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概  況 

 

 

近年は、少子高齢化が進行し、地域における人間関係が希薄化していることから、

孤立した高齢者世帯、貧困など深刻な課題を抱えた家族の増加、児童や障がい者に対

する虐待など、地域社会における課題が多様化、深刻化している傾向にあります。 

このような状況にあって、児童から高齢者にいたる幅広い関係機関との連携、協力

が求められており、それをつなぐ役割として民生委員・児童委員には大きな期待が寄

せられています。 

平成３０年度は、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、事業を推進したところです。 

 

研修事業については、県からの委託事業として、新任・中堅・会長・事例検討・主任

児童委員の各研修を実施しました。１泊２日で行われた会長研修では、部屋に分かれて

の情報交換、交流会、活動報告など充実した内容でした。また、主任児童委員研修では、

シンポジウム形式の研修を取り入れ、活発に活動している団体の活動報告を行うとと

もにシンポジストや会場の主任児童委員との意見交換が行われるなど、新たな取組み

を行いました。 

さらに、全国民生委員児童委員大会では、台風による大会２日目の中止や交通遮断と

いうハプニングに見舞われましたが、それに代わる研修会等を独自に実施するなど、限

られた空間のなかでの研修実施と参加者の安全管理に努めました。 

 

 指導事業については、「ちば民児協だより」を２回（第７７号～７８号）発行すると

ともに、ホームページのリニューアルや定例会の研修で活用できる「民生委員・児童委

員の概要と基本的な役割(入門編)」のＤＶＤを作成し、市町村民児協に配布しました。 

 

法人運営については、正副会長会議が９回開催され、事業運営についての活発な議論

が行われるとともに、理事会が３回、評議員会が２回開催され、平成２９年度事業報

告・収支決算、任期満了に伴う役員の選定、平成３１年度事業計画・収支予算、会計規

程の一部改正等の審議が行われました。 

また、第１９回千葉県民生委員児童委員大会運営委員会の設置が決議され、平成３１

年度大会開催に向けての準備を整えました。 
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平成３０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３０年５月１０日（木）１３時～１４時１５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：１０名（他 監事２名、事務局６名） 

エ．議    事：①平成２９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２９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 

役員(理事・監事)の選任について 

⑤第１９回千葉県民生委員児童委員大会の開催について 

 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 

 

（２）第２回理事会 

 ア．日  時：平成３０年５月２５日（金）１３時２０分～１３時４０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６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代表理事(会長)の選定 

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副会長の選定について 
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（３）第３回理事会 

 ア．日  時：平成３１年３月６日（水）１０時３０分～１１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：１３名（他 監事２名、事務局５名） 

 エ．議  事：①平成３１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３１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公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会 会計規程の一部改正 

について 

④平成３１年度定時評議員会及び臨時（第２、３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 

 

 

 

２．評議員会 

 

（１）定時評議員会 

 ア．日  時：平成３０年５月２５日（金）１０時３０分～１１時５０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：３４名（他 正副会長４名、監事２名、事務局６名） 

エ．議  事：①平成２９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２９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役員(理事・監事)の

選任について 

⑤第１９回千葉県民生委員児童委員大会の開催について 

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 

 

 

3



 

（２）第２回臨時評議員会 

 ア．日  時：平成３１年３月２２日（金）１０時３０分～１１時２０分 

 イ．場  所：千葉県社会福祉センター４階第１会議室 

 ウ．参加人員：３３名（他 正副会長５名、監事２名、事務局５名） 

 エ．議 事：①平成３１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３１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公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会 会計規程の一部改正 

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 

         ②平成３１年度定時評議員会及び臨時（第２、３回）評議員会の開催

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３０年４月２６日（木）１０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（正副会長５名、事務局６名） 

