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概  況 
 
 

令和２年度は、重点施策として、①民生委員・児童委員の資質向上のための研

修・指導事業の充実、②公益財団法人としての組織力・運営体制の充実強化、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、民生委員・児童委員の資質向上のための研修・指導事業の充実について

は、県と中核市からの受託事業として新任・中堅・会長・事例検討・主任児童委員

の各研修を、自主事業として相談技法研修、指定民児協助成事業などを計画しました

が、令和２年１月に新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生の国内１例目が報

告されてから、同ウイルス感染症が急速に拡大した影響により、その実施に当たって

は多くの制約を受けました。 

その結果、研修については、いわゆる３密を避けるために、開催時間の短縮や研修

方法の変更、参加人数の制限を行いました。さらに、政府の緊急事態宣言の発出によ

り、新任研修は計画した年３回中２回が開催できず、中堅研修は計画した年７回を、

会場を見直した上で年６回に変更し、さらにそのうち２回が開催できませんでした。

また、事例検討研修、主任児童委員研修、相談技法研修ついては、一度も開催できま

せんでした。 

 

公益財団法人としての組織力・運営体制の充実強化については、政府等から求めら

れている新型コロナウイルス感染症への対応の一環として、理事会、評議員会の書面

開催や、事務局の業務に支障が生じないよう配慮した上での事務所の開所時間の短

縮、在宅勤務体制の整備を行いました。 

 

情報の収集・提供体制の推進については、ホームページの更なる内容充実に努め、

特に新型コロナウイルス感染症に関する情報については、随時更新を行ったほか、本

会独自に研修ガイドライン、活動ガイドラインを作成し、ホームページで公開しまし

た。 

一方、広報誌「ちば民児協だより」については、新型コロナウイルス感染症の影響

により、計画した年２回発行中１回は発行できませんでした。 

 

このほか、千葉県が令和４年の供用開始を目指して整備する新しい千葉県社会福祉

センターの工事が始まりました。これを受け、当協議会は、令和３年２月、県に対し

事務室入居審査申込書を提出しました。 

 



令和２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２年５月１４日（木） 

イ．場  所：（書面） 

ウ．参加人員：理事１３名（他 監事２名） 

エ．議  事： 

①令和元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令和元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  理事の選任について 

④令和２年度定時評議員会（５月）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  顧問の委嘱について 

オ．表決結果：書面開催の同意１３名（書面表決提出者１３名） 

 

（２）第２回理事会 

ア．日  時：令和３年３月１１日（木） 

イ．場  所：（書面） 

ウ．参加人員：理事１４名（他 監事２名） 

エ．議  事： 

①令和３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３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 評議員の選任について 

④令和３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 

⑤特定費用準備資金「令和４年度一斉改選指導事業積立金」の活動内容並

びに積立限度額及び毎年度積立額の変更について 

オ．表決結果：書面開催の同意１３名（書面表決提出者１３名） 



２．評議員会 

 

（１）定時評議員会 

 ア．日  時：令和２年５月２９日（金） 

 イ．場  所：（書面） 

 ウ．参加人員：評議員４１名 

エ．議  事： 

①令和元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令和元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  理事の選任について 

オ．表決結果：書面開催の同意４１名（書面表決提出者４１名） 

 

（２）第２回（臨時）評議員会 

 ア．日  時：令和３年３月２６日（金） 

 イ．場  所：（書面） 

 ウ．参加人員：評議員３９名 

エ．議  事： 

①令和３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３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 評議員の選任について 

④特定費用準備資金「令和４年度一斉改選指導事業積立金」の活動内容並

びに積立限度額及び毎年度積立額の変更について 

オ．表決結果：書面開催の同意３９名（書面表決提出者３９名） 

 
 
３．正副会長会議 
 
（１）第１回正副会長会議 

 ア．日  時：令和２年４月３０日（木） 

 イ．場  所：（書面） 

 ウ．参加人員：正副会長５名 

 エ．議  事：①評議員会・理事会発議資料について 



②令和２年度全国民生委員児童委員大会（群馬）の旅程について 

③民生委員・児童委員ハンドブック作成スケジュール案について 

④令和元年度「被災地民児協支援募金」活動助成金について 

⑤令和２年度全国民生委員児童委員連合会会長表彰 優良民児協の

推薦について 

オ．報  告：①新型コロナウイルス感染予防・ 拡大防止に向けた全民児連の対

応について 

 

