
公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.16, 2017 年 8 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.16, August, 2017 

 

  

 

 

１．研究の背景と目的 

都市計画では、これまで都市の拡大に伴うスプロール化

を抑えるため、区域区分制度を活用して開発を市街化区域

内に抑えてきた。一方、人口減少下に転じた現在は、散漫

に広がった市街地を集約化することが求められており、改

正都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を策定する

自治体も多くなっている。集約化された市街地での居住

（集住）は、高い人口密度での居住が求められるため、高

齢者、単身者の増加や世帯人員数の減少が続く現在、集住

の課題について議論を深めておく必要がある。 

集住にも関連するが、住宅に単独で居住する人々の中に、

不慮の事故等により最期の時に誰からも看取られず一人で

死を迎えてしまう「孤独死」という問題が存在する。震災

後の復興公営住宅での孤独死は大きな社会問題にもなった
1）。孤独死は、身寄りがいない人や親族や地域内の人間関

係が希薄な人が死亡した際に、居住者の死亡が周囲に認識

されないまま、長時間放置されてしまうことに問題がある。

これは、故人の問題にとどまらず、隣接する居住者や地域

の人々にも影響する問題であり、まちづくりの観点からい

えば、地域の魅力を低下させる社会的損失とも考えられる。 

しかし、孤独死の全国的な統計はない。これは自治体ご

とに定義が異なるため統一性がなく、集計を行うことが困

難なことに起因している。この点に関して、ニッセイ基礎

研究所は、東京都23区の孤独死発生割合を全国の自治体に

適用して計算した結果、１年間に発生する65歳以上の高齢

者の孤独死数は15,603人に達すると推計している(1)。全国

的な問題とも考えられるが、地方都市で孤独死に関して統

計を取っているのは、鹿児島県、高知県、宮城県の３県に

とどまるという報告もある2）。さらに、自治体の多くは、

孤独死問題を重要ではあるが二次的な課題とし、孤独死実

態調査を実施する予定もないという3）。集住が進んでいる

東京都では、孤独死の問題は深刻化しており4）、地域住民

を巻き込んだ孤独死問題への取り組み5)も進んでいるが、

市街地の集約化・集住化を目指す地方都市での問題意識は

低いと思われる。近年は高齢化も顕著であり、今後増加す

る単独世帯は高齢者の割合が高くなると予想され、必然的

に高齢者の孤独死が増えていくとことが懸念されるが、地

方都市での孤独死に関する知見は少なく6)、十分な対策の

検討が進んでいない。 

そこで、本研究は65歳以上の高齢者単独世帯に着目し、

地方都市での孤独死の実態を把握するとともに、高齢者単

独世帯の居住状況や住宅立地といった都市計画の観点から、

孤独死の発生リスクとその傾向を分析し、地方都市での孤

独死問題から見た集住の課題を検討することを目的とする。 

 

２．研究の方法 

本研究は、地方都市の事例分析として、孤独死の実態が

把握できた新潟県長岡市と新潟市を対象とする。 

長岡市では、平成23年度から一人暮らし高齢者のうち自

宅で死亡が確認され、救急車が到着したものの既に死後長

時間が経過しているため救命が不要で病院へ不搬送となっ

た事例を消防本部から市役所担当課に報告を受け、孤独死

として集計している。このデータについて、個人が特定で

きる情報（氏名・詳細な住所）を除き、年齢、性別、居住

学区、住居形態、死後発見日数、死亡状況の提供を受けた。

入手データは平成23年度から平成27年度の５年間で43件で

ある。長岡市消防本部へのヒアリング結果から、長岡市で

発生した孤独死のほぼ全数である。 

新潟市では、市が具体的な統計を取っていないため、同

市中央区の民生委員へヒアリング調査(2)を行い、平成27年
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度の１年間に発生した11件の孤独死事例を入手した。 

