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備えあれば、事故防止。全国の川の水難事故情報を地図上で表示

令和３年６月２日
公益財団法人 河川財団

2020 年分の 119 件を追加更新し、18 年間（2003-2020）で合計 2,907 件

川は貴重な自然体験ができる場であり、感動する心・自然を大切にする心・豊かな人間性などを育むことのできる フィールドです。
しかし、川には内在するさまざまな危険があり、危険を事前に調べ、知ることで、安全に楽しむことにつながります。

子どもの水辺サポートセンターでは、川や水辺を活用した安全で楽しい体験活動を推進するため、安全な河川利用に向けた啓発
活動にも取り組んでいます。この取り組みの一環として、川に関する事故情報（災害は除く。）を新聞やインターネット等から収
集・整理し、事故の内容と発生地点の位置情報をマップ上に表示した「全国の水難事故マップ」を 2009 年 7 月 21 日からホーム
ページ上に公表しています。

この度、「河川水難事故防止週間」に向けて、これまで整理した事故情報に 2020 年の 119 件を追加し、合計 2,907 件を表示した
マップとして下記のとおり更新します。水難事故を未然に防ぐため、水遊びに出かける際、ライフジャケットなどの準備や着用
の必要性を再認識していただきたいと考えています。

河川水難事故防止週間（7/1-7）に向けて、2020 年版の「全国の水難事故マップ」を更新・公開。

全国の水難事故マップ　令和 3 年 6 月 2 日（水）に更新
https://www.kasen.or.jp/mizube/tabid118.html

（公財）河川財団　子どもの水辺サポートセンター
〒103-0001　東京都中央区日本橋小伝馬町 11-9 住友生命日本橋小伝
馬町ビル２Ｆ　Tel：03-5847-8307　FAX：03-5847-8309
Email：mizube@kasen.or.jp

水辺サポート 検索

問い合わせ先

【留意点】
1)　「全国の水難事故マップ」の表示内容は、報道された情報を基に要約したものです。
2)　位置情報については、報道記事から読み取ったものであり、誤差を含んでいますので目安としてください。

※参考資料
・No More 水難事故 2020
https://www.kasen.or.jp/mizube/tabid324.html

全国の水難事故マップ
水難事故の発生個所や発生状況等を地図上に表示

スマホでも検索できます

川を安全に楽しむために



2020年分の追加データ一覧

発生年月 河川名 都道府県名 事故概要
1 2020/1/ 今切川※ 徳島県 夜、河口でシラスウナギをとっていた男性が船から転落
2 2020/2/ 淀川 大阪府 橋梁架け替えの工事をしていた男性が土砂運搬船から転落
3 2020/2/ 豊田湖 山口県 深夜、ダム湖の湖畔公園の桟橋でワカサギ釣りをしていた高齢者が転落
4 2020/2/ 中谷内川 富山県 高齢者が自宅近くの川に転落

5 2020/2/ 泊川※ 兵庫県 男性が転落

6 2020/2/ 印南川 和歌山県 夜間、自転車で帰宅途中の高齢者が県道から転落
7 2020/3/ 小瀬川※ 広島県 深夜、修行のために川に立ち入った男性がおぼれた
8 2020/4/ 金山川 山形県 自転車で通行していた小学生が橋の脇から転落
9 2020/4/ 利根川※ 群馬県 幼児２人と男性、河岸で遊んでいて転落か？
10 2020/4/ 神崎川※ 大阪府 河岸から男女２人が転落か？
11 2020/5/ 長良川 岐阜県 グループでバーベキューに来ていた男性が川に立ち入り、深みで流された
12 2020/5/ 岩瀬運河 富山県 運河脇を歩いていた高齢者が転落、近くに居合わせた男性が飛び込んで救助
13 2020/5/ 大野川※ 大分県 釣りをしていた男性が増水した中州に取り残され消防が救助
14 2020/5/ 信濃川※ 長野県 川遊びをしていた兄弟が流された
15 2020/5/ 荒川※ 埼玉県 川遊び中に流されたサンダルをとりに川に入った男性が流された
16 2020/5/ 日置川※ 和歌山県 アユ釣りをしていた高齢者が流された
17 2020/5/ 鬼怒川 栃木県 河川敷公園でバーバキューのあと泳いでいた外国人の男性がおぼれた
18 2020/5/ 栗ノ木川※ 新潟県 ひとりでアメンボをとっていた小学生が転落、近くに居合わせた小学生ら３人が救助
19 2020/5/ 栃津川※ 富山県 高齢者が自宅近くの川に転落

