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本ハンドブックについて

　近年、東日本大震災をはじめ、自然災害が相次ぐなか、災害時要援護者の支援
体制づくりが大きな課題となっています。この状況を受け、全国民生委員児童委
員連合会（以下、「全民児連」）では、民生委員児童委員がそうした活動において、
どのような点に留意しつつ、どのように取り組むことが考えられるかを、「民生
委員・児童委員による災害時要援護者支援活動に関する指針」として示し、その
指針のポイントをまとめた「災害に備える民生委員・児童委員ハンドブック」を発
行した経過があります。
　去る平成30年９月、この北海道において震度７を観測した胆振東部を震源と
する大地震が発生しました。発災当初は、震源地に近い市町村のみならず、全道
的な停電（ブラックアウト）が発生し、多くの民生委員児童委員が、要援護者等の
安否確認、避難所運営支援、在宅避難者支援等、いのちとくらしを守る活動に取
り組みました。特に、震源地に近い胆振東部３町（安平町、厚真町、むかわ町）に
おいては、災害ボランティアセンターが設置され、民生委員児童委員はニーズ調
査や給水支援等、災害ボランティアセンターとも連携した活動を展開していまし
た。
　一方で、本連盟では、災害発生時における本連盟の取り組みの方向性を定めた
「道民児連災害時対応ガイドライン」を策定したところでありますが、そのガイ
ドラインの運用を検証する過程でさまざまな教訓を得ることができました。
　本書は、全民児連が平成26年に発行した「災害に備える民生委員・児童委員ハ
ンドブック」の基本的な内容を踏襲しつつも、平成30年北海道胆振東部地震の災
害支援の取り組みから見えた課題や、本連盟のガイドライン、災害支援にかかる
活動費助成等の内容を加え再編したものです。この再編にあたっては一般社団法
人ウェルビーデザインの篠原辰二氏に全面的にご協力をいただきました。心より
感謝申しあげます。
　平常時においては民生委員児童委員の自己点検や民児協の研修資料として、発
災時や復興期においては災害支援活動の参考資料として、時と場合に合わせてご
活用くだされば幸いです。

平成31年３月

公益財団法人　北海道民生委員児童委員連盟
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　災害に際して、発災時の人的・物的被害に加え、その後の避難生活が被災者に
及ぼす苦労は計り知れません。とくに、高齢者や障がい者、乳幼児などの場合は、
避難生活に伴う体調の悪化を含め、生命にかかわる場合も少なくなく、特段の配
慮が必要と言えます。
　こうした人びと＝「災害時要援護者」を災害から守り、また避難生活を支えて
いくためには、家族や行政のみならず、近隣住民、民生委員児童委員をはじめと
する福祉関係者、警察、消防等、地域の幅広い関係者が力を合わせ、支援体制を
創り上げていくことが必要です。

■災害時要援護者の特性と支援ニーズを知りましょう
　上記のとおり、災害時要援護者の範囲は広く、支援ニーズも対象者によって異
なります。適切な支援のためには、対象者別の特性を理解し、それぞれに即した
支援を考えていくことが大切です。
　支援ニーズについては、発災時の避難行動のみならず、その後の避難生活を意識
することが大切です。

　必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全
な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を必要とす
る人びとをいい、一般的に、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産
婦等が挙げられています。

（平成18年、内閣府「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」）

※避難生活において支援が必要な人も含まれる点に注意が必要です。

　平成25年の災害対策基本法の改正により、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者を「要
配慮者」とし、地方自治体においても要配慮者支援や対策が行われています。
　しかし、民生委員児童委員活動においては、判断能力が低下する方や生活に困窮する世帯など、災害発生
時における何らかの援助が必要な方々に対する日常的な支援を行っていることから、本ハンドブックでは同
法で規定する要配慮者を包含する意味合いを持つ「要援護者」として表記しています。

用語解説

災害時要援護者とは
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介護が必要な高齢者
・独力での避難行動
や避難生活が困
難。
・継続的な介護や医
療的支援が必要。

認知症高齢者
・危険に対する理解
が十分ではなく、
自力での避難判
断、支援要請が困
難。
・避難生活において
も健康管理に関す
る支援が必要。

持病を有する高齢者
・避難生活におい
て、医療的支援、
常備薬の確保が必
要。

【その他全体的な留意点】
①配給食料や非常食などにより食生活が変化することに伴う塩分過多やカロリー摂取量の増
加などにも留意が必要。
②医療や福祉サービスを継続的に利用している住民に対しては、災害時であっても同様のサ
ービスが継続利用できるように支援することが必要。

視覚障がい者、聴覚
障がい者
・避難の必要性等に
関する情報把握や
避難所生活でのコ
ミュニケーション
に支援が必要。

身体障がい者
・避難行動や避難生
活において、一定
の支援が必要。
・車いす利用の場合
等、バリアフリー
の配慮が必要。

知的障がい者
・危険に対する理解
が十分ではなく、
自力での避難判
断、支援要請が困
難。
・環境変化に対して
ストレスを感じや
すい。

内部障がい者
・人工透析を必要と
する者や、生命維
持に必要な機器を
利用している者、
難病患者において
は、迅速かつ継続
的な医療的支援が
不可欠。

乳幼児（母子）
・乳児を抱え、移動
手段の確保を含
め、避難支援が必
要な場合がある。

・避難所において、
授乳、おむつ交換
等のための専用ス
ペースが必要。

・避難所において、
肌着、粉ミルク、
離乳食等の確保が
課題。

・アレルギーを有す
る乳幼児における
アレルギーに配慮
した飲食物の確保
に課題。

妊産婦
・避難行動に一定の
支援が必要。

・避難生活における
体調急変に備えた
静養スペース確保
や医療的支援が必
要。

外国人
・日本語の理解力に
差があるため、多
言語、多様なコミ
ュニケーション支
援が必要。

・避難生活長期化の
なかでは、食事や
宗教的礼拝をはじ
め、各国の生活様
式への配慮が必
要。

表：災害時要援護者の支援ニーズの概要

高齢者 障がい者
（障がい児を含む） 乳幼児・妊産婦等 外国人等
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　平成23年３月に発生した東日本大震災の被災地においては、多くの災害時要
援護者が津波により犠牲となりました。また、地震や津波の被害は免れたものの、
その後の避難生活のなかで、心身の状態の悪化、生活上のさまざまな課題に直面
した方も多数に上りました。以下、その一部をご紹介します。

○津波により多くの要介護高齢者や障がい者が犠牲となりました。東北３県の沿
岸部市町村における犠牲者の比率は、障害者手帳取得者は住民全体の比率の２
倍～３倍に上りました。

