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Ⅰ．はじめに 

 

〇現在、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、国及び地方自治体で

は感染拡大防止に向けた取り組みと社会経済活動について、どのように両立し

ていくのか、その対応に苦慮しているところです。 

〇国では、「緊急事態宣言」後は一定の移行期間を設け、外出の自粛や施設の使

用制限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済レベルを引き上げていくこと

としています。この段階的な移行期間（宣言解除～８月末）は、「新しい生活

様式」を社会経済全体に定着させ、感染リスクをコントロールしながら、段階

的に社会経済の活動レベルを引き上げていく期間として設定されました。 

〇「緊急事態宣言」直後は、あらゆる活動について「リスクがあるから自粛（中

止）する」というものでしたが、現在は「感染予防対策を講じながら、どうす

れば実施できるか」という考え方に変わってきたといえます。 

〇今後は、民生委員活動も「新しい生活様式」に即したものへと変えていく必要

があります。その中で、委員自身の感染予防対策や、万が一活動上でり患した

場合、また活動の対象となる方の中には重症化リスクの高い方がいるというこ

とも念頭に置いておく必要があります。 

〇本会では、こうした状況を踏まえ、次のガイドラインを作成いたします。 

 

１．「研修会等における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」 

２．「新しい生活様式」に即した委員活動に関するガイドライン 

 

〇本ガイドラインは、（上記のうち）「１．研修会等における新型コロナウイル

ス感染予防対策ガイドライン」になります。本会が開催する研修会時の感染予

防対策を目的に作成していますが、市町村や地区民児協が主催する研修会や定

例会（以下、「研修会等」という。）などを実施する際の参考資料としてご活

用ください。 

〇特に、民生委員として心掛けておきたい「（Ｐ５～）自身と家族の感染予防と

健康チェック」や、「（Ｐ９～）活動の自粛と再開の目安」は、委員活動の全

般に関わる内容となっておりますので、ご活用ください。 

〇「２．『新しい生活様式』に即した委員活動に関するガイドライン」について

も、近日中（９月中を予定）に作成し、コロナ禍における日常的な民生委員活

動（訪問やサロン等）に関する内容を掲載する予定でおります。 
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〇民生委員の皆さまにおかれましては、自身とご家族の健康を最優先に考え、活

動するうえでは本ガイドラインを参考に「新しい生活様式」に即した研修会等

の実施や委員活動にご協力くださいますようお願いいたします。 

 

 

Ⅱ．本ガイドラインの位置づけと構成 

 

１．ガイドライン作成にあたって 

 

本ガイドラインは、政府（新型コロナ感染症対策本部）の「新型コロナウイル

ス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月２８日（５月２５日変更））を

踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症

対策の状況分析・提言」（令和２年５月４日）において示された業界別ガイドラ

イン作成の求めに応じ、県内の民生委員及び民児協として心掛ける感染予防対策

を整理し、今後の取り組みの参考とするために作成しました。 

その他、都道府県・指定都市民児協からのご協力（参考資料の提供・研修会に

関するアンケート）のほか、巻末掲載のガイドライン等を参考に作成しました。 

なお、本ガイドラインについては、事前に本会理事・監事・評議員（市町村民

児協代表者）をはじめ、千葉県健康福祉指導課や千葉県社会福祉協議会、市町村

民児協事務局等に、校正を依頼したうえで公表しています。 

 

 

 

２．ガイドラインの更新と位置づけ 

 

本ガイドラインをご参照いただくにあたってご留意いただきたいのは、県内の

感染状況は刻々と変化していることを踏まえ、掲載内容についてはあくまでも一

つの目安にとどめていただくとともに、委員活動や研修会等を開催する根拠とな

るものではないことをあらかじめご承知おきください。 

今後は、県内における感染状況や、国や専門機関による新たな感染予防対策等

を踏まえ、必要に応じて改訂を行う予定です。 

また、今後、全国民生委員児童委員連合会において、民生委員に関する業界別

ガイドラインを作成した際は、内容の整合性を図ることといたします。 
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Ⅲ．研修会等を開催する前に 

 

１．自身と家族の感染予防と健康チェック 

 

   新型コロナウイルス感染予防対策は、日常生活における一人ひとりの心がけ

が自らを感染から守るだけではなく、大切な家族や友人、隣人の命を守ること

につながってきます。 

国の専門家会議では、感染予防対策として、飛沫感染や接触感染、近距離での

会話を避けるために、「新しい生活様式」の実践例を示しました。 

まずは、民生委員活動に取り組む前に、委員自身とご家族の感染予防対策をき

ちんと確認し、毎日の健康チェックを行いましょう。 

 

