
区分 関係船舶 不明者氏名 読み方 性別 生年月日 当時の職業等 当時の居住地 失踪年月日 当時年齢 最終失踪関連地点 失踪状況等

海岸 小西　能幸 こにし　よしゆき 男 1933.09.21 家業手伝い 北陸・石川県輪島市河井町二部 1954.04.22 20 石川県穴水町駅 七尾線輪島駅から午前7時半頃の金沢行きに乗り、3つ目の穴水町で下車した模様。

海上 第１２玉栄丸 中野　政二 なかの　まさじ 男 1932.09.18 漁船員 1955.09.24 23 東シナ海 1955(昭和30)年９月２４日、僚船第十一玉栄丸と一緒に伊万里を出港。済州島の南約
30マイル近くの海域で見失い、行方不明。

海上 羽生　弘行 はぶ　ひろゆき 男 1917.11.05 半農半漁 九州・鹿児島県熊毛郡屋久町栗生 1956.10.23 38 鹿児島県栗生川の船着場から海上へ 1956年10月23日、鹿児島県栗生川の船着場から海上へ漁に出たあと帰港せず、行方
不明。

海岸 高木　茂久 たかぎ　しげひさ 男 1940.03.03 大学3年生 近畿・大阪府寝屋川市東香里園間知 1961.08.10 21 福井県小浜市の海水浴場 友人と遊びに行くと出かけ、行方不明。

海岸 高松　康晴 たかまつ　やすはる 男 1941.03.23 会社員 関東・神奈川県の会社の寮(鎌倉) 1961.11.01 20 神奈川県鎌倉市材木座海岸 会社寮で食事の後、同僚と2人で浜材木座海岸へ散歩に出、同僚と離れて行方不明。

海岸 岩佐　寅雄 いわさ　とらお 男 1926.12.08 魚屋店員 関東・神奈川県鎌倉市材木座 1961.12.20 35 神奈川県鎌倉市材木座海岸 勤め先から出て行方不明。

海岸 藤田　進（新潟） ふじた　すすむ 男 1948.03.25 高校1年生 信越・新潟県西頸城郡青海町寺地 1965.03.26 17 新潟県西頸城郡青海町内 近くの映画館で開かれたマンドリンの演奏会に一人で出かけ行方不明。

船員 丸山　善昭 まるやま　よしあき 男 1943.08.09 漁船員（底引き網漁船） 北陸・福井県坂井郡三国町 1966.03.31 22 福井県坂井郡三国町三国漁港周辺 下宿先に「加賀の実家に行ってくる」と伝言を残して外出後、行方不明。

海岸 城崎　暎子 しろさき　えいこ 女 1946.07.20 家事(農業)手伝い 北海道岩内郡共和町宮丘 1967.04.21 20 北海道岩内郡岩内町岩内港防波堤 失踪当日、母親に「服地を買いに町に行ってくる」と言い残して外出し、行方不明。岩内
港の防波堤で本人の遺留品見つかる。

海岸 岡田　優子 おかだ　ゆうこ 女 1953.03.27 中学校3年生 北海道常呂郡佐呂間町字浜佐呂間仲町 1967.10.23 14 北海道常呂郡常呂町 当日、学校を休んでいた。海岸で本人の持ち物が見つかる。

海上 紙谷　慶五郎 かみや　けいごろう 男 1912.03.05 漁師・漁協理事 56

海上 紙谷　圭剛 かみや　けいご 男 1941.03.20 漁師 27

海上 紙谷　礼人 かみや　のりひと 男 1948.04.11 漁師 20

海上 紙谷　速水 かみや　はやみ 男 1951.01.09 漁師 17

海岸 水島　慎一 みずしま　しんいち 男 1949.04.24 高校3年生 北陸・富山県下新川郡朝日町宮崎 1968.02.09 1８ 富山県下新川郡朝日町宮崎海岸 自宅から歩いて5分の海岸に「バットの素振りをしてくる」と父に告げて出かけたまま行
方不明。海岸にバットと下駄が落ちていた。

海岸 斉藤　裕 さいとう　ひろし 男 1950.09.17 高校3年生 北海道稚内市 1968.12.01 18 北海道・稚内市内 友人が「ノシャップ岬」方面行きのバスに乗るのを見たのを最後に行方不明。

