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毎日散歩 

「歩こう会」 
→毎日、この辺りを散歩しがてら見守り 

①「アミ戸にして」 

②「戸を少し開けておいて」 

畑で見守り 

散歩 

要介護女性 

（昼間は一人） 

見守り 

畑 

・・・一人暮らし老人 

・・・ボランティア 
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⒈「効果的な見守り方」を考える前に 
 以下のことを頭に入れておきましょう。その上で具体的な見守り方に触れます。 

⑴「週に１回は訪問しているから大丈夫」？ 

先ずは「自分たちの地区では本気で孤独死をなくしたいと思っているか」を各自

確認することから始めましょう。「あの人の家は週に一回訪問しているから大丈夫」

と言っていては「死後一週間」となる可能性もあります。「本気で取り組む」とは

どういうことか、それが本書で提示する事柄です。 

 

⑵「見守り隊」や「見守り協力員」委嘱の是非 

 最近、「見守り隊」づくりが広がっていますが、こういうのを「担い手主導」と

言うのです。見守る側から見守り方を考えてしまうのです。もっと見守られる側か

ら考えないと、孤独死は防げません。 

 

⑶ご近所さんの自然な見守り活動を大事に 

 自治会や福祉関係機関で、上から人為的に見守り組織を編成しなくても、見守り

程度なら、支え合いマップづくりをすれば、最低限の見守りはなされていることが

わかります。その自然な見守りにこそ、見守りの神髄があるのです。 

 

⑷ただ見守ればいいのか？ 

 見守り活動が習慣化していくと、「ただ見る」のが目的になって、異変を察知し

たり、困り事を探し出そうという気がなくなっていきます。それでは何のための見

守りか分からなくなります。 

 

⑸やはり支え合いマップづくりを 

 私どもでは支え合いマップづくりを提唱しています。およそ５０世帯ごとに、住

宅地図を広げ、そこの住人、５名ほどに集まってもらって、気になる人は誰か、そ

の人に関わっている人は誰かと、一人一人について確認していくのです。そうする

ことで、隙間のない見守り体制が出来上がるのです。 
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⒉「良い見守り方」とは？ 
 以下に１２項目並べてあります。そのあとに夫々の解説をしておきました。 

 

⑴「気がかりな人」を残らずマップで抽出 

⑵その人を誰が見守っているかをマップで確認 

⑶見守る人がいない場合、本人と接点のある人を探す 

⑷接点でさりげなく見守っている人を探す 

⑸引きこもりの人には、本人が見込んだ人を探す 

⑹引きこもりの人にはこじあけるぐらいの積極性を 

⑺相手の困り事に応えたとき、もっと見守り効果が 

⑻本人たちの見守り合いの実態も調べる 

⑼「見守られ上手」も探す 

⑽まとめて見守ることができる機会を作り出す 

⑾接点の人たちの個々の目を集約する 

⑿個々の見守りを生かして地区全体の見守り体制を作る 

 ⒀見守りは「ご近所」ごとに 

＜解説＞ 

⑴「気がかりな人」を残らずマップで抽出 

 まず地区内で「特に気がかりな人」を抽出します。末尾に「気になる人」の探し

方と「気になる度」の評価基準などをまとめておきました。この作業のために有効

なのが支え合いマップです。 

気になるのは一人暮らし高齢者だけではありません。盲点になりやすいのは５０

～６０代の一人暮らしの男性です。もう一度、周りを見渡して、「盲点になってい

る人」はいないか確認しましょう。 

 

⑵その人を誰が見守っているかをマップで確認 

 支え合いマップづくりの有利な点は、気になる人とその人を見守っている人の双
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方をセットで探せるということです。その関係の線を引くと、誰がどの程度見守ら

れているのか、その程度が線の多さではっきり見えてきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上のマップでは、青い印の人が「気になる人」で、誰が見守っているかを線で表

してあります。周りから５本も入っている人がいる一方で、一本も入っていない人

もいます。この人が「特に気になる人」です。 

ただ、この線の大部分は親戚からの者で、そうでない人は星印で表しているよう

に、意外に少ないのです。これをどう評価するか、がポイントになります。 

 