 エ．議  事：①評議員会・理事会発議資料 

        ②平成３０年度各種研修について 

       ③平成３０年度関東ブロック民生委員児童委員活動研究協議会の参

加者について 

       ④平成３０年度全国民生委員児童委員大会(沖縄)の旅程について 

       ⑤平成３０年度全国民生委員児童委員連合会会長表彰 優良民生委

員・児童委員協議会表彰について 

        ⑥その他 

・市町村民児協事務局会議の開催概要について 

         ・１００周年シンボルマーク及び応援マークの使用について 

         ・今後の会議予定について 
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（２）第２回正副会長会議 

 ア．日  時：平成３０年６月１１日（月）１０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：①千葉県の予算に関する要望書について 

②平成３０年度各種研修について 

③全国民生委員児童委員大会(沖縄)の参加申込等について 

④民生委員児童委員ＰＲリーフレットについて 

オ．報  告：①関東ブロック民生委員児童委員活動研究協議会の旅程等について 

②その他 

・平成３０年度市町村民児協事務局会議について 

・今後の会議予定について 

 

（３）第３回正副会長会議 

 ア．日  時：平成３０年７月６日（金）１３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全国民生委員児童委員大会(沖縄)について 

② 本会の研修体系について 

③「全国モニター調査」に基づく事例学習開催地の募集について 

オ．報  告：①単位民児協会長研修会について 

②その他 

・共励事業の見直しに関するアンケートの実施について 

・今後の会議予定について 

 

（４）第４回正副会長会議 

 ア．日  時：平成３０年９月３日（月）１３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：９名（正副会長４名、事務局５名） 

エ．議  事：①共励事業の見直しについて(アンケートの回答) 

②平成３０年度各種研修について 

オ． 報  告：①県への予算要望について 

②全国民生委員児童委員大会(沖縄)について 

③松戸市小金南部地区民児協 研修会について 

④今後の会議予定について 
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（５）第５回正副会長会議 

 ア．日  時：平成３０年１０月５日（金）１３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平成３１年度事業について 

②平成３０年度各種研修について 

③会計規程の改正について 

④地域版 活動強化方策について 

⑤定例会用研修ＤＶＤの作成について 

オ．報    告：①全国民生委員児童委員大会(沖縄)延泊に伴う経費の精算について 

②今後の会議予定について 

 

（６）第６回正副会長会議 

 ア．日  時：平成３０年１１月１９日（月）１０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平成３１年度事業について 

②平成３０年度各種研修について 

③ＤＶＤの概要と制作費用について 

④ＨＰリニューアル 作業スケジュールについて 

⑤県大会事務局分担表について 

⑥研修参加者等の人選について 

⑦指定民児協の募集について 

オ．報  告：①今後の会議予定について 

 

（７）第７回正副会長会議 

 ア．日  時：平成３０年１２月７日（金）１０時３０分～ 

 イ．場  所：千葉市民会館 

 ウ．参加人員：１０名（正副会長５名、事務局５名） 

エ．議  事：①平成３１年度事業について 

 ②ＰＲ用パネルの作成について 

③千葉県民生委員児童委員大会講演者の選定について 

④２０１９年度事業別日程表について 

⑤民生委員児童委員の担い手不足解消 PR について  

オ．報  告：①民生委員大学の参加者の決定について 

②今後の会議予定について 
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（８）第８回正副会長会議 

 ア．日  時：平成３１年１月１８日（金）１３時３０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：①民生委員活動紹介パネルについて 

②千葉県民生委員児童委員大会講演者の選定について 

③平成３１年度千葉県委託研修への応募について 

④一斉改選に伴う役員改選スケジュールについて 

オ．報  告：①ＤＶＤの作成について 

②民生委員児童委員顕彰碑及びマキの木について 

③今後の会議予定について 

 

（９）第９回正副会長会議 

 ア．日  時：平成３１年２月２５日（月）１３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：９名（正副会長４名、事務局５名） 

エ．議  事：①平成３０年度第２回評議員会・第３回理事会発議資料 

②第１９回千葉県民生委員児童委員大会第１回運営委員会発議資料 

③平成３１年度各種研修について 

オ．報  告：①ＨＰの進捗状況について 

②今後の会議予定について 

 

 

 

４．決算監査会 

 

