインできるダ
インビングスポットでもある。時
代が変わってさまざまな観光客が
訪れるようになった」
　今年で58歳、多様化する事故の
変遷を見てきた永井救助員。今の
沼津救難所員の半数が海の仕事を
していない現実に対し、視野を広
げて、出動可能な所員を増やす必
要があるといった。近い将来には、
また違う専門
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チームが沼津救難所
にできているかもしれない。
　時代の移り変わりともに、会の
名もメンバーの構成も変わった
が、沼津の“海の守り役”として
の系譜は確実に引き継がれている。

▲副所長の小野貴弘さん

▲我入道地区の慰霊碑

▲正月の寒中水泳やトライアスロンの大会が行われる千本浜の海岸▲救助員の永井幸一さん

▲救助長の土屋智さん
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全国地方救難所の
お 膝 元 訪 問

熱海港を見渡すラグジュアリーなカフェでは
軽食からシャンパンまでを楽しめる

ニッポン港グルメ食遊記

①熱海湾を見下ろすウッドデッキ
②店内で遊覧船の時間を待つ観光客
③ミラノ風ミックスピザＬサイズ
　（900円）
④�左／サンテロ�ピノ�シャルドネ�ス
プマンテ（3,200円）
右／モエ・エ・シャンドン�アンぺ
リアル（10,000円）

サンレモ・カフェ
住　所　静岡県熱海市
　　　　渚町2020-36
電　話　0557-52-6657
営業時間　9：30〜16：00
定休日　火曜日
　　　　（夏季シーズンは無休）

　平成28年夏、ICS救難所の所長
である鵜澤精一さんが代表を務め
るスパ・マリーナ熱海の渚デッキ
に、地域の憩いの場となる「サン
レモ・カフェ」がオープンした。
週末は、熱海湾の遊覧船サンレ
モの発着を待つ観光客で賑わう。
直下のハーバーに係留される豪華
クルーザーやヨット、海に面した
広々としたウッドデッキ。まるで
海外リゾートの風景である。
　ピザやホットドックなどの軽食
やビールも楽しめるが、シャンパ
ンやワインのメニューも豊富に揃
えているあたりに、リゾート地と
してのこだわりを感じる。
　さらに、今後は、地元の漁業関係
者協力のもと、朝に上がった魚だ
けを提供するスペシャルメニュー
もスタートするとのこと。鵜澤所
長自ら早朝の漁に参加し、所員で
試食をするなど準備を進めている
そうだ。調理を担当するのは鵜澤
所長の家業である老舗旅館の料理
長。新鮮な食材を使った一流のイ
タリアンが楽しむことができる。

　遠くイタリアの代表的な港の名
を持つカフェが、熱海の新しいラ
ンドマークになる日も遠くない。
　１階に「サンレモ・カフェ」を
構え、熱海の海を一望できるこの
施設は、鵜澤所長が港湾の監視強
化を兼ねて、県に場所を借り受け
建設したもの。ICS救難所の事務
所としての機能も持ち、遠藤光幸
救助員はここにハーバーマスター
として常駐している。このハー
バーに所有船を係留する所員は多
く、常に２. ３艇はスタンバイを
しているとのことだ。
　永くこの海でボランティア活動
に取り組んできたICS救難所に賛
同する地元行政や住民は多い。日
頃から海上保安庁や、警察・消防
と綿密な関係性を築いている。そ
ういった関係者や救助員も気軽に
立ち寄れる場所を作ったことで、
触れ合える機会も増えた。活動に
人手が必要なときは、漁協関係者
も協力を惜しまない。「サンレモ・
カフェ」を軸に救難所として機能
は日々育まれている。

②①

③

④
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　緯度経度を聞き現場に向かい、
風を計算に入れて捜索範囲を広げ
るが発見できず。ふと要救助者の
電話番号を聞いていたことを思い
出し、掛けるとなんと繋がったそ
うだ。しかし要救助者は目印にな
るようなライトを持っていない。
遠藤救助員は「携帯を開閉してろ」
と指示を出し、その微かな明かり
で要救助者を発見したのだ。港に
戻ってきたのは明け方だった。少
しでも指示が遅れれば、携帯のラ
イトは見えなくなっていたはずだ。