・犠牲者のなかには、病気や介護の状況などから避難をあきらめたり、足手まとい

になると考え、自宅に残った人びとが含まれています。

・また、視覚障がい者や聴覚障がい者のためにテレビを見る習慣がない等の理由で

津波の情報を得ることができなかった人びと、また、障がいのために迅速な避難

がかなわなかった人びとも含まれます。

○認知症高齢者が夜中に何度も起きる、また歩き回ることから周囲の人びとが寝
不足となり、苦情や心ない言葉が寄せられ、本人や家族がいたたまれない思い
をしたケースがありました。

○体育館に大勢の住民が避難するなか、通路幅が確保されなかったり、入口やト
イレにの段差等のために車いす利用者が動けなくなってしまうことがありまし
た。

災害時要援護者が直面した具体的課題
～東日本大震災被災地の経験から～

■ 避難行動に関して

■ 避難所における生活に関して
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○生活環境が激変したことにより、知的障がいをもつ子どもが大声をあげる、パ
ニックになるといった行動をとったため、周囲の避難者から問題行動と責めら
れ、避難所を転々とせざる得ないケースが見られました。

○乳幼児への授乳やおむつ交換のための専用スペースが確保されていなかった
り、下着等の洗濯物の乾燥スペースの確保等、助成や子どもへの配慮の不足が
多く指摘されました。

○乳幼児のための離乳食、粉ミルクの不足等とともに、アレルギーをもつ子ども
のための食事面での対応に苦労した事例が見られました。

○高齢者や障がい者のなかには、他人に迷惑をかけたくないと半壊した自宅で生
活を送った人や、家族と車の中で生活を送る人も多く見られました。

○半壊した自宅で生活を送る住民が避難所に食料を受け取りに出向いても拒まれ
たケース、また、停電が続いたため、飲料水や食料をマンションの上層階まで
何度も何度も階段で運ばねばならなかった高齢者等も多く見られました。

○家族や仕事を失い単身となった中高年男性において、アルコール依存や孤立な
どの問題を抱えるケースが多く見られました。

○発達障がいの子どもが大声を出すなどの行動を繰り返したため、自治会から母
親に苦情が寄せられ、応急仮設住宅での生活が困難となった事例がありました。

■ 仮設住宅の生活に関して

■ 在宅避難者の生活に関して

災害時要援護者支援体制づくりの必要性1
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地域における支援体制整備に向けて2

　災害への備えは、地域全体の課題です。住民を含む幅広い関係者が力を合わせ、
地域の防災、減災に取り組むことが大切です。
　災害時要援護者への支援もそのなかに含まれる重要な福祉課題であることの理
解を進め、地域全体の課題としてとりくまれるようにしていくことが求められま
す。

　地域における災害への備えとしては、市町村行政の取り組みに加え、自治会・
町内会、自主防災組織など地域住民が主体となった活動も重要となっています。

■住民自身による取り組みはきわめて重要
　とくに地域の防災力を高めることとなる住民自身による取り組みは、防災にと
どまらず、地域の安心・安全のためにも大きな意味をもっています。
　社会の急速な変化のなか、地域にあっては人間関係の希薄化が指摘されていま
す。そうしたことを背景に、社会的孤立や虐待問題をはじめ、地域ではさまざま
な課題が顕在化しています。
　そのなかにあって、防災の入口に、住民相互のつながりを強めることは、地域の
持つ力を高めるきわめて大きな意味があるといえます。

■地域防災計画と避難行動要支援者名簿
　災害に備えた地域づくりに関しては、国が災害対策基本法を定めています。各
市町村においては、この法律に基づいて、災害発生時の避難等の対応から、復旧・
復興に関する事項、防災教育など、災害対応に関する幅広い事項を「地域防災計
画」として定めることが義務付けられています。
　また、災害対策基本法の改正（平成25年）により、市町村長には発災時に自力避
難が困難な者の名簿（避難行動要支援者名簿）の作成が義務付けられました。そして、
本人同意を前提にこの名簿を警察や消防関係者、民生委員、市町村社会福祉協議会、
自主防災組織等に提供し、その連携をもとに自力避難困難者に対する平常時からの
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支援体制づくりを推進することとしています。

■自主防災組織の活動
　住民自身による活動については、自治会・町内会とともに、これを基盤とした
自主防災組織による活動も活発化しています。
　自主防災組織には、災害対策基本法に基づいて設置される住民自身の「自発的
防災組織」であり、多くは町内会単位で結成されています。現在は全国で約16万
の自主防災組織が設置されていて、総世帯数に対するカバー率は約81％を超え
ていますが、北海道におけるカバー率は56％に留まっています。
　自主防災組織は、防災訓練をはじめ、地域の危険か所の把握、災害時要援護者
対策、発災時の初期消火や住民の避難支援等を担うこととされており、今後、地
域の防災力を高めるためにも、その結成を進め、活発な活動が行われるよう期待さ
れています。



重要

8

民生委員による活動の基本的考え方3

　地域における災害時要援護者支援を考えるうえでは、住民の身近な相談相手で
ある民生委員児童委員（以下、「民生委員」）への期待は大きなものがあり、全国各
地の民生委員児童委員協議会（以下、「民児協」）においても、種々の取り組みがな
されているところです。

　一方、東日本大震災では、強い使命感から56名もの民生委員が犠牲となりま
した。また、被災後の混乱のなかで、民生委員の役割が見えなくなるような状況
も見られました。

　今後の民生委員による災害支援対策、災害時要援護者支援活動を考えるうえで、
これらの経験を踏まえ、とくに意識しておきべき点として以下の３点をお示しし
ます。

民生委員による災害時要援護者支援活動のポイント

❶民生委員の主たる役割は、地域において支援を必要とする人に、
必要な支援がもれることなく届くようにすること

❷災害対策は、平常時の取り組みが重要であること

❸災害発生時には、まず自分自身と家族の安全確保を最優先とし、
民生委員だからといって決して無理はしないこと
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○災害時要援護者の支援においては、避難後の生活における支援の確保が極めて
重要といえます。
○民生委員は、日頃の相談や訪問活動を通じて地域住民が抱える課題を把握して
います。こうした経験や情報を活かし、避難生活においても行政や地域関係者
の支援がもれることなく必要な人に届くように活動することが、民生委員の役
割として期待されています。

○過去の被災地の経験からは、日頃から災害対策に積極的に取り組んでいたとこ
ろでは、実際の災害に際しても円滑な対応に役立ったとの声が寄せられていま
す。
○要援護者も参加しての防災訓練や避難訓練をはじめ、住民相互に支援し合える
ような体制づくりなど、地域ぐるみの取り組みが極めて重要です。