ア．日  時：平成３０年４月２７日（金） 

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２９年度事業報告に係る監査 

②平成２９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  ２７人 ２７０，０００円 

配 偶 者  ３７人 １１１，０００円 

計  ６４人 ３８１，０００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 ６件 ２００，０００円 

一 

 

般 

一 般 死 亡 ２８件 ８４０，０００円 

配 偶 者 死 亡 ３６件 ５４０，０００円 

一 般 傷 病  
２ヶ月未満 ９件 ７２，０００円 

２ヶ月以上 ５８件 ５８０，０００円 

災 害 見 舞 
居 宅 ０件 ０円 

居宅以外 ０件 ０円 

退 任 慰 労  

３年以上９年未満 ３３件 ９９，０００円 

９年以上１５年未満 １０件 ５０，０００円 

１５年以上 １件 ７，０００円 

計 １８１件  ２，３８８，０００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 

 

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３０年７月１２日（木）～１３日（金） 

イ. 場  所：鴨川ホテル三日月 

 ウ. 参加人数：３００名（民生委員等２９２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：「単位民児協の運営と会長の役割」 

講 師：ルーテル学院大学 学長 市川 一宏 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３０年９月６日（木）１０時３０分～１５時００分 

イ．場  所：千葉市文化センター・アートホール 

ウ．参加人数：３２２名（他 関係者・事務局７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～１人ひとりを大切に」 

講 師：弁護士 佐久間 水月 氏 
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（講 義②） 

テーマ：「地域で暮らすひとり親家庭の支援―子ども家庭福祉の視点から」 

講 師：淑徳大学 教授 稲垣 美加子 氏 

 

（第２回） 

ア．日  時：平成３０年９月７日（金）１０時３０分～１５時００分 

イ．場  所：千葉市文化センター・アートホール  

ウ．参加人数：２７５名（他 関係者・事務局７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～１人ひとりを大切に」 

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の支援―子ども家庭福祉の視点から」 

講 師：淑徳大学 教授 稲垣 美加子 氏 

 

（第３回） 

ア．日  時：平成３０年９月１３日（木）１０時３０分～１５時００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：９５名（他 関係者・事務局６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～１人ひとりを大切に」 

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の現状と課題」 

講 師：野田市 母子・父子自立支援員 田中 恵子 氏 

 

（第４回） 

ア．日  時：平成３０年１０月１１日（木）１０時３０分～１５時００分 

イ．場  所：市川市文化会館・小ホール 

ウ．参加人数：２５４名（他 関係者・事務局７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～１人ひとりを大切に」 

講 師：弁護士 佐久間 水月 氏 
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（講 義②） 

テーマ：「地域で暮らすひとり親家庭の支援―子ども家庭福祉の視点から」 

講 師：淑徳大学 教授 稲垣 美加子 氏 

 

（第５回） 

ア．日  時：平成３０年１０月１２日（金）１０時３０分～１５時００分 

イ．場  所：さわやかちば県民プラザ・ホール 

ウ．参加人数：２１９名（他 関係者・事務局７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～１人ひとりを大切に」 

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の現状と課題」 

講 師：野田市 母子・父子自立支援員 田中 恵子 氏 

 

（第６回） 

ア．日  時：平成３０年１０月１８日（木）１０時３０分～１５時００分 

イ．場  所：木更津市民会館・中ホール 

ウ．参加人数：１９９名（他 関係者・事務局７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～１人ひとりを大切に」 

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の現状と課題」 

講 師：野田市 母子・父子自立支援員 田中 恵子 氏 

 

（第７回） 

ア．日  時：平成３０年１０月１９日（金）１０時３０分～１５時００分 

イ．場  所：さわやかちば県民プラザ・ホール 

ウ．参加人数：２５７名（他 関係者・事務局６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～１人ひとりを大切に」 

講 師：弁護士 佐久間 水月 氏 
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（講 義②） 

テーマ：「地域で暮らすひとり親家庭の支援―子ども家庭福祉の視点 

から」 

講 師：淑徳大学 教授 稲垣 美加子 氏 

 

