平成２９年度

事 業 報 告 書

自
至

公益財団法人

平成２９年４月 １日
平成３０年３月３１日

千葉県民生委員児童委員協議会

概

況

少子高齢化社会が急激に進行しつつある中で、地域における福祉課題は、ますます
多様化、複雑化してきており、民生委員児童委員の活動が一層重要性を増している
中、平成２９年度は、引き続き、重点施策として、①民生委員児童委員の資質向上に
資する研修・指導事業の充実、②公益財団法人としての組織・運営体制の推進③情報
の収集・提供体制の充実強化の３点を掲げ、事業運営を推進したところです。
平成２９年は、民生委員制度創設１００周年、児童委員制度７０周年を迎えた年であ
り、この大きな節目にあたり、東京において７月９日～１０日にわたり、東京ビックサ
イト他を会場に、記念大会が盛大に開催されました。全国から１万人あまりの民生委員
児童委員が集結し、千葉県からも３４８名の方々が参加しました。オープニングにおい
ては天皇・皇后両陛下のご臨席をいただき、表彰式などが行われました。
平成２９年度の研修事業については、県及び中核市からの委託事業としての会長・新
任・中堅・事例・主任児童委員の各研修の実施に加え、相談技法研修を行いました。ま
た、全国民生委員指導者研修会や、関東ブロック民生委員児童委員活動研究協議会など
への研修派遣を行いました。
指導事業については、
「ちば民児協だより」を３回（第７４号～７６号）発行したほ
か、活動記録の記入方法を解説したＤＶＤを作成し市町村民児協に配布しました。さら
に、関係団体が主催するセミナーや市町村民児協の活動強化週間で活用していただく
ために、民生委員児童委員制度のＰＲパネルを作成しました。
法人運営については、理事会が２回、評議員会が３回（書面表決を含む）開催され、
平成２８年度の事業報告、収支決算、平成３０年度の事業計画、収支予算等の審議、
決議が行われました。また、現在事務局のある県社会福祉センターが、平成３４年度に
隣接地に移転することが予定されていることから、移転に備えて特定費用準備資金「事
務所移転費用積立金」の保有が承認されました。
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平成２９年度事業別実施状況

Ⅰ．法人事業

１．理事会
（１）第１回理事会
ア．日

時：平成２９年５月１２日（金）１３時３０分～１５時１０分

イ．場

所：県社会福祉センター３階会議室

ウ．参加人員：１１名（他 監事２名、事務局３名）
エ．議

事：①平成２８年度公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会
事業報告書（案）について
②平成２８年度公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会
決算報告書（案）について
③公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会評議員の選任について
④公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会理事の選任について

（２）第２回理事会
ア．日

時：平成３０年３月９日（金）１３時３０分～１４時３０分

イ．場

所：県社会福祉センター３階会議室

ウ．参加人員：１１名（他 監事１名、事務局５名）
エ．議

事：①平成３０年度公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会
事業計画書（案）について
②平成３０年度公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会
収支予算書（案）について
③特定費用準備資金「事務所移転費用積立金」の保有について
④公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会事務局職員就業
規則の一部改正について
⑤平成３０年度定時評議員会及び臨時（第２回）評議員会の開催
について

オ．報

告 ①公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会事務局職員給与規程
の一部改正について
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２．評議員会
（１）定時評議員会
ア．日

時：平成２９年５月３０日（火）１３時３０分～１４時４０分

イ．場

所：県社会福祉センター４階会議室

ウ．参加人員：３５名（他 正副会長５名、監事２名、事務局５名）
エ．議

事：①平成２８年度公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会
事業報告書（案）について
②平成２８年度公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会
決算報告書（案）について
③公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会評議員の選任について
④公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会理事の選任について

（２）第２回臨時評議員会
ア．日

時：平成２９年８月４日（金）

イ．場

所：（書面）

ウ．参加人員：４１名
エ．議

事：①公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会理事の選任について

オ．表決結果：同意４１名（書面表決提出者４１名）
（３）第３回臨時評議員会
ア．日

時：平成３０年３月２６日（月）１３時３０分～１４時１５分

イ．場

所：千葉県社会福祉センター４階会議室

ウ．参加人員：３３名（他 正副会長５名、監事１名、事務局５名）
エ．議 事：①平成３０年度公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会
事業計画書（案）について
②平成３０年度公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会
収支予算書（案）について
③特定費用準備資金「事務所移転費用積立金」の保有について
④公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会事務局職員就業規則の
一部改正について
報 告：①公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会事務局職員給与規程の
一部改正について
②平成３０年度定時評議員会及び臨時（第２回）評議員会の開催に
ついて
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３．正副会長会議
（１）第１回正副会長会議
ア．日