○災害発生時には、なにより自分自身と家族の安全確保が最優先です。
○民生委員には、要援護者の直接的な避難支援活動というよりも、その後の安否
確認活動や、避難生活において支援が必要な人を適切に支援につなげるための
活動が期待されています。
○民生委員だからといって、くれぐれも無理をしないようにしましょう。

民生委員の主たる役割は、地域において支援を必要とする人に、
必要な支援がもれることなく届くようにすること

災害対策は、平常時の取り組みが重要であること

災害発生時には、まず自分自身と家族の安全確保を最優先とし、
民生委員だからといって決して無理はしないこと

ポイント１

ポイント2

ポイント3
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民児協としての取り組み❶
平常時の活動4

　それぞれの地域において災害時要援護者支援の具体的な取り組みを進めていく
際には、単位民児協を基本に、所属する民生委員全体の認識の共通化、また行政
や関係機関との連携が大切です。

　災害時の備えはなにより平常時の取り組みが重要です。
　民児協として考えられる平常時の取り組みとして、たとえば以下のような取り
組みを参考に、それぞれの地域の状況に合わせた活動を検討してみましょう。

民児協としての平常時の取り組み（例）

❶「災害時要援護者台帳」や「災害福祉マップ」の作成等を通じた要援
護者の把握と関係者との協力による支援体制づくり

❷災害時要援護者の自助努力の支援、地域住民の互助の取り組み推進

❸災害に備える民児協内部の体制づくり
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○日々の訪問活動等を通じて、災害発生時やその後の避難生活において、支援を
必要とする人びとを把握し、「要援護者台帳」を作成するほか、要援護者の住
居を地図に落とし込んだ「災害福祉マップ」等を作成します。
○「台帳」の作成にあたっては、行政から提供される「避難行動要支援者名簿」も参
考となります。
○「台帳」掲載者のうち、支援者が定まっていない場合には、町内会・自治会や行
政等への働きかけを通じて必要な支援の確保につなげます。

○要援護者に対し、訪問やサロン活動の機会を活用して、気象や避難に関する情
報の説明や、自宅の安全対策に関する情報提供等を行います。
○地域において、要援護者の参加も得た避難訓練、防災訓練の促進を図り、住民
に要援護者に対する理解を深めてもらうとともに、住民同士の関係を強くする
ことにより地域の防災力を高めることを促進します。

　要援護者と支援する住民のつながりを地図上で示す「住民支え合いマップ」。富良野

市民児協では、地域の避難訓練において、この住民支え合いマップを活用した取り組

みを推進しています。「防災」をキーワードにすると、住民も“自分事”として捉え

ることから参加度も高く、また、要援護者に参加いただくことで、「顔の見えるつな

がり」づくりに役立っています。そして、避難訓練でのつながりが日常生活の支え合

いにもつながってくる、そういう意味では一石二鳥の取り組みといえます。

活動のヒント事例  「住民支え合いマップによる避難訓練」

「災害時要援護者台帳」や「災害福祉マップ」の作成等を通じた
要援護者の把握と関係者との協力による支援体制づくり

災害時要援護者の自助努力の支援、地域住民の
互助の取り組み推進

1

2
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○災害発生に備え、発災時の行動原則、各委員の安否や所在に関する連絡方法、
また要援護者の安否情報の集約方法等について定めるとともに、定例会や研修
会を通して各委員に周知されるようにすることが必要です。
○とくに、発災時には、委員本人と家族の安全確保が第一である点の周知は大切
です。
○「災害時要援護者台帳」や「災害福祉マップ」の保管や管理方法、また発災に備
えた関係機関・団体との連携方針、情報共有の方法なども普段から相談してお
くことが望まれます。

災害に備える民児協内部の体制づくり3

　現在、スマートフォンが全国的に普及しており、民生委員の所持も増えてきていま

す。南富良野町民児協では、平成28年８月の大雨災害の際、事務局や委員間の連絡

調整に非常に苦労しました。その教訓から、委員同士の連絡調整に無料通信アプリの

ＬＩＮＥも活用しています。（一部の委員はスマートフォンを所有していないため、個別連絡）

　事務局からの簡素な連絡事項はＬＩＮＥで一括周知され、委員は確認した旨をそれ

ぞれ返信します。日常的に使用することで、災害時にも有効に活用することをねらい

としています。

　平成30年北海道胆振東部地震では大規模停電が発生し、固定電話が一切使用でき

ない状況になりました。このような状況を想定して、日常的な取り組みの中で備えて

おくことは非常に重要といえます。

活動のヒント事例  「ＬＩＮＥを活用した委員間の連絡調整」
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　災害時要援護者の支援体制づくりのためには、その所在地や支援が必要な理由
等の情報を書面にし、支援関係者の間で共有することが必要となります。
　この書面が「災害時要援護者台帳」と呼ばれるもので、例えば次頁のような様
式が考えられます。名称や掲載情報は地域ごとに定めていただくことで構いませ
んが、プライバシー情報を含むものであり、掲載情報やその所有者の範囲等につ
いて要援護者本人に適切に説明を得ておくことが必要です。
　次頁様式例のうち、表面は避難支援にあたる関係者が共有することが考えられ
る情報、裏面は日々の見守り活動等も含め、民生委員が補足的に把握することが
考えられる情報です。ただし、本人の同意がある場合、より実効性のある支援体
制の整備のため、裏面情報についても関係者間で共有することも考えられます。
　なお、個人を単位として作成する「災害時要援護者台帳」に加え、地域の災害
時要援護者全体の情報を示すものとして「災害福祉マップ」があります。

○災害時要援護者の所在地等を地図に落とし
込んだものが、「災害福祉マップ」です。
ひとり暮らし高齢者世帯、高齢者のみ世帯、
障がい者世帯等をその類型に応じて色分け
して表示することが考えられます。
○指定避難場所や防災倉庫、公衆電話の設置
場所、崖や斜面等危険か所、沿岸部では海
面からの高さ、ガソリンスタンドやコンビ
ニエンスストアの所在地等を記しておくこ
とも効果的です。

民児協としての取り組み（1）4

災害時要援護者台帳の作成

■ 災害福祉マップについて
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※この様式例は道民児連ホームページからダウンロードできます参　考
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民児協としての取り組み（1）4
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民児協としての取り組み❷
発生後の活動4

　災害発生時、またその後の活動を考えるにあたっては、なにより民生委員自身
と家族の安全確保が第一です。そのうえで、要援護者の安否確認や避難生活の支
援活動にあたることが考えられます。