次に、総務省統計局から統計法第33条申請により入手し

た国勢調査個票データから、平成22年10月現在の２市の高

齢単独世帯の居住状況を分析した。さらに、孤独死に結び

つく死亡状況と死因の傾向を探るため、厚労省から同様の

手法で人口統計調査に基づく死亡票と死亡個票の２種類の

データを入手し高齢単独世帯の死亡場所と死因を把握した。 

そして、実際の孤独死事例と国勢調査および死亡個票デ

ータとの分析を重ね合わせ、それらの関係性を解明して基

礎的な知見を得たうえで、地方都市での孤独死問題から見

た集住の課題を検討する。 

 

３．孤独死の実態 

 前述のように、孤独死を放置しておくことは故人の尊

厳を損なうばかりか、大きな社会的損失につながる場合も

ある。まず、長岡市での入手データならびに新潟市でのヒ

アリングで得られた孤独死事例のうち、発見が遅れたもの

と周囲への影響が懸念される事例を以下に示す。 

① 数週間前から本人宅に電話するも音信不通で、不審

に感じた親族が様子を見に訪問するも施錠されてい

たため警察署に連絡。玄関扉を破壊し進入。居間で

死亡しているのを発見。 

（長岡市・70代女性・一軒家持ち家・死後48日） 

② アパート管理人が訪問したところ浴槽内で水没し心

肺停止状態となっているのを発見。死後硬直が認め

られたため不搬送。 

（長岡市・70代男性・アパート借家・死後23日） 

③ 新聞がたまっており不審に思ったマンションの同フ

ロア住民が管理会社に連絡。管理会社から警察に通

報。室内で倒れていたのを発見。死後硬直を確認し、

不搬送。 

（長岡市・70代男性・マンション借家・死後９日） 

④ 夏期に強烈な悪臭が付近に漂い、それを機に発見。

居住していた市営住宅の一室は、その後悪臭が除去

できず、３年以上使用不能。 

（新潟市・60代男性・市営住宅・死後15日） 

⑤ 溜まっている宅配弁当を民生委員が不自然に思い大

家と相談して救急車を要請。布団で亡くなっている

ところを発見したが、布団の真横の電気ストーブが

ついており、もう少しで火事になっていた。 

（新潟市・60代男性・一戸建借家・死後１日） 

このような事例は、周囲の居住者への影響も大きいた

め、孤独死の防止のみならず、早期発見に努めることに

大きな意義があると考える。 

（１）長岡市の孤独死実態 

長岡市での高齢者の孤独死は、市全体で平成23年４月か

ら平成28年３月末時点で43事例である。まず性別をみると

全体の81％（35/43）は男性である。また年齢を５歳階級

別にみると65～69歳が最も多く30％（13/43）を占める

（図１）。住居形態は、多くは戸建持家（23/43）であった

が、男性は持家に次いでアパート（借家）が10件と多い

（図２）。 

（２）新潟市の孤独死実態 

新潟市の孤独死は、集住が進む中央区を対象にヒアリン

グ調査によりデータを収集した(2)。高齢者の居住状況とし

て、同区内の近年分譲マンションの建設が進む地区では、

マンションに高齢者の入居が増える一方で、古いマンショ

ンには生活保護を受ける高齢者も含まれるとのことだった。

承諾が得られた同区内の民生委員10名に対し、孤独死問題

に関する意識と対応、実際に担当した孤独死の内容を聞い

たところ、多くは孤独死問題に関心を持っており、将来的

な自身の身を考慮し、決して無視できないものとして問題

を捉える方もいた。ほとんどの民生委員は、見守り活動の

際、単身高齢者には積極的に声を掛ける等により安否確認

を行っていた。ただし、担当する地区内の一部に民生委員

の訪問を嫌がる高齢者も存在することが分かった。また、

民生委員では敷地内に立ち入ることができない場合や、生

活保護世帯の見守りは保護課が実施するため、民生委員が

見守りを実施できないといった活動の制限もあるようであ

る。さらに新潟市中央区の民生委員は、一人当たりの見守

り世帯数が数十から数百世帯に達するため、民生委員一人

では高齢者の見守りには限界があり、友人や親族、近隣居

住者の助力も重要だと指摘する。 

民生委員からの聞き取りによる孤独死事例は、長岡市と

同様にアパートなどの共同住宅で死亡する男性が多いこと

がわかった。しかし、民生委員が把握している孤独死以外

にも、自宅で孤独死する高齢者が存在すると考えられるた

め新潟市中央区で把握した実態はその一部である。 

 

