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概  況 
 
 

令和元年度は、重点施策として、①一斉改選に伴う新民生委員・児童委員を

始めとする研修・指導事業の充実、②第１９回千葉県民生委員児童委員大会の開催、

③情報の収集・提供体制の推進、の３点を掲げ事業を推進しました。 

 

このうち、一斉改選に伴う新民生委員・児童委員を始めとする研修・指導事業の

充実については、県と中核市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。 

しかしながら、事例検討研修会については、台風や大雨などの影響により本年度

開催予定の全６回のうち３回分の開催が順延となりました。このうち１回分について

は、日を改めて開催することができましたが、２回分については、新型コロナウイルス

感染の拡大防止の観点から開催が中止となりました。 

自主研修事業の相談技法研修会についても、新型コロナウイルス感染の拡大防止の

観点から本年度開催予定の全３回のうち１回分の開催が中止となりました。 

 

第１９回千葉県民生委員児童委員大会については、令和元年７月１８日、千葉県

文化会館にて、県内約１，２００名の民生委員・児童委員のほか、主催者側として

滝川副知事と石渡県社協会長に出席いただき、また、多くのご来賓の皆様にもご来臨

いただき開催し、大会は盛会裏に終えることができました。 

 

情報の収集・提供体制の推進については、リニューアルしたホームページのさらなる

内容充実に努め、一斉改選後の「あなたの街の民生委員活動」の更新作業やリーフレ

ット作成・配付により、民生委員制度や活動の周知を図りました。 

また、広報誌「ちば民児協だより」を編集委員会の協議を通して、年２回発行し

ました。 

 

このほか、台風・大雨などの影響で、第８８回全国民生委員児童委員大会が中止なる

とともに、全民児連及び神奈川県から支援金をいただきました。 

また、千葉県に対する要望活動では、一定の成果があったものの、法人運営について

は、千葉県から収支相償未達成により指導を受け、今後も公益法人として活動する

こととし、収支相償を達成するとの報告を行いました。 
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令和元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：令和元年５月１０日（金）１０時３０分～１１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平成３０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３０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 理事の選任に

ついて 

オ．報  告：①一斉改選に伴う役員改選スケジュールについて 

 

（２）第２回理事会 

 ア．日  時：令和２年１月１０日（金）１３時３０分～１４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：１３名（他 監事２名、事務局５名） 

エ．議  事：①令和２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「令和２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）」及び「資金調達及び設備投資の見込みを記載

した書類」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・

監事の選任について 

④特定費用準備資金「令和４年度民生委員児童委員大会積立金」
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及び「令和４年度一斉改選指導事業積立金」の保有について 

⑤研修・指導事業で使用する車両の購入について 

⑥令和元年度臨時評議員会(令和２年１月２７日)の開催について 

⑦令和元年度臨時評議員会(３月)について 

オ．報  告：①代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の報告について 

②収支相償基準を満たすための対応について 

③公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会 事務局職員

給与規程の一部改正について 

 

（３）第３回理事会 

 ア．日  時：令和２年１月２７日（月）１３時～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：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（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 

 

 

 

２．評議員会 

 

（１）定時評議員会 

 ア．日  時：令和元年５月２７日（月）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：３２名（他 正副会長５名、監事１名、事務局５名） 

エ．議  事：①平成３０年度公益財団法人千葉県民生員児童委員協議会

事業報告書（案）について 

②平成３０年度公益財団法人千葉県民生員児童委員協議会

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 理事の選任に

ついて 

オ．報  告：①一斉改選に伴う役員改選スケジュールについて 
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（２）第２回臨時評議員会 

 ア．日  時：令和２年１月２７日（月） １０時３０分～１１時４０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：３４名（他 正副会長５名、監事２名、事務局５名） 

 エ．議  事：①令和２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「令和２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）」及び「資金調達及び設備投資の見込みを記載

