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第2次　民生委員・児童委員発



　全民児連では、民生委員制度創設 90 周年記念事業として「民生委員・児童委
員発　災害時一人も見逃さない運動」に取り組みましたが、平成18年4月から平成
19年9月の間、全国の多くの法定単位民児協、市区町村民児協、都道府県・指定
都市民児協において、自然災害に備えた取り組みが展開されました。
　平成19年3月の時点で「民生委員・児童委員発 災害時一人も見逃さない運動 
推進状況調査」を実施したところ、法定単位民児協においては、回答のあった
うちの約6割の民児協で実施し、実施準備段階等の状況にある民児協を含めると
72.4％の民児協で実施した、もしくは実施に準じる状況にありました。
　運動期間中の平成19年3月「石川県能登半島地震」、7月「新潟県中越沖地震」
では、民生委員・児童委員が、日常の相談・支援活動のなかで整備してきた「要援
護者台帳」「災害福祉マップ」を活用し、被災地のひとり暮らし高齢者等の安否
確認を迅速にすすめたことが、新聞等において全国的に紹介され、社会的にも高い
評価を得ました。
　また、厚生労働省は、民生委員・児童委員による自然災害対応の取り組みを踏
まえ、個人情報保護に関して、災害時を想定し、民生委員・児童委員等福祉関係
者と「日ごろから要援護者情報の共有化をすすめる」ことを促した、「要援護者
に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施について」と題する6課長
通知を平成19年8月10日付けで、各都道府県・指定都市・中核市に発出しました。
　「民生委員・児童委員発 災害時一人も見逃さない運動」は、このような全国的
な広がりを見せ、90周年の記念事業としてふさわしい成果を上げております。
　全民児連では、要援護者台帳の整備や災害福祉マップを作成することにより、
日頃の民生委員・児童委員活動の充実にもつながる本運動を、今後とも積極的に
推進していくことが大切であると考え、「第2次 民生委員・児童委員発 災害時一
人も見逃さない運動」を展開することとしました。
　この第2次の運動では、全国の民児協で、要援護者台帳を整備し、それに基づい
た災害福祉マップを作成することを目指しています。本書はそうした活動に資する
ことを目的に、各地の実践事例を取りまとめ、紹介したものです。皆様の民児協
における取り組みにご活用いただき、地域住民の安全と安心に貢献しましょう。

　平成20年3月

はじめに

全国民生委員児童委員連合会

会長　天 野  隆 玄
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　本会が、民生委員制度創設90周年記念事業として、全国22万余の民生
委員・児童委員に取り組みを呼びかけた、「民生委員・児童委員発 災害時
一人も見逃さない運動」は、着実に実績を積み重ね、平成19年能登半島
地震、平成19年新潟県中越沖地震などにおいて、民生委員・児童委員に
よる安否確認行動が地域住民の安全確保に貢献したことがマスコミなど
で報道され、広く国民の間で民生委員・児童委員の自然災害への取り組
みが理解された。
　また、この運動の結果、災害時の要援護者支援について、必要な情報
の共有化を図り、民生委員・児童委員と連携して取り組むことを市町村
に求めた、「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実
施について」（平成19年8月10日付厚生労働省6課長通知）が発出され、
関係機関・団体においても、民生委員・児童委員ならではのきめ細やか
な地域住民支援活動の重要性が認識されるに至った。
　ついては、「民生委員・児童委員発　災害時一人も見逃さない運動」を
継続し、今後も安全で安心なまちづくりに取り組み、より一層、民生委
員・児童委員とその活動を理解していただくことをめざす。

　全国民生委員児童委員連合会

（1）単位民児協における取り組み内容

◦民生委員・児童委員としての取り組み

① 災害発生時、民生委員・児童委員自身及び家族の安全が確保できるよ
う備える。

② 民生委員・児童委員自身の家庭で防災グッズを整備し、災害に備える。
③緊急時の連絡方法を確認する。（電話、携帯電話、メール）

［第2次］民生委員・児童委員発

災害時一人も見逃さない運動

1．趣旨

実施要綱

2．主唱

3．取り組み
　　内容

※�民児協会長や行政に電話、携帯電話、メール等複数の連絡方法を伝えておくと
ともに、万が一委員と連絡が取れない場合でも、家族等を通じて用件・情報が届
くようにしておく。
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④地域の要援護者台帳を整備し、要援護者の状況やニーズを把握する。

　・要介護者
　・障害者
　・妊産婦及び乳幼児
　・子育て家庭
　・ひとり暮らし高齢者世帯などの高齢者　等

◦単位民児協組織としての取り組み

① 民生委員・児童委員、主任児童委員間の緊急時連絡網を整備し、その
連絡網を使った情報伝達訓練を実施する。

② 自然災害について学習する。
③ 各民生委員・児童委員が整備した要援護者台帳を元に、要援護者の状

況に応じて色分けした災害福祉マップを作成し、要援護者の所在地や
避難場所などを把握する。

④要援護者台帳及び災害福祉マップの更新作業を定期的に行なう。
⑤ 関係機関・団体の連絡先を把握し、災害発生時速やかに連絡できるよ

う備える。
　・行政（防災部局、民生委員・児童委員担当部局）
　・消防署
　・社会福祉協議会
　・町内会・自治会
　・消防団・自主防災組織　等
⑥関係機関・団体と情報交換を行なう。
⑦行政などが行なう防災避難訓練に参画・協力する。

（2）市町村民児協及び都道府県・指定都市民児協における
　　取り組み内容

　市町村民児協は単位民児協について、都道府県・指定都市民児協は町村
民児協及び単位民児協について、それぞれ次の各項目について取り組みます。

① 民児協が、本運動に円滑に取り組むことができるよう、関係各方面に
周知・PRを行なう。

② また、関係機関・団体間の連絡・調整など、本運動の円滑な実施のた
めに必要な活動を行なう。

③ 民児協や民生委員・児童委員に対して、研修会やその他広報媒体など
を通じて、自然災害対応に関連する情報を提供するなどして、本運動
の取り組みを支援する。

※要援護者台帳は個人情報を含むため適切に管理を行なう。

※要援護者台帳及び災害福祉マップは個人情報を含むため適切に管理を行なう。
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（3）全国民生委員児童委員連合会における取り組み内容

