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新型コロナウイルス感染症に対する意識と活動に関する調査報告書【暫定版】 

（１１月１０日集計時点） 

北海道民生委員児童委員連盟 

 

１．調査概要 

 (1) 趣  旨 

   新型コロナウイルスの感染拡大を受け、本連盟では令和２年５月に単位民児協を対象とした活

動実態調査（以下、「民児協調査」）を実施した。定例会の開催、訪問・相談支援活動等、さまざま

な活動に大きな影響を与えている実態が明らかとなり、その調査結果をもとに「新北海道民生委員

児童委員活動スタイル」（以下、「新活動スタイル」）の作成に至った経過がある。 

    しかし、民児協調査はあくまでも民児協の組織活動に焦点を当てたものであり、民生委員児童

委員個々人が、コロナ禍にあって活動に対する不安、悩み、恐れを抱いているのかを数量的に明ら

かにすることができなかった。 

    以上のことから、委員個々人の意識や活動の状況を明らかにすることで、全道的な情報共有な

らびに今後の支援体制の構築、新活動スタイル改訂の基礎資料とすることを目的に本調査を実施

する。 

 

(2) 調査対象および調査方法 

   令和２年度民生委員児童委員専門研修に参加する民生委員児童委員、主任児童委員に対して、ア

ンケートを配布し、回答を得た後回収する。 

    ※民生委員児童委員専門研修とは 

      本連盟が北海道から受託し道内 14 か所で実施する民生委員法第 18 条に基づく研修 

 

(3) 調査期間 

   令和２年９月４日～１０月８日 

 

(4) 主な調査項目 

   ① 感染症予防対策徹底の状況 

   ② 各種活動の感染症に対する不安 

   ③ コロナ禍における活動の課題 

 

(5) 報  告 

   本調査結果については、ホームページ（市町村民児協事務局専用ページ）に掲載する。 
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２．回答者の属性 

 (1) 所 属 

所 属 回答数 比率 

市 445 63.3% 

町 村 238 33.9% 

無回答 20 2.8% 

合 計 703 － 

 (2) 性  別 

性 別 回答数 比率 

男 性 308 43.8% 

女 性 388 55.2% 

無回答 7 1.0% 

合 計 703 － 

 (3) 在任期間 

性 別 回答数 比率 

１期目 311 44.2% 

２期目 100 14.2% 

３期目 71 10.1% 

４期目 82 11.7% 

５期目以上 122 17.4% 

無回答 17 2.4% 

合 計 703 － 

 (4) 年齢層 

性 別 回答数 比率 

20 代 0 0.0% 

30 代 1 0.1% 

40 代 36 5.1% 

50 代 82 11.7% 

60 代 313 44.5% 

70 代 262 37.3% 

80 代 2 0.3% 

無回答 7 1.0% 

合 計 703 － 

 (5) 参加会場 

管内 回答数 比率 
感染者数/10 万人 

Ｒ2.8 月末 
管内 回答数 比率 

感染者数/10 万人 

Ｒ2.8 月末 

空知 0 0.0% 18.38 人 上川 0 0.0% 9.88 人 

石狩 132 18.8% 52.37 人 留萌 39 5.5% 8.73 人 

後志 63 9.0% 54.39 人 宗谷 0 0.0% 7.83 人 

胆振 155 22.0% 6.63 人 ｵﾎｰﾂｸ 105 14.9% 23.44 人 

日高 26 3.7% 8.97 人 十勝 0 0.0% 6.47 人 

渡島 131 18.6& 3.29 人 釧路 0 0.0% 13.87 人 

檜山 28 4.0% 11.06 人 根室 24 3.4% 4.00 人 

    合計 703  33.14 人 

  【補足】①回答数が 0 の管内は新型コロナウイルスの感染拡大を受け専門研修を中止したため調査ができなかった 

②上記感染者数は、北海道が公表する感染状況のデータを本連盟が集計したもの 
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３．調査結果 