 

 

３．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３０年１１月１日（木）１３時００分～１６時００分 

イ．場  所：船橋市西部公民館・講堂 

ウ．参加人数：９９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 

先任准教授 松山 毅 氏 

 

（第２回） 

ア．日  時：平成３０年１１月２日（金）１３時００分～１６時００分 

イ．場  所：流山市地域福祉センター（ケアセンター）・研修室 

ウ．参加人数：１１４名（他 関係者・事務局６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 

先任准教授 松山 毅 氏 

 

（第３回） 

ア．日  時：平成３０年１１月６日（火）１３時００分～１６時００分 

イ．場  所：成田国際文化会館・小ホール  

ウ．参加人数：１０１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 

先任准教授 松山 毅 氏 

 

（第４回） 

ア．日  時：平成３０年１１月２０日（火）１３時００分～１６時００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：１０４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 

先任准教授 松山 毅 氏 

 

（第５回） 

ア．日  時：平成３０年１１月２１日（水）１３時００分～１６時００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：７５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 

先任准教授 松山 毅 氏 

 

（第６回） 

ア．日  時：平成３０年１２月１４日（金）１３時００分～１６時００分 

イ．場  所：横芝光町文化会館・集会室 

ウ．参加人数：６１名（他 関係者・事務局６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 

先任准教授 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３０年４月１９日（木）１３時００分～１６時００分 

イ．場  所：千葉市文化センター・セミナー室 

ウ．参加人数：５５名（他 関係者・事務局７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 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 

 

（第２回） 

ア．日  時：平成３０年８月３０日（木）１３時００分～１６時００分 

イ．場  所：千葉市民会館・特別会議室２ 

 ウ．参加人数：４９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 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 

 

（第３回） 

ア．日  時：平成３０年１２月７日（金）１３時００分～１６時００分 

イ．場  所：千葉市民会館・特別会議室２ 

 ウ．参加人数：３２名（他 関係者・事務局７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」 
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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 

 

 

 

５．主任児童委員研修会 

 

子どもの「居場所づくり」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、基調講演及びシンポジウムを開催。 

 

ア．日  時：平成３１年２月８日（金）１３時００分～１６時００分 

イ．場  所：千葉市民会館・大ホール 

ウ．参加人数：６０９名（他 関係者８名） 

エ．（１）基調講演 

テーマ：「地域における『居場所』の役割とは」 

講 師：順天堂大学 スポーツ健康科学部 先任准教授 松山 毅 氏 

（２）シンポジウム 

     ○コーディネーター 

   順天堂大学 スポーツ健康科学部 先任准教授 松山 毅 氏 

 ○助言者 

県民児協主任児童委員連絡会委員長（佐倉市民児協会長） 

   小林 眞智子 氏 

 ○シンポジスト 

   流山市主任児童委員連絡会       吉田 和子  氏 

   柏市富里地区民児協          飛知和 晶子 氏 

   イルカの会 佐倉市志津北部地区民児協 川﨑 恵子  氏 
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（県民児協単独研修事業） 

 

１．相談技法研修会 
 

傾聴技法や事例研究を通して、対人援助の基本的な知識・技術・態度について学

習を深めることを目的に開催。 

 

（第１回） 

ア. 日  時：平成３１年２月４日（月）１０時３０分～１５時００分 

イ. 場  所：千葉市民会館・小ホール 

 ウ. 参加人数：１０５名（他 関係者・事務局５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 

 

（第２回） 

ア. 日  時：平成３１年２月７日（木）１０時３０分～１５時００分 

イ. 場  所：千葉市民会館・小ホール 

 ウ. 参加人数：７３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 

 

（第３回） 

ア. 日  時：平成３１年２月２２日（金）１０時３０分～１５時００分 

イ. 場  所：千葉市民会館・小ホール 

 ウ. 参加人数：９２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．全国民生委員児童委員大会 

 

