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概  況 

 

平成２８年度は、重点施策として、①一斉改選に伴う新任民生委員・児童委員研修

を始めとする研修・指導事業の充実、②第１８回千葉県民生委員児童委員大会の開催、

③公益財団法人としての組織・運営体制の推進の３点を掲げ、事業運営を推進したと

ころです。 

 

地域における課題が多様化、複雑化し、民生委員・児童委員の活動が一層重要性を

増している中で、平成２８年度は、３年に一度の一斉改選の年に当たったことから、

当協議会の研修事業については、新たに委嘱された方を対象とした新任民生委員児童

委員研修会を年間で７回実施し、単位民児協会長研修会についても新しく任命された

方が多いことから、開催日を改選後にするなど、一斉改選に合わせた開催としたとこ

ろです。 

さらに、中堅の民生委員・児童委員の方を対象とした研修は、グループ研修を取り

入れた中堅民生委員児童委員講座を年６回開催し、自主研修事業としては相談技法研

修会を開催するなど、研修の一層の充実を図ったところです。 

 

指導事業については、第１８回千葉県民生委員児童委員大会を、平成２８年７月に

千葉県文化会館において開催し、永年地域福祉に功績のあった方々を表彰するととも

に、今後の民生委員児童委員活動のさらなる向上を誓い、大会宣言を表明したところ

です。  

 また、各市町村民児協の実情に合った活動を促進するための民生委員活動出前講座

を実施し、指定民児協活動のより一層の充実を図るため、指定民児協モデル事業や共

励事業等に活動助成金を交付するとともに、平成２６年度から行ってきた民生委員・

児童委員活動検討部会においては、最終年度として報告を取りまとめたところです。 

情報提供としては、「ちば民児協だより」を、研修資料「ひだまり」との合併号とし

て発行し、さらに、ホームページのリニューアルに向けて検討を進めたほか、民生委

員児童委員活動を地域住民等に向けてＰＲするため、県を通して、県の広報媒体であ

る「県民だより」やＴＶ・ラジオ番組等での広報が実施されたところです。 

 

法人運営としては、理事会については、一斉改選後の役員選定に係る開催及び書面

表決による開催を含め４回開催したほか、評議員会については、改選に伴う理事・監

事・評議員の選定等に係る開催及び書面表決による開催を含む３回実施し、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２８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２８年５月１３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：１３名（他 監事１名、事務局５名） 

エ．議  事：①平成２７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２７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、理事、監

事選任規程」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第１８回千葉県民生委員児童委員大会の開催について 

        ③平成２８年度春の叙勲・褒章について 

        ④民生委員制度創設１００周年記念大会について 

 

（２）第２回理事会 

 ア．日  時：平成２９年１月１１日（水）１３時３０分～１５時００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：１４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 事業・会計制度の

再編及びそれに伴う変更認定申請について 

②平成２９年度事業計画書（案）について 

③平成２９年度収支予算書（案）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 評議員・理事・監

事の選任について 
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⑤公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会「ちば民児協だより」

編集委員会設置要綱の改定について 

        ⑥公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会「主任児童委員連絡

会」設置要綱の制定について 

 オ．報  告 ①第３回評議員会及び第４回理事会の開催について 

 

（３）第３回理事会 

 ア．日  時：平成２９年１月２５日（水）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：１２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 代表理事の選定について 

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 

 

（４）第４回理事会（書面表決） 

 ア．日  時：平成２９年３月１５日（水） 

 イ．場  所：（書 面） 

 ウ．参加人員：１４名 

 エ．議  事：①平成２９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 

        ②公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会 退職金支給規程の

一部改正について 

        ③公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会「ちば民児協だより」

編集委員の委嘱について 

        ④国の「民生委員活動に対する地方交付税措置」増額に伴う千葉県

への働きかけについて 

 カ．表決結果：賛成１４名（書面表決提出者１４名） 

 

 

２．評議員会 

 

（１）定時評議員会 

 ア．日  時：平成２８年５月２7 日（金）１０時３０分～１２時００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：３２名（他 正副会長５名、監事１名、事務局５名） 

エ．議  事：①平成２７年度千葉県民生委員児童委員協議会事業報告書（案）について 
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②平成２７年度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、理事、監

事選任規程」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第１８回千葉県民生委員児童委員大会の開催について 

        ③平成２８年度春の叙勲・褒章について 

        ④民生委員制度創設１００周年記念大会について 

 

