平成２７年度

事 業 報 告 書

自 平成２７年４月 １日
至 平成２８年３月３１日

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会

概

況

平成２７年度は、重点施策として、①県委託事業の実践的な研修事業の展開、
②指導事業における新規講座の推進、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、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
委員研修会を実施し、中堅の民生委員・児童委員の方を対象とした研修は、平成
２７年度から施行された「生活困窮者自立支援法」をテーマとした中堅民生委員
児童委員研修を、前年度からの２年計画で実施するとともに、新規事業としてグ
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回開催しており、単位
民児協会長研修においては、３年に一度の宿泊研修を行い、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。
また、指導事業については、各市町村民児協の実情に合った活動を促進するた
め、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
２８年度に実施予定の第１８回千葉県民生委員児童委員大会に向け、運営委員会
を立ち上げ、第 1 回会議を開催したところです。
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
として発行したほか、ホームページの更新を行い、地域住民等へのＰＲ活動に資
するリーフレットの配布等を行ったところです。
法人運営としては、公益法人３年目として、理事会については、理事改選に伴
う開催を含め３回開催したほか、評議員会については、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、書面表決を含む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。

平成２７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２７年５月１５日（金）１０時３０分～１１時４５分

イ．場

所：県社会福祉センター４階第２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２６年度千葉県民生委員児童委員協議会事業報告
②平成２６年度千葉県民生委員児童委員協議会決算
③公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会処務規定の一
部改正
④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
⑤公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会役員の任期満
了に伴う改選

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
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の
一部改正
③平成２７年度春の叙勲・褒章

（２）第２回理事会
ア．日

時：平成２７年５月２５日（月）１０時３０分～１０時４５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会長の選任
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任

（３）第３回理事会
ア．日

時：平成２８年３月１１日（金）１３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：１３名（他 監事１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特定費用準備資
金取扱規程の整備
②公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会.事業計画
③公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会収支予算
④第１８回千葉県民生委員児童委員大会の開催について
⑤公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会特定個人情報取
扱規程の整備

オ．報

告：①厚生労働省「社会・援護局関係主管課長会議資料抜粋」
②全民児連「平成２７年度第３回評議員会議案書」

２．評議員会
（１）定時評議員会
ア．日

時：平成２７年５月２１日（木）１３時３０分～１４時４０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：３３名（他 正副会長５名、監事２名、事務局５名）
エ．議

事：①平成２６年度千葉県民生委員児童委員協議会事業報告
②平成２６年度千葉県民生委員児童委員協議会決算
③公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会処務規定の一
部改正
④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
⑤公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会役員の任期満
了に伴う改選

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
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の
一部改正
③平成２７年度春の叙勲・褒章

（２）第２回評議員会（書面表決）
ア．日

時：平成２７年１０月２８日（水）

イ．場

所：（書 面）

ウ．参加人員：４０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評議員の選任

オ．表決結果：賛成４０名（書面表決提出者４０名）
（３）第３回評議員会
ア．日

時：平成２８年３月２２日（火）１０時３０分～１２時

イ．場

所：県社会福祉センター４階第１会議室

ウ．参加人員：３１名（他 正副会長５名、監事１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特定費用準備資
金取扱規程の整備
②公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会事業計画
③公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会収支予算
④第１８回千葉県民生委員児童委員大会の開催
⑤公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会特定個人情報取
扱規程の整備

オ．報

告：①厚生労働省「社会・援護局関係主管課長会議資料抜粋」
②全民児連「平成２７年度第３回評議員会議案書」

３．正副会長会議
（１）第１回正副会長会議
ア．日

時：平成２７年４月３日（金）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２７年度事務分掌
②各研修事業
③第１８回千葉県民生委員児童委員大会にかかる運営委員の選任
④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等の選定
⑤全国民生委員児童委員大会旅程

（２）第２回正副会長会議
ア．日

時：平成２７年５月８日（火）１４時～１６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公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会理事会・評議員
会にかかる上程議案

オ．報告事項：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
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
の一部改正
③平成２７年度春の叙勲・褒章
（３）第３回正副会長会議
ア．日