　全民児連は、本運動を地域福祉推進部会が所管し、次の各項目につい
て取り組みます。
① 都道府県・指定都市民児協、市区町村民児協、単位民児協が、本運動に

円滑に取り組むことができるよう、関係各方面に周知・PRを行なう。
② また、関係機関・団体間の連絡・調整など、本運動の円滑な実施のた

めに必要な活動を行なう。
③ 研修会やその他広報媒体などを通じて、自然災害対応に関連する情報

を提供するなどして、都道府県・指定都市民児協、市区町村民児協、
単位民児協における本運動の取り組みを支援する。

平成19年10月1日〜平成22年11月末日

最寄りの都道府県・指定都市民生委員児童委員協議会

または

全国民生委員児童委員連合会　
〒100-8980  東京都千代田区霞が関3-3-2  新霞が関ビル4階

社会福祉法人 全国社会福祉協議会　民生部
TEL 03-3581-6747  ／  FAX 03-3581-6748
z-minsei@shakyo.or.jp

4．実施期間

5．連絡先
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作成
ガイド

　地域の一人暮らし高齢者や障害がある方、あるいは乳幼児がいる子育て
家庭などは、自然災害が発生した時、自力で避難することが困難であった
り、避難先でも体調を崩さないよう十分注意する必要があったり、それぞ
れに応じた支援が必要である可能性が高い方たちです。
　こうした方々が住んでいる場所や健康状況などが、あらかじめ把握でき
ていれば、行政や社会福祉協議会など実際に災害が発生した時に対応する
関係機関・団体は、迅速に安否確認を行ない、それぞれの人に応じた避難
支援を行なうことができます。

　一方で、民生委員・児童委員は、日頃の見守り支援等の活動を通じて、
このような災害時要援護者を把握しています。
　民生委員・児童委員が把握している災害時要援護者の情報を台帳として
整備し、さらに住んでいる場所などを描き込んだ災害福祉マップ（地図）
として作成し、それらを、災害が発生した時に責任を持って救援等の活動
を行なう行政や、その他の関係機関・団体と共有することにより、民生委
員・児童委員は、自然災害における地域住民の安全と安心の確保に大きく
貢献することができます。

　「第2次　民生委員・児童委員発　災害時一人も見逃さない運動」は、
前述のように、日頃の見守り等の活動から得られる情報を基に、災害時要
援護者台帳を整備し、災害福祉マップを作成し、さらにこれらの情報を関
係機関・団体と共有し、自然災害発生時、迅速に安否確認等の支援活動が
できるように備えることを柱としています。
　実施要綱や次の手順を参考に各法定単位民児協でお取り組みを進めてく
ださい。

　なお、本運動は、行政が行なう自然災害対応活動等と密接に関係してい
ることから、それぞれの地域の行政や、社会福祉協議会、ボランティアセ
ンター、消防団、自主防災組織などと連携することを基本とし、地域住民
の一員である民生委員・児童委員の立場や性格に即した位置付けや役割を
担うことに留意しながら、取り組みを進めてください。

要援護者台帳の整備と

災害福祉マップの 
民生委員・児童委員の
自然災害対応活動の考え方
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　要援護者とは、自然災害発生時に、何らかのハンディキャップを有す
るため、危険を察知できない、察知することが難しい、察知しても適切
に判断できない、あるいは自力で避難することができない、または困難
であることなどにより、行政や社会福祉協議会、ボランティア、消防
団、　自主防災組織など、地域の他の住民による支援が必要な方々です。

　本運動実施要綱では、要援護者を次のように表現しています。

◦要介護者
◦障害者
◦妊産婦及び乳幼児
◦子育て家庭
◦ひとり暮らし高齢者世帯などの高齢者　　等

　また、次のような方たちも災害時要援護者として捉えられます。

◦寝たきりの高齢者
◦認知症の高齢者
◦常時特別な医療を必要とする難病患者
◦児童
◦意思疎通が困難な外国人　　等

　日頃の民生委員・児童委員活動を通じて把握している、あなたの担当
地区内のこうした要援護者を、台帳に整備しましょう。

　なお、地域によっては、行政から民生委員・児童委員に対して、行政
としてこうした台帳を整備するために、調査協力依頼などがある場合も
あります。積極的に連携・協働して取り組みましょう。

（1）担当地区の要援護者台帳を整備する

各民生委員・児童委員はそれぞれが担当する地区の中の要援護者に関する情報
を基に、要援護者台帳を整備します。

❶
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要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成ガイド

　それでは、要援護者台帳にはどんなことを記載すれば良いのでしょう
か。

　全国各地の先行事例の項目を参考にして列記すると概ね次の項目が挙
げられます。項目が多すぎると煩雑になります。地域の状況に応じて、
必要な項目を検討し、台帳に記載すべき項目を決めましょう。
　必須と考えられる項目に「★」を付けました。

★ ◦氏名
★ ◦住所
　 ◦地区名
★ ◦生年月日
　 ◦年齢
★ ◦性別
　 ◦血液型
★ ◦連絡先（電話、携帯電話、Fax、電子メール）
　 ◦同居家族（氏名、年齢、性別、続柄、携帯電話）
★ ◦親戚等緊急時の連絡先（氏名、続柄、電話、携帯電話）
　 ◦かかりつけ医とその連絡先（氏名、住所、電話、携帯電話）
　 ◦住んでいる近隣の支援者とその連絡先
　 　　　　　　　　　　　　（氏名、住所、電話、携帯電話）
　 ◦心身の状況（持病、服薬の有無、必要な補装具等）
　 ◦保健福祉サービスの利用状況
　 ◦要介護度　　等
★ ◦災害発生時避難などの際に必要な支援
　 ◦必要な保健・医療・福祉サービス
　 ◦避難所での留意事項
　 ◦町内会・自治会の加入の有無
　 ◦担当民生委員・児童委員名

要援護者台帳には、要援護者の氏名・住所のほか、家族などの緊急時の連絡先、
最寄りの避難先、災害発生時に必要とする支援内容などを記載します。

❷
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　民生委員・児童委員が作成する要援護者台帳は、行政や社会福祉協議
会、ボランティアセンター、消防署、町内会・自治会、消防団・自主防
災組織等の関係機関・団体と共有されることにより、災害が発生した
時、より一層有効に活用されることになります。

　関係機関・団体と共有するためには、個人情報が記載されている要援
護者台帳を整備する際に、その情報が、担当民生委員・児童委員の他
に、災害支援に関わる他の関係機関・団体とも共有されるということを
きちんと説明し、本人の了承をいただくということが重要です。

　要援護者台帳の記入様式に、情報共有に関する同意欄を設け、署名し
ていただくなどの工夫し、個人情報の保護に配慮した活動を行ないま
しょう。

　台帳の管理保管も大切です。台帳は必要なとき以外は持ち歩かない。
保管場所は鍵のかかる場所にするなどの対応を行なうことが必要です。
　地域住民との信頼関係を築き、維持していくためには、適切に個人情
報を保護・管理することが不可欠です。