（1）発災時の対応（被害が見込まれる段階を含む）
【台風・豪雨、火山噴火、竜巻等の突風、大雪】
○これらの災害は、被害発生のおそれが生じた段階で、気象や避難に関する情報が
発表され、避難のために一定の時間が確保できるとされています（28頁～ 29頁）。
○高齢者や障がい者等、避難行動に時間を要する人びとについては、近隣住民との協
力のもと、この時間を利用し、安全な場所への早期の避難を行うことが望まれます。
○ただし、豪雨、大雪の中や夜間の避難には危険が伴うので注意が必要です。

【地震】
○地震については、津波の発生の有無により活動が決定的に異なりますので、まず
は津波注意報や警報の有無を確認することが大切です。

○津波注意報等が発表された場合は、「率先避難」に徹します。

（2）委員および要援護者の安否情報の確認
○安全が確認された段階で、民児協を中心に、各委員の安否や所在地に関する情報
を集約します。災害時には電話が不通になることも多いため、携帯電話の電子メ
ールやＬＩＮＥなどの通話アプリ、ＳＮＳ、災害伝言ダイヤル（171）の活用等を
含め、あらかじめ定めておいた方法により情報集約します。

「率先避難」とは
　自らが率先して避難行動をとれば、その姿を見

て周囲の人びともついてくる、それにより多くの

人びとの命を救うことにつながるという考え方。

避難に際しては、大声で避難を呼びかけることも

望ましいとされています。



17

○これまで、担当地区外に外出中に災害に遭遇した事例も多数見られます。外出中
に災害に遭遇した場合は、無理に担当地区に戻ろうとせず、安全が確認されるま
で様子をみることも大切です。
○要援護者の安否確認は、地域住民等の協力も得ながら、支援の必要性（優先度）の高
い人から進めることが考えられます。
○委員間での情報集約方法として、民児協会長が向かう避難所を定めておき、そこ
に各委員からの情報を定期的に集めるという方法もあります。

（3）委員及び要援護者の安否情報の伝達
○収集した委員の安否情報は、民児協事務局に伝達します。
○委員に被害が発生した場合などについては、互助共済制度や民生委員・児童委員
活動保険の適用を受けられることもあります。
○また、要援護者の安否情報は、事前に自治体と協議した伝達方法及び伝達先に報
告します。
○各自治体によって災害時における要援護者情報の収集方法及び担当部局が異なり
ますので、民児協活動などを通した平時からの調整・協議が重要です。

（4）要援護者の避難生活の支援（避難所・在宅、仮設住宅）
○災害時には、地域に開設される避難所での生活を余儀なくされる要支援者も生じ
ます。とくに大規模災害に際しては、当初の混乱期において、避難所で高齢者や
障がい者、乳幼児等への配慮や必要な支援が提供されないケースもみられます。
民生委員にはこうした人びとの相談役、または代弁者として必要な支援の提供、確
保に協力することが期待されます。
○また、種々の事情から、避難所への避難を断念し、厳しい環境のなか、在宅での避
難生活を選択せざる得ない要援護者も存在します。民生委員としては、こうした人
びとに必要な支援が提供されるための配慮も期待されているところです。
○仮設住宅が建設され、避難生活が長期にわたる場合には、要援護者の孤立や健康
面での影響が懸念されます。ボランティアを含め、関係者との連携による訪問、
見守り活動が大切となります。
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（5）災害ボランティアセンターとの連携
○大規模災害時には、主に地元社会福祉協議会が中心となり災害ボランティアセン
ター（以下、「災害ＶＣ」）が設置されることがあります。災害ＶＣと民生委員活動
の目的や一部の機能は合致しており、連携を図ることでより迅速な支援の展開が期
待できます。
○日常活動で把握している要配慮者等のニーズは、災害時においてはさらにその必
要性が増しますので、それらの情報を災害ＶＣに持ち込み連携を図ることも考え
られます。
○地元をよく知る民生委員が災害ボランティアセンターに協力することで、地元住
民の信頼が増しスムーズにボランティアを受け入れることにつながる期待がもて
ます。

　 「災害ボランティアセンター」とは
　大規模災害等が発生した際に、被災市町村の災害対策本部（行政）との連携に

より設置するボランティア活動の本部であり、被災地におけるボランティア活

動の拠点となります。被災により生じた困難・問題を軽減・解決するため、市町

村内はもとより、道内外から駆けつけるボランティアを被災者及び避難所から

のニーズをもとに、必要としている場所へ派遣し、地域の復旧・復興と被災者の

自立支援を目的としています。

【主な機能】
（1）被災者ニーズへの対応
　　　・ニーズ受付・相談、被災世帯調査、潜在ニーズの発掘等

（2）ボランティアのコーディネート
　　　・ボランティアの募集、円滑なボランティア活動への配慮
　　　　（受付、オリエンテーション、活動調整、安全・健康管理等）

（3）資金、資機材等の調達、管理・運用
　　　・活動資金の調達、資機材の調達・調整

（4）中長期的な被災者支援と復興に向けたプランニング
　　　・災害ボランティアセンター閉所の検討、生活支援への移行

参考：北海道社会福祉協議会「市町村災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」
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・ 民生委員には守秘義務があり、平常時において原則的に把握している要配慮者等
の個人情報を自治会・町内会関係者に提供することはできません。一方で、自治
会・町内会においては平成29年５月に改正された個人情報保護法により、個人情
報取扱事業者の適用を受けることになりました。（民生委員は非常勤特別職の地方公
務員であるため、個人情報保護法の適用は受けません。）

・ 個人情報保護法では、個人情報の第三者提供には本人同意を原則としていますが、
緊急事態の行為（個人の生命・身体・または財産の保護）には、本人の同意を不要とし
ています。

・ また、平成25年６月の災害対策基本法の改正により、市町村は「避難行動要支援
者名簿」の作成が義務付けられました。この名簿は、平常時において原則本人の
同意を得たうえで、民生委員や自治会・町内会（自主防災組織）をはじめとする避
難支援等関係者に提供することができます（災害時には本人の同意なく名簿提供が
可能）。北海道では、平成28年度末時点で98.9％の市町村が名簿を作成済みです。
さらに、82.0％の市町村は民生委員に対して、この名簿を提供している状況です。

・ 平常時、災害時ともに、円滑な活動を進めていくために、要援護者等から “ 包括
的同意 ”を得るという方法があります。包括的同意とは、「その人への支援とい
う目的の範囲内で、あらかじめ想定される支援の内容や連携を必要とする機関・
団体等への最小限の個人情報の提供について予め了承を得ておく」ことです。こ
のように要援護者等からの包括的同意を得る仕組みがあれば、民生委員と自治会・
町内会（地域住民）と、目的の範囲内で個人情報の共有を図ることができます。

