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平成19年は、民生委員制度創設90周年

にあたる年であり、本会では、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」に取り組んでいます。

これは、全国22万余の民生委員・児童

委員が、日頃の見守り支援活動を通じて把

握している、ひとり暮らし高齢者世帯や高

齢者夫婦世帯あるいは障害者がいる世

帯、子育て家庭など、自然災害発生時に何

らかの支援を必要とするこれら要援護者

の情報を、行政や消防などの関係機関・団

体に適切に適切に繋ぎ、避難救援に役立

てていただいたりするなど、民生委員・児

童委員ならではの方法で自然災害対応に

貢献しようという運動です。

「平成19年能登半島地震」では、日頃か

ら整備していた要援護者の所在地を記し

た地図を元に、民生委員・児童委員が素

早く安否確認を行ない、地域住民の安全

の確保につながったことがマスコミで広く

報道されたことは記憶に新しいところでご

ざいます。

この中間報告では、全国各地の法定単

位民児協における本運動の推進状況のご

報告と合わせて、「平成19年能登半島地震」

での民生委員・児童委員の災害対応活動

についてもご紹介しております。

災害が毎年のように各地で多発し、多く

の国民が高い関心を持っている今、この運

動を全国的に展開することは、大変意義深

いことであると考えて

おります。少しでも、

地域の皆様の安全と

安心のために、民生

委員・児童委員が貢

献できますことを願

い、私のご挨拶とさ

せていただきます。

全国の民生委員・児童委員は
「民生委員・児童委員発
災害時一人も見逃さない運動」に
取り組んでいます

全国民生委員児童委員連合会

会長大澤義行

「民生委員・児童委員発　災害時一人も見逃さない運動」取り組みステップについて

平成19年能登半島地震における民生委員・児童委員の対応

自然災害に備えた取り組みを、全国各地の民生委員・児童委員が展開しています

「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
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民生委員・児童委員発
災害時一人も見逃さない運動
取り組みステップについて

平成16年には新潟中越地震をはじめ、台風に

よる水害、高潮災害などの自然災害により、各地

で多くの被害が発生しました。また、平成17年に

は福岡県西方沖地震や台風14号による風水害、

平成18年初めには雪害が、各地に大きな被害を

もたらしました。

こうした自然災害時においては、自力での避

難・移動が困難な高齢者、障害者などの方々に

対する、近隣住民による災害時の安否確認や避

難支援が、まさに生死を分ける重要な支援活動

であることが教訓化されてきています。

このたび民生委員制度創設90周年をむかえ

るにあたり、全国22万余の民生委員・児童委員

が一斉に行う「民生委員･児童委員発災害時一

人も見逃さない運動」（以下、「運動」）として、ひ

とり暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯、障害者、

子育て家庭等の要支援者に対しての日常的な見

守りと生活の支援を通し、自然災害時における

安否確認行動に向けた取り組みについても日頃

から整備するこ

とをすすめること

となりました。

災害時におけ

るニーズ把握や、

地域コミュニティ

による安否確認

体制・支援体制

の構築、防災・減災に向けた啓発活動などを通し

て、地域住民や関係機関と連携・協働した安全

で安心なまちづくりをすすめることをめざします。

全国民生委員児童委員連合会

民生委員・児童委員が自ら自然災害に対する備えを有しているかどうか、確認する。（「運動」の第1歩は、委員自ら
と家族の安全への備えから）

●民児協として、「起点」にある民生委員･児童委員一人ひとりの安全確保について協議し、確認し合う。
●民児協として、災害時に民生委員・児童委員が行なうべき支援の内容や求められる行動、実施上の課題等につ
いて協議し合う。

●民児協として、一般的な災害や防災対策等について学習する。

災害発生時に活かせる民児協（民生委員・児童委員間）の緊急連絡網とその方法を確立し、点検する。また、それ
を使用し、実際に行なってみる。（さらに、電話不通、交通網寸断等の状況下で実施可能な別の連絡方法等も検
討する）

民児協として行なう、災害に備える活動の立案と実践
※民生委員・児童委員が日常的に見守り活動等支援を行なっている中から、ことに高齢者夫婦世帯、一人暮らし高齢者、障害者、子育
て家庭など、災害時の安否確認が必要な人々、避難時の支援が必要な人々への支援を中心とし、災害福祉マップなどを整備する。

