４ 平成 26 年度

秋の表彰等受賞者

１．平成 26 年度秋の叙勲・褒章
（社会福祉功績）
藍綬褒章

（鴨川市） 榎本 豊

平成 26 年の秋に、次の方々がそれぞれ受賞（章）さ
れました。誠におめでとうございました。
※氏名表記は敬称略

（木更津市）鈴木 秀章 （習志野市）川島 克巳
（流 山 市）堀江 文男 （流 山 市）伊藤 和子
（鎌ケ谷市）永尾 秀子 （鴨 川 市）石井 留美子
（浦 安 市）山﨑 順子 （四街道市）中尾 千惠子

（社会福祉功労以外）
瑞宝単光章（統計調査功労）
（木更津市） 安川 惠美子
黄綬褒章（業務精励）
（君津市） 佐原 進

５．全国民生委員児童委員連合会会長表彰
大会概要

第 83 回全国民生委員児童委員大会
（期日）平成 26 年 10 月 23 日（木）
（場所）和歌山市「ビッグホエール」

①優良民生委員児童委員協議会

２．厚生労働大臣表彰
大会概要

袖ケ浦市民生委員児童委員協議会

平成 26 年度全国社会福祉大会
（期日）平成 26 年 11 月 21 日（金）
（場所）東京・日比谷公会堂

②永年勤続単位民生委員児童委員協議会会長
（鴨川市） 榎本 豊

①民生委員・児童委員功労者
（市 川 市）森川 英子 （船 橋 市） 塩沢 初枝
（船 橋 市）堀江 保

鎌ケ谷市北部地区民生委員児童委員協議会

（野 田 市） 戸邉 敦子

（柏

市）長井 嶺子 （柏

市） 林 悦子

（柏

市）川崎 和子 （習志野市）麻生 美智子

（市 原 市）小出 洋子 （八千代市）岡野 洋子
②民生委員優良活動団体
浦安市北地区民生委員児童委員協議会

③永年勤続民生委員・児童委員
（市 川 市）伊東 香代 （船 橋 市）箕輪 石江
（船 橋 市）小桺 悦子 （船 橋 市）平井 孝枝
（船 橋 市）遠藤 典子 （成 田 市）岡本 隆志
（成 田 市）村嶋 孝志 （柏

市）林 英雄

（市 原 市）安崎 惠子 （我孫子市）鈴木 元子
（君 津 市）明石 勝

（印 西 市）山﨑 一枝

（香 取 市）弓削 富榮 （香 取 市）金子 眞理子

３．千葉県知事表彰（文化の日）
概要

（期日）平成 26 年 11 月３日（月）
（場所）千葉県議会

（健康福祉功労）
（富里市） 宮川 朱実

４．千葉県知事表彰（千葉県社会福祉大会）
大会概要

（期日）平成 26 年 11 月 13 日（木）
（場所）青葉の森公園芸術文化ホール

（社会福祉事業功労者 民生委員・児童委員）
（市川市）後藤 久子 （市川市）元田 美智子
（右上に続く）

④永年勤続民生委員・児童委員功労
（習志野市） 高橋 君枝

６．全国社会福祉協議会会長表彰（２と同大会）
（民生委員・児童委員功労者）
（習志野市）三代川 淑江

７．千葉県社会福祉協議会会長表彰（４と同大会）
（民生委員・児童委員功労者）
（市川市）林 多美子ほか、606 名

ちば民児協だより 67 号



５
１

平成 26 年度も、共同募金へのご協力ありがと
うございました。平成 26 年度の募金額等につい
てご報告いたします。引き続き、ご支援とご協力
をお願いいたします。

千葉県共同募金会
からのお知らせ

平成 26 年度の募金額と使途
共同募金額

合計 712,881,488 円

NHK 歳末たすけあい
募金 24,273,657 円

市町村歳末
たすけあい募金
230,499,167 円

合計 748,545,878 円

募金の使途

災害・被災者のために
24,386,000 円（3%）

赤い羽根募金
458,108,664 円

運動経費
75,405,000 円（10%）

障がい者の
ために（15%）
115,367,768 円

子ども達のために
62,614,732 円（8%）

住民のために
310,232,135 円
（42％）

お年寄りのために
160,540,243 円
（22％）

※募金額・助成額は、平成 27 年２月 28 日現在の数字です。
※収支は、災害等準備金取崩等の繰越金があるため一致しません。
※県民児協は、平成 26 年度に 2,000,000 円の助成を受けています。本誌の一部もこの助成金を活用させていただいています。

