
 

 

 

 

 

 

 

 

 

本章では、感染のリスク評価や各種補償制度のほか、消毒方法やレイアウト

図などの参考資料を掲載しています。 

 

 

 

（本章の構成） 

１．「新しい生活様式」に即した民生委員活動のリスク評価（Ｐ73） 

（１）接触感染のリスク評価（Ｐ73） 

（２）飛沫感染のリスク評価（Ｐ73） 

（３）地域におけるリスク評価（Ｐ73） 

２．民生委員活動における各種補償制度（Ｐ74・75） 

（１）地方公務員災害補償制度（Ｐ74） 

（２）民生委員・児童委員活動保険（Ｐ74・75） 

（３）全国民生委員互助共励事業（Ｐ75） 

（４）ボランティア活動保険（Ｐ75） 

３．参考資料と各種図面（Ｐ76～82） 

（１）消毒に関するリーフレット・正しいテーブルの拭き方・手袋の外し方

（Ｐ76～78） 

（２）会場レイアウト（イメージ図）（Ｐ79～81） 

（３）新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称：ＣＯＣＯＡ）（Ｐ82） 

４．参考文献等（Ｐ83～85） 

第６章 

その他 

72



１．「新しい生活様式」に即した民生委員活動のリスク評価 

 

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、住民の方あるいは「通いの場」参

加者と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、「第１章 活動を始める前に－２．活動の自粛と再開の

目安」及び「第３章 『訪問する活動』を考える」、「第４章 『通いの場』を

考える」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 

民生委員をはじめ、「通いの場」運営スタッフや参加者を問わず、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    □ イス   □ ドアノブ  □ 手すり 

□ エレベーター等のボタン □ トイレ   □ マイク 

□ 電気スイッチ      □ リモコン  □ 水道の蛇口 

□ 利用設備・機材                  など 

 

 

 

（２）飛沫感染のリスク評価 

訪問時の身体的距離（できるだけ２ｍ）や、「通いの場」の会場における換気

状況、大声での発声、近距離での会話など、「飛沫感染リスク」を想定する。 

 

 

（３）地域におけるリスク評価 

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。 
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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、 下記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年度補償内容） 

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令和２年２月１日以降、活動中に新型コロナウイルスに感染した場合は対象

となります。 

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。 
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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。 

 

（４）ボランティア活動保険 

「（２）民生委員・児童委員活動保険」と同様、「ボランティア活動保険」も

新型コロナウイルス感染症は対象となっています。この保険では、ボランティ

ア活動中にボランティア自身が感染した場合に、①葬祭費用実額(300 万円限

度)、②後遺障害保険金、③入院保険金、④通院保険金の４点について補償する

内容となっています。補償金額等の詳細は、下記サイトをご参照ください。 

（「ふくしの保険」ＨＰ） 

https://www.fukushihoken.co.jp/fukushi/front/top.php 
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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・正しいテーブルの拭き方・手袋の外し方 
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正しいテーブルの拭き方 

 

（テーブルの拭き方） 

・ 奥から手前に、Ｓ字を書くように拭く。 

・ 一方向に向けて拭く。同じところを往復し

ない。 

・ 触れる機会の多いテーブル側面等も拭く。 

 

 

（テーブルを拭く際の注意点） 

□ 掃除のときは窓を閉める。 

掃除のときは窓を閉めて行います。窓を開けて掃除をすると、ウイル

スが付着したホコリをまき散らすことにもなります。 

□ 水拭きではなく「カラ拭き」 

ウイルスは乾いた汚れなので、水拭きをすると拡げてしまうことにな

ります。まず、汚れやホコリ、濡れたところがある場合は、乾いたペー

パータオル（や布）を使って拭き取ります。そのあと、消毒液で拭く際

も、乾いたペーパータオルを使用します。消毒液は、消毒したい所に直

接吹きかけず、ペーパータオルに染み込ませて拭くようにします。ま

た、ゴシゴシ拭くと余計こびりつくことになります。 

□ 使用済のペーパータオルは、ゴミ袋に入れて密閉する。 

 

 

手袋の外し方 

① 親指の付け根あたりをつまんで、裏返すように脱ぐ。 

② 脱いだ手袋は、手袋をつけている方の手で丸めるように握る。 

③ 脱いだ方の手の親指を、（反対の手に付けている）手袋の袖口に入れる。 

④ 親指を引っ掛けて、裏返すように脱ぐ。 

⑤ 手袋を外した後は、ゴミ袋に捨て、袋口を密閉する。 

⑥ 必ず手洗いをする。 

 

引用抜粋 

日本赤十字社豊田看護大学 下間正隆氏 

「コンタクトポイントは、Ｓ字に一方向にふく」 ほか 
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（２）会場レイアウト（イメージ図） 
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（３）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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４．参考文献等 