（１）一人ひとりの基本的な感染予防対策 

「新しい生活様式」の実践例では、一人ひとりが実践すべき感染予防対策とし

て下記４点を行うことを基本としています。下図の手洗いや咳エチケットとあわ

せて、（次頁）「新しい生活様式」の実践例や３密についても確認しておきまし

ょう。 

 

①身体的距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗い ④移動に関する感染対策 
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（２）健康チェック 

 

（Ｐ６）「新しい生活様式」の実践例では、外出した際など「日常生活を営む

上での基本的生活様式」として、下記６点を心掛けるよう例示しています。 

         
 

この６点とあわせて、日々の「健康チェック」の必要性についても例示してい

ます。 

民生委員活動では、多くの住民や関係機関の方とお会いする機会があります。

委員自身とご家族の健康はもちろんですが、お会いする（訪問する）方の中に

は、感染リスクの高い方もいますので、別紙「健康観察カード」を活用し、毎日

（朝・夕）の健康チェックを習慣づけましょう。また、万が一に備えて、訪問し

た場所やお会いした方も記録しておきましょう。 

もし、一つでも該当する項目がある場合は、大事をとって外出と委員活動は控

えるようにしましょう。また、症状が続く場合は、「Ⅳ．研修会等を開催するに

あたって」-「２．感染者への対応と相談窓口」（Ｐ15）記載の相談窓口に連絡

してみましょう。 

この「健康観察カード」は、委員それぞれが自主的にご活用いただくことを目

的としていますが、民生委員は特別職の地方公務員（行政実例）としてその活動

には公的な性格や役割を有しています。健康観察カードを活用するなどして、く

れぐれも日々の健康状態にご留意のうえ委員活動を行うようお願いいたします。 

 

 

 

（別紙）「健康観察カード」のチェック項目 

①平熱を+１℃超過 

②咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 

③強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難） 

④嗅覚や味覚の異常 

⑤新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触（過去２週間以内） 

⑥同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 

⑦政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航

又は当該在住者との濃厚接触（過去２週間以内） 

⑧訪問した施設や場所を記載 

⑨お会いした人を記載 
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２．活動の自粛と再開の目安 

 

 

 （Ｐ９～11）「２．活動の自粛と再開の目安」」は、コロナ禍において（人

と接することが想定される）活動を行う際に、その自粛と再会の目安を示した

ものです。 

後日、「２．『新しい生活様式』に即した委員活動に関するガイドライン」

を作成し、コロナ禍における日常的な民生委員活動に関するガイドラインを作

成する予定ですが、本ガイドラインにおいて先行して「民生委員活動の自粛と

再会の目安」を掲載いたします。 

 

 

 

民生委員活動を行うにあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点

から、下記３点の基準を満たしていることを原則とします。この基準を満たして

いない場合は、万が一のことも想定し、中止または延期をご検討ください。 

なお、下記基準については、民生委員活動のうち、人と接することが想定され

る（訪問・サロン等）活動に関するものを対象とし、電話など非接触型の活動を

制限するものではありません。 

 

 

（１）国の緊急事態宣言、千葉県からの「外出自粛要請」が出されていないこと 

 

国の緊急事態宣言及び、千葉県からの「外出自粛要請」等が出されていない

ことが前提となります。 

千葉県では、県内の感染状況を踏まえ、県民及び事業者向けに様々な協力要

請を行っています。この協力要請において、「外出自粛要請」等が出された場

合、（人と接することが想定される）民生委員活動を原則自粛します。 

また、活動の再開（自粛の解除）については、国の緊急事態宣言及び、千葉

県からの「外出自粛要請」等の解除が前提となります。 

なお、千葉県による協力要請については、（下枠）「新型コロナウイルス感

染症に関する措置内容」をご参照ください。 

 

 

県庁「新型コロナウイルス感染症に関する措置内容」

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/step-list.html 
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（２）市町村行政による判断 

 