・ 要援護者の中には、包括的同意を拒否する方もいることが考えられます。しかし、
自身の情報を開示して、必要なときに必要な支援を得られるようにしておくこと
は、“ 自助 ” 活動とも言えます。要援護者等をただ単に “ 支援の受け手 ” と位置
付けるのではなく、“ ともに住民同士の支え合いを進める担い手 ” と位置づけ、
包括的同意という手段により住民同士支え合いに参画してもらえるようお願いし
てみましょう。

個人情報の取り扱いに関する考え方

民児協としての取り組み（2）4
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災害に備える民生委員活動10か条5

　これまで、民生委員、または民児協として、災害時要援護者支援活動を進めて
いくための基本的考え方や留意点をご説明してきました。
　ここではそれを踏まえ、すべての民生委員、または民児協事務局等の関係者が
日頃から意識し、発災後に再確認すべきこととして10項目をまとめました。取
り組みの参考にしていただくよう、これを「災害に備える民生委員活動10か条」
としてお示しします。

❶民生委員自身も被災者となることを踏まえ、無理のない
活動を考える
❷自らの安全と健康を守ることがなにより重要
❸民児協だけでなく、地域ぐるみの活動として取り組む
❹民生委員が担う役割について住民や関係機関に周知する
❺日々の活動の延長に災害時要援護者支援活動があること
を意識する
❻災害対策は平常時の活動がきわめて大切であることを意
識する
❼災害時要援護者台帳の作成、保管、活用方法について検
討する
❽行政等との情報提供、情報共有を重視する
❾発災時の委員間の連絡確保と民児協機能の早期回復を重
視する
10委員同士の支え合い、民児協による委員支援を重視する

災害に備える民生委員活動10か条
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○民生委員も地域住民の一員であり、災害時には自身も被災者の一員となります。
このことを踏まえ無理のない活動を考える必要があります。

○そのためには、地域の多様な関係者との連携、役割分担が大切です。
○なにより留意すべきこととして、「民生委員である以上、がんばらなければな
らない」と、自ら、また他の委員に無理を課さないことです。委員それぞれが
被災者であり、大きな負担を負っていることにお互いが配慮することが大切で
す。

○発災時には、なにより自分自身と家族の安全確保が最優先です。
○規模の大きな災害にあたっては、復旧・復興に長い時間が必要となります。要
援護者のためにも、委員自身が健康を損なうことのないよう、十分に留意する
必要があります。

○なお、発災時の安全確保は、民生委員のみならず、すべての支援者が共通して
意識すべき事項です。

○実効性のある要援護者支援体制づくりのためには、幅広い関係者との連携・協
働を進めていく必要があります。市町村の行政や社会福祉協議会、地域包括支
援センター、町内会・自治会、自主防災組織、消防団等によるネットワークづ
くりが大切です。

○地域における要援護者の数は相当数に上ります。その支援には地域住民の協力
が不可欠であることを意識し、住民を主体とした地域ぐるみの活動としていく
ことが大切です。

❶民生委員自身も被災者となることを踏まえ、無理のない活動を考える

❷自らの安全と健康を守ることがなにより重要

❸民児協だけでなく、地域ぐるみの活動として取り組む
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○災害時には、要援護者のみならず、住民全てが一定の支援を必要とする「要支
援者」となり、民生委員にさまざまな依頼がなされます。また、時には批判が
向けられることもあります。しかし、住民に対する支援等の不足について民生
委員に責任が転嫁されることがあってはなりません。

○関係者との役割分担のなかで、民生委員はどのような役割を担うのか、あらか
じめ住民に周知し、理解を得るようにしておくことが望ましいといえます。

○災害時要援護者支援活動と日々の民生委員活動は一体的なものといえます。災
害時要援護者の多くは、日々、民生委員が見守り対象としている人びとと重な
ります。

○常日頃、見守りや訪問を重ねている民生委員だからこそ得られる情報があるは
ずです。日々の活動の延長に災害時要援護者支援活動があることを意識しつつ、
日々の活動を丁寧に行うことが災害時に適切な要援護者支援活動を行うための
基盤をつくります。

○要援護者の安否確認、避難支援が円滑に行われるためには、要援護者ごとに複
数の支援者を確保する等、平常時の体制整備が重要です。

○要援護者の住所等を確認するだけでなく、避難所までの避難に必要な時間、安
全な避難ルートの選定、津波等に備えた避難可能場所、といった点について確
認を行っておくことが大切です。

○また避難所の開設や運営、とくに要援護者の円滑な受入れ対応は、平常時に実
践的な訓練を重ねることが、いざという時に力になります。

❹民生委員が担う役割について住民や関係機関に周知する

❺日々の活動の延長に災害時要援護者支援活動があることを意識する

❻災害対策は平常時の活動がきわめて大切であることを意識する
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○東日本大震災の被災地では、津波による流失や、持ち出すための時間不足等に
より、多くの地域で要援護者台帳が失われました。また、台帳は作成していた
ものの、有効に活動できなかったケースも見られます。

○発災後の安否確認、避難所や在宅避難者の生活支援をはじめ、要援護者台帳の
もつ役割は大きく、その作成、保管、活用方法について具体的に検討しておく
ことが大切です。

○とくに、今後は多くの関係者での共有を前提として、作成や更新、共有する情
報の範囲、安全な保管方法、発災後の活用方法等を具体的に定めておくことが
大切です。

○行政からの避難行動要支援者名簿の提供や、民児協として作成する要援護者台
帳の共有を含め、今後は、行政との情報共有のあり方いついて具体的に確認し
ておくことが必要です。

○とくに、平常時の活動に加え、避難所ごとの避難者情報（避難者名簿）、また
仮設住宅入居者情報等、発災後の継続的な支援のために必要となる情報の作成、
共有の具体的方法について検討しておくことが重要です。

❼災害時要援護者台帳の作成、保管、活用方法について検討する

❽行政等との情報提供、情報共有を重視する

災害に備える民生委員活動10か条5
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10委員同士の支え合い、民児協による委員支援を重視する

○大規模災害に際しては、通信手段等の喪失により委員間の連絡が困難となり、
各委員が孤立しがちになります。その場合、各委員は不安を抱えつつ、自身の
判断により活動を行っていかなければなりません。

○それだけに、民児協内部において、事前の役割分担を明確にしておくことが適
当といえます。

○また、発災後、委員間の連絡、民児協組織機能の機能回復を早期に図ることが
大切です。メール機能を活用した連絡や、委員が集合する場所と時間を予め指
定しておく等、複数の連絡手段、情報集約方法を定めておくことが有効です。