時：平成２９年４月２０日（木）１０時２０分～１１時３０分

イ．場

所：千葉市文化センター３階 アートホール控室

ウ．参加人員：９名（正副会長４名、事務局５名）
エ．議

事：①平成２８年度事業報告書（案）について
②平成２８年度決算報告書（案）について
③公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会評議員の選任について
④公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会理事の選任について
⑤市町村民児協事務局会議及び事務局運営講座について
⑥会長研修について

オ．報

告：①１００周年記念全国大会について
②ＦＭ東京での大野会長と秋元才加氏との対談について

（２）第２回正副会長会議
ア．日

時：平成２９年６月９日（金）１３時３０分～１５時１０分

イ．場

所：県社会福祉センター１階会議室

ウ．参加人員：１０名（正副会長５名、事務局５名）
エ．議

事：①１００周年記念全国大会について
②公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会事務局職員就業規則
に関する改正を前提とした時限的な運用について
③平成２９年度各種研修について
④活動記録講師養成講座について
⑤「活動記録・状況報告・福祉票記入マニュアル」の校正に伴う
状況報告（旧：証明事務）実態調査について

オ．報

告：①主任児童委員連絡会について

（３）第３回正副会長会議
ア．日

時：平成２９年７月３日（月）１５時３０分～１７時

イ．場

所：県社会福祉センター１階会議室

ウ．参加人員：１０名（正副会長５名、事務局５名）
エ．議

事：①平成２９年度各種研修会について
②１００周年記念全国大会について
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（４）第４回正副会長会議
ア．日

時：平成２９年１０月６日（金）１３時３０分～１６時

イ．場

所：県社会福祉センター３階会議室

ウ．参加人員：９名（正副会長４名、事務局５名）
エ．議

事：①平成３０年度事業について
②秋の叙勲・褒章受賞祝賀会の開催について
③平成２９年度研修事業における会長挨拶の割振りについて
④国際医療福祉大学（成田キャンパス）献体の会について

オ．報

告：①主任児童委員連絡会の発足及びメンバーについて

（５）第５回正副会長会議
ア．日

時：平成２９年１１月１７日（金）１３時３０分～１６時

イ．場

所：県社会福祉センター１階会議室

ウ．参加人員：１０名（正副会長５名、事務局５名）
エ．議

事：①平成３０年度事業・予算について
②「民生委員制度１００周年通史」の千葉県原稿について
③平成２９年度相談技法研修会の挨拶担当役員について
④祝賀会（平成３０年１月１６日）の次第及び役割について

オ．報

告：①平成２９年度単位民児協会長研修会について
②民生委員大学について

（６）第６回正副会長会議
ア．日

時：平成３０年１月１６日（火）１４時３０分～１６時

イ．場

所：民生委員児童委員協議会事務室

ウ．参加人員：１０名（正副会長５名、事務局５名）
エ．議

事：①平成３０年度事業別日程について
②平成３０年度千葉県委託研修への応募について

オ．報

告：①全国民生委員指導者研修会（民生委員大学）参加者決定
について
②平成２９年度指導事業の進捗状況について
③千葉県社会福祉基金助成金の返還について

5

（７）第７回正副会長会議
ア．日

時：平成３０年２月２６日（月）１３時３０分～１５時１０分

イ．場

所：県社会福祉センター１階会議室

ウ．参加人員：９名（正副会長５名、事務局４名）
エ．議

事：①平成３０年度事業計画・予算について
②特定費用準備資金「事務所移転費用積立金」の保有について
③公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会事務局職員就業
規則の一部改正について
④平成３０年度全国大会（沖縄）の旅行業者の選定について
⑤市町村民児協事務局会議の研修内容について

オ．報

告：①平成２９年度指導事業の進捗状況について
②公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会事務局職員給与規程
の一部改正について
③平成３０年度単位民児協会長研修会の講師決定について