時：平成２７年７月９日（木）１５時４５分～１７時

イ．場

所：鴨川ホテル三日月

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年度千葉県単位民児協会長研修会の役割分担
②群馬県単位民児協会長研修会の基調報告依頼
③平成２７年度中堅講座（新規）
④民生委員活動出前講座
⑤県男女共同参画センター・県社協との共催事業
⑥主任児童委員研修会
⑦第８４回全国民生委員児童委員大会の日程
⑧第１８回千葉県民生委員児童委員大会の日程
⑨県への要望事項
⑩祝賀会

（４）第４回正副会長会議
ア．日

時：平成２７年１０月２日（金）１３時２０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：９名（正副会長４名、事務局５名）
エ．議

事：①平成２７年度第８４回全国民生委員児童委員大会
②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
③第１８回千葉県民生委員児童委員大会
④「県民だより」への掲載
⑤活動記録講師養成講座
⑥平成２８年度事業

オ．報

告：①平成２７年度主任児童委員研修会
②平成２７年度相談技法研修会
③民生委員活動出前講座の進捗状況
④男女共同参画センター及び県社協との共催事業

（５）第５回正副会長会議
ア．日

時：平成２７年１２月７日（月）１０時２０分～１１時５０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５名、事務局４名）
エ．議

事：①平成２８年度予算編成方針
②「県民だより」への掲載希望（概要）
③会員名簿の整理
④活動記録出前講座
⑤主任児童委員研修会及び相談技法研修会の役割分担
⑥全国民生委員指導者研修会の参加者の選出

オ．報

告：①平成２７年度第２回評議員会（書面表決）の結果
②市町村からの要望
③叙勲・褒章祝賀会
④民生委員活動出前講座の進捗状況
⑤マイナンバー制度

（６）第６回正副会長会議
ア．日

時：平成２８年２月１９日（金）１０時２０分～１２時１０分

イ．場

所：県社会福祉センター３階事務室

ウ．参加人員：１０名（正副会長５名、事務局５名）
エ．議

事：①平成２８年度事業別予算
②千葉県健康福祉指導課委託研修のプロポーザル
③公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会特定個人情報取
扱規程等
④会員名簿の整備
⑤第１８回千葉県民生委員児童委員大会の日程
⑥一斉改選に伴う役員改選

オ．報

告：①「県民だより」への掲載

（７）第７回正副会長会議
ア．日

時：平成２８年３月４日（金）１３時２５分～１４時４０分

イ．場

所：県社会福祉センター４階第２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特定費用準備資
金等取扱規程の整備
②平成２８年度事業計画

③平成２８年度収支予算
④第１８回千葉県民生委員児童委員大会の開催
⑤公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会特定個人情報取
扱規程の整備

４．決算監査会
ア．日

時：平成２７年５月１３日（水）１３：３０～

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２６年度事業報告に係る監査
②平成２６年度決算に係る監査

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

１６人

１６０，０００円

配 偶 者

３４人

１０２，０００円

計

５０人

２６２，０００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

２件

２１０，０００円

一

般

死

亡

１５件

４５０，０００円

亡

３４件

５１０，０００円

２ヶ月未満

１２件

９６，０００円

２ヶ月以上

５２件

５２０，０００円

宅

１件

２０，０００円

居宅以外

０件

０円

９年未満

４７件

１４１，０００円

９年以上

１７件

８５，０００円

１８０件

２，０３２，０００円

配

偶

一

一般傷病

般

災害見舞

退任慰労
計

者

死

居

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２７年７月９日（木）～１０日（金）

イ. 場

所：鴨川ホテル三日月

ウ. 参加人数：２９２名（民生委員等２８４名、講師１名、県庁職員２名、県
事務局５名）
エ. 内

容

＜第一日目＞
①講

義

テーマ：「これからの民生委員・児童委員活動
～民生委員制度創設１００周年を前に～」
講 師：全国社会福祉協議会 民生部長 池上 実 氏

②情報交換

グループ討議

＜第二日目＞
①情報交換発表会
②指定民児協 事業報告
・県民児協指定民児協（Ｈ２５・２６）
野田市民児協

会 長 戸邉 敦子 氏

・全国互助共励指定民児協（Ｈ２５・２６）
八街市八街東地区民児協 副会長 太田 藝子 氏
・全国互助共励指定民児協（Ｈ２５・２６）
栄町民児協

会 長 穴原 昌弘 氏

２．中堅民生委員児童委員研修会
平成２７年４月より施行された「生活困窮者自立支援法」を軸に、生活困窮者
等への相談・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２７年９月１１日（金）１０時３０分～１５時１５分