国や県による自粛要請等が出ていない場合でも、市町村行政が管内の感染状

況に応じて独自に自粛要請等（外出自粛、公共施設の利用制限等）を出すこと

が考えられます。この場合は、市町村行政の判断を最優先に、市町村民児協ま

たは地区民児協における活動の可否を判断するようにしてください。 

また、前頁「（１）国の緊急事態宣言、千葉県からの『外出自粛要請』が出さ

れていない」状況、かつ市町村行政が自粛要請等を出していない場合において

も、地区民児協において開催の可否を判断することが難しいことも考えられま

すので、（下枠）民生委員法第17条第２項の規程に基づき、市町村行政（民生委

員主管課等）と協議のうえ判断するようにしてください。 

万が一、委員活動上でり患した（感染したと思われる）場合は、各種補償制

度（Ｐ19）の対象となることから、行政が民生委員活動を認知する（賛同を得

る）ことは非常に大切なことです。 

市町村民児協の事務担当者は、地区民児協会長に開催の判断を委ねることな

く、市町村行政（民生委員主管課）と協議のうえ判断するようにしてください。 

なお、市町村行政の判断により活動する場合においても、地区や区域内等で

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している場合は、委員の安全を最優先

に、地区民児協として適宜自粛の判断をするようにしてください。 

 

（民生委員法）抜粋 

第十七条 民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督

を受ける。 

２ 市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する必要

な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導を

することができる。 

 

 

（３）会場の使用基準を満たす （※研修会等を実施する際は必須要件） 

 

    市町村が所管する公共施設あるいは民間が運営する会場等では、それぞれ

利用する際の留意事項（３密を避ける・換気等）を設けていることかと思い

ます。利用する施設管理者の指導に基づき、これらの基準を満たすことが開

催するための前提条件となります。 

会場が狭く、参加人数が多い場合などは、一堂に会した研修会等を無理に開

催せず、分散開催あるいは、期日を変更して広い会場での開催を検討するよう

にしてください。適切な感染予防対策が整わない場合は、委員の感染予防を第

一に考え、中止又は延期するようにしましょう。 
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Ⅳ．研修会等を開催するにあたって 

 

１．研修会等の実施方法 

 

感染予防対策は、すべて実施すれば十分というものではなく、またすべてを実

施しなければならないというものでもありません。 

市町村の感染状況や、研修会等の実施場所、実施形態など、その特性や環境に

応じて、必要な感染予防対策が異なることにご留意のうえ、実施に向けて必要な

対策を講じるようにしてください。また、参加者の体調や生活環境等にも考慮

し、柔軟に対応することが必要となります。 

 

（１）開催規模 

 

国及び千葉県では、催物（イベント等）を開催する際の上限人数について、

（令和２年８月時点では）「定員（収容人数）の半分以下」という基準を示し

ています。この基準については、主に全国的な移動を伴うものなど、大規模イ

ベントに関する考え方ですが、安全面を考慮し民生委員に関する研修会等でも

同様の考え方とします。 

なお、本会の研修会等でも、この基準に則して会場を選定しています。 

 

（留意点） 

上限人数や収容率に関わらず、密閉された空間において、大声での発

声や歌唱、近距離での会話等が想定される内容については、当面の間行

わないようにしてください。 

（例）民生委員信条・児童憲章前文の唱和、「民生委員の歌」の歌唱等 

 

 

（２）感染予防対策 

 

本会では、研修会等の規模や内容等を十分に踏まえ、それぞれ下記「①主催者

による感染予防対策」と「②参加者・講師・関係機関職員等の感染予防対策」を

もって、感染予防対策を実施するものとします。 

 

①主催者による感染予防対策 

本会（主催者）では、研修会等を開催するにあたり「（別紙①）（主催者）

感染予防対策チェック項目」に基づき、感染予防対策を講じるように努めま

す。※（別紙①）主な掲載項目は下枠の通り。 
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  １．職員の健康チェックと事前周知 ／ ２．会場での周知 

 ３．受付時と会場内の対応     ／ ４．換気と消毒等 

５．感染者あるいはその疑いのある参加者が発生した場合 

６．感染予防対策の確認      ／ ７．職員着用・携行品 

８．その他 

 

 

②参加者・講師・関係機関職員等の感染予防対策 

本会は、事前に「（別紙②）研修会の参加に際してのお願い」をもって、参

加するうえでの留意事項等について周知します。また、参加者には、この掲載

内容への同意と、必要に応じて個人情報を保健所等に提供することがある旨の

同意を得るようにします。※（別紙②）主な掲載項目は下枠の通り。 

 