要援護者台帳は個人情報を含むため、適切に管理するとともに、災害に対応する
ため、担当民生委員・児童委員の他に、関係機関・団体と共有することを本人に
説明し、承諾してもらいます。

❸

（あて先）

　私は、災害発生時などに地域の支援を受けたいので、私が届け出た個人
情報が地域の民生委員・児童委員、地域支援者の方（自治会・町内会、消
防団、自主防災組織、社会福祉協議会、消防署）、市（町・村）の関係部署
に提供されることを承諾します。

署名・捺印

例
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要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成ガイド

　要援護者台帳を整備したら、要援護者台帳に記載された方々がどこに
住んでいるのかを描き込んだ災害福祉マップ（地図）を作成しましょう。

　ひとり暮らし高齢者世帯、高齢者だけの世帯、障害のある方の世帯、
乳幼児がいる世帯など、要援護者の状況に応じて色分けをして描き込む
と見やすいでしょう。

　水害などの場合は、災害発生後、まちの様子が激変し、地図と実際の
まちを見比べてもなかなか場所が分からないなどの状況が発生すること
もあります。そうした場合に備えて、ランドマーク（視覚的に目立つ、
それぞれの地域の目印）なども一緒に描き入れると良いでしょう。

　要援護者の住んでいる場所の他に、避難場所や防災倉庫など、災害発
生時役立つモノや場所、あるいは崖や河川などの危険個所を描き込むこ
とも有効でしょう。

　実際に災害が発生し、心理的に余裕の無い状況になったときのため
に、あらかじめ、民生委員・児童委員自身の避難経路や、安否確認の経
路などを描き込んでおくと良いでしょう。

（2）法定単位民児協として災害福祉マップを作成する

各民生委員・児童委員が整備した要援護者台帳を基に、要援護者の居住地を記載
した災害福祉マップを作成します。
必要に応じて近隣の避難場所や防災倉庫の場所など、災害発生時に役立つ地域の
資源なども記載すると便利です。

❶
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　これまで述べてきたように、危険を伴う救援活動などは、行政、消
防、警察その他の専門職が行なうことになりますので、いざというとき
に、民生委員・児童委員及び民生委員児童委員協議会が把握した要援護
者に関する情報をこうした関係機関・団体と共有することが必要になっ
てきます。

　整備した要援護者台帳や災害福祉マップを、民生委員児童委員協議会
として、実際に災害が発生したときに救援活動を行なう関係機関・団体
と共有しましょう。

　どのような機関・団体と共有を進めればよいのでしょうか。
　本運動実施要綱では、連携・協働する関係機関・団体を次のように列
記しています。これらの関係機関・団体との共有を進めましょう。

◦行政（防災部局、民生委員・児童委員担当部局）
◦消防署
◦社会福祉協議会
◦町内会・自治会
◦消防団・自主防災組織　　等

　上記のほか、実際に災害が発生した時には、社会福祉協議会などのボ
ランティアセンターは、災害ボランティアを募り、ボランティアと地域
住民とのコーディネート役として調整等を行ないます。
　最近では、災害対応をミッションとするNPOも被災地で活躍しています。

　こうした、地域における災害の専門職との連携・協働、そして情報共
有を進めましょう。
　なお、共有する相手機関・団体とは、誓約書等を取り交わすなど、地
域住民の個人情報を保護するための措置を講じることが必要です。

作成した災害福祉マップを共有します。
共有する相手は、法定単位民児協が、災害が発生したときに連携・協働して地域
住民の安全確保の支援を行なう自治会・町内会や社会福祉協議会、あるいは行政
や消防などの関係機関・団体です。

❷
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要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成ガイド

　要援護者台帳やそれを基にして作成した災害福祉マップは、1度作成し
たら終わりではなく、いつ襲ってくるかわからない災害に備えて、可能な
限り常に最新の状態を保っておくよう、定期的に更新作業を行ないましょう。

　定期的な更新作業を行なうことにより、要援護者台帳や災害福祉マッ
プが最新の状態に保たれ、災害対応に有効であることに加えて、要援護
者宅を訪問する機会となり、その要援護者の状況・状態の変化などを把
握することができます。
　また、定期的に会うことにより、信頼関係も増してくるでしょう。
　災害に備える本運動を、災害のみならず、日頃の民生委員・児童委員
活動の充実・強化にもつなげていきましょう。

いざという時に常に有効であるよう、災害福祉マップ及び要援護者台帳は、年1回
など定期的に更新します。

❸
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　自然災害への備えは、行政が責任を持って対応し、地域住民が協力し
あって取り組むものであり、民生委員・児童委員だけですべてを実施で
きるものではありませんし、すべての責任を負うことができるものでは
ありません。

　地域によって、行政が要援護者台帳の整備や災害福祉マップの作成に
取り組んでいる場合や社会福祉協議会、ボランティアセンター、町内会・
自治会、消防団、自主防災組織などが取り組んでいる場合もあるでしょ
うし、逆に行政その他で災害対応の取り組みが進められていない場合も
あるでしょう。地域より災害に対する取り組みは様々ですが、本運動に
取り組むときには、地域の状況に応じて、関係機関・団体と連携・協働
しながら取り組みを進めましょう。
　取り組みが進んでいない地域では、民生委員・児童委員が行政に取り
組みを強く促すことが必要な場合もあることでしょう。

　自然災害の発生が非常に少なく、災害対応の取り組みの必要性が高く
ない地域もあるかもしれませんが、本運動は、活動を通じて、地域住民
はもとより、関係機関・団体にも民生委員・児童委員とその活動を知っ
ていただくということもその目的としておりますので、災害の少ない地
域においても、ぜひ、お取り組みをお進めください。

地域の状況に合わせた取り組みを、民児協組織として展開しましょう



各地における
要援護者台帳の整備と
災害福祉マップの作成の

実践事例

※�本冊子に掲載した事例は、平成19年3月に実施した「民生委員・
児童委員発　災害時一人も見逃さない運動　推進状況調査」に
て、各都道府県・指定都市民生委員児童委員協議会からご報告
いただいたものの一部です。
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活動場所 ◦福井県鯖江市

実施主体 ◦民児協

連携・協働団体 ◦小地域（地区）社協　◦自治会（町内会）

対象者 ◦ひとり暮らし高齢者世帯　◦高齢者のみの世帯
◦その他援護を必要とする高齢者等がいる世帯　◦障害児（者）

活動のきっかけ ◦「民生委員・児童委員発　災害時一人も見逃さない運動」実践の手引きを参考に、
民児協の取り組みについて協議した。
◦他県や近隣で発生した災害時の支援活動の内容から、要援護者の的確な把握と連絡
体制の整備の必要性を感じた。

