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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

　三方を海に囲まれた千葉県。沖

合に流れる黒潮・親潮という２つ

の暖・寒流の恩恵と、531.1km

に及ぶ変化に富んだ海岸線がも

たらす恵みによって形成された豊

かな漁場が、多様性のある漁業を

育んできた。なかでも、県北東部

にある銚子漁港は10年連続で年

間水揚げ量日本一を達成。県全

体の漁業・養殖生産量や、水産加

工品の生産量も全国上位を誇っ

ている。

　一方で、外洋に面した外房は、

マリンレジャーのメッカでもあ

る。県内には数多くのサーフポイ

ントがあるが、とりわけ、釣ヶ崎海

岸は別格だという。世界クラスと

されるクオリティの高い波は今

年、オリンピックの競技会場とし

て世界中のサーファーを迎える

予定だ。

　そうした魅力あふれる海の安

全を守るために活動しているの

が、千葉県水難救済会である。今

回訪れたのは、太平洋に面した２

つの救難所。リゾートの趣をもつ

勝浦市にある「新勝浦市救難所」

と、九十九里浜に代表される砂浜

と大海原が眼前に広がる「長生郡

広域救難所」だ。救難所としての

カラーは違えども、皆、仲間を思

い、仲間とともに尊い命を救って

きた。それは、愛している海が、生

かされている海が、不幸な場所で

はなく、美しく豊かな場所であり

続けてほしいからに違いない。

▲新勝浦市救難所がある通称 豊浜漁港

大海原――。
その懐の深さに生かされて

海の安全安心を支える
ボランティアたちの群像
千葉県水難救済会　新勝浦市救難所／長生郡広域救難所
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▲豊浜漁港にて（左から渡辺浩則副所長、桝田博行豊浜支所長、同支所木村正次救助員、日高敏雄救助員）

　東京駅から特急で１時間半。ＪＲ
勝浦駅で最初に出迎えてくれた
のは、勝浦のマスコット、カツオの
「カッピー」と、勝浦四大まつりの
一つ「ビッグひな祭り」にちなんだ
ひな人形たち。そして駅の外に
は、手庇したくなるような晴天が
広がっていた。
　太平洋に面し、沖合で黒潮・親
潮の寒暖両流が交差する勝浦市
は、温暖な気候に恵まれつつ、夏
は涼しい避暑地として、また、リア
ス式の海岸線が描き出す景色の
美しさでも名を馳せる地だ。そん
なまちの海の安全を守る、新勝浦
市救難所（渡邉幸治救難所長）を
訪れた。
　新勝浦市救難所の母体となっ
ているのは新勝浦市漁業協同組

合で、同組合の本所を救難所とし
て、また、今回取材に協力してい
ただいた勝浦市最東端に位置す
る同組合の豊浜支所をはじめ川
津支所、西部支所、鵜原支所、興
津支所、浜行川支所及び大沢支
所の計7か所がそれぞれ救難支
所として、総勢74名の救難所員
が中心となって救難活動を行って
いる。

　「当救難所の場合は便宜上、救
難所員というかたちにしていま
すが、いざ事故が起きた場合に
は所員であろうとなかろうと、皆
が分担、協力して収束に努めて
います」
　そう強調するのは同漁業協同
組合の参事で、新勝浦市救難所
の副所長である渡辺浩則さん。
「この地域は釣り、海水浴、サー
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陽光きらめく
房総半島・勝浦へ

フィンなど、マリンレジャーを満喫
できる場所がたくさんあるので、
海難事故もやはりレジャー系が一
番多いですね」
　ここ数年の海難救助活動は、出
動件数７件、出動救助船数54隻、
出動人員に至っては３７６人にの
ぼっている。

　昨年も何件もの出動があった

が、記憶に新しい事案として詳し
い状況を話してくれたのは、令和
２年10月１日に
起きた同業者で
ある漁師の船舶
火災事故だ。
　同日の早朝、新
勝浦市漁業協同
組合浜行川支所
所属の漁船が金
目鯛漁を操業す
るために向かった
勝浦沖23km付