○大規模災害に際しては、住民からの不満や不安が民生委員に向けられることが
あります。委員自身も被災者であるなか、一人ひとりの委員にかかる精神的な
負担を大きくしないようにするためには、委員同士の支え合いや民児協組織に
よる委員支援が重要となります。

○「他の委員の行動について批判をしない」、また「一人で抱え込まず皆で相談す
る」といったことを民児協内で徹底しておくことが大切です。
○このことは災害時にとどまらないものであり、日頃より民生委員のストレスケ
アに民児協として取り組んでいくことが大切といえます。

❾発災時の委員間の連絡確保と民児協機能の早期回復を重視する
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災害に備える民生委員活動10か条5

　民生委員児童委員の活動は日ごろから住民の生活課題を把握するとともに、課題

や相談ごとに対して適切な制度利用や関係者へのつなぐ支援を行っています。災害

時にはより多くの生活課題を抱える住民（＝被災者）が発生することから、以下のよ

うな視点をもちながら、日ごろからの活動をより丁寧に行うことが求められます。

１）民生委員の視点
①介護用品、ベッド、洋式トイレなど配慮のある「衣・食・住」環境が整っているか
　【避難生活環境改善】

②罹災証明の申請、税金や公共料金の減免などの手続きが滞っていないか
　【公的支援へのつなぎ】

③多発する便乗・悪質商法により、家屋の修繕や各種の支援手続きに不安や課題
を抱えていないか【情報提供と不安への寄り添い】

２）児童委員の視点
①妊産婦・新生児・乳幼児の生活環境と必要な用具・用品は整っているか
　【避難生活環境改善】

②子どもたちの、家、学校など、ストレスを解消できる場が奪われていないか
　【健全な子育て環境の整備】

③子育て世帯からの保育や一時預かりのニーズがないか【家庭生活への支援】

　災害時の民生委員児童委員の活動を円滑に行い、関係機関との連携を強化するた

めには、民生委員児童委員協議会の機能を早期に回復することも重要です。これは、

災害時に生じる民生委員に対する新たな期待や居住地の移動による地域の変化に対

し、法第24条に規定される「民生委員協議会の任務」を果たすための協議が不可欠に

なるからです。災害時においても民生委員児童委員が一体となった地域福祉の推進

が求められます。

災害時における民生委員児童委員と
民児協の活動の視点
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道民児連災害時対応ガイドライン
災害時における道民児連等の取り組み1

　北海道民生委員児童委員連盟（以下「道民児連」）では、災害時における具体的な
取り組みを「道民児連災害時対応ガイドライン」で定めています。また、平常時
においても、災害への備えを意識した取り組みに努めることとしています。その
内容は次のとおりです。

■ 発災時の初期対応
　・災害状況の情報収集

　・各関係機関との連絡調整

■ 発災初期の民生委員活動支援
　・災害救援活動に必要な財源的支援

　・互助共済制度等、制度利用にかかる情報提供

　・民児協組織運営に関する現地調査及び支援

　・道災害ボランティアセンターとの連携並びに情報共有

■ 災害復旧時以降
　・被災地域における民生委員活動報告書の作成

　・財源的支援継続に関する検討

　・災害対応に関する検証

■ 平常時の取り組み
　・全民児連「民生委員・児童委員による災害発生時要援護者支援活動に関する
　　指針」の普及・啓発

　・「災害に備える民生委員児童委員ハンドブック【北海道版】」を活用した
　　研修プログラムの開発及び実施

　・地域支援調査（住民支え合いマップ調査）事業の普及・啓発

　・民児協活性化事業を通した民児協組織の基盤強化

　・災害時における民児協事務局支援のあり方に関する研究

　・市町村民児協と社会福祉協議会の日常的な連携に関するモデルの開発

　・その他、本連盟会長が特に必要と認める取り組み
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災害支援活動費に関する助成制度
災害時における道民児連等の取り組み2

　全民児連と道民児連では、民生委員が行う災害支援活動に対して、以下のとお
り、活動費の助成制度を整備しています。災害救助法が適用される災害は全民児
連、適用されない災害は道民児連、それぞれの制度で財源的な支援が行われます。
　災害時においては、緊急性が高いことからやむを得ず自費で要援護者等に対し
て食事や飲料水を提供する事例もありますので、予めこの助成制度があることを
把握しておきましょう。

■ 民生委員による災害支援活動に対する助成制度

①全民児連「民生委員・児童委員災害救援活動支援金」

（1）目　的　　民生委員による被災地での救援活動等に対し、緊急かつ即応的

に要する初動体制の費用及び活動費用の一部を支援

（2）対　象　　災害救助法が適用された災害等

（3）上限額　　一災害、１都道府県・指定都市あたり100万円

②全民児連「被災地民児協支援募金」

（1）目　的　　被災地において、復興支援活動等を行なう民児協に対する活動

費用の一部を支援

（2）対　象　　災害救助法が適用された災害等

（3）上限額　　民生委員定数×3,000円（制度の目的に合致する範囲）

③道民児連「北海道民生委員児童委員災害時住民救援活動支援金」

（1）目　的　　被災地において、民生委員ならびに民児協による救援・支援活動

等に対し、緊急かつ即応的な活動に要した費用及び住民の救援

に要した実費を支援

（2）対　象　　上記全民児連の助成制度に該当しない災害

（3）上限額　　一災害、１市町村につき30万円
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災害種別の被害特性と留意点
知っておきたい知識と情報1

　災害から身を守るためには、災害によって生じる被害の特性や対応上の留意点
を理解しておくことが重要です。

■ 災害種類別の被害特性

地震・津波の特性
　・強い揺れ　　　　　　　　　・斜面崩壊（山崩れ、がけ崩れ、土砂崩れ）

　・地震による火災　　　　　　・液状化現象
　・沿岸部や河川では津波、津波による火災

台風・豪雨の特性
　・道路や低地の浸水　　　　　 ・河川の増水・氾濫
　・斜面崩壊（山崩れ、がけ崩れ、土砂崩れ）、土石流

⇒災害時には、最新の正確な情報の把握が重要。テレビ、ラジオ、防災
無線等を通じて情報を入手する。
⇒地震・津波など、避難行動のための時間がない場合、ただちに命や身
の安全を守る行動をとる。
⇒台風・豪雨・大雪災害、火山噴火など、ある程度避難行動のための時間
がある場合、自治体や報道機関からの情報に基づき、早めに避難する。

〔対応上の留意点〕
　◎棚や棚からの落下物、暗闇で割れた窓ガラス片などに注意。
　◎強い揺れや弱くても長い揺れを感じたら、津波発生の可能性大。
　◎ただちに沿岸部や河川から離れた３階以上の堅固な建物に避難。
　◎津波は繰り返し襲ってきて、第一波の後にさらに高い波が来ることもある。
　　いったん波がひいても絶対に戻らない。
（大都市で地震に遭遇した場合）
　◎むやみに移動せず、安全な場所にとどまる。
　◎駅周辺など混雑している場所にはできる限り近づかない。