４．決算監査会
ア．日

時：平成２９年４月２８日（金）１３時３０分～１５時

イ．場

所：県社会福祉センター３階会議室

ウ．参加人数：出席者６名（監事２名、平川副会長、事務局３名）
エ．議

事：①平成２８年度事業報告に係る監査
②平成２８年度決算に係る監査
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５．会員慶弔等事業の運営（物故者に対する弔慰金等）
（１）県民児協の弔慰金給付状況
委員・配偶者

人

員

金

額

物故者委員

１７人

１７０，０００円

配 偶 者

２５人

７５，０００円

計

４２人

２４５，０００円

（２）全国互助共励事業の給付状況
種

別

件

数

金

額

公

公

務

死

亡

０件

０円

務

公

務

傷

害

３件

１１０，０００円

一

般

死

亡

１６件

４８０，０００円

亡

２５件

３７５，０００円

２ヶ月未満

１４件

１１２，０００円

２ヶ月以上

６５件

６５０，０００円

宅

０件

０円

居宅以外

０件

０円

１～９年 （旧）

１８件

５４，０００円

９年 以上 （旧）

８件

４０，０００円

３～９年 （新）

２２件

６６，０００円

９～１５年（新）

６件

３０，０００円

１５年以上（新）

６件

４２，０００円

１８３件

１，９５９，０００円

配

偶

一般傷病
一

災害見舞

般

退任慰労

計

者

死

居

※平成２９年３月３１日までの退任者については、旧基準を適用（平成２９年度をもっ
て受付終了）
7

Ⅱ．公益目的事業－研修事業
（県・中核市委託研修事業）
１．単位民児協会長研修会
民児協をリードする立場の会長が、地域で充実した民児協活動を実践するために
必要な知識・技術の習熟をとおして指導的能力を高め、地域社会の福祉の向上に資す
ることを目的に開催。
ア. 期

日：平成２９年１１月２０日（月）１３時～１５時３０分

イ. 場

所：京葉銀行文化プラザ・音楽ホール

ウ. 参加人数：２９５名（民生委員等２８７名、講師１名、県庁職員２名、県民児協
事務局５名）
エ. 講

義
テーマ：
「これからの民生委員児童委員のあり方
～民生委員制度創設１００周年を迎えて～」
講 師：東北福祉大学大学院 教授 大橋 謙策 氏

２．中堅民生委員児童委員研修会
平成２８年４月より施行された「障害者差別解消法」と、
「ひとり親家庭」を軸に、
様々な地域住民への相談・支援に関する学習を深め、地域社会の福祉の向上に資する
ことを目的に開催。
（第１回）
ア．日

時：平成２９年９月１２日（火）１０時３０分～１５時１５分

イ．場

所：千葉市文化センター・アートホール

ウ．参加人数：３２０名（他 関係者・事務局１０名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「障害者差別解消法・障害者虐待防止法について」
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講 師：弁護士 濟木 昭宏 氏
（講 義②）
テーマ：
「地域で暮らすひとり親家庭について」
講 師：千葉県母子寡婦福祉連合会 理事 青木 悦子 氏
（第２回）
ア．日

時：平成２９年９月１３日（水）１０時３０分～１５時１５分

イ．場

所：千葉市文化センター・アートホール

ウ．参加人数：３１５名（他 関係者・事務局１０名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「障害者差別解消法・障害者虐待防止法について」
講 師：弁護士 佐久間 貴幸 氏
（講 義②）
テーマ：
「地域で暮らすひとり親家庭について」
講 師：千葉県母子寡婦福祉連合会 理事 青木 悦子 氏
（第３回）
ア．日

時：平成２９年９月１４日（木）１０時３０分～１５時１５分

イ．場

所：市川市文化会館・小ホール

ウ．参加人数：３３２名（他 関係者・事務局９名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「障害者差別解消法・障害者虐待防止法について」
講 師：弁護士 南川 麻由子 氏
（講 義②）
テーマ：
「地域で暮らすひとり親家庭について」
講 師：千葉県母子寡婦福祉連合会 理事長 醍醐 許子 氏
（第４回）
ア．日

時：平成２９年９月２６日（火）１０時３０分～１５時１５分

イ．場

所：さわやかちば県民プラザ・ホール

ウ．参加人数：２７６名（他 関係者・事務局８名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「障害者差別解消法・障害者虐待防止法について」
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講 師：弁護士 香遠 優介 氏
（講 義②）
テーマ：
「地域で暮らすひとり親家庭について」
講 師：千葉県母子寡婦福祉連合会 副理事長 望田 八重子 氏
（第５回）
ア．日