（２）第２回正副会長会議 

 ア．日  時：令和２年６月２４日（水）１０時３０分～ 

 イ．場  所：県社会福祉センター４階第１会議室 

 ウ．参加人員：１０名（正副会長５名、千葉県根岸副課長、事務局４名） 

エ．議  事：①事業計画の今後の進め方について 

②県への要望事項について 

③その他（民生委員活動のガイドラインの作成について） 

オ．報  告：①「被災地民児協支援募金」活動助成金の申請について 

②令和２年度春の叙勲、褒章受章者について  

③主任児童委員連絡会について 

④ひろば９月号の原稿について 

⑤民生委員活動ハンドブックについて 

⑥在宅勤務実施要領について 

⑦会議日程について 

 

（３）第３回正副会長会議 

 ア．日  時：令和２年７月１７日（金）１３時３０分～ 

 イ．場  所：県社会福祉センター４階第１会議室 

 ウ．参加人員：１０名（正副会長５名、事務局５名） 

エ．議  事：①各研修の実施方法について 

②新型コロナ感染症拡大防止に向けたガイドラインについて 

③県への要望事項について 

④全国大会の参加者について 

オ．報  告：①指定民児協の研修会について 

②会議日程について 

 

（４）第４回正副会長会議 

ア．日  時：令和２年９月１１日（木） 



イ．場  所：（書面） 

ウ．参加人員：正副会長５名 

エ．議  事：①ガイドラインの構成案について 

オ．報  告：①指定民児協の研修会について 

②今年度の各種研修の進捗状況について 

 

（５）第５回正副会長会議 
 ア．日  時：令和２年１０月６日（火）１０時３０分～ 
 イ．場  所：千葉市民会館４階第４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「『新しい生活様式』に即した民生委員活動に関するガイドライン」

について 

②令和２年度研修事業について 

③令和３年度事業について 

④令和２年度中間決算について（見込） 

オ．報    告：①市町村民児協運営状況調査について 

②被災地民児協支援募金について 

③（全民児連から厚生労働省への）2021（令和３）年度予算に対す

る要望について 

④令和３年度の全国大会及び関東ブロック大会の概要について 

 

（６）第６回正副会長会議 
 ア．日  時：令和２年１１月１３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３年度収支予算について 

②市町村民児協におけるＩＣＴ(情報通信技術)環境整備について 

③令和２年度全国民生委員指導者研修会（全国民生委員大学）の参加

について 

④令和２年度フォーラムシンポジウムにおけるシンポジストについて 

オ．報  告：①令和２年度各種研修の進捗状況について 

②千葉県人事委員会勧告について 

③指定民児協研修会について 

④令和２年度各種表彰受賞（章）者について 

⑤主任児童委員連絡会の委員就任について 

⑥会議日程について（１１．１３現在） 



（７）第７回正副会長会議 
 ア．日  時：令和２年１２月１８日（火）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令和３年度収支予算について 

②市町村民児協におけるＩＣＴ環境整備に関する調査について 

オ．報  告：①事務局職員給与規程の一部改正について 

②令和２年度各種研修の進捗状況について 

③ハンドブックの概要について 

④指定民児協研修会について 

⑤全国民生委員互助事業「災害見舞金」給付基準の改定について 

⑥令和２年秋の勲章および褒章受章者について 

⑦今後の会議日程について 

 
（８）第８回正副会長会議 
 ア．日  時：令和３年２月１９日（金）１３時３０分～ 
 イ．場  所：県社会福祉センター４階第１会議室 
 ウ．参加人員：１０名（正副会長５名、事務局５名） 
エ．議  事：①令和３年度第２回理事会・評議員会議案書（案）について 

