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概  況 
 
平成２５年度は、重点施策として、①第８２回全国民生委員児童委員大会の準

備・開催、②民生委員児童委員の一斉改選に伴う新任研修・指導事業の充実、③

民生委員児童委員の資質向上に関する研修・指導事業の充実、④公益財団法人と

しての組織・運営体制の確立の４点を掲げ、事業運営を推進したところです。 

特に再重点施策としての、第８２回全国民生委員児童委員大会千葉大会につい

ては、千葉市との共催のもと平成２５年１０月１０日から１１日にかけて幕張メ

ッセイベントホールにおいて全国から３，９７９名の参加者を得て、盛会裏に開

催したところです。 

この大会では、千葉市をはじめ各市町村の民生委員児童委員協議会から   

約４００名の応援協力を得て実施されましたが、応援に参加されました方々に対

し、改めて感謝申し上げます。 

 

また平成２５年１２月１日には、民生委員児童委員の一斉改選が行われ、千葉

市を除き７，４８９人の定数のうち７，１５９名（充足率９５．６パーセント）

が新たに委嘱されたところです。 

このうち、当協議会の研修事業として、新たに委嘱された民生委員・児童委員

の２，２５１名の方々に対して新任民生委員児童委員研修会を９回に分け実施し、

基礎知識並びに活動に必要な知識の習得を図ったところです。 

 

また、指導事業については、民生委員児童委員の一斉改選年に併せ、千葉県民

生委員児童委員大会を千葉県社会福祉協議会の社会福祉大会との共催により実施

したところであり、当大会に約９００名の民生委員児童委員の参加を得、顕彰７

名、永年勤続表彰として１，１１３名の方々への表彰を行ったところです。 

一方、指定民児協の推進を図ることとし、指定民児協モデル事業、共励事業に

よる活動助成金を活用した事業展開や出前講座等を継続して事業実施したところ

です。 

情報提供としては、「ちば民児協だより」、研修資料「ひだまり」を発行するほ

か、ホームページの更新等を行ったところです。 

 

法人運営としては、公益法人１年目として５回の理事会を開催したほか、定時

評議員会における事業報告及び決算の審議をはじめ、一斉改選に伴う理事、評議

員の補選や事業計画及び収支予算の審議のための評議員会など併せて３回開催し、

適正な業務運営について審議を重ねていただいたところです。 
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平成２５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２５年５月２４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．参加人員：１０名（他 監事２名、事務局５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の定款変更につ

いて 
②平成２４年度千葉県民生委員児童委員協議会事業報告につ 

いて 
③平成２４年度千葉県民生委員児童委員協議会決算について 
④公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会理事、監事、評

議員選任規程の一部改正について 
⑤公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会理事会運営規

則の一部改正について 
⑥公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会の諸規程の整

備について 
⑦公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会の顧問の設置

について 
 オ．報  告：①平成２５年度春の叙勲・褒章について 

②第８２回全国民生委員児童委員大会千葉大会今後のスケジ

ュール等 
 
（２）第２回理事会 
 ア．日  時：平成２５年９月２６日（木）１５時～ 
 イ．場  所：県社会福祉センター３階会議室 
 ウ．参加人員：１２名（他 監事２名、事務局５名） 
 エ．議  事：①第１７回千葉県民生委員児童委員大会 運営委員会設置要綱（案）
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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会計規程細則（案）

について 
 オ．報  告：①第６３回千葉県社会福祉大会 
        ②第１７回千葉県民生委員児童委員大会の開催 
 
（３）第３回理事会（書面表決） 
 ア．日  時：平成２６年１月１６日（木） 
 イ．場  所：県社会福祉センター４階第１会議室 
 ウ．参加人員：１４名 
 エ．議  事：公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会理事・監事並びに

評議員の選出について 
 オ．表決結果：賛成１４名（書面表決提出者１４名） 
 
（４）第４回理事会 
 ア．日  時：平成２６年１月２７日（月）１３時３０分～１４時 
 イ．場  所：県社会福祉センター３階会議室 
 ウ．参加人員：１３名（他 監事２名、事務局５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副会長の選任に

ついて 
②関係機関の役割分担等について 

 
（５）第５回理事会 
 ア．日  時：平成２６年３月６日（木）１３時３０分～１６時１５分 
 イ．場  所：県社会福祉センター５階中研修室 
 ウ．参加人員：９名（他 監事２名、事務局４名） 
 エ．議  事：①平成２６年度事業計画（案）について 

