北朝鮮船・船体の一部・遺体の着岸漂流一覧
（令和3年12月26日現在確認分）
※確認出来たものを逐次入れていますが、これでも全体の一部であり、特に平成28年（2016）以前は氷山の一角です。実際には遥
かに多くの事件が起きています
■■■■■■■昭和40年（1965）■■■■■■■
S400121 長崎県南松浦郡岐宿町（現五島市）水ノ浦海岸 遺体1体
■官報第11441号 昭和40年（1965）2月4日
本籍住所氏名不詳、15歳位の男、身長147、前額部後頭部扁平、粗雑なカーキ色軍服様の上衣、黒詰襟服、黒丸首トレーシャツ、ネ
ズミ色パッチ、パンツ、左カカトの破損した茶木綿靴下、簡便ナイフ1、ボールペン1、マッチ軸24本 右の者は昭和40年1月21日
当町水ノ浦海岸に漂着死体として発見された。
死亡推定日は1月8日頃、死因は船舶遭難による○死と思われ、着衣の状況から韓国人と推定される。死体は検死の上埋葬してあるの
で、心当りの方は申出られたい。
昭和40年1月25日 長崎県南松浦郡 岐宿町長 飯田 小吉
■■■■■■■昭和59年（1984）■■■■■■■
S590621 山形県飽海郡遊佐町十里塚海岸 遺体1体
（平成16年3月5日に山梨県警丸山潤警備1課長が記者会見を開き昭和59年6月4日甲府市から失踪した山本美保さんであると発表し
た遺体）
■遊佐町告示第23号 昭和59年6月25日
死亡者の本籍が明らかでない死体を取り扱ったので行旅病人及び行旅死亡人取扱法第9条の定めにより告示する。 昭和59年6月
25日 遊佐町長奥山佳介
1、本籍及び住所 不詳 2、氏名、性別年齢及び職業 性別女 年齢20〜25歳 他不明 3、人相及び特徴 身長165㎝〜170cm
位 体格中肉 血液型A型 頭蓋骨顔面白骨化、右上腕離断、左右大腿部離断 4、着衣 紺色のジーパン 5、所持品 ネックレス
1個（白色小豆〜大豆大のもので数珠状） 6、死体発見の日時及び場所 昭和59年6月21日午後零時20分頃十里塚海岸海水浴場北
方500mの波打ち際より7、8m浜で漂着した白骨化（一部）している死体を海岸に遊びに来ていた人が発見した。 7、死亡原因及
び年月日 死亡原因不詳 死後1〜2ヶ月経過したものと推定される。
■■■■■■■昭和62年（1987）■■■■■■■
S620120
福井沖 漁業資源監視船「ズ・ダン9082号」（約50トン・鉄鋼船）が男女11人を乗せて亡命。（620201読売東京）
11人は後に台湾を経由して韓国に入る。
S620531 山形県酒田市 酒田灯台沖 遺体1体
■官報 第18095号 昭和62年6月15日
本籍・住所・氏名不詳、年齢三十〜六十歳位、身長一七五ｃｍ、痩せ型、男性、ハングル文字記入のオレンジ色救命胴衣の下に茶色
胸元ボタン付毛糸セーター、紺色木綿ズボン
右の者、昭和六十二年五月三十一日午後一時三十分頃、酒田灯台から二六十度、六十キロ沖合に漂流していたところを航行中の漁船
が発見、酒田海上保安部等の協力で身元割出に努めましたが身柄引取者がいないため、行旅死亡人として処理しました。
心あたりのある方は、当市福祉事務所福祉課まで申し出てください。
昭和六十二年六月十五日 山形県 酒田市長 相馬 大作
■■■■■■■平成2年（1990）■■■■■■■
H021028 福井県三方郡美浜町久々子海岸 工作子船・遺体2体
ベニヤ板製の工作子船と思われる船（長さ8.3m幅2.5m 船底からビニール袋に密封された乱数表2枚と換字表1枚、日本製とみら
れる白紙の手帳）（021030読売東京） 11月2日・11日に沖合や海岸に遺体2体（20代〜40代）
■■■■■■■平成10年（1998）■■■■■■■
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H101202 島根県隠岐郡西ノ島町 遺体1体
■官報第2541号 平成11年（1999）1月8日
本籍・住所・氏名不詳、解剖の結果、推定年齢20〜30歳代位、身長155センチ、死後7ヶ月位経過したと思われる、一部白骨化した
男性と判明、所持品なし 上記の者は平成10年12月2日午後零時頃、隠岐郡西ノ島町大字美田、通称波止防波堤に漂着しているのを
発見、遺体は火葬に付し、遺骨は隠岐郡西ノ島町大字浦郷の共同墓地に埋葬してあるので、心当りの方は、本町役場町民課まで申し
出て下さい。 平成11年1月8日 島根県 西ノ島町長 岡田 昌平
H101216 島根県浜田市 遺体1体（女性）
H101216 島根県隠岐郡五箇村（現隠岐の島町） 遺体1体
■官報第2541号 平成11年（1999）1月8日 本籍・住所・氏名不詳、年齢20歳前後、性別男性、死因不詳、死後1ヶ月から1ヶ
月半（平成10年12月17日時点）、着衣は国防色の上着及びズボン、紫色ウインドブレーカーズボン、黒色ジャージ上下、シャツ、
靴下等であり、国防色の上着の襟に北朝鮮の階級章様の物が縫いつけてある。 上記の者は、平成10年12月16日午後0時頃（推
定） 島根県隠岐郡五箇村大字長尾田の海岸で死体で発見されました。身元不明のため取り敢えず火葬に付し、遺骨は五箇村内の寺
に安置してあります。お心当りの方は、当村役場村民福祉課まで申し出て下さい。 平成11年1月8日 島根県 五箇村長 永海
和夫
H101221日 石川県河北郡七塚町（現かほく市）遠塚海岸 遺体1体（女性兵士・労働党候補党員証を身に着けていた）。
H101225 福井県大飯郡高浜町和田海岸 丸太組みのいかだとロープでつながれた男性遺体3体（軍服姿、腐乱し一部白骨化、死後
1〜3カ月 30〜50代、身長1m60〜70センチ 胴体と足に直径約20センチの球形ブイ数個が付いていた）。（101225読売大阪夕
刊）
■■■■■■■平成11年（1999）■■■■■■■
H110114 福井県三方郡三方町（現三方上中郡若狭町） 遺体1体（北朝鮮軍上佐とみられる。「私たちの船は朝鮮人民軍26局4地
区副業船、船籍は元山市」「昨年11月に兵士ら15人が乗船して出港したが機関故障で冠水、漂流した」と書かれたメモや航行に関
する書類）（110127読売大阪夕刊）
■官報第2553号 平成11年（1999）1月27日
本籍・住所・氏名不詳、20〜50歳ぐらいの男性、身長170cm位、紺色長袖ポロシャツの上着に紺色ズボン、緑色防寒ジャンパー、
オレンジ色救命胴衣、Ⅴネックの長袖、紺色布製ズボン、紺色ジャージズボン、緑色ベルト、身分証、出張命令書、船員証、封筒、
手紙、軍人証、メモ、黒色筒、肖像画など（前記証明書等については汚れがひどく、本人を確認することが困難である。）上記の者
は、平成11年1月14日午後4時30分、三方町遊子海岸波打ち際にて発見された。死後、経過1か月から3か月と推定。場所・死因は
不詳。身元不明のため火葬に付し、遺骨は、三方町内のお寺に安置してあります。心当りの方は、当町役場町民課まで申し出て下さ
い。 平成11年1月27日 福井県 三方郡三方町長 千田 千代和
H110122 鳥取県鳥取市浜坂鳥取砂丘 遺体1体（北朝鮮軍兵士）
■官報第2565号 平成11年（1999）2月15日
本籍・住所・氏名不詳の男性、推定年齢30歳代、身長約155cm、深緑色カッパ上（フード付きでチャック式、腕に白線2本入り）、
深緑色カッパ下、緑色軍服上（副分隊長の階級章と金日成バッチ付）、緑色軍服下、茶色の皮製ベルト、紺色のジャージ上下、白色
長袖シャツ、紺地に赤線入りトランクス、500ウオン紙幣3枚、100ウオン紙幣35枚 上記の者は平成11年1月22日午後2時過ぎご
ろ鳥取市浜坂地内 鳥取砂丘 通称馬の背北側海岸にて死亡しているところを発見されました。死亡日時は平成10年11月上旬ごろ
（推定）、死因は凍死の可能性が高いと認められます。遺体は火葬に付し、遺骨は安置していますので心当たりの方は鳥取市福祉保
健部生活福祉課まで申し出てください。 平成11年2月15日 鳥取県 鳥取市長 西尾 迢富
■■■■■■■平成13年（2001）■■■■■■■
H131216 新潟県岩室村（現新潟市西蒲区）間瀬海岸 遺体1体（男性・30〜60歳 一部白骨化 紺のランニングシャツと緑色の
パンツ 死後2〜3カ月 数百m離れた場所に男性の北朝鮮公民証）（131231読売東京）
H1312 新潟県佐渡市鷲崎海岸 木造船（ハングルで洪原と記載）・遺体1体（赤十字の照会で「1955年生まれで昨年10月8日漁
に出たまま行方不明になった」とのこと）（140129読売新潟北版）
■■■■■■■平成14年（2002）■■■■■■■
H140104 石川県能美郡根上町（現能美市）山口町グリーンビーチ 木造船（長さ約6m）（140108読売石川版）
H040105 石川県羽咋市一ノ宮海岸 木造船（長さ約6m 前方にハングルと数字）（140108読売石川版）
H140109 石川県河北郡宇ノ気町（現かほく市）大崎海岸 木造船（長さ約3m、幅約1.5m 後方にハングルと数字）（140110
読売石川版）
H140111 石川県羽咋市大川町釜屋海岸5日の木造船漂着地の南500m 鉄製船（長さ約5.9m幅約1.5m船首に文字らしきもの）
H140319 石川県輪島市小池町海岸 木造船（長さ6.5m幅2.5m 後部に発動機。船首部分内側にハングルが書かれたプレート）
（140320読売石川版）
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H140411 北海道爾志郡熊石町（現二海郡八雲町）見日海岸 木造船（長さ約6m70センチ幅約1m50センチ 船尾にスクリュー
があったがさびて動かずエンジンも付いていなかった）（140411読売札幌版夕刊）
H141111 秋田県南秋田郡若美町（現男鹿市）野石字五明光 遺体1体
■官報号外第256号 平成14年（2002）11月29日
本籍・住所・氏名不詳、男性、着衣は深緑色のズボンで前開き部分がボタン留め、ボタンに星マーク付き、ウエスト70センチ、股下
60センチ、パンツはブリーフ型、前開きなし 上記の者は、平成14年11月11日午後2時頃、秋田県南秋田郡若美町野石字五明光207
番地2の北方150メートル波打ち際から約10メートルの陸側砂浜で首から大腿部の白骨化にて発見されたものである。死亡日時は推
定平成14年1月頃。遺体は、火葬に付し、遺骨は当町野石字宮沢123番地、眺江寺に保管しています。心当りのある方は、、当町福
祉保健課まで申し出てください。平成14年11月29日 秋田県 若美町長 佐藤 文衛
H141228 石川県河北郡内灘町宮様海岸 遺体1体（身長約1m62、20〜50歳、死後1〜6カ月、金日成バッジ）
■■■■■■■平成15年（2003）■■■■■■■
H150110 新潟県岩船郡粟島浦村釜谷の消波ブロック 遺体1体（頭部白骨化、身長約1m70、黒の長袖シャツと黒の靴下）・木造
船（長さ約9m幅約2m船首部分に漁網）
H150305 新潟県柏崎市海岸 遺体1体（男性・20〜40歳 下半身のみ 165㎝
北朝鮮紙幣死後半年前後）

茶色作業ズボン、青色ももひき、黒色半ズボン、

■■■■■■■平成16年（2004）■■■■■■■
H161202 新潟県佐渡市 遺体1体（男性 40〜60歳 152.5㎝ B型カーキ色軍服様長袖、カーキ色軍服様長袖シャツ、グレーハ
イネックセーター、青色長袖シャツ、茶色ベルト）
■官報・号外第1号 平成17年（2005）1月6日
本籍・住所・氏名不詳、年齢40から60歳台の男性、身長152ｃｍ、カーキ色ボタン付防寒ジャンパー、カーキ色ボタン付きジャン
パー、水色ハイネックセーター、青色セーター、白色半袖下着、黒色ズボンのベルト通し部分及茶色皮製ベルト、白色紐付トランク
スを着用、メモ帳、朝鮮民主主義人民共和国中央銀行発行の5ウオン札4枚、釣針（ガマカツ製）1袋、ウレタン製耳栓2個を所持。
上記の者は、平成16年12月2日午前11時20分頃 新潟県佐渡市高千の高千港口の外側海上で発見された。死亡は平成15年12月
から平成16年6月頃と推定され、一部白骨化している。遺体は身元不明のため火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方
は、当市社会福祉課まで申し出てください。 平成17年1月6日 新潟県 佐渡市長 高野 宏一郎
■■■■■■■平成18年（2006）■■■■■■■
H180104 京都府舞鶴海上保安部管内 木造船（180131読売大阪朝刊）
H1801 鳥取県内に4隻の木造船が漂着（180126読売大阪朝刊）
H080124 鳥取県西伯郡大山町 木造船（180126読売大阪朝刊）
H180125 鳥取県鳥取市伏野海岸 木造船（長さ5.65m幅1.4m）（180126読売大阪朝刊）
H180130 京都府京丹後市久美浜町箱石海岸 木造船（180131読売大阪朝刊）
■■■■■■■平成19年（2007）■■■■■■■
H190602 青森県西津軽郡深浦町 木造船（長さ7〜8m幅1.5m）・生存者4人
（191227読売東京夕刊記事）11月中旬以降北朝鮮からの木造船16隻が漂着、新潟と石川の海岸が大部分。
■■■■■■■平成20年（2008）■■■■■■■
H190110 福井県福井市西二ツ屋町海岸 木造船（長さ約6m幅約1.5m 船尾に船外機、船首にハングルが彫られていた）
（200112読売大阪朝刊）
H190326 秋田県男鹿市北浦入道崎海岸 木造船（長さ約5.8m幅約1.4m 側面や船尾にハングル）（200326読売秋田版）
■■■■■■■平成23年（2011）■■■■■■■
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H230210 鳥取県鳥取市白兎 遺体1体
■官報 平成24年（2012）2月10日
本籍・住所・氏名不詳、年齢40歳前後〜65歳ぐらいの男性。残身長約170cm（両足首以下欠損のため）、 遺留品はビニール製カッ
パ、コート、ジャケット、トレーナー、長袖シャツ、ストール、 迷彩柄ズボン、スエットズボン、ステテコ、ブリーフ、菓子の空袋
（ハングル表記）、新聞様の紙片（ハングル表記）。上記の遺体は平成23年12月30日午後3時過ぎ頃、鳥取市白兎〇〇 北方約50m
の砂浜で周辺の住人が水死体として発見しました。 死亡日時及び死因については高度腐敗状態であったため特定できませんでし
た。 遺体は火葬に付し遺骨は鳥取市内の寺院にて永代供養とさせていただき、遺品につきましては当市にて保管しております。心当
たりのある方は当市福祉保健部生活福祉課まで申し出てください。 平成24年2月10日 鳥取県 鳥取市長
H2309 輪島市沖合で木造船に乗った脱北者9人を救助（後に韓国に移送）
H230926 福井県三方郡美浜町関電美浜原発敷地内の岩場 木造船の一部（230927読売大阪朝刊）
H231117 石川県輪島市猿山岬沖 遺体1体
■官報号外第281号 平成23年（2011）12月26日
本籍・住所・氏名・年齢不詳、身長162センチメートル、全身死ろう化し、巨人様化を呈する晩期死体現象が進行した水中死体、上
衣はビニール製雨合羽、黒色ジャンパー（左胸ポケットSPORTの刺繍有り）、クリーム色長袖スェット、黒色Ｔシャツ（左胸ポケッ
ト有り）、下衣はビニール製雨合羽、黒色スラックス、黒色スェット、クリーム色股引、青色チェック柄トランクス、黒色靴下、ビ
ニール製茶色ベルト（OK FUJIALEATHER GOODSの標記有り）
上記の者は、平成23年11月17日午前9時41分頃、石川県輪島市猿山岬沖合海域で発見されました。遺体は火葬に付し、金沢市野田
山墓地に安置してあります。心当たりの方は、金沢市福祉健康局生活支援課まで申し出てください。平成23年12月26日 石川県
金沢市長 山野 之義
H231227 石川県羽咋郡志賀町西海久喜 海岸 遺体1体
■官報号外第37号 平成24年（2012）2月17日
本籍・住所・氏名・年齢及び性別不詳、推定身長161ｃｍの男性と思われる、着衣及び所持品は緑色カッパズボン1着、茶色ズボン1
着、茶色スエットパンツ1着、パンツ1枚、黒靴下片方
上記の者は、平成23年12月27日午前7時頃、石川県羽咋郡志賀町西海久喜いの3番地5から西南西に図測約200メートルの海岸で発
見されました。死因は不詳。遺体は火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は志賀町健康福祉課までお申し出くださ
い。
平成24年2月17日 石川県 志賀町長 小泉 勝
H231230 鳥取県鳥取市白兎 遺体1体
■官報 平成24年（2012）2月10日
本籍・住所・氏名不詳、年齢40歳前後〜65歳ぐらいの男性。残身長約170cm（両足首以下欠損のため）、 遺留品はビニール製カッ
パ、コート、ジャケット、トレーナー、長袖シャツ、ストール、 迷彩柄ズボン、スエットズボン、ステテコ、ブリーフ、菓子の空袋
（ハングル表記）、新聞様の紙片（ハングル表記）。上記の遺体は平成23年12月30日午後3時過ぎ頃、鳥取市白兎〇〇 北方約50m
の砂浜で周辺の住人が水死体として発見しました。 死亡日時及び死因については高度腐敗状態であったため特定できませんでした。
遺体は火葬に付し遺骨は鳥取市内の寺院にて永代供養とさせていただき、遺品につきましては当市にて保管しております。心当たり
のある方は当市福祉保健部生活福祉課まで申し出てください。 平成24年2月10日 鳥取県 鳥取市長
■■■■■■■平成24年（2012）■■■■■■■
H240106 島根県隠岐郡隠岐の島町那久岬沖 木造船・生存者3人（9日に北に引き渡し）・遺体1体（241224読売島根版）
H240119 島根県隠岐郡隠岐の島町 木造船（241224読売島根版）
H240222 島根県隠岐郡隠岐の島町 木造船（241224読売島根版）
H240227 島根県隠岐郡海士町 木造船（241224読売島根版）
H240404