近で同船の機関室から火柱があ
がった。このため同船の船長は午
前５時30分頃、携帯電話で家族
に連絡した後、避難するため、海中
に飛び込んだという。
　同じ頃、火災による黒い煙を約
2マイル（約3.7km）離れた海上
で見ていたのが、豊浜支所長で「久
七丸」船長の桝田博行さんだった。
　「あの日はキンメを追いかけて
いたけれどあまり感触が良くな
く、狙いをカツオに替えたところで
した。タンカーの煙も黒いけれど、
やっぱり違う！ これは火事だと思っ

新勝浦市救難所

仲間の船舶事故を
ワンチームで救う

▲港を出れば、そこは太平洋だ

▲豊浜支所救助員の日高敏雄さん

うばら

▲リゾートを思わせる勝浦沖

辺

▲豊浜支所長の桝田博行さん

▲副所長の渡辺浩則さん▲勝浦駅で出迎えてくれるカッピーとひな人形



　初冬の一松海岸は、穏やかに伸
びやかに太平洋へと続いていた。
　撮影のために訪れた同海岸は、
長生郡白子町にある「長生郡広域
救難所」の事務所から車で５分もか
からない距離だが、所在地としては
長生村になる。当然のことだが、海
は町村の境を越えて果てしなく続
いている。
　「広域という名称が示すとおり、
我々の担当エリアは５市町村。海や
川で発生した水難事故の人命救助

をはじめ、日常的には夏季以外の
毎週末に浜辺のパトロールなども
行っています」

　同救難所の所長で、ＮＰＯ法人日
本プロライフガード協会（略称：Ｊ－
ＰＲＯ）の理事長でもある井上幹生
さんがそう説明する。５市町村と
は、北から大網白里市、白子町、長
生村、一宮町、いすみ市で、活動範
囲は20kmに及ぶという。
　救難所としてのスタートは平成
16年だが、Ｊ－ＰＲＯはもともと水
難の救助や、その防止のための啓
発活動、水辺の防災・防犯活動、環
境保全活動などを行ってきた団
体。平成９年１月に設立後、14年８
月に県からＮＰＯとしての認証を
受ける。当初から地元の警察・消

５市町村、広域の
海岸線に目を光らせる
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て、駆けつけました」
　第一発見者として急遽、無線で
周囲にいる僚船に一報を入れ、「火
災船の船長は海上で漂流してい
る」と思い捜索し始めた。ほどなく
して漂流している船長を発見し、
浮き輪を投げて救助を試みるも、
同人が泳いでこない。一人では難
しいと思った桝田さんは、近くに
いた「長一丸」船長（漁協の西部支
所所属）と協力して無事に同人を
救助することができたという。６時
10分頃のことだ。
　並行して、火災現場にいた「天
松丸」船長（漁協の川津支所所
属）から渡邉救難所長へ、さらに、
副所長の渡辺さんのもとへも連
絡が入り、全救難所員への出動を
要請した。浜行川支所では支所長
の指示によって、別の救助員を乗
せた「孫一丸」が出港し、現場へ急
行。周辺で操業していた各救助員
も現場に直行し、火災船の監視活
動に当たった。
　その後、７時45分頃から勝浦
海上保安署巡視艇「かつかぜ」が
消火を始めたが、９時頃、火災船

は沈没。渡邉救難所長の指示で全
船が帰港し、11時頃に任務は終
了した。
　その現場には、救助員の木村
正次さんも日高敏雄さんもいた
という。
　「出動人員は記録上45人です
が、協力者もいて実際には２倍く
らいいたと思います。皆、仲間だ
から、目の前で事故が起これば動
いたり、見守ったりする。だから、
漁業関係者の事故のときは沖の
船が先に動くんです」
　たとえ操業中でも、厳しい条件
のなかであっても、ひとたび何か
が起これば、「お互いさま」と仲間
に手を差し伸べる。そうした現状
を説明する渡辺副所長の言葉に、
思わず頷いた。