 

（１）国・千葉県 

〇「在宅の一人暮らし高齢者に対する見守り等の取組の実施について」 

（発出者）厚生労働省 ／ （発出日）令和２年４月７日 

〇「新型コロナウイルス感染拡大防止等のための被災者見守り・相談支援事業に

おける対応について」 

（発出者）厚生労働省 ／ （発出日）令和２年５月 18 日 

〇「生活困窮者等の子どもの学習・生活支援事業における支援の充実について」 

（発出者）厚生労働省 ／ （発出日）令和２年５月 19 日 

〇「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り

等の取組例について」 

（発出者）厚生労働省 ／ （発出日）令和２年５月 29 日 

〇「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施す

るための留意事項について」 

（発出者）厚生労働省 ／ （発出日）令和２年５月 29 日 

〇「移行期間における子ども食堂の運営について」 

（発出者）厚生労働省 ／ （発出日）令和２年５月 29 日 

〇「通いの場を開催するための留意点」（運営者向け・参加者向け） 

（発出者）厚生労働省 ／ （発出日）令和２年６月 

〇「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮して子どもの学習・生活支援事

業を実施するためのガイドラインについて」 

（発出者）厚生労働省 ／ （発出日）令和２年９月 11 日 

〇「11 月末までの催物の開催制限等について」 

（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６月 11 日 

〇その他、各省庁ＨＰ 

〇千葉県ＨＰ                            ほか 

 

 

（２）都道府県・指定都市・中核市・東京 23 区 

全都道府県・指定都市・中核市・東京 23 区の行政及び社協ＨＰ 

 

（その他市町村） 

北海道小樽市／福島県相馬市／埼玉県入間市／神奈川県伊勢原市／滋賀県

大津市／岡山県福山市／大分県国東市 
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（その他市町村社協） 

福島県郡山市社協／群馬県前橋市社協／東京都清瀬市社協／三重県四日市

市社協／滋賀県大津市社協／滋賀県彦根市社協／大阪府阪南市社協／大坂

市北区社協／京都市宇治市／兵庫県淡路市社協 

 

 

（３）全社協・全民児連 

〇全国社会福祉協議会ＨＰ 

〇「新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した地域住民等による福祉活動・ボ

ランティ活動の進め方」（令和２年７月） 

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） 

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 

※上記は、本会が実施したアンケートにご協力いただいた民児協です。 

 

 

（５）その他参考資料 

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 

（発出日）第２版：令和２年６月 22 日 

〇「新型コロナウイルスに立ち向かう地域包括ケア 事例集とＱ＆Ａ」 

（発出者）公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会 

（発出日）令和２年５月 

〇「特別養護老人ホーム等における新型コロナウイルス（COVID-19）対応方針チ

ェックリスト」 

（発出者）公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

〇「ＰＴＡ活動における新型コロナウイルス感染症対応ガイド」 

（発出者）公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会 
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（発出日）令和２年８月 11 日 

〇「新型コロナウイルスの影響下における、地域の居場所の大切なポイント」 

（発出者）東京ボランティア・市民活動センター 

（発出日）令和２年７月 15 日 

〇「地域包括・在宅介護支援センターによる新型コロナウイルス感染症予防への

取組事例」 

（発出者）全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 

（発出日）令和２年５月 20 日 

ほか 

 

 

（６）その他参考サイト 

（厚生労働省のYouTube） 

〇訪問介護職員のためのそうだったのか！感染対策！①（あなたが利用者宅にウ

イルスをもちこまないために）    https://youtu.be/OQp6VRyoYL4 

〇訪問介護職員のためのそうだったのか！感染対策！②（利用者とあなたの間で

ウイルスのやりとりをしないために） https://youtu.be/RZN_aN6dcs4 

〇訪問介護職員のためのそうだったのか！感染対策！③（あなたがウイルスをも

ちださないために）         https://youtu.be/6PKNJjJ7hQc 

〇送迎の時のそうだったのか！感染対策 https://youtu.be/KG3HSTxUuZ4 

 

 

 

 

※（Ｐ39・40・62～64 掲載の）参考資料は省略。 

※一部、「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」

（本会８月に発行）に掲載した資料は除く。 
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（作 成）（公財）千葉県民生委員児童委員協議会 

（発行日）令和２年 10 月 16 日 

（住 所）〒２６０－００２６ 

千葉県千葉市中央区千葉港４－３ 千葉県社会福祉センター内 

（電 話）０４３－２４６－６０１１ 

（メール）home@chiba-minkyo.or.jp 

（ＨＰ） http://chiba-minkyo.or.jp/ 

 

（ＨＰトップページ） 

 

（ＨＰ・ガイドライン掲載ページ）
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