(1) 感染症予防対策の徹底について 

 【表１：感染症予防対策の徹底】              【図１：感染症予防対策の徹底】 

感染症予防対策 回答数 比 率 

徹底している 357 50.8% 

徹底しているに近い 325 46.2% 

徹底していないに近い 13 1.8% 

徹底していない 2 0.3% 

無回答 6 0.9% 

合 計 703 － 

 

  感染症予防については、97.0％の委員が「徹底し      

ている」ないしは「徹底しているに近い」と回答して  

おり、全般的な意識の高さがうかがえる。 

 

 

 

 

(2) 活動時の感染の不安について 

 ①訪問活動 

【表２：訪問活動時の感染への不安】          【図２：訪問活動時の感染への不安】 

感染の不安 回答数 比 率 

感じる 133 18.9% 

感じるに近い 211 30.0% 

感じないに近い 228 32.4% 

感じない 98 13.9% 

無回答 33 4.7% 

合 計 703 － 

 

  訪問活動時の感染への不安については、「感じ 

る」、「感じるに近い」の合計が 48.9％、「感じない」、 

「感じないに近い」の合計が 46.4％となっており、  

二極化の傾向が見受けられる。自由記述回答による  

と、「来訪者でマスクをしないで来る人が多い」、「自 

分はマスクして行くが、本人（対象者）はマスクを 

していない」、「耳が遠い高齢者とは、かなり接近しなければ会話が成立しない」など、民生委員自ら

はマスクを着用し感染症予防に努めたとしても、対象となる住民が感染症予防をしていない事例が

あり、これらのことが不安要素となっているものと考えられる。 

 

感染症予防対策

徹底 やや徹底 やや不徹底 不徹底 無回答

訪問活動時の感染への不安

感じる 感じる近い 感じない近い

感じない 無回答
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②相談・支援活動 

【表３：相談・支援活動時の感染への不安】       【図３：相談・支援活動時の感染への不安】 

感染の不安 回答数 比 率 

感じる 106 15.1% 

感じるに近い 230 32.7% 

感じないに近い 220 31.3% 

感じない 97 13.8% 

無回答 50 7.1% 

合 計 703 － 

  

  相談・支援活動時の感染への不安については、「感  

じる」、「感じるに近い」の合計が 47.8％、「感じな 

い」、「感じないに近い」の合計が 45.1％となってお 

り、訪問活動と同様に、やや二極化の傾向が見受け  

られる。不安に感じる背景としては、やはり人と接  

触する活動であるため、対象者（住民）の感染症予  

防対策の徹底具合が影響しているものと考えられる。 

 

③その他の活動（サロンやイベント） 

【表４：その他の活動時の感染への不安】        【図４：その他の活動時の感染への不安】 

感染の不安 回答数 比 率 

感じる 161 22.9% 

感じるに近い 231 32.9% 

感じないに近い 172 24.5% 

感じない 78 11.1% 

無回答 61 8.7% 

合 計 703 － 

  

  イベントの実施等、その他の活動の感染への不安 

については、「感じる」、「感じるに近い」の合計が 

55.8％、「感じない」、「感じないに近い」の合計が 

35.6％となっており、不特定多数が参集する活動に 

関しては、感染への不安が比較的強い傾向が見受け 

られる。さらに、この設問に対する無回答の割合が 

高い理由としては、イベント等の活動自粛傾向があり、現時点ではそれらの活動に取り組んでいない

ため、活動実績がなく、回答できなかった委員が多いと推測している。 

 

  

相談時の感染への不安

感じる 感じる近い 感じない近い

感じない 無回答

その他の活動時の感染への不安

感じる 感じる近い 感じない近い

感じない 無回答
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 ④定例会への出席 

【表５：定例会出席時の感染への不安】          【図５：定例会出席時の感染への不安】 

感染の不安 回答数 比 率 

感じる 57 8.1% 

感じるに近い 151 21.5% 

感じないに近い 287 40.8% 

感じない 180 25.6% 

無回答 28 4.0% 

合 計 703 － 

 

定例会出席時の感染への不安については、「感じ 

る」、「感じるに近い」の合計が 29.6％、「感じない」、  

「感じないに近い」の合計が 66.4％となっており、 

５つある設問の中で最も不安を感じない活動とな 

っている。この結果の背景には、感染症予防に努め 

ることで問題なく定例会が開催できるという経験 

値と、特定多数の参集であることに起因していると推察する。逆を言えば、コロナ禍において実施経

験がない活動については、未知の要素が多く、強い不安を感じる可能性があると考える。 

 