時：平成２９年９月２７日（水）１０時３０分～１５時１５分

イ．場

所：さわやかちば県民プラザ・ホール

ウ．参加人数：２７６名（他 関係者・事務局８名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「障害者差別解消法・障害者虐待防止法について」
講 師：弁護士 香遠 優介 氏
（講 義②）
テーマ：
「地域で暮らすひとり親家庭について」
講 師：千葉県母子寡婦福祉連合会 副理事長 望田 八重子 氏
（第６回）
ア．日

時：平成２９年１０月３日（火）１０時３０分～１５時１５分

イ．場

所：匝瑳市市民ふれあいセンター・大ホール

ウ．参加人数：１４９名（他 関係者・事務局９名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「障害者差別解消法・障害者虐待防止法について」
講 師：弁護士 佐久間 水月 氏
（講 義②）
テーマ：
「地域で暮らすひとり親家庭について」
講 師：千葉県母子寡婦福祉連合会 副理事長 藤田 洋子 氏
（第７回）
ア．日

時：平成２９年１０月２６日（木）１０時３０分～１５時１５分

イ．場

所：木更津市民会館・中ホール

ウ．参加人数：２２１名（他 関係者・事務局１０名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「障害者差別解消法・障害者虐待防止法について」
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講 師：弁護士 渡邉 秀孝 氏
（講 義②）
テーマ：
「地域で暮らすひとり親家庭について」
講 師：千葉県母子寡婦福祉連合会 理事長 醍醐 許子 氏

３．中堅民生委員児童委員講座
単位民児協あたり２名の中堅民生委員児童委員を対象に、講義だけでなく、グルー
プでの事例検討及び情報交換により、一人ひとりが参加・発言することを通して民生
委員児童委員としての資質向上を図ることを目的に開催。
（第１回）
ア．日

時：平成２９年１１月２日（木）１３時～１６時１５分

イ．場

所：君津市生涯学習交流センター・多目的ホール

ウ．参加人数：９４名（他 関係者・事務局８名）
エ．講義・グループワーク
テーマ：
「地域福祉の推進と民生児童委員の役割」
講 師：順天堂大学 スポーツ健康科学部
准教授 松山 毅 氏
（第２回）
ア．日

時：平成２９年１１月１０日（金）１３時～１６時１５分

イ．場

所：松戸市商工会議所・大会議室

ウ．参加人数：１１４名（他 関係者・事務局７名）
エ．講義・グループワーク
テーマ：
「民生委員児童委員の訪問活動」
講 師：東京成徳大学 応用心理学部 福祉心理学科
准教授 朝比奈 朋子 氏
（第３回）
ア．日

時：平成２９年１１月１４日（火）１３時～１６時１５分

イ．場

所：横芝光町文化会館・集会室

ウ．参加人数：４７名（他 関係者・事務局７名）
エ．講義・グループワーク
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テーマ：
「地域福祉の推進と民生児童委員の役割」
講 師：順天堂大学 スポーツ健康科学部
准教授 松山 毅 氏
（第４回）
ア．日

時：平成２９年１１月２８日（火）１３時～１６時１５分

イ．場

所：大網白里市保健文化センター・ホール

ウ．参加人数：８５名（他 関係者・事務局８名）
エ．講義・グループワーク
テーマ：
「地域福祉の推進と民生児童委員の役割」
講 師：順天堂大学 スポーツ健康科学部
准教授 松山 毅 氏
（第５回）
ア．日

時：平成２９年１２月７日（木）１３時～１６時１５分

イ．場

所：成田国際文化会館・小ホール

ウ．参加人数：１０２名（他 関係者・事務局７名）
エ．講義・グループワーク
テーマ：
「地域福祉の推進と民生児童委員の役割」
講 師：順天堂大学 スポーツ健康科学部
准教授 松山 毅 氏
（第６回）
ア．日

時：平成２９年１２月１５日（金）１３時～１６時１５分

イ．場

所：船橋市西部公民館・講堂

ウ．参加人数：１１６名（他 関係者・事務局７名）
エ．講義・グループワーク
テーマ：
「地域福祉の推進と民生児童委員の役割」
講 師：順天堂大学 スポーツ健康科学部
准教授 松山 毅 氏
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４．新任民生委員児童委員研修会
新たに委嘱された民生委員児童委員に対し、相談支援活動を行う上で必要となる
基礎知識・技術の習熟を目的に開催。
（第１回）
ア．日

