
平成25年度　ひとり暮らし高齢者の「自宅で、ひとりで亡くなられた」状況について　－民生委員「高齢者世帯異動連絡票」等より作成ー

番号 報告元 性別 年齢 発見者/情報提供者 対応 発見期間要介護認定親族の有無 住居 訪問状況 発見前の身体状況・生活状況

1 知人 女 78 知人（宗教団体関係者） 警察立会要請 3日未満 無し 有り 民営アパート 宗教団体会員。宗教団体関係者の訪問あり。
終日、スーパーで過ごす生活。食事は日に一
食。

2 新聞 男 76 新聞販売店 発見後警察連絡 5日未満 無し 不明 一戸建て
民生委員、見守り支援員、高齢者福祉相談員とも会
えず。民生委員は隣家より情報得ていた。

近隣との交流なく、隣人が時々姿を見かけるくら
い。

3 保健所 男 78 緑保健所職員 不明 不明 要支援１ 不明 公営住宅 Ｄ病院を自己退院。保健所職員が訪問し発見。 不明

4 民生 男 76 近隣住民 不明 不明 無し 不明 公営住宅 高齢者福祉相談員が訪問していたが不在。 不明

5 民生 女 95 子 不明 不明 要介護３ 有り 一戸建て 訪問辞退者。 不明

6 民生 女 75 不明 不明 不明 要介護４ 有り 一戸建て 不明 不明

7 区役所 男 78 警察署 警察通報 1か月未満 無し 有り 公営住宅 民生訪問有り。
新聞が3週間分取りこまれておらず、警察へ通
報。通報経緯は不明。

8 新聞 男 65 区役所職員 発見後警察連絡 5日未満 無し 不明 民営アパート
生活保護　担当ＣＷの訪問有り。民生委員の訪問
は、本人より辞退の申し出あり（元気、就労中）。

新聞が3、４日たまり、室内の灯りがついたまま、
との連絡あり、区役所職員が訪問し、郵便受け
の隙間から中で倒れていることを確認。

9 新聞 女 85 新聞販売店
緊急連絡先（親
族）へ連絡

5日未満 無し 有り 一戸建て 民生訪問有り。 元気に生活。

10 民生 男 71 不明 不明 不明 要介護２ 有り 民営アパート 民生訪問有り。 生活保護受給。

11 民生 女 72 不明 不明 不明 無し 不明 公営住宅 民生訪問有り。 不明

12 大家 男 71 大家 警察立会要請 約1月 無し 不明 民営アパート 民生委員訪問辞退者。相談員接触できていない。
自転車で外出していた。雨戸は日頃よりしまって
いる。

13 民生 男 77 介護事業者 救急搬送 1日未満 要介護４ 有り 公営住宅 毎日、介護サービス利用 ー

14 民生 男 85 民生・友人 発見後警察連絡 1日未満 無し 有り 公営住宅 近所付き合い有り
前日に友人に買い物を依頼し、応答がないので
民生委員に連絡が入る。

資料 １



15 民生 男 84 民生・友人 救急搬送 1月未満 無し 有り 公営住宅 学区、近所の昼食会に月２回参加、友人有り 日常生活に不自由はない。

16 民生 女 89 子 不明 １日未満 無し 有り 公営住宅 子との交流有り、友人有り ー

17 民生/新聞 男 84 新聞販売店 警察立会要請 3日未満 要支援１ 有り 一戸建て
介護事業者が週1～2回訪問、近所の方が2日一回
程度食事を届けていた。毎日喫茶店に通う。

新聞が2日分たまる。2日前に介護保険事業所が
家事援助で訪問。昼は喫茶店に。夜は近所の方
が食事を届けた。

18 民生 男 79 民生 発見後警察連絡 2日未満 無し 有り 一戸建て 民生訪問有り。
裏に住んでいる民生委員が電気がついていない
ことを不審に思い訪問し発見。

19 民生 女 87 民生委員 警察立会要請 10日程度 無し 有り 一戸建て ボランティア活動に週２回参加。

新聞販売店が新聞が3日たまったくらいで、新聞
がポストの下に落ちていることに気づき、近所の
人経由で民生委員に連絡。親族に連絡するも誕
生会したばかりで元気。旅行もよくいくからとの
話。約束していた友人がこないと心配して民生委
員に連絡。

20 民生 女 82 不明 不明 不明 要介護１ 有り 公営住宅
介護サービス週に１・2回程度利用。市内に親族、交
流有り。

ー

21 民生 男 81 不明 不明 不明 無し 無し 一戸建て 民生訪問有り。車を運転。緊急連絡先は契約ＮＰＯ。 ー

22 民生 男 91 近隣住民 発見後警察連絡 1週間未満 無し 有り 公営住宅 民生訪問有り。
回覧板が3日間とまっていた。市内に親族がいる
があまりつきあいはない様子。

23 民生/新聞 女 78 新聞販売店 警察立会要請 4日未満 無し 有り 一戸建て 民生訪問有り。 新聞が4日分たまる。車運転し生活。