 ⑤研修会への参加 

【表６：研修参加時の感染への不安】           【図６：研修参加時の感染への不安】 

感染の不安 回答数 比 率 

感じる 83 11.8% 

感じるに近い 190 27.0% 

感じないに近い 268 38.1% 

感じない 138 19.6% 

無回答 24 3.4% 

合 計 703 － 

 

研修参加時の感染への不安については、「感じ 

る」、「感じるに近い」の合計が 38.8％、「感じない」、  

「感じないに近い」の合計が 57.8％となっており、 

５つある設問の中で比較的不安を感じない活動と 

なっている。この背景には、会議や研修実施に関す 

る感染症予防のノウハウが蓄積されつつあること  

が挙げられる。定例会の出席と比較して不安に感じる回答が多い理由としては、参集規模が定例会と 

比べて多いことや、不特定多数が参集することなどが考えられる。 

 

  

定例会出席時の感染への不安

感じる 感じる近い 感じない近い

感じない 無回答

研修参加時の感染への不安

感じる 感じる近い 感じない近い

感じない 無回答



6 

 

 ⑥感染症予防と活動時の感染の不安に関する分析（クロス集計） 

   本調査の結果、各活動の感染症への不安について、訪問活動や相談支援活動の感染への不安は二

極化していること、イベント等の集会型の取り組みは 55.8％が不安を感じていること、定例会への

出席や研修会の参加は３割程度しか不安に感じていないことが明らかとなった。 

令和２年５月に実施した民児協調査の結果では、48.3％の民児協が電話など非訪問型の安否確認

を進めており、相談・支援についても 63.6％の民児協が「原則面談はせず、電話等で相談に応じる」

と回答している。 

感染症予防を重点においた新しい活動スタイルに移行した経過があることを勘案すると、「不安に

感じない」の比率は予想に反して高いものと感じる。「自分の地域は感染者がいないから大丈夫」と

いう楽観的な発想や無頓着があるのか、それとも、しっかりと感染症予防対策を講じているから不安

に感じていないのかを明らかにする必要がある。 

そこで、各活動の設問において、「不安に感じない」、「不安に感じないに近い」という回答を抽出

し、「感染症予防を徹底している」という回答とクロス集計した。結果、表 7のとおり、概ねどの活

動においても、「不安に感じない」、「不安に感じないに近い」と回答した委員の約半数が、感染症予

防を徹底していることが明らかとなった。不安に感じていない背景には、日常的な感染症予防の意識

の高さが起因している可能性がある。 

一方、新たな活動スタイルが不安に感じない要素となっていることも、可能性として指摘しておか

なければならない。新型コロナウイルスの感染拡大により、非訪問型の安否確認への移行傾向をはじ

め、民生委員活動の形態は一変した。新たな活動スタイルへの移行が、感染への不安を緩和している

可能性もある。本調査ではこれら起因する背景を明らかにすることはできなかったので、今後の調査

にあたっての課題としたい。 

 

【表７：不安に感じていない活動と感染症予防の徹底に関する相関関係（クロス集計）】 

活動種別 
予防徹底× 

不安感じない 

予防徹底× 

不安感じないに近い 
合 計 比率 ｎ 

訪問活動 68 90 158 48.9% 323 

相談・支援活動 63 95 158 50.2% 315 

その他の活動 46 73 119 48.2% 247 

定例会への出席 104 127 231 49.9% 463 

研修会への参加 87 118 205 50.9% 403 

  

