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はじめに
　わが国の国土は、地震、火山活動が活発な
地域に位置し、最近では温暖化の影響もあっ
て、豪雨災害・土砂災害も頻発しており、常
に自然災害が起きることを前提にした防災・
減災対策が課題になっている。防災・減災は、
自助・共助・公助それぞれの力を高めていく
ことが重要だといわれるが、人口の少子高齢
化、家族の小規模化、つながりの希薄化がす
すむなかで、地域社会における共助の取り組
みの重要性が謳われ、特に災害時に避難支
援が必要な要援護者の日頃からの把握と見守
り、情報共有に民生委員・児童委員（以下、 

「民生委員」とする）の活躍が期待されてきた。
しかし、活動上の困難や負担感も大きく、地
域社会で住民の安心・安全が確保される体
制をどのように構築できるかという課題が投
げかけられてきている。
　本稿では、地域社会における民生委員活
動の現状と課題、主として被災地における活
動実践の検討をとおして、民生委員が「地域
を守るつながりの力」を発揮し、活躍できる
環境づくりについて考える。

１.  民生委員制度の概要と歴史
　民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労
働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員
で、児童福祉法に定める児童委員を兼ね、給
与の支給はなく、ボランティアとして活動し
ている。活動にあたっては、民生委員法に定
められた守秘義務があり、相談内容や個人の

秘密は守られる。都市規模と世帯数に応じて
定数が定められ、担当区域ごとに委員が配置
されている。令和元（2019）年度末現在、全
国の民生委員数は 229,071人、男女別では、
男性 88,483人、女性 140,588人で、6割以上
が女性委員となっている（厚生労働省2020）。
委員の任期は3年であり、3年ごとの12月1日
に一斉改選が行われる。
　制度の源流は、大正6（1917）年に岡山県
で創設された「済世顧問制度」に遡り、翌大
正7（1918）年には大阪府で「方面委員制度」
が発足、昭和3（1928）年には方面委員制度
として全国に普及した。戦後、昭和21（1946）
年の民生委員令の公布により、方面委員は民
生委員と改称され、昭和23（1948）年に民生
委員法が公布された。また、昭和22（1947）
年の児童福祉法により、民生委員が児童委員
を兼務することとなった。
　このように制度の出発が地方からであった
ことは、民生委員制度の地域に根ざした性格
を形作ってきた。
　また、地方行政の協力機関という性格に由
来する「意見具申」という役割は、方面委員
による昭和4（1929）年の救護法実施促進運
動をはじめとして、必要とされる福祉を制度
化する運動に発展してきた。昭和27（1952）
年には、世帯更生運動を展開し、昭和30（1955）
年に世帯更生資金貸付制度が創設されたが、
これは今日「生活福祉資金貸付制度」となり、
民生委員は現在もその相談支援の役割を担
っている。

西尾　敦史
（愛知東邦大学教授）

民生委員・児童委員が
活躍できる体制づくり
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　制度創設50周年の翌年、昭和43（1968）年
には、全国「居宅ねたきり老人実態調査」を
行っている。当時、全国13万人の民生委員が
一斉に調査を行った結果、在宅の70歳以上の
寝たきりの高齢者が全国で20万人以上いるこ
とがはじめて明らかになり、その後の国の在
宅福祉施策の充実に大きな影響を与えた。
平成7（1995）年の阪神・淡路大震災、平成
16（2004）年の新潟県中越地震、相次ぐ台風
や豪雨災害を踏まえ、全国民生委員児童委員
連合会（以下、「全民児連」とする）は平成
18（2006）年、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」の実施を決定した。この運
動は、平常時において災害時要援護者台帳や
災害福祉マップ等の作成を進めておくこと
で、発災時の迅速な安否確認活動や避難後
の支援に役立てることをめざすもので、その
後の自然災害の避難救援において大きな成果
をあげることとなった。

２.  社会の変化とともに民生委員の役割期待
が拡大

　平成27（2015）年度の委員一人あたりの活
動件数（年間実績）は次のとおりとなってい
る。
　訪問活動（高齢者世帯、子育て世帯などへ
の訪問、見守り活動など）は166.2回、相談支
援（情報提供、関係機関へのつなぎなど）は
27.6回、調査・実態把握（災害時要援護者台
帳の作成など）は23.4回、行事・会議への参
加・協力（地域ケア会議や市の要保護児童対
策地域協議会など）は26.7回、地域福祉活動・
自主活動（サロンの運営・運営協力など）は
39.7回、状況確認（証明事務、手当受給に必
要な「現況届」の記入など）は1.7回などで
ある。
　それまでの10年間の変化を見ると、活動日
数は 1割近く、訪問回数および地域づくりの
取り組みも2割近く増加しており、また、活
動内容にも変化が見られる。
　「相談・支援」では「介護保険」に関する
相談は半減しており、これは介護保険制度へ
の理解や地域包括支援センターの相談対応