②令和３年度千葉県委託研修事業（プロポーザル）の応募について 

③新・千葉県社会福祉センターの事務室入居審査申込書の提出について 

オ．報  告：①事務局職員の再任用に関する規程の素案について 

②ＷＥＢ会議に関するアンケートについて 

③ちば民児協だより第 81号について 

④外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ）からの要望について 

⑤主任児童委員連絡会について 

⑥千葉県青少年問題協議会の委員について 

⑦令和２年度各種研修会の進捗状況について 

⑧全国民生委員大学の参加者について 

⑨今後の会議日程について 

 
 
 
 
 
 



４．決算監査会 
 

下記日時及び議事等において開催予定だったが、緊急事態宣言下のため開催を中

止し書面送付による監査とした。 
ア．日  時：令和２年５月８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．参加人数：出席者６名（監事２名、平川副会長、事務局２名） 

エ．議  事：①令和元年度事業報告に係る監査、②令和元年度決算に係る監査 

 

 

５．全民児連「被災地民児協支援募金 活動助成金」 

 
全民児連では、民生委員・児童委員による被災地での救援活動等に対し「被災地

民児協支援募金 活動助成金」をもって助成金を支給している。 
「令和元年度台風１５号・１９号」における支援活動についても助成対象となっ

たことから、県内被災地民児協へ案内のうえ、希望のあった下記民児協へ送金した。 
 
 

 

 

 

 

 

※（送金）各町民児協の定数×３，０００円、（送金日）令和２年９月１０日 

※要綱改定により「活動助成金」は現在、「二次支援金」に名称を改訂。 

 

 

６．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  １８人 １８０，０００円 

配 偶 者  ２６人 ７８，０００円 

計  ４４人 ２５８，０００円 
 

市町村名 金  額 

神崎町 ４５，０００円 

長南町 ７２，０００円 

鋸南町 ７８，０００円 

計 １９５，０００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 ５件 １５０，０００円 

一 

 

般 

一 般 死 亡 １７件 ５１０，０００円 

配 偶 者 死 亡 ２６件 ３９０，０００円 

一 般 傷 病 
２ヶ月未満 １１件 ８８，０００円 

２ヶ月以上 ５１件 ５１０，０００円 

災 害 見 舞

（居 宅） 

全壊・大規模半壊 １件 １００，０００円 

半 壊 ０件 ０円 

退任慰労  

３年以上９年未満 ３０件 ９０，０００円 

９年以上１５年未満 １５件 ７５，０００円 

１５年以上 ７件 ４９，０００円 

計 １６３件  １，９６２，０００円 

 
 
 
７．千葉県に令和３年度予算に関する要望書を提出 

 

毎年、千葉県の次年度予算について要望書を提出しているが、令和２年において

も下記の通り令和３年度予算に関する要望を行った。 

 

（要望日） 令和２年７月３１日 

（要望内容） 

１．「民生委員・児童委員の活動費」及び「民生委員協議会交付金」の増額につ

いて 

２．民生委員・児童委員活動における新型コロナ感染症対策について 

３．研修委託事業の継続及び所要額等の確保について 

４．民生委員・児童委員活動に対する理解を深める広報活動の推進について 

５．民生委員・児童委員の活動しやすい環境づくりについて 

 



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 
 

単位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１２月４日（金） 
イ. 場  所：千葉市民会館 大ホール 
ウ. 人  数：２４９名（他 関係者・事務局８名） 
エ. 講  義：（テーマ）「防災と民生委員・児童委員の役割」 

（講 師）国際医療福祉大学 学科長 教授 小林 雅彦 氏 
 
 
２．中堅民生委員児童委員研修会 
 

認知症の人とその家族への理解を軸に、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：令和２年１０月３０日（金）１３時００分～１５時３０分 
イ．場  所：君津市民文化ホール・大ホール 
ウ．人  数：３３１名（他 関係者・事務局９名） 
エ．講  義： 

（講 義①）テーマ：「誰もが暮らしやすい社会を目指して」 
講 師：一般財団法人 介護福祉士会 理事 箱田 純子 氏 

（講 義②）テーマ：「認知症の人と家族の暮らしの今」 
講 師：公益社団法人 認知症の人と家族の会 千葉県支部 

        副代表 廣岡 成子 氏 
 



（第２回） 
ア．日  時：令和２年１１月１０日（火）１３時００分～１５時３０分 
イ．場  所：柏市民文化会館・大ホール  
ウ．人  数：３７０名（他 関係者・事務局９名） 
エ．講  義： 