した書類」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・

監事の選任について 

④特定費用準備資金「令和４年度民生委員児童委員大会積立金」

及び「令和４年度一斉改選指導事業積立金」の保有について 

⑤研修・指導事業で使用する車両の購入について 

⑥令和元年度臨時評議員会(３月)について 

オ．報  告：①収支相償基準を満たすための対応について 

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．正副会長会議 
 
（１）第１回正副会長会議 

 ア．日  時：平成３１年４月２２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年度定時評議員会・第 1回理事会発議資料について 

②平成３１年度各種研修について 

③平成３１年度関東ブロック民生委員児童委員活動研究協議会の

参加者及び発表者について 

④２０１９年度第８８回全国民生委員児童委員大会（福島県）の

旅行業者の選定について 

       ⑤第１９回千葉県民生委員児童委員大会の来賓招待者等について 

⑥２０１９年度全国民生委員児童委員連合会優良民児協表彰に

ついて 
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オ．報  告：①ちば民児協だより（７９号）について 

②全国民生委員互助共励事業 共励事業の改正について 

③市町村民児協事務局会議の開催概要について 

④その他 

・今後の会議予定について 

 

（２）第２回正副会長会議 

 ア．日  時：令和元年６月１４日（金）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：９名（正副会長４名、事務局５名） 

エ．議  事：①剰余金の対応について 

②令和２年度千葉県の予算に関する要望活動について 

③平成３１年度各種研修について 

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について 

②全国民生委員児童委員大会について 

③令和元年春の勲章及び褒章受章者について 

④活動強化方策について 

⑤市町村民児協事務局会議プログラム 

⑥ちば民児協だより（７９号）について 

⑦その他 

・今後の会議予定について 

 

（３）第３回正副会長会議 

 ア．日  時：令和元年７月１２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：９名（正副会長５名、事務局４名） 

エ．議  事：①ちば民児協だより（７９号）について 

②平成３１年度各種研修について 

③指導行政庁(政策法務課)の立入検査について 

オ．報  告：①第１９回千葉県民生委員児童委員大会について 

②令和２年度千葉県の予算に関する要望活動について 

③その他 

・全国民生委員児童委員大会（福島）について 

・今後の会議予定について 
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（４）第４回正副会長会議 

ア．日  時：令和元年９月４日（水）１０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各種研修について 

オ．報  告：①第１９回千葉県民生委員児童委員大会の実施結果について 

②ちば民児協だより（７９号）の進捗状況について 

③その他 

・今後の会議予定について 

 

（５）第５回正副会長会議 

 ア．日  時：令和元年１０月４日（金）１３時３０分～ 

 イ．場  所：県社会福祉センター ４階第２会議室 

 ウ．参加人員：１０名（正副会長５名、事務局５名） 

エ． 議  事：①令和２年度事業について 

②各種研修について 

③指定民児協の助成方法について 

オ．報    告：①全国民生委員児童委員大会（福島）について 

②台風１５号に伴う支援金等について 

③その他 

・今後の会議予定について 

 
（６）第６回正副会長会議 

 ア．日  時：令和元年１１月１５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令和２年度事業についてについて 