（２）第２回評議員会 

 ア．日  時：平成２９年１月２５日（水）１０時３０分～１２時２０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：３５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 事業・会計制度の

再編及びそれに伴う変更認定申請について 

②平成２９年度事業計画書（案）について 

③平成２９年度収支予算書（案）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 評議員・理事・監

事の選任について 

⑤公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会「ちば民児協だより」

編集委員会設置要綱の改定について 

        ⑥公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会「主任児童委員連絡

会」設置要綱の制定について 

 オ．報  告 ①第３回評議員会及び第４回理事会の開催について 

 

（３）第３回評議員会 

 ア．日  時：平成２９年３月３０日（木） 

 イ．場  所：（書 面） 

 ウ．参加人員：４１名 

 エ．報  告：①平成２９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 

        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公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会 退職金支給規程の

一部改正について 

        ④公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会「ちば民児協だより」

編集委員の委嘱について 
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        ⑤国の「民生委員活動に対する地方交付税措置」増額に伴う千葉県

への働きかけについて 

オ．表決結果：同意４１名（書面表決提出者４１名） 

 

 

３．正副会長会議 

 

（１）第１回正副会長会議 

 ア．日  時：平成２８年４月２５日（月）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：１０名（正副会長５名、事務局５名） 

 エ．議  事：①平成２７年度事業報告書（案）について 

        ②平成２７年度決算報告書（案）について 

       ③平成２８年度（第７６回）関東ブロック民生委員児童委員活動研

究協議会について 

       ④平成２８年度第８５回全国民生委員児童委員大会（香川県）旅行

業者の選定について 

 オ．報  告：①第１８回千葉県民生委員児童委員大会記念講演について 

       ②平成２８年度市町村民児協事務局会議及び事務局運営講座について 

       ③民生委員活動出前講座について 

 

（２）第２回正副会長会議 

 ア．日  時：平成２８年６月１０日（金）１０時３０分～１１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：１０名（正副会長５名、事務局５名） 

 エ．議  事：①第１８回千葉県民生委員児童委員大会について 

        ②平成２８年度中堅民生委員講座について 

        ③平成２８年度新任民生委員児童委員研修会について 

        ④１００周年記念大会の参加者数について 

 オ．報  告：①民生委員・児童委員活動検討部会の進捗状況について 

       ②関東ブロック民生委員児童委員活動研究協議会について 

③第８５回全国民生委員児童委員大会について 

 

（３）第３回正副会長会議 

 ア．日  時：平成２８年７月４日（月）１３時３０分～１５時 

 イ．場  所：県社会福祉センター１階会議室 
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 ウ．参加人員：１０名（正副会長５名、事務局５名） 

 エ．議  事：①第１８回千葉県民生委員児童委員大会について 

        ②１００周年記念全国大会について 

        ③関東ブロック民生委員児童委員活動研究協議会について 

④平成２８年度第８５回全国民生委員児童委員大会について 

⑤単位民児協会長研修会について 

 

（４）第４回正副会長会議 

 ア．日  時：平成２８年９月２日（金）１０時３０分～１１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：１０名（正副会長５名、事務局５名） 

 エ．議  事：①平成２９年度予算要望書について 

        ②民生委員活動出前講座における対象民児協の選定について 

        ③平成２８年度相談技法研修会の講師について 

        ④ちば民児協だより編集委員会委員の任期について 

        ⑤一斉改選に伴う不足物品調査について 

        ⑥民生委員・児童委員制度や活動のあり方に関するアンケ－トについて 

オ．報  告：①平成２８年度単位民児協会長研修会について 

       ②平成２８年度主任児童委員研修会について 

  ③平成２８年度第８５回全国大会について 

④熊本地震民生委員・児童委員支援募金について 

 

（５）第５回正副会長会議 

 ア．日  時：平成２８年１０月７日（金）１０時１０分～１１時２０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２８年度第８５回全国大会について 

        ②県民だよりへの広報について 

        ③「新任民生委員・児童委員の活動の手引き（2016 年版）」の購入・

配布について 

        ④平成２９年度事業について 

        ⑤一斉改選に伴う諸事務について 

 オ．報  告：①平成２８年度相談技法研修会について 

 

（６）第６回正副会長会議 

 ア．日  時：平成２８年１１月２１日（月）１３時２０分～１４時５５分 
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 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年度事業別予算について 

