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た溶岩によって形成された城ヶ崎海岸の絶壁。④800mの白い砂浜が広がる、下田の白浜大浜海岸。

海の安全を裏で支え続ける
伊豆の漁業者たちの矜持
取材協力：伊豆地区水難救済会

下田救難所／伊東救難所

伊豆半島の海岸はどこも美しい。
澄み切った海と白いビーチ、溶岩に
よる岩崖と奇石、自然の神秘が織
りなす勇壮な景観は、ここに来る者
の心を捉えて離さない。150年前、
下田に来航したペリーも、この海の
美しさをたたえたほどだ。そんな
東日本を代表するリゾート地であ
る伊豆には、年間4,000万人を超え
る観光客が訪れ、海で起こる事故
も少なくない。今回レポートするの
は、伊豆地区救済会の下田救難所
と伊東救難所。どちらも主に漁業
者で組織された救難所である。
下田救難所のある下田港は伊豆
半島の南端に位置し、伊豆諸島航
路の客船フェリーの発着するター
ミナル港でもある。日米和親条約
による開港で知られ、黒船を模した
遊覧船で巡る下田湾クルーズは幕
末ファンに人気の観光コースであ
る。しかし、穏やかな湾の風景をよ

そに、湾を出た周辺海域は岩礁も
多く、古くから海難事故が多発す
る地域。戦後直ぐに、港湾法によっ
て避難港として指定され、日本で
いち早く防波堤の整備が進められ
たという歴史をもつ。すぐ隣には、
環境省による「日本の水浴場88選」
や「快水浴場百選」に選定された「白
浜大浜海岸」があり、夏には多くの
海水浴客も訪れる。
一方、伊東救難所のある富戸漁
港は東伊豆に位置し、港の外には
「ヨコバマ」の名で知られる日本屈
指のダイビングスポットがある。
漁協としても、ダイビングサービ
スを運営していて、陸からポイント
へ続くコンクリートのエントリース
ロープや、船の形の露天風呂を設
置。毎年多くのダイバーが漁港に
訪れる。また、管轄エリアには、全
長48m×高さ約23mの「門脇つり
橋」で有名な「城ヶ崎海岸」も含む。

熱海市

静岡県

★

下田救難所

★

伊東救難所

この伊豆半島ジオパークの代表す
る溶岩の神々しい断崖は、多くの
観光客を魅了し続ける。
海水浴やダイビング、観光など、
多くのレジャーを楽しめる伊豆の
海だが、今も昔ももっとも事故が
起こるのは、磯釣りである。美しい
海と豊富な磯場には魚が集まり、
その魚を求めて釣り人も集まる。
近年、ネットによる情報の普及と
コロナ禍のアウトドアブームによっ
て、初心者の事故が急増している
が、伊豆もまた例外ではない。下
田救難所と伊東救難所への出動要
請の大半がそんな磯釣りでの事故
である。
「海で人を助けるのは当たり前」
ふたつの救難所で聞いたまった
く同じ言葉に、伊豆の海で生きてき
た者たちに共通する矜持を知る。
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下田救難所
▲左から、中川裕介氏（伊豆地区水難救済会事務局／下田救難所事務局）、加藤紀久夫氏（伊豆地区水難救済会 会長）、
田中久惠氏
（下田救難所 救助員）、長谷川一夫氏
（下田救難所 所長）、田中舟一氏
（下田救難所 救助員）

「海で人を助けるのは当たり前」
下田救難所が属する伊豆地区水
難救済会の加藤紀久夫会長が、そ
う話し出した。令和元年には、下
田沖のプレジャーボート転覆事故
において、船上で蘇生法を行い、
乗船者４名全員を無事救助し、本
年度の名誉総裁表彰（海難救助功
労／団体）を受けた下田救難所は
168名の救助員が所属する一大組
織。そのすべてが下田漁業協同組
合員であり、加藤会長は伊豆漁業
協同組合代表理事組合長も兼務し
ている。
「下田は魚の町。漁協に所属し
ている人数も1,600名を超えます。
そのなかには遊漁船業を営む者も
多くいます。伊豆半島の先端にあ
る下田は全国でも有数の釣りの