②各種研修について 

③千葉県公益認定等審議会の立入検査結果及び剰余金解消方法に

ついて 

④全国民生委員児童委員大会拠金の取扱いについて 

⑤メールマガジン発行事業に伴う地区会長のメールアドレス情

報の収集について 

⑥理事会・評議員会の議題について 

オ．報  告：①事例検討研修会の実施結果について 

②その他 
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・台風被害について 

・今後の会議予定について 

 
（７）第７回正副会長会議 

 ア．日  時：令和元年１２月１６日（月）１５時～ 

 イ．場  所：県社会福祉センター ５階中研修室 

 ウ．参加人員：１０名（正副会長５名、事務局５名） 

エ．議  事：①令和２年度事業について 

 ②研修・指導事業で使用する車両の選定について 

③役員改選後の各種委員の人選について 

④令和元年度第２回理事会・令和元年度第２回評議員会・令和元年度

第３回理事会資料について 

オ．報  告：①その他 

・今後の会議予定について 

 
（８）第８回正副会長会議 

 ア．日  時：令和２年１月７日（火）１１時～ 

 イ．場  所：海鮮の國 波奈本店 

 ウ．参加人員：９名（正副会長４名、事務局５名） 

エ．議  事：①改選後の役員案について 

②千葉県公益認定等審議会から当協議会の組織及び事業活動の

状況報告を求められている件について 

③各種研修について 

④全国民生委員指導者研修会（民生委員大学）の開催について 

⑤令和２年度全国民生委員児童委員大会の旅程依頼について 

オ．報  告：①令和元年度第３回全国民生委員児童委員連合会 評議員会の開催に

ついて 

②その他 

・今後の会議予定について 

 
（９）第９回正副会長会議 

 ア．日  時：令和２年２月５日（水）１０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令和元年度決算見通しについて 

②令和２年度民生委員・児童委員資質向上事業企画提案書について 
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③だよりの編集委員について 

④その他 

・研修実施後のセルフチェックについて 

オ．報  告：①公益認定等審議会への収支相償未達成についての報告について 

②)県予算に対する要望の実現状況について 

③実施済研修報告について 

④指定民児協の研修会中止について 

⑤主任児童委員連絡会の今後の予定について 

⑥関東ブロック民生委員児童委員活動研究協議会の概要について 

⑦その他 

・台風１５号、１９号による被害状況について 

・静岡県御前崎市の視察について 

・活動強化方策作成推進事業報告会について 

・民生委員・児童委員関係活動経費の増額について 

・今後の会議予定について 

 

 

 

４．決算監査会 
 
ア．日  時：平成３１年４月２６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．参加人数：出席者６名（監事２名、平川副会長、事務局２名） 

エ．議  事：①平成３０年度事業報告に係る監査 

②平成３０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  ２１人 ２１０，０００円 

配 偶 者  ３５人 １０５，０００円 

計  ５６人 ３１５，０００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 １８０，０００円 

一 

 

般 

一 般 死 亡 ２２件 ６６０，０００円 

配 偶 者 死 亡 ３５件 ５２５，０００円 

一般傷病  
２ヶ月未満 １４件 １１２，０００円 

２ヶ月以上 ７３件 ７３０，０００円 

災 害 見 舞

（居 宅） 

全壊・大規模半壊 ２件 ２００，０００円 

半 壊 ２件 １００，０００円 

退任慰労  

３年以上９年未満 １４１２件 ４，２３６，０００円 

９年以上１５年未満 ６５1件 ３，２５５，０００円 

１５年以上 ２９１件 ２，０３７，０００円 

計 ２５０８件 １２，０３５，０００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２，３３６件（９，４５６，０００円） 

（内訳） ３年～９年未満  １，４０１件（４，２０３，０００円） 

      ９年～１５年未満   ６４６件（３，２３０，０００円） 

     １５年以上       ２８９件（２，０２３，０００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：令和２年１月３０日（木）１３時～１５時３０分 

イ. 場  所：三井ガーデンホテル千葉 

 ウ. 人  数：３０１名（民生委員等２９３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：国際医療福祉大学学科長 教授 小林 雅彦 氏 

 

 

 

２．事例検討研修会 
 

単位民児協あたり二名の主に中堅民生委員・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：令和元年９月６日（金）１３時～１６時 

イ．場  所：船橋市西部公民館・講堂 

ウ．人  数：１１３名（他 関係者・事務局７名） 

エ．講義・演習 

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 

     事 例：「虐待が疑われる家庭へのかかわり」 

         「新任委員の受け入れにあたってできることは？」 
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（第２回） 