⑶見守る人がいない場合、本人と接点のある人を探す 

「気がかりな人」をだれも見守っていないという場合、次善の策として、せめてそ

の人と接点のある人を探しましょう。その人を見かけたり、話をしたりしている人

を残らず探し出します。マップを使えば、必ず数名は見つかります。 

 

 

 

…要援護者・気になる人 

…世話焼き 

黒い線が、身内の関わり 

赤い線が世話焼きの関わり 
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⑷接点でさりげなく見守っている人を探す 

ただ接点があるだけでなく、その接点でさりげなくその人を見守っている人がい

ます。その人を探し出すことが重要です。 

次頁のマップでは、一本道が続いている地区で、そこを毎日、散歩している女性

たちが「歩こう会」をつくって、沿道に住んでいる一人暮らし老人を見守っていま

す。そこで気になる人が出てきたら、この道の右方向に住んでいる民生委員に伝え

ていることもわかりました。支え合いマップづくりをしていると、人々が生活の中

で上手に、無理なく見守りを続けている様子も浮かび上がってくるのです。 

 

 

一人暮らし 

老人 

家族 

向う三軒 

お出かけ先 
（店・医院等） 

勤務先 

アパートの大家 

宅配業者 
（牛乳・新聞等） 

福祉関係者 

（ケアマネ・ヘルパー 
・ボランティア等） 

ゴミステーション 
畑・散歩ルート 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
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⑸引きこもりの人には、本人が見込んだ人を探す 

 死後１週間で発見された一人暮らしのＡさん。民生委員や見守りボランティアが

訪れても、ドアを開けなかったそうです。「どんな引きこもりでも、２人や３人に

は門戸を開けるものだけど…」と私が町内会役員に確かめたら、「そういえばＢ子

さん（Ａさんの斜向かいの人）は受け入れていた」。 

ではなぜ孤独死したのか。Ｂさんが最近、引っ越していたのです。もし民生委員

が、自分が受け入れられない（相性が合わない）ことは脇へ置いて、本人がだれを

見込んでいるかを探せば、Ｂさんを発見できていただろうし、Ｂさんが引っ越すと

きに引き継げたはずです。本人が見込んでいる人を大事にしておけば、孤独死も防

げたかもしれないのです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日散歩 

「歩こう会」 
→毎日、この辺りを散歩しがてら見守り 

①「アミ戸にして」 

②「戸を少し開けておいて」 

畑で見守り 

散歩 

要介護女性 

（昼間は一人） 

見守り 

畑 

・・・一人暮らし老人 

・・・ボランティア 

Ａさん（孤独死した女性）

（油絵の趣味あり）

料理ボランティア
仲間

Ａさんに見込まれた人

（最近引越していた）
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⑹引きこもりの人には、こじあけるぐらいの積極性を 

 世話焼きさんの中に、「こじあけ屋」と言うべき人がいます。引きこもりの人に

出会うと、なぜかこじあけたくなると言います。それで成功しているということは、

引きこもりの人にも、こじあけられることを内心期待している面もあるのです。 

 引きこもりの人は、接触してくる人に「プライバシーの侵害」を盾に追い返すの

が通例です。しかし、プライバシーを尊重したおかげで孤独死してしまうのでは、

元も子もありません。 

 

⑺相手の困り事に応えたとき、もっと見守り効果が 

 見守り活動といえば「日々、元気な姿が見えればいい」というのが基本的な役割

になっています。「安否の確認」です。言い換えれば、「生きている」ことの確認。

でも考えてみれば、人間、そんなに簡単に死ぬものではありません。見守りという

のは本来、何をすることなのでしょうか。 

 東京ガスのメーター検針員が見守り活動をしています。検針に赴いた時、針が振

れていなかったら「心配な家」となります。そのことが確認されればそれでよいは

ずなのに、彼女たちはついでにいろいろなボランティア的な行為をしていました。

布団の取り込みを手伝ったり、買い物に行ってあげたり、花壇から老人の欲しいも

のを株ごと持ってきてあげたり、ゴミの出し方を教えてあげたり、と。 

 一人暮らしの老人には、日々さまざまな困り事が生じます。「見守り」がてら、

そうした要望にまで応じた時、相手の健康状態がより詳しく分かります。「この頃、

彼女の体の動きが鈍くなってきたな」とか。 

 次頁のマップの中央部の人（星印）は日常的に周りの人の様子を探っています。

それだけでなく、夫を介護している女性のために買い物手伝いなどをするし、一人

暮らし男性の安否を毎日確認しているし、引きこもりの父子の様子も見ています。

異変を見つけたら、すぐ近くの自治会長に知らせています。 
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３３３３    