根県隠岐郡隠岐の島町 木造船（241224読売島根版）

H241007 石川県輪島市門前町 海底 下顎のみの人骨
■官報号外第77号 平成25年（2013）4月10日
本籍・住所・氏名不詳、年齢40歳から60歳代、男性、歯牙5本が残存した下顎のみの人骨 上記の者は、平成24年10月7日午後2時
50分頃、石川県輪島市門前町○地ヨの183番地から西方図測150Ｍ地点の海底に沈んでいるところを発見された。身元不明のため遺
体は火葬に付し、遺骨は保管していますので、心当たりの方は輪島市福祉事務所まで申し出てください。 平成25年4月10日 石川
県 輪島市長 梶 文秋
H241128 新潟県佐渡市大小海岸 木造船（長さ約12.8m幅約3.4m エンジン 船首にハングル 捕った魚を保管するスペー
ス）・遺体5体（成人男性 雨具とみられるビニール製のズボンを履き、船内に長靴 死後2〜3カ月 一部白骨化 長時間海水に漬
かっていた形跡があり、船が一度沈没した可能性 1体は推定年齢30〜40歳代前後、身長約170cm、長袖灰色シャツ、紫色ハイネッ
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クセーター、赤色半袖Tシャツ、 下衣は紺色ナイロン製ズボン、灰色ズボン、水色スウェットズボン、 黒色ボクサーパンツ、黒色靴
下ほか紳士用黒色デジタル腕時計着用）（241129読売新潟版他）
■官報号外第11号 平成25年（2013）1月21日
1．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30〜40歳代前後の男性、身長約170cm、 着衣は長袖灰色シャツ、紫色ハイネックセーター、
赤色半袖Tシャツ、下衣は紺色ナイロン製ズボン、灰色ズボン、水色スウエットズボン、黒色ボクサーパンツ、黒色靴下ほか紳士用黒
色デジタル腕時計着用
2．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢40〜50歳代前後の男性、身長約164cm、着衣は上衣なし、下衣は紺色ナイロン製ズボン、モ
スグリーン色ズボン、黒色スウエットズボン、紺色ボクサーパンツ、ベルト、紺色格子柄靴下着用、ほかネックウオーマー（茶色地
青ライン4本）、左手首に黄土色サポーター、足首裾止めゴムバンド2本（黒色地緑色ライン、黒色地赤ライン）着用
3．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢40〜50歳代前後の男性、身長約158cm、着衣は緑色半袖Tシャツ、下衣は緑色ビニール製カッ
パズボン、青色ビニール製ズボン、紺色ジャージズボン、茶色ボクサーパンツ、青色毛糸靴下、長靴（サイズ25．5cm、外側面及び
底部にハングル文字ほか紳士用黒色デジタル腕時計着用
4．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢40〜50歳代前後の男性、身長約171．5cm、着衣なし
5．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30〜40歳代前後の男性、身長約165cm、着衣は茶色上衣、緑色半袖Tシャツ、下衣はこげ茶色
ズボン、青色ニットズボン、 紺色パジャマ様ズボン、灰色股引、緑色ビキニパンツ、白色モスグリーン色毛糸靴下片方着用、 ほか上
着シャツ右ポケット内に青色プラスチックライター、上着左ポケット内に黒色メモ帳、 タバコ（赤色と白色でハングル文字、商品名
「ピパド」）
以上5遺体は、平成24年11月28日午前11時40分頃、佐渡市大小921番地付近海岸にて発見の座礁木造船内で遺体で発見され、死
後約2〜3カ月経過していると推定されます。遺体は火葬に付し、遺骨は当市の真楽寺にて保管してありますので、心当たりの方は当
市社会福祉課まで申し出てください。 平成25年1月21日 新潟県 佐渡市長 甲斐 元也
H241201 新潟県佐渡市赤泊杉野浦の海上 木造船（長さ約10m 船内からイカ釣り用の針）・遺体1体（年齢40〜50歳前後の男
性 死後1〜2カ月 胃の中に食べ物なし 遺体は屍蝋化 身長約167cm、 着衣は緑色ニット帽、紺色フード付長袖ジャンパー、黒
色長袖作業着、紺色ベスト、 胸に鷲マーク入り紺色長袖トレーナー、紺色ランニングシャツ、 下衣は灰色防寒ズボン、ホック式ベ
ルト、紺色ビニール製ズボン、こげ茶色股引、 緑色ブリーフパンツ、両足に白色と小豆色の格子柄靴下、 ゴム製長靴（サイズ
25.0cm、上部中央ハングル）着用）
※別情報 平成24年（2012）12月1日 1日午前7時25分ごろ、新潟県佐渡市杉野浦の海岸近くで木造船が転覆しているのを付近の
住人が見つけ、第9管区海上保安本部（新潟）に通報。 9管によると、船内から成人とみられる男性1人の遺体が見つかった。 男性
はハングルが書かれた長靴を履いていた。 船は底が平らで、タール状の黒い塗料が付着しており、船内からイカ釣り用の針が見つ
かった。 9管と県警は、船の特徴などから北朝鮮の漁船が漂着したとみて、男性の身元や死因を調べる。 船は長さ約10メートル。
海岸から20〜30メートル沖を漂流していた。 遺体は身長約167センチ。 ジャンパーと防寒ズボンを着ていた。 外傷はなく、船内で
長時間水に漬かっていた形跡があった。 死後2週間以上経過しているという。
H241201 新潟県佐渡市杉野浦 木造船・遺体1体
■官報号外第11号 平成25年（2013）1月21日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢40〜50歳代前後の男性、身長約167cm、着衣は緑色ニット帽、紺色フード付長袖ジャンパー、黒
色長袖作業着、紺色ベスト、胸に鷲マーク入り紺色長袖トレーナー、紺色ランニングシャツ、下衣は灰色防寒ズボン、ホック式ベル
ト、紺色ビニール製ズボン、こげ茶色股引、緑色ブリーフパンツ、両足に白色と小豆色の格子柄靴下、ゴム製長靴着用（サイズ25．
0cm、上部中央ハングル文字） 上記の者は、平成24年12月1日午後0時13分頃、佐渡市赤泊2208番地先の海上において、転覆し
た木造船内にて遺体で発見され死後1〜2カ月経過していると推定されます。遺体は火葬に付し、遺骨は当市の真楽寺にて保管してあ
りますので、心当りの方は、当市社会福祉課まで申し出て下さい。 平成25年1月21日 新潟県 佐渡市長 甲斐 元也
※午前7時25分ごろ、新潟県佐渡市杉野浦の海岸近くで木造船が転覆しているのを付近の住人が見つけ、第9管区海上保安本部（新
潟）に通報。 9管によると、船内から成人とみられる男性1人の遺体が見つかった。 男性はハングルが書かれた長靴を履いていた。
船は底が平らで、タール状の黒い塗料が付着しており、船内からイカ釣り用の針が見つかった。 9管と県警は、船の特徴などから北
朝鮮の漁船が漂着したとみて、男性の身元や死因を調べる。船は長さ約10メートル。海岸から20〜30メートル沖を漂流していた。
遺体は身長約167センチ。 ジャンパーと防寒ズボンを着ていた。 外傷はなく、船内で長時間水に漬かっていた形跡があった。 死後2
週間以上経過しているという。
※第9管区海上保安本部（新潟市）は4日、遺体の司法解剖を行った。 解剖の結果、遺体は40〜50代の成人男性で死後1〜2カ月が
経過。 死因は不明。 胃の中に食べ物はなく、遺体には長期間水につかった際にみられる「死ろう化」が起きていた。
H241201 新潟県佐渡市北鵜島の海岸 木造船の一部（右舷部分とみられる長さ約4メートルの木片 船首付近にハングルと数字）
上記の者は、平成24年12月1日午後0時13分頃、佐渡市において、 転覆した木造船内にて遺体で発見され死後1〜2カ月経過して
いると推定されます。遺体は火葬に付し、遺骨は当市の真楽寺にて保管）。
H241210 石川県輪島市鳳至町袖ヶ浜海水浴場 木造船・遺体船内に1体海上に3体
■官報号外第11号 平成25年（2013）1月21日
1．本籍・住所・氏名不詳、身長164cmから172cm位、男性、黒色パンツ着用、所持金品なし
上記の者は、平成24年12月10日午前10時3分頃、石川県輪島市鳳至町袖ヶ浜43番地 袖ヶ浜海水浴場に漂着した木造船の中で発見
された。
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2．本籍・住所・氏名不詳、身長162cm、体格細身、男性、上衣は黒色ネックウォーマー、黒色ゴム合羽、茶色ジャンパー、緑色迷
彩柄ボタン留上着、灰色パーカー、黒色シャツ、肌色シャツ、赤色Tシャツ、下衣は透明ビニール製合羽ズボン、茶色防寒ズボン、緑
色迷彩柄ズボン、緑色布ベルト、（金属製バックルに星マーク）、紺色ジャージ、灰色長股引、白色トランクス、足部は黒色ゴム長
靴（サイズ24cm）、黒色靴下、灰色靴下
上記の者は、平成24年12月16日午前11時30分頃、石川県輪島市名舟町卜部27番地3地先 名舟港西側防波堤先端から西方70m付
近海上にて発見された。
3．本籍・住所・氏名不詳、身長162．5cm、男性、上衣は黒色上衣でポケットに煙草、ライター、時計を所持、茶色の長袖Tシャツ、
黒色半袖Tシャツ、下衣は灰色ズボン、灰色股引、青色ブリーフ、足部は黒色靴下
上記の者は、平成24年12月16日午前11時30分頃、石川県輪島市名舟町卜部27番地3地先名舟港西側防波堤先端から西方50m付近
海上にて発見された。
4．本籍・住所・氏名不詳、身長163cm、男性、体格中肉、左後前腕部に縦6cm、横8cmの範囲で刺青、着衣及び所持品なし
上記の者は、平成24年12月16日午後2時零分頃、石川県輪島市名舟町卜部27番地3地先名舟港西側防波堤先端から80m付近海上に
て発見された。
上記4件、身元不明のため遺体は火葬に付し、遺骨は保管していますので、 心当たりの方は輪島市福祉事務所まで申し出て下さ
い。 平成25年1月21日 石川県 輪島市長 梶 文秋
H241212 石川県輪島市 木造船（長さ約11m幅約3.5m 船首両横にハングル、漁網や釣り針）内から遺体1体（一部白骨化）
（270110読売記事では「輪島市沖合で木造船の漂着や漂流が相次ぎ、漂流した船体の近くで3遺体が見つかる」）
■■■■■■■平成25年（2013）■■■■■■■
H250103 石川県輪島市門前町吉浦の海岸 遺体1体
■官報号外第23号 平成25年（2013）2月6日
本籍・住所・氏名不詳、40歳から60歳位、身長155ｃｍから164ｃｍ位、男性、紺色パンツ着用、所持品なし 上記の者は平成25
年1月3日午前11時25分頃、石川県輪島市門前町吉浦の海岸において下半身部分のみで発見された。死後1ヶ月から3ヶ月経過してい
ると推測される。身元不明のため遺体は火葬に付し、遺骨は保管していますので、心当たりの方は輪島市福祉事務所まで申し出てく
ださい。平成25年2月6日 石川県 輪島市長 梶 文秋
H250105〜6 石川県志賀町福浦漁港近く海岸 遺体2体
■官報号外第25号 平成25年（2013）2月8日
1．本籍・住所・氏名・年齢不詳、推定身長165cmの男性、黒色パンツ1枚、黒色靴下片方、所持金品なし
上記の者は、平成25年1月5日午前8時30分頃、石川県羽咋郡志賀町福浦港甲の2番地から西方図測200mの海岸潮溜まり付近で遺
体で発見された。死亡の日時、死因は不詳
2．本籍・住所・氏名・年齢不詳、推定身長165cmの男性、着衣及び所持金品は茶色ズボン、紺色ズボン（ベルト付き）、灰色ズボ
ン下、 白色ズボン下各1本、白色ブリーフ1枚、黒色靴下1足、北朝鮮200ウォン紙幣1枚
上記の者は、平成25年1月6日午後4時5分頃、石川県志賀町福浦港浦42番地1、福浦みなと会館から西方図測150mの海岸波打ち
際で遺体で発見された。死亡の日時、死因は不詳。遺体はそれぞれ火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は志賀町健
康福祉課まで申し出て下さい。 平成25年2月8日 石川県 志賀町長 小泉 勝
H250205 鳥取県鳥取市白兎海岸 遺体1体
※平成24年（2012）12月に遭難した北朝鮮貨物船大角峰（TAEGAKBOMG）号乗組員の可能性あり
H250223 鳥取県鳥取市 遺体1体
■官報号外第76号 平成25年（2013）4月9日
※平成24年（2012）12月に遭難した北朝鮮貨物船大角峰（TAEGAKBOMG）号乗組員の可能性あり
本籍・住所・氏名不詳、年齢25歳前後〜50歳前後の男性、身長約178cm、遺留品はドライスーツ（中国語表記）、ジャンパー、長
袖シャツ2着、半袖Tシャツ、ズボン、ウインドブレーカーズボン、股引、ブリーフ、靴下、手袋、筒、写真（金日成、金正日A4版各
1枚）、スパナ、ライター、煙草
上記の者は平成25年2月23日午後2時頃、鳥取市福部町湯山2164番地661から西北西方約800mの砂浜で鳥取砂丘の漂流物の確
認作業をしていた団体職員が漂着した状況の死体を発見しました。死亡日時及び死因については 高度腐敗状態であったため特定でき
ませんでした。遺体は火葬に付し遺骨は鳥取市内の寺院にて永代供養とさせていただき、遺品につきましては当市にて保管しており
ます。心当たりがある方は当市福祉保健部生活福祉課まで申し出てください。 平成25年4月9日 鳥取県 鳥取市長 竹内 功
H250305 島根県江津市黒松地内平島 遺体1体
※平成24年（2012）12月に遭難した北朝鮮貨物船大角峰（TAEGAKBOMG）号乗組員の可能性あり
■官報号外第90号 平成25年（2013）4月26日
本籍・住所・氏名不詳、年齢30歳代〜50歳代（推定）の男性、身長約171cm、遺留品は、緊急用救命衣（エンジ色）、作業衣（茶
色）、セーター（黒色）、スウェット（紺色）、ブロック柄長袖シャツ、白色肌着、茶色作業ズボン、スウェットズボン（紺色）、
ブロック柄ももひき、縦縞柄トランクス、黒色靴下、紺色靴下、赤色筒（写真 金日成、金正日各1枚在中）。
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上記の者は、平成25年3月5日午後0時14分、江津市黒松町地内平島の風車の下付近において、漂着した状態の死体で発見されま
した。 身元不明のため、遺体を火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は、当市福祉事務所まで申し出てください。
平成25年4月26日 島根県 江津市長 田中 増次
H250427 新潟県糸魚川市市田海海岸 遺体1体
※平成24年（2012）12月に遭難した北朝鮮貨物船大角峰（TAEGAKBOMG）号乗組員の可能性あり
※読売新聞平成25年4月27日 21:20 27日午後3時25分頃、新潟県糸魚川市田海の海岸で、あおむけに倒れている男性の遺体を散
歩中の人が見つけ、消防に通報。 遺体は一部が白骨化しており、衣服の左胸に北朝鮮の金日成主席と金正日総書記が描かれたバッジ
が付いていた。 県警は北朝鮮関係者とみて調べている。 糸魚川署の発表によると、遺体は、年齢は不明で、身長は1メートル50程
度。目立った外傷はなく、白髪交じりで頭部は白骨化していた。 死後数か月とみられる。 オレンジ色の救命胴衣のようなものを装
着し、その下に灰色の服を着ていた。
H250427 島根県松江市秋鹿町須賀神社東方500メートル岩場 遺体1体
※平成24年（2012）12月に遭難した北朝鮮貨物船大角峰（TAEGAKBOMG）号乗組員の可能性あり
■官報号外第123号 平成25年（2013）6月13日
本籍・住所・氏名・年齢不詳、身長167cmの男性、着及び所持品、オレンジ色ドライスーツ、黒色ジャンパー、黒色ベスト、灰色セー
ター、紺色長袖Tシャツ、白色肌着、薄紫色作業ズボン、灰色股引、紺色股引、紫色パンツ、 靴下2双（重ね履き）、紺色スニーカー、
赤色鉄製の筒（金正日、金日成の肖像画入り）、 軍手1双、携帯電話、鍵束、ガム、タバコ、ライター、現金3万8千ウォン。
上記の者は、平成25年4月27日に松江市秋鹿町1632番地 須賀神社の東方約500mの海岸（岩場）で発見され、 死亡推定日時は平
成24年12月頃（推定）であり、死因は不明です。遺体は火葬に付し、遺骨は松江市斎場に保管してあります。心当たりの方は当市
福祉事務所まで申し出てください。 平成25年6月13日 島根県 松江市長 松浦 正敬
H250428 秋田県男鹿市沖 遺体1体
金日成・金正日の写真の入った筒を持っていた。
※平成24年（2012）12月に遭難した北朝鮮貨物船大角峰（TAEGAKBOMG）号乗組員の可能性あり
H250513 新潟県胎内市村松浜 遺体1体
※平成24年（2012）12月に遭難した北朝鮮貨物船大角峰（TAEGAKBOMG）号乗組員の可能性あり
H250521 青森県深浦町大字北金ヶ沢 遺体1体
※平成24年（2012）12月に遭難した北朝鮮貨物船大角峰（TAEGAKBOMG）号乗組員の可能性あり
■官報 平成25年（2013）7月9日
本籍・住所・氏名・年齢不詳。 身長160cm位、体格中肉の男性。 船舶の救命衣様ピンク色スーツ、紺色ジャンパー、紺色長袖ワイ
シャツ、 灰色長袖トレーナー、灰色長袖Tシャツ、紺色ズボン、灰色ズボン、 ベージュ色スウェットズボン、黒色ブリーフ、黒色靴
下1足、黒短靴1足。 所持金は、北朝鮮ウォンと推定される紙幣30枚、10ドル紙幣5枚、100ドル紙幣1枚。
上記の者は、平成25年5月21日午前6時20分頃、 青森県西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢字榊原〇〇 から 東方約160メートルの岩礁
でウェットスーツを着て 顔が白骨化した状態で発見されたもので、死因は不詳。 遺体は、平成25年6月12日ふかうら斎苑において
火葬し、 大字深浦字尾上山41番地1深浦霊園内に無縁仏として遺骨を保管してあるので、 心当たりの方は深浦町役場町民課まで申
し出て下さい。 平成25年7月9日 青森県 深浦町長
H250723 島根県西ノ島町 遺体1体
※平成24年（2012）12月に遭難した北朝鮮貨物船大角峰（TAEGAKBOMG）号乗組員の可能性あり
■官報号外第179号 平成25年（2013）8月16日
本籍・住所・氏名不詳、年齢は20歳〜50歳代、身長180cm位、性別男性、着衣は長袖シャツ、黒色トレーナー、下着、毛糸帽子、
靴、ズボンベルト付き、ジャンパー、ドライスーツ（背中に「02 TAEGAKBONG NAM PHO」と記載）等、 遺留品は腕時計、ライ
ター、鍵束、無線機様のもの、金属筒（中には北朝鮮の故主席の肖像画2枚） 。
上記の者は、平成25年7月23日午後2時15分頃 島根県隠岐郡西ノ島町大字美田の海岸で発見されました。 死因不詳、死亡時期
は平成24年12月頃と推定されます。身元不明のため、遺体は火葬に付し、遺骨は当町内の常福寺で保管してあります。心当たりの
方は、当町役場健康福祉課まで申し出てください。 平成25年8月16日 島根県 西ノ島町長 升谷 健
H251115 新潟県佐渡市沖の海、姫津沖約5.5キロ、木造船（船尾水没 操舵室上部に赤い塗料でハングル、ジャンパーのような衣
類）
※新潟・佐渡市沖の海で15日、無人で漂流している木造の船が見つかった。 船にはハングルのような表記があり、警察などは、ど
こから流れてきたのか詳しく調べる方針。 15日正午過ぎ、佐渡市姫津から約5．5キロの沖合の海で、「船が漂流している」と地元
の漁業関係者から佐渡海上保安署に通報があった。巡視船などが急行し、無人で船尾を水没させて漂流している木造の船を確認。佐
渡市の二見港までえい航した。操舵（そうだ）室の上部には赤い塗料でハングルらしき表記がかかれてあり、ジャンパーのような衣
類とみられるものもあった。 佐渡海上保安署と警察は、週明けにも船を引き揚げた上で詳しく調べる考え。
H251211 山形県酒田市緑が丘 遺体1体
■官報号外第18号 平成26年（2014）1月29日
本籍・住所・氏名不詳、60歳代前後の男性、身長170cm位、所持金品（1，000北朝鮮ウオン紙幣1枚、10北朝鮮ウオン紙幣1枚、
5北朝鮮ウオン紙幣3枚、たばこ1個、簡易ライター1個、腕時計1個）、着衣（茶色長袖作業服、黒色長袖セーター、黒色ロングTシャ
ツ、白色半袖肌着、茶色作業ズボン、黒色毛糸股引、灰色ズボン下、白色パンツ、右足に黒色靴下）
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上記の者は、平成25年12月11日午前10時35分頃、山形県酒田市緑ヶ丘2丁目4番地の15 佐藤茂子方西方約680mの砂浜におい
て発見されたもので、平成25年1月から6月の間に死亡したと推定されています。遺体は火葬に付し遺骨は仮安置しています。心当た
りのある方は当市福祉課まで御連絡下さい。 平成26年1月29日 山形県 酒田市長 本間 正巳
H251216 新潟県佐渡市高瀬 遺体1体（女性・韓国人の可能性も）
■官報号外第16号 平成26年（2014）1月27日
1、本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30〜50歳前後の女性、体長150cm位、黒色ブラジャー、黒色ヘアゴム、黒色ジーンズ、黒色
タイツ、黒色パンツ、黒色靴下、防寒ブーツ（半足）を着用、外国紙幣（韓国1千ウオン）5枚を所持
上記の者は、平成25年12月16日佐渡市高瀬408番地2先海岸にて遺体で発見され、死後1か月経過していると推定されます。
以上2遺体（20日の男性遺体と）は、火葬に付し、遺骨は当市の真楽寺にて保管してありますので、心当たりの方は、当市社会福
祉課まで申し出てください。平成26年1月27日 新潟県 佐渡市長 甲斐 元也
H251218 新潟県岩船郡粟島浦村 木造船（長さ約12m・幅約3.5m 船首にハングル 船内からイカ釣り漁の針や「朝鮮平壌」と
書かれた箸）・遺体1体（身長約1m75センチ、防寒ジャンパー着用・死後数週間）（251218読売東京朝刊）
H251220 新潟県佐渡市豊田 遺体1体
■官報号外第16号 平成26年（2014）1月27日
2、本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30〜40歳前後の男性、体長（頭部から脛骨下部まで）156cm位、着衣、所持金品なし。上記
の者は、平成25年12月20日 佐渡市豊田2082番地 新潟県水産海洋研究所先海岸にて遺体で発見され、 死後1〜3か月経過してい
ると推定されます。以上2遺体（18日の遺体と）は、火葬に付し、遺骨は当市の真楽寺にて保管してありますので、心当たりの方
は、当市社会福祉課まで申し出てください。 平成26年1月27日 新潟県 佐渡市長 甲斐 元也
H251222 石川県珠洲市折戸町の海岸 遺体1体
■官報号外第31号 平成26年（2014）2月17日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢60歳以上の男性、一部皮膚、筋肉等が残存する他は白骨化、生前の損傷は不明、黒色ズボン、黒色
ナイロン系ズボン、黒色ジャージズボン、小豆色パンツ 上記の者は、平成25年12月22日午前10時50分 石川県珠洲市折戸町リ部
6番地1の海岸で発見されました。死亡日時は平成25年9月24日頃から平成25年11月24日頃までの間と推定されます。身元不明に
つき火葬に付し、遺骨を保管していますので、心当たりの方は当市福祉課までお申し出下さい。平成26年2月17日 石川県 珠洲市
長 泉谷 満寿裕
H251223 石川県珠洲市三崎町の海岸 遺体1体
■官報号外第31号 平成26年（2014）2月17日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20歳から40歳程度の男性、一部皮膚、筋肉等が残存する他は白骨化、上肢骨及び下腿骨は欠損、
生前の損傷は不明、推定身長約150〜155ｃｍ 上記の者は、平成25年12月23日午前7時55分 石川県珠洲市三崎町寺家ヶ部60番
乙地の海岸で発見されました。死亡日時は平成25年9月24日から平成25年11月24日頃までの間と推定されます。身元不明につき火
葬に付し、遺骨を保管していますので、心当たりの方は当市福祉課までお申し出下さい。平成26年2月17日 石川県 珠洲市長 泉
谷 満寿裕
H251224 秋田県男鹿市北浦湯本 木造船（長さ約12m幅約3.5m船内に漁網など）・遺体3体（251225読売秋田版）※本船は30
年8月時点でも現存
■官報号外第17号 平成26年（2014）1月28日
1、本籍・住所・氏名不詳、年齢30〜50歳代、頭部欠落、一部白骨化した全長148cmの男性、死因不詳、着衣、上衣なし、下衣、
カッパズボン、ビニール製ズボン、ズボン、ジャージズボン2本、ズボン下、ステテコ、パンツ、靴下（右足のみ2足）、長靴（右足
のみ）、所持品なし
上記の者は、平成25年12月24日午前11時20分、秋田県男鹿市北浦湯本字高田地先所在の湯之尻漁港から東方約500mの消波ブ
ロックに接岸した木造船内にて発見されました。 死亡の日時は平成25年頃と推定されます。 遺体は火葬に付し、遺骨は本市洞泉寺
に保管しております。 お心当たりの方は本市福祉事務所までお申し出ください。
2、本籍・住所・氏名不詳、年齢50〜60歳代、両手首欠落、頭部白骨化した全長169cmの男性、死因不詳、着衣、上衣、Tシャツ、
下衣、カッパズボン、トランクス、靴下、所持品なし
上記の者は、平成25年12月24日午後1時05分、秋田県男鹿市北浦湯本字高田地先所在の湯ノ尻漁港から東方約500mの消波ブ
ロックに接岸した木造船内にて発見されました。死亡の日時は平成25年頃と推定されます。遺体は火葬に付し、遺骨は本市洞泉寺に
保管しております。お心当りの方は本市福祉事務所までお申し出ください。
3、本籍・住所・氏名不詳、年齢30〜50歳代、上半身欠落、一部白骨化した全長160cmの男性、死因不詳、着衣、上衣なし、下衣、
ズボン、トランクス、所持品なし
上記の者は、平成25年12月24日午後1時07分、秋田県男鹿市北浦湯本字高田地先所在の湯ノ尻漁港から東方約500mの消波ブ
ロックに接岸した木造船内にて発見されました。死亡の日時は平成25年頃と推定されます。遺体は火葬に付し、遺骨は本市洞泉寺保
管しております。お心当りの方は本市福祉事務所までお申し出ください。 平成26年1月28日 秋田県 男鹿市長 渡部 幸男
H251228 新潟県長岡市寺泊野積海岸 木造船（長さ8.25m幅2m 船首に数字やハングル）（251229読売新潟南版）
H251229 新潟県柏崎市西山町石地海岸 木造船（長さ6.6m幅1.7m 船首に数字やハングル）（251230読売新潟南版）
■■■■■■■平成26年（2014）■■■■■■■
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H260116 島根県出雲市大社町鵜峠海上 遺体1体
■官報号外第31号 平成26年（2014）2月17日
本籍・住所・氏名・生年月日不詳、推定年齢10歳代〜30歳代の男性、身長は177cm（中肉）、着衣は茶色ジャンパー、薄茶色作業
着、紺色トレーナー、革製黒色ベルト、茶色ズボン、紫色ボクサーパンツ、 所持金品は、紙幣2枚（北朝鮮発行の1，000ウォン札2
枚）
上記の者は、平成26年1月16日午前9時25分頃、島根県出雲市大社町鵜峠293番地1北東約50メートルの海中にて うつ伏せの状
態で浮遊しているのを発見。
死亡推定日時は、平成25年頃。 身元不明につき遺体は火葬に付し、出雲市無縁墳墓に安置しており、 遺品については当市にて保管
しております。心当たりの方は、当市福祉事務所まで申し出てください。平成26年2月17日 島根県 出雲市長 長岡 秀人
H260123