     １．健康チェック（研修会に参加する前日の夕方と当日の朝） 

２．入館のとき・受付のとき ／ ３．会場内にいるとき 

４．研修会終了後 

 

 

 

（３）受付方法と会場内の座席 

 

①受付方法 

受付では、できるだけ人と人との接触を避けるため、これまでの研修会等

で行っていた氏名確認等は行いません。 

研修会場となる施設に到着した後の基本的な流れは、「施設入館→手指の

消毒→受付で検温（サーモグラフィ・非接触型検温器）→会場入口等で資料

を取る→２席（最低１席）以上あけて着席」となります。 

※受付のイメージ図は、（Ｐ24）「受付と動線」をご参照ください。 

※会場に応じて受付方法や資料の配付方法等を変更する場合があります。 

 

  ②会場内の座席 

会場内の座席は、基本的に指定はせず自由座席になりますが、隣の参加者

との距離を２席（最低１席）以上あけて座るようにします。 

※（Ｐ25～28）「会場レイアウト（イメージ図）」をご参照ください。 

※研修会等の形態及び会場に応じて異なる場合がありますので、当日会場

での案内をお聞きのうえ着席するようにしてください。 
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（４）出欠確認 

 

研修会終了後に、（当日の配付資料内にある）「受講者確認票」の提出をもっ

て参加者の出欠確認を行います。この確認票に必要事項（①市町村・②氏名・③

座席番号）を記入のうえ、受付にある回収箱に入れていただきます。 

後日、参加者の中から、感染者（またはその疑いのある方）が発生した際に、

濃厚接触者を特定するため、参加者には必ず研修会時の座席をご記入いただきま

す。また、感染者（またはその疑いのある方）が発生した際は、必要に応じて参

加者の個人情報を保健所等の行政機関に提供することがあります。 

 

 

（５）開催及び中止の判断とその案内方法 

 

研修会等の開催について、予定通り開催するのか、新型コロナウイルス感染症

による下記（①・②の）事由等により中止とするかの判断は、当日午前10時頃に

本会ＨＰへ掲載いたします。（※本会の研修会等は全て午後開催です） 

なお、それ以後に中止となる場合も考えられますので、随時本会ＨＰをご覧く

ださい。また、研修会当日以外でも、下記①・②が発生した時点で中止とする可

能性もありますが、決定次第、速やかに本会ＨＰへ掲載いたします。 

 

（研修会当日、中止となる可能性がある事由） 

    ①急遽、会場の使用ができなくなった時 

②研修会等の関係者（講師・本会職員等）が感染した（またはその疑い

が生じた）時 

※本会ＨＰ「令和２年度の研修会予定と開催判断について」 

 http://www.chiba-minkyo.or.jp/minsei_info/r2kensyu 

（令和２年８月14日（金）から掲載開始） 

 

 

 

（６）その他 

 

 ①暑さと寒さ対策について 

研修会等の会場では、感染予防対策の一環として、エアコン使用時でも１時間

に数回の換気を行います（常時出入口を開放している場合もあります）。 

そのため、室温調整が難しい場合が考えられます。会場内の室温は、適宜調整

するよう努めますが、参加者は上着等を用意するなど衣服の着脱による温度調節

ができるようにお願いします。 
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 ②飲食物について 

   研修会等では、原則食事をとることはできません。飲み物は、できるだけ各

自で持参のうえゴミは持ち帰るようにしてください。 

   また、マスク着用時は、のどの渇きに気が付きにくいため、熱中症対策とし

て、適宜水分補給をするようお願いします。 

 

 ③研修会等の時間短縮について 

感染予防対策の一環として、例年よりも研修会等の時間を短くしています。令

和２年度の研修会等は、すべて午後開催・（休憩を含め）３時間以内としていま

す。また、飛沫防止も兼ねて信条唱和の中止や挨拶の簡略化等を行います。 

 

 ④研修会等への参加判断について 

新型コロナ感染症が収束を見せない中、研修会等への参加（または民生委員活

動）は強制するものではありません。各委員の自主的な判断を尊重するようご配

慮ください。 

 

⑤その他 

本会職員及び講師等の関係者は、常時マスクをしているほか、必要に応じてフ

ェイスシールドや（マスクの代わりに）マウスシールドを着用します。また、必

要に応じて講演台にアクリルボード等を設置します。その他、研修会開催中にお

いても、必要に応じて会場の換気や消毒作業等を行うことがあります。 

 

 