ア．日  時：令和元年９月１３日（金）１３時～１６時 

イ．場  所：流山市地域福祉センター（ケアセンター）・研修室 

ウ．人  数：１１６名（他 関係者・事務局６名） 

エ．講義・演習 

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 

     事 例：「虐待が疑われる家庭へのかかわり」 

         「新任委員の受け入れにあたってできることは？」 

 
（第３回） 

ア．日  時：令和元年１０月１１日（金）１３時～１６時 

イ．場  所：成田国際文化会館・小ホール  

ウ．人  数：９３名（他 関係者・事務局６名） 

エ．講義・演習 

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 

     事 例：「虐待が疑われる家庭へのかかわり」 

         「新任委員の受け入れにあたってできることは？」 

 
（第４回） 

ア．日  時：令和２年２月４日（火）１３時～１６時 

イ．場  所：横芝光町文化会館・集会室 

ウ．人  数：７６名（他 関係者・事務局６名） 

エ．講義・演習 

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 

     事 例：「虐待が疑われる家庭へのかかわり」 

         「新任委員の受け入れにあたってできることは？」 

 
（第５回） ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止。 

ア．日  時：令和２年３月４日（水）１３時～１６時 

イ．場  所：大網白里市保健文化センター・ホール 

 

 
（第６回） ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止。 

ア．日  時：令和２年３月１９日（木）１３時～１６時 

イ．場  所：君津市生涯学習交流センター・多目的ホール 
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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。 

 
（第１回） 

ア．日  時：平成３１年４月１９日（金）１３時～１６時 

イ．場  所：千葉県社会福祉センター・会議室 

ウ．人  数：３８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 佐藤 隆司 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２回） 

ア．日  時：令和元年１２月１２日（木）１２時３０分～１６時 

イ．場  所：君津市民文化ホール・中ホール 

 ウ．人  数：４１１名（他 関係者・事務局１０名） 

エ．講  義 

（講 義①） 

テーマ：「地域の灯台をめざそう！～新任委員員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 

（講 義②） 

テーマ：「相談技法及びメンタルヘルスについて～傾聴の視点から～」 

講 師：アクティブリッスン代表 澤村 直樹 氏 

（講 義③） 

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 
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（第３回） 

ア．日  時：令和元年１２月１３日（金）１２時３０分～１６時 

イ．場  所：東総文化会館・小ホール 

 ウ．人  数：２７９名（他 関係者・事務局１０名） 

エ．講  義 

（講 義①） 

テーマ：「地域の灯台をめざそう！～新任委員員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 

（講 義②） 

テーマ：「相談技法及びメンタルヘルスについて～傾聴の視点から～」 

講 師：アクティブリッスン代表 澤村 直樹 氏 

（講 義③） 

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 

 
（第４回） 

ア．日  時：令和元年１２月１９日（木）１２時３０分～１６時 

イ．場  所：船橋市民文化ホール 

 ウ．人  数：３４３名（他 関係者・事務局１０名） 

エ．講  義 

（講 義①） 

テーマ：「地域の灯台をめざそう！～新任委員員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 

（講 義②） 

テーマ：「相談技法及びメンタルヘルスについて～傾聴の視点から～」 

講 師：アクティブリッスン代表 澤村 直樹 氏 

（講 義③） 

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 高橋 君枝 

 
（第５回） 

ア．日  時：令和元年１２月２０日（金）１２時３０分～１６時 

イ．場  所：千葉市民会館・大ホール 

 ウ．人  数：６８０名（他 関係者・事務局１０名） 

エ．講  義 

（講 義①） 
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テーマ：「地域の灯台をめざそう！～新任委員員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 