井県三方郡美浜町 遺体1体

■官報 平成26年（2014）2月27日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20〜40歳前後の男性。推定身長175cm前後、 死後2〜3ヶ月経過、オレンジライフジャケット、
黒色ジャンパー、 黒色トレーナー、シャツ、黒色皮手袋（左手用）、 黒色ズボン、黒色パンツ、黒色靴下。上記の遺体は、平成26
年1月23日美浜町松原〇〇 北方約35m先の砂浜で変死体で発見されました。身元不明のため火葬に付し遺骨は保管しています。心
当たりの方は、美浜町住民環境課まで申し出てください。 平成26年2月27日 福井県 美浜町長
H2608 石川県珠洲市沖合で北朝鮮船の乗組員4人救助（後に大連経由で帰国）
■■■■■■■平成27年（2015）■■■■■■■
H270109 石川県羽咋郡志賀町安部屋漁港北400m 木造船・生存者1人（服などが入っている透明ビニール袋を所持 61歳 後
に帰国）
平成27年（2015）5月21日に新潟県佐渡市で発見された30歳〜50歳代の男性遺体情報。
H270521 新潟県佐渡市羽茂港沖海上 遺体1体
■官報 平成27年（2015）7月6日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30歳〜50歳代の男性。身長166cm、中肉、着衣は黒色 トレーナー、灰色地に黒色波線模様のト
ランクス（タグは中国語表記、サイズXXXL）、 紺色靴下（左足）着用、所持金品なし。
上記の遺体は、平成27年5月21日佐渡市羽茂大橋3382番地先の羽茂港西防波堤灯台から 真方位86度0．5海里付近海上にて遺体
で発見され、死後3〜6か月経過していると推定 されます。遺体は火葬に付し、遺骨は当市の真楽寺にて保管してありますので、心
当たりの方は、当市社会福祉課まで申し出てください。 平成27年7月6日 新潟県 佐渡市長
H270723 青森県下北郡佐井村矢越漁港 木造船1隻（271209読売）
H271027 青森県下北郡佐井村福浦漁港 遺体1体
※271209読売には木造船の漂着も記載されている
■官報 平成27年（2015）12月7日
本籍・住所・氏名不詳。 推定年齢中年齢層（40歳代中心）の男性。身長161cm、着衣及び所持品は、 紺色チャック付スウェット、
紺色スウェットズボン、水色長袖シャツ、水色もも引き、白色肌着、 黒色下着、紺色靴下、裾止めバンド、紺色紐付茶色布袋、白色
発泡スチロール2個、白色蓋付 プラスチック製容器、煙草。上記の者は、平成27年10月27日午前9時12分頃青森県下北郡佐井村大
字長後字福浦30番地所在の 佐井村漁業協同組合福浦支所から北西約50メートル付近海域（北緯41度19．70分 東経140度4820
分）にて発見されたものである。 死後不詳、死因は不明。 身元不明のため、当村で火葬に付し、遺骨を保管しておりますので、心
当たりの方は、 当村役場住民福祉課福祉・健康推進係までお申し出ください。平成27年12月7日 青森県 佐井村長
H271101 秋田県山本郡三種町沖 木造船（271209読売）
H271102 秋田県男鹿市 木造船（271209読売）
H271106 北海道松前郡松前町字茂草 木造船・遺体2体
■官報 平成28年（2016）3月2日
【男性1】
本籍・住所・氏名不詳。 推定年齢50歳ないし60歳代。 性別男性と推定。身長179cm、 右眉毛部内側に弧状の傷様斑痕あり、着衣
は紺色長袖カッパ、紺色長袖ポロシャツ、 緑色長袖ボタンシャツ、緑色長袖シャツ、灰色半袖シャツ、茶色カッパズボン、紺色ズボ
ン、 茶色股引、赤・緑色トランクス、紺色靴下 （中略） 身元不明のため遺体は火葬に付してます。 遺骨は保管してありますので心
当たりの方は、当町福祉課まで申し出て下さい。 平成28年3月2日 北海道 松前郡松前町長
【男性2】
本籍・住所・氏名不詳。推定年齢50歳ないし60歳代。
性別は男性と推定。身長175cm、 一部生前脱落の歯牙がある、右下腹部に6cmの白色斑痕あり（虫垂切除）、着衣は透明色長袖
カッパ （フード付き）、青色長袖ジャンパー（ボア付き）、緑色半袖カッパ、灰色長袖ポロシャツ、 黒色長袖シャツ、白色軍手、
黒色カッパズボン、灰色スエットズボン、茶色ボクサーパンツ、紺色靴下1枚（右足のみ）。
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以上の2人の男性遺体は、平成27年11月6日、松前郡松前町字茂草無番地、取り付け階段から南西方向約83m地点の砂浜に座礁し
た木製小型船舶内で発見された。
2遺体とも死因・死亡の場所は不明、死後3週間以上2カ月以内と推定。身元不明のため遺体は火葬に付し、遺骨は保管してあります
ので心当たりの方は、当町福祉課まで申し出て下さい。
H271107 青森県五所川原市磯松磯野 遺体1体
■官報号外第22号 平成28年（2016）2月1日
本籍・住所・氏名不詳、年齢40〜50歳代と推定の男性、身長173cm、着衣は紺色ズボン、茶色股引、紺色トランクス、黒色靴下、
黒色長靴（前面と側面にハングル文字、底面に 「MADE IN DPRK」と刻印されたもの）所持金品はなし
上記の者は、平成27年11月7日午前10時頃、青森県五所川原市磯松磯野地内、磯松南口バス停留所から 南西方向約400mの海岸
で、砂浜上に頭部を南方向に向けて俯せの状態の死体が死因不詳で発見されました。 身元不明のため遺体は火葬に付し、遺骨は保管
してありますので、心当たりのある方は、当市福祉事務所保護福祉課までお申し出ください。 平成28年2月1日 青森県 五所川原市
長 平山 誠敏
H271114 新潟県佐渡市岩首漁港沖 木造船（長さ約13m幅約3m 黒ずんだ船体にハングル リュックサックに金正日バッジ）・
遺体1体（上下黒の衣服）荒天のため12月2日に海保が引き揚げ発表（271209読売）
H271119 秋田県能代市沖 木造船・遺体2体
■官報 平成27年（2015）12月21日
【男性1】 本籍・住所・氏名不詳。 推定年齢40歳代〜50歳代の男性。 身長169cm、パンツ着用。【男性2】 本籍・住所・氏名不
詳。 推定年齢10歳代後半〜20歳代の男性、身長152cm、迷彩色柄ズボン、 下ズボン、パンツ、靴下。 上記2人の遺体男性は、平
成27年11月19日午前9時35分頃、秋田県能代市浅内字下西山1番地所在の 宇宙開発機構実験場から南方4キロメートルの能代市浅
内字砂山地内の日本海に面した砂浜上で 発見されました。 以上2件、遺体は火葬に付し、遺骨は上宮山敬正寺に安置してありま
す。 心当たりの方は、当市市民福祉部福祉課まで申し出てください。 平成27年12月21日 秋田県 能代市長
H271120 石川県輪島市沖 木造船3隻・遺体10体
■官報号外第4号 平成28年（2016）1月7日
1．本籍・住所・氏名不詳、推定40歳代から60歳代の男性、身長163cm、着衣は上衣黒色セーター、灰色トレーナー、灰色長袖肌
着、灰色半袖肌着、下衣作業ズボン、黒色ジャージズボン、灰色股引、黒色ボクサーパンツ、黒色靴下、所持品なし
上記の者は、平成27年11月20日午前10時55分、石川県輪島市門前町吉浦サル山1番3所在猿山岬灯台から真方位188度3，400m付
近の海上で、曳航中の転覆木造船付近にうつ伏せ状態で漂流しているところを発見され、死後1箇月半〜2箇月経過していると推定さ
れます。
2．本籍・住所・氏名不詳、推定50歳代から70歳代の男性、身長170cm、着衣は上衣灰色長袖フリース、灰色半袖肌着、下衣茶色
ズボン、灰色スウェット、灰色ブリーフ、所持品なし、
上記の者は、平成27年11月20日、輪島市門前町鹿磯27の50地先の鹿磯漁港に陸揚げされた木造船内で発見され、死後1箇月半〜2
箇月経過していると推定されます。
3．本籍・住所・氏名不詳、推定40歳代から60歳代の男性、身長169cm、着衣は上衣灰色ジャンパー、白色長袖シャツ、白色半袖
シャツ、下衣灰色ズボン2枚、黒色ジャージ、紫色ボクサーパンツ、黒色靴下、黒色長靴、所持品はハングル文字等が書かれた紙（千
切れた状態）30葉位、ハングル文字が記載された菓子袋1袋、包丁1本、紐1本
上記の者は、平成27年11月20日、輪島市門前町鹿磯27の50地先の鹿磯漁港に陸揚げされた木造船内で発見され、死後1箇月半〜2
箇月経過していると推定されます。
4．本籍・住所・氏名不詳、推定40歳代から60歳代の男性、身長171cm、頭部に黒色直毛（最長約5cm）が残存、 着衣は上衣灰色
ベスト、黒色長袖セーター2枚、赤色半袖Tシャツ、下衣茶色作業ズボン、黒色ジャージ、黒色スパッツ、黒色ボクサーパンツ、所持
品はライター1個、巻飯用紫菜と記載のビニール袋1袋
上記の者は、平成27年11月20日、輪島市門前町鹿磯27の50地先の鹿磯漁港に陸揚げされた木造船内で発見され、死後1箇月半〜2
箇月経過していると推定されます。
5．本籍・住所・氏名不詳、推定30歳代後半から50歳代前半の男性、身長182cm、中肉、白髪が混在、着衣は上衣紺色長袖作業服、
えんじ色長袖セーター、灰色半袖シャツ、下衣えんじ色長ズボン、灰色半ズボン、灰色パンツ、黒色靴下、所持品なし
上記の者は、平成27年11月21日、輪島市門前町鹿磯27の50地先の鹿磯漁港に陸揚げされた木造船内で発見され、死後1箇月半〜3
箇月経過していると推定されます。
6．本籍・住所・氏名不詳、推定20歳代から40歳代の男性、身長167cm、中肉、後頭部に僅かな黒色頭髪 （最長約3cm）が残存、
着衣は上衣灰色半袖シャツ、黒色タンクトップ、灰色長袖作業着（左胸に金日成の顔入りバッジ）、下衣灰色作業ズボン（ベルト
付）、白色ステテコ、黒色パンツ、所持品なし
上記の者は、平成27年11月21日、輪島市門前町鹿磯27の50地先の鹿磯漁港に陸揚げされた木造船内で発見され、死後1箇月半〜3
箇月経過していると推定されます。
7．本籍・住所・氏名不詳、推定40歳代から60歳代前半の男性、身長172cm、中肉、白髪が混在、着衣は上衣灰色長袖作業服、紺
色長袖シャツ、紺色タンクトップ、下衣灰色長ズボン、灰色スウェットズボン、紺色ひざ丈ズボン、灰色パンツ、所持品なし
上記の者は、平成27年11月21日、輪島市門前町鹿磯27の50地先の鹿磯漁港に陸揚げされた木造船内で発見され、死後1箇月半〜3
箇月経過していると推定されます。
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8．本籍・住所・氏名不詳、推定40歳代後半から60歳代の男性、身長175cm、中肉、後頭部に黒色直毛 （最長2cm）が僅かに残存
し白髪が混在、着衣は上衣灰色長袖作業服、黒色長袖シャツ、黒色半袖シャツ、下衣紺色長ズボン、灰色スウェットズボン、紺色半
ズボン、黒色パンツ、両足黒色靴下、右足ゴム長靴、所持品なし
上記の者は、平成27年11月21日、輪島市門前町鹿磯27の50地先の鹿磯漁港に陸揚げされた木造船内で発見され、死後1箇月半〜3
箇月経過していると推定されます。
9．本籍・住所・氏名不詳、推定30歳代から50歳代の男性、身長169cm、中肉、着衣は上衣灰色長袖トレーナー、 灰色半袖シャツ、
下衣灰色長ズボン（ベルト付）、黒色長ズボン、灰色パンツ、両足黒色靴下、所持品は 黒色腕時計1個
上記の者は、平成27年11月21日輪島市門前町鹿磯27の50地先の鹿磯漁港に陸揚げされた木造船内で発見され、死後1箇月半〜3箇
月経過していると推定されます。
10．本籍・住所・氏名不詳、推定30歳代後半から50歳代前半の男性、身長177cm、中肉、着衣は上衣灰色ジャンパー、黒色セー
ター、赤色半袖シャツ、下衣紺色長ズボン、灰色スウェットズボン、灰色長ズボン、紫色パンツ、所持品なし
上記の者は、平成27年11月21日、輪島市門前町鹿磯27の50地先の鹿磯漁港に陸揚げされた木造船内で発見され、死後1箇月半〜3
箇月経過していると推定されます。
以上10遺体は、身元不明のため火葬に付し、遺骨は保管していますので、心当たりの方は当市福祉課まで申し出てください。 平成
28年1月7日 石川県 輪島市長 梶 文秋
H271122 福井県坂井市沖 遺体2体
■官報 平成27年（2015）12月11日
【男性1】
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20歳代から40歳代前後の男性。
身長165cm、体重49．5kg、 足底部23cm、着衣は黒色トレーナー、黒色長袖シャツ、灰色タンクトップ、紺色長ズボン、 黒色股
引、黒色ボクサーブリーフ、紺色靴下（右足のみ）、所持品はロープ 。
【男性2】
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20歳代から40歳代前後の男性。
身長145cm、残体重38．8kg、推定身長160から165cm、着衣は灰色半袖Tシャツ、黒色スラックス、黒色ベルト、 黒色下衣防寒
衣、黒色股引、チェック柄トランクス、灰色ブリーフ、黒色靴下、所持品は ロープ片1束、木栓様の木片3本。
上記2人の遺体は、平成27年11月22日午後3時30分頃、北緯36度47．10分、東経135度24．70分付近 海上にて発見され、死後1
〜3ヶ月経過していると推定されます。
身元不明につき遺体は 火葬に付し、遺骨は保管しています。
心当たりの方は坂井市社会福祉課まで申し出てください。
平成27年12月11日 福井県 坂井市長
H271122 福井県越前町沖 木造船・遺体9体（271209読売）
■官報 平成27年（2015）12月18日
【男性1】本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20〜40歳前後の男性。身長約160cm、尺骨と足部の白骨 死体、着衣、所持品なし。
【男性2】本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20〜40歳前後の男性。身長約160cm、頭部と左上腕骨の 白骨死体、着衣、所持品なし。
【男性3】本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20〜40歳前後の男性。身長約165cm、腰部と下肢がない 白骨死体、着衣、所持品なし。
【男性4】本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20〜40歳前後の男性。身長約165cm、両上肢と腰部がない 白骨死体、着衣、所持品な
し。
【男性5】本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20〜40歳前後の男性の白骨死体。身長約165cm、着衣は 黒色ボクサーパンツ、所持品
なし。
【男性6】本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20〜40歳前後の男性の白骨死体。身長約180cm、着衣は 赤色ブリーフ、所持品なし。
【男性7】本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20〜40歳前後の男性。身長約170cm、腰部がない白骨死体、 着衣、所持品なし。
上記7人の遺体は、平成27年11月24日午後3時20分、北緯36度47.10分、東経135度24.70分 付近海上にて発見された座礁木造
船を福井港北埠頭2号岸壁に搬送し陸揚げした船内にて 発見され、死後1〜3ヶ月経過していると推定されます。
【男性1】本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20〜40歳前後の男性。身長約165cm、頭部と下半身の白骨 死体、着衣は黒色ジャージ
ズボン、紺色股引、黒色ボクサーブリーフ、黒色靴下、所持品なし、 死後3ヶ月以上（推定）。
【男性2】本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20〜40歳前後の男性。身長約170cm、腰部と大腿骨のみの 白骨死体、着衣は緑色長ズ
ボン、黒色ベルト、黒色ジャージズボン、灰色ハーフパンツ、赤色 ボクサーブリーフ、所持品なし、死後1〜3ヶ月（推定）。
上記2人の遺体は、平成27年11月22日午後3時30分頃、北緯36度47.10分、東経135度24.70分 付近海上にて発見された。上記
9人の遺体は、身元不明につき遺体は火葬に付し、遺骨は保管しています。心当たりの方は 坂井市社会福祉課まで申し出てくださ
い。 平成27年12月18日 福井県 坂井市長
H271122 新潟県佐渡市沖 木造船（271209読売）
H271123 石川県輪島市沖 木造船の一部（271209読売）
H2711 石川県輪島市沖木造船3隻・遺体10体（産経ニュース・ TBS動画ニュースサイト・毎日新聞11月28日）
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H271202 兵庫県美方郡新温泉町沖 木造船の一部（271209読売）
H121202 新潟県佐渡市岩首 木造船・遺体1体
■官報号外第10号 平成28年（2016）1月18日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30歳〜40歳前後の男性、身長168cm、着衣は救命胴衣、黒色タートルネックセーター、長袖シャ
ツ、黒色スウエットズボン、黒色ボクサーブリーフを着用
上記の者は、平成27年12月2日 佐渡市岩首109番地先豊岡漁港岩首地区岸壁で引揚げた木造船内から遺体で発見、死後3〜6か
月経過していると推定されます。
遺体は火葬に付し、遺骨は当市の真楽寺に保管してありますので、心当たりの方は、当市社会福祉課まで申し出てください。 平成
28年1月18日 新潟県 佐渡市長 甲斐 元也
※平成27年（2015）12月2日 新潟県佐渡市の岩首漁港沖でハングルが船体に書かれた転覆している木造船が見つかった。 海上保
安本部は2日、船内から成人とみられる1遺体を発見したと明らかにした。先月には石川県輪島市沖でも3隻の木造船から10人の遺体
が見つかっていた。第9管区海上保安本部（新潟）は2日、新潟県佐渡市の岩首漁港沖で11月14日にハングルが船体に書かれた木造
船が転覆しているのが見つかり、船内から成人とみられる1遺体（上下黒の衣服を身に着けていた）を発見したと明らかにした。ま
た、リュックサックには、故金正日総書記の肖像バッジが入っていた。9管によると、木造船は長さ約13メートル、幅約3メートル
で、船体は黒ずんでいた。発見時は荒天で調査が困難だった為、佐渡市が2日に陸に引き上げた。 （記事出典：新潟・佐渡 - 産経
ニュース 遺体の衣類についての出典： News i - TBSの動画ニュースサイト リュックサックについての出典：毎日新聞 2012
年11月28日記事）
H271206 青森県下北郡佐井村長後牛滝漁港 木造船（529-63434 船内にハングルの書かれた救命胴衣）・遺体4体（271207・
1209読売東京朝刊）
■官報号外第6号 平成28年（2016）1月12日
1．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢10歳代半ば〜後半の男性、身長158cm、着衣は、黒色ジャンバー、長袖シャツ、白色半袖シャ
ツ、灰色ズボン、下ズボン、パンツ（「SHENG XING」の記載あり）、黒色靴下（「BOLO」の記載あり）、靴（右、ひも付き、靴
裏「25．0」の表記）、死因は不詳
2．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20歳代後半〜30歳代の男性、身長163cm、着衣は、ジャンバー、作業服（上衣）、半袖シャ
ツ、青色合羽（下衣）ズボン（タグに「L」、「MAID IN DPR KOREA3101 0300」の表記あり）、茶色ベルトに（「OK
SAJIALEAT HER GOOD」の表記あり）、ズボン、下ズボン、灰色パンツ、死因は不詳
3．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢50歳代前後以上の中高年男性、身長166cm、着衣は、茶褐色ジャンバー （タグに「DPR
KOREA」の表記あり）、シャツ、緑色半袖シャツ、オーバーズボン、ズボン、パンツ、靴下（「FASHION」の刺繍あり）、長靴
（「MADE IN CHINA」の表記あり、正面に「DONFENLU」の表記あり、靴裏に「0」の表記あり）、死因は不詳
4．本籍・住所・氏名不詳、30〜40歳代前後の中年男性、身長165cm、腋部に約10cmの瘢痕があり、着衣は、合羽（上衣、「大
漁」の表記及鯨のマークあり）、ジャンバー、迷彩柄上衣、セーター、合羽 （下衣、「大漁」の表記及鯨のマークあり）、ズボン、
迷彩柄ズボン（茶色ベルトのバックルに星3個及び 動物の絵が記載）、下ズボン、黒色パンツ、ゴム手袋（「999」の表記あり）、
靴下、長靴（靴裏に「25」の 表記あり）、死因は不詳
以上4遺体は、平成27年12月6日午前10時52分頃 青森県下北郡佐井村大字長後字牛滝屋敷裏1番地所在の水産物荷捌き施設 佐
井漁協牛滝支所から北東約60メートルの地点に陸揚げされた木造船「529−63434」船内にて発見されたものである。
身元不明のため、当村で火葬に付し、遺骨を保管しておりますので、心当たりの方は当村役場住民福祉課福祉・健康推進係までお申
し出ください。平成28年1月12日 青森県 佐井村長 樋口 秀視
H271207 石川県金沢市沖 木造船（271209読売）
■■■■■■■平成28年（2016）■■■■■■■
H280520 青森県下北郡風間浦村易国間桑畑漁港近く 木造船（長さ約6.7m幅約1.5m 左舷船首部分にハングル）（280522読
売青森版）
H280605 青森県むつ市大畑町大畠漁港沖 木造船（全長約9m幅約2.3m 船体に海藻が付着 右舷船首部分にハングル）
（280607読売青森版）
H280716 山口県長門市青海島 男性1名上陸し青海大橋を渡って本土側仙崎で身柄確保。本人証言は「本人は「３日前に北朝鮮・
清津市を出発し、15日午後9時ごろに知人の木造船で日本の海域に到達後、ポリタンクにつかまって海に飛び込み漂流。16日午前6
時ごろに仙崎港に上陸した」
H2801017 青森県西津軽郡深浦町沖（十二湖駅近くの岸壁に引航） 木造船（281018読売青森版）
H2801018 青森県下北郡佐井村沖 木造船（長さ12m ズック、手袋、靴下など）（281029読売青森版他）
H2801029 青森県下北郡佐井村牛滝漁港 木造船（長さ6.2m幅2.53m）（281029読売青森版）
H2801030 青森県つがる市七里長浜 木造船（長さ16.2m幅4m 船首に赤色数字 船内にロープや網）（281101読売青森版）
H280122 京都府舞鶴市小橋 木造船（北朝鮮5000ウォン紙幣2枚、漁具など）・遺体9体
■官報号外第15号 平成29年（2017）1月25日
1．本籍・住所・氏名不詳、推定50歳〜60歳の男性、残身長125センチメートル、着衣及び所持品無し