活動のねらい ◦災害発生時に備え、要援護者を正確に把握する。
◦地域住民の理解と協力を得ながら、災害時の支援に必要とされる情報を福祉マップ
台帳に記載し、それをもとに色別福祉マップを作成する。
◦自治会と民生委員児童委員協議会との連携を強化する。

活動の内容 ◦町内ごとに「福祉マップ台帳」と「福祉マップ」を作成する。
◦1部は担当民生委員・児童委員が、緊急時の資料として保管する。もう1部は緊急時
の活動拠点となる地区公民館に保管し、災害時に活用できるように整備しておく。

民生委員・児童委員
及び民児協の役割

◦「民生委員・児童委員発　災害時一人も見逃さない運動」にもとづき、民生委員・児
童委員各自が、日常の見回りをきめ細かく行い、地域内の要援護者の現状を的確に把
握する。
◦民生委員・児童委員は、要援護者に「福祉マップ台帳」及び「福祉マップ」の必要
性について説明し、理解を得られた当該者についての情報を「福祉マップ台帳」に
記入し、「福祉マップ」を作成する。また、必要に応じ、内容の整備を適時行う。

活動の成果 ◦災害時に当該者の安否等を知らせるための連絡先や、要援護者の主治医を把握し､ 台
帳に記入することができた。
◦日常の見回り活動で得られた、「昼間ひとり暮らし老人」等の要援護者の課題が明らか
になった。

活動の反応・評価 ◦「福祉マップ台帳」の必要性や記入事項について、丁寧に説明すれば、ほとんどの方
は、「そこまで気を配ってもらえるのか」と喜ばれた。しかし、個人情報の提供にこだ
わる方には、無理な対応はしなかった。
◦総じて「そこまで気配りしてもらえるのか」と感謝される方が多く、日頃の要援護者と
の信頼関係がよい状況にあると考えられる。
◦今後の課題として、この状況を維持するだけではなく、日常の見守り活動の中で、強
いては要援護者の自立心を育てる対話に心がけていきたい。
◦自治会の理解と協力を求め、連携を更に強化することが大切である。

福井県

福井県

緊急時に備える要援護者台帳整備事業

（1）要援護者台帳整備事例
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例

福井県



16 福井県
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例（1）要援護者台帳整備事例

岡山県

活動場所 ◦岡山県早島町

実施主体 ◦民児協

連携・協働団体 ◦行政

対象者 ◦ひとり暮らし高齢者世帯　◦高齢者のみの世帯
◦その他援護を必要とする高齢者等がいる世帯　◦障害児（者）

活動のきっかけ ◦東南海地震等の大規模災害の発生が危慎される中、本町民児協においても地域内の
要援護者を把握しておく必要があることから、高齢者等の実態把握と併せて緊急連
絡カードを作成し、民生委員・児童委員、行政(福祉部局・防災部局)との情報共有化
を図った。

活動のねらい ◦高齢者等の実態把握を行うとともに、特に災害等緊急時に迅速かつ適切な措置を講
じるため、要援護者の所在や実情を把握し、民生委員・児童委員、行政(福祉部局・
防災部局)の情報共有化を図ること。

活動の内容 ◦平成18年6月の定例会において、ひとり暮らし高齢者等で急病や災害時等の緊急対
応を必要とする人の実情を把握するため、緊急連絡カードを作成することを決定し
た。
◦同年7月から8月にかけ各委員が担当地区内の該当者を訪問し、必要な情報（世帯、
本人基本情報、病歴、病院名、緊急連絡先等）を記入したカードを作成し、本人・
民生委員・児童委員、行政がそれぞれ所持した。また、本人・家族の同意を得て、
町防災担当課へ提供し要援護者の情報共有を実施した。

民生委員・児童委員
及び民児協の役割

◦民生児童委員協議会において本事業の実施を決定し、各委員は担当地区内の該当者
を訪問し、本事業の趣旨の説明、必要な情報の聞き取りし緊急連絡カードを作成し
た。

活動の成果 ◦防災担当部局等との情報共有が求められている中、試行的に実施したが、ほとん
どの対象者・家族から同意が得られ、防災担当部局との情報共有を図ることができ
た。
◦民生委員・児童委員においても担当地区内の要援護者を改めて把握することができ
た。

活動の反応・評価 ◦本事業の趣旨について、ほとんどの対象者・家族から同意が得られ、必要な情報の
聴取・カード作成に協力が得られた。
◦今回、高齢者を中心に要援護者の実態把握ということでは一定の成果があったが、
今後、障害者等の把握、地域自治会や自主防災組織等地域での情報共有に向けての
ルールづくりが課題である。

岡山県 緊急連絡カードの作成　～防災部局との連携～



18 岡山県
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例

岡山県
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活動場所 ◦仙台市太白区長町・長町南地区

実施主体 ◦地区民児協

連携・協働団体 ◦小地域（地区）社協　◦自主防災組織　◦自治会（町内会）

対象者 ◦ひとり暮らし高齢者世帯　◦高齢者のみの世帯
◦その他援護を必要とする高齢者等がいる世帯

活動のきっかけ ◦平成17年8月、震度6弱Ｍ7.2の地震発生（宮城地震）。被害状況は、泉区松森総合
運動施設 ｢スポパーク松森｣ つり天井が落下15名軽い怪我、東北新幹線10本以上
線路上に立ち往生、架線断線。
◦地震後、民児委員・児童委員よりの特に安否確認の連絡はなかった。電話して聞い
てみるとその取り組みにばらつきがあることが判明した。

活動のねらい ◦ひとり暮らし高齢者、要支援者申請登録者、特に支援を要する高齢夫婦の安否確認
と町内会など関係機関への通報、対応依頼を行う体制の構築。

活動の内容 ◦連絡体制：地区民児協を3ツのグループに分割、各グループの幹事が会長に連絡す
るような体制で実施。［各委員→各幹事→会長→行政他］
◦日常活動：訪問、安否確認、見守りを日常的に実施。
◦ニーズ調査等の調査活動：区域内の要支援者の調査を年２回実施。調査内容（ひと
り暮らし高齢者世帯、高齢夫婦世帯、一人親家庭など）
◦研修等への参加：ＡＥＤの研修会、地域の防災講習会等に積極的に参加。
◦その他：要支援者マップを各自作成（個人情報保護のため非公開）、要支援者へ「あ
んしんカード」配布。