（講 義②） 

テーマ：「相談技法及びメンタルヘルスについて～傾聴の視点から～」 

講 師：アクティブリッスン代表 澤村 直樹 氏 

（講 義③） 

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 高橋 君枝 

 
（第６回） 

ア．日  時：令和２年１月１７日（金）１２時３０分～１６時 

イ．場  所：柏市ひまわりプラザ・大ホール 

 ウ．人  数：３６１名（他 関係者・事務局１０名） 

エ．講  義 

（講 義①） 

テーマ：「地域の灯台をめざそう！～新任委員員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 

（講 義②） 

テーマ：「相談技法及びメンタルヘルスについて～傾聴の視点から～」 

講 師：アクティブリッスン代表 澤村 直樹 氏 

（講 義③） 

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 会長 大野 トシ子 

 

 

 

４．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：令和２年２月５日（水）１３時～１６時 

イ．場  所：千葉市民会館・大ホール 

ウ．参  数：６６９名（他 関係者１１名） 

エ．（１）基調講演 

テーマ：「つながりを持って活動すること」 
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講 師：至誠学舎立川 理事 髙橋 久雄 氏 

   （２）シンポジウム 

コーディネーター 至誠学舎立川 理事   髙橋 久雄  氏 

シンポジスト          浦安市  笠井 和江  氏 

木更津市 森田 安子  氏 

習志野市 熊木 しのぶ 氏 

 

 
 

（県民児協単独研修事業） 

 

１．相談技法研修会 

 

対人援助の基本となる技術及び心構え等に関する学習を深めることを目的に開催。 

 

（１）第１回 

ア. 日  時：令和２年２月１８日（火）１０時３０分～１５時 

イ. 場  所：千葉県教育会館 ５０１会議室 

 ウ. 人  数：１０４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 

 

（２）第２回 

ア. 日  時：令和２年２月２１日（金）１０時３０分～１５時 

イ. 場  所：千葉県教育会館 ３０３会議室 

 ウ. 参加人数：９４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 

 

（３）第３回 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止。 

ア. 日  時：令和２年２月２８日（金）１０時３０分～１５時００分 

イ. 場  所：千葉県教育会館 ５０１会議室 
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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：令和元年１０月１７日（木）～１８日（金） 

イ．場 所：ビッグパレットふくしま 

※台風１９号における開催地や全国的な被災状況を踏まえ、開催中止 

 

 

 

２．民生委員・児童委員のための相談技法研修会 

 
ア．期  日：令和元年８月２７日（火）～８月２８日（水） 

イ．場 所：新横浜プリンスホテル（神奈川県） 

ウ．参加人数：なし  

 

 

 

３．全国民生委員・児童委員リーダー研修会 

 
ア．期  日：令和元年９月２日（月）～３日（火） 

イ．場  所：新横浜プリンスホテル（神奈川県） 

ウ．参加人数：１名 （茂原市） 

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：『１００周年活動強化方策』と『地域版 活動強化方策』作成のねらい 

         講 師：全国民生委員児童委員連合会 

講 義①：「１００周年活動強化方策」推進の状況と全民児連事業について 

         講 師：全国民生委員児童委員連合会  

講 義②：人権学習「子どもの人権課題への理解を深める」 
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 （第２日目） 

講 義：グループ討議 「地域版 活動強化方策」の作成に向けて 

講 師：高崎健康福祉大学 教授 金井 敏 氏 

  （第３日目） 

グループ討議の振り返りとまとめ 

講 師：高崎健康福祉大学 教授 金井 敏 氏 

 

 

 

４．全国主任児童委員研修会 

 

ア．期  日：令和元年７月３１日（水）～8 月１日（木） 

イ．場  所：東京ベイ幕張ホール（千葉県千葉市） 

ウ．参加人数：１１名（市川市１、木更津市２、松戸市１、野田市１、佐倉市１、市

原市２、八街市２、長南町１） 

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：「主任児童委員制度創設 25年～児童委員、主任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 