②平成２６年度収支予算（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会計規程細則

（案）の制定について 
 
 
２．評議員会 
 
（１）定時評議員会 
 ア．日  時：平成２６年５月３１日（金）１３時３０分～１５時 
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 イ．場  所：県社会福祉センター４階第１会議室 
 ウ．参加人員：３６名（他 正副会長４名、監事２名、事務局５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の定款変更につ

いて 
②平成２４年度千葉県民生委員児童委員協議会事業報告につ 

いて 
③平成２４年度千葉県民生委員児童委員協議会決算について 
④公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会理事、監事、評

議員選任規程の一部改正について 
⑤公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会理事会運営規

則の一部改正について 
⑥公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会の諸規程の整

備について 
⑦公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会の理事の選任

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の顧問の選任に

ついて 
②平成２５年度春の叙勲・褒章について 
③第８２回全国民生委員児童委員大会千葉大会今後のスケジ

ュール等 
 
（２）第２回評議員会 
 ア．日  時：平成２６年１月１６日（木）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．参加人員：３０名（他 正副会長５名、監事２名、事務局５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の理事の選任に

ついて 
        ②公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会の監事の選任に

ついて 
        ③公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会の評議員の選任

について 
 オ．報  告：第８２回全国民生委員児童委員大会千葉大会決算報告 
 
（３）第３回評議員会 
 ア．日  時：平成２６年３月２０日（木）１３時３０分～１５時３０分 
 イ．場  所：県社会福祉センター３階会議室 
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 ウ．参加人員：３３名（他 正副会長４名、監事２名、事務局５名） 
 エ．議  事：①平成２６年度事業計画（案）について 

②平成２６年度収支予算（案）について 
 オ．報  告：「民生委員・児童委員活動保険」について 
 
 
３．正副会長会議 
 
（１）第１回正副会長会議 
 ア．日  時：平成２５年４月３日（水）１０時３０分～１２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２５年度業務執行理事の事務分掌 
        ②第８２回全国大会開催要綱 
       ③平成２５年度理事会・評議員会の開催（案） 
        ④その他 

○市町村民児協会長・事務担当者会議開催要領（案） 他 
 
（２）第２回正副会長会議 
 ア．日  時：平成２５年５月２１日（火）１３時３０分～１５時３０分 
 イ．場  所：県社会福祉センター３階会議室 
 ウ．参加人員：１０名（正副会長５名、事務局５名） 
 エ．議  事：①第１回理事会及び定時評議員会の開催 
        ②平成２４年度決算監査 
        ③春の叙勲受章者の祝賀会日程 
        ④その他 

○平成２５年度市町村民児協会長・事務担当者会議内容 
         ○第８２回全国大会 

・民生委員スタッフ 
          ・活動交流集会の進捗状況等 

○全民児連会長表彰・優良民児協表彰の選出 
○第７３回関東ブロック研究協議会 他 
○市民講座の開催 
○ちば民児協だより・ひだまり合同打合せ会議結果 

 
（３）第３回正副会長会議 
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 ア．日  時：平成２５年８月２２日（火）１５時～１７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５名、事務局４名） 
 エ．議  事：①平成２６年度組織対応 
        ②平成２５年度新任研修会における正副会長の役割 
        ③第８２回全国大会 

・式典時の役割分担 
         ・冊子「わたしたちの民児協活動」 
 オ．報  告：①全国大会 

・進捗状況 
・ＤＶＤの発注 
・スタッフジャンパー 
・横断幕 

        ②第６３回千葉県社会福祉大会・第１７回千葉県民生委員児童

委員大会の開催 
        ③ちば民児協だより第６５号の構成 他 
 
（４）第４回正副会長会議 
 ア．日  時：平成２５年９月２６日（木）１０時３０分～１２時 
 イ．場  所：県社会福祉センター３階会議室 
 ウ．参加人員：８名（正副会長５名、事務局３名） 
 エ．議  事：①第８２回全国大会実行委員会の議題 
        ②平成２５年第２回理事会の上程議案 
        ③第６３回千葉県社会福祉大会・第１７回千葉県民生委員児童

委員大会運営委員会の議題 
        ④会計規定細則の改正（案） 
 
（５）第５回正副会長会議 
 ア．日  時：平成２５年１１月２８日（木）１０時３０分～１２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５名、事務局４名） 
 エ．議  事：①平成２６年度人事 
        ②一斉改選に伴う（公財）千葉県民生委員児童委員協議会理事・