時：平成２９年４月２０日（木）１３時～１６時

イ．場

所：千葉市文化センター・アートホール

ウ．参加人数：２６７名（他 関係者・事務局９名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「民生委員児童委員制度の概要について」
講 師：千葉県健康福祉指導課 主事 小林 央岳 氏
（講 義②）
テーマ：
「民生委員児童委員活動と留意点」
講 師：千葉県民生委員児童委員協議会 会長 大野 トシ子
（講 義③）
テーマ：
「地域の灯台をめざそう！～新任委員に求められる絆の強さ～」
講 師：合同会社 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏
（第２回）
ア．日

時：平成２９年８月３１日（木）１３時～１６時

イ．場

所：千葉市民会館・小ホール

ウ．参加人数：１２７名（他 関係者・事務局９名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「民生委員児童委員制度の概要について」
講 師：千葉県健康福祉指導課 主事 小林 央岳 氏
（講 義②）
テーマ：
「民生委員児童委員活動の心得」
講 師：千葉県民生委員児童委員協議会 副会長 榎本 豊
（講 義③）
テーマ：
「地域の灯台をめざそう！～新任委員に求められる絆の強さ～」
講 師：合同会社 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏
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（第３回）
ア．日

時：平成２９年１２月８日（金）１３時～１６時

イ．場

所：千葉市民会館・小ホール

ウ．参加人数：３８名（他 関係者・事務局８名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「民生委員児童委員制度の概要について」
講 師：千葉県健康福祉指導課 主事 小林 央岳 氏
（講 義②）
テーマ：
「民生委員児童委員活動の心得」
講 師：千葉県民生委員児童委員協議会 会長 大野 トシ子
（講 義③）
テーマ：
「地域の灯台をめざそう！～新任委員に求められる絆の強さ～」
講 師：合同会社 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏

５．主任児童委員研修会
発達障がいに関する学習を深め、児童福祉の向上に資することを目的に開催。
ア．日

時：平成３０年１月２４日（水）１３時～１５時３０分

イ．場

所：京葉銀行文化プラザ・音楽ホール

ウ．参加人数：４５４名（他 関係者９名）
エ．講

義

テーマ：
「発達障害への支援」
講 師：千葉県発達障害者支援センターＣＡＳ
副センター長 田熊 立 氏
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（県民児協単独研修事業）
１．相談技法研修会
民生委員児童委員活動の基本となる傾聴技法や対人援助に関する知識・技術習得
を目的に開催。
（１）第１回
ア. 日

時：平成３０年３月１日（木）１２時３０分～１５時３０分

イ. 場

所：千葉県教育会館・５０１会議室

ウ. 参加人数：１０４名（他 関係者・事務局７名）
エ. 講義・グループワーク
テーマ：
「傾聴の基本と自己理解～温かな聴き手を目指して～」
講 師：アクティブリッスン 代表 澤村 直樹 氏
（２）第２回
ア. 日

時：平成３０年３月８日（木）１０時３０分～１５時

イ. 場

所：千葉県教育会館・５０１会議室

ウ. 参加人数：８７名（他 関係者・事務局６名）
エ. 講義・グループワーク
テーマ：
「傾聴の基本と自己理解～温かな聴き手を目指して～」
講 師：アクティブリッスン 代表 澤村 直樹 氏
（３）第３回
ア. 日

時：平成３０年３月２２日（木）１０時３０分～１５時

イ. 場

所：千葉県教育会館・５０１会議室

ウ. 参加人数：８６名（他 関係者・事務局６名）
エ. 講義・グループワーク
テーマ：
「傾聴の基本と自己理解～温かな聴き手を目指して～」
講 師：アクティブリッスン 代表 澤村 直樹 氏
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（研修派遣事業）
日頃の民生委員活動を進めるうえで、専門知識や技術等の向上を図ることで、地域福
祉の増進に寄与するため、全国民生委員児童委員連合会の主催する研修等に参加・派遣
した。

