
　のまま区市町村に保護されている方について、ご家族が個別の照会を行う

２　調査の概要

(1)　平成３０年１０月末時点の状況を調査しました。（公表までの間に

　　身元が判明した方を除く）。

(2)　調査対象者は、おおむね４０歳以上の方で、公表について本人の同

　　意が得られている方又は意思確認が困難な方のうち、保護している区市

　　町村が公表することが本人の利益になると判断した方です。

(3)　認知症が原因で身元不明となった方のみならず、その他の何らかの疾

３　調査結果

　　患が原因で身元不明となった方も含めて調査しました。

　　　別紙１のとおり

(2)保護当時、何らかの認知症以外の疾患で身元不明の方

　　　別紙２のとおり

(1) 保護当時、認知症と思われる身元不明の方

身元不明者状況調査の結果について（平成３０年１０月末現在）

１　調査の趣旨

　　本調査は、認知症又は認知症以外の何らかの疾患が原因で身元不明

　際の参考となる情報を都として提供することを目的として、各区市町村に調

　査を実施しました。



別紙１

※調査時点（平成30年10月末日）で該当者がいない場合は空欄になっています。

※区市町村は捜査対応をする機関ではありませんので、捜査希望の場合は、警視庁又は警察にご相談ください。

千代田区
保健福祉部在宅支援課

相談係
03-6265-6483

中央区
福祉保健部介護保険課

地域支援係
03-3546-6762

港区
保健福祉支援部高齢者支

援課高齢者福祉係
03-3578-2394

新宿区 H29.4.23 女 ー
福祉部高齢者支援課

高齢者相談第一係
03-5273-4593

文京区
福祉部高齢福祉課

高齢者相談係
03-5803-1382

台東区
福祉部介護予防・地域支

援課　地域支援担当
03-5246-1225

墨田区
福祉保健部高齢者福祉課

地域支援係
03-5608-6502

江東区
福祉部地域ケア推進課

地域ケア係
03-3647-4398

品川区
福祉部高齢者福祉課

認知症対策係
03-5742-6802

目黒区 H21.12.2 男 ー
健康福祉部高齢福祉課

相談支援係
03-5722-9064

大田区
福祉部高齢福祉課

高齢者支援担当
03-5744-1250

世田谷区

高齢福祉部介護予防・地

域支援課　認知症在宅生

活サポート担当

03-6432-6191

渋谷区
福祉部高齢者福祉課

高齢者相談支援係
03-3463-1890

中野区
健康福祉部福祉推進分野

高齢者専門相談担当
03-3228-8951

杉並区
保健福祉部高齢者在宅支

援課地域支援係

03-3312-2111

内線3263

豊島区
保健福祉部高齢者福祉課

地域ケアグループ
03‐4566‐2430

北区 H27.9.9 女 警視庁H28‐7
健康福祉部高齢福祉課

高齢相談係
03-3908-9083

荒川区
福祉部高齢者福祉課

地域包括支援係

03-3802-3111

内線2697

板橋区
おとしより保健福祉センター

地域ケア推進係
03-5970-1114

H25.12.18 男 ー

H29.7.13 男 警視庁Ｈ29‐4

足立区
福祉部高齢福祉課

高齢調整係
03-3880-5886

葛飾区 H26.2.8 男 ー
福祉部高齢者支援課

高齢者相談係

03-3695-1111

内線2317

江戸川区 H25.11.29 男 警視庁H28－4
福祉部生活援護第一課

相談係
03-5662-8169

http://www.city.ed
ogawa.tokyo.jp/ken
ko/jukunen/mimot
ofumeihogo.html

身長

（㎝）
その他

147

出身は茨城県新治郡小桜村

字菖蒲沢（現在の茨城県石

岡市）。兄は清瀬市の結核

病院に入院していたが、現在

は東村山市に在住していお

り、祖父母は旅館を営んでい

たとの発言あり。

高齢施策担当部高齢者支

援課在宅療養係
03-5984-4597

ホームページに身元

不明者状況を掲載

している場合のURL

練馬区

板橋区の病院の診察券所

持。
170

156
両親・兄弟の名前および福岡

県出身との発言あり。

白髪、薄毛短髪。埼玉県秩

父市、富士見市、中央区とい

う居住歴を自称。

160～

170

髪ショートカット。
155

くらい

昭和30年頃胃潰瘍で手術し

たとの発言あり。
ー

保護当時、認知症と思われる身元不明の方（平成30年10月末日現在）

本人の身元確認につながると考えられる

有力な情報

ー150

区市町村名
保護開始

年月日
性別 区市町村連絡先

警視庁「身元不明

者迷い人台帳」番

号

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kenko/jukunen/mimotofumeihogo.html
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kenko/jukunen/mimotofumeihogo.html
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kenko/jukunen/mimotofumeihogo.html
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kenko/jukunen/mimotofumeihogo.html