民生委員・児童委員
及び民児協の役割

◦各委員は具体的な個人情報を持っているが、緊急な場合には自分の情報により、町
内会、関係機関への通報、連絡、支援を依頼すること。

活動の成果 ◦地震発生という具体的な事象がなければ、この様な体制の整備が出来なかった。
◦今まで民生委員・児童委員各自の対応に任せていた部分があり、取り組みにばらつ
きがあったことが確認された。
◦マニュアルの作成が検討課題。

活動の反応・評価 ◦民生委員・児童委員の顔が見えるようになった。
◦「あんしんカード」のような決まった様式に書いておけば安心（同カードは玄関に置
いておく）。
◦第2ステップでは地域の防災組織体制に入ってしまうので、必要な情報提供（含む個
人情報）程度に留めるだけでよい。
◦日常的には情報の更新（含マップ）を行い、最新のものにしておく。

仙台市

仙台市

災害時の安否確認体制の構築

（1）要援護者台帳整備事例
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例

仙台市



22 名古屋市

（1）要援護者台帳整備事例

活動場所 ◦名古屋市中区

実施主体 ◦学区自治会

連携・協働団体 ◦行政　◦消防署　◦自主防災組織　◦自治会（町内会）　◦学校

対象者 ◦ひとり暮らし高齢者世帯（重点）　◦高齢者のみ世帯（重点）
◦その他援護を必要とする高齢者等がいる世帯　◦地域住民全般

活動のきっかけ ◦自治会活動の中で、大地震に対する不安、心配を多くの住民が感じていることが判
明した。自治会で何らかの対策が必要との認識に至った。

活動のねらい ◦災害時において、地域での活動に必要となる名簿を整備する。特に要援護者である
高齢者世帯の把握を重視する。

活動の内容 ◦住民に防災対策名簿の登録をお願いし、登録用紙を配布、回収、聞き取り調査を実
施する。
◦防災対策名簿は、その管理・運用について規約を定め各町内会長が保管する。

民生委員・児童委員
及び民児協の役割

◦防災対策名簿の配布及び回収。
◦特に民生委員・児童委員が把握しているひとり暮らし高齢者等の要援護者への対応
をする。

活動の成果 ◦学区自治会、町内役員の防災意識の向上、町内組織の連帯感、連携が強まった。

活動の反応・評価 ◦防災対策名簿の登録に住民の約8割の協力があった。住民も地震に対するいろいろな
不安をもっており（災害時の水、トイレ等）、今後、検討すべき課題があることがわ
かった。
◦名簿を整備することにより、防災意識が高まり消防署の指導のもとに学区独自の避
難訓練を実施し、町内単位の自主防災組織を整備することができた。
◦災害時、民生委員・児童委員だけでは要援護者の支援は困難であり、町内会を基本
にしたきめ細かい支援体制をつくっていく必要を感じた。

名古屋市 学区における災害対策名簿の整備
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例

名古屋市



24 名古屋市
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例

名古屋市
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活動場所 ◦岩手県盛岡市

実施主体 ◦民児協

連携・協働団体 ◦行政　◦自治会（町内会）　◦自主防災組織　◦地区社会教育福祉推進会

対象者 ◦ひとり暮らし高齢者世帯　◦高齢者のみの世帯　◦障害者
◦日中ひとり暮らし高齢者　◦その他特に必要な者　◦地域住民全般

活動のきっかけ ◦民児協では、ひとり暮らし高齢者への援助活動を重点に据え「まさかのときの安心
箱」配布、「一人暮らし高齢者お楽しみ会」、「高校生友愛訪問」等の活動を進めてき
た。これらに加え「民生委員・児童委員発　災害時一人も見逃さない運動」の提唱
を受け、災害時援護活動に重点をおき全力で取り組んでいる。

活動のねらい ◦重点目標「空白の無い、要援護者支援活動」の構築
　1．共助体制の完整：町内会、自主防災隊組織と一体化した支援体制の構築。
　2．災害時および平常時の「点検・確認に空白を作らない」活動の工夫。
　3．災害時、介助・誘導・連絡方法の確立と訓練活動の強化。
　4．災害時被害を少なくするための「防災心構え」の啓発活動。
　5．町内会・自治会区域内に「緊急避難場所」の確保。

活動の内容 Ａ）「防災福祉マップ」の作成：民生委員・児童委員の担当区ごとに作成。対象者は、
市に登録した要援護護者等。「要援護者」をマップに登載、色別マーク。要援護者
の状況急変に対応できるよう、きめ細かな観察とともに、マップ、名簿の素早い補
強・訂正ができるようパソコンによる情報整理を行う。

Ｂ）「一時的緊急避難場所の確保」：町内会・防災隊と協力し、町内会・自治会の区域
内に「緊急避難用の土地を確保し、誘導、支援要員を配置、電気式メガホンによる
指示、連絡の徹底をはかる。全住民対象。

Ｃ）「全住民、特に高齢者を対象」に、地域福祉懇談会、ひとり暮らし高齢者懇親会等
を通じて、上記活動の内容、災害時避難心構え等を説明し、啓発を図る機会をより
多く持てるよう「地域福祉推進会」と共催して活動する。

民生委員・児童委員
及び民児協の役割

◦Ａ）は、全民生委員・児童委員の取り組み。Ｂ）は、町内会・自治会の取り組みに協
力。Ｃ）は、民児協全体活動として年２～３回開催。

活動の成果 A）完成し使用している。細部は、要援護者ごとに色の異なった番号のみを記載。町内
会長に申し入れて盛岡市要援護者名簿の例にならい、利用・管理についての取り決
めを行い、共有する形を取っている。

B）町内会の事情により進め方が違っているが、実施している町内会では、自発的に支
援員に手を挙げる者が出るなど、定着しつつある。

C）これらの会そのものの実践が以前からあり、集まり具合も良好で、話し合いも盛り上
がりがあって、個々の高齢者の意識向上に大いに役立っている。

活動の反応・評価 ◦高齢者等要援護者の反応・評価：「民生委員・児童委員はもとより、町内会、近所の
方々が、自分たちを見守ってくれていることを実感でき、とても安心である」との声が
多く聞かれるようになり、全体的に明るさが出てきている。
◦市や民児協の調査活動に対する参加協力態勢が積極的になった。高齢者お楽しみ会等
の参加率が向上し、会の盛り上がりが活発になってきている。
◦地域全体の反応・評価：町内会･自治会長はじめ役員の理解協力度が増大し、自主防
災隊を結成する町内会・自治会が増えるなど、防災福祉の意識向上が全地区的に見ら
れるようになった。また、名簿作成や支援体制構築に際して、協力者が増えた。
◦高齢者対象の懇談会等を通じた啓発活動は精力的･継続的に行い、対象者に安心感と
信頼感を与えることができた。