地域の社会福祉協議会、自治会、自主防災組織、行政、消防署等と、災害に備えるための話し合いを行ない、連
携体制を構築・強化し、関係づくりを深める。

取り組みステップについて

起　点

ステップ 1

自己点検─委員自らの安全確保の点検

災害に備えての話し合い・学習

ステップ 2
災害に備えた民児協組織強化のための取組

ステップ 3
単位民児協（等）ごとの地域実践活動

ステップ 4
関係機関・団体とのネットワークと防災組織づくり

趣　旨

主　唱
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平成19年能登半島地震における
民生委員・児童委員の対応

今年3月25日石川県において発生した「平成19年能登半島地震」では、輪島市をはじめ3市4町に対
して、災害救助法が適用されました。災害被害は、死者1名、重傷者27名、軽傷者291名、全壊609件、
半壊1368件、一部損壊1万2323件、非住家被害3926件にのぼりました。
この地震災害で被害の大きかった穴水町、輪島市、輪島市門前地区では、地震発生から現在にい
たるまで民児協、民生委員・児童委員による災害時支援が行なわれています。

い方たちは、近隣の人びとと一緒に支援しなが
ら避難所へ誘導しました。こうして要援護者の安
否確認、避難誘導は約1時間で行なわれました。
他の民生委員・児童委員も、徳山さん同様に被
災後すぐに安否確認を行ない、門前地区全体で
も数時間で完了したということです。
すばやい安否確認、避難誘導ができた背景に

は、日頃からの見守り活動を通して作成していた
「福祉マップ」の存在がありました。「どこにだれ
が住んでいるかは頭の中にしっかり入っていま
す」と話す徳山さん。寝たきりの高齢者、ひとり
暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯などを色分けし
たマップと要援護者情報は戸別訪問などをとお
して更新されており、いざというときに避難支援
が必要か、自力避難できるかが把握されていま
した。

さらに今回の災害に大きく役立ったのが、前
年10月に行なわれた防災訓練でした。「この訓練
で、地域の中で民児協、民生委員・児童委員と
しての役割分担が確認できていました。安否確
認をどのようにしてまわるか、避難所へどのように
誘導するのかなどを実地で行なっていたことが、
実際にこの地震災害で役立ったのです」と徳山
さんは話します。「今回ひとりの死者も出さなかっ
たことは、『一人も見逃さない』という90周年記念
事業の先駆けになったかもしれません。まさに
全国の民児協が取り組んでいる『民生委員・児
童委員発　一人も見逃さない運動』は意義のあ
る活動だと実感しています」と締めくくられました。

穴水町民生児童委員協議会では、14年前か
ら65歳以上ひとり暮らし高齢者を対象とした要
援護者マップを作成しており、マップを用いて39
名の各担当地区民生委員・児童委員をリーダー
とした地域福祉推進チームがすみやかな安否確
認を行ないました。

能登半島地震で輪島市門前地区は震度6強
を記録し、もっとも大きな被害に見舞われました。
古い家屋の多いこの地域では、約3350世帯のう
ち住家全壊272棟、半壊倒481棟、一部損壊
2802棟（5月10日現在）という被害を受けました。
しかし死者、行方不明者はなく、重傷4名、軽傷
11名と地震の規模から考えると最小限ともいえ
る人的被害におさえられました。その大きな要
因として、地震直後の民生委員・児童委員によ
るすばやい要援護者の安否確認活動があげら
れています。

地震発生当時、自宅で被災した門前地区民児
協会長の徳山忠志さんは、突然の揺れに頭の
中は真っ白になったといいます。しかし、家族の
安全を確保した後、直ちに民生委員・児童委員
として担当地区の安否確認に走りました。担当
地区内の40名のひとり暮らし高齢者を見回り、
避難所への移動をうながしました。そのうち80歳
から98歳の寝たきりの方や自力での避難が難し

被災後約2か月をすぎても、損壊した住家を覆うブルーシートが目立つ。門
前地区では、全住家のうち全半壊は22.5％、一部損壊は83.6％にのぼ
りました。（輪島市門前地区）