12 / 34

上記の者は、京都府舞鶴市字小橋の海岸に漂着した転覆木造船及び付近海底から揚収した死体等（人骨のようなものを含む）を、
平成28年12月2日（金曜日）午後2時零分頃、京都府舞鶴市字長浜2001番地所在の海上保安学校航空支援センターにおいて照合
し、発見されたものです。
2．本籍・住所・氏名不詳、推定50歳以上の男性、残身長50センチメートル、着衣及び所持品は黒色のネックウォーマー
上記の者は、京都府舞鶴市字小橋の海岸に漂着した転覆木造船及び付近海底から揚収した死体等（人骨のようなものを含む）を、
平成28年12月2日（金曜日）午後2時零分頃、京都府舞鶴市字長浜2001番地所在の海上保安学校航空支援センターにおいて照合
し、発見されたものです。
3．本籍・住所・氏名不詳、推定50歳以上の男性、残身長80センチメートル、着衣及び所持品無し
上記の者は、京都府舞鶴市字小橋の海岸に漂着した転覆木造船及び付近海底から揚収した死体等（人骨のようなものを含む）を、
平成28年12月2日（金曜日）午後2時零分頃、京都府舞鶴市字長浜2001番地所在の海上保安学校航空支援センターにおいて照合
し、発見されたものです。
4．本籍・住所・氏名不詳、推定50歳以上の男性、残身長169センチメートル、着衣及び所持品は灰色タンクトップ、黒色ジャージ
ズボン、柄物パッチ、靴下
上記の者は、京都府舞鶴市字小橋の海岸に漂着した転覆木造船及び付近海底から揚収した死体等（人骨のようなものを含む）を、
平成28年12月2日（金曜日）午後2時零分頃、京都府舞鶴市字長浜2001番地所在の海上保安学校航空支援センターにおいて照合
し、発見されたものです。
5．本籍・住所・氏名・年齢不詳の男性、残身長161センチメートル、着衣及び所持品は黒色ズボン、茶色ズボン、黒色ズボン、黒色
パッチ、赤色パンツ、靴下（片足）、黒色ゴム長靴
上記の者は、京都府舞鶴市字小橋の海岸に漂着した転覆木造船及び付近海底から揚収した死体等（人骨のようなものを含む）を、
平成28年12月2日（金曜日）午後2時零分頃、京都府舞鶴市字長浜2001番地所在の海上保安学校航空支援センターにおいて照合
し、発見されたものです。
6．本籍・住所・氏名不詳、推定50歳以上の男性、残身長168センチメートル、着衣及び所持品は緑色コート （ボタン電池様4個、
鉛片2個含む）、黒色ベスト、黒色ハイネックセーター、紺色長袖シャツ、黒色長袖シャツ、緑色タンクトップ、茶色ズボン、茶色パッ
チ、紺色パッチ、柄物パッチ、柄物トランクス
上記の者は、京都府舞鶴市字小橋の海岸に漂着した転覆木造船及び付近海底から揚収した死体等（人骨のようなものを含む）を、
平成28年12月2日（金曜日）午後2時零分頃、京都府舞鶴市字長浜2001番地所在の海上保安学校航空支援センターにおいて照合
し、発見されたものです。
7．本籍・住所・氏名・年齢不詳の男性、残身長120センチメートル、着衣及び所持品は茶色ズボン、黒色ズボン、黒色パッチ、黒色
パンツ、黒色靴下（片足）
上記の者は、京都府舞鶴市字小橋の海岸に漂着した転覆木造船及び付近海底から揚収した死体等（人骨のようなものを含む）を、
平成28年12月2日（金曜日）午後2時零分頃、京都府舞鶴市字長浜2001番地所在の海上保安学校航空支援センターにおいて照合
し、発見されたものです。
8．本籍・住所・氏名・年齢不詳の男性、残身長147センチメートル、着衣及び所持品は茶色ズボン、黒色ズボン、黒色ジャージズボ
ン、黒色パッチ、柄物パンツ、靴下
上記の者は、京都府舞鶴市字小橋の海岸に漂着した転覆木造船及び付近海底から揚収した死体等（人骨のようなものを含む）を、
平成28年12月2日（金曜日）午後2時零分頃、京都府舞鶴市字長浜2001番地所在の海上保安学校航空支援センターにおいて照合
し、発見されたものです。
9．本籍・住所・氏名不詳、推定30歳〜50歳の男性、残身長156センチメートル、着衣及び所持品は靴下（片足）
上記の者は、京都府舞鶴市字小橋の海岸に漂着した転覆木造船及び付近海底から揚収した死体等（人骨のようなものを含む）を、
平成28年12月2日（金曜日）午後2時零分頃、京都府舞鶴市字長浜2001番地所在の海上保安学校航空支援センターにおいて照合
し、発見されたものです。以上9件、遺体は火葬に付し、遺骨は至徳寺に安置しております。心当たりのある方は、当市福祉部福祉
援護課まで申し出てください。 平成29年1月25日 京都府 舞鶴市長 多々見 良三
H281212 新潟県佐渡市願 遺体1体
■官報号外第16号 平成29年（2017）1月26日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20〜40歳前後の男性、身長170cm位、体格中肉、着衣、所持金品なし
上記の者は、平成28年12月12日午前8時55分頃、佐渡市願303番地の旅荘先海岸て発見され、死後1〜3ヶ月以上経過していると
推定されます。遺体は火葬に付し、遺骨は当市の真楽寺に保管してありますので、心当たりの方は、当市社会福祉課まで申し出て下
さい。 平成29年1月26日 新潟県 佐渡市長 三浦基裕
H281219・20 佐渡市羽茂小泊海岸 木造船2隻・遺体4体
■官報号外第16号 平成29年（2017）1月26日
1．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30〜50歳前後の男性、身長164cm、着衣は紺色ノースリーブシャツ、下衣は茶色ももひき、
紺色靴下着用
2．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20〜30歳前後の男性、身長165cm、着衣は上衣なし、下衣は黒色ボクサーパンツ （4XLのタ
グ）、赤色ボクサーパンツ（MENとの黒色刺繍）着用、救命胴衣1着と釣り道具一式の絡まりあり
3．本籍・住所・氏名不詳、年齢不詳の男性（推定）、胸骨体に付着した肋軟骨（骨片1片）、着衣なし
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4．本籍・住所・氏名不詳、年齢不詳の男性（推定）、身長160〜170cm（推定）右下腿部及び右足部1本（1片）、着衣なし
上記1〜4のいずれも所持金品なし
上記1、及び2の者は、平成28年12月19日午後2時45分頃、3、及び4の者は、平成28年12月20日午前9時 10分頃、佐渡市羽茂
小泊地内の海岸に漂着した木造船内から遺体で発見され、死後2〜4ヶ月前後経過していると推定されます。遺体は火葬に付し、遺骨
は当市の真楽寺に保管してありますので、心当たりの方は、当市社会福祉課まで申し出てください。 平成29年1月26日 新潟県
佐渡市長 三浦基裕
■■■■■■■平成29年（2017）■■■■■■■
H290101 新潟県糸魚川市筒石 木造船の一部
H290106 新潟県上越市柿崎区 木造船
H290106 福井県三方郡美浜町菅浜弁天崎南1キロ 木造船（船体にハングルのような文字 船内にエンジンの一部とドラム缶）
（290106読売大阪朝刊）
H290106 石川県志賀町赤崎 遺体1体
■官報 平成29年（2017）2月28日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20歳〜50歳位の男性。残存部全長約120cmの下半身のみ、着衣はビニール製透明 カッパズボン、
緑色カッパ（海藻が付着したもの）、紺色カッパズボン、茶色長ズボン（裾部に星マークが入った ボタン付きのもの）、鼠色ス
ウェットズボン（FASHIONと記載のタグ付き）、鼠色股引、紺色ボクサーパンツ （GB等と記載のもの）、紺色靴下、所持品は菓子
の包装フィルム（ナイロン製、ハングル文字で飴と記載）1枚、 紐1本、輪ゴム1本（全て茶色長ズボンの右ポケット内に在中）。
上記の遺体は、平成29年1月6日午後3時10分頃、志賀町赤崎ハ〇〇番地〇〇 〇〇方から南西方図測240mの岩場において 発見され
ました。推定死亡日時は平成28年11月10日頃で、死亡の場所及び死因は不明。身元不明のため、平成29年2月3日 火葬に付し、遺
骨は志賀町富来地頭町8の162番地本光寺に安置してあります。心当たりの方は、当町健康福祉課まで申し出てください。平成29年
2月28日 石川県 志賀町長
H290107 福井県小浜市犬熊 木造船
H290207 島根県隠岐郡隠岐の島町神尾 木造船
H290211 石川県金沢市 木造船
H290215 京都府京丹後市間人 木造船
H290215 京都府舞鶴市瀬崎海岸 木造船
H290228 福井県三方郡美浜町 遺体1体
■官報号外 第70号 平成29年（2017）3月31日 抜粋
本籍・住所・氏名不詳、年齢30歳〜40歳位の男性、身長163ｃｍ、死後1〜2ヶ月程度経過と推定、オレンジ色救命胴衣、茶色セー
ター、赤色マフラー、灰色半袖シャツ、白色軍手、黒色ズボン、黒色ももひき、紺色靴下、赤色パンツ、バッジ 上記の者は平成29
年2月28日美浜町所在の舟通埼灯台から真方位257度10ｋｍ付近海上で発見されました。身元不明のため火葬に付し遺骨は保管して
います。心当たりの方は、美浜町住民環境課まで申し出てください。 平成29年3月31日 福井県 美浜町長 山口 治太郎
H290308 島根県隠岐郡隠岐の島町油井 木造船
H290314 石川県輪島市門前町 木造船の一部
H290315 福井県あわら市松波 遺体1体（日本人ないし他国人の可能性あり）
■官報号外第150号 平成30年（2018）7月10日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20〜40歳代の男性、身長164.5cm、所持金品、着衣なし 上記の者は、平成29年3月15日に福井
県あわら市松波地籍の砂浜波打ち際で発見されたもので、平成29年2月頃死亡と推定される。身元不明につき遺体は火葬に付し、遺
骨は堺地区広域連合代官山斎苑に保管してあります。心当たりの方は、当市福祉課まで申し出てください。 平成30年7月10日 福
井県あわら市長 佐々木康男
H290318 石川県羽咋郡宝達志水町 木造船（長さ約5m幅約1.5m 船尾の白い板にハングル）
H290321 石川県輪島市深見町鵠巣公民館北東300m海岸 遺体1体（日本人ないし他国人の可能性あり）
■官報号外第179号 平成30年（2018）8月14日
本籍・住所・氏名・年齢不詳の女性、左体幹外側、腰部、大腿部等に皮膚が残存し概ね白骨化した状態 上記の者は、平成30年3月
21日午前11時頃、石川県輪島市深見町65部33番地1所在の鵠巣公民館から北東方図側300メートルに位置する海岸で発見されまし
た。死亡年月は平成30年3月上旬頃と推測されます。 身元不明のため、遺体は火葬に付し、遺骨は保管してありますので、心当た
りの方は当市福祉事務所まで申し出てください。 平成30年8月14日 石川県輪島市長 梶文秋
H290322 石川県羽咋市寺家町 木造船
H290328 京都府京丹後市 木造船
H290417 石川県輪島市門前町吉浦 猿山岬灯台真方位336度53.2ｍ 年齢・性別不詳白骨化頭蓋骨
■官報号外第121号 平成30年（2018）6月6日