        ②一斉改選に伴う役員改選及び会計制度について 

        ③一斉改選に伴う調査等について 

        ④全民児連『民生委員制度１００周年通史』について 

        ⑤平成２８年度下半期研修について 

 オ．報  告：①民生委員活動出前講座について 

        ②ホームページのリニューアルについて 

        ③平成２８年秋の勲章・褒章受章者について 

        ④ちば県民だよりについて 

 

（７）第７回正副会長会議 

 ア．日  時：平成２８年１２月２６日（月）１４時～１５時３０分 

 イ．場  所：県社会福祉センター３階会議室 

 ウ．参加人員：１０名（正副会長５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 事業会計制度の再編

及びそれに伴う変更認定申請について 

 ②平成２９年度事業計画書（案）について 

        ③平成２９年度収支予算書（案）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 評議員・理事・監事

の選任について 

        ⑤公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会「ちば民児協だより」

編集委員会設置要綱の改定について 

        ⑥公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会「主任児童委員連絡

会」設置要綱の制定について 

 オ．報  告：①第３回評議員会及び第４回理事会の開催について 

 

 

（８）第８回正副会長会議 

 ア．日  時：平成２９年１月２５日（水）１４時３０分～１５時１５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副会長職の業務分担について 

        ②民生委員制度創設１００週年記念全国大会について 

        ③平成２８年度県民児協下半期研修について 
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 オ．報  告：①今後のスケジュール等について 

        ②全国民生委員指導者研修会（第２６回全国民生委員大学）の参加

者について 

 

（９）第９回正副会長会議 

 ア．日  時：平成２９年３月３日（金）１０時２５分～１１時４０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平成２９年度定例評議員会及び臨時（第２回）評議員会の開催について 

        ②平成２９・３０年度の指定民児協助成先の選定について 

        ③全民児連『１００周年通史』について 

        ④平成２９年度千葉県委託研修への応募について 

 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公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会 退職金支給規程の

一部改正について 

        ③公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会「ちば民児協だより」

編集委員の委嘱について 

        ④国の「民生委員活動に対する地方交付税措置」増額に伴う千葉県

への働きかけについて 

        ⑤１００周年記念大会申込み状況について 

 

 

４．決算監査会 

 

ア．日  時：平成２８年４月２６日（火） 

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、加瀨副会長、事務局３名） 

エ．議  事：①平成２７年度事業報告に係る監査 

②平成２７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  ２４人 ２４０，０００円 

配 偶 者  ３８人 １１４，０００円 

計  ６２人 ３５４，０００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 ８件 ５３０，０００円 

一 

 

般 

一 般 死 亡 ２５件 ７５０，０００円 

配 偶 者 死 亡 ３８件 ５７０，０００円 

一 般 傷 病  
２ヶ月未満 １３件 １０４，０００円 

２ヶ月以上 ８１件 ８１０，０００円 

災 害 見 舞 
居 宅 ０件 ０円 

居宅以外 ０件 ０円 

退 任 慰 労  
９年未満 １４５１件 ４，３５３，０００円 

９年以上 ９８６件 ４，９３０，０００円 

計 ２６０２件  １２，０４７，０００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２，３８９件（９，１２５，０００円） 

（内  訳）９年未満：１，４１０件（４，２３０，０００円） 

９年以上：  ９７９件（４，８９５，０００円） 
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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１月３１日（火） 

イ. 場  所：千葉市文化センター・アートホール 

 ウ. 参加人数：２８２名（民生委員等２７４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：国際医療福祉大学 教授 小林 雅彦 氏 

 

 

２．中堅民生委員児童委員講座 

 

単位民児協あたり二名の中堅民生委員・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２８年９月９日（金）１３時００分～１６時１５分 

イ．場  所：横芝光町文化会館・集会室 

ウ．参加人数：６５名（他 関係者・事務局９名） 

エ．講義・グループワーク 

テーマ：「自殺リスクのアセスメント方法と受け止めることの重要さ」 

講 師：特定非営利活動法人 メンタルケア協議会  

理事 西村 由紀 氏 
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（第２回） 

ア．日  時：平成２８年９月１５日（木）１３時００分～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：１０２名（他 関係者・事務局１０名） 

エ．講義・グループワーク：テーマ及び講師ともに第１回目と同じ 

 

（第３回） 

ア．日  時：平成２８年９月２６日（月）１３時００分～１６時１５分 

イ．場  所：松戸市商工会議所・大会議室 

ウ．参加人数：１２７名（他 関係者・事務局７名） 

エ．講義・グループワーク：テーマ及び講師ともに第１回目と同じ 

 