ア．期  日：平成３０年９月２７日（木）～２８日（金） 

イ．場 所：沖縄コンベンションセンター「展示場」 

ウ．参加人数：２４名〔民生委員２０名（市川市１、船橋市１、松戸市１、野田市

１、成田市１、佐倉市１、習志野市１、柏市２、市原市１、流山市

１、八千代市１、我孫子市１、鴨川市１、鎌ケ谷市１、君津市１、

浦安市１、袖ケ浦市１、酒々井町１、一宮町１）、県社協２名、県

民児協２名〕 

エ．プログラム 

  ○第１日目（９月２７日） 於：沖縄コンベンションセンター 

   （１）式 典 

       オープニング 琉球芸能団 うりずん 

開会あいさつ 

民生委員児童委員信条朗読 

民生委員・児童委員物故者への黙祷 

主催者あいさつ 

全民児連会長表彰 

        ・優良民児協：船橋市宮本地区民児協 

香取市小見川地区民児協 

        ・民生委員・児童委員功労者表彰  ：  １名 

        ・永年勤続民生委員・児童委員表彰 ：６６８名 

   （２）特別講義：「世界制覇への道～頂点へのこだわり～」 

講  師：佐久本 嗣男 氏 

   （３）大会宣言 

   （４）拠金贈呈 

   （５）次年度開催地あいさつ 

   （６）民生委員の歌斉唱 
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   （７）アトラクション  創作芸団レキオス 

 

  ○第２日目（９月２８日） 於：那覇市内及び宜野湾市内各会場 

    第２日目プログラムについては悪天候により中止。 

また、交通遮断により９月３０日（日）羽田空港に帰着。 

 

 

 

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３０年１０月１８日（木）～１０月１９日（金） 

イ．場 所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール（千葉県千葉市） 

ウ．参加人数：２名（船橋市１名、茂原市１名）  

エ．プログラム 

 ○第１日目（１０月１８日）   

 （１）オリエンテーション 

 （２）講義１：「相談の援助の視点と態度」 

 （３）演習１：ビデオ学習 「相談・支援のポイント（基礎編）」より 

    講師： 元梅花女子大学准教授 植田 寿之 氏 

 

 ○第２日目（１０月１９日） 

 （１）講義２：「相談援助の原点と本質」 

    演習２：「傾聴の基本」 

    講義３：「相談面接技法」 

    講師： 元梅花女子大学准教授 植田 寿之 氏 

 （２）演習３：ロールプレイ「相談面接の実際」 

    講義４：「振り返りまとめ」 

     講師： 元梅花女子大学准教授 植田 寿之 氏 

 

 

 

３．全国民生委員・児童委員リーダー研修会 

 

ア．期  日：平成３０年１１月１日（木）～３日（土） 

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 
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４．全国主任児童委員研修会 

 

ア．期  日：平成３０年７月２５日（水）～２６日（木） 

イ．場  所：新横浜プリンスホテル（神奈川県） 

ウ．参加人数：５名（松戸市１名、市原市２名、大網白里市１名、長柄町１名） 

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：「新たな児童委員活動強化推進方策の実現に向けて」 

講  師：明治学院大学 学長          松原 康雄 氏 

シンポジウム「子どもたちの健やかな育ちを支えるために」  

コーディネーター：至誠学舎立川   常務理事  髙橋 久雄 氏 

シンポジスト：児童健全育成推進財団 総務部長  阿南健太郎 氏 

       大洋社        常務理事  斎藤 弘美 氏 

       神奈川県藤沢市片瀬地区民児協主任児童委員 

                        松本眞理子 氏 

（第２日目） 

分散会：「全国児童委員活動強化推進方策の具体的展開に向けて」 

    Ａ会場 講師：明治学院大学 学長   松原 康雄 氏 

    Ｂ会場 講師：至誠学舎立川 常務理事 髙橋 久雄 氏 

    Ｃ会場 講師：関西学院大学 教授   前橋 信和 氏 

 

 

 

５. 全国児童委員研究協議会 

 