　火災事故の原因は、バッテリー
付近からの出火とされた。事故船
は沈没したが、操舵室が燃え尽き
ていたそうだ。身近な存在の漁師

仲間の事故や火災は、やはり強烈
な記憶として残る。それにもまし
て、自身が怖い目に遭った経験は
突き刺さるように、自分のなかに
いつもある。
　「長いこと漁に携わっていると、
皆、１回や２回は恐ろしい思いをし
ているはず」と、漁師歴50年の木
村さん。夏場は海士としてアワビ
やサザエを獲っている日高さん
も、大きく頷く。
　「まず、海に落ちないこと。そし
て、エンジンルームの整備・点検。
それが漁師であり、救難所の所員
である俺たちの鉄則です」

教訓を胸に、
さらなる安全を目指す

▲遥か北（写真左側）に見えるのは御宿。この海域は、カツオ、金目鯛、ヒラメ、アワビ、イセエビ、サザエなどの水揚高が多い

長生郡広域救難所

ひとつまつ

ちょうせい

▲この水上ボートを車で牽引して、現場へ急行する。出動時には、海上と陸で役割分担して救難活動を行う

▲神奈川県出身の救難所長 井上幹生さん ▲埼玉県出身の副所長 堀江忍さん

▲豊浜支所救助員の木村正次さん

▲一松海岸にて（左から堀江忍副所長、菅野 麗救助員、小栗正樹救助員、町屋紀明救助員、井上幹生救難所長）

辺

辺



防などと連携して救難活動に当
たっていたが、銚子海上保安部か
らの提案もあり、その２年後、地元
の長生漁業協同組合（当時）と共
同でＪ－ＰＲＯ内に救難所を設置し
た。その頃の救難所はほとんどが
漁協関連だったため、民間団体の
加入は珍しいかたちだったという。

　「このエリアは“南九十九里”とも
呼ばれ、房総半島中・南部の岩場が
多い地形とは異なり、海岸線は砂
浜。そのため海水浴場が幾つもあ
り、離岸流に流される事故がかなり
発生しています。ただ、それ以上に多
いのがサーファー関連の水難です」
　域内の一宮町には、東京オリン
ピックでサーフィン競技の開催予

定地になっている、世界的
にも有名な釣ヶ埼海岸があ
り、一宮海岸、大網白里市
の中央海岸、白子町の古所
海岸などとともに実際、事
故が多発し、それに伴う出
動件数も増えている。
　そのほか、行方不明者
など、海と隣り合わせの土
地柄ゆえに、多岐にわたる捜索・
救難活動を日々行っている。その
理由は、ひとえに、Ｊ－ＰＲＯとして
重ねてきた丸23年の実績に基づ
く、行政からの信頼の厚さにある
といえる。
　実は、千葉県茂原警察署や長生
郡市広域市町村圏組合消防本部と
それぞれに覚書を交わし、川・湖・沼
などで水難事故が起こった場合に
はＪ－ＰＲＯが初動対応することに
なっているのだという。そのため、

「夜の出動も視野に入れ、飲酒はし
ない」「大雨警報が出そうな日は特
に情報収集に専念する」など、「四六
時中、緊急発進できるよう、心の準
備をしておく」そうだ。
　「といっても、ウチのスタッフは下
戸が多いんですけれどね」と笑う所
長の井上さん。それでも、24時間
３６５日の重い任務を引き受けるの
はなぜなのか。