（第４回） 

ア．日  時：平成２８年９月２８日（水）１３時００分～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：７３名（他 関係者・事務局９名） 

エ．講義・グループワーク：テーマ及び講師ともに第１回目と同じ 

 

（第５回） 

ア．日  時：平成２８年１０月３日（月）１３時００分～１６時１５分 

イ．場  所：船橋市西部公民館・講堂 

ウ．参加人数：１２０名（他 関係者・事務局７名） 

エ．講義・グループワーク：テーマ及び講師ともに第１回目と同じ 

 

（第６回） 

ア．日  時：平成２８年１０月２７日（木）１３時００分～１６時１５分 

イ．場  所：成田国際文化会館・国際会議室 

ウ．参加人数：９０名（他 関係者・事務局８名） 

エ．講義・グループワーク：テーマ及び講師ともに第１回目と同じ 

 

 

３．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。 
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（第１回） 

ア．日  時：平成２８年４月２２日（金）１３時～１６時 

イ．場  所：千葉県社会福祉センター４階第１会議室 

ウ．参加人数：３３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 森本 康介 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２８年１２月１３日（火）１３時～１６時 

イ．場  所：千葉市民会館・大ホール 

 ウ．参加人数：５３０名（他 関係者・事務局９名） 

エ．講  義：テーマ及び講師ともに第１回目と同じ 

 

（第３回） 

ア．日  時：平成２８年１２月１５日（木）１３時～１６時 

イ．場  所：印西市文化ホール 

 ウ．参加人数：２６８名（他 関係者・事務局９名） 

エ．講  義：下記の除き、テーマ及び講師ともに第１回目と同じ 

（講義②の講師）千葉県民生委員児童委員協議会 副会長 宮川 朱実 

    

 

（第４回） 

ア．日  時：平成２８年１２月２１日（水）１３時～１６時 

イ．場  所：東総文化会館・小ホール 

 ウ．参加人数：２８７名（他 関係者・事務局８名） 

エ．講  義：下記の除き、テーマ及び講師ともに第１回目と同じ 

（講義②の講師）千葉県民生委員児童委員協議会 副会長 榎本 豊 

 

12



（第５回） 

ア．日  時：平成２９年１月１０日（火）１３時～１６時 

イ．場  所：船橋市勤労市民センター・ホール 

 ウ．参加人数：２０８名（他 関係者・事務局８名） 

エ．講  義：テーマ及び講師ともに第１回目と同じ 

 

（第６回） 

ア．日  時：平成２９年１月１３日（金）１３時～１６時 

イ．場  所：君津市民文化ホール・中ホール 

 ウ．参加人数：３５７名（他 関係者・事務局８名） 

エ．講  義：下記の除き、テーマ及び講師ともに第１回目と同じ 

（講義②の講師）千葉県民生委員児童委員協議会 副会長 榎本 豊 

 

（第７回） 

ア．日  時：平成２９年１月１７日（火）１３時～１６時 

イ．場  所：さわやかちば県民プラザ・ホール 

 ウ．参加人数：４１３名（他 関係者・事務局８名） 

エ．講  義：テーマ及び講師ともに第１回目と同じ 

 

 

４．主任児童委員研修会 

 

児童虐待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２９年２月１６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：４３１名（他 関係者８名） 

エ．講  義 

テーマ：「地域で防ぐ児童虐待」 

講 師：柏児童相談所 所長 奥野 智禎 氏 
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（県民児協単独研修事業） 

 

１．相談技法研修会 

 

（第１回） 

ア. 日  時：平成２９年２月７日（火）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：９３名（他 関係者・事務局９名） 

 エ. 講義・グループワーク 

テーマ：「相談の基本を学ぶ」 

    講 師：NPO 法人 Keicho ネット 理事長 武藤 圭子 氏 

 

（第２回） 

ア. 日  時：平成２９年２月２１日（火）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：１０４名（他 関係者・事務局９名） 

 エ. 講義・グループワーク：テーマ及び講師ともに第１回目と同じ 

 

（第３回） 

ア. 日  時：平成２９年３月６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：７４名（他 関係者・事務局９名） 

 エ. 講義・グループワーク：テーマ及び講師ともに第１回目と同じ 
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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．平成２８年度 第８５回全国民生委員児童委員大会 

 