身長

（㎝）
その他

ホームページに身元

不明者状況を掲載

している場合のURL

本人の身元確認につながると考えられる

有力な情報
区市町村名

保護開始

年月日
性別 区市町村連絡先

警視庁「身元不明

者迷い人台帳」番

号

八王子市
福祉部高齢者福祉課相談

担当
042-620-7420

立川市
福祉保健部高齢福祉課

在宅支援係

042-523-2111

内線1479

武蔵野市
健康福祉部生活福祉課

生活福祉係
0422-60-1849

三鷹市
健康福祉部高齢者支援課

高齢者相談係
0422-45-1151

青梅市 H28.11.12 男 警視庁H28‐38
健康福祉部高齢介護課

包括支援係
0428-22-1111

府中市
福祉保健部高齢者支援課

福祉相談係
042-335-4496

昭島市
保健福祉部介護福祉課

高齢者支援係

042-544-5111

内線2172、2173

調布市 H29.12.11 男 ー
福祉健康部生活福祉課

生活福祉係
042-481-7098

町田市 H26.8.30 男 警視庁H28－1

いきいき生活部高齢者福祉

課

地域支援係

042-724-2140

小金井市
福祉保健部介護福祉課

包括支援係
042-387-9845

小平市
健康福祉部高齢者支援課

地域支援担当
042-346-9539

日野市
健康福祉部高齢福祉課

在宅サービス係
042-514-8496

東村山市
健康福祉部健康増進課

高齢者支援係

042-393-5111

内線3146/3147

国分寺市
国分寺市高齢福祉課

いきいき推進係
042-321-1301

国立市
健康福祉部高齢者支援課

地域包括支援センター

042-576-2111

内線153・169

福生市
福祉保健部　介護福祉課

地域包括支援センター係
042-551-1537

狛江市
福祉保健部高齢障がい課

高齢者支援係

03-3430-1111

内線2222/2223

東大和市
福祉部高齢介護課

高齢福祉係

042-563-2111

内線1177

清瀬市

健康福祉部

地域包括ケア推進課

地域包括支援センター係

042-497-2082

東久留米市
福祉保健部介護福祉課

地域ケア係

042-470-7777

内線2501～2503

武蔵村山市
健康福祉部高齢福祉課

高齢福祉係
042-590-1233

多摩市
健康福祉部高齢支援課

地域ケア推進係
042-338-6846

稲城市
福祉部高齢福祉課

地域支援係

042-378-2111

内線220/227/228

https://www.city.in
agi.tokyo.jp/kenko/
koureifukushi/info
mation/mimotohum
eisya/index.html

羽村市

福祉健康部　高齢福祉介

護課地域包括支援センター

係

042-555-1111

あきる野市
健康福祉部高齢者支援課

高齢者支援係
042-558-1953

西東京市
健康福祉部高齢者支援課

地域支援係
042-438-4029

昭和19.1.19生まれと話す。

麻痺による歩行困難あり。血

管性認知症の診断あり。

160

「浅草周辺で競馬をしながら

生活していた」という内容の発

言あり。保護当時、青と緑の

チェック柄シャツにスエットのズボ

ン着用。長期的に浮浪してい

た様子はない。

165

S60年頃に山口県豊田郡豊

田町から上京。両親は他界。

３人兄弟の末っ子との発言あ

り

170

くらい

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/koureifukushi/infomation/mimotohumeisya/index.html
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/koureifukushi/infomation/mimotohumeisya/index.html
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/koureifukushi/infomation/mimotohumeisya/index.html
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/koureifukushi/infomation/mimotohumeisya/index.html
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/koureifukushi/infomation/mimotohumeisya/index.html