昨年の大きな
救助活動は３つ

　「昨年の春先、警察のヘリコプ
ターも来た救助も色んな意味で記
憶に残っている」と家具販売業を営
む、熱海支所の副支所長佐藤勝海
さん。鵜澤所長の同級生でもある。
　釣りに出たゴムボートの転覆事
故で要救助者は２名。波が荒れて
いて現場がわからなかったが、ヘ
リコプターのホバリングで場所が
わかったそうだ。
　「ヘリコプターに収容されちゃ
うと、遠くまで連れてかれてかわ
いそうだし、船で運んでやったよ」
　しかし要救助者はともに100㎏
を超える巨漢であったため、マ
リーナの桟橋に４人がかりで引き
上げたそうだ。
　「多賀湾の釣り船の転覆もあり
ましたね」と不動産業を営む熱海
支所の榎本光作救助員。
　救助要請を受け３隻の救助船が
現場に向かい、要救助者２名を救
助。しかし要救助者は20分以上海
に浸かり低体温を発症していた。
直ぐに一番近いマリーナに救急車

を手配。転覆した船も曳航して、
現場に到着した清水海上保安部に
引き渡した。
　「まさに日々の訓練通りの展開
でした」と、普段はスパ・マリー
ナ熱海で旅行業務に従事する熱海
支所小川憲洋救助員。
　ICS救難所では日頃、消防署と
合同のクレーン車を使った救助訓
練や、海保式のシナリオ無しの探
索救助訓練を行っている。組織を
またがる連絡指示もスムーズだ。
　「昨年の海開きの前に、マリン
ジェットで救出に向かったことも
あった」とマリンショップを営む
熱海支所山田茂次救助員。地元の
高校のヨット部出身で、風が悪い
日は気をつけて海を見るという。
過去には午前と午後、日に２度救
助に出たこともあった。ICS救難
所では、直ぐに出動できるようマ
リンジェットも一隻救助船として
登録をしている。

熱海ならではの事故と
パトロールの重要性

　日本有数の観光地である熱海で
は、花火大会が一年を通じて20回
ほど開催される。救助や探索のみ
ならず、この海で開催されるさま
ざまなイベントの警備もICS救難

所の重要な活動。各花火大会の警
備はもちろん、水上スキーやヨッ
トの競技会にも協力を惜しまない。
　さらに近年はインバウンドの影
響で外国人客の事故も増えている。
　「昨年の夏、25歳のフランス人
が、手作りのインフレータ式カ
ヌーで、初島に向かって戻らな
かったんだ」と鵜澤所長の顔が曇
る。同様にブラジル籍移住者の多
い浜松のほうでも、日本人以外の
事故が増えているそうだ。
　救助員による毎朝のラジオ放送
など、事故を未然に防ぐことにも
力を入れているICS救難所では、
海のパトロールも通常の活動の一
つ。ICS救難所西海尊志救助員は
造園業を営む傍ら、週末は趣味の
クルージングをすることが多い。
　「クルージングでも海上にいる
ときは常に救助員であることを忘
れずに行動する」
　西海救助員にとって声掛けは
日々のルーティン。取材中も沖で
一人用の小型ボートに乗った釣り
人に近づき声を掛けていた。する
と、それを丘から見ていた別の救
助員から「何かあったか」と西海
救助員の携帯に連絡が入った。息
の合った連係を目の当たりにした
瞬間だった。ちなみに、こういっ
た場合で何か異変があると、その
情報は「LINE」で一斉に全ての所
員に伝達され、状況に合わせた救
助体制がとられるとのこと。
　日本の海には、各地の救助員の
努力で、未然に防がれている数多
くの事故がある。それを熱海の海
で実感した。

▲�熱海支所の救助員の皆さん（上段左から救助員の山田茂次さん／救助長の郡山辰男さん／救助員の
榎本光作さん／下段左から救助員の小川憲洋さん／副支所長の佐藤勝海さん／救助員の遠藤光幸さん）

▲サンビーチ▲ICS救難所救助員の西海尊志さん