 ⑦地区別感染状況と活動時の感染の不安に関する分析（クロス集計） 

   次に、地区別感染状況と活動時の不安に関する相関関係についてみてみたい。図７～11 は、①訪

問活動、②相談支援活動、③その他の活動、④定例会への出席、⑤研修会への参加に対する感染の不

安を地区別に集計し、令和２年８月末現在の感染者数（10 万人あたり）を合わせてグラフ化したも

のである。 

   まず、全般的な傾向としては、感染者数が 50人（10万人あたり）を超えている地区は、訪問活動、

相談支援活動、その他の活動において、感染への不安を抱えている委員の割合が比較的高い結果とな

った。根室地区は感染者数が 4.0 人（10 万人あたり）と、今回の調査対象の地区では最も低い状況
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であるが、感染への不安を抱えている委員の割合は、感染者数が 50人（10万人あたり）を超えてい

る地区と同程度の数値を示している。これらのことから、当然、感染者数の多い地区は感染の不安を

抱えながら活動している実態が明らかとなった。加えて、極端に感染者数が少ない地区においても、

同レベルの不安を抱えている。これは、未経験の事態への対応のイメージが伴わないことに起因して

いるものと推察する。（図７～９参照） 

   次に、定例会や研修会の参加に対する不安を見てみると、図 10～11で示すとおり、どの地区にお

いても感染への不安を抱えている委員の割合は 50％未満となっている。感染者が多い地区とそうで

ない地区を比較しても、顕著な差が生じていないことから、定例会や研修会の参加にあたっては、そ

の地区の感染者の状況は強く作用していない可能性が見えてきた。本連盟では、災害時活動指針（災

害に備える民生委員児童委員ハンドブック）の中で、非常時こそ定例会の開催が重要であることの言

及をしてきた。コロナ禍における活動を維持していくために、定例会の開催にあたっては感染症予防

を徹底している実態があり、その真摯な取り組みが感染への不安を比較的緩和しているものと考え

る。 

【図７：地区別の感染状況と訪問活動時の感染の不安（地区別）】 

    

 

【図８：地区別の感染状況と相談支援活動時の感染の不安（地区別）】 
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【図９：地区別の感染状況とその他の活動時の感染の不安（地区別）】 

    

【図 10：地区別の感染状況と定例会出席時の感染の不安（地区別）】 

    

 

【図 11：地区別の感染状況と研修会参加時の感染の不安（地区別）】 
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(3) コロナ禍における活動上の課題 