身長

（㎝）
その他

ホームページに身元

不明者状況を掲載

している場合のURL

本人の身元確認につながると考えられる

有力な情報
区市町村名

保護開始

年月日
性別 区市町村連絡先

警視庁「身元不明

者迷い人台帳」番

号

瑞穂町 福祉部高齢課高齢係 042-557-7623

日の出町
いきいき健康課　高齢支援

係

042-597-0511

内線382

檜原村 福祉けんこう課福祉係 042-598-3121

奥多摩町 福祉保健課地域支援係 0428-83-2777

大島町 住民課介護保険係 04992-2-1462

利島村 住民課 04992-9-0011

新島村
新島村役場　民生課福祉

介護係
04992-5-0243

神津島村 福祉課　保険係 04992-8-0011

三宅村 福祉健康課　福祉係 04994‐5‐0902

御蔵島村 総務課民生係 04994-8-2121

八丈町 福祉健康課高齢福祉係 04996-2-5570

青ヶ島村 総務課庶務民生係 04996-9-0111

小笠原村 村民課福祉係 04998-2-3939



別紙２

※調査時点（平成30年10月末日）で該当者がいない場合は空欄になっています。

※区市町村は捜査対応をする機関ではありませんので、捜査希望の場合は、警視庁又は警察にご相談ください。

H22.3.5 女 警視庁H28‐5

H14.12.21 男 ー

中央区 H29.7.28 女 ー
福祉保健部介護保険課

地域支援係
03-3546-6762

港区
保健福祉支援部高齢者支援

課高齢者福祉係
03-3578-2394

新宿区
福祉部高齢者支援課

高齢者相談第一係
03-5273-4593

文京区 H25.6.2 男 ー
福祉部高齢福祉課

高齢者相談係
03-5803-1382

台東区
福祉部介護予防・地域支

援課　地域支援担当
03-5246-1225

墨田区

江東区
福祉部地域ケア推進課

地域ケア係
03-3647-4398

品川区
福祉部高齢者福祉課

認知症対策係
03-5742-6802

S56.7.13 男 ー

H28.11.19 男 ー

H30.2.15 男 ー

H29.7.19 男 ー

H30.1.25 男

蒲田警察身元不

明者迷い人台帳

番号：Ｈ30‐2

号

（警視庁の台帳

登録は手続き

中）

世田谷区

高齢福祉部介護予防・地

域支援課　認知症在宅生

活サポート担当

03-6432-6191

H11.6.20 男 －

H28.2.11 男 －

中野区
健康福祉部福祉推進分野

高齢者専門相談担当
03-3228-8951

杉並区
保健福祉部高齢者在宅支

援課地域支援係

03-3312-2111

内線3263

豊島区 H18.3.16 男 ー
保健福祉部生活福祉課

相談グループ
03-3981-1842

北区 H29.7.24 女 ー
健康福祉部高齢福祉課

高齢相談係
03-3908-9083

渋谷区

約170 －

ホームページに身元

不明者状況を掲載

している場合の

ＵＲＬ

150

くらい
記憶喪失

目黒区

保護開始

年月日
性別

本人の身元確認につながると考えられる

有力な情報
区市町村名

身長

（㎝）
その他

千代田区

－

発見時に「東京に住む、一人

でだれもいません。昭和

11.3.17日　氏名○○　○

○（本名、生年月日と思わ

れる日付は、正確なものなの

か定かではない）が書かれた

メモを持っていた。

保健福祉部在宅支援課

相談係

160
本籍は群馬県伊勢崎市との

発言あり。

190

日本地図を示し出身地を聞

いたところ、本人が東北地方

から山梨県周辺を指差した。

印鑑を所持。

区市町村連絡先

警視庁「身元不明

者迷い人台帳」番

号

健康福祉部高齢福祉課

相談支援係
03-5722-9064

165
名前が記入された入浴券を

所持。

161 －

福祉部高齢者福祉課

高齢者相談支援係
03-3463-1890

約170

弱

165

153
群馬県新町駅からの切符所

持。

03-6265-6483

160 白髪交じりのショートヘア、眼鏡

－

白髪交じりの短髪。オールバッ

ク。メガネをかけている。

156

本人記憶がなく、自称の氏

名、出身地（群馬県館林

市）の発言あり。戸籍照会不

可。

171

発見時は真冬にも関わらず青

と白のチェックのＹシャツ姿で

震えていた。衣服や爪に汚れ

はなく、直前までは普通に生

活していた様子。

がっしりとした体格で頭髪は天

然パーマ。左ひざに5～7cm

ほどの古傷あり。40代前後と

見られる。

保護当時、何らかの認知症以外の疾患で身元不明の方（平成30年10月末日現在）

大田区
福祉部高齢福祉課

高齢者支援担当
03-5744-1250



ホームページに身元

不明者状況を掲載

している場合の

ＵＲＬ

保護開始

年月日
性別

本人の身元確認につながると考えられる

有力な情報
区市町村名

身長

（㎝）
その他

区市町村連絡先

警視庁「身元不明

者迷い人台帳」番

号

荒川区
福祉部高齢者福祉課

地域包括支援係

03-3802-3111

内線2697

板橋区
おとしより保健福祉センター

地域ケア推進係
03-5970-1114

H20.1.31 男 ー

H20.5.16 女 ー

H21.1.4 男 －

H27.12.18 男 ー

足立区
福祉部高齢福祉課

高齢調整係
03-3880-5886

H21.1.22 女 ー

H25.8.2 男 －

H30.6.8 男 －

江戸川区 H12.11.28 男 警視庁Ｈ28ー3
福祉部生活援護第一課

相談係