海岸 大屋敷　正行 おおやしき　まさゆき 男 1952.12.05 高校2年生 東京都江戸川区小島町 1969.07.27 16 静岡県沼津市大瀬崎海岸 海岸近くのキャンプ場に滞在中、行方不明。

海岸 遠山　文子 とおやま　ふみこ 女 1952.05.02 建設会社員 1973.07 21 石川県羽咋市柴垣の海水浴場 元職場の同僚男性と共に全国を旅行した後羽咋の海水浴場に1週間近く滞在して二人
とも失踪

海岸 波多野　幸子 はたの　さちこ 女 1955.02.14 会社員 福岡県福岡市中央区地行 1974.01.12 18

海岸 三浦　和彦 みうら　かずひこ 男 1952.03.28 会社員 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲 1974.01.12 21

島内 大澤　孝司 おおさわ　たかし 男 1946.06.21 公務員 新潟県佐渡郡新穂村 1974.02.24 27 新潟県佐渡郡新穂村 自宅独身寮から約400メートル離れた飲食店で夕食を済ませ、知人宅に寄った後行方
不明。

海岸 峰島　英雄 みねじま　ひでお 男 1952.09.02 電話工事人 千葉市稲毛区轟町 21 家族が勤める店で「厚いから千葉港で涼んでくる」と、関谷さん、遠山さんと共に店を出
て、行方不明。

海岸 関谷　俊子 せきや　としこ 女 1957.05.19 店員 千葉県市原市徳代 17 峰島英雄さんらと共に行方不明。　後日、勤務先に「千葉港で定期券を拾った」との電
話が入るが、対処せず真偽は不明。

海岸 遠山　常子 とおやま　つねこ 女 1957.06.22 店員 千葉県 17 峰島英雄さんらと共に行方不明。

海岸 山下　春夫 やました　はるお 男 1946.03.25 会社員 福井県小浜市一番町 1974.08.17 28 福井県小浜市一番町4-7番地先 夜釣りに出かけたまま行方不明。

海岸 藤原　英二 ふじわら　えいじ 男 1949.07.26 調理師 東京都渋谷区東 1975.01 25 福井県？ １９７５（昭和50）年の正月の1日か2日頃（夜7時頃）突然家族に「今福井に釣りに来てい
る」と電話をしてき多野を最後に行方不明。

海岸 明石　靖彦 あかいし　やすひこ 男 1960.06.01 中学3年生 石川県珠洲市蛸島町 1975.05.18 14 石川県珠洲市蛸島町鉢ヶ崎海水浴場付近 当日朝、自宅から家族に「直ぐ帰る」と告げて自転車で出かけ、行方不明となる。鉢ヶ
崎海水浴場付近で自転車が発見され、沖合のボートに草履と靴下が見つかる。

島内 高野　清文 たかの　きよふみ 男 1956.10.31 大学2年生 東京都調布市富士見町 1976.07.30 19 東京都神津島村16番地民宿「伊助」から 大学寮生の合宿で神津島に滞在中、行方不明。

海岸 古都　瑞子 ふるいち　みずこ 女 1930.04.08 仲居 鳥取県米子市東福原 1977.11.14 47 鳥取県米子市皆生温泉街またはその周辺。 午後９時頃に仕事を追えて帰宅後、行方不明。

海上 金武川　栄輝 きんがわ　えいき 男 1951.02.09 漁船員（甲板員） 沖縄県中頭郡与那城村字平安座 26

海上 牧志　孝司 まきし　たかし 男 1937.11.09 漁船員（船長） 沖縄県中頭郡与那城町 40

海上 田島　清光 たじま　せいこう 男 1931.05.19 漁船員（漁労長） 沖縄県繁多川 46

海上 儀間　隆 ぎま　たかし 男 1942.10.02 漁船員（甲板員） 沖縄県那覇市若狭 35

船員 至極　透 しごく　とおる 男 1948.07.26 工員 和歌山県和歌山市北島 1978.07.13 29 和歌山県和歌山市北島483-2湊川北島寮 和歌山市の湊組北島寮に船員手帳・年金手帳・健康保険証・定期預金通帳印鑑・実
印・アルバムなども部屋に残したまま行方不明。