（講 義①）テーマ：「誰もが暮らしやすい社会を目指して」 
講 師：一般財団法人介護福祉士会 理事 曽我 敦子 氏 

（講 義②）テーマ：「認知症の人と家族の暮らしの今」 
講 師：公益社団法人認知症の人と家族の会 千葉県支部 

        副代表 児島 和子 氏 
 
（第３回） 
ア．日  時：令和２年１１月１２日（木）１３時００分～１５時３０分 
イ．場  所：船橋市民文化会館・ホール 
ウ．人  数：４２０名（他 関係者・事務局１０名） 
エ．講  義： 

（講 義①）テーマ：「誰もが暮らしやすい社会を目指して」 
講 師：一般財団法人介護福祉士会 会長 八須 祐一郎 氏 

（講 義②）テーマ：「認知症の人と家族の暮らしの今」 
講 師：公益社団法人 認知症の人と家族の会 千葉県支部 

        代表 合江 みゆき 氏 
 
（第４回） 
ア．日  時：令和２年１１月２６日（木）１３時００分～１５時３０分 
イ．場  所：東総文化会館・大ホール 
ウ．人  数：１８３名（他 関係者・事務局９名） 
エ．講  義： 

（講 義①）テーマ：「誰もが暮らしやすい社会を目指して」 
講 師：一般財団法人 介護福祉士会 飯島 徳子 氏 

（講 義②）テーマ：「認知症の人と家族の暮らしの今」 
講 師：公益社団法人 認知症の人と家族の会 千葉県支部 

        副代表 児島 和子 氏 
 
（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。資料配布。 
ア．日  時：令和３年１月２７日（水）１３時００分～１５時３０分 
       一度、令和３年３月９日（火）に延期したが中止。 



イ．場  所：船橋市民文化ホール（延期：習志野文化ホール） 
 
（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。資料配布。 
ア．日  時：令和３年１月１５日（金）１３時００分～１５時３０分 
       一度、令和３年３月２４日（水）に延期したが中止。 
イ．場  所：千葉市民会館・大ホール 

 
 
３．事例検討研修会 
 
単位民児協あたり２名、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を検討したが、今年度は新型

コロナウイルス感染症拡大防止のため、聴講形式で下記の通り開催準備を行った。 
しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、２回とも開催を中止し資

料を配布した。 
 
ア．日  時：（１回目）令和３年２月９日（火）１３時００分～１５時２０分 

（２回目）令和３年２月１０日（水）１３時００分～１５時２０分 
イ．場  所：千葉市民会館・大ホール 
ウ．講  義：（テーマ）「“共育”と“協働”の大切さを確かめよう！」 

（講 師）合同会社 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏 
 
 
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。 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、４月及び８月の開催は中止し

たが、１２月の第３回開催時に、未受講者向けに研修会を撮影し、ＤＶＤを作成の

うえ貸し出しを行った。 
 
（第１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。資料配布。 
ア．日  時：令和２年４月１７日（金）１３時００分～１６時００分 
イ．場  所：千葉市文化センター・アートホール 

 



（第２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。資料配布。 
ア．日  時：令和２年８月２１日（金）１３時００分～１６時００分 
イ．場  所：千葉市文化センター・アートホール 

 
（第３回） ※未受講者向けに研修会を撮影。ＤＶＤを作成・貸し出し。 
ア．日  時：令和２年１２月４日（金）１３時００分～１６時００分 
イ．場  所：千葉県教育会館・ホール 
ウ．人  数：１０８名（他 関係者・事務局１０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 水野 佳祐 氏 

（講 義②）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 

（講 義③）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：アクティヴリッスン 代表 澤村 直樹 氏 

（講 義④）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 榎本 豊 

 
 
５．主任児童委員研修会 
 

児童の福祉課題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、下

記の通り開催準備を行った。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

ため、２回とも開催を中止し資料を配布した。 
 

 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止。資料配布。 
ア．日  時：（第１回）令和３年２月 ２日（火）１３時００分～１５時２０分 