４．居住形態から見た高齢者単独世帯のリスク分析 

 孤独死は高齢者単独世帯で発生する可能性が高いため、

長岡市で高齢者単独世帯割合(3)を地区別にみた結果、JR長
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岡駅周辺の市街地中心部が高い値となった（図３）。一般

に公開されている国勢調査結果では、詳細な地区別の高

齢者単独世帯の住居形態や年齢層が不明なため、統計法

第33条の申出により国勢調査の個票データを入手し分析

した。 

総務省統計局から入手した国勢調査個票データから、

高齢者単独世帯を抽出し、地区別に年齢、性別、住宅の

種類・所有関係、住宅の建て方（共同住宅の場合は、全

体の階数と居住階数を含む）を集計した。なお、建て方

の種類は一戸建、長屋、共同住宅、その他の４項目が記

載されているが、共同住宅はアパートとマンションを区

別するため、建物の全体階数から２階以下をアパート、

３階以上をマンションとして分類し、集計した。 

長岡市の高齢者単独世帯を男女別・年齢別にみると、

平成22年10月現在、男性は65-69歳が多く（図４）、女性

は75-79歳が多い（図５）。また、その多くは戸建住宅に

居住しているものの、地方都市であってもアパートやマ

ンションといった共同住宅に居住する世帯が21.2％と５

人に１人以上存在する。特に、男性で65～74歳の前期高

齢者は、後期高齢者よりもアパートやマンションに居住

している割合が高い。この傾向は新潟市にも見られ、２

市に居住傾向の大差はなかった。既往研究1)6)を参考に、

共同住宅に住む男性が最も孤独死のリスクが高いと考え

た場合、長岡市と新潟市では、共同住宅に居住する男性

の65～74歳の前期高齢者が高いリスクを抱えている。 

 

５．死亡データの分析 

入手した死亡データは、死亡票と死亡個票の２種類で

ある。死亡票データには、年齢（生年月日）、性別のほか

自宅や病院といった死亡場所の情報と、原死因が記載さ

れている。新潟県内の高齢者（65歳以上）の死亡データ

が全数含まれているが、世帯構成や死亡した自治体名・

住所の記載はない。一方、死亡個票データはインターネ

ットによるオンライン申請分のみであるため、全死亡者

を完全には把握できないものの、死亡者の住所が含まれ

ている。ただし、死亡場所や死因は記載されていない。

平成17年以降のデータを入手したが、平成23年以降の死

亡個票データ数は死亡票のデータ数の98％以上であった

ため、国勢調査結果との比較検討も可能なように、分析

期間は平成23年から27年とした(4)。 

この両者を死亡票、死亡個票に共通して記載された記

号（事件簿番号）で結合し、死亡個票に記載された市町

村名、住所と、死亡票に記載されている死亡場所と死因

を追加することで、市町村別・地区別に死亡場所を分析

した。なお、残念ながら２つのデータには家族形態や死

亡してからの発見日数が記載されておらず、高齢者単独

世帯の孤独死を特定することはできなかった。 

まず、長岡市では平成23年から27年の５年間に、高齢

者14,489人の死亡が確認された。これを年齢別・性別に

みると、男性7,055人、女性7,434人とほぼ半々であり、

85～89歳が最も多い（図６）。次に、死亡場所をみると、

長岡市では病院が75.0％（10,865人）を占めるものの、
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図３ 高齢者単独世帯割合（平成22年長岡市） 
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自宅死が12.3％（1,776人）であった。長岡市のこの割合