20 2020/5/ 緑川 熊本県 河川公園の階段護岸近くで泳いでいた中学生がおぼれた
21 2020/5/ 中間川※ 鹿児島県 河口付近で遊んでいた小学生が流された
22 2020/6/ 日野川 福井県 流されていた学生を消防が救助
23 2020/6/ 柳瀬川 東京都 友人らと川遊びをしていて流されたサンダルをとりにいった小学生がおぼれた
24 2020/6/ 琵琶湖※ 滋賀県 ウエイクボードをしていた子どもを含む男女１３人が乗ったクルーザーが転覆、全員を救助
25 2020/6/ 長良川※ 岐阜県 家族で川遊びをしていて流された子どもを助けようとした親がおぼれた
26 2020/6/ 小畔川 埼玉県 友人らと川遊びをしていた小学生が流されたサンダルを拾おうとして深みでおぼれた
27 2020/6/ 備前渠川※ 埼玉県 夫と川沿いを散歩していた高齢者が土手から転落

28 2020/6/ 豊郷川 滋賀県 自転車で出勤途中の高齢者が増水した川に転落
29 2020/6/ 志登茂川※ 三重県 ひとりで虫か魚をとっていた小学生が増水した川に転落
30 2020/6/ 神通川※ 富山県 ひとりでアユ釣りをしていた高齢者が流された
31 2020/6/ 宮川 岐阜県 ひとりでアユ釣りをしていた高齢者がおぼれた
32 2020/7/ 長谷川※ 鹿児島県 大雨のなか新聞配達をしていた男性が転落
33 2020/7/ 米代川※ 秋田県 夜、舟で網漁をしていた高齢者がおぼれた
34 2020/7/ 洞爺湖※ 北海道 ひとりでカヌーに乗っていた高齢者が転覆
35 2020/7/ 大河内川※ 三重県 ひとりで川遊びをしていた小学生がおぼれた
36 2020/7/ 阿賀川※ 福島県 家族と川遊びをしていた高齢者が流されたサンダルを拾おうとしておぼれた
37 2020/7/ 相模川※ 神奈川県 バーベキューのあと対岸に泳いで渡ろうとした外国人男性が流された
38 2020/7/ 豊川※ 愛知県 友人らと川遊びに訪れ、ひとりで対岸に向かって泳いだ大学生がおぼれた
39 2020/7/ 淀川※ 大阪府 河岸で遊んでいた小学生が転落したが自力で岸へ、助けようとした女性が流された
40 2020/7/ 屈斜路湖※ 北海道 水上バイクに牽引されたバナナボートから男性が転落
41 2020/7/ 大上戸川※ 長崎県 ひとりで出かけた幼児が近くの川の深みに転落
42 2020/7/ 有馬川 兵庫県 増水した滝つぼに立ち入りおぼれそうになった女性を助けようとした引率の男性がおぼれた
43 2020/7/ 緑川※ 熊本県 家族でキャンプ場を訪れ増水した川で遊んでいた小学生がおぼれた
44 2020/8/ 板取川※ 岐阜県 バーベキューで飲酒したあと泳いでいた外国人男性がおぼれたが救助された
45 2020/8/ 長良川 岐阜県 友人と川遊びをしていた外国人男性が流された
46 2020/8/ 那珂川※ 栃木県 増水した川でひとりでアユ釣りをしていた男性が流された
47 2020/8/ 錦川※ 山口県 家族と川遊びをしていた小学生が流された
48 2020/8/ 紀の川※ 和歌山県 ひとりで釣りをしていた男性が流された
49 2020/8/ 那珂川※ 茨城県 同僚らとバーベキューのあと増水した川に入った男性が流された
50 2020/8/ 板取川 岐阜県 増水した川で中州の岩へ泳いで渡ろうとした男性が流された
51 2020/8/ 琵琶湖※ 滋賀県 家族や友人らとバーベキューで飲酒したあと泳いでいた男性がおぼれた
52 2020/8/ 広瀬川 鹿児島県 友人らと橋の上から飛び込み遊びをしていた大学生がおぼれた
53 2020/8/ 那珂川※ 栃木県 ひとりでアユ釣りをしていた高齢者が流された
54 2020/8/ 長良川 岐阜県 増水時に友人らと泳いでいた高校生が流された
55 2020/8/ 柳沢川※ 山梨県 沢登りをしていた大学生が沢に転落し流された
56 2020/8/ 板取川※ 岐阜県 アユ釣りをしていた高齢者が中州へ渡ろうとして流された
57 2020/8/ 白石川 宮城県 友人らと川で泳いでいた中学生２人が深みに立ち入り、流された
58 2020/8/ 吉野川※ 奈良県 川遊びをしていた男性が対岸まで泳ぎ、引き返してくる途中でおぼれた