【表８：コロナ禍における活動上の課題】 

活動上の課題 回答数 比率 

ア.感染症に対する正確な情報が不足している 168 23.9% 

イ.マスクや消毒液など感染症予防物資が不足している 54 7.7% 

ウ.世帯訪問に対する地域住民の拒否反応が強い 71 10.1% 

エ.自分の家族から活動に対する理解や協力が得られない 13 1.8% 

オ.電話による安否確認で相手先に出てもらえない 34 4.8% 

カ.電話による相談の対応が不慣れなため困惑している 64 9.1% 

キ.見守りが必要な住民への対応ができない 226 32.1% 

ク.学校や福祉施設等へ訪問したいが制限されている 209 29.7% 

ケ.自治会・町内会、学校などと情報共有や連携などに支障がある 155 22.0% 

コ.地域における感染者やその家族に対する過度な偏見や差別がある 36 5.1% 

サ.単位民児協内で委員同士の情報共有や連携の不足が生じている 122 17.4% 

シ.活動方法や留意事項などの申し合わせが不十分な状況にある 102 14.5% 

ス.研修等、知識を習得する機会の減少 338 48.1% 

Ｎ＝703 

  表８の回答項目は、先行調査である「新型コロナウイルス感染拡大による活動への影響に関する調

査」の結果を参考に、各課題の数量を測定するために設定した。 

  結果、課題として挙げられた回答としては、「ス.研修等、知識を習得する機会の減少」が 48.1％、

「キ.見守りが必要な住民への対応ができない」が 32.1％、「ク.学校や福祉施設等へ訪問したいが制限

されている」が 29.7％、「ア.感染症に対する正確な情報が不足している」が 23.9％、「ケ.自治会・町

内会、学校などと情報共有や連携などに支障がある」が 22.0％となっており、委員自身の資質向上、

見守り活動、他機関・団体との連携などを課題として感じている傾向が明らかとなった。 

その中でも、「ア.感染症に対する正確な情報が不足している」との回答が 23.9％であることに注目

したい。道内において、初の新型コロナウイルスの感染者が確認されたのが令和２年の１月下旬であ

る。そこから、さまざまな行政施策が展開され、北海道においては、現在の「新北海道スタイル」の普

及に至っているが、新型コロナウイルスに関しては、研究が徐々に進みさまざまなことが明らかになっ

ている。北海道医療大学の塚本容子教授は、「新型コロナウイルスに関する知識の上書きが必要」と提

唱している。現時点では感染症予防の考えうる措置を全て「新北海道スタイル」として掲げている状況

にあるが、感染リスクが高い行為やそうでない行為が、徐々に判明してきている。それらは日々更新さ

れることから、塚本教授の提唱は、最新の情報を取得することの大切さを言及するものであるが、この

ことは、民生委員として、一生活者として重要なことといえる。 
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(4) 活動上の不安（自由記述回答）※一部紹介 

  ①感染症予防に関すること 

○やはりコロナに感染する人が地域から一人も出さないという一人ひとりの意識と徹底した予防の

ための行動をすることをいかにして実践していくか。 

○ＰＣＲ検査が充分に行き届いていないことから、自分も相手も感染しているかどうか分からない

のが不安。 

○手洗い、うがい、マスク、検温、アルコール消毒の基本をしていれば、不安・心配はない（感染し

ない、させない） 

○マスク、消毒液の支給を検討してほしい。 

○こちらが充分な感染症予防対策を行っていても、地域住民の方々がどのように感じているかわか

らず、どのように接したらよいか迷う。 

○積極的な消毒やマスクの使用により、感染させないことを第一に考える。 

 

  ②訪問活動、相談・支援等に関すること 

○訪問活動を自粛する方向にある。 

○訪問すると、とても快く玄関の戸を開けてくれ、コロナ禍の前と変わらない態度で接してくれる

住民が多い。しかし、十分時間を取って、お話を聞いたり面会することができないことを申し訳

なく思う。 

○住民の拒否感があると考え、訪問活動を休止している。 

○来訪者でマスクをしないで来る人が多い。 

○電話での安否確認での安否確認を進めているが、ちょっとした変化に気づくためには、やはり対

面の方が良い。 

○実態調査のため高齢者宅訪問を行うが、相手側が不安や迷惑を感じていないか不安である。 

○新人なので、顔認識もないのにマスクで訪問しなければならない事も不安である。家庭の中での

注意、外出での注意に気を付けている。 

○マスクをしての訪問で、高齢者には聞きとりづらい面がある。 

  ○無症状のまま、感染している場合がある現状に不安をおぼえる。抗体検査などを広く行ったり、

ワクチンが出来ない限り安心できない。自分自身も高齢の為、訪問活動をためらっている状況で

ある。 

  ○高齢者は、電話だけでは不安を感じるので、できるだけ訪問し顔を合わせて話をするのですが、

感染予防を考えると心配。 

○安否確認での対面のお話がなかなかむずかしく、ドア越しでのアドバイスが多い。 

○訪問先または相談にくる高齢者の方は、ほとんど民生委員に対して無警戒なので、皆マスクをし

てこない。多少心配がある。 

○訪問回数の減少により、地域に新規転入があった場合、住民の把握にタイムラグが発生する。 

  ○訪問家庭のほとんどが、マスク着用無しでの調査になっている。耳が遠い高齢者とは、かなり接
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近しなければ会話が成立しない事。 

○訪問しても応対してくれないことがあり、安否確認、手間がかかる。 

  ○電話での安否確認は失礼のような気がした。 

 

③定例会に関すること 

○定例会の場所の確保、現在は人数を分けて会議をしているが、役員（会長、副会長）の負担が大き

くいなっているので心配。 

○定例会の課題を決めるのに苦慮している。（外部講師、グループワークなどが難しい） 

○定例会、役員会等では徹底しているが、戸別訪問では各委員での対応になる為把握できない（意

識をもって対応していると思うが）。 

○過度な反応で活動（定例会含む）が中止しているが、無理をしてでも開催すべき。不安な方は欠

席をして頂き、無理をしない。 

○コロナ禍の中で新人さんの不安が心配。定例会研修が減少しているため。 

 