ア．期  日：平成３１年１月２２日（火）、２３日（水） 

イ．場  所：新横浜プリンスホテル 

ウ．参加人数：県内参加者なし 
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６．平成３０年度（第７８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３０年６月２６日（火）～２７日（水） 

イ．場  所：甲府富士屋ホテル 

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、松戸

市１、船橋市１、香取市１、市原市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：「フードバンク活動から見る子どもの貧困」 

      講 師：認定ＮＰＯ法人フードバンク山梨 

          理事長 米山 けい子 氏 

（第２日目）分科会協議 

○第１分科会 

テーマ：地域版「活動強化方策」の策定に向けて 

助言者：高崎健康福祉大学 教授 金井 敏 氏 

○第２分科会 

テーマ：地域のつながり、地域の力を高めるために 

助言者：武蔵野大学    教授 渡辺 裕一 氏 

○第３分科会 

テーマ：さまざまな課題を抱えた人々を支えるために 

助言者：山梨県立大学   教授 下村 幸仁 氏  

○第４分科会 

テーマ：地域の特性を生かした児童委員活動を推進するために 

助言者：山梨英和大学   教授  小林 真理子 氏 
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７．全国民生委員指導者研修会（第２８回民生委員大学） 

 

ア．期  日：平成３１年２月１３日（水）～１５日（金） 

イ．場  所：ロフォス湘南 

ウ．参加人数：２名（印西市１名、栄町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：「１００周年活動強化方策と地域版 活動強化方策について」 

講 師 ：全国社会福祉協議会 民生部長 佐甲 学 氏 

    人権学習：「人権課題の動向と基本的人権」 

講 師 ：東京都人権啓発センター    竹内 良 氏 

（第２～３日目） 

講義・演習：「民生委員・児童委員制度を発展させていくために」 

    講師：ルーテル学院大学 学事顧問・教授 市川 一宏  氏 

 

 

 

８．平成３０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３０年６月７日（木）～８日（金） 

イ．場  所：７日 ＴＫＰカンファレンスセンター新橋 

       ８日 全国社会福祉協議会 会議室 

ウ．参加人数：県民児協事務局２名 

エ．プログラム 

  （第１日目） 

行政説明①：「地域共生社会の実現に向けた民生委員活動への期待」 

行政説明②：「子ども家庭福祉と児童委員活動」 

    報 告  ： 「民生委員・児童委員をめぐる動向と平成３０年度全民児連事

業等について」 

   （第２日目） 

    分散会  ： 「地域版活動強化方策の策定に向けて」 

    分散会報告とまとめ 
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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３０年４月２６日（木）１３時～１５時３０分 

イ．場  所：県社会福祉センター４階第２会議室 

ウ．参加人数：１３名（民児協代表者６名、県民児協正副会長５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：終了）船橋市宮本地区民児協 

 （平成２８・２９年度：終了）香取市小見川地区民児協 

 （平成３０・３１年度：新規）松戸市小金南部地区民児協 

 

イ．県民児協モデル育成事業指定民児協 

（平成２９・３０年度：継続）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：継続）習志野市袖ケ浦地区民児協 

（平成２９・３０年度：継続）船橋市三山・田喜野井地区民児協 
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（３）新規指定民児協の研修会コーディネート 

ア．日  時：平成３０年９月１０日（月）１０時～１２時 

イ．場  所：松戸商工会議所 別館１階ホール 

ウ．参加人数：８０名（講師１名、小金南部地区２１名、松戸市その他地区３９名、

その他関係者１６名、事務局３名） 

エ．内  容：（講 師）ＮＰＯ法人新座子育てネットワーク 代表理事 坂本純子 氏 

（テーマ）「それぞれの地域の居場所」 

 

 

 

２．ちば民児協だより 
 

（１）発行状況 各８，０００部 

第７７号：平成３０年１０月 １日 ２４頁 

第７８号：平成３１年 ３月３１日 ２０頁 

 

（２）編集会議の開催 

（第１回） 

  ア．期 日：平成３０年５月２１日（月）１３時３０分～１５時３０分 

  イ．場 所：県社会福祉センター１階会議室 

  ウ．議 事：第７７号のテーマについて 

 