14 / 34

本籍・住所・氏名・年齢・性別のいずれも不詳、下顎骨欠く完全白骨化頭蓋骨 上記の者は、平成29年4月17日午後9時50分頃、石
川県輪島市門前町吉浦サル山1番3所在の猿山岬灯台から真方位336度53.2メートル付近の海上で発見されました。死後3か月以上経
過していると推定されます。身元不明のため、遺体は火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は、当市福祉事務所まで
申し出てください。 平成30年6月6日 石川県 輪島市長 梶 文秋
H290428 秋田県男鹿市入道崎灯台西300m 木造船（長さ約10m幅約5m）・遺体1体
■官報号外第271号 平成29年（2017）12月14日
1、本籍・住所・氏名不詳、全長約95センチメートルの一部白骨化した下半身のみの部分死体、司法解剖結果（男性、50〜60歳代
前後、身長150センチメートル前半程度と推定）
上記の者は、平成28年11月19日午前11時30分頃、秋田県男鹿市男鹿中浜間口字岡杭54番地所在の渡辺八太郎方から北東方向約95
メートル地点の砂浜上において発見されました。
遺体は火葬に付し、遺骨は本市洞泉寺に保管しております。
お心当りの方は、本市福祉事務所までお申し出ください。
2、本籍・住所・氏名・年齢不詳・男性、40歳から60歳代前後、身長163センチメートル、中肉中背、茶色フード付きジャンパー、
茶色長袖作業服、迷彩柄長袖シャツ、紺色長袖シャツ、紺色Tシャツ、迷彩柄ズボン（バックルに星柄がついたベルト付き）、紺色
ズボン、黒色靴下、紺色パンツ、所持品 金日成の肖像画の描かれた紙幣5000ウォン12枚、ハングル文字が書かれた紙幣5000ウォ
ン1枚、ハングル文字が書かれた紙幣1000ウォン2枚、中国人民銀行紙幣50元1枚、中国人民銀行紙幣10元1枚
上記の者は、平成29年4月28日午前7時40分頃 秋田県男鹿市北浦入道崎字昆布浦2番14所在の入道崎灯台から真方位257度295
メートル付近海域において発見されました。遺体は火葬に付し、遺骨は本市洞泉寺に保管しております。お心当たりの方は本市福祉
事務所までお申し出ください。 平成29年12月14日 秋田県 男鹿市長 菅原広二
H290501 北海道函館市函館港 木造船の一部
H290502 新潟県佐渡市石名地区 木造船
H290601 新潟県佐渡市鷲崎地内 木造船
H290626 兵庫県香住町余部海沖 木造船（「0제16749」と記載）遺体1体
■官報号外第155号 平成29年（2017）7月19日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢27〜30歳位の男性、身長168cm位、体格中肉、着衣等は、紺色ズボン、茶色ズボン、灰色ズボン、
茶色下着、黒色靴下、黒色ジャンバー、茶色シャツ、紺色上着、黒色タンクトップほか
上記の者は、平成29年6月26日午後1時36分頃、兵庫県美方郡香美町香住区余部所在の余部埼灯台から北東 約38キロメートル付
近海域において、漂流する木造船の船内から発見されました。身元不明のため、遺体は火葬に付し、 遺骨は当町の通玄寺に保管して
ありますので、心当たりの方は、香美町福祉課まで申し出てください。 平成29年7月19日 兵庫県 香美町長 浜上勇人
H290710 青森県外ヶ浜町平舘漁港 木造船（引き上げて船内捜索中に爆発・異臭で作業していた男性1名病院で手当）
H290731 島根県隠岐郡隠岐の島町福浦 木造船の一部
H290809 島根県隠岐郡西ノ島町三度埼 木造船
H290906 青森県西津軽郡深浦町大間越 木造船
（日本人ないし他国人の可能性あり）9月9日 七尾市沖 遺体1体
■官報号外第47号 平成30年（2018）3月7日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢60歳から80歳代の男性、身長160cm、着衣は紺色長袖シャツ、白色半袖シャツ、紺色ズボン、
灰色トランクス 蒸気の者は平成29年9月9日午前6時25分頃、石川県七尾市下佐々並町ソ129地先に所在する下佐々波港防波堤灯
台から真方位114度2.5海里付近海上において発見されました。死亡推定日時は平成29年6月頃、死因等は不詳です。遺体は火葬に付
し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は当市健康福祉部福祉課までお申し出下さい。平成30年3月7日 石川県七尾市長 不
嶋豊和
H290925 北海道室蘭市東町 木造船の一部
H291107 新潟県佐渡市羽茂三瀬地区 木造船（長さ13.7m幅3.7m 「888-88879」の数字記載）
H291115 秋田県西400キロ沖（大和堆北方EEZ外）転覆した木造船 3名救助
H291116 秋田県西沖（大和堆）木造船 遺体4体
H291116 秋田県にかほ市金浦字岡の谷地金浦漁港南防波堤 木造船1隻（船体に数字とハングルのような文字）
H291116 石川県輪島市門前町皆月の海岸 頭部及び両上肢が欠損し一部白骨化した男性遺体
■官報号外第121号 平成30年（2018）6月6日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30歳から50歳、頭部及び両上肢が欠損し一部白骨化した男性 上記の者は平成29年11月16日午
前11時20分頃、石川県輪島市門前町皆月二の32番地曲師方先の海岸で発見されました。死亡年月は平成28年8月から9月頃と推定
されます。身元不明のため、遺体は火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は、当市福祉事務所まで申し出てくださ
い。 平成30年6月6日 石川県 輪島市長 梶 文秋
H2901119 青森県北津軽郡中泊町小泊 木造船（長さ8.7m） 船体にハングル表記
H2901120 青森県西津軽郡深浦町大間越 木造船（長さ12.6m 「913185」の数字記載。スクリューやエンジンが残っていた）
周辺で救命胴衣6個発見
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H291121 山形県鶴岡市暮坪海岸鈴漁港と暮坪漁港の間お食事処「浜屋」南側 木造船（長さ約10m） 船体にハングルや
「89829」の数字が記載
H291123 新潟県佐渡市南片辺 木造船（長さ約10m幅約2m 船体にハングルと数字が記載 エンジン 周辺から漁網やイカ釣
り針、防寒具など）
H291123 秋田県由利本荘市マリーナ 木造船（長さ20m） プレートにハングルで「チョンジン」と記載。生存者8名 内2名が
近くの民家に行ってインターフォンを鳴らしたことで上陸が分かる（従って検疫を受けずに上陸した。証拠品である船はマリーナに
係留していたが県警が見失い、後に破片の一部を回収。
H291124 秋田県男鹿市湯の尻 湯の尻漁港付近 木造船（11月15日に能登半島沖で漂流が確認された船）
H291125 新潟県佐渡市藻浦崎 木造船の一部（「88737」の記載）・遺体1体
■官報 平成29年（2017）12月22日
本籍・住所・氏名不詳。推定年齢20〜40歳前後の男性。身長170cm（全身腐敗、一部白骨化）、黒色スウェット様衣類、黒色ス
ウェット様ズボン（タグFASHING）、黒色ボクサーパンツ（タグ3MAIX）、黒色靴下、黄土色靴下着用、所持品なし。
上記の遺体は、平成29年11月25日佐渡市北片辺地内の藻浦崎公園付近海岸にて発見され、死後1〜3か月前後経過していると推定
されます。遺体は火葬に付し、遺骨は当市の真楽寺に保管してありますので、心当たりの方は、当市社会福祉課まで申し出てくださ
い。 平成29年12月22日 新潟県 佐渡市長
H291125 新潟県佐渡市石花 遺体1体
■官報号外第11号 平成30年（2018）1月19日
1．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20〜40歳前後の男性、身長約150cm、着衣は黒色ゴム製ひも
2．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20〜40歳前後の男性、身長約164cm、着衣は黒色ゴムひも、赤色ボクサーパンツ
3．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢40〜50歳前後の男性、身長約180cm、着衣は茶色ジャンパー、青色ハイネッセーター、灰色
長袖シャツ、半袖シャツ
4．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30〜40歳前後の男性、身長約162cm、着衣なし
上記1〜4のいずれも所持金品なし
上記1の者は、平成29年11月25日 佐渡市石花1290番地2先の海岸、2の者は、平成29年11月30日佐渡市北片辺地内藻浦崎公
園付近の海岸、3及び4の者は、平成29年12月2日佐渡市江積781番地先の海岸にて遺体で発見され、1〜4のいずれも死後約1〜3か
月前後経過していると推定されます。遺体は火葬に付し、遺骨は当市の真楽寺にて保管してありますので心当たりの方は、当市社会
福祉課まで申し出てください。 平成30年1月19日 新潟県 佐渡市長 三浦 基裕
H291126 秋田県男鹿市宮沢 宮澤海水浴場 木造船（長さ約14m幅約3.2m 船首付近に「556-60756」と記載）・遺体8体（白
骨化）・北朝鮮製たばこ等
※二七日の入道崎の八遺体との関係確認
H291127 秋田県男鹿市北浦入道崎 8遺体
■官報号外 第277号 平成29年（2017）12月21日
１．本籍・住所・氏名不詳、推定30歳から50歳代の男性、身長162センチメートル、迷彩柄シャツ、紺色シャツ2着、白色Ｔシャツ、
迷彩柄ズボン、黒色ズボン下2着、黒色パンツ、黒色靴下
上記の者は、平成29年11月27日午前8時35分頃、秋田県男鹿市北浦入道崎字昆布浦2番14所在の入道崎灯台から真方位80度10海
里付近海域において発見されました。 遺体は火葬に付し、遺骨は本市洞泉寺に保管しております。 お心当たりの方は、本市福祉
事務所までお申し出ください。
２．本籍・住所・氏名不詳、推定30歳から50歳代の男性、身長162センチメートル、黒色セーター、白色トレーナー、紺色シャツ、
白色Ｔシャツ、手袋（右手のみ）、黒色ズボン、白色ズボン下、黒色ズボン下、紺色パンツ、黒色靴下
上記の者は、平成29年11月27日午前8時40分頃、秋田県男鹿市北浦入道崎字昆布浦2番14所在の入道崎灯台から真方位80度10海
里付近海域において発見されました。 遺体は火葬に付し、遺骨は本市洞泉寺に保管しております。 お心当たりの方は、本市福祉
事務所までお申し出ください。
３．本籍・住所・氏名不詳、推定30歳から50歳代の男性、身長157センチメートル、黒色トレーナー、紺色シャツ、白色Ｔシャツ、
紺色ズボン、紺色パンツ、ハングル文字が記載された紙幣1枚、手帳様のもの1個、詩編1枚
上記の者は、平成29年11月27日午前8時55分頃、秋田県男鹿市北浦入道崎字昆布浦2番14所在の入道崎灯台から真方位80度10海
里付近海域において発見されました。 遺体は火葬に付し、遺骨は本市洞泉寺に保管しております。 お心当たりの方は、本市福祉
事務所までお申し出ください。
４．本籍・住所・氏名不詳、推定30歳から50歳代の男性、身長160センチメートル、黒色セーター、黒色シャツ2着、灰色ランニン
グシャツ、茶色ズボン、黒色ズボン3着、青色パンツ、黒色靴下、ハングル文字が記載された紙片1枚、ライト1個
上記の者は、平成29年11月27日午前9時27分頃、秋田県男鹿市北浦入道崎字昆布浦2番14所在の入道崎灯台から真方位80度10海
里付近海域において発見されました。 遺体は火葬に付し、遺骨は本市洞泉寺に保管しております。 お心当たりの方は、本市福祉
事務所までお申し出ください。
５．本籍・住所・氏名不詳、推定30歳から50歳代の男性、身長164センチメートル、黒色トレーナー、黒色シャツ、灰色ランニン
グシャツ、黒色ネックウオーマー、黒色ズボン2着、黒色パンツ、黒色靴下
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上記の者は、平成29年11月27日午前9時39分頃、秋田県男鹿市北浦入道崎字昆布浦2番14所在の入道崎灯台から真方位80度10海
里付近海域において発見されました。 遺体は火葬に付し、遺骨は本市洞泉寺に保管しております。 お心当たりの方は、本市福祉
事務所までお申し出ください。
６．本籍・住所・氏名不詳、推定30歳から50歳代の男性、身長170センチメートル、黒色ボタンシャツ、黒色ジャケット、黒色セー
ター、黒色シャツ、黒色ランニングシャツ、黒色ズボン2着、黒色パンツ、黒色靴下、男性が描かれたバッジ1個、白色チューブ様容
器1個、紫色ライター1個
上記の者は、平成29年11月27日午前9時59分頃、秋田県男鹿市北浦入道崎字昆布浦2番14所在の入道崎灯台から真方位80度10海
里付近海域において発見されました。 遺体は火葬に付し、遺骨は本市洞泉寺に保管しております。 お心当たりの方は、本市福祉
事務所までお申し出ください。
７．本籍・住所・氏名不詳、推定20歳から40歳代の男性、身長163センチメートル、灰色シャツ、灰色ランニングシャツ、救命胴衣
様のオレンジ色布、迷彩柄ズボン、茶色ズボン、灰色ズボン、黒色ズボン、黒色パンツ、黒色靴下（片方）、手袋
上記の者は、平成29年11月27日午前10時20分頃、秋田県男鹿市北浦入道崎字昆布浦2番14所在の入道崎灯台から真方位80度10海
里付近海域において発見されました。 遺体は火葬に付し、遺骨は本市洞泉寺に保管しております。 お心当たりの方は、本市福祉
事務所までお申し出ください。
８．本籍・住所・氏名不詳、推定30歳から50歳代の男性、身長155センチメートル、茶色ズボン、黒色ズボン、黒色ショートパンツ、
赤色パンツ、黒色靴下
上記の者は、平成29年11月27日午前10時33分頃、秋田県男鹿市北浦入道崎字昆布浦2番14所在の入道崎灯台から真方位80度10海
里付近海域において発見されました。 遺体は火葬に付し、遺骨は本市洞泉寺に保管しております。 お心当たりの方は、本市福祉
事務所までお申し出ください。
H291221 秋田県 男鹿市長 菅原 広二
H291126 北海道松前郡松前町小浜 木造船の一部（船首部分長さ4m 黒く塗られ数字のようなもの記載）
H2901126ないし27 青森県西津軽郡深浦町艫作（へなし）椿山展望台西200m 木造船（船首部分に「2093」の数字が記載）
H291127 石川県羽咋郡志賀町西海 木造船の一部
H291127 石川県羽咋市 木造船
H291127 石川県珠洲市三崎町小泊沖 漂流船（長さ12m幅2.5m 船内に「264軍部隊 軍船」と記載された紙片）
H2901127 青森県下北郡佐井村 木造船（長さ12.3m幅3.6m 船首に115489 エンジン付き 後部は一部破損するも櫓はほぼ
原型） サイズ24センチ男物革靴（ヒールの高いシークレットブーツ様のもの）と英文の書かれたジャケット
H291128 北海道松前郡松前町松前小島 木造船（長さ約10m 「朝鮮人民軍第854部隊」との記載）・生存者10名
H291128 石川県輪島市舳倉島沖 漂流船2隻 11月30日乗組員21名が北朝鮮僚船に救助される。
H291128 石川県羽咋市滝町沖 遺体1体
■官報号外第118号 平成30年（2018）6月1日
本籍・住所・氏名・ン民層・体格・性別不詳、年齢50歳以上と推定、白骨化した骨盤、着衣及び所持品なし 上記の者は平成29年
一一月218日午前6時頃、石川県羽咋市鳴滝町沖に於いて発見。死後1年以上経過と推定。死因は不詳。身元不明のため火葬に付し、
遺骨は保管してあります。心当たりの方は、当市市民福祉部健康福祉課まで申し出て下さい。 平成30年6月1日 石川県羽咋市
町 山辺芳
H29113日 新潟県佐渡市藻浦崎 遺体1体
■官報 平成30年（2018）1月19日
【男性3】本籍・住所・氏名不詳。推定年齢20〜40歳前後の男性。身長約164cm、着衣は黒色ゴムひも、赤色ボクサーパンツ。所
持金品なし。上記の遺体は、平成29年11月30日佐渡市北片逗地內藻浦嫡公園付近の海岸にて遺体で発見され、死後約1〜3か月前後
経過していると推定されます。
H291201 青森県西津軽郡深浦町森山海岸 木造船（長さ約10m幅約2.4m）
H291201 新潟県佐渡市両津湾 木造船
H291201 山形県鶴岡市鼠ヶ関マリーナ 木造船の一部
H29122 新潟県佐渡市小木江積海岸 木造船（長さ約9.8m幅約2.3m）・遺体2体
■官報 平成30年（2018）1月19日
【男性1】本籍・住所・氏名不詳。推定年齢30〜40歳前後の男性。身長約162cm、着衣なし上記1.〜4.のいずれも所持金品なし【男
性2】本籍・住所・氏名不詳。推定年齢40〜50歳前後の男性。身長約180cm、着衣は茶色ジャンパー、青色ハイネッセーター、灰
色長袖シャツ、半袖シャツ。所持金品なし。上記2人の遺体は、平成29年12月2日佐渡市江積781番地先の海岸にて遺体で発見さ
れ、いずれも死後約1〜3か月前後経過していると推定されます。
H2912月2 秋田県山本郡八峰町八森岩館付近海岸 木造船（ハングルの書かれたバケツ）・遺体1体
H2901202 山形県鶴岡市米子漁港 木造船（長さ10m弱・大破した状態）・遺体3体（2体は船の近く・1体は米子漁港区域内海
面を漂流・2体の衣服に金日成バッジ）
H2901203 青森県西津軽郡深浦町大字追良瀬字塩見山平地内の海岸 遺体1体
■ 官報号外第21号 平成30年（2018）1月31日
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1．本籍・住所・氏名不詳、推定40〜50歳代を中心とする中年齢層の男性、身長172センチメートル、着衣及び所持品等なし、死因
は不詳 上記の者は、平成29年12月3日午前10時30分頃、青森県西津軽郡深浦町大字追良瀬字塩見山平地内の海岸（JR五能線追良
瀬駅から北方約700メートル付近）において、散歩中の方が発見した。遺体は、平成30年1月15日ふかうら斎苑において、火葬し、
大字深浦字尾上山41番地 深浦霊園内に無縁仏として遺骨を保管してあるので、心当たりの方は深浦町役場町民課まで申し出てくだ
さい。 平成30年1月31日 青森県 深浦町長 吉田 満
H2912月0日 新潟県柏崎市西山町石地付近 木造船の一部
H291204日 新潟県長岡市寺泊大和田 木造船
H291204 新潟県新潟市西蒲区角田浜沖 木造船
H2901204 山形県鶴岡市鼠ヶ関沖 遺体3体
■官報号外第11号 平成30年（2018）1月19日
1．本籍・住所・氏名・年齢不詳、性別男性、身長165センチメートル、死亡時期不明、衣服及び救命胴衣着用、一部白骨化した死
体 上記の者は、平成29年12月4日午前7時2分頃、鶴岡市鼠ヶ関字興屋41番所在 鼠ヶ関灯台から真方位27．7度10．14キロ
メートル付近海上にて漂流しているところを発見された。遺体は身元不明のため当市において火葬に付し、遺骨を仮安置しておりま
す。お心当たりのある方は、当市健康福祉部福祉課までお申し出ください。
2．本籍・住所・氏名・年齢不詳、性別男性、身長163センチメートル、死亡時期不明、一部白骨化した死体 上記の者は平成29年
12月4日午前8時22分頃、鶴岡市鼠ヶ関字興屋41番所在の鼠ヶ関灯台から真方位28度10．39キロメートル付近の暮坪海岸砂浜にて
黒色長袖セーターと救命胴衣等を着用し、うつ伏せ状態で漂着したところを発見された。遺体は身元不明のため当市において火葬に
付し、遺骨を仮安置しております。お心当たりのある方は、当市健康福祉部福祉課までお申し出ください。
3．本籍・住所・氏名・年齢不詳、性別男性、身長155センチメートル前後、死亡時期不明、衣服及び救命胴衣着用、一部白骨化し
た死体
上記の者は、平成29年12月4日午前8時26分頃、鶴岡市鼠ヶ関字興屋41番所在の鼠ヶ関灯台から真方27．8度10．39キロメート
ル付近海上にて漁網等に絡まった状態で漂流しているところを発見された。遺体は身元不明のため当市において火葬に付し、遺骨を
仮安置しております。お心当たりのある方は、当市健康福祉部福祉課までお申し出ください。 平成30年1月19日 山形県 鶴岡市
長 皆川 治
H290124 秋田県にかほ市金浦字赤石赤石浜海水浴場 木造船の一部（大小様々な木片が散乱、ハングルの書かれたバケツ、缶
詰）・遺体1体
H291204 秋田県にかほ市飛（飛びのくずれ） 木造船の一部（船底部分と思われる板状の残骸）
H291204 青森県西津軽郡深浦町北金ヶ沢 木造船（12日に遺体→別記）
H291205 新潟県佐渡市高千漁港 木造船（幅約3.1m）
H291205 新潟県新潟市 木造船漂流（ブロックに衝突し大破）・遺体2体
H291205 山形県鶴岡市マリーンパーク鼠ヶ関 木造船の一部（庄内ブルーリボンの会）
H291205 青森県西津軽郡深浦町大字風合瀬字砂子川 遺体1体
■官報・号外第21号 平成30年（2018）1月31日
2．本籍・住所・氏名不詳、推定50〜60歳代を中心とする中年齢層、身長167センチメートル、着衣及び所持品等無し、死因は不詳
遺体は、平成29年12月5日午前10時30分頃、青森県西津軽郡深浦町大字風合瀬字上砂子川144番地1 道の駅ふかうらかそせいか
焼き村から北西方向約60メートルの海岸において、散歩中の方が発見した。遺体は、平成30年1月16日ふかうら斎苑において、火
葬し、大字深浦字尾上山41番地1 深浦霊園内に無縁仏として遺骨を保管してあるので、心当たりの方は深浦町役場町民課まで申し
出てください。 平成30年1月31日 青森県 深浦町長 吉田 満
H291206 青森県西津軽郡深浦町入良川河口付近 木造船（「915430」と記載）
H291207 秋田県男鹿市五里合漁港北100m砂浜 木造船（長さ7.9m幅2.1m高さ1.2m 「913300」と記載）・遺体2体（野石
字五明光砂浜）
H291207 秋田県山本郡三種町 木造船1隻（ハングル表記のライフジャケット）
H291207 秋田県秋田市向浜 遺体1体
■官報号外第18号 平成30年（2018）1月30日
本籍・住所・氏名不詳の男性、年齢30〜50歳代、身長162cm、黒色フード付ジャンパー、黒色柄付セーター、迷彩柄ズボン（ハン
グル文字が表示された黒色ベルト付）を着用
上記の者は、平成29年12月7日、秋田県秋田市向浜二丁目地先所在の秋田港旧南防波堤灯台から真方位242度19．8海里付近海域
でオレンジ色救命浮環を体に装着した状態で発見されました。 死亡日時は、死後1ヶ月程度と推定されます。 遺体は、身元不明のた
め、当市で火葬に付し、遺骨を保管しております。お心当たりの方は、秋田市役所福祉総務課まで申し出てください。平成30年1月
30日 秋田県 秋田市長 穂積 志
H291207 新潟県佐渡市北狄（きたえびす）地区海岸 木造船・遺体3体
■官報 平成30年（2018）1月26日
【男性1】本籍・住所・氏名不詳。推定年齢20〜30歳前後の男性。身長171cm、着衣は黒色セーター（サイズXL）、灰色ランニン
グシャツ、黒色ズボン（右前ポケット内に肌色ストッキング）、黒色ベルト（バックル裏面中国語表記）、黒色股引、紺色パンツ、
黒色靴下。所持金品なし。（中略）佐渡市両津大川字姫崎1257番地所在の姫崎灯台から真方位95度、6,000m付近海上にて遺体で
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発見され、死後1〜3か月程度経過していると推定されます。【男性2】本籍・住所・氏名不詳。推定年齢20〜40歳前後の男性。身
長178cm（全身腐敗、一部屍蝋化）、着衣なし。所持金品なし。 平成29年12月9日佐渡市岩谷口86番地から北西約33m先の海岸
にて遺体で発見され、死後1〜2か月前後経過していると推定されます。【男性3】本籍・住所・氏名不詳。推定年齢50〜60歳前後
の男性。身長177cm、（全身腐敗、一部屍蝋化）、着衣は紺色ズボン、黒色トランクス。所持金品なし。 平成29年12月8日佐渡
市北狄718番地から北東図測540mの海岸にて遺体で発見され、死後1〜2か月前後経過していると推定されます。3遺体は火葬に付
し、遺骨は当市の真楽寺にて保管してありますので心当たりの方は当市社会福祉課まで申し出てください。平成30年1月26日 新潟
県 佐渡市長
H291207 新潟県佐渡市和木沖 木造船・遺体1体
H291207 福井県坂井市三国町サンセットビーチ 木造船の一部
H291207 山形県鶴岡市マリーンパーク鼠ヶ関 木造船の一部（庄内ブルーリボンの会）
H291208 新潟県佐渡市水津漁港 木造船の一部（幅約2.8m）・後に男性の遺体1体発見
H291208 石川県珠洲市長橋町 木造船の一部（後に流出し2月22日珠洲市大谷町海岸に漂着）
H291208 にかほ市金浦字赤石赤石浜海水浴場 遺体1体（下半身のみ、12月4日の木造船との関連は不明）
H291209 石川県珠洲市笹波町 遺体1体（一部白骨化し性別不明 死後数か月 セーター、シャツ着用
■官報号外第135号 平成30年（2018）6月22日 本籍・住所・氏名不詳、推定年齢40歳から60歳位の男性、着衣は紺色セー
ター、所持金品無し 上記の者は、平成29年12月9日午前8時5分頃、石川県珠洲市笹波町地内の海岸で発見されました。推定死亡
年月日は平成29年9月頃で、死因は海上での溺死と推定されます。身元不明のため火葬に付し、遺骨は保管してありますので、心当
たりの方は、当市福祉課までお申し出ください。 平成30年6月22日 石川県 珠洲市長 泉谷満寿裕
H291209 新潟県村上市府屋海岸 木造船
H291209 新潟県佐渡市岩谷口海岸 遺体1体
■官報 平成30年（2018）1月26日
【男性2】本籍・住所・氏名不詳。推定年齢20〜40歳前後の男性。身長178cm（全身腐敗、一部屍蝋化）、着衣なし。所持金品な
し。 平成29年12月9日佐渡市岩谷口86番地から北西約33m先の海岸にて遺体で発見され、死後1〜2か月前後経過していると推定
されます。
H291209 新潟県佐渡市姫崎沖 遺体1体
■官報 平成30年（2018）1月26日 【男性1】本籍・住所・氏名不詳。推定年齢20〜30歳前後の男性。身長171cm、着衣は黒
色セーター（サイズXL）、灰色ランニングシャツ、黒色ズボン（右前ポケット内に肌色ストッキング）、黒色ベルト（バックル裏面
中国語表記）、黒色股引、紺色パンツ、黒色靴下。所持金品なし。 （中略）佐渡市両津大川字姫崎1257番地所在の姫崎灯台から
真方位95度、6,000m付近海上にて遺体で発見され、死後1〜3か月程度経過していると推定されます。
291210 山形県鶴岡市堅苔沢海岸新五十川トンネル北側出口近く 遺体1体（上半身のみ）
■官報号外第29号 平成30年（2018）2月13日
1．本籍・住所・氏名・年齢・性別不詳、死亡時期不明、紺色長袖タートルネッ
クセーター、紺色Ⅴネックセーター、黒色手袋（右手のみ）、下半身が欠損した死体 上記の者は平成29年12月10日午前8時20分
頃、鶴岡市堅苔沢字葭浦8番地1号所在の東北地方建設局堅苔沢無線中継局 北東方図測180m先海岸岩場に漂着しているところを発
見された。 遺体は、身元不明のため当市において火葬し遺骨を仮安置しております。心当たりのある方は、当市健康福祉部福祉課
まで申し出てください。 平成30年2月13日 山形県 鶴岡市長 皆川 治
H291210 新潟県佐渡市石名沖 木造船（幅約3m）
H291212 新潟県柏崎市荒浜 木造船・遺体2体 遺体は白骨化しており、服や身の回りの物も無かった。船はその後産業廃棄物と
して処理。白骨化した遺体は火葬後、無縁仏として埋葬。
■官報号外第3号 平成30（2018）1月9日 1．本籍・住所・氏名不詳、推定20〜40歳代の男性、身長約174cm、着衣上衣黒色
長袖セーター、緑色ベスト、黒色半袖Tシャツ、白色タンクトップ、下衣緑色ヤッケズボン、黒色ジャージ、黒色ズボン、黒色パンツ
上記の者は、平成29年12月12日午前8時20分頃、柏崎市荒浜1丁目2番22号から西方約300mの海岸に漂着した木造船内で発見さ
れました。死亡年月日は発見時から1〜3ヶ月前と推測。死亡場所は不明、死因も不明です。 2．本籍・住所・氏名不詳、推定20〜
40歳代の男性、身長約166cm、着衣上衣無し、下衣緑色ヤッケズボン様、紺色股引、黒色パンツ 上記の者は、平成29年12月12
日午前9時55分頃、柏崎市荒浜2丁目2番24号から北西方約120mの海岸で発見されました。死亡年月日は発見時から1〜3ヶ月前と
推測。死亡場所は不明、死因も不明です。
以上2件、遺体は身元不明のため、平成29年12月18日火葬に付し、遺骨を柏崎市墓
園内の納骨堂に収蔵・保管していますので、心当たりの方は、柏崎市市民生活部環境政策課まで申し出てください。 平成30年1月
9日 新潟県 柏崎市長 櫻井 雅浩
H291212 新潟県村上市沖 木造船
H291212 青森県西津軽郡深浦町十二湖海浜公園 木造船（「912358」と記載）
H291212 新潟県佐渡市宿根木 木造船の一部
H291212 青森県西津軽郡深浦町北金ヶ沢千畳敷橋付近海上 遺体3体（12月4日の漂着船が岩にぶつかって破損し中から流れ出た
ものと思われる）
■官報号外第11号 平成30年（2018）1月19日 1．本籍・住所・氏名不詳、推定30歳代から40歳代前後の中年齢層の男性、身
長170センチメートル前後（推定）、体格中等、着衣及び所持品等無し、下腿部脱落、死因は不詳 上記の者は、平成29年12月12
日午前7時00分頃、青森県西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢字榊原所在の住民が、自宅の窓から海上模様を見ていたところ、前面の海岸
から沖合約15メートルの海域に漂流しているところを発見された死体2体のうちの1体。 遺体は平成29年12月26日ふかうら斎苑
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において、火葬し、大字深浦字尾上山41番地1深浦霊園内に無縁仏として遺骨を保管してあるので、心当たりの方は深浦町役場町民
課まで申し出てください。 2．本籍・住所・氏名不詳、推定50歳代から60歳代前後の中高年齢層の男性、身長158センチメートル、
体格中等、ズボン（緑色、Melnowと表記）、股引（紺色、タグ有り）、パンツ（表面が灰色と赤色のチェック柄、裏面が黒色、タ
グあり）、救命胴衣（橙色及び灰色布付き）、腹巻の切れ端、所持品は無し、死因は不詳
上記の者は、平成29年12月12日午前
7時00分頃、青森県西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢字榊原所在の住民が、自宅の窓から海上模様を見ていたところ、前面の海岸から沖
合15メートルの海域に漂流しているところを発見された死体2体のうちの1体。 遺体は平成29年12月28日ふかうら斎苑において、
火葬し、大字深浦字尾上山41番地1深浦霊園内に無縁仏として遺骨を保管してあるので、心当たりの方は深浦町役場町民課まで申し
出てください。 3．本籍・住所・氏名不詳、推定20歳代から40歳代前後の若ないし中年齢層の男性、身長160センチメートル後半
から170センチメートル前後（推定）、体格中等、着衣及び所持品等無し、頭部一部欠損、左前腕部脱落、死因は不詳
上記の者
は、平成29年12月12日午前7時00分頃、青森県西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢榊原所在の住民が宅地先の千畳敷橋付近の海域で上記
1及び2の死体2体を発見。通報を受けた警察官が発見現場に急行したところ、午前8時30分頃、通報のあった死体2体とは別の死体
が付近海域に漂流しているのを発見した。 遺体は平成29年12月25日ふかうら斎苑において、火葬し、大字深浦字尾上山41番地1
深浦霊園内に無縁仏として遺骨を保管してあるので、心当たりの方は深浦町役場町民課まで申し出てください。 平成30年1月19
日 青森県 深浦町長 吉田 満
H291212〜13 石川県羽咋市 木造船の一部
H291213 山形県遊佐町吹浦西浜海岸周辺 遺体1体
H291213 山形県鶴岡市鼠ヶ関マリーナ 木造船の一部
H291213 秋田県潟上市出戸浜海水浴場付近 木造船・遺体2体
■官報号外第6号 平成30年（2018）1月12日
1．本籍・住所・氏名不詳、 推定年齢50歳から70歳代の男性、身長162センチメートル、紺色カッパ上下、黒色系作業服、長袖ト
レーナー、タンクトップ、黒色ズボン、ベルト、ジャージズボン、スウェットズボン、ズボン下、パンツ、靴下 2．本籍・住所・氏
名不詳、推定年齢50歳から70歳代の 男性、身長163センチメートル、黒色ジャンパー、長袖トレーナー、ベスト、長袖シャツ、半
袖シャツ、腹巻き、ネックウォーマー、ビニールカッパ上下、黒色カッパ下衣、紺色ズボン、黒色ズボン、ズボン下、パンツ、ベル
ト、スニーカー、靴下
上記1、及び2の者は、平成29年12月13日の午後2時3分頃、秋田県潟上市天王字浜山地内の海岸で打ち
上げられた木造船内から発見されました。 遺体は火葬に付し、遺骨は当市開得寺に保管しております。お心当たりの方は、当市福祉
事務所まで申し出てください。 平成30年1月12日 秋田県 潟上市長 藤原 一成
H291213 秋田県男鹿市北浦入道崎灯台南約2km 木造船（長さ7m幅1.9m）
H291213 秋田県秋田市浜田 遺体1体
■官報号外第18号 平成30年（2018）1月30日
本籍・住所・氏名・年齢不詳の男性、身長176cm、体格中肉、ノースリープシャツ、緑色レインウェア下衣、茶色ズボン、黒色ナイ
ロンズボンを着用、オレンジ色ひも1本、白色ウキ1個、ハングル文字が印刷された紙片を所持
上記の者は、平成29年12月13日、
秋田市立浜田小学校の南南西約600メートルに位置する秋田市浜田地内の砂浜上で発見されました。死亡日時は、死後数ヶ月経過と
推定されます。遺体は、身元不明のため、当市で火葬に付し、遺骨を保管しております。お心当たりの方は、秋田市役所福祉総務課
まで申し出てください。 平成30年1月30日 秋田県 秋田市長 穂積 志
H291213 新潟県村上市瀬波温泉海岸 木造船（「632-90452」と記載）
H291213 新潟県胎内市松浜海岸 木造船
H291214 秋田県秋田市雄物川河口近く 木造船2隻・遺体6体
■官報号外第27号 平成30年（2018）2月8日
1．本籍・住所・氏名・人相不詳、30歳から50歳代程度の男性、身長152cm、青色セーター、灰色ズボン着用 2．本籍・住所・
氏名・人相不詳、30歳から50歳代程度の男性、身長160cm、上下黒色雨衣着用
3．本籍・住所・氏名・人相不詳、30歳から50歳代程度の男性、身長162cm、上下力一キ色雨衣着用
上記1から3の者は、平成29年12月14日、秋田市向浜2丁目地先所在の秋田旧南防波堤灯台から真方位165度7km付近海域に漂着し
た木造船内で発見されました。死亡日時は死後数ヶ月経過と推定されます。
4．本籍・住所・氏名・人相不詳、30歳から50歳代程度の男性、身長171cm、黒色セーター、黒色ズボン着用 5．本籍・住所・
氏名・人相不詳、30歳から50歳代程度の男性、身長169cm、黒色ジャケット、黒色及び濃緑色雨衣着用 上記4の者は、平成29年
12月14日、および5の者は、平成29年12月18日、秋田市向浜2丁目地先所在の秋田旧南防波堤灯台から真方位164度6．6km付近
海域に漂着した木造船内で発見されました。死亡日時は、死後数ヶ月経過と推定されます。遺体は、身元不明のため、火葬に付し、
遺骨を保管しております。 お心当たりの方は、秋田市役所福祉総務課まで申し出てください。 平成30年2月8日 秋田県 秋田市
長 穂積志
H291214 青森県西津軽郡深浦町白神浜 遺体1体 木造船の一部
■官報号外第11号 平成30年（2018）1月19日 5．本籍・住所・氏名不詳、推定20歳代から30歳代前後の男性、身長173センチ
メートル、体格中等、着衣及び所持品等無し、死因は不詳 上記の者は、平成29年12月14日午前11時10分頃、青森県西津軽郡深