シンポジウム「子どもを守り子育て・子育ちを地域で支えていくために～

児童虐待の早期発見・予防に向けて～」 

コーディネーター：至誠学舎立川 理事 髙橋 久雄 氏 

シンポジスト  ：①（社福）厚生福祉会学童・保育園部門 

総括理事 佐々木 美緒子 氏 

②横浜市南区福祉保健センターこども家庭支援課 

課長 戸矢﨑 悦子 氏 

③全民児連 

               副会長 庄司 健治 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 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 
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５. 全国児童委員研究協議会 

 
ア．期  日：令和２年１月２２日（水）、２３日（木） 

イ．場  所：東京ベイ幕張ホール 

ウ．参加人数：なし 

 

 

 

６．令和元年度（第７９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：令和元年７月４日（木）～５日（金） 

イ．場  所：川崎日航ホテル 

ウ．参加人数：９名（民生委員７名［流山市２、鴨川市１、習志野市１、松戸市１、

市川市１、鎌ケ谷市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：「優しさと勇気の育て方―夜回り先生、いのちの授業」 

講 師：花園大学客員教授 水谷 修 

（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 

コーディネーター：国際医療福祉大学 教授 小林 雅彦 氏 

○第２分科会 

テーマ：児童委員、主任児童委員活動の推進に向けて 

コーディネーター：至誠学舎立川 理事 髙橋 久雄 氏 

○第３分科会 

テーマ：高齢者の貧困と孤立について 

コーディネーター：明治学院大学 学長 河合 克義 氏 

○第４分科会 

テーマ：地域のつながり、地域力を高めるために 

助言者：田園調布学園大学 教授 村井 祐一 氏 
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７．全国民生委員指導者研修会（第２９回民生委員大学） 
 
ア．期  日：令和２年２月１２日（水）～１４日（金） 

イ．場  所：ロフォス湘南 

ウ．参加人数：１名（酒々井町） 

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・児童委員をめぐる状況と民児協組織の取り組み」 

講 師：全国社会福祉協議会 民生部長 佐甲 学 氏 

    ③人権学習：「障がいのある方の人権」 

講 師：神奈川県障害者自立生活支援センター 川田 隆一 氏 

（第２～３日目） 

講義・演習：「市区町村民児協を支える都道府県・指定都市民児協の役割」 

    講師：ルーテル学院大学 学事顧問・教授 市川 一宏 氏 

 

 

 

８．令和元年度 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：令和元年６月６日（木）～７日（金） 

イ．場  所：全国社会福祉協議会 ５階会議室 

ウ．参加人数：県民児協職員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への期待」 

    事業説明①： 「民生委員・児童委員をめぐる動向と令和元度全民児連事業等

について」 

    事業説明②：「一斉改選に関する事務取り扱いについて」 

 
  （第２日目） 

    事業説明③ ：「『地域版活動強化方策』の作成に向けて」 

    グループ討議：「『地域版活動強化方策』の作成に向けて」 
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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３１年４月２２日（月）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：１２名（民児協代表者６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３０・令和１年度：継続）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 

（令和１・２年度：新規）   木更津市波岡西地区民児協 

ウ．全国互助共励事業指定民児協 

（令和１・２年度：継続）   流山市東深井中学校区民児協 

 

（３）新規指定民児協の研修会コーディネート 

 ①流山市東深井中学校区民児協 

ア．日  時：令和元年１１月２２日（金）１３時３０分～１６時 

イ．場  所：流山市ケアセンター４階 

ウ．参加人数：１３１名（講師１名、流山市民生委員児童委員１１６名、流山市行政

他１０名、流山市社協１名、事務局３名） 

エ．内  容：（講師）子育てアドバイザー 高祖 常子 

（テーマ）「日本版ネウボラと親子を守るためにできること」 
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 ②木更津市波岡西地区民児協 

下記の内容で実施予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、

実施を令和２年度に延期 

ア．日  時：令和２年３月８日（日）１３時３０分～１５時３０分 

イ．場  所：木更津市総合福祉会館 

ウ．参加人数：木更津市波岡西地区民児協ほか、市民児協 

エ．内  容：（講師）さわやか福祉財団 大坪 直子 氏 

（テーマ）「居場所づくり」 

 