59 2020/8/ 本栖湖※ 山梨県 ひとりでウインドサーフィンをしていた男性が事故
60 2020/8/ 相模川 神奈川県 友人らとバーベキューで飲酒したあと対岸に向かって泳いでいた男性がおぼれた
61 2020/8/ 三隅川※ 島根県 家族や親戚と一緒に川遊びをしていた小学生と高校生の兄弟が流されおぼれた
62 2020/8/ 荒井川※ 北海道 友人と沢登りをしてロープで滝を下っていた大学生が滝つぼに転落した
63 2020/8/ 梶谷川※ 長野県 ひとりで渓流釣りにでかけた高齢者が事故
64 2020/8/ 津保川※ 岐阜県 兄２人と川を渡ろうとした小学生がおぼれ、近くに居合わせた男性らが救助して心肺蘇生
65 2020/8/ 桂川※ 山梨県 増水した川で友人らと河岸の岩場から飛び込み遊びをしていた男性がおぼれた
66 2020/8/ 玖珠川 大分県 友人らと滝つぼで泳いでいた大学生がおぼれた
67 2020/8/ 櫛田川 三重県 友人らと岩場から飛び込み遊びをしていた男性がおぼれた
68 2020/8/ 日置川※ 和歌山県 家族で川遊びをしていた小学生と男性がおぼれた
69 2020/8/ 那珂川※ 栃木県 友人と川遊びをしていた男性が流された
70 2020/8/ 相模川 神奈川県 同僚とバーベキューのあと川を泳いで渡ろうとした男性がおぼれた
71 2020/8/ 関川 新潟県 渓谷で写真を撮っていた女性が転落して流され、消防がヘリで救助
72 2020/8/ 興津川 静岡県 友人らと川遊びをしていた外国人男性がおぼれた
73 2020/8/ 桂川※ 山梨県 ひとりでアユ釣りをしていた男性が渡渉中に流された
74 2020/8/ 鬼怒川 栃木県 同僚らとバーベキューにきて川に入った男性がおぼれた
75 2020/8/ 大千瀬川 愛知県 友人と滝つぼで遊んでいた男性がおぼれた
76 2020/8/ 安曇川口ノ深谷 滋賀県 登山仲間と沢登りをしていた男性が滝の中で宙づりになった
77 2020/8/ 本栖湖※ 山梨県 友人と湖の沖合で泳いでいた男性がおぼれた
78 2020/8/ 吉井川 岡山県 友人らとバーベキューのあと服を着たまま川に入った男性がおぼれた
79 2020/8/ 九頭竜川※ 福井県 ひとりでアユ釣りをしていた男性が流された
80 2020/8/ 荒川 埼玉県 家族や友人らとバーベキューに来て泳いでいた外国人男性がおぼれた
81 2020/8/ 足羽川※ 福井県 アユ釣りをしていた高齢者がおぼれた
82 2020/8/ 足羽川※ 福井県 アユ釣りをしていた高齢者が流された
83 2020/8/ 太田川 広島県 キャンプ場でバーベキューのあと川遊びしていた男女２人がおぼれた
84 2020/8/ 中津川 岐阜県 父親に連れられて砂防堰堤の浅瀬を渡ろうとした幼児が流された
85 2020/8/ 小瀬川※ 広島県 キャンプ場近くの川で泳いでいた外国人男性がおぼれた
86 2020/8/ 鹿股川桜沢 栃木県 友人らと滝つぼで飛び込み遊びをしていた男性２人がおぼれた
87 2020/8/ 花水川※ 神奈川県 河口付近で泳いでいた中学生２人が流された
88 2020/8/ 後川※ 高知県 友人と対岸まで泳いでいた大学生がおぼれた
89 2020/8/ 米代川※ 秋田県 アユ釣りをしていた高齢者２人が徒渉中に流された
90 2020/8/ 鳴瀬川 宮城県 家族とキャンプに来て、弟らと川に潜って遊んでいた高校生がおぼれた
91 2020/8/ なお谷 岐阜県 友人と渓流釣りをしていた男性が岩場から転落
92 2020/8/ 庄川※ 富山県 ひとりでアユ釣りに出かけた高齢者が事故
93 2020/8/ 川上川 岐阜県 ひとりでアユ釣りをしていた高齢者がおぼれた
94 2020/8/ 矢作川※ 愛知県 友人らと川で泳いでいた大学生がおぼれた
95 2020/8/ 赤平川※ 埼玉県 友人らと岩場から飛び込み遊びをしていた大学生がおぼれた
96 2020/8/ 大泉所ダム湖※ 長野県 療育施設の活動中におぼれた子どもを助けようとした引率の男性がおぼれた
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発生年月 河川名 都道府県名 事故概要No
マップで公開する情報