ア．期  日：平成２８年１０月２０日（木）～２１日（金） 

イ．場 所：サンメッセ香川 他 

ウ．参加人数：４４名（民生委員 40 名〔銚子市３名、市川市４名、船橋市３名、

木更津市２名、松戸市１名、野田市２名、成田市１名、佐倉市１名、

旭市１名、習志野市２名、柏市２名、市原市２名、流山市１名、八

千代市１名、鴨川市１名、鎌ケ谷市１名、君津市１名、浦安市２名、

四街道市２名、袖ケ浦市１名、印西市１名、富里市１名、匝瑳市１

名、大網白里市１名、栄町１名、長南町１名〕、県社協２名、県民児

協２名） 

エ．プログラム 

  ○第１日目（１０月２０日） 於：サンメッセ香川「大展示場」  

   （１）式 典 

       オープニング（高松市役所吹奏楽団） 

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 

       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） 

        ・優良民児協：船橋市海神地区 

           〃  ：八千代市 

           〃  ：四街道市旭中学校地区 

        ・永年勤続単位民児協会長表彰    ：５名 

        ・永年勤続民生委員・児童委員表彰  ：１３８名 

        ・永年勤続民生委員・児童委員功労表彰：５名 
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   （２）特別講義 

講義題：「ありがとう この生命 ありがとう あなたとの出会い」 

講 師：宗 由貴 氏 

少林寺拳法グループ総裁（少林寺拳法師家） 

   （一社）SHORINJI  KEMPO  UNITY 代表理事 

   （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  琴平高校郷土芸能同好会 

讃岐国分寺太鼓保存会 

 

  ○第２日目（１０月２０日）於：かがわ国際会議場及び近隣会場 

（１）活動交流集会１ 

      テーマ「高齢者が安心して暮らし続けることができる地域づくりのために」 

   （２）活動交流集会２ 

      テーマ「障がい者が生活しやすい地域づくりのために」 

   （３）活動交流集会３ 

      テーマ「子どもたちが健やかに育つことができる地域づくりのために」 

   （４）活動交流集会４ 

      テーマ「認知症の人や家族を地域で支えるために」 

   （５）活動交流集会５ 

      テーマ「災害に強い地域づくりのために」 

   （６）活動交流集会６ 

      テーマ「生活困窮者自立支援制度と民生委員・児童委員活動」 

   （７）活動交流集会７ 

      テーマ「幅広い関係者の連携による支え合いのまちづくり」 

   （８）活動交流集会８ 

      テーマ「子どもの貧困対策を進めていくために」 

   （９）活動交流集会９ 

      テーマ「民生委員・児童委員が活動しやすい環境整備のために」 

   （１０）活動交流集会１０ 

      テーマ「民生委員・児童委員を支える民児協機能の強化に向けて」 

   （１１）シンポジウム１ 

      テーマ「民生委員制度創設 100周年を前に」～今、問われているもの 

   （１２）シンポジウム２ 

16



      テーマ「児童委員制度創設 70周年を前に」～子どもたちの未来のために

期待されているもの  

 

 

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２８年８月２２日（月）～８月２３日（火） 

イ．場 所：TOC 有明（東京都江東区） 

ウ．参加人数：１名（四街道市）  

エ．プログラム 

 ○第１日目（８月２２日）  於：ＴＯＣ有明 

 （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（８月２３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 

 

 

３．全国民生委員・児童委員リーダー研修会 

 

ア．期  日：平成２８年１１月２日（水）～４日（金） 

イ．場  所：東京ベイ幕張ホール（千葉県） 

ウ．参加人数：１名（佐倉市）  

エ．プログラム 

 （第１日目：１１月２日）於：東京ベイ幕張ホール 

    講義１「一斉改選を控え単位民児協の活動を継続するために 

       ～民生委員・児童委員のリーダーに期待される役割」 

    講師：全国民生委員児童委員連合会副会長 福田 豊衍 氏 
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講義２「ハンセン病と人権～「らい予防法」廃止２０年にあたり」 

  講師：（公財）東京都人権啓発センター 研修講師 萩原 剛 氏 

 

情報報告「社会福祉の動向と民生委員・児童委員活動」 

    講師：全国社会福祉協議会 民生部長 池上 実 氏  

 （第２日目） 

講義とワークショップ「民児協活動におけるリーダーの役割 

          ～新任委員を支えるために」 

講師：文京学院大学准教授 中島 修 氏 

  （第３日目） 

     講義１「児童福祉法改正と児童委員活動への期待」 

     講師：明治学院大学学長 松原 康雄 氏 

     講義２「民生委員制度の 100 年について～わが国の社会福祉において民生委

員が果たした役割」 

     講師：立正大学教授 蟻塚 昌克 氏 

 