  ④情報収集・共有・提供に関すること 

○北海道の感染者の報道で地域別、管内別を伝えてもらえたので状況が掴め、なお一層自粛に目配

り、気配りに専念できたことが良かったと思う。 

○高齢者にＳＮＳで情報や何かの申請は無理だと思う。 

○コロナ禍であれば、過度の自分と家族の感染が心配であり、動きがひるむ。周囲の感染情報に敏

感になった。 

○市内で感染が判明した場合、その情報を把握したい。 

○メディアで流れる情報がどこまで本当なのか、全て信じないようにして日々過ごしている。早く

平穏な日々が来ることを願っている。 

○自治会活動の自粛により、見守り状況なの情報共有が滞っている。 

 

⑤活動全般に関すること 

○マスク姿は、孤立している高齢者にとっては不安に感じるところがある。 

○災害が起きた時の対応を考えると不安。 

○春ごろ情報が明確でなかった時、新任委員の不安を取り除くことに苦慮した。 

○自治会活動休止しており、コミュニケーションの場がなくなり楽しみがなくなった。 

  ○相談を受けた時に、どこに連絡して聞けばわからない。 

○命にかかわると判断しても、相手が拒否した場合の対応が難しい。 

○コロナ禍でも、しっかりやっておられる民児協のアイデアを聞きたい。 

○民生委員でかつ児童委員でもあると言われるが、児童委員は何をやればいいかよくわからないの

で、通学児童の見守り・声かけ・話しかけやっている。 
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○仕事や町内会、ボランティア活動を多くしており、高齢者訪問で自分が感染者になるのではとい

うの不安を常に持っている。 

○新任であり、委員としてどう対応したらよいか分かりません（コロナ以外であっても）。 

○委員になって 1年未満なので、町内会の集まりも全くなく、住民の状況が把握できない。 

○活動休止が多くなり、委員の中で意欲を無くす人が出ている。 

○今年度、秋までには地域活動（サロン等）なくても、庭仕事等で訪問する機会もあったが、冬期間

は、引きこもるようになると会えない不安である。 

○１期目で、これから地域住民の方々に顔を覚えてもらうのが先だと思っている。何事もこれから

だと思っている。 

 

⑦差別・偏見や意識に関すること 

  ○一番の感染者にはならないよう、差別・偏見はきっとあると思う。 

  ○町内会でも、コロナに対する不安や心配など考え方に差がある。 

○人によりコロナに対する認識の違いがあり、対策をしていない人がいることが気になり、心配に

なる。 

○行政と民生委員の温度差を感じる。 

 

  ⑨新活動スタイルに関すること 

○未だ行く末の見えない状態にあり、研修を含めての諸活動について、一定の方向性を示されてよ

かった。 

 

 

(5) 活動上の工夫（自由記述回答）※原文のまま掲載 

①訪問活動や安否確認に関すること 

  ○訪問宅に心配をかけないように、玄関前で話をしている。 

  ○お互いの感染予防の為、訪問数を減らしている。 

○マスク着用をして、インターホンを活用して対応している。 

○できるだけ、屋外で話をするようにしている。 

○自分より相手が気になると思うので、電話か、絵手紙等で安否の確認をしている。1ヶ月ぐらい会

わない方がいれば、メモを入れるようにしている。 

○感染予防としてマスク、消毒を必ずしている。訪問した時、お話を伺う事がよいかどうか、相手

の意思確認している。 

○今は訪問しづらい状況なので、困った時は、電話連絡で対応している。電話番号は、担当地区の

方には教えている。 

○90代の耳が遠くなられて、電話での応対もできず、なるべくお手紙を書くようにしている。 



13 

 