岩手県 防災福祉マップ活用による支援体制の構築

（2）災害福祉マップ作成事例

岩手県
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例

岩手県



28 岩手県
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例

活動場所 ◦福島県浪江町

実施主体 ◦民児協

連携・協働団体 ◦行政　◦小地域（地区）社協　◦行政区長会　◦消防署　◦警察署

対象者 ◦ひとり暮らし世帯高齢者世帯　◦高齢者のみの世帯
◦その他の援護を必要とする高齢者当がいる世帯
◦障害者（者）　◦地域住民全般

活動のきっかけ ◦「民生委員・児童委員発　災害時一人も見逃さない運動」への取り組みにあたり、
浪江町民生児童委員協議会の全体協議及び推進委員会での話し合いの結果、本協
議会の主たる活動事項として、各担当地域における災害時要援護者を明確に把握す
る事を目的に、その世帯をリストアップし台帳を作成することになった。

活動のねらい ◦災害時安否確認票の作成にあたって、各民生児童委員が個別訪問調査を行うことによ
り、地域住民の民生児童委員活動に対する理解と信頼を一層深めていただくこと。
◦行政当局をはじめ防災関係機関の協力や資料提供を依頼することにより連携体制を強
化し、ネットワークづくりの端緒とすること。

活動の内容 ◦各地域担当の民生委員・児童委員が、日頃の活動を通して把握している地域住民の生
活状況や、行政区長の助言・協力等による資料からリストアップした要援護者の世帯
を個別に訪問し、面接によって「災害時安否確認票」に記入した。
◦「災害時安否確認票」をもとに、当該世帯の住居をより的確に把握するための「住居
確認マップ」を作成した。

民生委員・児童委員
及び民児協の役割

◦「災害時安否確認票」の作成は各民生委員・児童委員が個別に訪問して行い、「住居
確認マップ」作成も地区ごとの作業とした。
◦この活動を円滑に行うため、協議会内に「推進委員会＝各地区代表者」を組織し、活
動計画・内容の立案や連絡調整、関係機関との交渉等を行った。
◦災害時安否確認票及び住居確認マップを事務局で一括集約し、台帳として保管した。
そのコピーを行政当局・消防署・警察署に提出し、災害時の救助活動に役立てていた
だくこととした。

活動の成果 ◦要支援者をより的確に把握することができ、その生活状況も明確になり福祉票の作成
に資する面も大きく、民生委員・児童委員活動がより幅広く、円滑に進められるよう
になった。
◦「災害時安否確認票」「住居確認マップ」を提出することにより、行政当局や行政区長
会・防災防犯関係機関とのコミュニケーションや連携・協働の関係が深まった。

活動の反応・評価 ◦対象者の個人情報やプライバシーの保護を重視することの理解が得られ信頼感を一層
深めていただいた。
◦災害時の避難場所・避難方法や防災・防犯についての話し合いを通して地域住民に関
心・認識を高めてもらえた。「安心して生活できる」との声もあった。
◦「災害時安否確認票」及び「住居確認マップ」の整備・変更の手続きは、今後も事務
局を窓口として進めていく。当初のねらいを一定程度達成できたと評価するが、実際
の災害時に民生委員・児童委員としてどの範囲・程度まで、どのように活動すればよ
いのかという点は未知の部分である。更に、訓練体得や現地視察などを行い、研修を
進めていかなければならないと考えている。

福島県 災害時安否確認票及び住居確認マップの作成

（2）災害福祉マップ作成事例

福島県



30 福島県

住民確認マップ作成の様子
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例

福島県
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活動場所 ◦埼玉県川島町

実施主体 ◦民児協

連携・協働団体 ◦行政

対象者 ◦ひとり暮らし高齢者世帯　◦高齢者のみの世帯
◦障害者のみの世帯

活動のきっかけ ◦「災害時一人も見逃さない運動」の提唱。
◦川島町は年々高齢化率が高くなってきており、要援護者に対する緊急時の迅速な対
応をするため。

活動のねらい ◦要援護者を住宅地図に示すことによって一目で場所がわかる。
◦緊急時連絡先を記載することによって緊急時の対応がすばやくできる。
◦災害時に安否確認をしやすい。

活動の内容 ◦1/1800の住宅地区を対象地域ごとに貼り合わせ、1枚の住宅地図として要援護者の
住宅をマークする。
◦要援護者（単身高齢者、高齢者のみの世帯、障害者のみの世帯）別に色分けした7.5
ミリ四方の付箋に、氏名、緊急連絡先を記入して、地図の見やすい場所に貼ってお
く。

民生委員・児童委員
及び民児協の役割

◦全ての民生委員・児童委員が作成する。
◦作成した要援護者マップを持ち寄り、他者が作成した要援護者マップを参考にして
使いやすいものにしていく。

活動の成果 ◦要援護者マップを作成することにより、改めて要援護者の住まいなどについて再認
識できたし、気にとめることができた。
◦高齢者の災害に対する関心が高いことが理解できた。

活動の反応・評価 ◦高齢者からは、安心感があると喜ばれている。
◦要援護者マップを作成することにより、地図上で感じられるものもあり、有意義なも
のとなった。今後は対象者をどこまで広げることができるか検討したい。
◦手作りで作成しているので、同じものをつくることができず、行政、自治会と共有す
ることができない。

埼玉県

埼玉県

要援護者マップの作成

（2）災害福祉マップ作成事例
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例

埼玉県



34 埼玉県
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例

富山県

（2）災害福祉マップ作成事例

活動場所 ◦富山県砺波市庄東地区

実施主体 ◦民児協

連携・協働団体 ◦行政　◦小地域（地区）社協　◦消防団　◦自主防災組織
◦自治会（町内会）　◦地域包括支援センター　◦在宅介護支援センター
◦ボランティア団体　◦公民館　◦老人クラブ

対象者 ◦ひとり暮らし高齢者世帯　◦高齢者のみ世帯
◦その他援護を必要とする高齢者等がいる世帯
◦障害児（者）　◦福祉施設利用者

活動のきっかけ ◦平成18年の豪雪では、自治振興会を中心に、ひとり暮らし高齢者宅を対象に安否確
認や屋根雪下しなどを実施したが、民生委員・児童委員と関係団体による要援護者
に関する情報の共有化が求められたことによる。