イ．場

所：匝瑳市市民ふれあいセンター・ホール

ウ．参加人数：１１９名（他 関係者・事務局１１名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「生活困窮者自立支援法について」
講 師：千葉県健康福祉指導課 副課長 下村 敏弘 氏
（講 義②）
テーマ：
「生活困窮者自立支援の実施について」
講 師：香取自立支援相談センター長 福水 睦夫 氏
（講 義③）
テーマ：
「生活困窮者の支援について」
講 師：たすく法律事務所 弁護士 常岡 久寿雄 氏
（第２回）
ア．日

時：平成２７年９月１６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：２２６名（他 関係者・事務局１１名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「生活困窮者自立支援法について」
講 師：千葉県健康福祉指導課 副課長 下村 敏弘 氏
（講 義②）
テーマ：
「生活困窮者自立支援の実施について」
講 師：いちはら生活相談サポートセンター長 大戸 優子 氏
（講 義③）
テーマ：
「生活困窮者の支援について」
講 師：たすく法律事務所 弁護士 常岡 久寿雄 氏

（第３回）
ア．日

時：平成２７年９月１７日（木）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：２３６名（他 関係者・事務局１１名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「生活困窮者自立支援法について」
講 師：千葉県健康福祉指導課 副課長 下村 敏弘 氏
（講 義②）
テーマ：
「生活困窮者自立支援事業の実施について」
講 師：四街道市社会福祉協議会 及川 哲 氏
（講 義③）
テーマ：
「生活困窮者の支援について」
講 師：たすく法律事務所 弁護士 常岡 久寿雄 氏
（第４回）
ア．日

時：平成２７年９月２９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：２３４名（他 関係者・事務局１０名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「生活困窮者自立支援法について」
講 師：千葉県健康福祉指導課 副課長 下村 敏弘 氏
（講 義②）
テーマ：
「生活困窮者自立支援制度」
講 師：松戸市社会福祉協議会 松戸市自立相談支援センター
主任相談員 平松 富雄 氏
（講 義③）
テーマ：
「生活困窮者の支援について」
講 師：たすく法律事務所 弁護士 常岡 久寿雄 氏
（第５回）
ア．日

時：平成２７年９月３０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：２５２名（他 関係者・事務局１０名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「生活困窮者自立支援法について」
講 師：千葉県健康福祉指導課 副課長 下村 敏弘 氏
（講 義②）
テーマ：
「生活困窮者支援事業の取り組みについて」
講 師：柏市地域生活支援センターあいネット所長 白田 東吾 氏
（講 義③）
テーマ：
「生活困窮者の支援について」
講 師：たすく法律事務所 弁護士 常岡 久寿雄 氏
（第６回）
ア．日

時：平成２７年１０月６日（火）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：３０６名（他 関係者・事務局１０名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「生活困窮者自立支援法について」
講 師：千葉県健康福祉指導課 副課長 下村 敏弘 氏
（講 義②）
テーマ：
「生活困窮者自立支援法について」
講 師：船橋市 保険と福祉の総合相談窓口 さーくる
所長 赤堀 久里子 氏
（講 義③）
テーマ：
「生活困窮者の支援について」
講 師：たすく法律事務所 弁護士 常岡 久寿雄 氏
（第７回）
ア．日

時：平成２７年１０月８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：２１１名（他 関係者・事務局１２名）
エ．講

義

（講 義①）
テーマ：
「生活困窮者自立支援法について」
講 師：千葉県健康福祉指導課 副課長 下村 敏弘 氏
（講 義②）
テーマ：
「生活困窮者自立支援制度」

講 師：千葉県中核地域生活支援センター 君津ふくしネット
山口 誉典 氏
富津市社会福祉協議会 事務局長 吉原 賢一 氏
（講 義③）
テーマ：
「生活困窮者の支援について」
講 師：たすく法律事務所 弁護士 常岡 久寿雄 氏