２．感染者への対応と相談窓口 

 

（１）感染者等への対応 

 

  ①研修会等を開催中に、感染が疑われる症状を発症した方がいる場合 

ア．感染が疑われる方を速やかに別室へ隔離する。 

イ．マスクや手袋の着用等、適切な防護対策を講じて対応する。 

ウ．感染の疑われる方がいた会場を喚気する。 

エ．保健所等へ連絡し、消毒や濃厚接触者等に関する調査・指示を受ける。 

オ．症状が重篤な場合は、保健所等とも相談し、医療機関への搬送を依頼する。 

 

  ②研修会終了後 

ア．感染した方が受講した後に感染が判明した場合には、保健所等に連絡の

うえその指導に従う。使用会場にも速やかに連絡する。 

イ．参加者が濃厚接触者であったことが判明した場合には、参加者の個人情
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報について（必要に応じて）保健所等へ提供する。 

ウ．感染者と接触した研修会等関係者及び参加者の把握に努める。 

エ．市町村民児協と連携のうえ、個人情報に十分留意し、当該感染者の受講

日時等を速やかに公表するように努める。この公表の際は、感染者の人

権に配慮し、個人名が特定されることがないよう十分に留意する。 

 

 

（２）相談の手順と相談窓口 （※本項目（２）は千葉県ＨＰから引用抜粋） 

 

（相談の手順） 

  

ア．「電話相談窓口」への相談 

次の３点に関する相談を受け付けています。 

〇（下記イ）「帰国者・接触者相談センター」の紹介 

〇新型コロナウイルス感染症に関する相談・予防に関すること 

〇心配な症状が出た時の対応など 

 

（電話番号） ０５７０－２００－６１３ 

（対応時間） 24時間（土日・祝日を含む） 

（電話の前に）電話相談窓口（コールセンター）では風邪の症状等があって

も、相談内容の聞き取りの結果、かかりつけ医等への受診を

促す場合もあります。なお、新型コロナウイルス感染症が強

く疑われる場合には、（下記イ）「帰国者・接触者相談セン

ター」を紹介します。 

 

 

イ．「帰国者・接触者相談センター」への相談 

次の受診・相談の目安に該当する方は、「電話相談窓口」ではなく、「帰

国者・接触者相談センター」（次頁の一覧参照）にご相談ください。 

〇息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいず
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れかがある 

〇重症化しやすい方（下枠）で、発熱や咳等の比較的軽い風邪の症状がある 

 

高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方

や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

 

〇上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く 

（発熱が続く場合や、自身で強い症状と思う場合にはすぐに相談してくださ

い。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様） 

〇妊婦の方は、念のため重症化しやすい方と同様に、早めに「帰国者・接触者

相談センター」にご相談ください。 

〇小児の方は、小児科医による診察が望ましく、「帰国者・接触者相談センタ

ー」や、かかりつけ小児医療機関に電話などでご相談ください。 

 

（帰国者・接触者相談センター一覧） 

 

名　称 電話番号 FAX番号

習志野健康福祉センター（習志野保健所） 047-475-5154 047-475-5122

市川健康福祉センター（市川保健所） 047-377-1103 047-377-5013

松戸健康福祉センター（松戸保健所） 047-361-2139 047-368-0689

野田健康福祉センター（野田保健所） 04-7124-8155 04-7124-2878

印旛健康福祉センター（印旛保健所） 043-483-1466 043-486-2777

印旛健康福祉センター（印旛保健所）
／成田支所

0476-26-7231 0476-26-4760

香取健康福祉センター（香取保健所） 0478-52-9161 0478-54-5407

海匝健康福祉センター（海匝保健所） 0479-22-0206 0479-24-9682

海匝健康福祉センター（海匝保健所）
／八日市場地域保健センター

0479-72-1281 0479-73-3709

山武健康福祉センター（山武保健所） 0475-54-0611 0475-52-0274

長生健康福祉センター（長生保健所） 0475-22-5167 0475-24-3419

夷隅健康福祉センター（夷隅保健所） 0470-73-0145 0470-73-0904

安房健康福祉センター（安房保健所） 0470-22-4511 0470-23-6694

安房健康福祉センター（安房保健所）
／鴨川地域保健センター

04-7092-4511 04-7093-0794

君津健康福祉センター（君津保健所） 0438-22-3745 0438-25-4587

市原健康福祉センター（市原保健所） 0436-21-6391 0436-22-8068

船橋市（感染症相談センター） 047-409-3127

柏市（帰国者・接触者相談センター） 04-7167-6777
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（３）個人情報の収集と提供 