 

 

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 

 

（１）発行状況 各８，０００部 

第７９号：平成３１年１０月２０日 ２４頁 

第８０号：令和 ２年 ３月３１日 ２８頁 

 
（２）編集会議の開催 

（第１回） 

  ア．期 日：令和元年５月２９日（水）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７９・８０号の掲載内容について 

 
（第２回） 

  ア．期 日：令和元年１１月２７日（水）１１時～１４時 

  イ．場 所：千葉市内 

  ウ．議 題：第８０号の掲載内容について 

 
（第３回） 

  ア．期 日：令和２年２月２７日（木）１３時３０分～１６時 

  イ．場 所：千葉市内 

  ウ．議 題：第８０号の掲載内容について 
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３．市町村民生委員児童委員協議会事務局会議 

 

ア．日  時：令和元年６月２８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：４５名（市町村民児協事務局３９名、その他大野会長・ 

事務局５名） 

エ．プログラム： 

（１）講 義 

（テーマ）「事務局へのお願い事項等について」 

（講 師）県民児協会長 大野 トシ子 

（２）事業等説明：県民児協事務局 

①平成３１年度事業説明等 

②第１９回千葉県民生委員児童委員大会について 

③「民生委員制度創設１００周年活動強化方策」について 

       ④当協議会からの各種通知・依頼等の文書送付の方法について 

⑤全国民生委員互助共励事業と県民児協弔慰金について 

⑥一斉改選に伴う諸手続きについて 

（３）県・事業説明 

    内容：「千葉県社会福祉法人地域協議会の設置について」 

    説明：千葉県健康福祉指導課法人指導班 班長 高柴 由美子氏 

（４）千葉地方法務局・事業説明 

    内容：「無国籍者問題について～戸籍がない方をサポートするために～」 

    説明：千葉地方法務局 戸籍課長 高橋 隆一氏 

 

 

 

４．活動記録・状況報告・福祉票記入マニュアルの印刷配付 

 

一斉改選前に、市町村民児協に対して「活動記録・状況報告・福祉票記入マニュア

ル」の不足部数調査を実施し必要部数を印刷のうえ配付。 

 

 

 

５．「活動記録記入講座ＤＶＤ」・「民生委員・児童委員の概要と役割（入門 

編）」の配付 
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平成３０年に作成した「活動記録記入講座ＤＶＤ」と、平成３１年に作成した「民

生委員・児童委員の概要と役割（入門編）」について、少人数または自宅学習用に活

用していただくために増刷のうえ、単位民児協あたり１枚を配付。（配付のみ令和２

年４月） 

 
 

 

６．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し、それ以降「お知

らせ」コーナー等を週２回更新。 

その他、住民向けに県内の各地区民児協の活動を掲載している「ご参加ください～

あなたの街の民生委員活動」（全３２８地区・１，８５０事例）について、市町村民

児協を通して更新を依頼し、令和２年３月以降順次更新作業中。 

●県民向けの「お知らせ」        ：７７回更新 

●民生委員・福祉関係者向けの「お知らせ」：９０回更新 

 

（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」から始まる活動強化週間に活用でき

るよう、PR リーフレットの配布などを行った。 

ア．日 時：平成３１年４月 

イ．方 法：リーフレット「民生委員・児童委員 あなたのまちの相談相手」を委

員１人あたり５０枚配布。 

 

 

 

７．主任児童委員連絡会 

 

（第１回） 

  ア．期 日：令和元年６月１２日（水）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．議 事：①グループ討議（地域との関わりについて） 

②令和元年度主任児童委員研修会について 

 
（第２回） 
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  ア．期 日：令和２年１０月２日（水）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．議 題：①グループ討議（新任委員の迎え方について） 

 ②令和元年度主任児童委員研修会のについて 

 ③一斉改選後の連絡会の委員について 