３．中堅民生委員児童委員講座（新規）
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２７年１１月６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：６７名（他 関係者・事務局７名）
エ．講

義
テーマ：
「在宅高齢者への虐待と民生委員の関わり方」
講 師：東邦大学 看護学部 教授 岸 恵美子 氏

オ．演

習 事例検討、情報交換

（第２回）
ア．日

時：平成２７年１１月１６日（月）１３時００分～１６時１５分

イ．場

所：松戸市勤労会館・ホール

ウ．参加人数：１１７名（他 関係者・事務局９名）
エ．講

義
テーマ：
「高齢者虐待防止に向けて」
講 師：横浜市立大学 看護学科 教授 松下 年子 氏

オ．演

習 事例検討、情報交換

（第３回）
ア．日

時：平成２７年１１月３０日（月）１３時００分～１６時１５分

イ．場

所：成田国際文化会館・小ホール

ウ．参加人数：９６名（他 関係者・事務局８名）

エ．講

義
テーマ：
「高齢者虐待防止に向けて」
講 師：横浜市立大学 看護学科 教授 松下 年子 氏

オ．演

習 事例検討、情報交換

（第４回）
ア．日

時：平成２７年１２月２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：７６名（他 関係者・事務局８名）
エ．講

義
テーマ：
「高齢者虐待防止に向けて」
講 師：横浜市立大学 看護学科 教授 松下 年子 氏

オ．演

習 事例検討、情報交換

（第５回）
ア．日

時：平成２７年１２月１４日（月）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：９６名（他 関係者・事務局７名）
エ．講

義
テーマ：
「在宅高齢者への虐待と民生委員の関わり方」
講 師：東邦大学 看護学部 教授 岸 恵美子 氏

オ．演

習 事例検討、情報交換

（第６回）
ア．日

時：平成２８年１月１５日（金）１３時００分～１６時１５分

イ．場

所：船橋市市民文化創造館・きららホール

ウ．参加人数：１２３名（他 関係者・事務局７名）
エ．講

義
テーマ：
「在宅高齢者への虐待と民生委員の関わり方」
講 師：東邦大学 看護学部 教授 岸 恵美子 氏

オ．演

習 事例検討、情報交換

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２７年４月２０日（月）１３時～１６時

イ．場

所：県社会福祉センター５階大研修室

ウ．参加人数：７４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 森本 康介 氏
（講 義②）
テーマ：
「民生委員・児童委員活動の心得と留意点」
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２７年８月２６日（水）１３時～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：５８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 森本 康介 氏
（講 義②）
テーマ：
「民生委員・児童委員活動の心得と留意点」
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３回）
ア．日

時：平成２７年１２月７日（月）１３時～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：２９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 森本 康介 氏
（講 義②）
テーマ：
「民生委員・児童委員活動の心得と留意点」
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

５．主任児童委員研修会
子どもの貧困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２８年１月２５日（月）１３時００分～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：４６５名（他 関係者９名）
エ．講

義

テーマ：
「子どもの貧困問題と子育て支援」
講 師：子どもの虹情報研修センター 研究部長 川松 亮 氏

（県民児協単独研修事業）
１．相談技法研修会
（１）第１回
ア. 日

時：平成２８年２月１５日（月）１０時３０分～１５時００分

イ. 場

所：千葉県教育会館５０１会議室

ウ. 参加人数：１０２名（他 関係者・事務局９名）
エ. 講

義
テーマ：
「相手の立場に立つ・思いを受け止めるとは」
講 師：NPO 法人 Keicho ネット 理事長 武藤 圭子 氏

オ．演

習：①自己理解「自分の傾向を知る」
②グループディスカッション「事例検討」

（２）第２回
ア. 日

時：平成２８年２月２２日（月）１０時３０分～１５時００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９名）
エ. 講