 

４．全国主任児童委員研修会 

 

ア．期  日：平成２８年８月１日（月）～８月２日（火） 

イ．場  所：東京ベイ幕張ホール（千葉県） 

ウ．参加人数：１１名（松戸市１名、佐倉市２名、市原市２名、浦安市１名、八街

市２名、大網白里市３名） 

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「児童福祉法改正と主任児童委員への期待」 

講師：明治学院大学学長・教授 松原 康雄 氏 

（３）シンポジウム「虐待への対応力を強化するために～地域における主任児

童委員の役割～」 

コーディネーター：昭和女子大学・國學院大學講師 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：「主任児童委員が果たすべき今日的役割をどう考えるか」 
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５. 全国児童委員研究協議会 

 

ア．期  日：平成２９年２月３日（金）～４日（土） 

イ．場  所：ＴＫＰガーデンシティ千葉（千葉県） 

ウ．参加人数：２名（野田市１名、佐倉市１名） 

エ．プログラム 

（第１日目） 

（１）行政説明：厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 

（２）講義「児童委員活動への期待～児童福祉法改正と全国児童委員活動強

化推進方策を踏まえて～」 

講師：明治学院大学学長・教授 松原 康雄 氏 

（３）シンポジウム 

テーマ：「民児協としての児童虐待への対応を考える」 

コーディネーター：昭和女子大学・國學院大學講師 髙橋 久雄 氏 

シンポジスト：和光市保健福祉地域包括ケア課 総括主査 斉藤 洋 氏 

             大阪府社会福祉協議会保育部会 地域貢献推進委員会 

             社会福祉法人淳心会 幼保連携型認定こども園 園長 

篠崎 直人 氏 

             浜松市中区曳馬南地区民生委員児童委員協議会 会長 

                              高山 良子 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：「地域の子育て支援、子どもたちの健全育成を進めるために」 

講 師：昭和女子大学・國學院大學講師 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：目白大学助教 泉谷 朋子 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：立教大学教授 湯澤 直美 氏 
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６．平成２８年度（第７６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２８年７月１４日（木）～１５日（金） 

イ．場  所：「ラフレさいたま」 

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、銚子市１、

浦安市１名、四街道市１、袖ケ浦市１、館山市１名］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：「２１世紀に残したいこと」 

      講 師：ミュージシャン タケカワユキヒデ 氏 

（第２日目）分科会協議 

○第１分科会：次なる１００年に向けた活動の方向性とそのための環境整備に

ついて 

○第２分科会：生活困窮者自立支援制度に関する民生委員・児童委員の取り組

みについて 

○第３分科会：児童委員活動を推進していくために 

○第４分科会：災害時における民生委員の活動について 

 

 

７．全国民生委員指導者研修会（第２６回民生委員大学） 

 

ア．期  日：平成２９年２月１５日（水）～１７日（金） 

イ．場  所：ロフォス湘南 

ウ．参加人数：２名（一宮町１名、大多喜町１名） 

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：「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関す

る検討委員会中間報告について」 

講師：全国社会福祉協議会 民生部長 池上 実 氏 

   （３）人権啓発講義：「ハンセン病と人権」 
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      講師：東京都人権啓発センター 研修講師 萩原 剛 氏 

（第２日目） 

（１）講義・演習 

   テーマ：「民児協における子ども・子育て支援活動を考える」 

      講師 ：昭和女子大学・國學院大學講師 髙橋 久雄 氏  

  （第３日目） 

（１）講義・演習：「今後の民児協活動を支えるリーダーへの期待」  

    講師：ルーテル学院大学 学事顧問・教授 市川 一宏 氏 

 

 

８．平成２８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２８年５月２３日（月）～２４日（火） 

イ．場  所：全国社会福祉協議会 灘尾ホール 

       東海大学校友会館 会議室 

ウ．参加人数：県民児協職員２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・児童家庭局総務課 

（２）基調説明①：「民生委員・児童委員制度をめぐる動向と２８年度全民児連

事業について」 

   （３）個別説明①「１００周年記念事業について」 

     （４）情報交換会 

 