監事・評議員の選任手続きについて 
        ③活動記録出前講座の実施市町村の選定 
        ④新任単位民児協会長研修・単位民児協会長研修の開催内容 
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        ⑤平成２６年度事業方針（案） 
        ⑥（公財）千葉県民生委員児童委員協議会会員名簿作成要領（案） 
        ⑦その他 

○ちば民児協だより編集委員の委嘱 
         ○平成２５年度秋の叙勲・褒章受章者 
 
（６）第６回正副会長会議 
 ア．日  時：平成２５年１２月１９日（木）１０時３０分～１２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５名、事務局４名） 
 エ．議  事：①第８２回全国大会実行委員会及び専門委員会合同会議 
        ②市町村民児協代表者 
        ③あなたの街の民生委員活動の校正等 
        ④平成２６・２７年度指定民児協助成事業の募集 
        ⑤（公財）千葉県民生委員児童委員協議会職員給与規定の一部

改正 
 
（７）第７回正副会長会議 
 ア．日  時：平成２６年１月２７日（月）１０時１５分～１２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５名、事務局４名） 
 エ．議  事：①（公財）千葉県民生委員児童委員協議会第４回理事会 
        ②その他 
         ○全国民生員児童委員指導者研修会（第２３回民生委員大学） 
 
（８）第８回正副会長会議 
 ア．日  時：平成２６年３月６日（木）１０時３０分～１２時 
 イ．場  所：県社会福祉センター５階中研修室 
 ウ．参加人員：７名（正副会長３名、事務局４名） 
 エ．議  事：①平成２６年度事業計画及び収支予算（案） 
        ②民生委員児童委員活動検討部会委員の選定 
        ③ちば民児協だより・ひだまりの編集委員の選定 
        ④第４回理事会 
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４．決算監査会 
 
ア．日  時：平成２５年５月１７日（金）１０時～１２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５名（監事２名、榎本（淳）副会長、事務局２名） 

エ．議  事：①平成２４年度事業報告に係る監査 

②平成２４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  ２６人 ２６０，０００円 

配 偶 者  ３５人 １０５，０００円 

計  ６１人 ３６５，０００円 
 
 
（２）全国互助共励事業の給付状況 
 

種      別 件      数 金      額 

公 

務 

公 務 死 亡 ０件 ０円 

公 務 傷 害 ３件 １７０，０００円 

一 

 

般 

一 般 死 亡 ２６件 ７８０，０００円 

配 偶 者 死 亡 ３５件 ５２５，０００円 

一般傷病  
２ヶ月未満 １５件 １２０，０００円 

２ヶ月以上 ６２件 ６２０，０００円 

災 害 見 舞 
居 宅 ５件 １００，０００円 

居宅以外 ２件 ３０，０００円 

退任慰労  
９年未満 １，３３３件 ３，９９９，０００円 

９年以上 ９４９件 ４，７４５，０００円 

計 ２，４３０件 １１，０８９，０００円 

 
※「一般‐退任慰労」は、下記一斉改選時の退任慰労金を含む。 
（一斉改選時）計２，２４０件（８，５９８，０００円） 
（内訳）９年未満：１，３０１件（３，９０３，０００円） 

９年以上：  ９３９件（４，６９５，０００円） 
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Ⅱ．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 
 
単位民児協として、どのように地域福祉の増進（住民への支援活動）を行って

いくか検討することを目的に開催。 
ア. 日  時：平成２６年２月７日（金）１３時～１５時３０分 
イ. 場  所：千葉市文化センター・ホール 
 ウ. 参加人数：２６８名（他 関係者・事務局８名） 
 エ. 講  義：「民児協活動と関係機関との連携を考える」 
        講師：ＫＴ福祉研究所 所長 小倉 常明 氏 
 
 
２．新任民生委員児童委員研修会 
 
これから住民支援を行っていく新任民生委員児童委員に対し、基本的な役割や

制度概要等の習熟を目的に開催。 
 
（１）第１回研修会 
ア．日  時：平成２５年４月２３日（火）１３時～１６時 
イ．場  所：千葉県社会福祉センター３階会議室 
ウ．参加人数：４８名（他 関係者・事務局１０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 長田 有司 氏 

（講 義②） 
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深さ～」 
講 師：合同会社 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏 

（講 義③） 
テーマ：「民生委員児童委員活動のあり方」 
講 師：千葉県民生委員児童委員協議会 会長 大野 トシ子 
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（２）第２回研修会 
ア．日  時：平成２５年１２月１３日（金）１３時～１６時 
イ．場  所：千葉市文化センター・ホール 
 ウ．参加人数：２６８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 長田 有司 氏 