２２２２    
 夫が脳梗塞で認知症。 

妻が介護している。 

→買い物の手伝い、 

食事のおすそわけ、 

グチ聞きなど。 

１１１１    
４４４４    

５５５５    

６６６６    

町内会長 

③の異変を伝達 

 一人暮らし男性 

 引きこもりの父子家庭。 

車の出入りなどで 

見守りをしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑻本人たちの見守り合いの実態も調べる 

 私たちは見守る人と見守られる人を対峙させますが、現実はもっと複雑で、一人

暮らし同士が見守り合っているというケースもあるのです。 
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前頁のマップは公営住宅。黒印は一人暮らし高齢者。白い部分の多くは空き部屋

です。福祉関係者が嘆いていました。「よほどたくさんの担い手を養成しなくては、

間に合わない」。ここの一人暮らし高齢者に、安全確保策を尋ねてみました。 

「私は向いの○○さんと、夜、電気がついたら大丈夫としている」「私は向いの△

△さんと、朝カーテンが開いたら元気と…」。一人暮らしが集まる部屋も、棟ごと

にありました。その他にも彼等の安否確認（し合うための）スポットがあちこちに。

一人暮らしのリーダーたちが自転車訪問と電話訪問もしていました。一人暮らしの

人たちでほぼ完ぺきな見守り体制を作り上げていたのです。 

 マップで、女性の一人暮らしの家が数件見つかると、大抵の場合は見守り合いを

しています。残念ながら男性にはこういう事例は見つかりません。 

 

⑼「見守られ上手」も探す 

 見守られるべき本人もしっかり見守られる努力をすべきで、実際にそれを実践し

ている人も少なくありません。それを探し出せば、極めて効率的です。 

 下のマップの、上右方を見てください。９０歳の一人暮らしの女性宅に向かって、

７本の線が入っています。どういうことなのか。彼女は１日中、家を開けっ放しに

して、周りの人に「うちにお茶のみに来ない？」と誘っていたのです。要するに自

分から進んで、見守ってくれる人を開拓していたのです。 
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⑽まとめて見守ることができる機会や場を作り出す 

 前頁のマップの下方でグランドゴルフが行われています。そこに６本の線が入っ

ています。いずれも老々世帯か一人暮らし世帯です。しかも毎日開かれている。言

い換えれば、彼らは毎日見守られているのです。 

 このように一人暮らし高齢者等をまとめて見守ることかできる機会が作られれ

ば、効率的だということです。 

 

⑾接点の人たちの個々の目を集約する 

 それぞれが相互に連携し合うことなく、バラバラに対象者に接触していると、そ

こから「空白の日」が出てくる可能性もあり、孤独死につながってしまいます。だ

から、複数の「接点にいる人」に一人ひとり接触して、どこまで見守ってくれてい

るかを、一度は確認しなければなりません。Ｂさんは月曜日と土曜日のみ接触して

いる、Ｃさんは火曜日のみ、Ｄさんは水曜と木曜に見かけている、というふうに。 

 合計すると、ほぼ毎日誰かが安否を確認していることが分かれば、安心というこ

とになります。できれば、当人の安否確認情報を集約できるキーマンがいるといい

のです。「きちんと見守ってくれる人」を中心に、他の接点にある人が、柔らかな

情報ネットをつくればベストで、異変情報を受け取る民生委員等も楽になります。 

  

⑿個々の見守りを生かして地区全体の見守り体制を作る 

 下のマップを見て下さい。ある公営住宅に住む一人暮らし老人がどのように見守

られているのかを調べたものです。 
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 Ａケースは、一人暮らし男性自身は誰にも見守られていないと心細く思っていた