１．民生委員制度創設１００周年記念 全国民生委員児童委員大会
ア．期

日：平成２９年７月９日（日）～１０日（月）

イ．場

所：東京ビッグサイト 他

ウ．参加人数：３４８名（民生委員等３３７名〔銚子市１５、市川市１９、船橋市
２６、館山市５、木更津市１６、松戸市２０、野田市８、茂原市
９、成田市１０、佐倉市８、東金市９、旭市９、習志野市１０、柏
市２２、勝浦市４、市原市９、流山市１３、八千代市１０、我孫子
市８、鴨川市６、鎌ケ谷市６、君津市８、富津市３、浦安市５、四
街道市８、袖ケ浦市３、八街市３、印西市７、白井市４、富里市
５、いすみ市３、匝瑳市６、南房総市７、香取市４、山武市４、大
網白里市６、酒々井町１、栄町１、神崎町１、多古町１、東庄町
１、九十九里町１、芝山町１、横芝光町１、一宮町１、睦沢町１、
長生村１、白子町１、長柄町１、長南町１、大多喜町３、御宿町
１、鋸南町１〕県社協３名、県民児協８名）
エ．プログラム
○第１日目（７月９日） 於：東京ビッグサイト 東１～３ホール
（１）式 典
オープニング（民生委員制度創設１００周年映像
「済世顧問、方面委員から民生委員へ」）
開会宣言
民生委員児童委員物故者への黙祷
民生委員児童委員信条朗読

大野 トシ子

天皇皇后両陛下御臨席
国歌斉唱
式 辞
主催者あいさつ
表 彰
（厚生労働大臣特別表彰 千葉県受賞者）６名
（全民児連会長表彰 千葉県受賞者）
・優良民児協：流山市民児協
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大網白里市大網地区民児協
・永年勤続単位民児協会長表彰

：１名

・永年勤続単位民児協役員表彰

：１名

・永年勤続民生委員児童委員表彰：７１２名
（２）記念講演
テーマ：
「あたたかい社会をつくる」
講 師：諏訪中央病院名誉院長 医師・作家 鎌田 實 氏
（３）大会宣言
（４）拠金贈呈
（５）次期開催地あいさつ
（６）民生委員の歌斉唱
（７）アトラクション

江戸消防記念会

○第２日目（７月１０日） 於：東京ビッグサイト及び都内会場
（１）テーマ別研修１
「民生委員制度創設の原点を学ぶ」
（２）テーマ別研修２
「これからの民生委員児童委員活動」
（３）テーマ別研修３
「子どもたちの未来のために」
（４）テーマ別研修４
「これからの民児協活動に向けて」
（５）小規模発表会（各県から二地区発表）
・松戸市常盤平地区民児協
・四街道市旭中学校地区民児協

２．全国民生委員児童委員リーダー研修会
ア．期

日：平成２９年１１月１３日（月）～１５日（水）

イ．場

所：ＴＯＣ有明（東京都）

ウ．参加人数：２名（野田市２）
エ．プログラム
（第１日目）
行政説明：厚生労働省社会・援護局地域福祉課
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○基調報告
テーマ：
「１００周年活動強化方策とこれからの民生委員児童委員活動につい
て」
講 師：全国社会福祉協議会 民生部長 池上 実 氏
○講 義
テーマ：
「障がい者への差別解消に向けて」
講 師：公益財団法人東京都人権啓発センター 尾関 敬二 氏
（第２日目）
○講義とグループ討議
テーマ：
「民児協定例会の活性化に向けてリーダーに求められる役割」
講 師：文京学院大学 准教授 中島 修 氏
（第３日目）
○グループ討議の振り返りとまとめ
講 師：文京学院大学 准教授 中島 修 氏
○講 義
テーマ：
「民生委員制度創設１００周年を迎えて」
講 師：神戸女子大学 教授 小笠原 慶彰 氏

３．全国主任児童委員研修会
ア．期

日：平成２９年９月１４日（木）～１５日（金）

イ．場

所：東京ベイ幕張ホール（千葉県）

ウ．参加人数：９名（市川市１、松戸市１、野田市１、佐倉市１、習志野市１、市原
市２、浦安市１、八街市１）
エ．プログラム
（第 1 日目）
○行政説明
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課育成環境係
○講義
テーマ：「子育てを応援する地域をつくるために」
講 師：明治学院大学学長・教授 松原 康雄 氏
○シンポジウム「学校との連携を進めるために」
コーディネーター：至誠学舎立川 常務理事 髙橋 久雄 氏
（第２日目）
分散会：「民児協として学校との連携をいかに進めるか」三会場
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４. 全国児童委員研究協議会
ア．期