（講 義②） 
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深さ～」 
講 師：合同会社 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏 

（講 義③） 
テーマ：「民生委員児童委員活動のあり方」 
講 師：千葉県民生委員児童委員協議会 会長 大野 トシ子 

 
（３）第３回研修会 
ア．日  時：平成２５年１２月１８日（水）１３時～１６時 
イ．場  所：東総文化会館（他 関係者・事務局９名） 
 ウ．参加人数：２３４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 長田 有司 氏 

（講 義②） 
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深さ～」 
講 師：合同会社 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏 

（講 義③） 
テーマ：「民生委員児童委員活動のあり方」 
講 師：千葉県民生委員児童委員協議会 副会長 宮川 朱実 

 
（４）第４回研修会 
ア．日  時：平成２５年１２月２０日（金）１３時～１６時 
イ．場  所：袖ケ浦市民会館・大ホール 
 ウ．参加人数：２５２名（他 関係者・事務局９名） 
エ．講義 
（講 義①） 
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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 長田 有司 氏 

（講 義②） 
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深さ～」 
講 師：合同会社 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏 

（講 義③） 
テーマ：「民生委員児童委員活動のあり方」 
講 師：千葉県民生委員児童委員協議会 副会長 竹澤 勝昭 

 
（５）第５回研修会 
ア．日  時：平成２６年１月１０日（金）１３時～１６時 
イ．場  所：市川市文化会館・小ホール 
 ウ．参加人数：２０４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 長田 有司 氏 

（講 義②） 
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深さ～」 
講 師：合同会社 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏 

（講 義③） 
テーマ：「民生委員児童委員活動のあり方」 
講 師：千葉県民生委員児童委員協議会 副会長 竹澤 勝昭 

 
（６）第６回研修会 
ア．日  時：平成２６年１月１７日（金）１３時～１６時 
イ．場  所：印西市文化ホール 
 ウ．参加人数：２８１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 長田 有司 氏 

（講 義②） 
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深さ～」 
講 師：合同会社 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏 

（講 義③） 
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テーマ：「民生委員児童委員活動のあり方」 
講 師：千葉県民生委員児童委員協議会 副会長 宮川 朱実 

 
（７）第７回研修会 
ア．日  時：平成２６年１月２９日（水）１３時～１６時 
イ．場  所：さわやかちば県民プラザ 
 ウ．参加人数：３８６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 長田 有司 氏 

（講 義②） 
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深さ～」 
講 師：合同会社 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏 

（講 義③） 
テーマ：「民生委員児童委員活動のあり方」 
講 師：千葉県民生委員児童委員協議会 会長 大野 トシ子 

 
（８）第８回研修会 
ア．日  時：平成２６年１月３１日（金）１３時～１６時 
イ．場  所：南総文化ホール 
 ウ．参加人数：１６９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 長田 有司 氏 

（講 義②） 
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深さ～」 
講 師：合同会社 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏 

（講 義③） 
テーマ：「民生委員児童委員活動のあり方」 
講 師：千葉県民生委員児童委員協議会 副会長 榎本 豊 

 
（９）第９回研修会 
ア．日  時：平成２６年２月４日（火）１３時～１６時 
イ．場  所：千葉市文化センター・ホール 
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 ウ．参加人数：４０９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 長田 有司 氏 

（講 義②） 
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深さ～」 
講 師：合同会社 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏 

（講 義③） 
テーマ：「民生委員児童委員活動のあり方」 
講 師：千葉県民生委員児童委員協議会 副会長 榎本 豊 

 
 
３．主任児童委員研修会 
 
ア．日  時：平成２６年３月１３日（木）１３時００分～１５時３０分 
イ．場  所：千葉市民会館・大ホール 
ウ．参加人数：３５１名（他 関係者６名） 
エ．講義 
テーマ：「地域でできる虐待予防～非暴力コミュニケーションで繋がる・ 

地域のふれあい～」 
講 師：千葉県中央児童相談所主席児童福祉司兼調査課長 渡邉 直 氏 

 
 
４．市民講座 
  平成２５年度は、全国大会千葉大会及び一斉改選関係業務等、事務繁多によ

り未実施。 
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（県民児協単独研修事業） 

 

１．市町村民生委員児童委員協議会会長・事務担当者会議 

 

市町村民児協会長及び事務担当者が一堂に会し、講義等を通して今日的な課題

への対応方法等を学ぶことで、より良い地域住民への相談・支援方法について  

検討を行った。また、その他当該年度事業計画や各種研修会報告等を行った。 

 