が浸透してきたためと見られる。一方で、子
どもに関する「相談・支援」はやや減少して
いるものの、「子どもの地域生活」は増加し
ている。子どもをめぐる課題が増加、多様化
していることが背景にあると考えられる。
　また、「日常的な支援」は約2割増加してお
り、公的な制度では対応できない住民の生活
課題、病院への付き添い、ゴミ出し、買い物
代行などにも、活動の範囲を越えて対応して
いる状況がうかがえる。
　定数に対する欠員率は、平成7（1995）年
度からの20年間で、0.7%から2.0%へと約3倍
に拡大した。こうした背景には、企業等の定
年年齢の延長、過疎化・高齢化する地域で
の適任者の不足、さらに「民生委員は大変」
といった評判などが複合していると考えられ
ている（全民児連2017）。
　民生委員への役割期待の拡大の背景には、
昨今の社会の変化がある。
　核家族化や少子高齢化、地域のコミュニケ
ーションの希薄化、孤立死などの問題が指摘
され、経済状況の悪化等によるニート、ホー
ムレスなどの貧困問題、生活困窮者の自立支
援、さらに社会的引きこもり、家族内虐待、
悪質商法、ひとり親家庭の増加など社会問
題・福祉課題が複合化、深刻化している。
　さらに活動上の困難を大きくしている要因
として指摘されているのが、「個人情報」で
ある。調査によれば、約6割の委員が、住民
の「プライバシーにどこまで踏み込んでいい
のか戸惑う」と回答し、続いて「援助を必要
とする人との人間関係のつくり方が難しい」
としている（全民児連2017）。個人情報に関
する住民の関心の高まりが、委員活動の遂行
の負担感を大きくし、オートロックマンショ
ンの増加などの住環境の変化もあって、見守
り訪問活動をさらに難しくしている。

３.  地域社会における民生委員活動　東日本
大震災の際の活動事例をとおして

　平成23（2011）年3月11日、東日本大震災
が発生した。死者・行方不明者は2万人を超
える未曽有の被害が発生するなか、民生委員
は高齢者等の避難や安否確認に奔走し、避
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難後の生活支援等に尽力した。しかし、避難
支援活動中の委員56名が犠牲になり、発災時
の委員の安全確保の重要性があらためて強調
されることとなった。民生委員活動のなかで、
災害時の要援護者支援は、その役割期待と葛
藤が端的にあらわれている課題でもあること
から、ここでは、東日本大震災の際の活動実
践を、発生からの時間の経過にそって、発災
時、避難所設置期、仮設住宅以降（復興期）、
平常時の4つの局面から考えてみたい。
■発災時
　発災時には、民生委員は避難支援を要する
高齢者、障がい者、児童等に対する声かけや
直接的な避難誘導のほか、住民の安否確認等
の活動にあたった。応答のない場合は部屋の
中まで入って安否確認をしたり、車いす利用
者の補助、委員の自家用車に乗せての避難を
支援した例もみられ、消防や警察に協力し住
民に関する情報提供を行ったり、行方不明者
の捜索、遺体確認への立ち会い等の活動にも
あたった（兵庫県民児連2017）。
　こうした共助の避難行動にあって、民生委
員が犠牲になったり、また依頼した地域支援
者が犠牲になったことで、自責の念を抱き続
ける例もあった（本多2016a:12）。そのため、「災
害に備える民生委員・児童委員活動に関する
指針」（第3版2019）では、委員と家族の安全
確保を最優先し、率先避難に徹することが確
認されている。
■避難所設置期 
　避難所設置期には、被災住民の多くが避難
所での生活を余儀なくされ、民生委員も同様
であった。避難所は、行政と自治会・町内会、
自主防災組織などが共同で設置・運営する
が、民生委員は、支援の必要性の高い避難者
への対応、在宅避難者への支援、避難所運
営への協力、災害ボランティアセンターへの
協力、要援護者の安否確認活動の継続、要
援護度の高い避難者のニーズ対応などの働き
を行った（全民児連2019）。
　避難所では、障がい者など要援護者への
対応があり、集団生活のなかでは特異な行動
とみられてしまう特性を理解してもらうよう
に努めたり、障がい者にも積極的に仕事を割