義
テーマ：
「相手の立場に立つ・思いを受け止めるとは」
講 師：NPO 法人 Keicho ネット 理事長 武藤 圭子 氏

オ．演

習：①自己理解「自分の傾向を知る」
②グループディスカッション「事例検討」

（３）第３回
ア. 日

時：平成２８年２月２９日（月）１０時３０分～１５時００分

イ. 場

所：千葉県教育会館５０１会議室

ウ. 参加人数：９１名（他 関係者・事務局９名）
エ. 講

義
テーマ：
「相手の立場に立つ・思いを受け止めるとは」
講 師：NPO 法人 Keicho ネット 理事長 武藤 圭子 氏

オ．演

習：①自己理解「自分の傾向を知る」
②グループディスカッション「事例検討」

（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２７年度 第８４回全国民生委員児童委員大会
ア．期

日：平成２７年１０月１５日（木）～１６日（金）

イ．場

所：富山市総合体育館 他

ウ．参加人数：４４名（民生委員４０名〔銚子市３、市川市４、船橋市２、木
更津市２、松戸市１、野田市２、成田市１、佐倉市１、習志野
市２、柏市２、市原市２、流山市２、八千代市１、鴨川市１、
鎌ケ谷市１、君津市１、浦安市２、袖ケ浦市３、八街市１、印
西市１、富里市１、匝瑳市１、大網白里市１、一宮町２〕県民
児協事務局２名、県社協職員２名）
エ．プログラム
○第１日目（１０月１５日） 於：富山市総合体育館「第１アリーナ」
（１）式 典
オープニング（福光もちつき太鼓保存会・森寺獅子方連中）
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：野田市
〃

：八街東地区

〃

：栄町

・永年勤続単位民児協会長表彰

：１名

・永年勤続民生委員・児童委員表彰

：２５名

（２）特別講義
講義題：
「
“クロヨン”が遺したもの－志の連鎖－」

講 師：大田 弘 氏

株式会社熊谷組 相談役
公益財団法人富山県ひとづくり財団
「とやまファン倶楽部」世話人

（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（富山県立南砺平高等学校郷土芸能部）
（富山県民謡越中八尾おわら保存会）
○第２日目（１０月１６日）於：富山市総合体育館及び近隣の会場
（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推進」
（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推進」
（４）活動交流集会４
テーマ「災害に備える民生委員・児童委員活動」
（５）活動交流集会５
テーマ「生活困窮世帯の自立支援を進めるために」
（６）活動交流集会６
テーマ「住民参加による支え合いによるまちづくりの推進」
（７）活動交流集会７
テーマ「課題を抱える親子への相談支援活動の推進」
（８）活動交流集会８
テーマ「地域の関係者の連携による子どもの貧困対策の推進」
（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（特別集会）
テーマ「これからの民生委員活動のために 100 年の歴史に学ぶ」

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２７年８月２７日（木）～８月２８日（金）

イ．場

所：新横浜国際ホテル（神奈川県）

ウ．参加人数：４名（船橋市１名、佐倉市１名、東金市１名、四街道市 1 名）
エ．プログラム
○第１日目（８月２７日）

於：新横浜国際ホテル

（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２８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 氏

３．全国主任児童委員研修会
ア．期

日：平成２７年８月３１日（月）～９月１日（火）

イ．場

所：新横浜プリンスホテル（神奈川県）

ウ．参加人数：１３名（柏市２名、佐倉市１名、習志野市１名、市原市２名、
君津市２名、浦安市１名、八街市２名、大網白里市２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
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：明治学院大学教授 松原 康雄 氏
（３）シンポジウム
テーマ：
「子どもたちの健やかな育ちを支えるために
～低所得世帯の子どもたちへの支援を考える～」
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
（第２日目）

分散会：３会場に分かれての研修
テーマ：
「課題を抱える子どもたちにとって
身近な「おとな」となるために
～子どもたちの健全育成のために～」

４. 全国児童委員研究協議会
ア．期

日：平成２８年１月２９日（金）～３０日（土）

イ．場

所：新横浜プリンスホテル（神奈川県）

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・國學院大學講師 髙橋 久雄 氏
（３）シンポジウム
テーマ：
「安心して子どもを産み育てられる地域づくりを考える
～切れ目のない支援の実現をめざして～」
コーディネーター：明治学院大学教授 松原 康雄 氏
シンポジスト