（第２日目） 

   （１）個別説明②「一斉改選に関する事務取り扱いについて」 

     （２）個別説明③「互助共励事業、会長表彰の一部見直しに向けて」 
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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２８年４月２５日（月）１３：３０～１５：３０ 

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１０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：新規）船橋市宮本地区民児協 

 （平成２８・２９年度：新規）香取市小見川地区民児協 

 

イ．県民児協モデル育成事業指定民児協 

（平成２７・２８年度：継続）流山市民児協 

（平成２７・２８年度：継続）大網白里市大網地区民児協 

 

ウ．全国互助共励事業指定民児協 

（平成２７・２８年度：継続）松戸市五香地区民児協 

（平成２７・２８年度：継続）旭市中央地区民児協 

 

 エ．全国民生委員互助共励事業・中央共励事業 民児協活動振興事業 

 （平成２７・２８年度：継続）松戸市常盤平地区民児協 
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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 

（号 数） 第７１号、７２号、７３号 

（発行日） 平成２８年８月３１日、平成２８年１０月３１日、平成２９年 

      ３月３１日 

（構 成） ７１号：２４頁  ７２号：２８頁  ７３号：２８頁 

（発行部数）７,７００部 

 

（２）編集会議の開催 

（第１回） 

  ア．期 日：平成２８年６月２０日（月） 

  イ．場 所：県社会福祉センター１階会議室 

  ウ．議 事：今後の掲載内容、発行回数及び会議回数、第７１号の台割、今後の

スケジュールについて 

 

（第２回） 

  ア．期 日：平成２８年９月７日（水） 

  イ．場 所：県社会福祉センター１階会議室 

  ウ．議 題：第７２号の掲載内容、台割、今後のスケジュールについて 

 

（第３回） 

  ア．期 日：平成２８年１０月４日（火） 

  イ．場 所：県社会福祉センター４階第２会議室 

  ウ．議 題：第７２号の掲載内容の校正、今後のスケジュールについて 

 

（第４回） 

ア．期 日：平成２９年２月８日（水） 

  イ．場 所：県社会福祉センター１階会議室 

  ウ．議 題：新委員の顔合わせ、第７３号の台割の構成、今後のスケジュールについて 

 

（第５回） 

ア．期 日：平成２９年３月２３日（木） 
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  イ．場 所：県社会福祉センター１階会議室 

  ウ．議 題：第７３号の掲載内容、台割、今後のスケジュールについて 

 

 

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 

 

従来、事業計画・収支予算の説明を中心とした会議を開催していたところだが、

それに加え、事務局向けの研修会を下記のとおり実施した。 

 

ア．日  時：平成２８年６月２４日（金）１０時００分～１６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（市町村民児協事務担当者４４名、その他大野会長・県関係

者・事務局７名） 

エ．プログラム： 

（１）事業等説明：平成２８年度事業説明等 県民児協事務局 

（２）講義・グループワーク 

（テーマ）「灯台守に欠かせない ＴｏＤｏとは？～事務局としてできるこ

とを考える～」 

（講 師）合同会社泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏 

（事例発表）①県民児協会長 大野トシ子 

②柏市民児協  佐々木一茂 氏 

 

 

４．民生委員・児童委員活動検討部会 

 

平成２６年度より「民生委員・児童委員の後継者と継続性」をテーマに検討し、全

単位民児協会長を対象にして行った調査結果を踏まえて、同テーマに関して各自の地

域の状況を話し合うきっかけとなるよう報告書を発行した。 

 

（第１回） 

ア．日  時：平成２８年５月２７日（金）１３時００分～１５時００分 

イ．場  所：千葉県社会福祉センター３階会議室 

ウ．参加人数：部会員８名（他 事務局３名） 

エ．議  事：①部会報告書の内容について、②今後のスケジュール 

 

（第２回） 
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ア．日  時：平成２８年８月２６日（金）１０時００分～１２時００分 

イ．場  所：千葉県社会福祉センター３階会議室 

ウ．参加人数：部会員８名（他 事務局３名） 

エ．議  事：①部会報告書について（・内容について／・配布対象者について） 

       ②今後のスケジュール 

 

 

５．民生委員活動出前講座 
 

 研修会の講師の確保及び研修内容のコーディネート等を一部担い、市町村が希望す

る研修会のコーディネートを実施。 

 