▲伊豆地区水難救済会
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加藤 紀久夫 会長

メッカ。季節を問わず多くの釣り
人が下田を訪れます。人が多く集
まればそれだけ事故も増えます。
下田救難所の所員は、誰もが記録
に残らない小さな救助を日常のな
かで度々行っています。下田の漁
業者にとって、海で人を助けるの
は当たり前なんですよ（加藤）」
加藤会長を含めた５名の救助員
に、日常のなかにある救助活動に
ついて尋ねた。

コロナ禍で増えた
磯釣りの事故
南伊豆の海岸線は多くの磯で形
成されているが、陸からアプロー
チできる磯は少なく、あってもひ
どく険しい。下田では沖合いでの
釣り船とともに、渡船を利用して
磯や沖の磯に渡って釣りをする磯
釣りが盛んである。渡船の船は釣
り人を磯のポイントに運び、一旦
港に戻ってくるので、下田救難所
に救助要請が入ると港で休んでい
た渡船業者が対応することが多い。
多くの出動経験をもつ渡船業を営
む田中舟一救助員に話を聞いた。
「ここ最近はコロナ禍の影響で
観光客は減っていますが、実は釣

▲一昨年の釣り客の落水事故のあった
須崎爪木崎の磯

りの事故はそんなに減っていない
んです（田中（舟））」
コロナ禍のアウトドアブーム
で、人のいないレジャーとして釣
りも注目されているが、事故を起
こすのは、ブームで釣りを始めた
人 た ち と の こ と だ。 コ ロ ナ 禍 の
閉塞感をいっとき忘れられるレ
ジャーとして、人のいない磯での
釣りはさぞ気持ちが良さそうだ
が、海をナメていると田中（舟）救
助員は警報を鳴らす。
「ビギナーの多い釣り船だと船
頭が常にケアしているし、渡船が
初めての人だったらそうもいかな
いけど、基本的に渡船の磯釣り客
は常連が多いからある程度安心し
てる。怖いのはこのコロナ禍で磯
釣りを始めた人。歩いて陸からポ
イントに行く地磯釣り。最近は個

▲所有する渡船・三信丸を操船する田中久惠救助員

人のインターネットで磯へのルー
トも公開されてるからちょっと
行ってみようとか思うんだろう
ね。しかも何より問題なのは、彼
らが磯釣りをする格好をしてない
こと。ライフジャケットを着てい
な い こ と も 多 く、 と き に は 革 靴
だったりする。船からたまに見か
けるとゾッとするよ
（田中（舟））」

磯での救助
渡船業者と渡船
そんなビギナーが一昨年、爪木
崎の磯で落水事故を起こした。そ
の救助を行ったのは総勢５名、船
は２隻。要請の一報受けた中川祐
介救助員と、実際に救助に向かっ
た長谷川一夫所長と、田中久惠救
助員に詳細を聞いた。中川救助員
は漁港職員。事務方として救助員
の配置指示や救助中の関連機関へ
の連絡を取り仕切っている。主に
金目鯛漁業を営む長谷川所長と、
渡船業を営む田中
（久）救助員はふ
たりとも古希を迎えた大ベテラン
である。
「爪木崎の磯でライフジャケッ
トなしで落水者ありと、下田海上
保安部から下田救難所に救助要請
が入りました。幸いその日、港に
はふたりの救助員がいました。す
ぐに出港できる状態にあった田中
（久）救助員の渡船で急ぎ現場に向
かってもらいました
（中川）」
下田救難所に要請が入るとき、
出動するのは決まって渡船であ
る。下田の磯の入り組んだ海岸に
着岸するには渡船が一番有効。渡
船は舳先にタイヤを巻き付け、先
端の船底も鉄板で強化されている

▲タイヤと鉄板で補強されている渡船の舳

のだ。
「漁にいった船はなかなか戻っ
てこないけど、渡船は港にいるこ
と多いし丈夫だからさ、救助に都
合のいい船なんだよ（田中（久））」
田中（久）救助員の軽口に、一同
が笑う。
「いつも助かってますよ！ おか
げさまで下田救難所ではすぐに救
助に出れる船がないってことはま
ずないんです。あの時も『あ、ちょ
うどいい船がいます、すぐ向かわ
せます
（笑）』って、電話で答えて
ましたから（中川）」
気の置けない仲間たちの笑声。
ここでは救助ということが本当に
当たり前の日常のひとコマなので
ある。