ア．日  時：平成２５年６月１２日（水）１３：００～１６：００ 

イ．場  所：千葉県教育会館 

ウ．参加人数：１０４名（市町村民児協会長４４名、事務担当者５１名、 

関係者・事務局９名） 

エ．プログラム 

（１）全体会（講演・その他連絡事項） 

    テーマ：「地域における民児協の役割と運営」 

    講 師：淑徳大学教授 稲垣 美加子 氏 

（２）会長会議 

   （報告）  テーマ：全民児連評議員会協議事項等に関する報告 

報告者：県民児協会長 大野 トシ子 

   （情報提供）関東財務局千葉財務事務所、社会福祉法人千葉県共同募金会 

   （情報交換会）グループ討議 

（３）事務担当者会議 

    ・平成２５年度事業計画及び収支予算について 

    ・平成２５年度全国民生委員児童委員大会千葉大会について 

    ・全国民生委員互助事業について 

    ・民生委員・児童委員の身分及び職務上の公務災害補償について 

    ・その他事務連絡 

 

 

２．民生委員・児童委員講座 

 

講義・対談・グループワークを通して、活動の基盤となる地区民児協の運営や

関係機関との連携、定例会のあり方等について「活動しやすい環境づくり」に向

けた方策の検討を行った。 

（第１回目） 
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ア．日  時：平成２６年３月１８日（火）１３時００分～１６時３０分 
イ．場  所：千葉市民会館・小ホール 
ウ．参加人数：１５８名（他 関係者・事務局１５名） 
エ．講  義 
（講義） 

テーマ：「活動しやすい環境づくりを目指して～組織運営と地域連携 の

進め方～」 

講 師：合同会社泉惠造研修企画工房代表 泉 惠造 氏 

  （対談） 

テーマ：定例会のあり方、新任委員との向き合い方、行政・社協との連

携 ほか 

対談者：鴨川市役所福祉課長       羽田 幸弘 氏 

千葉県社会福祉協議会地域福祉部 会田 肇  氏 

鴨川市民児協会長        榎本 豊  氏 

習志野市民児協会長       高橋 君枝 氏 

進 行：泉 惠造 氏 

（グループワーク） 

テーマ：上記対談テーマと同 

講 師：泉 惠造 氏 

 

（第２回目） 

ア．日  時：平成２６年３月２５日（火） １３時００分～１６時３０分 
イ．場  所：千葉市民会館・小ホール 
ウ．参加人数：１５５名（他 関係者・事務局１０名） 
エ．講  義 
（講義） 

テーマ：「活動しやすい環境づくりを目指して～組織運営と地域連携 の

進め方～」 

講 師：合同会社泉惠造研修企画工房代表 泉 惠造 氏 

  （対談） 

テーマ：定例会のあり方、新任委員との向き合い方、行政・社協との連

携 ほか 

対談者：鴨川市役所福祉課長       羽田 幸弘 氏 

千葉県社会福祉協議会地域福祉部 会田 肇  氏 

鴨川市民児協会長        榎本 豊  氏 

習志野市民児協会長       高橋 君枝 氏 



17 
 

進 行：泉 惠造 氏 

（グループワーク） 

テーマ：上記対談テーマと同 

講 師：泉 惠造 氏 

 

 

３．新任単位民児協会長研修会 

 
ア. 日  時：平成２６年２月７日（金）１０時３０分～１２時 
イ. 場  所：千葉市文化センター・ホール 
 ウ. 参加人数：１４６名（他 関係者・事務局８名） 
 エ. 講  義：「地区民児協のありかたと会長の役割」 
        講師：ＫＴ福祉研究所 所長 小倉 常明 氏 
 

 

 

（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、

地域住民に対する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．平成２５年度 第８２回全国民生委員児童委員大会 

 
ア．期  日：平成２５年１０月１０日（木）～１１日（金） 
イ．場 所：幕張メッセ（イベントホール）他 
ウ．参加人数：１，４５８名（県内参加者） 
エ．プログラム 
  ○第１日目（１０月１０日） 於：幕張メッセイベントホール 
   （１）式 典 
       オープニング（下総乃国銚子はね太鼓保存会） 

開会あいさつ 
       式 辞 
       主催者あいさつ 
       全民児連会長表彰 

（千葉県関係受賞者） 
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        ・優良民児協：流山市八木中学校区 
           〃  ：松戸市小金南部地区 
           〃  ：松戸市常盤平地区  
        ・永年勤続民生委員・児童委員表彰  ：１３３名 
        ・永年勤続民生委員・児童委員功労表彰：３名 
   （２）特別講義 