海岸 鵜沢　幹雄 うざわ　みきお 男 1954.12.01 営業社員 千葉県長生郡睦沢村川島 1978.12.15 24 千葉県夷隅郡御宿海岸付近 忘年会で海岸近くの民宿に宿泊、宴会後「トイレに行く」と部屋を出て、行方不明。釣り
をしていた人が女性に支えられて歩く男性を海岸で目撃。

海岸 山田　建治 やまだ　けんじ 男 1949.01.22 工員 富山県西礪波郡福岡町荒屋敷 1979.12.18 30 富山県高岡市 車で出勤途中で失踪。1週間後越中国分駅の海側で車（三菱ジープＪ−54）がキーをさし
たまま放置されているのがみつかる。

船員 第１１らん丸 小久保　稔史 こくぼ　としひと 男 1947.08.01 船員 三重県鳥羽市池上町 1980.01.13 32 京都府舞鶴市のスナック・シャルマン（東舞鶴） 島根県温泉津港を出発し、1月13日朝、舞鶴港へ入港。13日夜、スナックを出た後に行
方不明。

船員 城鳥　正義 しろとり　まさよし 男 1926.10.26 機関士 福島県いわき市郷ケ丘 1980.01.26 53 富山県伏木町 ・富山県伏木町に舟が停泊中船員と飲み、その後「先に船に戻る」と言い、停泊してい
る漁港まで食堂の方が送迎し、その後行方不明。

フェリー 本多　茂樹 ほんだ　しげき 男 1953.08.21 電話関連会社 北海道札幌市豊平区美園 1980.05.21 26 東北青森県→函館港か青森港 1980（昭和55）年5月21日、就職のため東京へ行く途中、青函連絡船の中に荷物だけ残
し行方不明。

海上 恵宝丸 野田　福美 のだ　ふくみ 男 1934.11.05 持ち舟 島根県八束郡美保関町片江 1982.10.28 47 北海道礼文島沖 当日、出漁して僚船と10時半頃まで交信のあと行方不明。海は穏やか。船は、サンダ
ルが片方づつ違うものが残り操業状態のまま発見される。

海上 昭和丸 松本　重行 まつもと　しげゆき 男 1935.07.25 漁業 京都府舞鶴市字小橋 1983.10.17 48 京都府舞鶴市小橋地先海面 照和丸を使用して刺し網漁業中、行方不明。

海岸 山本　美保 やまもと　みほ 女 1964.03.03 大学受験生 山梨県甲府市 1984.06.04 20 山梨県甲府市の自宅 図書館に行くと言って出かけ、行方不明。4日後、新潟県柏崎市荒浜海岸でセカンド
バックが発見される。山梨県警は山形県の海岸でで発見された遺体がDNA鑑定で本人
と断定。

海岸 秋田　美輪 あきた　みわ 女 1964.01.25 女子大４年生 兵庫県川西市湯山台 1985.12.04 21 兵庫県神戸市神戸松陰女子大学校門（阪急神
戸線六甲）

当日、大学で午前の授業を受けた後、学食で友人と食事をとった後、校門近くで友人と
別れる。夜８時過ぎに友人宅へ泊まると家に電話が入る。翌12月5日朝、兵庫県警城之
崎署から「竹野町弁天浜でバッグが、見つかった」と連絡があり、行方不明。

海に関わる失踪者
（特定委失踪者リスト公開分　平成25年6月5日）

二人は会社の同僚で退勤後三浦さんの車で出かけたまま失踪。芥屋大門で三浦さん
の車、波多野さんの持ち物が見つかる。

福岡県糸島郡志摩町（現糸島市）芥屋海岸と
推定

焼玉エンジンの船で出漁後、帰港せず。船は沈んでいるのが見つかり、遺留品も引き
上げられたが遺体は見つからなかった。海は凪ぎであった。

1977.11.24 沖縄南方 平良港で燃料補給後出港し、行方不明。

1974.07.11 千葉港付近

圭運丸 北海道紋別郡雄武町字雄武川

第８協洋丸

1967.11.07 北海道雄武町元稲府北岸港より四海里付近



海岸 尾上　民公乃 おのうえ　みこの 女 1966.11.26 スナックアルバイト 大阪府八尾市松山町 1987.06.06 20 大阪府南区（現・中央区）心斎橋 友人運転の車で心斎橋のビルに着いた後、車中に残り友人を待っていたが車ごと行方
不明。約２４時間後、福岡県博多港の中央ふ頭で車が海中に飛び込むところを釣り人
が目撃。