は新潟市および新潟県でもほぼ共通している（図７）。 

前述の通り、単独世帯ならびに孤独死かどうかの判定

はできないため、死因からその可能性を検討した。本研

究の対象者は孤独死であるため、取り扱うべきは自宅死

である。そこで、自宅死1,776人を抽出し、年齢別に死因

の割合をみた（図８）。その結果、65～74歳の前期高齢者

は突然死の可能性が高い心筋梗塞等、「循環器系の疾患」

が最も多くなった。次いで癌などの「悪性新生物」が多

いが、これは孤独死の可能性は低いと考えられる。また、

加齢に伴い「異常検査所見ではほかに分類されないもの」

が増加しているが、これは老衰が主であり、孤独死の可

能性も含まれるが、突然死の可能性は低いと考えられる。

新潟市の自宅死も、この傾向は同様であった。 
 

６．高齢者単独世帯の居住状況と孤独死から見た関係性 

高齢者の死亡者数では85～89歳が最も多く、逆に65～74

歳の前期高齢者は少なかったが、孤独死の実態ではこの年

齢層が多い結果となった（図１・図６）。また、その居住

形態は一戸建とともにアパート、マンション等の共同住宅

に居住する世帯、特に男性に注意が必要であった。そこで、

孤独死の実態、国勢調査の詳細データと、死亡データから

居住状況と孤独死から見た関係性を検討する。 
（１）長岡市の孤独死の関係性 

まず、孤独死のデータは、居住地が学区でまとめられて

いたため、この学区をさらに集計し、市域を1)まちなか、

2)郊外、3)農村に３区分(5)した（図３）。他のデータもこ

れに合わせて集計した。長岡市の高齢者単独世帯を、この

３区分で居住の関係性をみると、まちなかでは65歳以上世

帯員のいる一般世帯に対する割合は28.5％となり、他地域

よりも高齢者単独世帯の割合が大きい。また、国勢調査デ

ータから高齢者単独世帯の居住状況をみると、市全体では

単身高齢者の多くは戸建住宅に居住しているが、まちなか

では他の地域と比較してマンションやアパートといった共

同住宅に居住している世帯が多い（図９）。 

次に、孤独死事例を３区分の居住地区別にみると、まち

なかが21件、郊外が14件、農村部が８件となった。この区

分で、発見日数との関係を見ると、42％（18件）は４日以

内であったものの、過半は５日以上であり、最長は48日で、

発見の遅延は特にまちなかに多い（図11）。単独世帯を含

む高齢者の死亡データからみると自宅死は農村部が最も多

いものの、農村部の孤独死件数は少ない。また、まちなか

と比較して発見日数も短期間であるため、農村部の自宅死

はまちなかより孤独死のリスクが低いと考えられる。 

そこで、より孤独死の問題が顕在化しているまちなかの

データに着目して分析する。さらに、孤独死の件数はまち

なかの男性に多く、既往研究では共同住宅のリスクが高い

ことが示されていることから、「まちなか」・「男性」・「共

同住宅」を主たる対象に、孤独死の関連性を検討する。 

死亡データによると、平成23年から平成27年の自宅死亡

者は、まちなかで男性が170人、女性が191人である。次に、

長岡市から提供された孤独死データをみると、男性の孤独

死事例が35件、女性が８件である。そのうち、まちなかで

死亡したと判断した事例は19件であり、それぞれ男性は15

件、女性が４件である。提供された孤独死データのうち、

まちなかのデータを抽出し、一軒家持家を「持ち家」、一

軒家借家及びアパート借家を「アパート」、マンション借

家を「マンション」、市営住宅などを「その他」に分類し

たところ、男性はアパートとマンション合わせて10件が共

同住宅で死亡している（図12）。次に、まちなかで自宅死

した男性170件に対し、死亡データに記載されている住所

を用いて住宅地図から戸建、長屋、アパート、マンション、

その他（市営住宅、商用店舗、ビジネスビル）に分類した。

まちなかに居住する男性の多くは戸建住宅に住んでいたも

のの、それぞれの居住形態に対する孤独死実数をみると、
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戸建住宅は124件の死亡数のうち４件（3.2％）、アパート