日：平成３０年１月２４日（水）
、２５日（木）

イ．場

所：新横浜プリンスホテル

ウ．参加人数：１名（松戸市１）
エ．プログラム
（第１日目）
○行政説明
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課
○講義
テーマ：「制度創設７０周年を迎えた児童委員活動への期待」
講 師：明治学院大学学長・教授 松原 康雄 氏
○シンポジウム：「子どもたちの育ちを支える地域づくりを進めるために」
コーディネーター：明治学院大学学長・教授 松原 康雄 氏
（第２日目）分科会
○第１分科会
テーマ：
「民児協として児童委員活動を推進していくために」
講 師：明治学院大学教授 松原 康雄 氏
○第２分科会
テーマ：
「子どもたちの健やかな育ちを支えるために」
講 師：至誠学舎立川 常務理事 髙橋 久雄 氏
○第３分科会
テーマ：
「多様な関係者との連携に基づく虐待の予防・早期発見」
講 師：関西学院大学 教授 前橋 信和 氏
○第４分科会
テーマ：
「低所得世帯の子どもを支援するために」
講 師：子どもの虹情報研修センター 研究部長 川松 亮 氏

５．平成２９年度（第７７回）関東ブロック民生委員児童委員活動研究協
議会
ア．期

日：平成２９年９月２８日（木）～２９日（金）

イ．場

所：ＮＡＳＰＡニューオータニ

ウ．参加人数：１０名（民生委員８名［流山市１、鴨川市１、富里市１、習志野市１、
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松戸市１、柏市１、芝山町１、大多喜町１］県民児協事務局２名）
エ．プログラム
（第１日目）
（１）代表者及び事務局長合同会議
（２）開 会
（３）全体会
（４）記念講演

テーマ：「
『心配させてもらいたい』ということ」
講 師：エッセイスト 藤田 市男 氏

（第２日目）分科会協議
○第１分科会：民生委員児童委員が活動しやすい環境整備に向けた取り組み
○第２分科会：様々な生活課題を抱えた人々を支えるために
○第３分科会：子どもや子育て家庭への切れ目ない支援を進めるために
○第４分科会：地域のつながり、地域の力を高めるために

６．全国民生委員指導者研修会（第２７回民生委員大学）
ア．期

日：平成３０年２月１４日（水）～１６日（金）

イ．場

所：ロフォス湘南

ウ．参加人数：２名（袖ケ浦市１名、茂原市１名）
エ．プログラム
（第１日目）
○行政説明
厚生労働省社会・援護局地域福祉課
○基調報告
テーマ：
「これからの民生委員児童委員活動に向けて」
講 師：全国社会福祉協議会 民生部長 池上 実 氏
○人権啓発講義
テーマ：
「人権課題への理解を深めるために」
講 師：全国社会福祉協議会 民生部長 池上 実 氏
（第２～３日目）
○講義・演習
テーマ：
「安定的・継続的な民児協活動を支えるために」
講 師：ルーテル学院大学 学事顧問・教授 市川 一宏 氏
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７．平成２９年度都道府県・指定都市民生委員児童委員協議会事務局会議
ア．期

日：平成２９年５月３０日（火）

イ．場

所：東京ビッグサイト ６０５、６０６会議室

ウ．参加人数：県民児協職員２名
エ．プログラム：
基調説明：「民生委員児童委員制度をめぐる動向と１００周年記念事業につい
て」
個別説明：
「１００周年記念大会について」
会場下見

Ⅲ．公益目的事業－指導事業

１．育成指導事業
（県民児協指定民児協・県モデル育成事業・全国互助共励）
県下民児協活動のより一層の充実をはかるため、活動助成金を交付し、さらなる活動
のレベルアップ、新規事業への取り組みを促すことを目的に実施。
また、助成民児協を対象とした合同会議を開催し、前年度の報告及び当該年度計画等
の発表を行い、住民への適切な支援活動を展開するための意見交換を行った。
（１）指定民児協合同会議
ア．日