磯を襲う大波で
落水した釣り客
爪木崎の磯は暗礁も多い。慣れ
ている者でないと着岸どころか近
づくことさえ難しい。ベテランの
ふたりが急行できたのも幸いし、
浮輪を使って素早く無事落水者の
救助に成功した。
しかし、ここで問題が起こる。
磯に残されたもう一人の釣り客は

気力を失いもはや陸から戻れない
状況。ふたりの救助員は船に引き
上げた落水者のケアも必要で、も
う一人の救助は行えない状況だっ
たので、港に連絡し、別の船が出
動した。
「事故は海が荒れてるときに起
こる。もともと、その日は天候が
悪くてこっちは仕事も休んでい
た。船は出せなくても、丘からな
ら歩いて行けたりするからタチが
悪いよ（田中（久））」
長谷川所長が続ける。
「みんな釣りたいからって磯の
先端に行くけど、磯の先端には同
じ方向から波が来るとは限らな
い。磯の先端で夢中で釣りをして
ると、そんな大波を後ろから受け
ることがある。よく100回にひと
つ大波がくるとか言われるが、下
田ではそれが５ｍを超える大波の
こともある。この海に慣れている
者なら、『今度の波は違う』と、
波の音や目視、匂いなど、五感で
感じることができるけど、釣り客
はまず無理（長谷川）」
田中（久）救助員がうなずく。
「みんなこの海で子どもの頃か
ら、何度も怖い思いをして、学ん
できたんだ（田中（久））」

迅速な救助を可能にする
下田漁業者の団結力

▲下田救難所

長谷川 一夫 所長

「仲間の船が港に戻らないと、
みんなで探しに行くことも当たり
前（加藤）」
迅速な救助を行う下田救難所。
その原動力を如実に示すような過
去の救助の事例を、長谷川所長が
話した。
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▲令和元年に海苔摘み漁中の事故が起こった田牛遠国島の磯

令和元年の冬、古代遺跡で知ら
れるタライ岬の先にある遠国島で、
海苔摘み漁をしていた漁師が行方
不明になったとの連絡が入った。
「船はあるけど、人影がない。
顔の知った漁師仲間が行方不明と
のこともあり、25隻が捜索に出た。
みんな休業して磯もくまなく探し
た。ダイバーも潜った。３日後、
隣の海岸で遺体を発見したときは
悲しかったな
（長谷川）」
平成16年に行ったさらに大きな
一斉捜索について、田中
（久）救助
員が話した。
「大島方面へ向かった仲間の船。
朝に戻る予定だった昼になっても
戻 っ て こ な い。 あ の と き の 捜 索
は 一 刻 を 争 う も の だ っ た か ら、
100を超える船でやったな（田中
（久）
）
」
一旦夕方で捜索を中断し、港に
戻ったその足で電話会社に連絡
し、事情を説明して携帯電話の電
波探知をお願いしたが、法律の問
題で探知が不可能だとわかると、
またその足で下田海上保安部に行
き、行政から電話会社を動かした。
すると遠州沖で微弱な電波を確
認。夜中だったが、その海域まで
行ける大きな船５隻で捜索に向
かった。おりしも嵐の日、レーダー
も機能しないので、５隻が等間隔
に一列に並び、けして見逃さない
という思いで目視の捜索をした。
すると、誰かが波間に小さな点を
見つける。近づくと探していた船。
警報を鳴らしても反応がない。無
人で走り続けていたのだ。捜索船
は無人船を追い越し、ロープを流
して無人船のスクリューに巻き付
けて捜索船の進航を止めた。
このとき、下田救難所が行った
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救助はそれで終わりではない。そ
の後一週間、今度は人を捜索した。
確保した船のプロッターで辿った
経路を分析し、多いときで10隻を
超える船が、長い一線となり、船
の経路を何度も辿った。
「仲間の死は何よりも悲しい。二
次災害の可能性を計算したり、専
門家の意見を待ったり、行政と協
議を繰り返していたら、
だめ。海は、
待ったが効かない世界。
『ちょっと
待って』とか言ってるうちに、人
は死ぬんだよ
（長谷川）
」
下田救難所では、いつもスピー
ドを重視する。揺るぎない結束力
をもって。