は14件のうち８件（57％）、マンションは９件のうち１件

（11％）が孤独死であるため、リスクとしては戸建住宅よ

り共同住宅の方が極めて大きいと言える。また、まちなか

の男性は、アパートよりマンションに住んでいる割合が高

いものの、男性の死亡データと孤独死データを照合すると、

アパートで死亡した65-69歳男性と70-74歳男性のデータ数

は孤独死数と一致するため、このデータは孤独死の可能性

が非常に高い。また、前述の通り自宅死の年齢別死因から

は、この年齢層は循環器系の疾患で死亡する者が多いこと

がわかったものの、すべてが孤独死につながるわけではな

いため、孤独死は突発的に引き起こされるものとして考え

るべきである。 

（２）新潟市中央区の孤独死の関係性 

新潟市の孤独死は中央区の民生委員からの報告を受けた

事例のみであるため、市全体の孤独死を全て把握している

わけではない。ここでは、長岡市での知見を参考にしつつ、

新潟市の高齢者単独世帯の居住状況と孤独死との関係性を

検討する。 

新潟市の死亡データをみると、区分の関係もあるが自宅

死は農村部が最も多い(6)。しかし、本研究では孤独死の実

態がまちなか（中央区）のみで得られていること、まちな

かに共同住宅が多いことを考慮し、まちなかに重点をおい

て分析する。死亡データより、新潟市全体では、自宅で死

亡した高齢者数は、まちなかが790件で、80代が最も多い。

このうち、男性は409件である。なお、女性は381件で、

90-94歳が最も多い。90代の高齢者は死因のうち老衰によ

る割合が増加していく傾向があるため、高齢者女性が最も

多い90-94歳は、孤独死リスクは小さいと考えられる。 

まちなかの高齢者単独世帯の男性について国勢調査デー

タより所有形態をみると、戸建住宅は持ち家が多い。民営

の借家で最も多いのはアパートである。また、マンション

は持ち家より民営の借家の方が多い。新潟市のまちなか(6)

で自宅死した男性について、死亡データから住居形態を年

齢別にみると、男性の多くは80-84歳が多いが、アパート

やマンションといった共同住宅は65-69歳の方が最も多い。

死亡データと孤独死データを照合して、年齢階級別に高齢

者単独世帯の男性の孤独死をみると、最も多いのは75-79

歳の男性であり、アパートでは、死亡した75-79歳男性10

件のうち、孤独死の件数が２件である。新潟市でも、まち

なかに居住する男性は、戸建住宅よりも共同住宅において、

全死亡数に対する孤独死数が多い。 

 

７.地方都市における高齢者単独世帯の居住方法の検討 

 人口減少下にある地方都市では、都市計画での将来市街

地像として集約型都市構造を目指しており、まちなか居住

を実現するための共同住宅は欠かせないといえる。しかし、

本研究による事例分析からも、まちなかの共同住宅に居住

する場合、高齢単独の男性は最も孤独死のリスクが高いこ

とが明らかになった。高齢単独の居住者が突然死した場合、
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周囲の人々が気付かなければ、それは何日も放置されてし