〔対応上の留意点〕
　◎最新の気象情報に注意して、早期の避難行動を心がける。
　◎夜間や大雨がひどい場合には、避難行動には慎重な判断が必要。
　◎避難困難の場合は、河川やがけから離れた２階以上の建物に避難。

　災害時における活動上の留意点

首相官邸HP「防災の手引き」、消防庁「防災マニュアル」等をもとに作成
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火山噴火の特性
　・火口付近では高速で吹き飛んでくる大小の噴石（火山弾）
　・火山に近い地域では火砕流、斜面崩壊（山崩れ、がけ崩れ、土砂崩れ）、土石流
　・広い範囲で火山灰の降下

竜巻の特性
　・真っ黒い雲（積乱雲）の下に柱状の渦巻きと突風
　・発達した積乱雲の下での雷鳴、雷光
　・大粒の雨やひょう、「ゴー」という大きな音

大雪（雪害）の特性
　・道路（歩道）の降雪　　　　　 　　　　　・斜面等における雪崩の発生
　・大雪による家屋の倒壊や損傷　　　　　 ・送電線への影響による停電の発生
　・屋根からの落雪による外出困難や人的被害
　・道路の除排雪が遅れることによる交通障害や歩行困難

〔対応上の留意点〕
　◎最新の情報に注意して、早期の避難行動を心がける。
　◎飛んでくる噴石（火山弾）や火山灰当から身を守るため、ヘルメット防塵用ゴー
グル、マスク等を着用して避難する。

　◎火山灰が侵入しないよう、ドアや窓を閉める。
　◎降灰後には、できるだけ屋外に出ない。

〔対応上の留意点〕
　◎周囲が暗くなったり、真っ黒い雲が見えたら、早めに避難。
　◎建物やブロック塀が倒壊したり、車が飛ばされることがあるので、頑丈な建物
に避難し、安全を確保。

　◎周辺に身を守るものがない屋外の場合、側溝など「くぼみ」に身を伏せて、両
手で頭や首を守る。

〔対応上の留意点〕
　◎最新の気象情報に注意して、できるだけ外出を控える。
　◎家屋の玄関等の出入り口や暖房設備の排気口が雪で塞がれないよう注意を払う。
　◎万が一、車に避難しエンジンをつける場合は、雪でマフラーがふさがれないこ
とに注意を払う。

　◎大雪後に発生する融雪被害（河川の氾濫や浸水）にも注意が必要。
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気象等および避難に関する情報の概要
知っておきたい知識と情報2

　災害時には、気象庁等が注意報や警報、市町村が避難に関する情報を発表（発
令）します。こうした情報を理解し、早期の避難行動を心がけることが大切です。

１．気象等関する情報（注意報、警報）の概要

　気象庁や各地の気象台は、災害が発生する恐れのあるとき、自治体や報道機関を通

じて注意報や警報を発表し、住民に注意を呼びかけます。

特別警報とは
　過去に経験したことのないような非常事態であり、最大限の警戒が必要であること

を伝え、「ただちに命を守る行動を」求める警報。
　気象災害の場合、台風の進路や雨量など、短期間のうちの災害の大きさから、数十

年に一度起こるかどうかという程度の災害発生が予想される場合は「〇〇特別警報」が

発表されます。

　地震、津波、火山噴火などの場合、緊急に危険度を伝える必要のある災害のときには、
これまでの警報を「特別警報」と位置付けて発表します（「〇〇特別警報」とは発表
されません）。

⇒「注意報」→「警報」→「特別警報」の順に、災害が起こる可能性が大き
くなる。
⇒「避難準備・高齢者等避難開始」→「避難勧告」→「避難指示（緊急）」の
順に、緊急性や危険度が大きくなる。
⇒特別警報や避難に関する情報は、人的被害が発生した後に発表（発令）
される場合もあるので、常に、早期の避難行動が必要。

特別警報：重大な災害が起こる恐れが著しく大きい時
警　　報：重大な災害が起こる恐れがあるとき
注  意  報：大雨や強風などの気象現象によって災害が起こる可能性があるとき

特別警報が発表される災害：大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪

　災害時における活動上の留意点
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２．避難に関する情報

　市町村は気象庁等が発表する災害に関する注意報や警報等をもとに、避難に関する

情報を発令します。
※発令の判断基準は、市町村によって、災害別・地域別に定められています。

例：津　　波　　高い所で３ｍを超す津波の観測が予測される場合（大津波警報）
　　火山噴火　　居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予測される場合
　　地　　震　　震度６以上の大きさの地震動が予測される場合

気象に関する注意報・警報

災
害
が
起
こ
る
可
能
性

特別警報
（重大な災害の
起こるおそれが
著しく大きい）

大雨
特別警報
（土砂災害）

大雨
警報

（土砂災害）

大雨
注意報

（土砂災害）

大雨
特別警報
（浸水害）

大津波
警報

３m
以上

津波に関する
注意報・警報

1 ～ 3
m

～ 1
m

巨大

高い

なし

津波
警報

津波
注意報

暴風
特別
警報

暴風
注意
報

暴風
警報

高潮
特別
警報

高潮
注意
報

高潮
警報

波浪
特別
警報

波浪
注意
報

波浪
警報

大雪
特別
警報

大雪
注意
報

大雪
警報

暴風雪
特別
警報

暴風雪
注意報

暴風雪
警報

大雨
警報

（浸水害）

大雨
注意報
（浸水害）

（土砂災害） 数値 言葉（浸水害）

大 雨 津 波
暴風 高潮 波浪 暴風雪 大雪

警報
（重大な災害の
起こる恐れ）

注意報
（災害の
起こる恐れ）

大

小

土
砂
災
害
警
報
情
報

要注意

緊
急
性
・
危
険
度

大 避難指示
（緊急）

避難勧告

避難準備・
高齢者等避難開始小

〇災害による人的被害の危険性が高まった場合、または人的
被害が発生した場合に発令。
〇避難が完了していない者は、生命を守る行動をとる。

〇災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が
高まった場合に発令。
〇通常の避難行動ができる者は、避難行動を開始。

〇避難勧告や避難指示を行うことが予想される場合に発令。
〇高齢者など避難に準備のかかる人に早めに避難を促す必要
あり。
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災害時の服装や持ち物
知っておきたい知識と情報3