のですが、隣人たちに聞くと、彼の左右両隣と下の階の三人が日常的に見守ってい

たことが分かったのです。 

 Ｂケースの場合は、「助けられ上手」の女性で、いつも親切なお隣さんに、出か

けるたびに一声かけたり、カギを預かってもらうということをしていました。 

 Ｃケースは、たまたま３人の一人暮らし老人が隣り合って生活しており、一緒に

買い物に出かけたり、カギを預け合ったりしていました。Ｄケースは、ボランティ

アをしている人が常時４人の一人暮らし老人の見守りをしていました。 

 このＤさんという女性は大変な世話焼きさんで、４人どころか、この棟のほぼ全

員の様子を知っていて、日常的にたくさんの人の世話を焼いていました。他にも、 

一定数の世話を焼いている人が５人いて、この６人でネットを組めば、おおよその

見守りはできるということでした。 

 さて、これだけのことが分かって、次にどうするか。これを単一の見守りシステ

ムに組み込んでしまうと、それぞれ特徴ある見守りが行われているのが生きてこな

くなります。個々の見守り状況をそのまま生かした、このご近所全体の見守り体制

を作っていく必要があります。 

 

⒀見守りは「ご近所」ごとに 

 前項で、見守りは地区ごとに体制づくりをと言いましたが、この「地区」は正確

には「ご近所」とすべきです。人々は大体５０世帯の範囲でふれあい助け合ってい

ることが、長年地域を見て来て分かりました。この範囲ならお互いが見えるのです。

つまり「見守り」にはこの範囲内ですべきなのです。 

 ところが実際には、見守り体制づくりといえば自治区ごとになされています。こ

れでは大雑把すぎて、要援護者一人一人に目が届きません。粗っぽい見守りになり、

孤独死も起きかねません。本当なら班（組）ごとに進めるべきなのです。 
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⒊異変の察知 

⑴異変をどうやって察知するか 

 異変察知にはいくつかの要件があります。以下に７項目並べてあります。 

 

①疑ってかかれ。良い方に考えないこと 

②「ちょっとした異変」にも動くこと 

③継続的に見守っていないと異変は分からない 

④家の中まで入れるか 

⑤異変が起きた背景を推察する 

⑥「本人の元気な姿を見かけたから大丈夫」ではダメ 

➆結局、天性の資質がものを言う？ 

 

＜解説＞ 

①疑ってかかれ。良い方に考えないこと 

ある件で、４人の人が接点にいたのに、死後２週間で発見されました。それぞれ

が異変を感じていたのに、「良い方」に考えていたことがわかったのです。「声をか

けても返事がないのは、きっと会社に泊まり込みで行っているのだろう」とか。そ

こで住民はこう言い交わしました。「これからは疑ってかかろう」。「声をかけても

返事がないのは、もしかして倒れているのかも知れない」とか。 

 

②「ちょっとした異変」にも動くこと 

 ある団地で「上の階から水漏れがしない」ことに気付いた人がいたのですが、「気

にはなるけど、まあいいか」と考えてしまいました。 

異変には気付いたが「ほんのちょっとした異変」なので、積極的に動こうという

気が起きないというケースもあります。「この程度のことで民生委員に持っていっ

たら、面倒がられるだろう」と考えてしまうのです。 
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③継続的に見守っていないと異変は分からない 

 気になる隣人に２４時間監視体制をとる人がいますが、これぐらい継続的に見て

いないと、どこでどんな異変が生じたかが分からないのです。 

 

④家の中まで入れるか 

 人の状態は、その家の中まで入ってよくわかるものです。だから、外から眺めて

いるだけでなく、チャンスを見つけて、一度家の中に入るようにしたらどうか。 

 見守られ上手さんと、ご近所巡りをしたことがあります。彼女は一人暮らしの老

母を見舞うたびに、ご近所に挨拶をして回っているのです。「母のことをよろしく

お願いしますね」と。そういわれた隣人が、こう答えたことを覚えています。「娘

さんがそう言ってくれるので、お母さんの家の中まで入れるんですよ」と。 

 

⑤異変が起きた背景を推察する 

 老々世帯のガレージの車がなくなっていた。なぜなのか。旦那さんがもう８０を

こえて、認知症の症状が出てきたらしい。おそらく、もう運転はあきらめたという

ことか。その結果どのような不便が生じたのか―そこまで推察する必要があるので

す。 

 

⑥「本人の元気な姿を見かけたから大丈夫」ではダメ 

 見守りの目安として「本人の元気な姿が見かけられたらいい」というのがありま

す。しかし、これでは大事なことが抜け落ちる可能性があります。一見元気である

が、実際は病気中だということもあり得ます。やはり声をかけ、一言二言でも相手

の発言を引き出し、その中で本当の元気度を測る必要があるのです。 

 