 

研修会等の参加予定者については、市町村民児協の参加申込を通して、事前に

把握しています。当日の出欠者については、研修会受講後にご提出いただく「受

講者確認票」をもって把握します。 

また、参加者から感染者が出た場合に備えて、あらかじめ参加者には必要に応

じて保健所等へ個人情報を提供することがある旨を周知し、その同意を得ます。 

 

 

（４）人権への配慮 

 

   現在、新型コロナウイルス感染症が収束を見せない中、感染者やその家族等へ

の心ない誹謗中傷が拡がっています。また、感染症と最前線で向き合う医療従事

者やその子どもに対するいわれのない差別も起きています。 

   今や新型コロナウイルス感染症は、どの地域に居住していても誰もが感染しう

る可能性がある状況です。こうした差別や偏見、いじめ、ＳＮＳでの誹謗中傷等

があってはなりません。噂話など不確かな情報に惑わされて人権侵害につながる

ことのないよう、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いいたします。 

   民生委員として、こうした差別や偏見等を目にする機会がありましたら、下記

サイトなどを参考に相談窓口などをご紹介ください。 

また、新型コロナ感染症の感染者が増加している中、研修会等への参加（また

は民生委員活動）については、各委員の自主的な判断を尊重するようご配慮くだ

さい。 

 

 

〇（法務省）「人権相談窓口」 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html 

 

〇（日本赤十字社）「新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！～負のスパ

イラルを断ち切るために～」 

http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200326_006124.html 

 

〇（千葉県）「相談窓口・支援情報｜新型コロナウイルス感染症」 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/shiensaku.html 

 

※上記のほか、下記ＨＰには全般的な内容が掲載されています。 

〇（千葉県ＨＰ）「新型コロナウイルス感染症の対策について」 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/covid19-chiba.html 
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Ⅴ．その他 

 

１．研修会等のリスク評価 

 

研修会等の主催者は、新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である「（１）

接触感染」や「（２）飛沫感染（近距離での会話含む）」について、主催者及び

参加者の動線や接触等に考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を

行うことが求められています。 

また、県内においても、地域における感染状況は大きく異なることから、「（３）

地域におけるリスク評価」も必要となります。 

本ガイドラインでは、「Ⅳ．研修会等を開催するにあたって」の記載内容をも

ってその対策とします。 

 

 

（１）接触感染のリスク評価 

 

主催者・参加者問わず、他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場所と

頻度を特定する。高い頻度で触れることが多い下記のものには特に注意する。 

 

机、椅子の背もたれ、（会場やトイレなどの）ドアノブ、電気のスイッ

チ、電話、マイク、蛇口、手すり、エレベーターのボタン、パソコンのキ

ーボードなど 

 

 

 

（２）飛沫感染のリスク評価 

 

会場における換気の状況を考慮しつつ、身体的距離（できるだけ２ｍ）や、大

声での発声、歌唱、近距離での会話等が想定されるかなどを評価する。 

 

 

（３）地域におけるリスク評価 

 

（参加する委員の）市町村における感染状況を踏まえて、感染拡大の可能性が報

告された場合の対応について検討する。感染拡大リスクが残る場合には、対応を

強化することが必要となる可能性がある。 
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２．民生委員活動における各種補償制度 

 

民生委員活動中の負傷事故の場合には、 以下３点の補償やお見舞い等の制度が

あります。 

各制度の手続きや補償内容等については、それぞれ異なっていますので、詳細

は（下枠）本会ＨＰをご参照ください。 

 

 

（本会ＨＰ：全国互助共励事業・活動保険） 

http://chiba-minkyo.or.jp/participants/insurance/ 

 

 

（以下、全民児連「単位民児協運営の手引き」Ｐ89 から引用抜粋。一部本会編。下記

のうち、番号に下線のある項目はその他全民児連文書をもとに本会が加筆） 

 

 

（１）地方公務員災害補償制度 

 

①民生委員は、非常勤・特別職の地方公務員と位置付けられています。 

よって、地方公務員災害補償法第 69 条の規定により、各県の条例で定める災

害補償制度の適用対象とされています。 

 

②市区町村を通じて申請手続きを行い、認定されれば補償金が受けられます。

要件や補償額等の詳細は市区町村行政にご確認ください。 

 