り振って自主的に集団生活に参加してもらえ
るように配慮した取り組みの報告がある（本
多2016a:16-17）。
　在宅の被災者については、各戸を訪問して
安否確認、状況把握に取り組んだほか、外出
が難しい高齢者宅に水や食料等の物資を届
けたり、健康面・精神面の相談にあたったり
した（兵庫県民児連2017）。
■仮設住宅以降（復興期） 
　数か月後には、仮設住宅が建設され住民が
避難所から順次移行して、生活の再建に向け
て歩み出す時期となる。住居は確保されるも
のの、非常に長期の避難生活のなかで、孤立
や体調の悪化などの課題が顕在化することか
ら、継続的な安否の確認、発災前のコミュニ
ティの維持や新たなコミュニティの形成の必
要性が高まった（兵庫県民児連2017）。
　そのため、仮設住宅に入居した住民が孤立
しないよう、集まる場所を提供したり、近隣
地域の自治会等とも協力し、地域との橋渡し
の支援を行った。住民が地域内外の仮設に分
散し、家族・親族や地域の相互扶助の力が
大幅に低下し、それまでのコミュニティが弱
体化したため、仮設を重点的に巡回する生活
支援員と連携して見守り支援することの難し
さを痛感することとなり、また担当地区仮設
の近くに住んでいない民生委員もあり、活動
基盤としての地域を失ってしまう苦悩、葛藤
が深まった状況があった（本多2016b:20）。
■平常時
　以上見てきた発災後の復興に向けたプロセ
スのなかでの活動実態、課題から得られた知
見は、災害時に要援護者支援を適切に進める
ためには、やはり平常時の活動が重要で、防
災・減災の取り組み、とりわけ担当地区を基
盤とした日頃の見守り活動が重要であり、そ
れがいざというときに力を発揮することが再
確認されることとなった。
　国においては、平成25（2013）年6月に災害
対策基本法を改正し、市町村における災害対
策の取り組みを推進することとし、市町村に

「避難行動要援護者名簿」の作成を義務づけ、
その名簿の提供先のひとつとして民生委員を
挙げている。この名簿は、平成29（2017）年
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6月現在、 93.8%の市町村が作成済となってお
り、平常時における提供先としては、92.1％
の市町村で民生委員への提供がされている。
この割合は、消防署、自主防災組織、社協、
警察、消防団と比べて最も高くなっている（全
民児連2019）。

４.  地域社会のなかで民生委員が力を発揮し
ていくための課題

　昨今の社会状況の変化のなかで、民生委
員の活動領域が拡大し、また活動上の困難が
深まっている現状をどう改善できるのか、被
災地での活動実践から見えてきた課題を通し
て考えてみたい。
　職務の困難、負担感の増大は、社会からの
要請の帰結であると同時に、民生委員制度が
もつ固有の性格に由来しているところがあ
る。民生委員の基本的性格、活動原則に、「地
域性」「住民性」「包括・総合性」があるため
に、地域社会の問題の深まりが相談内容に直
接的に反映するが、行政や専門機関のように
対応の範囲が明確になっているわけではな
い。むしろ、対象者別の法制度による対応に
限界があるからこそ、身近な存在である民生
委員に相談が持ち込まれる。問題解決のため
に、民生委員が直接「生活支援」を行うこと
もあるが、それだけで住民の生活全般が支え
られるわけではない。民生委員は行政の協力
機関であり、そのための「情報提供」であり、

「調整」であり、「意見具申」が重要な役割機
能になるのである。
　そこで、こうした生活支援ニーズの多様
化・複合化に対応できるよう、民生委員の従
来からの基本的な機能を発展させる視点とし
て、「地域の住民としての性格」「住民だから
こその素人専門性」「声を上げ、代弁する役割」

「つなぐ（橋渡しする）役割」に着目した。
（1）「地域の住民としての性格」

　民生委員の「地域性」には、担当地区とい
う性格と、住民としてそこで生活を営んでい
るという「住民性」がある。
　制度的には、一人ひとりの民生委員が一定
の地理的範囲の地区を担当し、この担当地区
が重なることはない。担当地区は、定例会の

場などで他の委員に相談は可能でも、原則と
して担当外の地域に他の委員が介入すること
はなく、担当区における活動の自由・自律性
は担保されている。また、地域住民の立場か
ら福祉活動に従事する一住民であり、専門教
育は受けておらず、むしろ高齢者など支援を
必要とする要援護者と同じ目線に立つ地域住
民であるところに、民生委員活動の強みがあ
るともされてきた（本多2016b:3）。