テーマ：「自分が望むところで生活し続けるために～民生委員・

児童委員に期待すること～」 
講 師：北里大学病院患者支援センター部長 小野沢 滋 氏 

   （３）大会宣言 
   （４）拠金贈呈 
   （５）次期開催地あいさつ  
   （６）アトラクション（船橋市立船橋高等学校吹奏楽部） 
 
  ○第２日目（１０月１１日）於：幕張メッセ及び近隣の各会場 

（１）活動交流集会１ 
      テーマ「「つながり」の再構築と、支え合いのまちづくりの推進」 

   （２）活動交流集会２ 

      テーマ「生活困窮世帯のニーズ把握と相談支援活動の推進」 

   （３）活動交流集会３ 

      テーマ「災害時要援護者支援活動の推進」 

   （４）活動交流集会４ 

      テーマ「小地域での福祉活動を進めるための環境づくり」 

   （５）活動交流集会５  

      テーマ「高齢者が安心して住み続けることができる地域づくりの推進」 

   （６）活動交流集会６ 

      テーマ「子供の健やかな育ちを支えるための地域づくりの推進」 

   （７）活動交流集会７ 

      テーマ「児童虐待等の課題を抱える親子への支援活動の推進」 

   （８）活動交流集会８ 

      テーマ「障がい者や関係団体・機関とともに進める地域づくり」 

   （９）活動交流集会９ 

      テーマ「民生委員・児童委員活動の充実と民児協運営の強化」 

   （１０）活動交流集会１０（特別集会） 

      テーマ「東日本大震災被災地における民生委員児童委員活動」 
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２．民生委員・児童委員のための相談技法研修会 

 
ア．期  日：平成２５年８月１日（木）～８月２日（金） 
イ．場 所：新横浜国際ホテル（神奈川県） 
ウ．参加人数：県内参加者なし 
 

 

３．全国民生委員・児童委員リーダー研修会 

 
ア．期  日：平成２５年１１月１１日（月）～１３日（水） 
イ．場  所：新横浜プリンスホテル（神奈川県） 
ウ．参加人数：県内参加者なし 
 

 

４．全国主任児童委員研修会 

 

ア．期  日：平成２５年８月２８日（水）～２９日（木） 
イ．場  所：グランドホテル浜松 
ウ．参加人数：８名（市川市１、松戸市１、佐倉市１、習志野市１、市原市２、

八街市１、印西市１） 
エ．プログラム 
（第 1日目） 

（１）行政説明：厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課 

（２）講義 

テーマ：「子ども、子育て家庭をめぐる課題と主任児童委員の活動」 

講 師：明治学院大学副学長・教授 松原 康雄 氏 

（３）シンポジウム 

テーマ：「地域における児童健全育成活動を考える～学校等と連

携した子どもとの関わり、支援について～」 

コーディネーター：昭和女子大学教授 髙橋 久雄 氏 

（第２日目） 

分散会：３会場に分かれての研修 
テーマ：「孤立しがちな子育て家庭の支援、児童虐待の早期発見、

早期対応について考える～関係者との連携および主任児

童委員の役割～」 

 



20 
 

５. 全国児童委員研究協議会 

 
ア．期  日：平成２５年１月２０日（月）～２１日（火） 
イ．場  所：東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート 
ウ．参加人数：１名（佐倉市） 
エ．プログラム 
（第１日目） 

（１）行政説明：厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課 

（２）講義 

テーマ：「児童委員活動への期待～全国児童委員活動強化推進方

策の展開～」 

講 師：昭和女子大学教授 髙橋 久雄 氏 

（３）シンポジウム 

テーマ：「地域全体で子どもや子育て家庭を支えるために 

           ～子どもの貧困問題を中心に」 

コーディネーター：昭和女子大学 教授 髙橋 久雄 氏 

 

（第２日目）分科会 

○第１分科会 

テーマ：「子どもや子育て家庭を支えるための民児協の役割や活動に

ついて（参加対象・民児協会長）」 

講 師：昭和女子大学教授 髙橋 久雄 氏 

○第２分科会 

テーマ：「幅広い関係機関との連携による切れ目のない子育て支援に

ついて」 

講 師：元東京都市大学教授 山岸 道子 氏 

○第３分科会 

テーマ：「児童委員が子どもたちにとって身近な『おとな』となるために」 

講 師：関西学院大学教授 前橋 信和 氏 

○第４分科会 

テーマ：「保育所や学校等と連携した虐待の予防や早期発見等について」 

講 師：淑徳大学教授 柏女 霊峰 氏 
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６．平成２５年度（第７３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２５年７月１日（月）～２日（火） 
イ．場  所：「東武ホテル レバント東京」 
ウ．参加人数：１０名（民生委員７名［船橋市１、東金市１、習志野市１、流山市