➆結局、天性の資質がものを言う？ 

 女性の中には非常にすぐれた推察力を持っている人がいます。相手のちょっとし

た声の変化、表情やしぐさの変化などで、「異常」を察知します。天性の資質と言

えます。だから、そういう資質がある人を探し出し、その人が察知する異変情報を

まわりで大事にしてあげることです。 
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⑵異変情報が即座に伝わるシステムづくり 

 異変がわかったとして、それに気付いた人がどう行動すればいいのでしょうか。 

 

①どこから異変が生じても確実に伝わるルート作り 

②パイプがどこかで詰まっていないか？ 

③複数の伝達ルートが併行して生きるように 

④担当者が「接点の人」に頻繁に異変を確認しに行く 

 

＜解説＞ 

①どこから異変が生じても確実に伝わるルート作り 

 １０ページのマップをもう一度見て下さい。マップで対象者の見守り状況を調べ

てみると、夫々が全く異なっています。これを十把ひとからげにシステムに組み込

んでしまったら、大事な異変情報がうまく伝わらなくなります。 

 Ａケースの場合は、この３人のうち誰が一番Ａさんの状況を把握しているかを確

認した上で、その人が異変に気付いたとき、例えば階段委員に伝え、委員の判断で

はどうしようもないときは、民生委員なり自治会なりに伝えるようにする。 

 Ｂケースの場合は、Ｂさんに見込まれた隣人が、上記と同じルートで伝達する。

Ｃケースは、この中の誰かが、同様の伝達ルートに乗せる。加えて、Ｄさんという

世話焼きさんのルートからも異変情報は把握される。Ｄさんが、自分および四人の

小世話焼きさんを通して把握された異変情報を直接自治会や民生委員に伝える。 

 少なくともこうして、どこから異変が生じても確実に伝達ルートに乗せられると

いう保証が、まず必要です。 

 

②パイプがどこかで詰まっていないか？ 

 伝達ルートのどこかのパイプが詰まっていないか点検する必要があります。「階

段委員は、住人から連絡を受けたら、それを民生委員（又は自治会）に伝達するこ

とになっている」と言うかもしれませんが、もし階段委員がそれをきちんと実行し
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なければ、そこでパイプが詰まってしまいます。 

今のシステムは、それぞれ役割を貼り付けられた人たちが、自分の役割をきちん

と果たすはずだという期待のもとにつくられています。しかし現実には、その役割

を果たさない人がいます。そこから「事件」が起きるのです。 

 だから、伝達ルートの一つ一つについて、担当者が与えられた役割を果たしてい

るかチェックする必要があるのです。もし果たしていない人がいれば、他の人に代

わってもらわねばなりません。 

 

③複数の伝達ルートが併行して生きるように 

 といっても、「あなたは役に立たないので他の人に代わってもらいます」とは、

現実的には言えないでしょう。代わりに、複数の伝達ルートをつくり、どれが欠け

ても大丈夫なようにすることです。例えば１０ページのマップで言えばＡさん、Ｂ

さん、Ｃさんのそれぞれが、自分が最も伝えやすい伝達ルートに連絡するのです。

Ｄさんも同じようにそうするでしょう。これによって一つの異変情報が重なって伝

わってしまうかもしれませんが、人のいのちに関わることなのですから構わないで

しょう。一つのルートに頼るのは危険です。 

 

④担当者が「接点の人」に頻繁に異変を確認しに行くこと 

 通常なら、Ａさんの異変に気付いた人が、担当者（例えば民生委員、福祉委員、

見守り専門のボランティア、団地なら階段委員）に伝えればいいのですが、これが

意外に難しいのです。「異変」は大抵の場合、「ほんのちょっとした異変」ですから、

気にはなっても、担当者へ連絡するほどではないだろうと考えてしまいます。 

 しかし孤独死はその「ちょっとした異変」から生じる場合が多いのですから、担

当者の方から「接点の人」の家に頻繁に出かける必要があります。それを繰り返し

ているうちに、今度は「接点の人」の方から伝えに来てくれるようになるのです。 
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＜付録＞「見守りマップ」の整理表 