（第２回）令和３年２月２５日（木）１３時００分～１５時２０分 
イ．場  所：千葉市民会館・大ホール 
ウ．講  義：（テーマ）「児童虐待の現状と相談支援について 

わたしたちが地域で子ども家族にできること」 
（講 師）柏児童相談所 所長 渡邉 直 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

を検討したが、重要視しているグループワークの実施が新型コロナウイルス感染症の

拡大により困難であるため、開催しないこととした。 

 

 

 

（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２年１０月２２日（木） 
イ．場 所：新横浜プリンスホテル「シンフォニア」 

 ウ．参加人数：３名（鴨川市１名、浦安市１名、事務局１名） 
 エ．プログラム 
   （１）式典 

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 
      全国民生委員児童委員連合会会長表彰 
        ・永年勤続単位民生委員児童委員協議会会長表彰： １名 
        ・永年勤続単位民生委員児童委員協議会役員表彰： ３名 
        ・民生委員・児童委員功労者表彰       ： ８名 
        ・永年勤続民生委員・児童委員表彰      ：４７名 
      大会宣言 
      民生委員の歌 



      シンポジウム 
      「民生委員制度創設１００周年活動強化方策」を通して今後の民生委員活

動を考える」 
      コーディネーター：同志社大学 名誉教授 上野谷 加代子 氏 
      シンポジスト  ：全民児連 副会長    池永 彰美  氏 
                 〃         宮田 光明  氏 
               高崎健康福祉大学 教授 金井  敏  氏 
      次期開催地あいさつ 
      閉会 
 
 
２．全国民生委員・児童委員リーダー研修会 

 
ア．期  日：令和２年１２月１５日（火）～令和３年３月１０日（水） 
イ．開催方法：ＹｏｕＴｕｂｅの限定ＵＲＬで公開 
ウ．視聴人数：８６名 
エ．プログラム： 

（１）行政説明１：厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 

（２）行政説明２：厚生労働省 子ども家庭局 子育て支援課 
（３）講義１： 

（テーマ）「障がいがある方の人権」 
（講師）ＮＰＯ法人 神奈川県障害者自立支援センター 理事 川田 隆一 氏 

（４）講義２： 
（テーマ）「単位民児協等における研修のあり方と全民児連事業について」 
（講 師）全民児連 事務局 

（５）講義３： 
（テーマ）単位民児協等における相談技法研修のすすめ方 

『民生委員・児童委員のための相談技法研修用ビデオ』活用のポイント 
（講 師）元梅花女子大学 准教授 植田 寿之 氏 

 
 
３．全国児童委員活動研修会 

  （全国主任児童委員研修会と全国児童委員活動研修会の合同開催） 

 

ア．期  日：令和３年１月２２日（金）～３月１０日（水） 
イ．開催方法：ＹｏｕＴｕｂｅの限定ＵＲＬで公開 



ウ．視聴人数：１２８名 
エ．プログラム： 

（１）行政説明：厚生労働省 子ども家庭局 子育て支援課  

（２）講義１： 

（テーマ）「児童委員、主任児童委員の活性化に向けて」 

（講 師）明治学院大学名誉教授 松原 康雄 氏 

（３）シンポジウム 

（テーマ）「１０の提言を踏まえ今後の児童委員、主任児童委員活動を展望する」 

（コーディネーター）明治学院大学 名誉教授 松原 康雄  氏 

（シンポジスト）  関西学院大学非常勤講師 廣瀬 みどり 氏 

千葉県佐倉市千代田地区民児協会長 高野 富佐代 氏 

     〃    主任児童委員 泉  宏子  氏 

大阪市東成区中本地区民児協会長  羽鹿 誠一  氏 

     〃    主任児童委員 福永 美和子 氏 

（４）講義２： 

（テーマ）地域で見守る子どもたちの未来～子どもの貧困問題を考える～ 

（講 師）子どもの貧困対策センターあすのば 事務局長 村尾 政樹 氏 

 

 

４．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３年２月上旬～２月２２日（月） 
イ．開催方法：講義映像（ＤＶＤ）による学習とレポートの提出 
ウ．参加人数：１名（東庄町） 
エ．プログラム 
（１）行政説明１：厚生労働省社会・援護局 地域福祉課 