（第２回） 

  ア．期 日：平成３０年８月２９日（水）１３時３０分～１５時３０分 

  イ．場 所：千葉市内 

  ウ．議 題：第７７号の誌面構成について、第７８号の特集テーマについて 

 

（第３回） 

  ア．期 日：平成３０年１２月１０日（月）１６時～ 

  イ．場 所：千葉市内 

  ウ．議 題：第７８号の掲載内容について 

 

（第４回） 

ア．期 日：平成３１年２月１８日（月）１３時３０分～１５時３０分 

  イ．場 所：県社会福祉センター１階会議室 

  ウ．議 題：第７８号の掲載内容について、第７９号の特集テーマについて 
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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 
 

ア．日  時：平成３０年６月２２日（金）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．参加人数：５２名（市町村民児協事務局４６名、榎本副会長、事務局５名） 

エ．プログラム： 

（１）講 義 

（テーマ）「民生委員・児童委員活動について」 

（講 師）県民児協副会長 榎本 豊 

（２）民生委員活動保険説明：㈱福祉保険サービス 斉藤 英樹 氏 

（３）事業等説明：県民児協事務局 

①平成３０年度事業説明等 

②「民生委員制度創設１００周年活動強化方策」について 

       ③１００周年シンボルマーク及び応援マークの使用について 

④全国互助共励事業と県民児協弔慰金について 

 

 

 

４．定例会用研修ビデオの作成 
 

  本会で実施する新任民生委員児童委員研修会の内容を再構成の上、振り返り学習

用に、民生委員・児童委員の概要とその役割に関するＤＶＤを作成し市町村民児協へ

配付した。（名称）「民生委員・児童委員の概要と役割（入門編）」約５６分 

 

 

 

 

５．ＰＲ関連事業 
 

（ホームページ） 

平成３１年３月末に、本会ホームページのリニューアルを実施。住民向けには、民

生委員の役割や活動内容（全３２８地区・１，８５０事例）を掲載し、民生委員・児

童委員向けには、各種福祉制度や他地区広報誌等を掲載するなど、その充実に努めた。

また、今後は、週１・２回（火・金）を目処に、「お知らせ」情報などの更新を行って

いく予定。（ホームページ：http://www.chiba-minkyo.or.jp）※以前と変更なし 
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（ＰＲ関連・リーフレットの配布） 

毎年５月１２日の「民生委員・児童委員の日」から一週間は活動強化週間である。

地域住民や関係機関等へのＰＲ活動を目的としたリーフレットのデザインを新たに

した上で、下記の通り配布した。 

 

ア．時 期：平成３０年４月 

イ．方 法：「民生委員・児童委員 あなたのまちの相談相手」リーフレットを民

生委員一人あたり４０枚配布。 

        ※「ご存知ですか？民生委員・児童委員」イラスト版リーフレットに

ついては、平成３０年６月２２日（金）開催の市町村民児協事務担当

者会議においてデータ（ＣＤ－Ｒ）配布。 

 

 

 

６．主任児童委員連絡会 
 

（第１回） 

  ア．期 日：平成３０年７月２５日（水） 

  イ．場 所：県社会福祉センター３階会議室 

  ウ．議 事：グループ討議（子育ち・子育てを支援する関係者との連携（サロン・

交流会など）について）、今後の方向性について 

 

（第２回） 

  ア．期 日：平成３０年１０月４日（水） 

  イ．場 所：県社会福祉センター３階会議室 

  ウ．議 題：グループ討議（ＰＲ・啓発活動(赤ちゃん訪問など)について）、 

 主任児童委員研修会のパネラー候補について 

 

（第３回） 

  ア．期 日：平成３１年１月３０日（水） 

  イ．場 所：県社会福祉センター３階会議室 

  ウ．議 題：グループ討議（児童担当課・児童家庭課との連携について）、 

        主任児童委員研修会の当日のお手伝いや、意見発表について 
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