（第１回）四街道市民児協 

ア．日  時：平成２８年１０月２８日（金）１３：３０～１５：００ 

イ．場  所：四街道市文化センター３０１・３０２号室 

ウ．参加人数：四街道市民児協１１４名（他、県・市民児協事務局５名） 

エ．プログラム：（講師）住民流福祉総合研究所 所長 木原 孝久 氏 

（内容）「地域における見守り活動～一斉改選後、退任者も続け

られる見守りとは～」 

 

（第２回）木更津市民児協 

ア．日  時：平成２９年１月２０日（金）１３：３０～１５：５０ 

イ．場  所：木更津市民総合福祉会館１階 市民ホール 

ウ．参加人数：木更津市民児協１６０名（他 県・市民児協事務局４名） 

エ．プログラム：（講師）桜美林大学 教授 大溝 茂 氏 

（内容）第１部（総論）「民生委員児童委員活動の実際と課題」 

第２部（各論）「民生委員児童委員活動のアンケートから」 

 

 

（第３回）栄町民児協 

ア．日  時：平成２９年３月２１日（火）９：３０～１２：００ 

イ．場  所：栄町役場 ５階会議室 

ウ．参加人数：栄町民児協３７名（他 県・町民児協事務局４名） 

エ．プログラム：（講師）合同会社泉惠造研修企画工房 代表社員 泉惠造 氏 

         （内容）講義１（総論） 

「把握し、つなぎ、見守るということ～委員の役割再発見～」 
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講 義２（グループワーク）※下記Ａ・Ｂいずれか 

「（選択Ａ）見守り活動と訪問」 

「（選択Ｂ）民生委員活動のよいところ・負担に感じる

ところ」 

 

 

６．第１８回千葉県民生委員児童委員大会 

 
（１）第２回運営委員会 

 ア．日  時：平成２８年６月１０日（火）１３：３０～ 

イ．場  所：県社会福祉センター３階会議室 

ウ．参加人数：運営委員２０名（他、県１名、県民児協事務局５名） 

エ．議題等 ：（進捗状況報告）大会日程／市町村民児協別被表彰者及び参加者数

／来賓出欠状況 

（第１号議案）被顕彰及び被永年勤続表彰者の選定について 

（第２号議案）プログラム別進行について 

（その他）  タイムスケジュール／アナウンス原稿／運営委員の

当日案内／係員 

 
（２）第１８回千葉県民生委員児童委員大会の開催 

ア．日  時：平成２８年７月１２日（火）１３時～１６時 

イ．場  所：千葉県文化会館・大ホール 

ウ．参加人数：１，６２４名 

（市町村民児協１，４４１名、来賓１３８名、係員４５名） 

※「市町村民児協」数は参加申込数を表記。 

エ．プログラム 

（式典） 

（１）開会のことば 

 千葉県民生委員児童委員協議会 副会長 榎本 豊 

（２）君が代斉唱 

（３）物故民生委員・児童委員へ黙祷 

（４）民生委員児童委員信条・児童憲章前文朗読 

      千葉県民生委員児童委員協議会 理事 高橋 君枝 

  （５）挨拶 

千葉県民生委員児童委員協議会 会長 大野 トシ子 

千葉県知事 （代理）副知事 諸橋 省明 氏 
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千葉県社会福祉協議会 会長       白戸 章雄 氏 

（６）千葉県民生委員児童委員会長表彰 

顕彰 ７名 

永年勤続民生委員・児童委員表彰 １，０９６名 

（７）来賓祝辞 

      千葉県議会議長 宇野 裕 氏 

      国会議員代表  森 英介 氏 

      千葉県市長会会長（東金市長）志賀 直温 氏 

（８）来賓紹介 

（９）祝電披露 

（１０）大会宣言 

  議長：千葉県民生委員児童委員協議会 副会長 加瀨 春男 

      宣言：千葉県民生委員児童委員協議会 副会長 宮川 朱実 

（記念講演） 

講 師：同志社大学大学院 教授 上野谷 加代子 氏 

テーマ：「たすけられ上手・たすけ上手に 民生委員・児童委員活動を 

～制度創設１００周年を前に～」 

 （民生委員の歌「花咲く郷土」斉唱） 

（閉会のことば） 

千葉県民生委員児童委員協議会 副会長 竹澤 勝昭 

 

 

７．ホームページ関連事業 

 
 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。 

 

 

８．ＰＲ関連事業 

 

  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・団体へのＰＲ活動を目的とした市町村民児協の活動支援をリ

ーフレット配布などによって行った。 

ア．日時    平成２８年４月中 

イ．方法    「民生委員をご存知ですか？」リーフレット配布 
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