いつまでも楽しい
下田の海であるために
最後に、５人の救助員たちに、
これからの活動について聞いた。
「コロナ禍で下田海上保安部と
の大規模合同訓練はできていませ
んが、船員災害防止協会や、海上
保安部で進めているLGL（ライフ
ガードレディース｜漁協の女性協
会員によるライフジャケットの着
用啓蒙や、救命救助、蘇生法訓練、
AEDの 使 用 訓 練 を 行 う 組 織 ） と
の合同訓練は引き続き行っていま
す。今後、アウトドアブームによ
る新規客へのケアに注力しなけれ
ばと思っています。せっかく来て
くれたんだから楽しんで帰ってほ
しいのです。そのために、楽しむ
ための最低限のマナーを教えるの
も我々の役目なんだと思っていま
す（中川）」
「そうだね、やっぱり楽しんでほ
しいね、下田を。釣り自体もいろ
んなのが増えてきて、キャッチ&

▲下田救難所

田中 舟一 救助員

リリースなんてことがいわれてる
けど、俺は遊漁船をやっているか
らさ、やっぱりここで釣りを楽し
んで、ここで釣った魚は旨いと思っ
てくれると嬉しいな
（田中
（久）
）
」
「海で遊ぶのは、国民の権利。あ、
貝を獲るのはダメだぞ
（笑）。だか
らどんどん遊んでほしい。でもそ
の権利とともに、ひとつだけルー
ルがあることをわかってほしい。
そのルールとは安全を意識するこ
と。何かあったら悲しませる人の
顔を思い浮かべてほしい。どんな
迷惑をかけるかちょっとだけ想像
だけはしていてほしい（長谷川）」
「下田の漁業も全国の例に漏れ
ず高齢化が進んでいますから、こ
れ か ら が 大 変 だ と 思 い ま す が、
ずっと下田は変わらずやってきま
したから、きっと大丈夫だと信じ
ています。田中（舟）のような若い
人間が我々の活動を見て、精神も
引き継いでくれているはず。頼も
しい限りです（加藤）」
「はい、心配は要りません（笑）。
といっても何も変わりませんよ。
こ れ か ら も 肩 肘 張 ら ず、 当 た り
前のことをするだけだから（田中
（舟））」
下田には、
「海で人を助けるのは
当たり前」という漁業者がいて、そ
の矜持は今後も引き継がれていく。

▲伊豆地区水難救済会 事務局
下田救難所 事務局 中川 裕介

伊東救難所
▲左から、秋元正樹氏（伊東救難所 救助員）
、日吉直人氏（伊東救難所 救助員）
、島田尚彦氏（伊東救難所 事務局）
、
日吉 博氏
（伊東救難所 救助員）
、猪狩克裕氏（伊東救難所 救助員）

「海で人を助けるのは当たり前」
そう話し出したのは、伊東救難
所の日吉直人救助員。一般社団法
人静岡県定置漁業協会の代表理事
会長でもある。伊東救難所は所員
数88名。主にいとう漁業協同組合
富戸支所の所員で形成される組織
である。東伊豆に位置する富戸は、
日本のレジャーダイビング発祥の
地。都心からのアクセスも良く、
ダイビングのブームの1980年代に
は、抜群の透明度を誇る海に集ま
る多種多様な魚を求め、年間２万
人を超えるダイバーが訪れた。
富戸漁港の南には、観光地であ
る城ヶ崎海岸があり、富戸漁港か
ら城ヶ崎海岸の間には屹立した岸
壁が続き、この海域は磯釣りの絶
好のポイントであるとともに、多
くの事故が起こる伊豆の海の急所
として知られている。
そんな富戸には、多くの海難救
助の言い伝えが残る。遡れば帆船
時代の救助の伝承、なかには紀州
藩や土佐藩の船を村総出で助けた
という記録もある。なので、港に
は複数の無縁仏の墓もあり、救助
員は今でも月に一度はお参りし、
年始には地域の住職を読んでお経
を唱えるなど供養を欠かさない。
記録とともに、古の時代から行わ