○おすそ分けをすることで、訪問を増やそうと試みている。 

  ○パンフ等、ポスト投函を考えている。 

  ○ハガキ作成を実施しようと思っている。 

  ○小分けした消毒液を訪問活動の時持ち歩いている。 

○直接訪問は難しい時節にあるので、毎月手紙を作成し、お手紙訪問をしている。ただし、この活

動は相手の状況確認が難しい。 

○訪問の際は、短い時間で、玄関ドア、玄関フードなどの戸は開けたままにしている。 

○マスクを着用しての短い時間でも、訪問することを喜んでくれる。必要な事と思う。 

○対面を避け、ポスティングで実施している。 

○各戸に印刷物を配付し訪問を控えるが、相談があれば連絡するようにと、連絡先を記入したペー

パーを配付している。 

○訪問しないで、遠くから様子を伺っている。 

  ○名刺ポケット付きのファイルを利用し、各種情報の資料を訪問時に配布している。 

○訪問時、玄関入る前後に手指消毒用の消毒液を使用しています（マスクは必ず着用しています）。 

  ○独居世帯以外の訪問にあたっては、訪問連絡票により意思の疎通を図っている。 

○玄関に入らず、2メートルくらい離れて対話している。 

○事前に電話してから訪問するようにしている。 

○マスクを忘れやすいので、玄関に３つくらい置いている。ディスタンスとると、マスクからの声

はよく聞こえないので、大きい声を出すようにしている。 

 

②委員や地域との連携に関すること 

○委員同士の書類の受け渡しなどは電話連絡のうえ、郵便受けを利用して行うようにしている。 

○短時間ですませる定例会（グループでの研修）。 

○委員同士の携帯電話やスマートフォンを活用している。 

○役員会と事務局との協議、連絡を密にしている。文書類はＦＡＸを利用。 

  ○町内会との協力を通して活動強化している。 

○例会では、広い部屋で密を避け短時間に実施しています。 

○訪問をなかなか受け入れてもらえない家庭に、マスクを届けるという理由で訪問させてもらえた。 

  ○相手に不安を与えないようにしている。 

  ○町内会活動の内、実施している活動にできるだけ参加し、情報を得るようにしている。 

  ○自治会・老人会の人達の協力で、声かけ運動をしています。 

  ○民児協の集まりでは感染予防は徹底している。マップ作りの提案をとても強く感じています。 

  ○三密にならぬように定例会等も工夫して行っています 

○三密にならない様に定例会のもち方（机の配置）に工夫。又、事業内容（自主研修）に工夫。 
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③心構えに関すること 

  ○あまり人と接する機会を持たないようにする。消毒や体調管理は徹底する。今日の研修会も本当

は出席したくなかった。 

  ○マスク、消毒、三密の回避等。 

○一般的な予防方法には全面的に守っている。しかし、それだけでは不十分であることは大都市の

感染結果指導で明らかである。 

○マスクをして、なるべく離れて言葉をかけるようにしている。 

  ○携帯用の消毒液（ジェルタイプ）を持参し、訪問者毎に使用している。 

  ○マスク着用、手指等の消毒、他。 

○感染予防対策の実施（手洗い・マスク・ソーシャルディスタンス）これしかない。 

○基本的な感染対策を遵守すること！ 

 

④その他 

○民生委員としてコロナ禍の中、国勢調査もされている人もいる。この暑さの中、健康にも工夫は

大変である。 

○9/6は地震（胆振東部地震）のあった日なので、例会時、市の出前講座「防災」をやって頂き、ハ

ザードマップ・ＳＮＳ支援・要援護者を誰が助ける、避難したら家の前に黄色いハンカチを、等

は早々実行したいと考えている。 

○活動自粛の中で、普段行くことのない防災施設の訪問など他に勉強のため、出かけてみた事例あ

り。地域の方達に活動に必要なもの、もう一度、今の時期に考えてみる。 

  ○新北海道スタイルで活動すれば大丈夫だと思う。 

  ○身内に寝たきりの妻がいる為、コロナが完全に収まるまで行動ができない。 
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４．調査結果から見えてくる課題とその一考察 