（２）行政説明２：厚生労働省 子ども家庭局 子育て支援課 

（３）人権学習：（テーマ）「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 

（４）基調報告：「民生委員・児童委員をめぐる現状と民児協組織の取り組み」 

（講 師）全民児連 事務局 

（５）シンポジウム： 

（テーマ）「『民生委員制度創設 100 周年活動強化方策』を通して

今後の民生委員活動を考える」 

（コーディネーター）同志社大学 名誉教授 上野谷 加代子氏 

（シンポジスト）  全民児連 副会長    池永 彰美 氏 



              〃       宮田 光明 氏 

    高崎健康福祉大学 教授 金井 敏  氏 

（６）講 義： 

（テーマ）「民生委員・児童委員活動をすすめるために、都道府

県・指定都市民児協のリーダーに求められる役割」 

（講 師）ルーテル学院大学 学長 市川 一宏 氏 

 
 

５．開催中止となった研修会 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、下記研修会については開催中止

となった。 

 
 （１）民生委員・児童委員のための相談技法研修会 

ア．期  日：令和２年１０月７日（水）～８日（木） 
イ．場  所：新横浜国際ホテル 

 
 （２）令和２年度（第 80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２年６月４日（木）～５日（金） 
イ．場  所：静岡市「ホテルアソシア」 

 
 （３）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２年４月２７日（木）～２８日（金） 

イ．場  所：全国社会福祉協議会 会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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、例年は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てい

るところだが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から会議の開催は中止した。 

 

（１）指定民児協合同会議 

   下記日時及び議事等において開催予定だったが、緊急事態宣言下のため開催を

中止し書面送付とした。 

 

ア．日  時：令和２年４月２４日（金）１３時～１５時 

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５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・令和元年度：終了）松戸市小金南部地区民児協 

 （令和２・３年度：新規）   印西市民児協 

 （令和２・３年度：新規）   一宮町民児協 

 

イ．県民児協モデル育成事業指定民児協 

（令和１・２年度：継続）   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地区民児協 
 

 



（３）新規指定民児協の研修会コーディネート 

 ①一宮町民児協 

ア．日  時：令和２年１１月６日（金）１５時～１６時３０分 
イ．場  所：ホテル一宮シーサイドオーツカ 

ウ．参加人数：４９名（一宮町民児協及び一宮町関係者２８名、睦沢町民児協１

８名、講師１名、県民児協事務局２名） 

エ．内  容：（講 師）合同会社泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏 

（テーマ）「“地域のつむぎ役”となろう！」 

 

②木更津市波岡西地区民児協 

ア．日  時：令和２年１１月１４日（土）１３時３０分～１５時３０分 
イ．場  所：木更津市民総合福祉会館 

ウ．参加人数：２０名（木更津市波岡西地区民児協１６名、木更津市社協１名、

講師１名、事務局２名） 

エ．内  容：（講師）公益財団法人さわやか福祉財団 大坪 直子 氏 

（テーマ）「つくりましょう！ 人と人とがつながり助け合う居場

所～いつでもだれでも型の居場所を広げよう～」 

 

 ③印西市民児協 

ア．日  時：令和２年１２月１０日（木）１４時～１５時３０分 
イ．場  所：印西市役所内会議室 

ウ．参加人数：１８名（印西市民児協・広報委員１３名、市民児協事務局１名、

講師２名、県民児協事務局２名） 

エ．内  容：（事例発表１）佐倉市民児協会長 小林 眞智子 氏 

（事例発表２）富里市民児協会長 宮川 朱実 氏 

（テーマ）「広報誌について」 

 

 

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８１号：令和３年３月３１日 ２４頁 
 
（２）編集会議の開催 
（第１回） 

  ア．期 日：令和２年１２月２１日（月）１４時～１６時 



  イ．場 所：県社会福祉センター３階会議室 
  ウ．議 事：第８１号の掲載内容について 
 

 

３．市町村民生委員児童委員協議会事務局会議 

 