▲富戸漁港にある無縁仏の墓

れてきた数多の救助の記憶は、富
戸の海で生きる者のDNAに深く刻
み込まれ、現代の伊東救難所所員
にも確実に引き継がれている。

富戸の磯で行う
釣り人の救助
富戸で起こる救助記録に残らな
い活動は日常茶飯事。今年もすで
に何度か救助活動を行い、春先に
も城ヶ崎の磯で、夜釣りをしてい
る夫婦を救助したとのことだった。
その救助活動を行った日吉
（直）救
助員と、富戸定置網漁労長でもあ
る秋元正樹救助員に話を聞いた。
「夜中の１時頃に、消防から日
吉（直）さんに船を出してくれと連
絡が入り、日吉（直）さんと私は現
場に向かったんです。富戸漁港と
城ヶ崎海岸の間の磯です（秋元）」
少し高さのある磯から落ちた妻
は、夫が差し出したタモをたぐっ
て浅瀬の小さな磯に上がり、なん
とか持ち堪えている状況だった。
先に駆けつけた消防が陸からの救
助を試みたが不可能。そこで日吉
（直）
救助員に連絡が入ったのだ。
「あそこら辺の磯は、波の強いと
きに近づけるのはかなりのテクニッ
クがいる。しかも夜だったので尚更
大変だった。近くまで寄るには寄
れたが着岸が不可能だったので、
磯の窪みに避難している女性に、
浮き輪で引き揚げるから海に入れ
と言ったんだ。そうしたらその女性
が『もう海に入るのは嫌だと！』と
ごねてね。確かに夜の海に入るの

は怖いし、死にそうな思いをしたば
かりだから気持ちはわかる。大柄
の女性だったから海から上げるの
も大変だったけど、入れるのも大
変だったな
（日吉
（直）
）
」
救助が終わったころ、ようやく
管轄の下田海上保安部が到着。ど
の海域でも起こることだが保安部
が到着するまでに距離的にどうし
てもタイムロスが生じる。今回の
救助もそうだが、そのタイムロス
の間にもし大波が女性を襲ってい
たら、もっと深刻な事態に陥って
いたはずだ。海の事故の多発地域
のすぐそばにある伊東救難所の役
割は大きい。

伊東救難所が捜索活動にも
積極的に協力する理由
「富戸漁港の南の外側は海流の
関係でゴミが漂流してくるエリ
ア。悲しいことですが、遺体が流
れ着くこともあります。遺体を漁
船に引き上げることを厭う漁業者
は少なくないと聞きますが、富戸
では生死問わず、積極的に捜索活
動にも協力しています」
そう語ったのは、漁協の理事を
務める日吉博救助員。遠い昔から

▲伊東救難所

日吉 直人 救助員
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▲城ヶ崎海岸の磯の絶壁は事故多発エリア

▲ダイビングの準備をする猪狩克裕救助員

引き継がれてきた富戸の漁業者の
心得を教えてくれた。
「生きている人はいち早く助け
るのは当たり前ですが、富戸では
代々、
『遺体も早く気づいてほし
いって思っている。上げてあげな
いと、成仏できない。だから早く
見つけてあげないといけない』、そ
う教わってきました
（日吉（博））」
日吉
（直）
救助員が頷く。
「遺体も早く家に帰りたいと思っ
ている。残された家族も待ってい
るはず。遺体の捜索というのは、
多くの人を救う行為でもあるんだ。
そしてもうひとつ、
『正しいことを
やれば、いい漁につながる』とも教
わってきた。古き良き時代の日本
人の良心ともいうべき思想がここ
には残っているんだよ
（日吉
（直）
）
」