以下に、見守りマップづくりをした結果を整理する３つの表を紹介しましょう。 

⑴「気になる度」の判定表 

住宅地図に登場する一人ひとりを、この表にあてはめることで、その人の「気に

なる度」がどの程度なのかを判定します。作業は簡単。対象者の状況であてはまる

項目だけに○印をつけた上で、総合評価すればいいだけです。 

⑵個別の見守り状況 

「気になる度」の高い人、一人ひとりについて、誰がどのように見守っているのか

を、マップづくりに参加した人たちの情報を集めて、ていねいに探り出します。 

⑶見守りの総評と対策 

 孤立死を防ぎ、効率的な見守りができる要件が盛り込まれてあります。その中の

該当する部分だけでいいから、必要事項を記入し、見守りの最終評価をします。 

 

［マップづくりで守るべきこと］ 

 孤立死防止に役立つようなマップづくりをするには条件があります。 

➊必ず５０世帯のご近所ごとにマップづくりをすること 

町内会が５００世帯あるから、一気に作ってしまおうと考えないこと。それを５

０～８０世帯程度ごとに区切って、数回に分けてマップづくりをします。 

 

➋そのご近所内に住む人、最低５人は集まる 

できれば、そのご近所の人の交友関係や事情に通じている女性であること。班長

やフロア委員、町内会長だからよく知っているということはありません。 

 

➍見守り状況が不明確な対象は、その人の向こう三軒の人を集めてマップづくり 

小ご近所ごとにマップ作りの場に集まると言っても、現実には一定地区に偏る場

合もあります。その場合、当人の足元の人と再度マップづくりをしましょう。 
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⑴「気になる度」の判定表  

 ⑴気になる対象 
該当 

○印 
 ⑵気になる状態 

該当 

○印 

参考 

特に気にすべき状態 

① 男性  ５０代から心配 

② 超高齢  ８０代後半から 

③ 病弱・要介護・障害  特に認知症の場合 

④ 身の回りのことができない  「食事を作らない」も 

⑤ 見守る人がいない（少ない）  引きこもり。周囲と衝突も 

① 一人暮らし高齢者  

⑥ 家族があまり来ない   

① 超高齢   

② 病弱・要介護・障害  特に認知症の場合 

③ 身の回りのことができない   

④ 見守りや世話する人がいない   

② 昼間一人暮らしの 

高齢者 

 

⑤ 同居する家族が息子だけ  きちんと面倒見ているか 

① どちらかが病弱・要介護・障害  「共に」ならもっと心配 

② どちらかが超高齢  「共に」ならもっと心配 

③ 身の回りのことができない   

④ 家族があまり来ない   

③ 高齢者夫婦  

⑤ 見守る人がいない（少ない）   

① 家族で孤立   

② 要介護・障害   

④ その他の高齢者 

 

 

③ 周囲と交流なし  引きこもり 

① 家族が世話していない   

② 生活困難  仕事がない 

⑤ その他の要介護 

・障害者 

 

③ 周囲から孤立  引きこもり 

 

 総合評価 
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■記入例＜田中さんの場合＞ 

 ⑴気になる対象 
該当 

○印 
 ⑵気になる状態 

該当 

○印 

参考 

特に気にすべき状態 

① 男性  ５０代から心配 

② 超高齢 ○ ８０代後半から 

③ 病弱・要介護・障害 ○ 特に認知症の場合 

④ 身の回りのことができない △ 「食事を作らない」も 

⑤ 見守る人がいない（少ない）  引きこもり。周囲と衝突も 

① 一人暮らし高齢者 ○ 

⑥ 家族があまり来ない △  

① 超高齢   

② 病弱・要介護・障害  特に認知症の場合 

③ 身の回りのことができない   

④ 見守りや世話する人がいない   

②  昼間一人暮らしの 

高齢者 

 

⑤ 同居する家族が息子だけ  きちんと面倒見ているか 

① どちらかが病弱・要介護・障害  「共に」ならもっと心配 

② どちらかが超高齢  「共に」ならもっと心配 

③ 身の回りのことができない   

④ 家族があまり来ない   

③ 高齢者夫婦  

⑤ 見守る人がいない（少ない）   

① 家族で孤立   

② 要介護・障害   

④ その他の高齢者  

③ 周囲と交流なし  引きこもり 

① 家族が世話していない   

② 生活困難  仕事がない 

⑤ その他の要介護 

・障害者 

 