１、鴨川市１、富里市１、南房総市１］東金市社協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：「ともに支え合い、自分らしく暮らせる地域を目指して 
        ～精神障がい者支援の現場から～」 

講 師：（社福）桜ヶ丘社会事業協会桜ヶ丘記念病院長 岩下 覚 氏 
 
（第２日目）分科会協議 
○第１分科会：民生委員・児童委員活動の普及・啓発～身近な相談相手、      

頼りになる存在と知ってもらうために～ 
○第２分科会：地域住民を巻き込んだ活動～地域との協働の促進、支え合え

る地域を目指して～ 
○第３分科会：９０周年活動強化方策・行動宣言の取り組み状況と今後の

対応について～児童虐待や犯罪被害などから子どもを守

る取り組み～ 
○第４分科会：民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくりに向けた      

取り組みについて～生き生きと活動を続けてもらうため

にできること～ 
 
 
７．全国民生委員指導者研修会（第２３回民生委員大学） 
 
ア．期  日：平成２５年２月１９日（水）～２１日（金） 
イ．場  所：ロフォス湘南 
ウ．参加人数：２名 
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エ．プログラム 
（第１日目） 

（１）行政説明：厚生労働省社会・援護局地域福祉課 

（２）基調報告：「民生委員・児童委員をめぐる動向と都道府県・指定都 

市民児協活動の推進」 

講 師：全国民生委員児童委員連合会副会長 堀江 正俊 氏 

   （３）人権啓発ＤＶＤ視聴 

 

（第２日目） 
（１）グループ討議 

テーマ：「民児協活動の充実強化に向けて～活動しやすい環境づく

りとリーダーの役割～」  

    ：地域住民への民生委員・児童委員活動への理解推進について 

      コーディネーター：文京学院大学准教授 中島 修 氏 

  （第３日目） 

（１）講 義：これからの時代に向かう民生委員・児童委員の役割 

～委員の歴史と地域社会の変化をふまえて期待すること～ 

    講 師：立正大学教授 蟻塚 昌克 氏 
 
 
８．平成２５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２５年６月１３日（木）～１４日（金） 
イ．場  所：全国社会福祉協議会 
ウ．参加人数：県民児協職員１名 
エ．議  事： 
（第１日目） 
（１）行政説明①：厚生労働省社会・援護局地域福祉課 
     行政説明②：厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課 
（２）説明①  ：「民生委員・児童委員制度をめぐる動向と全民児連と  

しての対応について」 
（３）分散会  ：「本年度一斉改選への対応と委員負担の軽減等のため

の取り組みについて」 
   （４）連絡・報告事項 
     （５）情報交換会 
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（第２日目） 

   （１）分散会報告 
第一日の分散会討議内容について、各グループからの報告 

（３）説明②：「全民児連事業について」 
 

 

 

Ⅲ．指導事業 

 

１．育成指導事業 

（県民児協の指定民児協・県モデル育成事業・全国互助共励・中央共励事業） 

 

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２５年４月２４日（水）１３：３０～１６：００ 

イ．場  所：千葉県社会福祉センター４階第２会議室 

ウ．参加人数：１２名（民児協代表者９名、県民児協副会長２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２４・２５年度：継続）袖ケ浦市民児協 

（平成２４・２５年度：継続）鎌ケ谷市北部地区民児協 

 

イ．県民児協モデル育成事業指定民児協 

（平成２５・２６年度：継続）野田市民児協 

 

ウ．全国互助共励事業指定民児協 

（平成２５・２６年度：継続）八街市八街東地区民児協 
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（平成２５・２６年度：継続）栄町民児協 

 

 

２．定例会向け研修資料「ひだまり」の発行 

 

毎月実施されている地区民児協の定例会時に活用できる研修資料として、平成

２３年度より発行。情報提供のみを目的とする既存の広報誌とは異なり、委員同

士で住民への支援活動について検討を行うことができるワークシートとして作成。 

 

（発行状況） 

第５号：平成２６年３月１８日発行 ２０頁 

 

 

３．活動記録出前講座 

 

住民への支援活動等を記録する活動記録。その適正な記入方法の周知のため、

県内５箇所で実施した。 

 