下記の通り実施予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、

開催を中止し資料を配付した。 

ア．日  時：令和２年６月２６日（金） 

イ．場  所：県社会福祉センター会議室 

 

 

４．ホームページ・ＰＲ関連事業 

 

（１）ホームページ関連 

毎週２回、「お知らせ」コーナー等更新し、県内民生委員・児童委員、市町村民

児協等関係者への情報提供に努めた。 

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」を更新。令和３年３月３１日現在、県内全３３０地

区・１，９４４事例を掲載。（ホームページ：http://www.chiba-minkyo.or.jp） 

 

●県民向けの「お知らせ」        ：５９回更新 

●民生委員・福祉関係者向けの「お知らせ」：８５回更新 

 

（２）ＰＲ関連 
毎年５月１２日の「民生委員・児童委員の日」から一週間は、活動強化週間とさ

れており、県内民児協は様々なＰＲ活動を展開している。こうした地域住民や関係

機関・団体へのＰＲ活動への支援を目的にリーフレットの配布を行った。 
 

ア．日 時：令和２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」 

リーフレット配布 民生委員お一人あたり５０枚 
※「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

は、本会ホームページに印刷用データを掲載。 
 
 



５．主任児童委員連絡会 

 

（第１回） 書面開催 
  ア．期 日：令和３年２月１９日（金） 
  イ．議 事：（１）委員長の選出。 

（２）副委員長の指名 
（３）「活動状況アンケート」の実施 

 
 
６．民生委員・児童委員活動ハンドブックの作成検討 

 

  令和４年夏頃の発行を目指し、ハンドブックの内容・構成について検討を重ねた。 

 

 

７．アーカイブス事業 

 

  本会が所蔵する民生委員・児童委員に関する歴史資料について、将来に向けた保存

を目的にデータ化を進めた。 

 

 

８．ＷＥＢ会議に関する設備環境等アンケート 

 

令和２年度の事業計画にはなかったが、今後ＷＥＢ会議の導入に向けて、県内市

町村民児協におけるＷＥＢ会議に関する設備状況等について簡易アンケートを実

施した。 

 

 

９．サーマルカメラ（ＡＩ自動検温器）等の貸出 

 

コロナ禍において研修を実施するにあたり、サーマルカメラ（ＡＩ自動検温器）

やパソコン、被接触型検温器等を、千葉県共同募金会の助成により購入した。 

これら物品について、広く県内民児協関係者にご活用いただきたくために無料貸

出を開始。 

令和２年１２月の案内以降、貸出の要望はあったが、令和３年１月～３月２１日

まで緊急事態宣言が発令されていたこともあり、結果として令和２年度中の貸出実

績はなかった。令和３年度も継続予定。 



１０．その他 

 

（１）全国民生委員児童委員連合会 広報誌への寄稿 

   「ひろば」９月号：「災害に備える」 

 

（２）新型コロナウイルス感染予防対策に関するガイドラインの作成 

令和２年度の事業計画にはなかったが、県内市町村民児協等の要望を受け、コ

ロナ禍における民生委員・児童委員活動の方向性や活動の目安等を示すことを目

的に作成。また、この作成にあたっては、都道府県・指定都市民児協にコロナ禍

における活動や研修会の実施方法等についてアンケート調査を実施した。 

 

①「研修会等における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」 

  ア．作成時期：令和２年８月 

  イ．配付対象：市町村民児協 

  ウ．概要  ： 研修会や定例会の開催にあたって留意しておきたい、感染予防対

策や健康チェック、感染対策を講じた実施方法、レイアウト図な

どを掲載。 

 

②「『新しい生活様式』に即した民生委員・児童委員活動に関するガイドライン」 

  ア．作成時期：令和２年１０月 

  イ．配付対象：県内全委員、市町村民児協 

  ウ．概要  ： 民生委員の基本的な活動である「訪問する活動」や「通いの場」

の開催などを中心に、「新しい生活様式」に即した民生委員・児童

委員活動について、その考え方や感染予防対策などを掲載。 

 

 

※新型コロナ感染症の感染予防対策として、ガイドライン等を作成したため、「市町村

民児協運営状況調査」は実施できず、令和３年度に実施予定。 