　現在、長生郡広域救難所として
の所員は29人だが、それぞれの心
の芯には「海が大好き」だという気
持ちがある。また、「この地域に少し
でも貢献できれば」という思いもあ
る。そこには、房総の海に魅せられ
て移り住んだ移住者として、そし
て、前所長でＪ－ＰＲＯ創設者・堀江
道彦氏の遺志を受け継ぐ者たちと
しての地域愛と、「尊い人命を救う」
という強い意志と誇りが見えた。
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ニッポン  港  グルメ食遊記全国地方救難所の

お膝元訪問

24時間３６５日、
水辺の安全のために

大好きな
海と地域のために

「鰹フレーク」にさらし玉ねぎを混ぜ、
ぽん酢でいただく。そのままでも美味だが、
江澤さんおすすめの食べ方で、さらに美味しく

店長の江澤和美さん。
イチ押しの「さんがめんち」（700円）と

「鯛漁揚（たいりょうあげ）」（630円）を手に

干物にしても
こんなに立派な
「勝浦産金目鯛干物」
（1,500円）は、
冷凍ショーケース
の華だ

　ＪＲ勝浦駅の階段を下りたすぐ左側にある同店
に入ると、海藻類などの乾物、練り物、干物など、さ
まざまな魚介類の加工品が目に飛び込んでくる。
なかでも、最初に引き寄せられたのが、赤くて大き
な金目鯛の干物だ。30cmほどはあるだろうか。
　目を丸くしていると、「漁協の直売所ですから、
いいキンメが揚がったら、地元の開き屋に持ち込
んで干物にしてもらうんです。ホントに新鮮で美
味しいですよ」と、店長の江澤和美さんが教えて
くれた。
　超ベテランの江澤さんは、勤め始めて37年に
なるという。それだけでも説得力があるが、父は漁
師で母は海士、それぞれ93歳と87歳の現役。そ
のうえ、長男も漁協勤めだと聞いて、“これが海と
共に生きるまち・勝浦だ”という貫禄、迫力が伝
わってきた。
　売れ筋は、やはり“鰹もの”だという。勝浦港近
海の一本釣り鰹のなまり節を燻製にした「鰹フ
レーク」（800円）や鰹の「なまり節」（800円）、新
鮮なまぐろを秘伝のタレで炊き込んだ「ピリ辛ま
ぐろ」（380円）など。全国有数の鰹の水揚げ量を
誇る勝浦だけに、納得だ。
　さらには、夏場だけに登場する目玉コーナーも

あるのだとか。入り口に面した一角にはもともと生
け簀があり、７月から10月限定でサザエ、アワビ、
イセエビなどが販売されているそうだ。
　今の季節、生け簀は閉ざされ、海藻類や乾物な
どが並んでいるが、「今度は夏に来てみよう」と思
いながら、次の取材地へ向かった。

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

　コロナ禍のなかでは、“おうちでちょっと贅沢”が大人気。そこで、食卓をちょっと豪華に、そして、とびっきり
美味しくしてくれる逸品を見つけに、「新勝浦市漁業協同組合 勝浦駅前直売所」を訪ねてみた。

千葉県勝浦市墨名281
TEL.0470-73-3225  定休日／1月1日

JR勝浦駅前にある直売所。看板の“勝浦おみやげ”の文
字どおり、魚介類の干物や加工品から、この10年で新た
な名物に駆け上がってきたタンタンメン系商品、はた
また、Tシャツやキーホルダーまで、多彩な品揃え。観光
客はもちろん、新鮮でリーズナブルな価格の商品を求
めてやって来る地元客も多い。

※価格はすべて税別

新勝浦市漁業協同組合 勝浦駅前直売所

ずらりと並ぶ
塩辛も人気。

最近は漁獲量が
減っているが、
スルメイカも

勝浦の海の代表格だ

▲埼玉県出身の救助員 町屋紀明さん

▲一松海岸では釣りを楽しむ人も

▲沖縄県出身の救助員 小栗正樹さん ▲北海道出身の救助員 菅野 麗さん

スクランブル

▲さまざまな団体からの感謝状、表彰状が