まう孤独死となってしまう。孤独死の中には突然死以外に

も個人が衰弱しているサインを出している場合も存在する。

このサインを見逃さないために、高齢者の普段の生活態度

の変化に目をつけることが重要である。 

地方都市であっても、まちなか居住を推進するには、共

同住宅が不可欠である。共同住宅への集住には、誰にも気

づかれずに何日もの間発見されないという状況をなくすよ

うな対応策が必要である。また、民生委員の限られた労力

では、急増する単独世帯のケアは難しい。孤独死は他人と

の接触を拒否する等、個人のパーソナリティの問題という

一面もあるが、地域として解決しなければいけない課題で

もある。共同住宅の居住者を取り込んだ積極的なコミュニ

ティの場づくりや、高齢者と触れ合う機会を設け、単独で

居住する高齢者の細かな変化に近親者のみならず、多くの

者が気づくことのできる場づくりがまちなか居住に必要で

ある。復興公営住宅での孤独死は階数や規模が大きくなる

につれて発見日数が遅くなる傾向も見られている1)。今後、

新たに共同住宅を建設する際には、その位置、規模、階数

に応じて道路までのアプローチや玄関の位置に工夫を加え

たり、新聞等の蓄積状況が確認しやすくしたりするような

建築計画での対応も求められよう。 

本研究では、長岡市と新潟市について居住状況と孤独死

の関係性を分析し、それぞれの高齢者単独世帯の孤独死の

リスクを検討したが、孤独死実態の完全な把握と比較を行

うことはできなかった。これは、①死亡後の経過時間等、

孤独死の定義付けの難しさ、②データが存在せず実態把握

が困難であること、に起因しており、全国の都市に共通す

る課題である。孤独死は自治体にとっても地域にとっても

大きな課題であるため、全国的な統計把握が必須であり、

国を挙げて対応策を検討すべきだと考える(7)。 

なお、本研究では、都市計画の視点から、集住を念頭に

まちなかの高齢単独世帯、特に共同住宅居住者に着目した

が、地方都市では一戸建住宅に居住する高齢単独世帯も多

く、今後の急増も懸念される。そちらへの対策は今後の課

題としたい。 
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【補注】 

 (1)ニッセイ基礎研究所が行った孤独死の推計数値は、東京都23区の孤独

死の発生確率を全国一律と仮定した場合のものである。また、死後経
過期間と死体状況、それに伴う社会経済的な影響・損失、事例から把
握される生前の孤立状態との関係も踏まえ、「2日以上」（上位推計）「4

日以上」（中位推計）、「8日以上」（下位推計）と3段階で算出している。
そのうち死後4日以上経過している全国の65歳以上高齢者の孤立死数は
15,603人（うち男 10622人、女 4981人）と推計している。参考文献7) 

(2)参考文献8)をもとに、新潟市社会福祉協議会を訪問し、社会福祉協議
会担当者と新潟市中央区南万代地区民生委員児童委員協議会会長にヒ

アリング調査を実施した（平成28年8月）。そこで中央区内の民生委員
へのヒアリング調査の許可を得た。過去のデータ提供は不可であった
ため、過去の事例から孤独死と思われる件数が最も多かった中央区の

現在の民生委員10名への聞き取りにより事例を収集した。（調査日：平
成28年9月2日～9月7日） 

(3)高齢者単独世帯割合＝高齢者単独世帯/高齢者を含む一般世帯数（％） 

(4)平成23年度をみると死亡票24,029(A)に対して、死亡個票は23,474(B)
であり97.7％（B/A）を占める。また、両者の一致数は99.7％である。
平成24年以降はさらにこの比率が高まっていた。平成22年10月に実施

された国勢調査の結果で示された高齢単独世帯のうち、死亡者がこの
期間に含まれることになる。 

(5)長岡市の昭和45年DID内に含まれる学区を「まちなか」、まちなかを除

く主として市街化区域内に含まれる学区を「郊外」、それ以外の地域を
「農村」として３区分した。 

(6)新潟市は、中央区を「まちなか」、東区、江南区、西区、を「郊外」、

北区、秋葉区、南区、西蒲区を「農村」として３区分した。 
(7)現在、各自治体に提出される死亡届・死亡診断書（死体検案書）の書

式には、家族構成と死後の経過時間（日数）を記載する部分がない。

対応策として、配偶者の有無に関する項目は、同居者の有無に変更し、
死亡日・時間の項目の次に、発見日時を追加する変更が考えられる。 
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