輪島市門前地区

穴　水　町

福祉マップですばやい安否確認

実地に生きた防災訓練
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る方たちのために、担当地区と併せて仮設住宅
世帯を担当する民生委員・児童委員、主任児童
委員を新たに任命し見守りを始めました。
「民生委員・児童委員の日頃の取り組みがあ
ったからこそ、今回の地震でもスムーズな対応が
できたのではないか」と穴水町社協事務局長の
大坊俊治さん。堀河さんは、「穴水町の住民同
士の信頼感がすばやい安否確認や避難支援に
結びついたと考えています。いつでも助け合え
る体制を作っていくのが民生委員・児童委員の
役割だと思います」と話されました。

「能登は地震が少ない地域だと思っていまし
た」と話す輪島市民生児童委員協議会会長の安
藤登允さん。「いまも余震があり、震度1から2の
揺れを感じます。揺れに敏感になっています。ま
た大きな地震があるのではないかと不安は消え
ません」
輪島市民児協では、地震後の3月28日、30日に

役員による緊急会議を開き、民児協として被災
後の住民のためになにができるかを話し合いま
した。現在、被災した住民の状況を把握し、困
ったことや要望がないかをききながら、具体的な
支援について検討しています。

被災当時は、避難所での生活に足りない物資
の補給などが要望としてあがっていました。また、
高齢者の中では、健康のことや住んでいた場所
に戻れるのかといった心配が民生委員・児童委
員に寄せられていました。今も余震におびえる
人たちも少なくない中、心のケアも大切な支援の
ひとつではないかと安藤さんは話します。「これ
まで築いてきたものを一瞬にして失った方がた
くさんいます。多くの人たちが元気を失ってしま
いました。こうした人たちの精神面での復興が
必要です」
現在、民児協では心のケアに関わる支援を始

めています。5月中旬に行なった研修では、被災
により心に傷を負った人たちへの訪問のし方な
どを学びました。「ひとり暮らしの高齢者や子ど
もたちを元気づけたい。それにはまず、民生委
員・児童委員自身が元気でいなければ」と自らを
鼓舞するように安藤さんは話されました。
（本文はひろば平成19年8月号特集より一部改訂のうえ転載したものです。）

被災直後、町民児協会長の堀河實映さんは
町社協本部で事務局長と対応を検討、災害時
連絡体制にそって各担当地区民生委員・児童委
員に安否確認を指示しました。地域福祉推進チ
ームのリーダーである委員ひとりに、地域の老人

福祉連絡員や区長、ボランティアなど10名からな
るチームが組まれており、彼らは民生委員・児童
委員が確認できない要援護者の安否確認につ
いて要請を受け行動しました。安否確認報告は
町民児協会長がとりまとめ、町災害対策本部に
報告しました。要援護者約600名の安否が2時間
ほどで確認できたといいます。
また要援護者マップは行政、社協と一部の区
長も共有しており、連絡のつかない場合は社協
職員がマップをもとに見回りをするなどもしました。

現在民児協では、被災状況調査を行なってい
ます。健康に不安を感じている方を保健師につ
ないだり、生活の困りごとの相談に乗るなどの活
動を行なっています。また、仮設住宅で生活され

70歳以上高齢者を対象とした給食サービスでは、仮設住宅に住
む世帯にも、手作りの柏餅や鉢植えなどを届けました。（穴水町）

輪　島　市

被災後の住民を見守る

地域の人びととの連携した避難支援

民児協としてこれからできること

震災後の不安は続く
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EXAMPLE

自然災害に備えた取り組みを、全国各地の
民生委員・児童委員が展開しています

民生委員・児童委員は、日頃の活動を通じて把握している、ひとり暮らし高齢者世帯や障害者がい
る世帯、あるいは子育て家庭など、災害発生時に要援護者となる方がたの情報を行政や消防などに
つなぐなどの自然災害に備えた取り組みを展開しています。