時：平成２９年４月２４日（月）１３時～１５時３０分

イ．場

所：県社会福祉センター３階会議室

ウ．参加人数：１７名（民児協代表者１１名、県民児協副会長４名、事務局２名）
エ．議

事：①各地区民児協における事業運営並びに民生委員児童委員活動の現況
と今後の進め方について、②その他

（２）指定民児協事業の推進
ア．県民児協指定民児協
（平成２８・２９年度：継続）船橋市宮本地区民児協
（平成２８・２９年度：継続）香取市小見川地区民児協
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イ．県民児協モデル育成事業指定民児協
（平成２９・３０年度：新規）富里市民児協
ウ．全国互助共励事業指定民児協
（平成２９・３０年度：新規）習志野市袖ケ浦地区民児協
（平成２９・３０年度：新規）船橋市三山・田喜野井地区民児協

２．ちば民児協だより（定例会向け研修資料「ひだまり」との合併号）発
行
ちば民児協だよりと、定例会向け研修資料ひだまりの合併号として発行。
（１）発行状況 各７，８００部
第７４号：平成２９年１１月３０日 ３２頁
第７５号：平成３０年 ２月１５日 ２０頁
第７６号：平成３０年 ３月３１日 ２０頁
（２）編集会議の開催
（第１回）
ア．期 日：平成２９年５月１５日（月）１３時～１５時
イ．場 所：県社会福祉センター４階第２会議室
ウ．議 事：第７４号の掲載内容について
（第２回）
ア．期 日：平成２９年７月２８日（金）１３時～１５時
イ．場 所：県社会福祉センター１階会議室
ウ．議 題：第７４号の掲載内容について
（第３回）
ア．期 日：平成２９年１２月２７日（水）１１時３０分～１４時
イ．場 所：千葉市内
ウ．議 題：第７５号の掲載内容について
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（第４回）
ア．期 日：平成３０年２月１９日（月）１３時～１５時
イ．場 所：県社会福祉センター１階会議室
ウ．議 題：第７６号の掲載内容について

３．市町村民生委員児童委員協議会事務局会議及び事務局運営講座
事業計画・収支予算の説明を中心とした会議に加え、事務局向けの研修会を予定し
ていたところだが、翌月に控える民生委員制度創設１００周年記念大会の説明会を
開催した。
ア．日

時：平成２９年６月３０日（金）１３時３０分～１５時

イ．場

所：県社会福祉センター４階第１会議室

ウ．参加人数：５１名（市町村民児協事務局４６名、その他大野会長・事務局６名）
エ．プログラム：
（１）講義
（テーマ）「民生委員制度創設１００周年における全民児連の取り組み」
（講 師）県民児協会長 大野トシ子
（２）事業等説明：県民児協事務局
①平成２９年度事業説明
②各種研修会等
③活動記録講師養成講座の事業変更
④全国互助共励事業と県民児協弔慰金
⑤民生委員制度創設１００周年記念大会

４．活動記録講師養成講座
活動記録の記入方法について、各市町村ごとに講師養成を目的とした研修会の開
催を予定していたが、より統一・均一的な記入方法の周知をすべく、
「活動記録記入
講座」と題したＤＶＤを作成し市町村民児協へ配付した。
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５．活動記録・状況報告・福祉票記入マニュアルの修正
平成２２年に発行した「活動記録・状況報告・福祉票記入マニュアル」について、
平成２９年度にその内容修正等をはかり改訂版の発行を予定していたところだが、修
正内容が少ないことから状況報告マニュアルの修正箇所のみ修正シールを作成し、市
町村民児協へ委員定数分配付した。

６．ホームページ関連事業
平成２９年度中にホームページのリニューアルを予定していたが、システム・デ
ザイン等の調整に時間を要していることから、平成３０年度中に実施予定。
また、リーフレットのデザイン作成や活動周知用パネルの作成を行った。

７．主任児童委員連絡会
主任児童委員活動の役割をはじめ、子育て世帯や児童を取り巻く環境等に関する
意見交換を目的に開催。
（第１回）
ア．期 日：平成２９年１０月４日（水）１３時３０分～１５時３０分
イ．場 所：県社会福祉センター４階第１会議室
ウ．議 事：委員長選任、自己紹介、グループ討議（児童委員との連携について）
、
今後のスケジュールについて
（第２回）
ア．期 日：平成３０年２月７日（水）１３時３０分～１５時３０分
イ．場 所：県社会福祉センター４階第２会議室
ウ．議 題：グループ討議（学校との関わりについて）
、今後の方向性について
（第３回）
ア．期 日：平成３０年３月７日（水）１１時３０分～１４時３０分
イ．場 所：千葉市内
ウ．議 題：グループ討議（これからの子育て支援について）
、今後の方向性につ
いて
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