海岸 岡元　幸弘 おかもと　ゆきひろ 男 1955.01.14 ラーメン店店長 千葉県松戸市常盤平陣屋前 1987.08.31 31 神奈川県横須賀市久里浜9-2東電横須賀火力
発電所付近

松戸市の中華料理店閉店後、一人で釣に出かけ、行方不明。東京電力横須賀火力発
電所脇で車が発見される。

海上 林田　幸男 はやしだ　ゆきお 男 1934.12.02 建設会社社長 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋 53

海上 水居　明 みずい　あきら 男 1936.03.12 不動産会社社長 宮崎県宮崎市神宮西 52

海上 一世丸 矢倉　富康 やくら　とみやす 男 1951.11.23 漁師（元エンジニア） 鳥取県米子市大崎 1988.08.02 36 鳥取県・美保関と隠岐島の中間地点で漁をす
る予定

昭和63年8月2日午後6時、「一世丸（いっせいまる）」5トンで一人で漁に出発して翌3日
朝6時に帰港する予定であったが行方不明。

海岸 和田　幸二 わだ　こうじ 男 1957.05.20 漁師 宮崎県南那珂郡南郷町大字潟上 1988.08.19 31 宮崎県南那珂郡南郷町自宅近所 自宅はいわゆる漁師町、海は近い。知り合いのスナックで飲食後、店で知り合った漁師
を車で送って行き、行方不明。

海上 大昭丸 日高　満男 ひだか　みつお 男 1958.08.16 漁船員（トローリング漁） 鹿児島県鹿児島市魚見町 1989.02.23 30 鹿児島県鹿児島郡十島村諏訪瀬島周辺海域 漁船大昭丸（西田春樹所有）に１人で乗り込み、元浦港南西漁場で操業。午後2時頃他
の漁船に目撃されたのを最後に行方不明。

海岸 松岡　伸矢 まつおか　しんや 男 1984.04.13 幼児 茨城県牛久市田宮町 1989.03.07 4 徳島県美馬郡貞光町親戚宅前 １９８９（平成元年）３月７日朝、徳島県美馬郡貞光町の親戚宅付近を散歩後、玄関前で
行方不明となる。

海岸 山下　貢 やました　みつぐ 男 1950.07.05 店員 福井県敦賀市縄間（のうま） 1989.12.27 39 福井県越前町牛房が平（ごぼうがだいら）の国
道305号線沿いの海岸

当日早朝、釣り道具を持って「魚を釣ってくる」と実家から車で外出後、行方不明。越前
町牛房が平の国道305号線沿いの海岸で車が発見される。

海岸 河田　君江 かわた　きみえ 女 1966.08.15 工員 山口県豊浦郡豊浦町川棚 1990.02.07 23 山口県豊浦郡豊浦町 当日午後5時10分に会社のタイムカードを押して退社後、自宅近くで買い物後に行方不
明。本人の乗っていた車が萩の海岸沿いの崖のような駐車スペースに止まっているの
が発見される。

海岸 松橋　恵美子 まつはし　えみこ 女 1965.05.15 会社員 秋田県北秋田郡合川町三里字屋布岱 1992.01.15 26 秋田県能代市能代浜 祖母に「鷹ノ巣に行って来る」と告げて車で出かけ、行方不明。翌朝会社に出勤せず、
家族で探した結果、能代浜で車が発見される。

海上 第１５武潮丸 仲桝　忠吉 なかます　ちゅうきち 男 1943.07.10 漁船員 沖縄県那覇市首里末吉町 1994.02.03 50 フィリピン東方海域 １９９４（平成６）年2月3日、フィリッピン東方海域で行方不明となる。　乗組員は船長含
め7名。

海岸 富川　久子 とみかわ　ひさこ 女 1958.02.18 主婦 石垣島石垣市浜崎町 1994.02.14 35 石垣島御神崎灯台 自宅から車でバレンタインデーのチョコレートを買いに出かけたまま、行方不明。翌日
午後、車が発見される。