港北地区安全安心ネットワーク機構
秋田県秋田市港北地区民生児童委員協議会

活動の
きっかけ

自主防災組織　自治会（町内会） 学校連携・協働団体

ひとり暮らし高齢者世帯　障害児（者） 子ども対 象 者

当地区は、港や石油コンビナート、企業団地、国道、
鉄道等が幅壌しているなど危険な環境にあるほか、もし
も災害が発生した場合は地域が寸断されることも想定
されることから、地域の要援護者や子どもの安全を確
保する必要性がありました。

活動の
ねらい

町内会等との連携により、地域の要援護者や子ども
の安全を確保するためのネットワークを構築すること。

活動の
内容

準備委員会及び作成委員会の開催を重ね、通学路・危険箇所・避難場所､子ども110番の家・要支援世帯
等を落とし込んだ安全安心マップなどを作成。また、民児協だけではなく地域一体となった取組みを目指すため、そ
のマップなどを基礎資料としたうえで、16ヶ所ある町内会の会長と民生委員・児童委員との交流会を開催し、要援
護者支援のあり方や災害に関する取組み等について協議を行ったほか、町内会長と民生委員間の緊急時におけ
る連絡網体制の構築についても提案したところです。なお、このたびの取組みの中で作成した委員間の緊急連絡
網の機能を確認するため、緊急時連絡網可動訓練も実施したところです。

民生委員・
児童委員及び
民児協の
役割

ひとり暮らし高齢者、障害者世帯等の実態把握と、
近隣ネットワークの構築。
「民生委員児童委員だより」などを活用した地区住民
や団体への運動のＰＲと啓発。

活動の
成果

町内会長との協働関係が構築されました。
安全安心マップ作成により、通学路の危険箇所や注

意を要する箇所の把握ができました。また、民生委員・
児童委員の定期的な声かけ運動により、学校関係者
との信頼関係が強まりました。

対象者の
反応・評価

要支援世帯等からは、いつも自分たちへの心がけを
いただきありがたいとの声がありました。
町内会長との交流会においては、民生委員・児童委

員活動について一層理解いただけたとともに、安全安
心マップについては地域福祉活動に役立つ資料だとし
て高い評価が得られました。

自己評価
地域特性により連絡網は3エリアに分けていますが、緊急連絡可動訓練を実施した際、2つのエリアからは

20分以内に伝達完了の報告が来たものの、残る1つのエリアからは2日後に完了の報告が入りました。実際
に災害が起こった場合はさらに混乱が生じると思われ、この部分の対応を検討する必要があります。

事例 1
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EXAMPLE

災害弱者安否要確認者名簿の作成
川崎市中原区丸子地区民生委員児童委員協議会

活動の
きっかけ

行政　小地域（地区）社協　自主防災組織　自治会連携・協働団体

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

対 象 者

平成16年に新潟中越地震や台風による水害など自
然災害により全国各地で多くの被害が発生しました。
特に、自力や単独での避難・移動が困難な高齢者、障
害者の被害が多く、それらの方々の安否確認や避難支
援が必要と考えたことによるものです。

活動の
ねらい

災害弱者の災害時安否要確認名簿を作成、平成18年の民生委員児童委員の日に配布しました。この活
動は、要援護者への安心感の付与、民生委員・児童委員間の危機管理意識の高揚と連携の強化、町会長、
自治会長等関係機関へのＰＲと認識の深まりおよび要援護者名簿を出せない行政側への理解と決断を期待
するものです。

活動の
内容

災害弱者等要援護者の安否確認者名簿の作成・整備
災害時支援活動等の対策と対応（災害マニュアル作成）

●災害時の支援体制（支援順序）
●緊急連絡網の整備と災害時の対応
●災害マニュアルの作成（防災マップの作成を含む）

民生委員・
児童委員及び
民児協の
役割

町会・自治会等の自主防災組織との連携下において、災害時における要援護者の安否確認、避難所への
誘導および避難所における救護・支援活動が役割と考えています。

活動の
成果

丸子地区民児協は、平成17年の高齢者福祉部会で、災害弱者安否要確認者名簿の作成を検討し、丸子
地区長会長会議において提案し了承されました。同時に民生委員制度創設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」が発表され、正に時宜をえた活動として弾みがつきました。
丸子発ということで、委員間の連携も強固になり推進して良かったと思っています。