：

港北区地域子育て支援拠点どろっぷ施設長 原 美紀

氏

武蔵大学・宇都宮短期大学非常勤講師

土屋 佳子

氏

東近江市民児協 主任児童委員

田井中 容子 氏

（第２日目）分科会
○第１分科会
テーマ：「児童委員協議会としての取り組みを進めていくために（参
加対象・民児協会長）
」
講 師：明治学院大学教授 松原 康雄 氏
○第２分科会
テーマ：「地域の関係機関との連携による児童虐待予防と早期対応に
向けて」
講 師：元東京都市大学教授 山岸 道子 氏

○第３分科会
テーマ：
「子どもたちが健やかに育つことができる地域づくりについて」
講 師：昭和女子大・國學院大学講師 髙橋 久雄 氏
○第４分科会
テーマ：
「子どもの貧困を防止するために」
講 師：立教大学教授 湯澤 直美 氏

５．平成２７年度（第７５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２７年６月２５日（木）～２６日（金）

イ．場

所：
「軽井沢プリンスホテルウエスト」

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、
成田市１、我孫子市１、一宮町１、佐倉市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：「超少子高齢社会の社会保障」
講 師：フリージャーナリスト

小宮山 洋子 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：生活困窮者自立支援制度施行を受けた取り組み
○第３分科会：要介護や認知症の高齢者への支援に向けた取り組み
○第４分科会：民生委員・児童委員活動と主任児童委員との連携

６．全国民生委員指導者研修会（第２５回民生委員大学）
ア．期

日：平成２８年２月１７日（水）～１９日（金）

イ．場

所：ロフォス湘南

ウ．参加人数：２名（旭市１名、香取市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：「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 福田 豊衍 氏
（３）人権啓発ＤＶＤ視聴
（第２日目）
（１）講義・演習
テーマ：
「地域の課題にいかに対応していくかを考える」
講師 ：ルーテル学院大学 学事顧問・教授 市川 一宏 氏
文京学院大学准教授 中島 修 氏
法政大学非常勤講師、ルーテル学院大学嘱託研究員
西田 ちゆき 氏
（第３日目）
（１）講義・演習：
「民生委員・児童委員、民児協の力量を高める研修を
考える」
講師：ルーテル学院大学 学事顧問・教授 市川 一宏

氏

法政大学非常勤講師、ルーテル学院大学嘱託研究員
西田 ちゆき 氏
（２）総括：
「まとめと今後の民児協活動への期待」
講師：ルーテル学院大学 学事顧問・教授 市川 一宏

氏

７．平成２７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２７年６月１１日（木）～１２日（金）

イ．場

所：全社協会議室（新霞ヶ関ビル５階）

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１００周年
記念事業等について」

（３）質疑
（４）情報交換会

（第２日目）
（１）分散会：
「民生委員・児童委員の活動環境の整備について」
（２）分散会報告

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２７年４月２４日（金）１３：３０～１５：４５

イ．場

所：県社会福祉センター４階第２会議室

ウ．参加人数：１６名（民児協代表者１０名、県民児協正副会長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２６・２７年度：継続）船橋市海神地区民児協
（平成２６・２７年度：継続）八千代市民児協
イ．県民児協モデル育成事業指定民児協
（平成２７・２８年度：新規）流山市民児協
（平成２７・２８年度：新規）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：新規）松戸市五香地区民児協
（平成２７・２８年度：新規）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２６・２７年度：継続）四街道市旭中学校地区民児協
（平成２７・２８年度：新規）松戸市常盤平地区民児協

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
（号 数） 第６８号、６９号、７０号
（発行日） 平成２７年６月、１１月、平成２８年３月
（構 成） ６８号：２４頁、６９号：２４頁、７０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２７年４月７日（火）
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６８号の台割、今
後のスケジュール
（第２回）
ア．期 日：平成２７年６月３０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６９号の掲載内容、台割、今後のスケジュール
（第３回）
ア．期 日：平成２７年 7 月２１日（火）
イ．場 所：県社会福祉センター３階会議室
ウ．議 題：第６９号の掲載内容、取材先及び取材者の調整

（第４回）
ア．期 日：平成２７年１０月３０日（金）
イ．場 所：県社会福祉センター４階第２会議室
ウ．議 題：第６９号の原稿構成の検討、台割の構成、今後のスケジュール
（第５回）
ア．期 日：平成２７年１２月４日（金）
イ．場 所：県社会福祉センター４階第２会議室
ウ．議 題：第７０号（平成２８年３月）のテーマと台割、今後のスケジュ
ール
（第６回）
ア．期 日：平成２８年３月１５日（火）
イ．場 所：県社会福祉センター１階会議室
ウ．議 題：第７０号の原稿構成の検討、第７１号のテーマ、今後のスケジ
ュール