　災害時の避難、または安否確認等の活動を行う際には、動きやすく、安全な服
装を心がけましょう。荷物は最小限にし、荷物を背負って両手が使えるようにし
ましょう。
　▶ヘルメット（防災ずきん）の着用

　▶長そで・長ズボンの着用

　▶軍手・手袋の着用

　▶底が厚く、履き慣れた靴の着用

　▶非常時用持ち出し品（リュック）　※避難時

　以下については、災害時だけでなく、日頃の民生委員活動においても携帯して
おくと、万が一の場合にも安心です。

自分に関する情報
□ 身元や連絡先を記したカード、必要な医療情報を記したカード
□ 民生委員であることを示すジャンパー、ベスト、帽子、腕章等

状況を把握するために
□ 携帯電話・携帯ラジオ
□ 筆記用具、メモ帳

万が一に備えて
□ 救急笛
□ 携帯用ライト
□ 飲料水
□ 食料・簡易食材（チョコ等）
□ 救急用品セット、常備薬
□ 防災マップ・地図など
　 （そのほか、マスク、雨具、冬季は使い捨てカイロなど）

　日頃の活動時から身につけておきたいもの（持ち物）

内閣府「防災の手引き」等をもとに作成

　災害が発生し停電してしまうと、ほとんどの固定電話が使用できなくなります。携帯

電話が唯一の通信手段となりますが、携帯電話のバッテリーは消耗しやがて使えなくな

ります。そのことを想定し、予備バッテリーや電池式充電器を備えておくと良いでしょう。

活動のヒント事例  「携帯電話の充電～過去の災害の教訓から～」
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屋外での活動に際しての留意点等
知っておきたい知識と情報4

災害共通
〇安否確認等に出向く際は、なにより自らの安全確保に留意し、無理のない範囲で活
動しましょう。
〇夜間や暴風雨、暴風雪など、屋外の危険度が増す場合には、無理な活動は控えまし
ょう。どうしても必要な場合は、複数名で行動しましょう。
〇携帯電話やラジオなど、関係者への連絡や最新情報の入手のための備品を持ち歩く
ようにしましょう。

地震・津波
〇地震発生時には、手荷物などで頭を守り、広い場所に移動しましょう。車の運転中は、

車を路肩に止め、揺れがおさまるまで車内で待機（カーラジオなどで情報収集）しま

しょう。

〇海の近くにいる場合には、ただちに高台や近隣の高い建物に避難しましょう。地震

の揺れが小さくても津波が発生する恐れがあります。

〇津波の心配がないとされた場合でも、余震や建物・ブロック塀の倒壊、切れた電線等

に十分に注意して行動しましょう。

台風・豪雨（大雨・土砂災害）
〇無理な訪問は避け、要援護者本人や避難支援者への電話連絡等を通じて、早期避難

等を呼びかけましょう。

〇車は数十センチ水に浸ると動かなくなりますので、車での活動はできるだけ控えま

しょう。

〇大雨では、足元の状況が見えにくくなります。マンホール（ふたが開くことがあります）

や側溝、用水路に注意しましょう。

〇がけ崩れや地すべりの前兆（がけから小石が落ちてくる、ひび割れが入るなど）を発見

した場合は、ただちにその場を離れ、消防に連絡しましょう。

大雪・暴風雪
〇無理な訪問は避け、要配慮者本人や避難支援者への電話連絡等を通じて、早期避難

等を呼びかけましょう。

〇暴風雪や降雪により視界が遮られるので、交通事故等には十分に気を付けましょう。
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自宅の安全対策や備蓄品
知っておきたい知識と情報5

　地震による負傷原因の３割～５割は、家具等の転倒や落下によるものです。
あなたのお住まいは大丈夫ですか？
● 家具の倒れる向きを考えて配置する。
● 転倒防止器具などで固定し、倒れにくくする。
● 窓ガラスや食器棚などのガラスが飛散しないようにする。
● 重いものを下に収納、高いところに危険なものを置かない。
● 寝室にはできるだけ家具を置かず、廊下には避難の妨げになるものは置かない。

□ 飲料水　９ℓ（３ℓ×３日分）

□ ご飯（アルファ米）　４～５食分

□ ビスケット　１～２箱

□ 板チョコ　２～３枚

□ 乾パン　　１～２缶

□ 缶　詰　　２～３缶

□ 下　着　　２～３組

□ 衣類・毛布（スウェット上下、セーター、フリース、タオルなど）

　非常備蓄品（復旧までの数日間を支えるもの、一人分）

※一人最低３日分は用意しておきましょう。年に一度はチェックして、
新しいものと交換しましょう。
（そのほか、ティッシュやマスク、簡易トイレなどの衛生用品、調味料
やカセットコンロ、食器類、ラップなどの生活用品、現金など）

とめ金

ガラス飛散
防止フィルム

ガラス飛散
防止フィルム 非常持ち出し袋

ストッパー

連結金具
上下の家具を連結する

L字金具
壁に固定する
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非常時持ち出し品等の準備
知っておきたい知識と情報6

　避難しなければならないときに持ち出す「非常持ち出し品」と、避難後の生活
を支える「非常備蓄品」に分けて、家族みんなで備えましょう。

□ 携帯用飲料水
□ 食品（カップ麺、缶詰、ビスケット、チョコレートなど）

□ 貴重品（預金通帳、印鑑、現金など）

□ 救急用品（常備薬、消毒液、ガーゼ、マスクなど）

□ ヘルメット、防災ずきん
□ 軍手（厚手の手袋）

□ 懐中電灯
□ 衣類（セーター、ジャンバー、下着等）

□ 毛布、タオル、ビニールシート
□ 携帯ラジオ、予備電池
□ 使い捨てカイロ
□ マッチ、ろうそく（水に濡れないようビニールでくるむ）

□ 簡易トイレ
□ ウェットティッシュ、ティッシュペーパー、トイレットペーパー
□ 筆記用具
　（その他、雨具、ポリ袋、ガムテープなど）

小さな子どものいる家庭は
□ ミルク
□ 紙おむつ
□ ほ乳瓶　

　非常持ち出し品（災害発生時に最初に持ち出すもの）

※「救急用品」には、緊急時の医療に必要となる情報を記したカード（「救急安
心カード」など）を入れておきましょう。おくすり手帳のコピーがあると医療・
保健・薬剤の関係者が診察なく薬の手配が可能になる場合があります。
〇氏名、住所、電話、生年月日
○血液型、かかりつけ医療機関（医師）、治療中の病気、常備薬
○アレルギーの有無、その他特記事項
○緊急連絡先　など

消防庁「わたしの防災サバイバル手帳」等をもとに作成



36

地域情報記入欄
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地域情報記入欄
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地域情報記入欄
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メ　　モ
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メ　　モ