活動のねらい ◦民生委員・児童委員が行っているひとり暮らし高齢者や障害者などの自然災害時の
安否確認行動を整備し、避難時の援護に役立てる。
◦また、災害発生時等には、民児協がどのように援護活動を行うかを周知するととも
に、当該地域で支え合いができるよう、関係団体、機関、住民間への情報の共有化
を図り、スムースな援護活動ができるようにする。

活動の内容 ◦民児協の活動として、市高齢児童課、老人クラブの協力を得て、災害時要援護者な
どの情報提供をもとに、地区別災害時要援護者防災マップづくりを実施。
◦「災害時要援護者登録申請書」を作成するため、民生委員・児童委員の情報や市高
齢児童課の資料提供を受けて市内6単位民児協で取り組んだ。
◦当地区では全地区に防災組織があり、早くから組織化されている地区では、「災害時
要援護者登録申請書」をもとに情報の共有化や検討を行った。
◦当地区民児協では「災害時要援護者登録申請書」をもとに、災害時すぐに間に合う
常会（小地域）単位の災害時要援護者防災マップづくりを計画した。

民生委員・児童委員
及び民児協の役割

◦日常の援護活動を通して、要援護者等の災害時における安否確認行動を日頃から整
備する。さらに、ケアネットチームとリンクし、地域全体に啓発し避難時の援護に
役立てる。また、自主防災組織の情報連絡班や避難誘導班に所属し援護活動に当た
る。民児協としては、災害時要援護者防災マップを作成し、各地区自主防災組織な
どの関係機関と情報の共有化を図り、災害時には迅速な対応がとれるようにする。

活動の成果 ◦災害時要援護者登録者調査活動を通して、各地域の福祉推進員や住民の協力を得る
ことができ、災害時要援護活動の趣旨や大切さの理解が深まった。自主防災組織や
各関係団体等との協議会の場で、民生委員・児童委員の日常活動や「災害時一人も
見逃さない運動」に向けての活動を知っていただき情報の共有化や自助、共助の必
要性を理解していただいた。

活動の反応・評価 ◦災害時要援護者登録者調査活動を通して、地域住民との対話から様々な意見を聞く
ことができた。災害時の支援活動の必要性を強く感じておられる方が多く、殆どの
方が登録を承諾された。しかし、自主避難が困難な方の中にも登録を拒否される方
もおり、今後の対応が課題である。（適切な公助が必要）
◦平成18年度は、災害時要援護者登録者調査活動、災害時要援護者防災マップづくり
などを通じ、関係団体や地域の人々の理解を得た。平成19年度は、常会（小地域）
単位の災害時要援護者防災マップづくりを中心に活動する。

富山県 「民生委員・児童委員発　災害時一人も見逃さない運動」の推進
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例

富山県



38 富山県
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例

岐阜県

（2）災害福祉マップ作成事例

活動場所 ◦岐阜県八百津町

実施主体 ◦民児協

連携・協働団体 ◦小地域（地区）社協

対象者 ◦ひとり暮らし高齢者世帯　◦高齢者のみ世帯　◦障害児（者）

活動のきっかけ ◦民児協内において、災害時における民生委員・児童委員の役割について協議した。
その中で民生委員・児童委員も大規模災害が発生すればまずは自己の身を守ること
が優先され要援護者の支援まで手がまわらない状況が想定されると言った意見が出
たことから、地域の要支援者台帳づくりに取り組むこととした。

活動のねらい ◦災害発生時に、災害防災関係機関において要支援者に対する安否確認及び支援が円
滑に実施できるよう要支援者の支援に必要な情報を台帳として整備し災害救助等の
円滑な活動に寄与する。

活動の内容 ◦民生委員・児童委員の日常活動として整備している福祉票、及び社会福祉協議会の
協力を得、協議会の所有する要援護者の情報を元に、委員がそれぞれの担当地域の
対象となる世帯を一軒一軒訪問し、この事業の主旨を説明した。
◦個人情報保護の観点から本人の同意を得たうえで、電話番号、避難所、緊急連絡先
等の安否確認及び支援に必要な情報を聞き取り調査し「要支援者台帳」として整備
した。
◦救助を必要とするよう場合に要援護者宅へ災害防災機関や消防団がすぐ駆けつける
ことができるよう住宅地図に対象宅を独居、障害者がいる世帯等対象別に色分けし
明記し「防災マップ」として整備した。

民生委員・児童委員
及び民児協の役割

◦「要支援者台帳」作成及び活用については災害防災関係機関との情報共有が不可欠
であり、本人から同意を得て個人情報を提供することとなるが、日頃から要援護者と
の関わりのある民生委員・児童委員の訪問ということで安心して台帳作成に協力し
ていただくことができた。

活動の成果 ◦台帳作成において、作成の主旨はもちろん災害発生時での対応や備えについても
話し合いの場が持てたことは要援護者が生活する上での安心感を与えることが出来
た。
◦訪問により日常活動の訪問相談活動が出来た。また、今回に活動により民生委員・
児童委員自身も災害について改めて際認識し災害時どのように行動するべきか考え
る機会になったことは大きな成果であった。

活動の反応・評価 ◦台帳づくりの主旨説明を要援護者にしていく中で、災害時の対応や地域の見守り体
制の状況を理解していただくことができ、安心感をもって地域生活していただくこと
ができるようになった。又、訪問により民生委員・児童委員と要援護者との間に信
頼関係ができ相談しやすい環境整備にも繋がった。
◦災害発生時、民生委員・児童委員としての活動範囲は限られたものとなってしまうな
か、特に初期段階での要援護者の安否確認は重要な活動であり、今回の台帳整備に
より災害防災機関との情報共有することで、円滑な支援活動が可能となり災害支援
に役立つものと期待している。
◦今後はこの情報のさらなる利用方法を検討し、災害支援だけではなく、地域福祉
の推進にも利用できる可能性があることから民生児童委員協議会として検討してい
く。
◦台帳及びマップを最新の情報として整備しておく必要があることから、毎年「民生
委員児童委員の日」の活動強化週間の事業として台帳のｶﾛ除を行っていく。

岐阜県 要支援台帳及び防災マップの作成
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例

岐阜県
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（2）災害福祉マップ作成事例

活動場所 ◦宮崎県宮崎市高岡町

実施主体 ◦民児協

連携・協働団体 ◦行政　◦小地域（地区）社協　◦消防団　◦ボランティア団体

対象者 ◦ひとり暮らし高齢者世帯　◦高齢者のみの世帯
◦その他援護を必要とする高齢者等がいる世帯　◦障害児（者）
◦地域住民全般

活動のきっかけ ◦旧高岡市（現宮崎市）は、平成17年の台風14号で全戸数の2割、1168戸が床上浸
水などの大きな被害を受けた。その際、被害の大きさ、ボランティアの活動実績な
どを考えたとき、災害発生時に速やかな救援活動ができなかったことが課題として
残った。そのため、今後の被災時に、復興支援に地域が果たす役割を考える必要が
あった。