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１１市町村で実施した。延べ４５８名参加。
（市原市、神崎町、鋸南町、野田市、柏市、君津市、佐倉市、八街市、印西市、
長柄町、四街道市）

４．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
（新規）
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２７年６月１９日（金）１０時００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．参加人数：３９名（うち、榎本副会長、県関係者、事務局 計７名）
エ．プログラム：

（１）事業等説明：平成２７年度事業説明等 県民児協事務局・県指導課
（２）講 義
（テーマ）
「民生委員･児童委員活動と事務局の運営」
（講 師）合同会社泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏

５．民生委員・児童委員活動検討部会
平成２７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調査を実施。平成２８年度の報告書発行を目指し運営。
（第１回）
ア．日

時：平成２７年１０月２２日（木）１３時３０分～１５時４０分

イ．場

所：県社会福祉センター１階会議室

ウ．参加人数：部会員７名（他 事務局２名）
エ．議

事：①「民生委員・児童委員の後継者と継続性」に関するアンケー
ト結果について
・集計結果概要報告
・
「単純集計速報」の市町村民児協への提供の可否について
・主要な設問結果を受けての考察
②部会報告書の作成について
③今後のスケジュール

（第２回）
ア．日

時：平成２７年１２月１７日（木）１４時～１５時５０分

イ．場

所：県社会福祉センター１階会議室

ウ．参加人数：部会員８名（他 事務局２名）
エ．議

事：①「民生委員・児童委員の後継者と継続性」に関するアンケー
ト結果について
・主要な設問結果を受けての考察
②部会報告書の構成内容について
③今後のスケジュール

（第３回）
ア．日

時：平成２８年３月３日（木）１３時３０分～１５時４５分

イ．場

所：県社会福祉センター１階会議室

ウ．参加人数：部会員８名（他 事務局２名）
エ．議

事：①部会報告書の内容について
③今後のスケジュール

６．民生委員活動出前講座（新規）
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）長生管内民児協（５町１村）
ア．日

時：平成２７年１０月６日（火）１３：３０～１５：４０

イ．場

所：睦沢ゆうあい館

ウ．参加人数：長生郡管内５町１村 ８０名（他 県・町村事務局３名）
エ．プログラム：（講師）国際医療福祉大学教授 小林雅彦 氏
(内容）①「地域福祉の推進と民生委員児童委員活動
～生活困窮者支援を中心にして～」
②「民生委員児童委員活動Ｑ＆Ａ」
（第２回）白井市民児協児童部会
ア．日

時：平成２７年１２月１５日（火）１０：００～１２：００

イ．場

所：白井市保健福祉センター３階団体活動室

ウ．参加人数：白井市民児協 ７０名（他 県民児協事務局３名）
エ．プログラム：（講師）ルポライター 杉山 春 氏
（内容）「児童を取り巻く環境と課題―地域支援者として、
どう向き合うか」
（第３回）山武市民児協
ア．日

時：平成２８年２月２４日（水）１３：００～１５：３０

イ．場

所：山武市役所車庫棟第６・７・８会議室

ウ．参加人数：山武市民生委員・児童委員８５名（他 県民児協事務局３名）
エ．プログラム：（講師）ＫｅｉＣｈｏネット理事長 武藤 圭子 氏
（内容）「相手の立場に立つ・思いを受け止めるには」

７．第１８回千葉県民生委員児童委員大会 第１回運営委員会
ア．日

時：平成２８年３月２２日（火）１３：００～１４：３０

イ．場

所：県社会福祉センター４階第１会議室

ウ．参加人数：運営委員１８名（他、県１、県民児協事務局３名）
エ．議

題：①タイムスケジュール（案）
②大会における各担当
③来賓招待者等
④市町村への参加案内等
⑤作業日程表（概要案）
⑥係員分担表（概要案）

８．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。

９．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。
（民生委員一人当たり５０枚）
ア．日 時：平成２７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