２

よくあるご質問 Q&A

Ｑ１．なぜ、民生委員が共同募金運動に協力するのですか？
An. 民生委員の皆さんと共同募金会との関わりは古く、明治時代の「相互扶助の精神により生活困窮者
への支援運動」に（民生委員の前身である）方面委員が取り組んだことが出発点とされています。
毎年、共同募金運動を行うことができるのは、民生委員の皆さん、町会・自治会長さんなど、募金
ボランティアの皆様のおかげです。
地域に密着した活動をされている民生委員の皆さんは、支援を必要としている住民の方を最もよく
把握し、また地域の皆さんに尊敬され幅広い人脈を持たれています。募金額が増えれば、それだけ多
くの方々を支援できるようになるため、共同募金による助成についても、
「募金のお願い」についても
民生委員さんのご協力は不可欠となっています。引き続き、ご支援・ご協力をお願いいたします。
Q２．共同募金は、何に使われているのですか？
An. 赤い羽根募金の約 60％と、歳末たすけあい募金
の全額は、募金された市町村でのお年寄りや障がい
者、子ども達等への社会福祉事業へ役立てられ、全
体の約 30％は県内の社会福祉団体や施設の事業・整
備、被災者や難病患者の支援等に使われています。
その他、毎年募金額の 3％を災害に備え積み立てし
ています。



（公財）千葉県民生委員児童委員協議会

お問い合わせ
社会福祉法人千葉県共同募金会
（住所）〒260-0026
千葉市中央区千葉港 4-3
県社会福祉センター 2 階
（TEL）043-245-1721（FAX）043-242-3338
（HP） http://www.akaihane-chiba.jp/
（E-mail）c-kyoubo@akaihane-chiba.jp

編集委員会では、地区や委員個々
意見募集

お知らせ

の活動に役立つ内容を掲載してい

５月 12 日（火）は「民生委員・
児童委員の日」です

きたいと考えております。
ぜひ、県民児協まで皆さまの感想や取り上げて

全民児連では、毎年５月 12 日の「民生委員・

ほしいテーマ、内容等に関するご意見をお寄せく

児童委員の日」から１週間を、「民生委員・児童

ださい。ご連絡方法は、電話や FAX、メール、お

委員の日 活動強化週間」と定めています。

手紙などいずれでも結構です。（匿名可）

この活動は、住民や関係機関等に、広くＰＲ活

皆様からのご意見をお待ちしております。

動を行い、民生委員の役割や活動内容について理
解の促進を図ることを目的としたものです。
活動しやすい環境づくりには、地域の理解が必

電 話：043-246-6011 ／ FAX：043-248-0084
メール：home@chiba-minkyo.or.jp
住 所：〒260-0026 千葉市中央区千葉港 4-3
千葉県社会福祉センター内

要不可欠です。ぜひ、地区民児協としてＰＲ活動
に取り組んでみてください。
県民児協では、平成 27 年４月中に、委員一人
当たり 50 枚程度のリーフレット（Ｂ５判・「民

本号は、
「災害時に向けた取り組
編集後記

生委員・児童委員をご存知ですか？」）を配布す

み」について特集を組みました。

る予定です。

この災害時に向けた取り組みは、

その他、ＰＲリーフレット等とあわせて、訪問
する一つのきっかけとしてご活用ください。

その地域の被災予想等によって大きく異なりま
す。また、行政や社協をはじめとした様々な関係
機関から期待される役割にも地域差があります。

概 要

基本的には、その多くは「平時における取り組
●実施期間

み」だろうと思われます。日頃行っている見守り
活動の延長として捉え、要援護者の台帳や災害福

平成 27 年５月 12 日（火）〜 18 日（月）

祉マップを整備している地域も多いと思います。

※地域の状況によって、期間の延長等を行っ
てもかまいません。

ご留意いただきたいのは、災害発災時は何より
もまず家族と自身の安全が最優先だということで

●一斉取り組み日

す。その上で、できる活動を、無理のない範囲で

平成 27 年５月 17 日（日）

行うということを考えていく必要があります。
※この実施要綱は、貴市町村民児協宛に、委
員一人あたり１部送付しています。詳細は、
そちらをご覧ください。
※当会発行のパンフレット「民生委員・児童
委員をご存知ですか？」及び過去作製のポ
スター等のデータは、ホームページに掲載
していますので、ご自由にご活用ください。
（当会 HP）http://www.chiba-minkyo.or.jp

ぜひ、
「60 分でできる実践活動検討」を活用し、
あらためて地区民児協の皆さんで話し合う場を
持ってみてください。
次号（平成 27 年６月予定）は、
「児童委員活動」
を特集テーマとする予定でおります。
ちば民児協だより編集委員長

加瀨 春男
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