浦町大字大間越字白神浜所在のNTT東日本大間越交換所地先付近海岸において、警察官が平成29年11月20に漂着した木造船の状況
確認を実施していたところ、死体1体を発見した。 遺体は平成29年12月28日ふかうら斎苑において、火葬し、大字深浦字尾上山
41番地1深浦霊園内に無縁仏として遺骨を保管してあるので、心当たりの方は深浦町役場町民課まで申し出てください。平成30年1
月19日 青森県 深浦町長 吉田 満
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H291214 新潟県長岡市寺泊郷本海岸 木造船・人骨5本
■官報号外第12号 平成30年（2018）1月22日
本籍・住所・性別・氏名等不詳
上記の者は、平成29年12月15日午前7時30分頃、長岡市寺泊郷本地内の海岸砂浜に漂着してい
た木造船内で白骨化した左上腕骨、左橈骨、左尺骨、左脛骨、左腓骨、衣類の切れ端がロープに巻き付いた状態で発見されました。
死亡後数ヶ月から数年前後と推定されます。身元不明のため、遺体は火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は、当市
福祉保健部生活支援課まで申し出てください。 平成30年1月22日 新潟県 長岡市長 磯田 達伸
H291214 新潟県佐渡市鵜ノ瀬鼻沖 木造船（全長約13.5m幅約3m）
H291214 （日本人ないし他国人の可能性あり） 新潟県村上市瀬波温泉 遺体1体
■官報号外61号 平成30年（2018）3月22日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢40歳代前後の男性、身長177cm、灰色ニットズボン、紺色トレーナーを着用 上記の者は、平成29
年12月14日午前10時20分、新潟県村上市瀬波温泉の海岸で発見され、死後1〜2か月経過していると推定されます。身元不明のた
め火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は、村上市福祉課まで申し出て下さい。 平成30年3月22日 新潟県村上市
長髙橋芳邦
H291214〜15 石川県羽咋市志賀町 木造船の一部
H291214 石川県金沢市打木町 遺体1体
■官報号外103号 平成30年（2018）5月15日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20歳代から40歳代の男性、残存身長163cm、着衣は救命胴衣（オレンジ色）2着、青色ジャン
パー、黒色七分袖Tシャツ、灰色肌着、灰色スパッツ、黒色チェック柄トランクス 上記の者は、平成29年12月14日午後3時35分、
石川県金沢市打木町西338番地から北西方向へ図側280m地点の砂浜上において、海岸沿いを歩いていた付近住民により発見されま
した。 身元不明のため遺体は火葬に付し、遺骨は当市で保管しています。心当たりの方は、当市福祉局生活支援課まで申し出て下
さい。 平成30年5月15日 石川県金沢市長 山野之義
H291215 石川県金沢市金沢港沖 木造船
H291215 新潟県佐渡市下相川 木造船（長さ約13m幅約3m 岩場で大破したがそれ以前はイカを干すヤグラや集魚灯の一部も
残っていた）
H291215 青森県下北郡佐井村津鼻崎南 木造船（船首に「567-66341」）1週間前の漂流時には船全体の形があったがその後時
化で崩壊し海岸に各部分が海岸に漂着）
H291215 青森県西津軽宮深浦町大字舮作字鍋石
■官報号外第11号 平成30年（2018）1月19日
4．本籍・住所・氏名不詳、推定40歳代から50歳代前後の中年齢層の男性、身長164センチメートル、体格中等、着衣及び所持品無
し、死因は不詳
上記の者は、平成29年12月15日午前9時30分頃、青森県西津軽郡深浦町大字舮作字鍋石226番地所在のJR五能
線ウェスパ椿山駅から西方450メートル付近の海岸において、散歩中の方が死体を発見した。 遺体は平成29年12月27日ふかうら
斎苑において、火葬し、大字深浦字尾上山41番地1深浦霊園内に無縁仏として遺骨を保管してあるので、心当たりの方は深浦町役場
町民課まで申し出てください。 平成30年1月19日 青森県 深浦町長 吉田 満
H12月15日 山形県鶴岡市五十川海岸手打ちそば「売虎庵」裏の海岸 遺体1体（付近に長靴や救命胴衣も）
■官報号外第29号 平成30年（2018）2月13日
2．本籍・住所・氏名・年齢不詳、性別男性、身長164cm、死亡時期不明の死体 上記の者は、平成29年12月15日午前11時頃、鶴
岡市五十川字真砂沢47番地1所在のそば処売虎庵から北方約84m先海岸岩場に着衣なしでうつ伏せ状態で漂着したところを発見され
た。 遺体は、身元不明のため当市において火葬し遺骨を仮安置しております。心当たりのある方は、当市健康福祉部福祉課まで申
し出てください。 平成30年2月13日 山形県 鶴岡市長 皆川 治
H291216 石川県羽咋市千里浜インター付近 木造船の一部
H291216 青森県深浦町田野沢 木造船（「547-66205」と記載）
H291217 石川県珠洲市 木造船の一部
H291218 新潟県佐渡市鷲崎沖 木造船
H291218 山形県鶴岡市湯野浜海岸 木造船（長さ10m弱）
H291219 秋田県にかほ市飛字餅田海岸 木造船・遺体2体
H291219 石川県羽咋郡志賀町 漂流船（海保は発見できず）
H291219 石川県輪島市剣地 剣地駐在所西100ｍ砂浜 頭部、両上肢、両下肢が欠損し一部白骨化した男性遺体
■官報号外第121号 平成30年（2018）6月6日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30歳から50歳、頭部、両上肢及び両下肢が欠損し一部白骨化した男性遺体 上記の者は、平成29
年12月19日午後3時50分頃、石川県輪島警察署剣地駐在所から西方図測100ｍの砂浜上で発見されました。死亡年月は平成29年9
月頃と推定されます。身元不明のため、遺体は火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は、当市福祉事務所まで申し出
てください。 平成30年6月6日 石川県 輪島市長 梶 文秋
H291220 石川県羽咋郡志賀町 富来漁港（西海漁港） 木造船
H291229 石川県羽咋郡宝達志水町北川尻 遺体1体
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■官報号外第127号 平成30年（2018）6月13日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30歳から50歳代の男性、推定身長約16cm内外、残存部全長130cmの下半身のみ、所持金品はな
し 上記の者は、平成29年12月20日、石川県羽咋郡宝達志水町北川尻ム126番地から西北製図側360m先の砂浜上において発見さ
れました。死亡推定日時は平成29年9月から10月頃で、死因は不明。身元不明のため遺体は火葬に付し、遺骨は保管してあります。
お心当たりの方は、当町住民課までお申し出下さい。 平成30年6月13日 石川県宝達志水町長 寶達典久
H291220 秋田市新屋 遺体1体
■官報号外第29号 平成30年（2018）2月13日
本籍・住所・氏名不詳、30歳から50歳代程度の男性、身長163cm、着衣・所持品なし、前脛下部及び上腹部に手術痕あり
上記
の者は、平成29年12月20日、秋田県立秋田技術専門学校から南西側約500メートルの場所に位置する秋田市新屋字砂奴寄地内の砂
浜上で発見されました。
高度に死後変化が進行し、眼球なども欠損している状態であり、死亡日時は、死後数ヶ月経過と推定されます。遺体は、身元不明の
ため、火葬に付し、遺骨は保管しております。お心当たりの方は、秋田市役所福祉総務課まで申し出てください。 平成30年2月13
日 秋田県 秋田市長 穂積 志
H2901221 石川県輪島市舳倉島 頭蓋骨のみ
■官報号外第121号 平成30年（2018）6月6日（１〜３は前に記載）
４、本籍・住所・氏名・年齢・性別の何れも不詳、頭蓋骨のみ 上記の者は、平成29年12月21日午後3時30分頃、石川県輪島警察署
舳倉駐在所から南西方図測800メートルに位置する岩場上で発見されました。死後3か月以上経過していると推定されます。 ５、本
籍・住所・氏名・年齢・性別不詳の白骨死体 上記の者は、平成30年2月1日午後0時頃、石川県輪島警察署舳倉駐在所から南西方図
側700メートルに位置する海岸及びその付近で発見されました。死後5か月以上経過していると推定されます。 以上5件、身元不明
のため、遺体は火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は、当市福祉事務所まで申し出てください。
平成30年6月6日 石川県 輪島市長 梶 文秋
H291221 新潟県佐渡市関岬 木造船（長さ11.6m幅2.75m 船首にハングル表示）
H291221 新潟東港沖18キロ 木造船
H291221 新潟県岩船郡粟島浦村釜谷 木造船の一部（縦1.5m横1.2m）
H291221 青森県下北郡佐井村沖 木造船（転覆した状態で網にひっかかっていた 船尾に「0-세・98180단천」）・遺体4体（佐
井村資料には記載なし）佐井村資料には女性もののようなビニールと思われるバッグ、ライフジャケットなどが写っている。バッグ
の中身はタバコ、タオル、歯ブラシ、書類らしきものなど）
H291222 にかほ市象潟町小砂川小砂川漁港付近 木造船の一部（船体側面と思われる木片）
H291223 石川県羽咋郡志賀町 木造船（長さ約8.4m幅約2.2m 15日に金沢港沖を漂流していた船と同じ番号が船体に記載）
H291224 新潟県新潟市 新潟港沖12キロ 木造船（21日のものと同じ可能性あり）
H291224 山形県鶴岡市油戸海岸油戸南トンネル南側出口付近 大破した木造船・周辺に遺体4体
■官報号外第41号 平成30年（2018）2月28日
1．本籍・住所・氏名・年齢・性別不詳、死亡時期不明、着衣、所持品は無く、右前腕部外側にハングル文字の刺青があり、上顎前
歯に粗製なブリッジ様金具を施した治療痕がある一部白骨化した死体 上記の者は、平成29年12月24日の午前8時50分頃、鶴岡市
今泉字大久保558番1号先所在の荒崎灯台から真方位217．7度2．75キロメートル付近海岸にて漂着している所を発見された。遺体
は、身元不明のため当市において火葬し遺骨を仮安置しております。心当たりのある方は、当市健康福祉部福祉課まで申し出てくだ
さい。 2．本籍・住所・氏名・年齢・性別不詳、死亡時期不明、黒色ズボン、深緑色ズボン、紺色股引、黒色靴下（右足のみ）、
一部白骨化した死体 上記の者は、平成29年12月24日午前9時30分頃、鶴岡市今泉大久保558番1号先所在の荒崎灯台から真方位
217．7度2．75キロメートル付近海岸にて漂着している所を発見された。 3．本籍・住所・氏名・年齢・性別不詳、死亡時期不明、
茶色上衣、茶色の作業着が死体直下に脱げた状態で置かれていた、一部白骨化した死体 上記の者は、平成29年12月24日午前9時
30分頃、鶴岡市今泉大久保558番1号先所在の荒崎灯台から真方位217．7度2．751キロメートル付近海岸にて漂着している所を発
見された。 4．本籍・住所・氏名・年齢・性別不詳、死亡時期不明、着衣、所持品は無く、上顎前歯に粗製なブリッヂ様金具を施
した治療痕がある一部白骨化した死体 上記の者は、平成29年12月24日午前9時30分頃、鶴岡市今泉大久保558番1号先所在の荒
崎灯台から真方位217．7度2．82キロメートル付近海岸にて漂着している所を発見された。
遺体は、身元不明のため当市にお
いて火葬し遺骨を仮安置しております。心当たりのある方は、当市健康福祉部福祉課まで申し出てください。 平成30年2月28日
山形県 鶴岡市長 皆川 治
H291224 山形県酒田市浜中海水浴場周辺 遺体1体（星型マークがバックルに付いた布製ベルト）
■官報号外 第24号 平成30年2月5日
本籍・住所・氏名不詳、推定20歳代から40歳代の男性、身長169センチメートル、丸顔、中肉、発見時、バックルに星型が刻印さ
れた深緑色のベルト着用 上記の者は、平成29年12月24日の午前10時55分頃、山形県酒田市浜中字上村先、浜中海水浴場トイレ
棟北西方約100メートル先砂浜において発見されたもので、死亡より10日から2か月前後経過していると推定されます。 遺体は火
葬に付し、遺骨は仮安置しています。心当たりのある方は、当市福祉課まで申し出てください。 山形県 酒田市長 丸山 至
H291225 新潟県佐渡市羽茂大橋 木造船（長さ約10m、幅約2.2m）
H291225 新潟県佐渡市水津漁協南島240メートル付近海上 遺体1体
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■官報号外第22号 平成30年（2018）2月1日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30歳前後の男性、身長165〜170cm（一部白骨化、下半身のみ）黒色ズボン、黒色ズボン（ポケッ
ト部分が赤色）、黒色股引着用、所持金品なし
上記の者は、平成29年12月25日 佐渡市水津898番地所在の水津漁業協同組合
から南東方向240m付近海上にて、漂着木造船破片の撤去中に発見され死後2〜3か月程度経過していると推定されます。遺体は火葬
に付し、遺骨は当市の真楽寺に保管してありますので、心当たりの方は、当市社会福祉課まで申し出てください。 平成30年2月1
日 新潟県 佐渡市長 三浦 基裕
H291228 青森県下北君佐井村大字長後字長後佐井村漁協長後地区荷捌場付近海岸 木造船・遺体4体
■官報号外第18号 平成30年（2018）1月30日
1．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30歳代〜40歳代前後の中年齢層（推定）の男性、身長174cm、着衣は、黒色タートルネック
セーター、黒色長袖、茶色タンクトップ、黒色ズボン3本、赤色パンツ、茶色腹巻、黒色靴下（片方のみ）、所持品なし、死因は死
後変化高度につき不詳。 2．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30歳代〜40歳代前後の中年齢層（推定）の男性、身長160cm台半
ば前後、着衣は、黒色ズボン（ベルト付）、黒色ズボン、黒色パンツ、黒色靴下、所持品なし、死因は死後変化高度につき不詳 3．
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢40歳代〜50歳代前後の中年齢層（推定）の男性、身長166cm、着衣は、黒色上着、緑色上衣、緑
色長袖、黒色セーター、黒色ベルト、緑色Tシャツ、黒色ズボン、緑色ズボン2本、青色ズボン、赤色パンツ、黒色靴下、所持品胸バッ
チ、死因は死後変化高度につき不詳 4．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢40歳代〜50歳代前後の中年齢層（推定）の男性、身長
167cm、着衣は、黒色タートルネックセーター、茶色長袖シャツ、茶色Tシャツ、茶色タンクトップ、茶色パンツ、黒色腹巻、所持
品なし、死因は死後変化高度につき不詳
以上4遺体は、平成29年12月28日午前111時42分頃、青森県下北郡佐井村大字長後字
長後34−8所在の佐井村漁業協同組合長後地区荷捌場から真方位38度100メートル付近海岸陸揚げされた木造船内にて発見されたも
のである。身元不明のため、当村で火葬に付し、遺骨を保管しておりますので、心当たりの方は当村役場住民福祉課福祉・健康推進
係までお申し出ください。 平成30年1月30日 青森県 佐井村長 樋口 秀視
H291229 鳥取県鳥取市気高町奥沢見海岸 遺体1体（ハングルが書かれたタグのついた黒い長袖ジャージと長袖Tシャツ、ズボン
下着用。身長約170センチ、頭部はほぼ白骨化）
■官報号外第34号 平成30年（2018）2月20日
本籍・住所・氏名不詳、年齢40歳前後〜50歳前後の男性、身長約171cm,一部白骨化、遺留品は黒色長袖ジャージ、黒色長袖Tシャ
ツ、黒色ズボン下、水色トランクス、黒色靴下、青色アンクルウェイト（両足首部に装着）、着衣（靴下、アンクルウェイト以外）
の商品説明タグは全てハングル文字で表記
上記の者は、平成29年12月29日午前9時頃、鳥取市気高町奥沢見1333番地34から北東方約50mの海岸で、散歩中の男性に、海
岸に打ち上げられていた死体の状態で発見されました。死亡日時及び死因については高度腐敗状態であったため特定できませんでし
た。遺体は火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は、当市福祉部生活福祉課まで申し出てください。平成30年2月20
日 鳥取県 鳥取市長 深澤 義彦
H291229 新潟県新潟市西蒲区越前浜海岸 木造船の一部（長さ3m幅1.6m高さ1.43m 煙突あり）
H291231 秋田県由利本荘市西目町出戸浜 遺体1体
■官報号外第21号 平成30年（2017）1月31日
本籍・住所・氏名不詳、年齢30歳〜40歳代の男性、身長166cm、オレンジ色救命胴衣、緑色シャツ、フード付きベスト様、黒色ズ
ボン、靴下、パンツ、死亡年月日及び死亡原因不明（死後数ヶ月と推定） 上記の者は、平成29年12月31日午前9時10分頃、秋田
県由利本荘市西目町出戸字浜山地内の海岸で発見されたものであるが、身元不明のため火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当
たりの方は、当市健康福祉部福祉支援課まで申し出てください。 平成30年1月31日 秋田県 由利本荘市長 長谷部 誠
■■■■■■■■平成30年（2018）■■■■■■■■
H300102 新潟県村上市馬下（まおろし）地先海岸 木造船（長さ10.5m幅3.0m）
H300104 秋田県山本郡三種町釜谷浜海水浴場 木造船の一部（長さ約8.1m幅約2m 船底及びスクリュー）
H300104 新潟県佐渡市北田野浦 木造船の一部
H300104 新潟県柏崎市西山町大崎地先海岸 木造船の一部（船尾部分長さ1.9m幅1.9m）
H3001月04 秋田県山本郡三種町釜屋浜海水浴場南側 木造船の一部（船底部分長さ8.1m幅2.0m）
H300104 石川県羽咋郡志賀町 遺体1体（推定年齢30〜50歳・身長約164センチ・黒色系のジャンパーやシャツ、ズボン着用。
ハングルが書かれたタバコ、腕時計、電池、紙束などを所持。
■官報号外第62号 平成30年（2018）3月23日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30歳〜50歳位の男性、身長約164cm、着衣は黒色系ジャンパー、赤色ベスト、黒色長袖ベスト、
黒色長袖シャツ2着、黒色半袖Tシャツ、ビニール（腰に通されたもの）、こげ茶色長ズボン、黒色長ズボン、黒色パンツ、黒色ベル
ト、黒色靴下2足着用、所持品はボタン電池10個及びケース、ハングル文字が記載されたタバコ、腕時計、紙束等
上記の遺体は、
平成30年1月4日午前7時15分頃、志賀町上野ホ26番地石川県漁業協同組合志賀支所から南方図測150m先海岸線において発見され
ました。推定死亡日時は平成29年11月頃で、死亡の場所及び状況は不詳。身元不明のため、平成30年3月6日火葬に付し、遺骨は志
賀町高浜町ヌの10番地延命寺に安置してあります。心当たりの方は、当町健康福祉課まで申し出てください。平成30年3月23日 石
川県 志賀町長 小泉 勝
H300105 新潟県佐渡市相川鹿伏 木造船の一部
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H300105 石川県白山市沖 木造船（長さ約13m幅約3.5m 船首にハングル） その後不明
H300106 秋田県由利本荘市松ヶ崎漁港 木造船の一部（長さ4m幅約2m 白地に赤の数字）
H300107 京都府京丹後市網野町 木造船（長さ約10m幅約3m ハングルのような文字の書かれた板が付近に漂着）
H300107 新潟県佐渡市入桑漁港 木造船の一部
H300108 新潟県新潟市西蒲区間瀬海岸 木造船（長さ約5m幅約1.5m）
H300108 秋田県男鹿市野石申川海岸若美漁港南1km砂浜 木造船の一部（長さ約7m幅約1.9m船底とエンジン）
H3001月10日 石川県金沢市下安原町安原海岸 木造船（遺体から15mの距離 長さ16m幅高さともに3m 船尾にプロペラ 船
体にハングルや数字などの標記見つからず）・遺体1体（年齢不詳顔などの一部が白骨化。黒色のジャンパーと青色のズボンを着
用。身元や国籍の分かるものは身に着けていなかった）船内から16日7遺体発見 船首付近に4人、真ん中あたりに3人が折り重なる
ように倒れていた。セーターやトレーナーを着ており目立った外傷はなかった。 金日成と金正日の並んだバッジ1個）
■官報号外第87号 平成30年（2018）4月18日
1．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30歳代から50歳代の男性、残存身長154cm、着衣は黒色ジャンパー、黒色セーター等、所持
品は腕時計 上記の者は、平成30年1月10日午前11時35分、石川県金沢市安原町西701番地から北西方向へ図測500mの地点、下
安原町地内の海岸に転覆した木造船付近の砂浜上に漂着しているところを発見された。 2．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20歳
代から40歳代の男性、残存身長170cm、着衣は黒色半ズボン、青色トランクス、黒色靴下 上記の者は、平成30年1月15日午後2
時10分、石川県金沢市安原町西701番地から北西方向へ図測500mの地点、下安原町地内の海岸の砂浜上に漂着した木造船内で発見
された。 3．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢40歳代から50歳代の男性、残存身長171cm、右下腿半ばより末梢が失われ義足、
着衣はボーダー柄の長袖Tシャツ、青色ズボン、黒色ズボン、コルセット等
上記の者は、平成30年1月15日午後2時10分、石川
県金沢市安原町西701番地から北西方向へ図測500mの地点、下安原町地内の海岸の砂浜上に漂着した木造船内で発見された。
4．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢50歳代から60歳代の男性、残存身長172cm、着衣は黒色ジャケット、黒色ベスト、黒色ズボ
ン、茶系ズボン等
上記の者は、平成30年1月15日午後2時10分、石川県金沢市安原町西701番地から北西方向へ図測500mの地
点、下安原町地内の海岸の砂浜上に漂着した木造船内で発見された。
5．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20歳代から40歳代の男性、残存身長171．5cm、着衣は黒系ジャンパー、灰色トレーナー、黒
色ジャケット、茶色ズボン等、所持品は腕時計 上記の者は、平成30年1月15日午後2時10分、石川県金沢市安原町西701番地から
北西方向へ図測500mの地点、下安原町地内の海岸の砂浜上に漂着した木造船内で発見された。 6．本籍・住所・氏名不詳、推定
年齢40歳代から50歳代の男性、残存身長166．5cm、着衣は黒色ズボン2着、茶色股引、黒色靴下
上記の者は、平成30年1月15
日午後2時10分、石川県金沢市安原町西701番地から北西方向へ図測500mの地点、下安原町地内の海岸の砂浜上に漂着した木造船
内で発見された。 7．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30歳代から50歳代の男性、残存身長164．5cm、着衣は黒色・灰色セー
ター、えんじ色半袖Tシャツ、黒色ズボン、茶色ズボン等
上記の者は、平成30年1月15日午後2時10分、石川県金沢市安原町西701番地から北西方向へ図測500mの地点、下安原町地内の
海岸の砂浜上に漂着した木造船内で発見された。 8．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢20歳代から40歳代の男性、残存身長
169cm、着衣は茶色ズボン、黒色靴下
上記の者は、平成30年1月15日午後2時10分、石川県金沢市安原町西701番地から北西
方向へ図測500mの地点、下安原町地内の海岸の砂浜上に漂着した木造船内で発見された。
以上8件、身元不明のため遺体は火
葬に付し、遺骨は当市で保管しています。心当たりの方は、当市福祉局生活支援課まで申し出てください。平成30年4月18日 石川
県 金沢市長 山野 之義
H3001月03日 秋田県にかほ市象潟町川袋地内（釜ノ上） 遺体1体
■官報号外第22号 平成30年（2018）2月1日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30〜40歳代程度の男性、身長約160cm、着衣及び所持品なし
上記の者は、平成30年1月13日午前9時頃、秋田県にかほ市象潟町川袋字釜ノ上106番地4地先 西方約30メートルの砂浜におい
て一部白骨化した状態で発見されました。遺体は火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は、当市福祉事務所まで申し
出てください。平成30年2月1日 秋田県 にかほ市長 市川 雄次※300628調査時近くの家の奥さん「雪の中で烏が集まってつ
ついていたので何かと思ったら足が突きだしていた」
H300121 新潟県粟島八幡神社から200mの海岸 木造船の一部（船尾 長さ1.2m幅1.3mのコの字型 赤字でハングル2文字が書
かれていた）
H300124 石川県羽咋郡志賀町西海千ノ浦海岸 木造船（長さ8.15m幅1.9m高さ1m平底型 船体に白く614という番号記載
コールタールのようなもので塗装、傷み激しく長期間漂流したものと推定 近くに「10465료대」と書いた木片あり）
H300124 （北朝鮮との関連不明）福井県南越前町河野海水浴場 遺体1体
■官報号外第81号 平成30年4月11日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30〜50歳以上の男性、頭部、→前腕部、両下肢が一部欠損した残存部部全長123cmの胴体部分及
び→前腕部部、着衣及び所持品はなし 上記の者は平成30年1月24日午前7時35分頃、福井県南条郡南越前町河野第44号6番地から
南方頭側17m地点の河野海水浴場において死体ではっけんされました。 当町において荼毘に付し、遺骨は今庄斎場に安置していま
す。心当たりのある方は当町保健福祉課までお申し出下さい。 平成30年4月11日 福井県南越前町長 岩倉光弘
H30124 山形県鶴岡市湯野浜海岸海辺お宿「一久」近く 木造船（長さ5.45m幅1.5m）
H300128 石川県羽咋市新保町（志雄パーキングエリアの北約400m）木造船（長さ5.871m、幅1.87m 船体に黒い塗料。目
立った損傷なし ハングルと「9-964」の記載）
H300130 石川県羽咋郡志賀町大津、上野の境界近くの海岸 木造船の一部。不鮮明だが「3682370」と白い文字で船体に記載。
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H300131 山形県鶴岡市マリンパーク鼠ヶ関 木造船の一部
H300201 石川県輪島市舳倉島 海岸 年齢・性別不詳白骨死体
■官報号外第121号 平成30年（2018）6月6日
本籍・住所・氏名・年齢・性別不詳の白骨死体 上記の者は、平成30年2月1日午後0時頃、石川県輪島警察署舳倉駐在所から南西方
図測700メートルに位置する海岸及びその付近で発見されました。死後5ヶ月以上経過していると推定されます。身元不明のため、
遺体は火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は、当市福祉事務所まで申し出てください。 平成30年6月6日 石川
県 輪島市長 梶 文秋
H300202 石川県金沢港北西約64キロ沖 木造船。船体に文字や数字とみられる表記。
H300202 秋田県由利本荘市出戸字浜山の海岸（西目漁港北東1キロ） 木造船の一部（長さ4.5m幅約2.7m 船体に赤い字で
「556-60269」と記載
H300204 秋田県由利本荘市親川河口付近 木造船の一部（長さ約5.4m幅約1.9m 赤い数字のような文字が記載）
H300207 石川県輪島市名舟町海岸 木造船（長さ約5m幅約2m 「760-75200」と船体に記載）
H300209 石川県かほく市白尾海岸 木造船（船体に番号表記）
H300210 石川県羽咋郡志賀町 木造船2隻（1隻は海士崎灯台北500m、長さ約12m幅約2m 船首部分に「505-64271」の番号
記載があり1日に金沢港沖で発見された漂流船と思われる。もう1隻同灯台北約200m、長さ約5.4m幅1.5m 船尾破損 文字番号等
記載なし）
H300211 石川県加賀市美岬町漁協加賀支所から400m海岸 木造船（長さ約18m幅約5m 船首右舷に「504-66272」と記載）
（300212北國）
H300213 石川県羽咋市一ノ宮町一ノ宮海岸 木造船（長さ約7m幅約1.85m）（300214北國）
H300213 石川県羽咋市志賀町富来 遺体1体
■官報号外129号 平成30年（2018）6月15日
本籍・住所・氏名・年齢不詳の女性、残存身長154cm、着衣は上衣オレンジ色ライフジャケット、紫色ジャンパー、黒色長袖シャツ、
黄土色半袖セーター、ピンク色ブラジャー、下位黒色ズボン、赤色パンツ、黒色靴下、所持品無し 上記の者は、平成30年2月13日
午前10時15分頃、石川県羽咋郡志賀町富来七海1の28番地屋敷和正方から政府崩そう120mの海岸において発見されました。推定
死亡日時は平成29年11月〜12月頃で、死亡の場所は不明。死因は溺死。 身元不明のため、平成30年6月4日火葬に付し、遺骨は
志賀町高浜町ヌの10番地延命寺に安置してあります。心当たりの方は、当町健康福祉課まで申し出てください。 平成30年6月15
日 石川県志賀町長 小泉勝
H300213 石川県輪島市門前町池田海岸 木造船（長さ約4.35m幅約1.08m 船体にハングルと番号表記）（300214北國）
H300213 石川県羽咋郡志賀町西海千ノ浦海士崎灯台近くの海岸 木造船（長さ約5.6m幅約1.4m 船首と船尾にハングルと番号
表記）（300214北國）
H300213 秋田県男鹿市野石字五明光海岸三種町との境から南約1.3キロ 木造船（長さ約10.1m幅約2.1m高さ1m 船内にエン
ジンと漁網を巻き上げる機械 船体に「29488」とハングルの記載）
H300213 石川県羽咋郡志賀町富来七海 海岸 年齢不詳の女性遺体
■官報号外第129号 平成30年（2018）6月15日
本籍・住所・氏名・年齢不詳の女性、残存身長154ｃｍ、着衣は上衣オレンジ色ライフジャケット、紫色ジャンパー、黒色長袖シャ
ツ、黄土色半袖セーター、ピンク色ブラジャー、下衣黒色ズボン、赤色パンツ、黒色靴下、所持品なし 上記の者は、平成30年2月
13日午前10時15分頃、石川県羽咋郡志賀町富来七海1の28番地屋敷和正方から北西方図測120ｍの海岸において発見されました。
推定死亡日時は平成29年11月から12月頃で、死亡の場所は不明。死因は溺死。身元不明のため、平成30年6月4日火葬に付し、遺
骨は志賀町高浜町ヌの10番地延命寺に安置してあります。心当たりの方は、当町健康福祉課まで申し出てください。 平成30年6月
15日 石川県 志賀町長 小泉 勝
H301215 石川県羽咋郡志賀町百浦海岸 木造船（長さ9.7m幅約2.19m スクリューとエンジンあり）
H300220 石川県金沢市金沢港北西20キロ沖 木造船（長さ約6m幅約1.5m 船首に「4233」の記載）
H300211 石川県輪島市塚田長塚田橋付近の岩場 木造船（長さ5.75m幅1.83m 無動力船)(300222北国)
H300221 石川県輪島市門前町鹿磯漁港付近砂浜 木造船の一部（平底部長さ3.81m幅1.83m左舷側一部が残る プロペラ軸受け
部金属を確認。（300222北国）
H300222 石川県輪島市深見町海岸 木造船（全長10m幅2.65m 船尾にスクリュー）（300223北國）
H300224 秋田県能代市浅内字砂山海岸能代ロケット実験場南西約5キロ 遺体（北朝鮮との関連不明、一部白骨化した男性、身長
約165センチ、着衣や履き物はなかった）（300225秋田魁）
H300304 石川県内灘長内灘孝黄北西550m 遺体1体
■官報号外12号 平成31年（2018）1月22日
本籍・住所・氏名・年齢不詳の男性、下顎骨のみ、着衣及び慰留金品なし 上記の者は、平成30年3月4日午前10時頃、石川県河北
郡内灘町字千鳥台3丁目1番地石川県立内灘高等学校から北西方図側550メートル地点の砂浜上にて発見されました。死亡日時は不
明。 身元不明のため、遺体は火葬に付し、遺骨は当町に保管してありますので、心当たりの方は当町町民福祉部住民課まで申し出
てください。 石川県内灘町長 川口克則
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H300306 石川県輪島市名舟海岸 木造船の一部（全長4.5m幅2.2m遺留品は見つからず）（300307北國）
H300310 石川県羽咋郡志賀町大島（おしま）漁港南側約180m海岸 木造船の一部（最大長5.2m 赤い数字「5129-61247」
船首に日本製ゴムタイヤを使った緩衝材）（300311北國）
H300312 石川県羽咋郡志賀町安部屋海岸 ハングルと数字の書かれた木製標識・人民軍軍帽・究明浮輪（300313北國）
H300313 石川県金沢市内灘海岸 木造船の一部（船首部分 長さ2.1m コールタールのような塗料・範読できない文字が表記）
（300314北國）
H300327 青森県下北郡佐井村大字長後牛滝漁港沖定置網内
■官報 平成30年（2018）4月23日
本籍・住所・氏名不詳。 推定年齢50歳代〜60歳代を中心とする中年齢層（推定）の男性（推定）、全長90cm（下半身なし）、着
衣及び所持品なし、死後おおよそ半年ないし1、2年前後が経過していると推定、死因は死後変化高度につき不詳。
上記の者は、
平成30年3月27日午前9時零分頃、青森県下北郡佐井村大字長後字牛滝屋敷裏所在の牛滝漁港西防波堤灯台から真方位195度4.82海
里付近海域に設置してあった定置網内にて発見されたものである。 身元不明のため、当村で火葬に付し、遺骨を保管しておりますの
で、心当たりの方は当村役場住民福祉課福祉・健康推進係までお申し出ください。 平成30年4月23日 青森県 佐井村長
H300417 石川県珠洲市能登町布浦（ぬのうら）海岸 木造船（長さ6.1m、幅1.7m、深さ0.8m 船体にハングルや数字が記
載）。
H300516 北海道爾志郡乙部町 木造船の一部
H300531 青森県中泊町小泊漁港付近 木造船
H300711 石川県羽咋郡志賀町千鳥ヶ浜海岸 木造船（砂に半分埋まり見える範囲が全長3.5メートル幅1.8メートル）コールター
ルで塗装。
H300711 北海道松前郡松前町白神岬海岸から50m岩場 木造船（長さ約8m）
H3009 青森県東津軽郡外ヶ浜町 木造船（長さ約8.5m 船尾に「元山」エンジンが残りスクリューも着いたまま。黄色い子供服
の背にロープが結ばれロープのもう一方は船体につながれていた）
H300904 青森県北津軽郡中泊町小泊漁港沖 木造船（長さ約15メートル 船首部分に白色で「556-61536」と表記され、船尾
部分などが損壊。漁具とみられるロープなど エンジンとスクリューを結ぶパイプに布きれが詰め込まれていた。漂流する前からエ
ンジンや燃料タンクが外されていたと考えられる。エンジンルームは居住空間に改装され、シャツや長靴、手袋が残されていた）
H300920 北海道檜山郡上ノ国町トド川河口 木造船。「598-64800」の記載あり。
H300927 石川県志賀町大島海水浴場 木造船の一部（舵の軸を挿入する金属管あり）
H301005