（第１回） 

ア．対象民児協：匝瑳市民児協 

イ．期  日 ：平成２６年１月２１日（火） 

ウ．場  所 ：匝瑳市ふれあいセンター 

エ．参加人数 ：３２名（市民生委員３０名、市民児協事務局１名、県民児協

職員１名） 

 

（第２回） 

ア．対象民児協：鎌ケ谷市民児協 

イ．期  日 ：平成２６年２月６日（木） 

ウ．場  所 ：鎌ケ谷市総合福祉センター 

エ．参加人数 ：２６名（市民生委員２４名、市民児協事務局１名、県民児協

職員１名） 

 

（第３回） 

ア．対象民児協：木更津市民児協 

イ．期  日 ：平成２６年２月２１日（金） 

ウ．場  所 ：木更津市民総合福祉会館 
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エ．参加人数 ：３７名（市民生委員３５名、市民児協事務局１名、県民児協

職員１名） 

 

（第４回） 

ア．対象民児協：白井市民児協 

イ．期  日 ：平成２６年３月１１日（火） 

ウ．場  所 ：白井市保健福祉センター  

エ．参加人数 ：３２名（市民生委員２９名、市民児協事務局２名、県民児協

職員１名） 

 

（第５回） 

ア．対象民児協：芝山町民児協 

イ．期  日 ：平成２６年３月１９日（水） 

ウ．場  所 ：芝山町中央研修所 

エ．参加人数 ：２４名（民生委員２１名、町民児協事務局２名、県民児協職

員１名） 

 

 

４．ホームページ関連事業 
 

 市町村及び各地区民児協の概要や活動内容が掲載されている「あなたの街の民

生委員活動」について、一斉改選後に各市町村に対し校正を依頼。（平成２６年度

５月末を目途に更新予定） 

また、関係団体等が主催する事業や、啓発・予防に関する情報周知について、

住民向け及び民生委員向けページ双方において行った。 

 

 

５．「ちば民児協だより」の発行 
 
（１）発行状況 
（号数）第６５号 
（発行日）平成２６年１月１日 
（部数等）１２頁 ７,７００部 

 
（２）編集会議の開催 
（第１回） 
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  ア．期 日：平成２５年５月１７日（金） 
  イ．場 所：県社会福祉センター３階会議室 
  ウ．議 事：第６５号及び６６号の企画、ひだまりとの合併について 
 
（第２回） 
  ア．期 日：平成２５年７月２５日（木） 
  イ．場 所：県社会福祉センター３階会議室 
  ウ．議 題：第６５号の構成について 
 
（第３回） 
  ア．期 日：平成２５年１１月７日（木） 
  イ．場 所：県社会福祉センター３階会議室 
  ウ．議 題：第６５号の校正 
 
（第４回） 
ア．期 日：平成２５年１２月１２日（木） 

  イ．場 所：県社会福祉センター３階会議室 
  ウ．議 題：第６５号の校正、第６６号の企画 
 
（第５回） 
ア．期 日：平成２６年３月１１日（火） 

  イ．場 所：県社会福祉センター１階会議室 
  ウ．議 題：ちば民児協だよりとひだまりの合併について 
 
 
６．第６３回千葉県社会福祉大会・第１７回千葉県民生委員児童委員

大会の開催 
 
ア．日  時：平成２５年１１月１１日（月）１３時３０分～１５時４５分 
イ．場  所：千葉県文化会館・大ホール 
ウ．参加人数：１，６４３名（うち、民生委員関係者８９３名） 

※当日は、市町村別受付のため未集計。上記は割当数表記。 
エ．講 義 
（式典） 
（１）開式のことば 
（２）主催者あいさつ 
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〇千葉県知事 
〇千葉県社会福祉協議会会長 
〇千葉県共同募金会会長 
○千葉県民生委員児童委員協議会会長 

（３）表 彰 
〇千葉県知事表彰及び感謝状贈呈 
〇千葉県社会福祉協議会会長表彰及び感謝状贈呈 
〇千葉県共同募金会会長表彰及び感謝状贈呈 
○千葉県民生委員児童委員協議会会長顕彰及び表彰 
（顕彰：７名、永年勤続表彰：１，１１３名） 

（４）激励のことば 
〇千葉県議会議長 

（５）来賓祝辞 
○国会議員代表 

（６）閉式のことば 
 
（記念講演） 
テーマ：厚生労働省「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」

に参加して 
講 師：全国民生委員児童委員連合会理事 

横浜市民生委員児童委員協議会会長 長谷川 正義 氏 