③ 周囲から孤立  引きこもり 

 

 

 

総合評価 見守りだけでなく、ある程度のお世話も必要 
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⑵個別の見守り状況 

⑴で「気になる人」と評価された人について、さらに丁寧に見守り状況を調べる。 

  
該当する人物 

・場所 
頻度 活動内容 

見守り活

動の評価 

個別の対策 

     １ 本人を訪問する人 

（隣人・友人・業者） 

     

     ２ 本人が訪問する 

相手 

     

     ３ 家族との行き来 

・連絡 

     

      

４ 

その他の見守り 

（日常の行動を観

察し、接点で安否確

認など） 
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■記入例 

  
該当する人物 

・場所 
頻度 活動内容 

見守り活

動の評価 

個別の対策 

○○さん ほぼ毎日 おすそわけも持参 ○ 見守りのキーマ

ンを依頼 

ヤクルトレディ ○日おき ヤクルト配達 △ ヤクルトヤクル

ト販売店に協力

依頼 

新聞販売店 毎日 新聞配達 × 新聞販売店に協

力依頼 

１ 本人を訪問する人 

（隣人・友人・業者） 

○○さん 

（民生委員） 

週に１度 安否確認 ◎  

○○さん（隣人） ときどき おしゃべり ○  ２ 本人が訪問する 

相手 

○○さん ときどき 趣味を一緒に △ 趣味グループで

見守り合うよう

要請 

息子 週に１回 様子を見に来る ◎ 隣人にも挨拶を

するようにする 

３ 家族との行き来 

・連絡 

娘 毎日 携帯でやり取り ◎  

４ その他の見守り 

（日常の行動を観

○○さん 毎日 車の出入りで見守り ○  
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○○さん 毎日 部屋の明かりで見守

り 

○  

○○さん ほぼ毎日 本人が散歩中に出会

う 

△  

○○さん ときどき スーパーでよく出会

う 

△ スーパーの店員

にも協力依頼 

コンビニ店員 毎日 本人が弁当を買いに

来た時、挨拶する 

× コンビニ店員に

も協力依頼 

察し、接点で安否確

認など） 

グラウンドゴルフ 

メンバー 

ときどき 本人が参加した時に

安否確認 

△ メンバー同士、

見守り合うよう

要請 
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⑶見守りの最終評価と対策 

⑵の見守りの実態を踏まえて、さらに９項目について、最終評価をしましょう。 

 

 チェック項目 総評と対策 当面の取り組み課題 

１ 一日も見逃さない見守

りになっているか？ 

  

２ 各自、しっかり安否確認

ができているか？ 

  

３ 見守りのキーマンはい

るか？ 

  

４ 見守る人同士の連帯は

できているか？ 

  

５ 家族と隣人の情報交換

は？ 

  

６ 当事者同士、見守り合

っているか？ 

  

７ 異変の伝達ルートはで

きているか？ 

  

８ 本人は見守られ努力を

しているか？ 

  

９ 

 

本人の困り事にも対応

しているか？ 
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■記入例 

 チェック項目 総評と対策 当面の取り組み課題 

１ 一日も見逃さない見守

りになっているか？ 

まだ空白の日がある。そこをどうや

って埋めるか。 

 

２ 各自、しっかり安否確認

ができているか？ 

業者への意識付けを本格的に。 

（コンビニ、スーパー、新聞販売店、

ヤクルト等） 

 

３ 見守りのキーマンはい

るか？ 

おすそわけを持参する隣人をキー

マンに。 

おすそわけの隣人にキー

マンであることを自覚し

てもらおう。 

４ 見守る人同士の連帯は

できているか？ 

まだそこまでいっていない。  

５ 家族と隣人の情報交換

は？ 

息子に働きかける必要がある。 まず息子と隣人の情報交

換ができないか。民生委員

が仲介役を。 

６ 当事者同士、見守り合

っているか？ 

グラウンドゴルフや趣味グループ

で事実上、実行している。 

 

７ 異変の伝達ルートはで

きているか？ 

これからの課題。 キーマンから民生委員へ

情報が伝わるよう話し合

いを。 

８ 本人は見守られ努力を

しているか？ 

その意識がまだ欠けている。  

９ 本人の困り事にも対応

しているか？ 

そこまでやる人がいない。  

 