 

（２）民生委員・児童委員活動保険 

 

①全民児連が全国すべての民生委員を加入者として保険会社と一括契約、死亡

時 1,200 万円、また入院（日額 6,500 円）、通院（日額 4,000 円）、後遺障が

い等の保険金が支払われます。（※令和２年８月 14 日現在） 

 

②原則、市区町村民児協事務局を通じて保険会社に申請手続きを行うもので、

所属する単位民児協会長による委員活動中の事故であることの証明が必要

です。 

 

③活動中に新型コロナウイルスに感染した場合、令和２年２月１日以降の活動

でり患された場合は対象となります。 
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④新型コロナウイルスに感染した場合の補償内容は、現状の特定感染症補償

（後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金）と同様です。 

※死亡保険金は対象外だが、葬祭費用 300 万円を限度に支払い。 

 

⑤新型コロナウイルスに感染し、医師の指示のもと、軽症や無症状の方等がホ

テル等の臨時施設または自宅で療養する場合は「入院」とみなし保険金の支

払い対象です。 

 

⑥新型コロナウイルスにり患したと想定される付近の日時に活動実態がある

か、活動以外に感染要因となる事象がないか（院内感染、クラスター等）な

ど確認させていただいた上で、判断することになります。 

 

 

（「地方公務員災害補償制度」や「活動保険」の補償を受けるためには） 

先に挙げた「健康観察カード」等を活用し、日々の健康チェックや訪問した

場所、お会いした方などの記録をしておきましょう。 

また、民生委員活動であることを証明するためにも、市町村行政の認知等を

得ておくとよいでしょう。      （※この枠内の内容は、本会が記載） 

 

 

 

（３）全国民生委員互助共励事業 

 

①全国の民生委員が毎年度負担している会費をもとに、全国社会福祉協議会が

実施している全国の民生委員の相互扶助としての見舞金の支給事業です。 

 

②活動中の事故等の場合は、「公務死亡弔慰金」・「公務傷害見舞金」・「公務疾病

見舞金」があります。 

 

③申請する際は、医師の診断書を添えて、市町村民児協から本会を介して全民

児連に申請します。 

 

④活動中に新型コロナウイルスに感染した場合は、「公務死亡弔慰金」または

「公務疾病見舞金」の対象となります。 

 

⑤活動中以外で、新型コロナウイルスに感染した場合も、「一般死亡弔慰金」ま

たは「一般傷病見舞金」の対象となります。 
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３．参考資料と各種図面 

 

（１）消毒に関するリーフレット（厚生労働省・経済産業省） 
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（２）新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称：ＣＯＣＯＡ） 

 

※詳細は、厚生労働省ＨＰ「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)）をご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 
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サーモグラフィ
カメラ

受付

施設入口で手指の消毒

　サーモグラフィで
　体温チェック

会場入口前に、資料+手指消毒液

サーモグラフィで発熱者検知の
際は、非接触型検温器で体温を
測定。発熱・風邪の症状等があ
る際は帰宅を促す。

１

２

３

　非接触型検温器で
　再検温

劇場型ホールの場合は、座席に
資料を置くことができないため、
会場入口に設置。

手指消毒液

研修会資料

手順

留意事項

動線

スクリーンに留意事項の内容をスライドで表示。
また、  事前に録音した留意事項の音声を流す。

会場内で留意事項の周知

スクリーン

プロジェクター

※ステージ

受付と動線

研修会終了後、受講者は「受講者確認票」に、座席に付されて
いる座席番号と名前を記入。後日、万が一受講者から感染者が
出た際の連絡用として収集。
あわせて、研修会アンケートも同紙で実施。受付で回収する。

「受講者確認票」の提出（必須）

※下図はイメージ図です。会場により、受付
　方法や資料の配付方法等は異なります。
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ホール１

列１

列２

列３

列４

列５

列６

１ ２ ３ ４ ５ ６ 20   21
  22  23

  24  25

７  ８   ９   10  11  12   13  14  15  16   17  18  19 

●パターン２

ひと席あける

●パターン１

２席あける

３～５mあける。または演台にアク
リルボード or 最前列をあける

51 名
150 名

収容率

34％

収容数

75 名
150 名

収容率

50％

収容数

会場レイアウト
（イメージ図）

※上図はイメージ図です。会場により座席方法等は異なります。
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定員 90名