美しき富戸の光と影
ダイビングチームの役割
伊東救難所が捜索活動に力を入
れざるを得ない外的要因もある。
城ヶ崎海岸である。太古の時代、
大室山の噴火で流れ出した溶岩で
できた絶壁の岩崖は、多くの観光
客とともに、ここで生を終えよう
とする者をも惹き付けるという悲
しい側面も併せもつ。
ここで起こるそんな捜索の話
を、島田尚彦救助員に聞いた。
「悲しいことですが、自殺者の
捜索の要請もあります。切り立っ
た城ヶ崎海岸では毎年起こること
で、多い年には５回や６回、今年
も元旦から捜索に出ました。崖の
途中に引っかかっていた遺体もあ
ります。着ていたダウンジャケッ
トが救命胴衣がわりになり、救助
できたこともあります（島田）」
普段、定置網漁を行っている秋
元救助員に至っては、仕掛けていた
定置網に人が引っかかっている場
面にも何度か出会したとのことだ。
「生きてる人だったら、良かった
11

と思うんですが、それが遺体の場
合もありました。でももうそんな
に驚かなくなりました。というの
も僕はここの生まれではなく、20
歳そこそこでダイビングインスト
ラクターとして富戸にきて、その
まま居着いたＩターン組です。来
た当初はちょうどバブルが弾けた
頃で、それこそ飛び降りなんて月
一回は当たり前、とんでもないと
ころに就職に来ちゃったなと思っ
たもんです
（笑）。捜索で潜ってい
るときは心の準備ができているけ
ど、仕事で潜っていて偶然見つけ
て、目なんか合っちゃうとパニッ
クでした（秋元）」
富戸漁港のダイビングセンター
長を努める猪狩克裕救助員も、秋
元救助員と同じくこの海に魅せら
れた移住者のひとり。秋元救助員
とともにダイビングによる数多く
の捜索を行ってきた。
「全国でも珍しいと思いますが、
富戸では漁港が主体となってダイ
ビングに力を入れてきました。
『海
で人を助けるのは当たり前』とい
うことは、昔から言われていたこ
とで、恩に着せることもなくこの
海に来た人を分け隔てなく助ける
という行為は、外の人間からする
と本当に気持ちのいいものでし
た。それを何度となく目の当たり
にしているうちに、気付いたらい
つの間にか僕も助ける側の人間に
なっていました（猪狩）」
透明度の高い富戸の海では目視
による捜索が効果的であり、３年
前には地域の消防にダイビング機
能をもつ水難救助隊が結成され、
現在でも月に３回、伊東救難所が
その指導にあたっている。
富戸から城ヶ崎に続く磯は絶好
のダイビングポイントだが、その
すぐ脇には潮の流れが目紛しく変
わるためポイントから除外された
海域が点在する。多くの捜索が必
要となるそんな急所でのダイビン

グは慣れたものでないと困難であ
り、 消 防 の 水 難 救 助 隊 の ス キ ル
アップさせることも、これからの
伊東救難所の役目だという。
「 消防も頑張っていますけど、
やっぱり私たちとは少し違う。けし
て彼らを否定するわけじゃないし、
敬意ももっているけど、仕事でや
るのと、
「海で人を助けるのは当た
り前」と思ってやるのとではどうし
ても違いがでてきます。でも、こ
の海の安全をより強固にするため
には彼らの力が必要です
（猪狩）
」

富戸で生きる者に
引き継がれる矜持
最後にこれからの指針を日吉
（直）救助員に聞いた。
「指針と言っても何も変わらな
いよ。当たり前のことをするだけ。
ただ、消防のダイバーもそうだけ
ど、これからの人間を育てていく
のも大事。漁港の若い世代のなか
には特に遺体の捜索を嫌がる者も
いるけど、まぁ嫌がっても教える
ために連れてくんだけどさ（笑）。
教えるというのは作業のことじゃ
ないよ、代々この海で継がれてき
た『海で人を助けるのは当たり前』
という精神なんだ（日吉（直））」
富戸にも、
「海で人を助けるのは
当たり前」という漁業者がいて、そ
の矜持は今後も引き継がれていく。

▲上から、伊東救難所 秋元 正樹 救助員、日吉
博 救助員、伊東救難所 事務局 島田 尚彦