（2）「住民だからこその素人専門性」

　地域住民の一員であるが、民生委員は専門
教育を受けているわけではない。この点を専
門職の専門性と対比し、民生委員のもつ素人
固有の専門性に注目する研究がある。近年、
保健医療・福祉の領域では、たとえば慢性疾
患や後遺症を抱えて暮らす生活者が自らの闘
病経験にもとづいて、医療・福祉に対して主
体的に関わり、自らの生活を組織化している
プロセスに注目が集まっている。素人は、行
政や専門家にはない、特別で固有な知識を持
っていると捉え、その経験や視点に大切な価
値を見出す考え方である。
　民生委員は、地域社会に詳しく人格識見に
秀でた地域住民に委嘱される。地域の生活者
こそが地域の実情を知っているという素人専
門性モデルに基づく制度といえる。また、民
生委員は、行政や社会福祉協議会、地域包括
支援センター、保健師等の専門職と連携して、
対象者の相談に乗り、支援のニーズがある住
民を専門職や関係機関につないでいく役割を
もつ。こうした素人専門性は、民生委員とし
て、地域に暮らし、住民の生活状態を知り、
声を聴き、相談援助を行い、関係機関につな
ぐ日常活動のなかでつくられ、高められてい
く（本多2016b:4）。

（3）「声を上げ、代弁する役割」

　つぎに、民生委員が声を上げることの重要
性である。民生委員は、直接生活支援を行う
存在ではなく、住民の状況を、最も身近な支
援者として理解し、思いを汲み取って、行政
や関係機関に「声を上げ」ていくことで、行
政が適切に対処できるように働きかけていく
ところにその役割がある。
　東日本大震災では、「人に迷惑をかけたく
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ない」という気持ちから、援助を求めること
を控える被災者もあって、援助を受け入れら
れる「受援力」をもつことが重要といわれた。
日本人の、自助意識、とりわけ家族の責任意
識が非常に強いという性格は社会環境の変化
ほどには変わっていない。自分から「困って
いる」「助けて」と声を上げることは、周り
への遠慮も働いて難しいことも多い。それだ
けに、民生委員には、同じ地域住民であると
ころから、その共感性から、福祉や医療の関
係者に、本人に代わって伝えるというアドボ
カシー（擁護、代弁）の役割が重要となる。
行政や関係機関の側からも、民生委員が声を
上げて地域に潜在化しやすい問題を顕在化さ
せ、制度や専門サービスにつなげてくれる役
割を期待している。

（4）「つなぐ（橋渡しする）役割」

　東日本大震災の被災地では、民生委員は
被災者に対して、また外部からの専門支援チ
ームに対しても情報を提供したり、地域のど
こにニーズがあるのかをボランティアセンタ
ーなどに伝えて、民生委員がボランティアを
地域に連れていくなど、民生委員が間に入っ
てつなぐことで安心につながった活動実践が
多数報告されている。
　日常においても、地域包括支援センター、
児童相談所、学校、保健所などの関係機関
への「つなぎ役」として、また公的関係機関
と情報共有し、関係づくりを行うことが期待
される。地域包括支援センターの「地域ケア
会議」や生活困窮者自立支援における「支援
調整会議」など、事例によって民生委員の参
加が求められる会議の位置づけも増えてい
る。こうした公民連携の相談調整にあたって、
自治会町内会、自主防災組織、地区社会福祉
協議会など地域運営組織との連携・協働を基
本的な仕組みとして組み込んでいく必要があ
ろう。

おわりに　地域社会における体制づくりに
むけて
　こうした4つの視点からのつなぎ役として
の民生委員の働き（機能）を組織的にも担う
場が、単位民生委員・児童委員協議会（以下、

「民児協」とする）である。単位民児協の運
営を工夫し、定例会を学習の場とする、その
時間を確保し有効に活用する試みが行われて
きているが、地区（単位）民児協による、地
域ニーズを把握し共有するマネジメントが重
要となる。
　また、行政・地方自治体の支援事例として
は、民生委員への理解や支援を全庁的に位置
づけて、関係各課に民生委員支援担当者を置
くサポート体制をつくっている大分市の取り
組みなどが知られている（厚生労働省2014）。
　民生委員は、困難な状況にあっても、地域
住民であり、住民とともに、住民の声を聴き、
またそのニーズや思いを代弁する、助けを必
要とする一人ひとりを専門機関、公的機関へ
橋渡しをし、つなぐためのコーディネートを
行うという本来の役割を果たすことが期待さ
れる。今日、地域共生社会の実現をめざし、
包括的相談支援体制の構築がすすめられて
いるが、なかでも民生委員のこうした「つな
がりの力」を発揮しうる地域連携、公民協働
による相互のサポートの仕組みづくりがそれ
ぞれの地域の実情に応じてつくられていく必
要があるだろう。
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