●パターン１

１人掛け

●パターン２

列数を減らす
　　+２人掛け

●パターン３

列ごとに
座る人数を変える

基本形
収容率

33％

36 名
90 名

収容率

40％

収容数

45 名
90 名

収容率

50％

収容数

30 名
90 名

収容率

30％

収容数

30 名

45 名36 名

教室形式２会場レイアウト
（イメージ図）

※上図はイメージ図です。会場により座席方法等は異なります。 26



定員 48名

●パターン１

１人掛け

16名

●パターン２

コの字 +
机ごとに人数を変える

●パターン３

机ごとに人数を変える

24名18 名

基本形
16名
48 名

収容率

33％

収容数

24 名
48 名

収容率

50％

収容数

18 名
48 名

収容率

37.5％

収容数

ロの字型３会場レイアウト
（イメージ図）

※上図はイメージ図です。会場により座席方法等は異なります。
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定員 54名

24 名

●パターン１

ロの字で距離を確保

27名

●パターン２

正対を避け、
　　距離を確保

基本形

●新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
　を考慮し、当面の間は発声を伴うグループ
　ワークなどの意見交換は、控えるようにし
　てください。

●ある程度、感染状況が落ち着き、グループ
　ワークを行う際は、下図を参考にしてくだ
　さい。

24 名
54 名

収容率

44％

収容数

27 名
54 名

収容率

50％

収容数

グループワーク４会場レイアウト
（イメージ図）

※上図はイメージ図です。会場により座席方法等は異なります。
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４．参考文献等 

 

（１）国 

〇「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」 

（発出者）新型コロナウイルス感染症対策本部 

（発出日）令和２年３月 28 日（令和２年５月 25 日変更） 

〇「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」 

（発出者）新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 

（発出日）令和２年４月 22 日、５月４日、５月 14 日、５月 29 日 

〇「移行期間における都道府県の対応について」 

（発出者）内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 

（発出日）令和２年５月 25 日 

〇その他業種別ガイドラインについて（政府） 

〇厚生労働省・経済産業省ほか各省庁のＨＰ              ほか 

 

（２）千葉県・市町村 

千葉県／市川市／船橋市／木更津市／松戸市／野田市／習志野市／柏市／市

原市／鴨川市／富津市／浦安市／富里市／南房総市／酒々井町 

 

（３）全民児連 

〇「単位民児協運営の手引き」 

〇【民生委員活動保険】新型コロナウイルス補償に関するＱ＆Ａ     ほか 

 

（４）都道府県・指定都市民児協（５１都道府県・指定都市） 

全国民生委員児童委員連合会／北海道／青森県／岩手県／宮城県／秋田県／

山形県／福島県／茨城県／栃木県／埼玉県／東京都／神奈川県／新潟県／富

山県／福井県／山梨県／長野県／岐阜県／静岡県／滋賀県／京都府／大阪府

／兵庫県／奈良県／和歌山県／鳥取県／島根県／岡山県／広島県／山口県／

香川県／福岡県／長崎県／熊本県／大分県／沖縄県／札幌市／仙台市／さい

たま市／千葉市／横浜市／川崎市／相模原市／新潟市／名古屋市／大阪市／

堺市／神戸市／北九州市／福岡市／熊本市 

 

（５）その他参考資料 

〇「ボランティア向け研修等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」 

（発出者）一般財団法人日本財団ボランティアサポートセンター 

（発出日）第１版：令和２年６月 16 日 

〇「通いの場×新型コロナウイルス対策ガイド」 

（発出者）東京都健康長寿医療センター研究所 
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（発出日）第２版：令和２年６月 22 日 

〇公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 

（発出者）公益社団法人全国公民館連合会 

（発出日）令和２年５月 25 日 

〇社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン 

（発出者）スポーツ庁 

（発出日）令和２年５月 25 日 

〇コロナ制圧タスクフォース 

https://www.covid19-taskforce.jp/              ほか 

 

 

５．作成スケジュール 

〇６月 24 日       第２回正副会長会議にてガイドライン作成を決定 

〇６月 29 日～７月 10 日 都道府県・指定都市民児協にアンケート調査 

〇７月６日～８月３日  ガイドライン作成 

〇８月４日       本会理事・監事・評議員（市町村民児協代表者）、千

葉県健康福祉指導課、千葉県社会福祉協議会、市町村

民児協事務局等に校正を依頼 

〇８月 14 日       本会ホームページ等で公表 
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