北海道苫前郡羽幌町焼尻島白浜付近海岸岩場 木造船（長さ約10.6m幅約2.4ｍ 船体に赤色で数字とハングル表示。

H301014 新潟県新潟市沖 木造船（長さ約15m 船内からハングルの書かれた看板、中国製無線機、スピーカー、ヘッドライト
11月1日新潟港に引き上げ） 遺体1体（上半身の一部とほぼ白骨化した下半身 黒っぽいズボン）発見
H301021 北海道小樽市沖 木造船（長さ約10メートル幅約3メートル船首部分白地に赤の数字）・遺体1体（一部白骨化）
H301021 北海道小樽市沖 遺体1体（日本人ないし他国人の可能性あり）
■官報号外第256号 平成30年（2018）11月21日
本籍･住所。氏名不詳、身長約170cm、体重50kg、推定年齢30〜50歳の男性、着衣は茶色ジャケット、黒色セーター、青色セー
ター、白色Tshatu 、黒色パンツ、黒色靴下、遺留品等は釣り用のライト1個、手袋、ハングル文字が書かれた紙片3片、プラスティッ
ク製緑色キャップ1戸、プラスティック製橙色キャップ1個 上記の者は、平成309年10月21日午前7時25分頃、小樽市祝津3-240
に所在する日和山灯台から真方位35度、約8海里（約14,816ｍ）付近海域で発見された。死亡日時、死因は不詳。 身元不明のた
め遺体は火葬に付し、遺骨は小樽市葬祭場に保管してありますので心当たりの方は、当市福祉部相談室まで申し出て下さい。 平成
30年11月21日 北海道小樽市長 迫俊哉
H301029 北海道松前郡福島町岩部 木造船（ㅈ-세 912040 용암と記載）
H301030 北海道松前郡松前町 木造船（ㅈ-세912231）
H301101 北海道利尻郡利尻町沓形港北3キロ 木造船（長さ約10メートル幅2〜3メートル 船尾損失 数字記載）
H301101 北海道寿都郡寿都町歌棄町 木造船（長さ約11メートル幅約3メートル 白地に赤のハングルと数字）
H301102 青森県下北郡大間町 大間崎灯台から北約４キロ沖合 木造船（他に大間町奥戸地区の沖合でも、ほぼ沈んだ状態で漁
具に絡まる木造船と思われる船を１隻確認）
H301103 青森県東通村尻屋崎灯台沖 遺体1体
■官報号外第19号 平成31年（2019）1月31日
本籍･住所・氏名等不詳、推定年齢20歳代前後の男性、体格中肉中背、身長166センチメートル、着衣は茶色長袖ジャージ、紺色長
袖Tシャツ、灰色半袖Tシャツ。茶色ジャージズボン、黒色ズボン下、黒色トランクス、所持金品なし 上記の者は、平成30年11月3
日午前8時頃、青森県下北郡東通村大字尻や字尻屋崎1番地1所在の尻屋崎灯台から真方位219度、約530メートルの海岸で発見され
たものです。 遺体は当村が火葬に付し、遺骨は東通村大字蒲野沢字村中33番地の法輪寺に安置してありますので、心当たりの方は
当村税務住民課まで申し出て下さい。 平成31年1月31日 青森県東通村長 越善靖夫
H301105 北海道函館市志海苔漁港沖定置網 木造船（船首部3分の1脱落・長さ約6.7m）
H301105 北海道檜山郡上ノ国町 木造船（長さ約12m幅2.5〜3m ハングル表記）
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H301105 北海道苫前郡初山別村沖 木造船（長さ約12m幅2.5〜3m ハングル表記）
H301105 北海道苫前郡苫前町 木造船（長さ約12m幅2.5〜3m）
H301105 北海道二海郡八雲町熊石漁港沖 木造船の一部（船首部分約3ｍ 赤い文字でハングルと数字の記載
H301105 青森県下北郡大間町材木港付近岩場 木造船（奥戸漁港に陸揚げ）・遺体1体
■官報 平成30年（2018）11月30日
本籍・住所・氏名不詳。 推定年齢30歳代から40代の男性。身長160cm前半前後、着衣及び所持品なし。
上記の男性遺体は、
平成30年11月5日午前8時30分頃、青森県下北郡大間町所在の材木港付近岩場に乗り揚げていた木造船を奥戸漁港に陸揚げしたとこ
ろ、最船尾の区画から発見されたものである。死後数か月前後、死因は不明。身元不明のため、当町で火葬に付し、遺骨を保管して
おりますので、心当たりの方は、当町役場住民福祉課までお申し出下さい。 平成30年11月30日 青森県 大間町長
H301106 秋田県潟上市出戸浜海水浴場 木造船の一部（長さ約10.4m幅約1.8m）
H301106 北海道久遠郡せたな町北檜山区鵜泊漁港南500m 木造船の一部（長さ約3ｍ幅約2.5ｍ高さ約1m）
H301106 北海道積丹郡積丹町美国漁港沖 木造船（長さ約13ｍ幅約3m 船体にハングル表記）
H301107 北海道奥尻郡奥尻町湯浜ホヤ石北300m 木造船(長さ約10m幅約2m 白地に赤色の数字）
H301107 北海道留萌郡小平町花岡 木造船（長さ約11m幅約3m 船首付近に赤色のハングルと数字）
H301107 北海道寿都郡寿都町寿都漁港沖 木造船（長さ約11m幅約3m 船体後部にハングルと数字）
H301107 青森県鰺ヶ沢町姥袋 木造船（船体に「556-61516」）
H301108 北海道函館市大鼻岬沖 木造船（長さ約13m幅約3m 白地に赤色の文字 9日に木古内町札苅地区に漂着）
H301109 北海道久遠郡せたな町大成区富磯 木造船（長さ約8ｍ幅約3m）
H301110 北海道利尻郡利尻富士町鬼脇石埼東西付近 木造船（長さ約16m幅約3m 船首付近に赤字の数字）
H301110 青森県北津軽郡中泊町下前漁港沖 木造船
H301111 青森県深浦町黒崎 木造船（「ㅈ-세-912736」）
H301112 秋田県秋田市新屋浜田海水浴場北1km 木造船（長さ約11.9m幅約2.4m高さ約1.4m 船首にハングルと数字）
H301113 北海道松前町白神岬沖 遺体1体（身長約173cm推定体重約65kg外傷なし上半身裸で黒のカーゴパンツ）
H301113 北海道松前町館浜港沖 遺体1体
■官報号外第281号 平成30年（2018）12月20日
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢30〜40歳代の男性、身長167.5cm、体重52.6kg、着衣は黒色下衣、黒色肌着、白色ステテコ、茶
色パンツ、黒色靴下、所持品なし 上記の者は、平成30年一一月13日午前11時26分頃、松前町字館浜372番地先所在の館浜港防波
堤灯台から真方位236度約6,500m付近海上に於いて発見された。死因は不明、死亡の場所は日本海海上と推定、死亡日時は平成30
年9〜10月頃と推定される。 身元不明のため遺体は火葬に付し、胃、骨は保管してありますので心当たりの方は、当町福祉課まで
申し出て下さい。 平成30年12月20日 北海道松前郡松前町長 石山英雄
H301113 北海道久遠郡せたな町瀬棚南西側（船首にハングルと数字、船上にやぐら状の構造物）
H301113 青森県佐井村牛滝漁港南方4キロ 木造船
H301115 北海道島牧郡島牧村村原歌町海岸 木造船（長さ約12m幅約3m 船内にハングル表記のある復路。船首に白地に赤の
数字）
H301115 青森県深浦町北金ヶ沢 木造船（「598-62842」）
H301116 北海道檜山郡上ノ国町大安在 木造船（長さ約11m幅約2.6m 船首に白地に赤の数字とハングル）
H301116 秋田県にかほ市芹田字門脇 遺体1体（身長約1.7m 紺色トランクス 手足の一部白骨化 ）
■官報号外第281号 平成30年12月20日
本籍･住所・氏名・年齢不詳の男性、身長約170cm、着衣は上衣無し、下衣トランクス、所持品無し 上記の者は 平成30年11月16
日午後3時30分頃秋田県にかほ市金浦アザ塩焚浜番外地所在の秋田県漁業協同組合何部総括支所から北方2.3kmの日本海に面した岩
場上で発見されました。身元不明のため火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は、当町福祉課まで申し出て下さ
い。 平成30年2月20日 秋田県にかほ市長 市川雄次
＊11月17日付「秋田魁新報」記事
今年に入ってからの北朝鮮のものとみられる木造船の国内への漂流や漂着が16日正午現在、105件となり、統計の残る2013年以
降で最多だった17年の104件を上回ったことが16日、海上保安庁への取材で分かった。季節風の影響で例年秋から冬にかけて多発
するため、今後さらに増えるとみられる。
海保によると、本県や北海道、青森、山形、新潟、石川、福井、京都、兵庫の9都道府県の沿岸部への漂着を確認。漂流も含めた5
件で12人の遺体を発見した。11月だけで計43件の漂流、漂着が見つかり、15日正午からの24時間で6件の漂着を確認している。
H301117 秋田県男鹿市男鹿中浜間口五里合海水浴場南西4.5km 木造船（長さ約8.5m幅約2.1m高さ約1.2m 船体にハングルと数
字）
H301118 北海道松前郡松前町 木造船2隻①小浜（長さ約10.2m幅約2.3m）②弁天漁港沖合岩礁 （長さ約10ｍ幅2m）
H301118 新潟県粟島沖 木造船（伝馬船型）
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H301119 青森県つがる市富萢町車力漁港から約700メートル北 木造船の一部（ハングル表記で所属港等記載）
H301119 北海道古宇郡神恵内村珊内村 木造船（長さ約10m幅約3m 船体に赤色でハングル表記）
H301119 秋田県由利本荘市本荘マリーナ海水浴場北約250m 木造船の一部（長さ約5.5m幅約2.1m 白地に赤で556-66295と
記載 南に約50mの地点でも同じ大きさの木片
H301120 北海道積丹郡積丹町神威岬近く 木造船（長さ約13m幅約3m 船体に赤色でハングル表記）
H301120 北海道留萌市黄金岬海浜公園 木造船
H301120 山形県飽海郡遊佐町菅里 十里塚海水浴場 木造船（長さ11ｍ幅約3m 船首に数字の表記）
※21日河北新報の記事では「ほかにも山形県の沖合で２０日現在、３隻の木造船が漂流している」とある。
H301120 青森県深浦町大間越 木造船（「ㅈ-세-112153」 漁網・炊事道具・食器・機関）
H301120 青森県深浦町広戸 木造船（「580ｰ90086」）
H301120 青森県深浦町岡崎 木造船の一部（船首部 「591ｰ63022」）
H301121 北海道島牧郡島牧村村栄浜 木造船（長さ約12m幅約2m 船体に赤色でハングルと数字の表記）
H301121 山形県飽海郡遊佐町吹浦 月光川河口 木造船（長さ約7m幅約3m 船首に数字やハングル）
H301121 北海道稚内市抜海村オネトマナイ海岸 木造船（船首部分と船尾部分が別々に漂着）
H301121

新潟県村上市沖 木造船

H301122 北海道松前町弁天松前港 木造船（長さ約8.85ｍ幅約2.4ｍ 船体に白地で赤字ハングルと数字（ㅊ-세 48281と読め
る）船内にはエンジンや舵もなかった）
H301123 新潟県村上市笹川流れ 木造船（長さ約10m幅約3m「580-64431」「독연」と記載）독연は独渕（清津市の地名）
H301123 秋田県にかほ市象潟町象潟川河口 木造船（長さ約12m幅約3m 船体にハングル）
H301123 秋田県由利本荘市岩城内道川海水浴場 木造船（選手と船底が分断され側面部と見られる板2枚 船底長さ約9m幅約
2m スクリューが残り船首に赤い数字）
H301123 新潟県村上市今川 木造船（長さ約10m幅約3m 船尾にハングル）
H301123 石川県志賀町笹波 木造船の一部（船首部分長さ約3m幅約2m機関部の遺留物 内部にハングルで「第52531軍部
隊」 外板両側に523-62807）
H301123 石川県珠洲市長橋町 木造船（長さ約7.8m幅約2.5ｍ船体中央から後部が失われていた 船首両側に白地で赤字で
「539-66699」と記載内部から鉄製のかじや空の布袋、スプーン、漁網）
H301123 京都府京丹後市丹後町間人漁港 木造船の一部（長さ4.65m幅約1.8m、長さ約1.45m幅約1.95m）
H301123 青森県深浦町野沢汐干浜 木造船（「587ｰ62796」）
H301124 青森県鰺ヶ沢町七里長浜港 木造船（「556ｰ66379」）
H301124 石川県輪島市島崎町鴨ケ浦海岸 木造船の一部（船首部長さ約3.6m幅約2.2m他に長さ約3m幅約2ｍの木片4個 船首
部には白地に赤で「580ｰ90034」との数字
H301124 秋田県八峰町峰浜沼田ポンポコ山公園北西約1.2km 木造船（船体に55966939と記載）
H301125 秋田県にかほ市象潟町関字建石 木造船の一部（船首部分長さ約3.6m幅約2.5m赤字で594-64451と記載）
※11月25日付「北國新聞」
「青森、秋田、山形各県の海岸で24日、無人の木造船5隻が相次いで漂着しているのが見つかった。いずれも周囲に人影はなかっ
た。青森、秋田、酒田（山形県）の各海上保安部は、船の形状や船体に書かれた数字の特徴から北朝鮮船の可能性があるとみてい
る。 各海保によると、青森県五所川原市、鰺ヶ沢町、深浦町、秋田県八峰町、山形県遊佐町で1隻ずつ見つかった。5隻とも船首付
近に「587-62796」などの数字表記があり、うち1隻にはイカ釣り用の針や漁網が残されていた。 青森、山形の4隻の長さは約8〜
13メートル。秋田の1隻は浅瀬に乗り上げており、25日以降に調べる」
H301126 秋田県男鹿市船川港台鵜ノ崎海岸 木造船（長さ約9.8m幅約2.1m高さ約1.5m 船内に漁網や手袋 船首右側にハングルと
「813002」の数字記載
H301126 北海道上ノ国町汐吹 木造船（船首に白地に赤字で数字が記載、甲板の木板や船尾にハングル）
H301126 青森県深浦町黒崎 木造船（「598ｰ67277」）
H301127 北海道上ノ国町大安在 木造船（船首に白地に赤字で数字が記載、甲板の木板や船尾にハングル）
H301127 北海道函館市古武井町 木造船（ハングルと数字が記載）
H301128 北海道今別町一本木漁港から850m 木造船（591ー83015と記載）
H301128 秋田県秋田市下浜羽川 木造船
H301128 秋田県由利本荘市道川 木造船（他に同市2か所に木片が漂着）
H301129 新潟県粟島浦村仏崎 木造船（長さ約13ｍ幅約3.2ｍ「ㅈ-세-88611」と記載 船内に漁具）
H301129 石川県能登半島沖 木造船（「ㅈ-세-910075」と記載 櫓構造物残存）
H301130 新潟県村上市浜新保 木造船（長さ約8.5ｍ幅約2.5m船尾部分が欠損 「540-62539」と記載）
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H301130 石川県金沢市金沢港西北西約11km沖 木造船（長さ約15m幅約2m 船首部に「57562254」と記載）
H301130 北海道江差町かもめ島西側 木造船（長さ約13.2m幅約3m船体内側に白地に赤色のハングルと数字）
H301130 青森県鰺ヶ沢町七里長浜 木造船（「ㅈ-세-913565」）
H301130 青森県鰺ヶ沢町赤石海岸 木造船（「ㅈ-세-213237」）
H301201 秋田県三種町浜田 釜谷浜海水浴場から北に約2km 木造船（長さ約11m幅約2.5m高さ約1.5m 船首部に白地に赤で」
815928」と記載
H301202 石川県かほく市大崎 木造船（全長約13m幅約3.6m 船首部に赤色で「575ｰ62254」と記載）
H301202 石川県輪島市舳倉島南約11km海上 木造船（長さ6〜7m 船首部分に「ㅈ-세-94771」と記載）
H301203 新潟県佐渡市井坪 木造船（長さ約8.4m幅約2.6m 船尾と船底が破損船首部分にハングルと数字）
H301204 新潟県佐渡市井坪 木造船（船尾一部破損 残存部長さ約8.4m幅約2.6m 「539-67872」「朝鮮人民軍第 938處」
と記載）
H301205 新潟県佐渡市姫津漁港沖 木造船（全長約10m）
H301205 山形県鶴岡市温海 木造船の一部（長さ約7m幅約1.5m 「ㅈ-세-913893」「만튼」と記載）만튼は清津の地名 12月
3日に粟島北東沖で漂流確認。その時点では櫓構造物残存
H301205 新潟県佐渡市下相川 木造船（長さ約10m 損壊した外板の長さ約11m高さ約2m）12月3日佐渡島北西沖で漂流確
認。当時は櫓構造物残存
H301206 新潟県胎内市桃崎浜 木造船の一部（船底部）
H301206 新潟県佐渡市願 木造船の一部（長さ約1.8m幅約0.75m）
H301210 青森県深浦町行合崎 木造船（番号等表示無し）
H301210 新潟県佐渡市相川鹿伏 木造船（長さ約10.7m幅約2.35m「ㅈ-세-99930」と記載 船尾部一部損壊）
H301211 青森県深浦町艫作 木造船の一部（船底部 番号等表示無し）
H301211 石川県珠洲市仁江町国道249号線逢坂トンネル仁江町入口から西に100m海岸沿い崖下 木造船（長さ約8m幅約2.4ｍ
中央部の深さ1.25m 船首部側面に「598-60666」の数字 船尾に「독연」。船底などに藻が付着）독연（独渕）は清津の地名
H301211 石川県白山市竹松町倉部川河口から左岸側約260m海岸 木造船の一部（左舷側船首部長さ最大約5m幅最大1.8m
「594-68564」と記載）
H301213 秋田県由利本荘市岩城内道川 君ケ川河口沖30m 木造船
H301213 秋田県秋田市浜田桂浜海水浴場北約100メートル 木造船（長さ約9.1m幅約2m高さ約1m 船首部分に白地に赤字で
「592-65099」船内からハングルが記された空き缶など）
H301213 石川県能登半島北方沖 木造船（櫓構造物残存、赤白のアンテナ、灯火残存）
H301214 新潟県上越市五智直江津海水浴場 木造船（長さ約11.6m幅約2.7m高さ約1.55m「539-62368」「련진」「第235
所」と記載 機関残存 船尾管に詰め物）련진（連津）は清津の地名。
H301215 秋田県男鹿市北浦入道崎灯台南西約450m岩場 遺体1体（身長約1.83m）
H301215 新潟県佐渡市小野見 木造船（長さ約10.7m幅約2.4m高さ約1.3m 「ㅈ-세-414711」「련진농장」（連津農場）と記
載。無線機のマイク）連津は清津の地名。
H301218 石川県輪島市町野町大川大川浜 木造船（長さ約8.8ｍ幅約2.3m 「575-67304」「独渕」と記載）独渕は清津の地名。
H301219 新潟県佐渡市大倉 木造船（長さ約10.8m幅約2.6m 船内からハングルが書かれた救命胴衣・タバコ・雨具など プロ
ペラあり）
H301219 石川県羽咋市一ノ宮町気多大社一の鳥居から南南西約170m 木造船の一部（長さ約2.7ｍ幅約1.35m）
H301220 石川県志賀町甘田国道249号線甘田交差点西方約240m 木造船の一部（全長約5.2ｍ船底部長さ約3.7ｍハングルで련진
と記載あり、清津の連津の可能性）
H301220 新潟県佐渡市高瀬漁港防波堤 木造船の一部（船尾部分 長さ約6m 周辺にカバンが漂流。中から金日成バッジの付い
た衣服や身分証等。書類に「5593軍部隊」と記載）
H301220・26 新潟県村上市中浜 木造船の一部（20日長さ約5.5m幅約1.7mの左舷船首部と長さ約2m幅約1mの船尾船底部
プロペラ、舵 26日長さ2.9m幅0.7mの船尾部と長さ約2.1m幅約0.2ｍの木片 「만튼」「536ｰ61303」と記載）만튼は清津の地名。
H301221 新潟県佐渡市南方辺 木造船（長さ約8.5m幅約2.1m高さ約1.25m 金属製プロペラ2軸、機関無し 「ㅈ-세114550」と記載）
H301228 北海道上ノ国町大安在 木造船（長さ約7m幅約2.5m 船首に白地で赤の数字 後尾に数字とハングル）
H301229 新潟県佐渡市小木堂釜 木造船の一部（船底部 長さ約7m幅約2m）
H301230 兵庫県香美町香住区下浜 木造船（長さ約3.85ｍ幅1.1m高さ0.45m 船尾と船首に「757-81627」と記載）
H301230 兵庫県豊岡市竹野町 遺体1体。
2019年02月04日 官報掲載
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本籍・住所・氏名不明、人相不詳、一部白骨化、身長約155センチメートル、年齢は20代から30代(推定)、女性、着衣は救命胴衣(ハ
ングル文字記載)、黒色ジャンバー、黒色長袖セーター、ピンク色シャツ、ベージュ色シャツ、黒色ブラジャー、黒色ズボン、黒色パッ
チ、赤色パンツ 上記の女性遺体は、平成30年12月30日午前10時頃、兵庫県豊岡市竹野町所在の猫崎灯台から真方位228度2500
メートル(切浜川河口から上流約30メートル)付近で発見されました。身元不明につき火葬に付し、遺骨を安置しています。お心当た
りの方は、当市福祉事務所社会福祉課生活援護係までお申し出下さい。 平成31年2月4日 兵庫県 豊岡市長
H301231 石川県志賀町恵比寿宮 木造船の一部（全長約7.08ｍ幅約2.25ｍ高さ約1.1m 船尾部の大半が確認され船底は船首部
から船尾部まで残存）
※1月1日北國新聞の本件記事「石川県沿岸では2018年、木造船（木片含む）の漂流・漂着が過去最多の33件（28日正午時点）を
数え、海士埼灯台周辺では１、２月に計4隻の木造船が漂着している」
■■■■■■■平成31・令和元年（2019）■■■■■■■
H310103 新潟県村上市碁石海岸 木造船（長さ約13.85m幅約3.2m高さ約2.5m エンジン、プロペラ撤去、イカ釣り針 「547
ｰ66408」「어항」と記載）30年11月15日に粟島沖で漂流が確認されている。어항（漁港）は清津の地名。
H310104 石川県白山市八田町海岸 木造船の一部（外板部長さ約4.1m幅約0.15m等3個）
H310106 福井県小浜市犬熊海水浴場 木造船の一部（長さ約3m幅約2m）
H310106 石川県志賀町赤住志賀原発から200m 木造船（長さ約6.1ｍ幅約1.7m高さ約0.8mエンジン・スクリューなし。100m
離れた岩場で長さ3.6m幅約1.6mの木片も発見）
H310107 石川県志賀町鹿頭海岸 木造船（長さ約4.3m幅約1.4m高さ約0.67m エンジン・プロペラなし）
H310107 石川県輪島市門前町鹿礒漁港北約500m 木造船の一部（船首部 長さ約2m幅約1.4m 左舷白地に赤く「59468157」）
H310107 石川県かほく市能登里山海道高松インター北西約10.5km海上 木造船（長さ約6m、幅約1m、船尾に8桁と見られる数
字）
H310107 石川県志賀町鹿頭 木造船（長さ約4.3m幅約1.4m高さ約0.7m）
H310108 島根県隠岐の島町蔵田 木造船（長さ約9.3m幅約2.4m 船内に漁具）・生存者4名
H310108 石川県羽咋市千里浜海岸 木造船（長さ約9.7m幅約2.45m高さ約1.36m 機関・シャフト・舵なし船尾管2か所
「538-64969」「독연（独渕）」と記載）1月7日にかほくし高松沖で漂流を確認。独渕は清津の地名
H310108 石川県羽咋市千里浜町千里浜レストハウス近く 木造船（長さ約9.7m幅約2.5m高さ約1.4m エンジン・スクリューな
し）
H310109 石川県珠洲市高屋町 木造船の一部（長さ約2.4m幅0.5m・長さ2.3m幅1.1m）
H310109 福井県三方郡美浜町早瀬港防波堤灯台付近 木造船の一部
H310109 福井県三方郡美浜町和田海岸 木造船の一部（前部欠損 長さ約4.1m幅約1.7m高さ約0.6m）
H310110 石川県白山市小川町松任石川環境クリーンセンター北約190m 木造船の一部（船首部など複数の木片。最大で長さ約
2.9ｍの船尾部外板など）
H310111 島根県隠岐の島町 木造船
H310112 新潟県佐渡市大倉 木造船（長さ約10m幅約3.2ｍ プラスチック製プロペラ・ハングル表記の救命胴衣・長靴「597ｰ
66515」と記載）
H310112 石川県羽咋郡志賀町赤崎漁港付近 木造船（長さ約7.3m幅約1.8m 「553-70253」「단천（端川）」と表記）
H310113 青森県深浦町深浦漁港沖約1.5km 木造船（長さ約10m船内に衣類・ロープ・破損したエンジン等）・生存者2人
H310113 福井県若狭町御神島沖 木造船の一部（長さ約4m幅約3m 船体に表記あるものの判読不能）
H310113 京都府舞鶴市字小橋竜宮浜海水浴場 木造船の一部（船体に88199と表記）
H310114 石川県内灘町宮坂 木造船の一部（長さ最大約2.9m幅最大約1.1m 「ㅇ-세-85708」と表示）
H310114 山形県酒田市沖 木造船の一部
H310114 青森県北津軽郡中泊町小泊漁港付近海岸 木造船の一部（船体に97891と表記）
H310116 新潟県出雲崎町勝見沖合100m浅瀬 木造船（長さ約11.2m幅約2.8ｍ船内にエンジン、ロープ、網など）1月12日〜14
日上越沖で漂流確認。
H310118 石川県珠洲市川浦町海岸 木造船（長さ約9.5m幅約2.0m高さ約1.05m 機関残存 「589- 3203」と記載）16日に
沖合で漂流確認。
H310118 石川県輪島署名舟 木造船（長さ約10.6m幅約2.25m「544ｰ619
ンク・ビニール袋）