船員 加藤　義美 かとう　よしみ 男 1943.11.22 船員 鹿児島県揖宿郡喜入町前ノ浜 1995.02.15 51 九州鹿児島県熊毛郡上屋久町宮之浦港 当日午後7時30分頃から船内で飲酒後、他の船員3名と宮の浦のスナック２軒をはしご
し、午後11時頃先に船に帰る。仲間の1人がタクシーで船まで送り、本人が船へ入るの
を確認したが、翌朝船内に本人の姿は無く、行方不明。

海岸 岩本　美代子 いわもと　みよこ 女 1958.12.20 会社員 宮崎県宮崎郡佐土原町大字下那珂 1995.11.05 36 宮崎県宮崎郡石崎浜海岸 当日、結婚を考えていた相手と日向方面にドライブを予定していたが、午後１２時頃
「フェニックス自然動物公園」の駐車場で別れた後、行方不明。　車は宮崎県宮崎郡石
崎浜海岸で発見される。

海岸 田中　浩史 たなか　ひろし 男 1960.06.11 ビルメンテナンス社員 京都府山科区大宅甲ノ辻町 1996.04.05 35 京都 当日朝7時半、いつもと同じ時間に出勤すると車で家を出たまま、行方不明。４日後、福
井県丹生郡河野村の海岸沿いで車が発見される。

海岸 宮内　和也 みやうち　かずや 男 1965.01.27 町職員 福井県三方郡三方町三方 1997.04.24 32 福井県三方郡三方町世久見の世久見漁港 当日夕刻、B&G海洋センターでの研修を翌月に控え、「ナホトカ号重油流出事故」の影
響を確認するため世久見港の艇庫に出かけたまま、行方不明。本人が着ていたジャン
パーが近くの海岸で畳まれた状態で発見、カヌー１艘を近くのテトラポットで発見。

海岸 林　雅俊 はやし　まさとし 男 1975.01.20 大学院生 岐阜県不破郡垂井町新井 1998.05.12 23 福井県丹生郡越前町梅浦の海岸 5月12日午前9時頃、大学院へ車で向かったまま、行方不明。5月14日、福井県越前町
海岸で車が発見される。

海岸 坂川　千明 さかがわ　ちあき 女 1976.10.07 JA職員 岩手県九戸郡大野村大野 2000.03.07 23 岩手県　仕事帰りに消息を絶つ 当日午後４時頃、勤務先（JA大野給油所）を退社後、行方不明。　翌日、九戸郡種市町
中野の高家漁港で車が発見される。

フェリー 宮本　直樹 みやもと　なおき 男 1977.11.09 フリーター 東京都荒川区西尾久 2002.03.03 24 東京都荒川区 2002(平成14)年3月3日、家族に「今夜は夕飯いらない」と家族に言い残して外出したま
ま、行方不明。3月5日朝、海上保安庁より電話で「3月3日19時10分発のフェリー船室に
荷物だけ残し本人が見あたらない」との連絡。

海岸 沖田　徳喜 おきた　なるき 男 1960.04.14 海運業 広島県安芸郡倉橋町 2003.02.01 42 大阪府大阪市大正区北恩加島町2大阪港鉄鋼
共栄埠頭

2月1日午後3時30分頃、大阪鉄鋼埠頭に入港後、行きつけの居酒屋で飲酒。その後居
酒屋の従業員等と別の居酒屋で飲酒後、店員が車で岸壁の近くの水門の前まで送っ
たのを最後に行方不明。

海上 結光丸 小山　修司 こやま　しゅうじ 男 1961.03.24 青果店経営 新潟県新潟市東堀通 2004.06.06 43 信越・新潟県聖籠町の沖合 当日、いつものように一人で出港したが、船だけが自動操舵で航行していたまま発見さ
れた。（長靴が片方だけ残されていた）周囲の人は海に落ちて死んだものとみなしてい
る。

宮崎県宮崎市赤江大淀川河口（通称タンポリ）
を早朝に出港

1988.07.17 林田さん所有の遊漁船「共擁丸」１トンで午前4時頃出港、行方不明。共擁丸