対象者の
反応・評価

災害弱者安否要確認者名簿の作成にあたり、本人の同意を得る調査に真摯に取組みました。連携する他
の団体の方々に名前が知れることを説明し、趣旨と名簿配布先を明示し同意を求めました。守秘義務の関
係から、調査の難航が心配されましたが、「命のほうが大事ですから」と協力してくださった方が多く安堵した次
第です。当活動は地域住民に安心感を与えることができ好評のようでした。

自己評価

守秘義務の関係で調査が困難視されましたが、日頃の活動による信頼関係により比較的スムースに調査
を完了し、名簿を作成することができました。
災害時支援活動等の対策（マニュアル作成）は、現在鋭意取組んでいるところです。特に防災マップの作

成は、急ぎたいと考えています。

事例 2
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実施した 
60.8％ 

実施していない 
27.4％ 

その他 
11.8％ 

 

62.4％ 

50.0％ 

46.3％ 

66.1％ 

77.0％ 

12.5％ 

15.7％ 

21.6％ 

4.4％ 

0 20 40 60 80 100

 

94.8％ 

63.3％ 

63.7％ 

49.4％ 

0 20 40 60 80 100

 

54.7％ 

9.9％ 

25.3％ 

9.2％ 

3.3％ 

その他 

民児協としての災害対応計画を検討した・策定した 

過去の民生委員・児童委員の災害対応を振り返った 

災害ボランティアとの連携について話し合った 

災害時の民生委員・児童委員の役割について確認した 

行政や社協などの災害対策について学習した 

要援護者の災害発生時のニーズについて話し合った 

委員間での災害対応に関する情報交換を行った 

災害やその対応に関する学習をした 

その他 

行政や社協及び自治会等との緊急連絡訓練を実施した 

電話がつながらないときの代替連絡方法を検討した 

緊急時連絡網を使った訓練を実施した 

緊急時連絡網を整備した 

0 20 40 60 80 100

の回答者数 ステップ 1

の回答者数 ステップ 2

の回答者数 ステップ 3

の回答者数 ステップ 4

※以下は、運動を「実
施した」と「その他」
の回答者が集計
対象（母数）。 

※「その他」は、「実
施した」に準じる
状況と定義。 

ステップ 
活動内容 

1 の 

ステップ 
活動内容 

2

民児協における組織点検（複数回答） 

緊急時連絡網の整備（複数回答） の 

法定単位民児協調査 法定単位民児協、もしくは法定転移民児協に属する任意の小地域民児協。

実施状況

7265件回収数

73.0％回収率

貴民児協では「民
生委員・児童委員
発 災害時一人も見
逃さない運動」を実
施しましたか。

貴民児協で実施し
た、もしくは現在実
施しているステップ
の活動の種類・内
容についてご回答
ください。

ステップの
内訳

（複数回答）

調 査

「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 中間報告（平成19年5月末現在）

●調査対象（確定は調査終了後）／9953件
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 0 20 40 60 80 100

27.4％ 

11.7％ 

7.9％ 

16.4％ 

4.9％ 

50.0％ 

 

その他 

要援護者の災害時のニーズ把握調査を実施した 

災害対応マニュアルを策定した 

避難・防災訓練を実施した 

災害マップを作成した 

要援護者台帳を整備した 

その他 

関係機関・団体や地域住民に対するPR活動や啓発の実施 

連携・協働する関係機関・団体との要援護者等の情報の共有化 

連携・協働する関係機関・団体との災害対応ネットワークに参画した 

連携・協働する関係機関・団体との災害対応ネットワークを作った 

他の関係機関・団体に災害に備える取り組みの呼びかけを行った 

0 20 40 60 80 100

9.2％ 

15.6％ 

20.9％ 

15.1％ 

2.3％ 

26.5％ 

 