」と記載 スクリューあり イカ釣り針・ポリタ

H310118 福井県小浜市田烏国立若狭青少年自然の家近く 木造船の一部（船首部分長さ約5.5m幅約2.9m 593ｰ66と標記）
H310122 新潟県胎内市桃崎浜100m沖合 木造船（後に消波ブロックに漂着大破）
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H310125 福井県三方郡美浜町菅浜〜北田の中間付近海岸 木造船（長さ約5.16m幅約1.42m高さ約0.53m 記載事項 機関名：自
然保護連盟釣り協会 船番号ㅈ-전-ㅈ-83531 トン数0.5t）
H310126 山形県飽海郡遊佐町吹浦地先海岸 木造船の一部（長さ約9.1m幅約1.9m船体に■■■ー■■009と標記■は判読不
能）
H310129 島根県松江市沖 木造船（船体に■-■-86543と標記■は判読不能）
H310130 山形県鶴岡市米子漁港付近 木造船（長さ約11m幅約3m船体に■■■22468と標記■は判読不能）
H310130 京都府京丹後市経ヶ崎灯台北西17マイル付近 木造船（船体に556ｰ68302と標記）H310201 福井県三方郡美浜町耳
川河口 木造船（長さ約4.1m幅約1.7m文字数字表記無し 通常のものよりかなり偏平で船の全長に比して幅が広い）
H31202 新潟県柏崎市大崎海岸 木造船の一部（長さ約2.4m高さ約1.8m「602ｰ70962」と標記）
H31202 新潟県佐渡市北田野浦 木造船の一部（約1.8m 0.8m）
H310204 福井県三方郡美浜町丹生地先 木造船（長さ約6.5m幅約1.45m高さ約0.63m）
H310206 山形県酒田市日向川河口 木造船の一部（船体に標記あるものの判読不能）
H310206 新潟県村上市寒川地先海岸 木造船の一部（船首部等の破片3片）
H310207 新潟県新潟市越前浜 木造船の一部（長さ約4.55m高さ約1.45m 「

ｰ 6689」と記載）

H310209 秋田県八峰町八森 木造船（長さ約12.2m幅約3m船首部両脇白地に赤出「556-62343」船内から行網と黒いズボン）
H310212 青森県三種町 木造船（長さ約12.6m高さ約2.5m 船首部白地に赤で「556-62355」）
H310216 石川県加賀市片野町 木造船（長さ約10m幅約2.2m高さ約1.2m 機関・軸なし 船首部に「575-67302」と記載）
H310222 石川県志賀町上野大津漁港近く 木造船（長さ約6.8m幅約1.8m高さ約1m 機関・推進器・船尾管等なし）
H310228 石川県志賀町福浦牛下厳門 木造船の一部（長さ約4.8m高さ約1.7m 木造船船首部右舷 「ㅈ-세-114542」記載）
H310303 石川県珠洲市禄剛埼沖 木造船
H310305 石川県珠洲市片岩地区 木造船（長さ約9.7m幅約2.45m高さ約1.2m 機関・軸残存 漁網・ガスボンベ）
H310311 石川県白山市相川新町 木造船の一部（約3.5m 約2.3mなど破片2片）
H310311 石川県白山市徳光海岸 木存線の一部（約3.65m 約1.65m）
H310312 新潟県佐渡市矢柄沖 木造船（長さ約10m幅約3〜4ｍ船首部に揚網用ローラー）
H310320 青森県深浦町艫作埼沖 木造船
H310322 石川県鹿町上野大津漁港近く 木造船（長さ約6.8幅約1.8m高さ約1m）
H310324 石川県内灘町荒屋海岸 木造船の一部（約6.9m 約1.75m他3片 「656ｰ60981」「화단산（花壇山）」と記載）
H310324 秋田県由利本荘市石脇 木造船（機関等残存 軽合金製スクリューは大小2枚が同じ軸に取り付けられた構造）
H310402 新潟県新潟市西蒲区間瀬海岸 木造船（長さ約5.6m幅約1.4m）
H310408 北海道松前町茂草漁港沖防波堤 木造船（長さ約10m幅約3m)
H310423 石川県志賀町西海千ノ浦海士崎灯台北300m 木造船（長さ約4.85m幅約1.35m高さ0.5mエンジン・スクリューなし）
R010508 石川県志賀町赤崎 木造船（長さ約5.1m幅約1.08m高さ約0.5m エンジン・スクリューなし）
R010510 石川県輪島市門前町黒島町 木造船の一部（縦約1m幅約4.7m）
R010510 北海道江差町五厘沢 木造船（長さ約11m幅約ｍ 白地に赤でハングルと数字
R010512 北海道松前町松前大島 木造船
R010530 北海道せたな町漁港 木造船（長さ約11.5m幅約2.2m）
R010627 石川県白山市美川永代町美川灯台北西60m 木造船の一部（長さ2.51m幅1.25m 数字表記）
R010920 新潟県佐渡市北田野浦 木造船の一部（船首部分長さ約3m高さ約1.5m ハングル表記）
R010927 石川県志賀町安部屋 木造船の一部（長さ約1.7m高さ約1m 数字とハングル表記）
R101011 北海道函館市志海苔町漁港南沖合3キロ付近 木造船の一部（船首から右舷側外板 長さ約10m幅約3m深さ約2.5m）
R011018 北海道寿都町歌棄町沖開城 木造船（長さ約10ｍ幅約3m）
R011022 鳥取県大山町豊成30m沖合岩場 木造船（長さ約10m幅約2m 船首やヤグラにハングル キャビンなし 16日に京都
府京丹後市久美浜町沖50キロを漂流）
R011026 京都府京丹後市経ケ岬の北北西約175km、木造船（長さ約10m 船首にハングル）
R011031 秋田県由利本荘市松ヶ崎沖約2.6km 木造船
R011031 秋田県秋田市下浜鮎川橋付近 木造船の一部（船首部に598-67286と記載）
R011101 秋田県秋田市下浜海水浴場 木造船の一部（分解した状態で船首部に赤字で5959と記載）
R011105 秋田県男鹿市野市字申川 木造船（船首部に赤字で547-64791と記載）
R011105 秋田県男鹿市野石字五明光 木造船（砂に埋もれた状態）
R011107 秋田県潟上市天王字浜山 上二田駅西約1.5km 木造船の一部（長さ約6m幅約2.5m）
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R011107 石川県珠洲市狼煙 木造船（長さ約10m幅約2m コールタールで塗装 甲板にヤグラ 6日珠洲市川浦町沖で漂流していた
ものと思われる）
R011107 秋田県三種町釜屋浜海水浴場 木造船（長さ約7m幅約2m船首部に赤で59□-68082と記載）
R011111 北海道石狩市濃昼漁港沖西7km 木造船（長さ約10m幅約3m 船首に数字）
R011114 山形県鶴岡市油戸 木造船（長さ約15m、幅約2m 船首に赤字で数字）
R011114 山形県酒田市十里塚旧十里塚海水浴場南200m 木造船の一部（赤字で「556-66812」）
R011115 北海道石狩市浜益区群別浜益漁港北700m 木造船（長さ約10m幅約3m エンジン・燃料タンクなどあり）
R011116 秋田県秋田市下浜羽川 木造船（赤字で「656-61140」）
R011116 秋田県秋田市浜田桂浜海水浴場 木造船（赤字でハングルと「81722」）
R011117 秋田県由利本荘市松ヶ崎 木造船（長さ約14m幅約3m高さ約2.5m赤字で「594-55744」 船内から靴や衣類、エン
ジンやスクリューなし。）
R011117 秋田県秋田市下浜羽川 木造船
R011117 秋田県由利本荘市岩城内道川 木造船
R011118 新潟県新潟市新潟西港沖北14km 木造船（長さ約7m幅約2m）
R0111中旬 石川県珠洲市 遺体1体
R011120 秋田県にかほ市象潟町川袋 木造船（長さ約17m幅約4m高さ約2m 白地に赤ハングルと「11887」船積物は網など弱
冠の漁具のみ。エンジンもないがヤグラが残る）
R011120 石川県金沢市金沢港西防波堤灯台沖北北西7.5km 木造船（長さ約15m幅約3m 11月10日に鳥取市長尾鼻沖で発見さ
れた船）
R011120 新潟県佐渡市小野見 遺体1体（ほぼ白骨化し衣服無し、頭部無し、死後1か月以上 北朝鮮の人間とは断定できない）
R011120 秋田県八峰町八森 木造船の一部（木片7片 長さ2〜8m、 赤字でハングルと3桁-5桁の数字）
R011121 秋田県男鹿市野石字申川 木造船（長さ約13.6m幅約3.4m 船体に赤で3桁と5桁の数字。
R011121 石川県志賀町西海千ノ浦海士崎灯台南東620m 木造船の一部（最大のものは長さ約8.7m高さ約1.6m厚さ0.2m 赤色数
字表記 エンジンや発電機）
R011121 石川県輪島市白米町白米千枚田 木造船（長さ約12.5m幅約2.5m 白地に赤の数字 上部構造物なし 表面に貝などが付
着）
R011122 新潟県佐渡市西三川 遺体1体（身長約165cm一部白骨化着衣無し、死後1か月以上。
R011122 新潟市中央区日和浜海岸 木造船の一部（最も大きい破片は長さ約13m、幅約2m。木造船の側面とみられ、ハング
ル、数字のような表記)。
R011123 石川県かほく市大崎 木造船の一部（長さ約5.5m幅約1.6m
R011123 秋田県由利本荘市石脇字田尻本荘マリーナ北 遺体1体（身長約170cm一部腐敗、白骨化）
R011123 秋田県八峰町字乙の水 遺体1体（一部白骨化、紺色セーター）
R011126 島根県松江市島根町沖 木造船の一部
R011201 島根県松江市美保関町七類港北 木造船の一部
R011203 鳥取県米子市夜見町 木造船の一部（長さ約3.1m幅約2.2m ハングルの記載）
R011203 石川県かほく市大崎 木造船の一部（最大のもの長さ約6.6ｍ高さ約2.2mの左舷外板 赤色でハングルと数字記載 そ
の他多数）
R011203 秋田県にかほ市三森字午ノ浜 木造船（長さ約7m 船体に文字）
R011204 新潟県出雲崎町井鼻海岸 木造船（長さ約15m幅約3.2m「538ー61891」）
R011204 秋田県にかほ市象潟町川袋 木造船（船尾に白地に赤で「539-62364」エンジン・逆転機や衣類など残るが上部構造物
は排気管のみ）
R011206 山形県鶴岡市湯野浜浄化センター北500m 木造船（長さ約9.9m幅約2.8m）
R011207 新潟県新潟市西蒲区越前浜 木造船の一部（船首長さ4.55m高さ1.45m）
R011207 秋田県由利本荘市親川字今泉 木造船の一部（長さ約2.3m幅約1.5mと長さ約4.3m折れ曲がった部分の高さ約1.6m）
R011208 島根県松江市島根町大芦 木造船の一部（船首部長さ約3.1m幅約1.7m・長さ約4m幅約1.7m）
R011209 新潟県村上市府屋 木造船の一部（船首底部長さ約4.8m幅約2.5m）
R011210 新潟県出雲崎町天瀬 道の駅「越後出雲崎天領の里」付近 木造船の一部（左前部側面 長さ約6m幅約2mの三角形 白
地に赤字で数字8文字）
R011211 北海道福島町福島漁港 木造船（長さ約14.5m幅約4m深さ約2.9m ハングルと数字記載）
R011217 秋田県男鹿市船川男鹿みなと市民病院近く「ヨの字埠頭」脇海面 木造船の一部（長さ約4m幅約1m 白地に赤でハン
グルと「910781」）
R011225 秋田県男鹿市五里合海水浴場 木造船の一部（長さ約5m幅約2.4ｍ 「539ｰ64019」と記載）
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R011227 新潟県上越市有間川漁港西離岸堤 木造船（長さ約20m幅約2m 「578ｰ63282」後に崩壊）
R011227 新潟県佐渡市素浜 木造船の一部（船首部長さ約7.6m幅約4.3m高さ約2m 船内から一部白骨化した遺体 7体と報じ
られたが5体のうち2体は頭部がなく2個の頭蓋骨があったので5人と思われる）
R011229 秋田県にかほ市赤石浜海水浴場近く消波ブロック 木造船の一部（長さ約3.9m幅約2m）
R011230 新潟県佐渡市沢崎 遺体1体（頭部と腕の骨）
■■■■■■■令和2年（2020）■■■■■■■
R020102 秋田県秋田市下浜羽川字上浜 下浜中学校南西約1.1km 木造船
R020102 秋田県にかほ市金浦赤石浜 木造船の一部（先頭部）
R020104 石川県珠洲市折戸町 遺体1体（30〜50代女性 頭部と足の一部が白骨化し女性用下着を着けていた 身長約167cm
死後3か月位 北朝鮮人でない可能性も）
R020104 石川県輪島市大沢町 遺体1体（男性・一部白骨化した下半身 北朝鮮人でない可能性も）
R020106 石川県白山市美川灯台北北西6.7km 木造船の一部（長さ約4m幅約1.5m）
R020106 新潟県上越市大潟区土底浜 木造船の一部（最長2mの木片4個、うち一つにエンジンらしき機械）
R020107 新潟県佐渡市真更川 遺体の一部（ほぼ白骨化した頭部など 北朝鮮人でない可能性も）
R020107 石川県かほく市高松 木造船の一部（長さ4.17m幅1.98mと長さ2.85m幅1m）
R020107 山形県鶴岡市由良漁港沖由良郵便局西80m海上 木造船の一部（長さ約3.2m幅約2m）
R020108 山形県鶴岡市今泉漁港近く加茂水族館500m南 木造船の一部（長さ約4.5m幅約2.1m
R020109 石川県羽咋市一宮町一ノ宮海岸 木造船の一部（長さ約4.17m幅約0.4m高さ約0.5m）
R020109 石川県輪島市門前町剱地剱地漁港 木造船の一部（長さ約3.6m幅約2.6m）
R020110 秋田県由利本荘市岩城内道川海水浴場 木造船の一部（3個 最大のものは長さ約5.3m幅約2.6m）
R020112 石川県珠洲市片岩町能登鞍埼灯台西南約700m 木造船の一部（長さ約1.4m幅約1m高さ約0.8mの箱状のもの。ロープ
が絡まり箱状のもの。窓枠のようなものがある）
R020113 石川県珠洲市折戸町木ノ浦海岸木ノ浦トンネル西約400m 木造船の一部（長さ約3.9m幅約1.6m厚さ約2.5cmのもの
と長さ約3m幅約2.6m厚さ約2cmの格子状の木片）
R020114 石川県輪島市門前町鹿磯 木造船の一部（長さ約5m幅約1.9mの木板とハングルが記載された発泡スチロールや浮き）
R020114 石川県能美市吉原釜谷町 木造船の一部（長さ約3.4m幅約1.2m）
R020114 石川県志賀町関の鼻北西約6.1km沖 木造船（長さ約7m）
R020117 石川県輪島市大野町沖合20m岩場 木造船（長さ約10ｍ）
R020117 石川県輪島市小池町 木造船の一部（長さ約7m）
R020117 秋田県男鹿市五里合漁港南約1km 木造船（長さ約10m幅約3m 発見者はR111頃この船の漂着を確認していた）
R020122 珠洲市仁江町 木造船の一部（長さ約3m幅約1.35m厚さ4cm）
R020123 山形県鶴岡市鼠ヶ関 木造船（長さ約9.6m幅2.2m高さ約1.9m戦隊内部にエンジンとバッテリー）
R020124 秋田県にかほ市芹田金浦漁港北2.7km 遺体1体（女性 ナイロン製ジャンパーとパンツ着用 金日成（？）バッジを着
けていた）
R020130 山形県酒田市浜中赤川河口・十里塚海水浴場付近 木造船の一部（3個 最大長さ約3.9m幅約1.3m白地に赤で数字 舵
柱受けのような金属部品が固定された木片も）
R020130 山形県遊佐町比子青塚海岸 木造船の一部（長さ約3.3m幅約1.4m 酒田市の3個とは別の船）
R020201 山形県鶴岡市温海暮坪漁港 木造船の一部（長さ2.5m幅約0.8m）
R020209 鳥取県岩美町 木造船（長さ約10m幅約2m高さ約1.6m スクリュー2枚装備だが片方脱落）
R020222 秋田県男鹿市 木造船（長さ約12.7m幅約3.1m高さ約1.9m 船内に国籍不明のジャンパー2着）
R020311 山形県鶴岡市湯野浜湯野浜小北北西約200m 木造船（長さ8〜10m）
R020312 石川県羽咋市滝町 木造船の一部（長さ4.15m2.75m）
R020319 新潟県柏崎市東の輪 木造船の一部（複数 最大のもの長さ5.80m幅1.46m）
R020331 兵庫県竹野町猫崎半島沖33km 木造船の一部（船首部長さ約5ｍ幅約2〜3m）
R020402 新潟県佐渡市豊岡 木造船（長さ約11.8m幅約2.8ｍ 船内に靴・食器・漁網など）
R020411 石川県金沢市金沢港西防波堤灯台北西6.1km 木造船の一部（船首部長さ約6m幅約2.5m）
■■■■■■■令和3年（2021）■■■■■■■
R030104 石川県志賀町赤住 木造船の一部（長さ4m幅1.7m 船底外板）
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R030104 石川県志賀町小浦 木造船の一部（長さ2.4m幅1.7m）
R030105 石川県白山市美川永代町見川灯台付近 木造船の一部（横2.1m縦0.9mの船首部分 「5」という数字の記載あり。
R030202 石川県輪島市渋田町 木造船(長さ4.7m幅1.25m高さ0.5m 船首側側面にハングルや数字 エンジン・スクリューな
し。船体に藻や貝が付着しており長期間漂流していたとみられる）
R030206 新潟県佐渡市江積地区海岸 木造船の一部（長さ1.13m高さ3.06m）これを報じた12月8日付読売新聞には「県内への
漂着は今年2件目」とある。
R031220 石川県珠洲市馬緤町鰐崎海岸 木造船（全長7.9m幅1.9m高さ90cmエンジン・遺留品なし）
R031221 石川県志賀町西海千ノ浦付近 木造船の一部（長さ3.1m幅1.75m）「機関名 第1909所 船番号 597-68105 管理
者 （判読不明）と記載。
R031222 石川県輪島市鳳至町袖ヶ浜海岸 木造船の一部（長さ4.9m幅2.1m白色で数字）
R031223 山形県遊佐町菅里西浜海水浴場 木造船の一部（長さ約6m幅約2.1m船首部分とみられる ハングルと数字が記載）
R031224 秋田県由利本荘市子吉川河口付近 木造船の一部（長さ約4.3m幅約1.6m文字記載なし）
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