(1) 意識の高さが反作用することへの懸念 

  本調査の結果、圧倒的大多数の委員が感染症予防を徹底しており、自由記述回答をみても、感染症

予防に対する意識の高さがうかがえる。しかし、その意識の高さが反作用する可能性をここで指摘し

ておかなければならない。それは、委員自身が感染した場合の排他の可能性である。 

大阪大学の研究グループによる調査によると、日本人の 11.5％が「感染は自業自得」と回答して

いる。この数値は諸外国と比較しても２倍以上の割合となっており、感染の自己責任論が強い風潮が

あるのは否めない。コロナウイルスに感染したがために、会社を退職したという事例も存在し、同様

のことが民生委員にも起こる可能性は十分に想定をしておくべきである。 

  仲間の新型コロナウイルスに感染が判明した際に、排他的にならず、支え合う体制づくりや環境づ

くりや、感染した委員へのメンタルケア（心の支え）など、考えなければならないことが山のように

ある。仲間が困難を抱えたに、“一人にしない”取り組みを想定しておくことも、“足腰の強い民児協

づくり”の一つになるのではないだろうか。 

 

(2) 地域住民への意識啓発と関係団体への意見具申 

  本調査では、約半数の委員が訪問活動や相談支援活動での感染の不安を感じている結果が明らか

になっている。この背景には、委員自身が感染症予防対策をしていても、訪問先の住民がマスクの着

用等、感染症予防をしていない状況が挙げられる。 

  北海道では、「新北海道スタイル」を提唱し、道民に対して、手洗い、咳エチケット、換気、三密

を避けるなど、新しい生活様式の定着に取り組んでいるところであるが、委員活動の実態から、まだ

まだ地域住民の間で一般化しているとは言い難い状況にある。 

  マスクの着用は、自身を感染から防護する他にも、他者に感染させない効果がある。これらのこと

から、他者と接触する際はマスクを着用することを一般化すべきであるが、一部では地域の実態がそ

うなっていない状況にある。 

  訪問の結果、「マスクを着用していない住民が多い」というのは、民生委員の活動で明らかになっ

た地域の課題といえる。そこで、民生委員法第 24 条第 2 項の意見具申権に着目したい。すなわち、

その課題を民生委員だけの課題にするのではなく、地域の課題としてとらえ、行政や関係団体に働き

かけその課題意識を共有することが重要といえる。そういったことから、関係者が連携し一体となっ

て「感染しない、感染させない」地域づくりを進める出発点は、民生委員活動から始まるのかもしれ

ない。 

一方、上記の予防的観点からの啓発活動と並行して、感染症による差別、偏見、社会的排他のない

地域を目指す啓発活動も重要である。新型コロナウイルスの感染により退職せざる得ない状況に追

い込まれたなど、全国的に差別や偏見を根幹とする問題は後を絶たない。 

民生委員法第 15条では、執務基準として差別的又は優先的取り扱いを禁止しており、これは地域

住民の人権を守ることを指している。また、民生委員信条に「すべての人々と協力し明朗で健全な地

域社会づくりに努めます」とある。これらは、民生委員が持つべき共通の価値観といえる。このこと

を体現していくうえでも、地域住民の感染が判明した際に、地域においてその住民のいのちと暮らし
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をどう守っていくか、このことを地域に対して課題提起することも民生委員が担う役割のひとつに

なるのではないだろうか。 

 

(3) 質が担保された研修機会の確保 

   本調査において、コロナ禍における活動上の課題として、最も多くの回答があったのは、「研修等、

知識を習得する機会の減少」となっている。裏を返せば、「必要な研修を受けたい」というニーズが

高いと解釈することもできる。現状において、感染症予防対策を徹底することで比較的大規模な研修

事業の実施も可能となっている。本連盟が主催した全道児童委員活動研究集会では 339 名の参加が

あり、その研修運営形態を参考に、地元において研修を実施したとの報告も寄せられている。 

   しかし、ここで課題として検討しなければならないのは、研修の実施形態である。講演やシンポジ

ムを中心としたシアター型の研修形態であれば、３密の回避などは比較的容易であり、その実績も存

在する。一方、グループワーク等、互いに学び合う形態の研修事業については、現時点では未実施で

ある。その理由としては、３密を回避できないことが挙げられる。 

しかし、専門研修のアンケート結果によると、比較的経験年数の浅い委員が意見交換などのプログ

ラムを望む声が多数ある。感染症予防を前提にしつつも、グループワークが実施可能な運営スタイル

の確立が急務な状況といえる。 

 