03-5662-8169

http://www.city.ed
ogawa.tokyo.jp/ken
ko/jukunen/mimoto
fumeihogo.html

八王子市
福祉部高齢者福祉課相談

担当
042-620-7420

立川市
福祉保健部高齢福祉課

在宅支援係

042-523-2111

内線1479

H20.1.23 女 ー

H19.12.12 女 ー

三鷹市
健康福祉部高齢者支援課

高齢者相談係
0422-45-1151

青梅市
健康福祉部高齢介護課

包括支援係
0428-22-1111

府中市
福祉保健部高齢者支援課

福祉相談係
042-335-4496

昭島市
保健福祉部介護福祉課

高齢者支援係

042-544-5111

内線2172、2173

H26.2.10 女 ー

H14.4.22 男 ー

H30.4.20 男 －

H30.10.5 男 －

町田市 生活援護課援護第四係 042-724-2134

小金井市 H26.3.15 男 －
福祉保健部介護福祉課

包括支援係
042-387-9845

小平市
健康福祉部高齢者支援課

地域支援担当
042-346-9539

日野市
健康福祉部生活福祉課

生活援護係
042-514-8479

東村山市 H11.11.13 女 ー
健康福祉部健康増進課

高齢者支援係

042-393-5111

内線3146/3147

国分寺市
国分寺市高齢福祉課

いきいき推進係
042-321-1301

国立市
健康福祉部高齢者支援課

地域包括支援センター

042-576-2111

内線153・169

福生市
福祉保健部　介護福祉課

地域包括支援センター係
042-551-1537

狛江市
福祉保健部高齢障がい課

高齢者支援係

03-3430-1111

内線2222/2223

東大和市
福祉部生活福祉課

庶務係

042-563-2111

内線1111

158 右利き。

160 保護当時の体重60㎏

150 小太り、黒髪、黒に染髪。

150 名前を名乗る。

調布市
福祉健康部生活福祉課

生活福祉係
042-481-7098

高齢施策担当部高齢者支

援課在宅療養係

150
保護当時練馬区内に自身の

アパートがあった。

165くら

い

165 －

保護当初、たまに関西弁が出

ていた。

170くら

い

以前、大泉生協病院でアル

コール性肝障害と診断されて

いた。

武蔵野市

練馬区

健康福祉部生活福祉課

生活福祉係
0422-60-1849

葛飾区
福祉部高齢者支援課

高齢者相談係

03-3695-1111

内線2317

03-5984-4597

160 名前を名乗る。

160

くらい
意識不明状態。

がっしりした体型。165

150

市内総合スーパーで保護。服

装はモスグリーンのセーター、紺

のスカート。

160 ー

165 記憶喪失（自称）。

165

くらい

名前を名乗る。出身地は種

子島との発言あり。

170

くらい
名前を名乗る。

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kenko/jukunen/mimotofumeihogo.html
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ホームページに身元

不明者状況を掲載

している場合の

ＵＲＬ

保護開始

年月日
性別

本人の身元確認につながると考えられる

有力な情報
区市町村名

身長

（㎝）
その他

区市町村連絡先

警視庁「身元不明

者迷い人台帳」番

号

清瀬市

健康福祉部

地域包括ケア推進課

地域包括支援センター係

042-497-2082

東久留米市
福祉保健部介護福祉課

地域ケア係

042-470-7777

内線2501～2503

武蔵村山市
健康福祉部高齢福祉課

高齢福祉係
042-590-1233

多摩市
健康福祉部高齢支援課

地域ケア推進係
042-338-6846

稲城市 Ｈ22・2・16 女 警視庁H27－1
福祉部高齢福祉課

地域支援係

042-378-2111

内線220/227/228

https://www.city.in
agi.tokyo.jp/kenko/
koureifukushi/info
mation/mimotohum
eisya/index.html

羽村市
福祉健康部　高齢福祉介

護課地域包括支援ｾﾝﾀｰ係
042-555-1111

あきる野市
健康福祉部高齢者支援課

高齢者支援係
042-558-1953

西東京市
健康福祉部高齢者支援課

地域支援係
042-438-4029

瑞穂町 福祉部高齢課高齢係 042-557-7623

日の出町
いきいき健康課　高齢支援

係

042-597-0511

内線382

檜原村 福祉けんこう課福祉係 042-598-3121

奥多摩町 福祉保健課地域支援係 0428-83-2777

大島町 住民課介護保険係 04992-2-1462

利島村 住民課 04992-9-0011

新島村
新島村役場　民生課福祉

介護係
04992-5-0243

神津島村 福祉課　保険係 04992-8-0011

三宅村 福祉健康課　福祉係 04994‐5‐0902

御蔵島村 総務課民生係 04994-8-2121

八丈町 福祉健康課高齢福祉係 04996-2-5570

青ヶ島村 総務課庶務民生係 04996-9-0111

小笠原村 村民課福祉係 04998-2-3939

152 血液型Rh＋B型。
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