12.5％ 

9.9％ 

19.3％ 

8.6％ 

18.7％ 

73.1％ 

42.9％ 

25.3％ 

29.4％ 

49.5％ 

63.0％ 

12.9％ 

1.5％ 

22.9％ 

5.4％ その他 

公民館 

ＮＰＯ 

ボランティアセンター・ボランティア団体 

警察署 

在宅介護支援センター 

地域包括支援センター 

PTA連合会 

学校 

自治会（町内会） 

自主防災組織 

消防団 

消防署 

社会福祉協議会 

行政 

0 20 40 60 80 100

ステップ 
活動内容 

3 の 単位民児協ごとの取り組み（複数回答） 

ステップ 
活動内容 

4 各団体・組織との連携（複数回答） の 

貴民児協が本運動
を進めるのに際し、
連携・協働した関係
機関・団体につい
てご回答ください。

連携・協働した
関係機関・団体
（複数回答）

※ステップ4の選択肢2～4
の回答者のみを集計。
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3.9％ 

14.2％ 

8.4％ 

58.9％ 

69.8％ 

82.2％ 

98.0％ 

13.0％ 

3.1％ 

16.7％ 

3.5％ 

0 20 40 60 80 100

 

79.9％ 

58.9％ 

18.8％ 

29.7％ 

20.3％ 

11.0％ 

25.6％ 

38.5％ 

22.2％ 

34.7％ 

35.5％ 

44.6％ 

44.4％ 

2.7％ 

その他 

地域住民全般 

外国人 

一人親家庭 

妊婦 

子育て家庭 

福祉施設入所者 

障害児（者） 

その他援護を必要とする高齢者等がいる世帯 

高齢者のみの世帯 

ひとり暮らし高齢者世帯 

その他 

今まで以上に要援護者の把握ができた 

個人情報の取り扱いに関する理解が深まった 

民生委員・児童委員の災害対応能力が高まった 

民生委員・児童委員の災害に関する知識が増えた 

民生委員・児童委員間の連帯感が強まった 

関係機関・団体との連携強化ができた 

関係機関・団体との関係づくりができた 

関係機関・団体にPRできた 

地域の防災体制が整った 

地域住民の防災意識が高まった 

要援護者に安心感を与えることができた 

地域住民からの信頼感が深まった 

地域住民にPRできた 

0 20 40 60 80 100

貴民児協の本運動
に関する活動の対
象者について教え
てください。

活動の
対象者

（複数回答）

貴民児協が、本運
動の実施により得ら
れた成果等につい
てご回答ください。

得られた
成果等

（複数回答）



VHS
DVD
MANUAL

9090民生委員制度創設 周年記念事業 

民生委員・児童委員発 

民児協取り組みマニュアル 

災害時一人も 
見逃さない運動 

本マニュアルは、「民生委員・児童委員発　災害時一人も見逃
さない運動」の取り組み方法を映像で解説しているマニュアルで、
平成18年11月に、都道府県・指定都市民生委員児童委員協議会、
市区町村民生委員児童委員協議会に送付しているものです。
平成18年6月に全民生委員・児童委員に配布している冊子の

「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」と合わせてご覧になっていただき、民児協での取り組みの
参考としてください。

民児協として、本運動をどのようにすすめるのか、民児協における
議論の様子を通して、活動計画策定までの流れを紹介しています。

（青森県五戸町民生委員児童委員協議会）

組織点検
話し合いと学習に関するポイント

ステップ1

日頃使っている電話連絡網を元に、いかに緊急時にも有効な連絡
網を整備するのか、民児協での検討の様子を紹介するとともに、
緊急時連絡網を使った模擬訓練の様子を紹介しています。

（鹿児島県湧水町民生委員児童委員協議会）

緊急時連絡網の整備
すべての民児協で必ず取り組むステップ

ステップ2

ひとり暮らし高齢者宅を訪問して要援護者台帳を整備していく様子
や、その情報を地図に書き込んで災害マップを作成していく様子を
紹介しています。

（千葉県浦安市民生委員児童委員協議会）

単位民児協ごとの取り組み
地域実践活動から学ぶポイント

ステップ3

災害対応を行うため、関係機関・団体等でネットワーク会議を立ち
上げ、地域全体で住民の安全・安心を確保する取り組みを紹介し
ています。

（兵庫県養父市民生委員児童委員協議会）

各団体・組織との連携
地域全体でのネットワーク事例からのポイント

ステップ4

VHS
DVD



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  
中間報告 
（5月31日現在） 

全国民生委員児童委員連合会 

〒100-8980 
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