97 2020/8/ 常願寺川※ 富山県 友人らと川遊びをしていた男性がおぼれた
98 2020/8/ 神通川 富山県 友人らと川遊びをしていた高校生がおぼれた
99 2020/8/ 琵琶湖※ 滋賀県 湖面に船をとめて周りを泳いでいた男性がおぼれた
100 2020/8/ 日置川※ 和歌山県 友人らと川遊びをしていた小学生２人が流され、助けようとした女性も流された
101 2020/9/ 豊川※ 愛知県 深夜、女性が流され消防が救助、助けようとした男性は流された
102 2020/9/ 新冠川※ 北海道 友人らと渓流釣りをしていた高齢者が徒渉中に流された
103 2020/9/ 琵琶湖※ 滋賀県 友人らと水泳場の沖合で泳いでいた大学生がおぼれた
104 2020/9/ 猪苗代湖 福島県 沖合で浮いていた４人にプレジャーボートが突っ込んだ
105 2020/9/ 員弁川※ 三重県 夜間、大雨で急に増水した中州に取り残された男性２人を消防が救助　
106 2020/9/ 箒川 栃木県 大雨の夜に生活用の橋を修理していた高齢者が流された
107 2020/9/ 阿寺川※ 長野県 川遊びをしていた大学生が流され、助けようとした男性も流された
108 2020/9/ 小瀬川 山口県 雨の夜、友人と河岸を歩いていた高校生が小段から転落
109 2020/9/ 屈斜路湖※ 北海道 並走する水上バイク同士が接触、乗っていた女性２人が事故
110 2020/9/ 大原湖 山口県 家族と湖畔のキャンプ場を訪れていた幼児が転落
111 2020/9/ 白倉川※ 静岡県 ひとりで渓流釣りに出かけた男性が事故
112 2020/9/ 木曽川※ 岐阜県 友人と川遊びをしていた小学生がおぼれた
113 2020/9/ 根尾川※ 岐阜県 ひとりでアユ釣りをしていた男性が流された
114 2020/9/ 九頭竜川※ 福井県 ひとりでアユ釣りをしていた高齢者が流された
115 2020/10/ 浜戸川 熊本県 弟や友人らと釣りをしていた小学生が転落
116 2020/10/ 日高川※ 和歌山県 両親と遊びにきていた女性が河岸から転落
117 2020/11/ 中尾ダム湖※ 長崎県 ダム湖で友人らと釣りをしていた高校生が河岸から転落
118 2020/11/ 戸沢川※ 秋田県 自転車で通行していた高齢者が土手から転落
119 2020/11/ 境川※ 神奈川県 河岸から転落した幼児を通りがかった夫婦らが見つけ無事救助