活動のねらい ◦災害に強い安全なまちづくりが活動のねらい。
　　▶要援護者の実態把握。
　　▶見守りネットワークの確立。
　　▶一人ひとりが防災意識を高め、息の長い活動を続けること。

活動の内容 ◦台風14号のとき、災害ボランティアセンターが地域住民に浸透せず、被災者が求め
る支援内容がわからなかったり、必要な人数が集まらなかったりした反省からボラン
ティアをまとめる人材を育てる必要性があったことを受け、平成18年、災害ボラン
ティアリーダー研修会を、町内3地区で開催した。

民生委員・児童委員
及び民児協の役割

◦民生委員・児童委員の力を災害時の復興で生かそうと（住民がそれぞれの立場で何
ができるかを）日頃から考えてもらい、災害ボランティア研修会に全員でグループ討
議を重ね、災害時に果たす役割を話し合った。
◦災害に備えた体制づくりの取り組みとして、見守りネット台帳及び災害時要援護者
マップづくりに取り組んだ。

活動の成果 ◦参加者からは「地域でボランティアの受け皿となる組織を作るべきだ」「災害時要援
護者は高齢者だけではない」「子育て中の世帯も支援対象に含むべきだ」など、被災
時の地域連帯を真剣に考える声があがった。

活動の反応・評価 ◦災害はいつ発生するかわからない。一部の人だけでなく、多くの人が研修会に参加
することが大切であるとの意見などがだされた。
◦日頃から人と人、団体と団体のつながりができるようになった。
◦住民の意識が高まっている今、協議会が一体となって行動できるよう備えを急ぎた
いと考えている。

宮崎県 災害発生時に速やかに救援活動を進めるボランティア
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宮崎県
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例

さいたま市

（2）災害福祉マップ作成事例

活動場所 ◦さいたま市桜区

実施主体 ◦民児協（区内3地区の民児協）

連携・協働団体 ◦行政　◦自治会（町内会）

対象者 ◦ひとり暮らし高齢者世帯（75歳以上）　◦高齢者のみの世帯（75歳以上）
◦その他援助を必要とする高齢者等がいる世帯　◦障害児（者）
◦上記に準じる人で安否確認を申し出た人

活動のきっかけ ◦桜区民児協では統一テーマで、民生委員・児童委員が地域の要援護者に対しての日
常的な見守りや生活の支援活動を通じて把握している情報を整理し、災害時に要援
護者の安否確認を行う活動に役立てることを決定した。

活動のねらい ◦自治会、自主防災組織、地域住民の協力を得ながら、民生委員・児童委員が把握す
る情報を災害時に活かすために、地域の要援護者で個人情報の開示の同意を得た人
について災害時安否確認台帳を整え、地域住民が安心して生活できる環境を－歩一
歩整えていくことを活動の目的とした。

活動の内容 ◦現状の把握：「災害時、気になる事・心配事は何か？」「気になることを少しでも軽
減していくためにできそうなことは何か？」の質問を投げかけ、３地区民児協から意
見を出し合った。検討内容は以下の通り。
　　▶災害時個人情報開示の同意を得る対象者の検討。
　　▶情報の共有機関、同意書の活用範囲の検討。
　　▶同意を得る様式と同意書保管者の検討。
　　▶災害時安否確認台帳作成活動Ｑ＆Ａ集の検討。
　　▶自治会長、民生委員・児童委員への活動内容の説明文の検討。

民生委員・児童委員
及び民児協の役割

◦地区委員と桜区福祉課による「桜区災害対策プロジェクトリーダー会」を結成し課
題の検討・立案を行い、下部機関として3地区に「地区災害対策プロジェクト委員
会」を結成し、相互に意見のキャッチボールを行い、3地区の総意を反映するように
した。
◦地区民児協定例会の時に、それまでの決定内容をリーダーから逐一報告し、全民生
委員・児童委員に理解してもらい3地区民児協が同時に活動に入った。

活動の成果 ◦今回、各民生委員・児童委員が必要と判断した要援護者に対し働きかけを行った
が、桜区全体では、94％の人が災害時の安否確認を希望し、個人情報の開示に同意
された。

活動の反応・評価 ◦災害時に個人情報を開示することの同意を得るために、該当者宅を民生委員・児童
委員が訪問した中で聞かれた言葉は、民生委員・児童委員が安否確認活動を行なっ
てくれたことは大変ありがたい、地域でこのような制度が出来たのは嬉しかったな
どの声が多く聞かれた。この活動を通じて、ご近所やお隣同士とそれほど親密でな
かった地域でも、災害時は地域の人たちの協力が必要であることが改めて認識さ
れ、地域力向上のきっかけになった。何よりも、民生委員・児童委員と要援護者、
地域住民の信頼関係を前進させたことは大きい。
◦活動が始まってから、民生委員・児童委員対象の研修会、講演会等で阪神淡路大震
災や新潟県中越地震などの被災者の体験話を聞く機会が増え、災害に対する知識や
意識が大いに高まった。残された課題は、民生委員・児童委員と自治会、自主防災
組織が一体となって取り組まないと、地域の総合力は発揮されない。今後はそれぞ
れの組織に働きかけ、しっかりとした活動体制を確立していきたい。

さいたま市 災害時安否確認台帳作成
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各地における要援護者台帳の整備と災害福祉マップの作成の実践事例

さいたま市



　
　
　

参考資料



50 厚生労働省通知
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［参考資料］
「民生委員児童委員による災害時要援護者の安否確認等の円滑な実施について」

厚生労働省通知



52 厚生労働省通知
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［参考資料］
「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施について」

厚生労働省通知



54 厚生労働省通知

※別添 1省略
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［参考資料］
「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施について」

厚生労働省通知
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［参考資料］
「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施について」

厚生労働省通知
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［参考資料］
「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施について」

厚生労働省通知



60 厚生労働省通知
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［参考資料］
「市町村地域福祉計画の策定について」

厚生労働省通知



62 厚生労働省通知



63

［参考資料］
「市町村地域福祉計画の策定について」

厚生労働省通知
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［参考資料］
「市町村地域福祉計画の策定について」

厚生労働省通知



災害福祉マップを作成し、要援護者の安全と安心を守ろう！

第2次　民生委員・児童委員発

災害時一人も見逃さない運動
［ハンドブック］
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