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公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会 

 

 

 

 

 

 



概  況 

 

 

令和３年度は、重点施策として、①新型コロナウイルス感染症への対応を踏ま

えた研修・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。 

前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、ほぼ１年間を通じて

緊急事態宣言（８月２日～９月３０日）やまん延防止重点措置（４月２０日～８月１日、

１月２１日～３月２１日）が発令される中、研修についてはインターネット上の動画配

信やＤＶＤの配布、オンライン開催という形で実施しました。コロナ禍前より受講者は

減少したものの、集合方式と違って「都合の良い時に受講できて良かった」「繰り返し

受講できて良かった」など一定の評価が得られたところであり、動画配信方式の継続を

求める声も多く寄せられました。 

 

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、新型コロナウイルス

感染症の感染防止対策として、理事会、評議員会については年度当初は前年度に引き続

き書面開催としましたが、年度末にはほぼ２年ぶりに集合方式とオンラインでの参加

を併用して開催しました。また、国・県からの協力要請に応じ、事務局の業務に支障が

生じないよう配慮した上で 時差通勤や在宅勤務を積極的に推進しました。 

 

情報の収集・提供体制の推進については、ホームページに研修会動画掲載ページ、 

市町村民児協事務局向けの各種案内・運営サポートページを増設し情報提供の強化に

努めるとともに、市町村民児協の協力をいただいて運営状況調査を実施し、「令和３年

度市町村民児協運営状況調査報告書」としてとりまとめ公表しました。 

また、広報誌「ちば民児協だより」については、年２回発行する中で、最新号で

は「コロナ禍の活動をととのえる」という特集を組み、初めての試みとして冊子に

解説動画を加えて発行しました。 

 

このほか、千葉県が整備している新千葉県社会福祉センターへの入居が令和３年５

月に仮承認されました。なお、当初は令和４年後半の入居開始とされていましたが、新

型コロナウイルス感染拡大等の影響による半導体の供給不足が工事の進捗に影響を与

えており、入居開始が令和５年４月に変更されています。 



令和３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３年５月１１日（火） 

イ．場  所：（書面） 

ウ．参加人数：理事１３名、監事２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  

事業報告書（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 

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役員（理事及び

監事）の選任について 

⑤事務局職員の再任用に関する規程の制定について 

⑥第２０回千葉県民生委員児童委員大会の開催について 

 

（２）第２回理事会 

ア．日  時：令和３年６月１０日（木） 

イ．場  所：（書面） 

ウ．参加人数：理事１４名、監事２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 

 

（３）第３回理事会 

ア．日  時：令和４年３月１０日（木）１０時３０分～１１時３０分 



イ．場  所：県社会福祉センター３階会議室及びオンライン 

ウ．参加人数：理事１１名、監事１名（他 事務局４名） 

エ．議  事：①令和４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４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令和３年度臨時（第２回）評議員会及び令和４年度定時評議員会の 

開催について 

 オ,報   告：①代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告書について 

②事務局職員給与規程等の一部改正について 

 

 

２．評議員会 

 

（１）定時評議員会 

 ア．日  時：令和３年５月２８日（金） 

 イ．場  所：（書面） 

 ウ．参加人数：評議員４０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 

事業報告書（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 

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役員（理事及び

監事）の選任について 

⑤事務局職員の再任用に関する規程の制定について 

⑥第２０回千葉県民生委員児童委員大会の開催について 

 

（２）第２回（臨時）評議員会 

 ア．日  時：令和４年３月２５日（金）１０時３０分～１１時２０分 

 イ．場  所：県社会福祉センター３階会議室及びオンライン  

 ウ．参加人数：評議員２６名（他 正副会長４名、監事１名、事務局４名） 

エ．議  事：①令和４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４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．正副会長会議 

 

（１）第１回正副会長会議 

 ア．日  時：令和３年４月２６日（月）１０時３０分～ 

 イ．場  所：県社会福祉センター４階第１会議室 

 ウ．参加人数：１０名（正副会長５名、事務局５名） 

 エ．議  事：①令和３年度 第１回理事会・評議員会議案書について 

②全国大会（京都府）の旅程について 

③各種研修会の実施について 

④市町村事務局会議の実施について 

⑤優良民生委員児童委員協議会表彰の推薦について 

⑥令和３年度「単位民児協版 活動強化方策」作成推進支援事業について 

 オ．報  告：①主任児童委員連絡会について 

②関東ブロック大会の日程について 

③会議日程について 

 

（２）第２回正副会長会議 

 ア．日  時：令和３年６月１８日（金）１０時３０分～ 

 イ．場  所：県社会福祉センター４階第１会議室 

 ウ．参加人数：１０名（正副会長５名、事務局５名） 

エ．議  事：①各種研修会について 

②令和４年度 県への予算要望について 

③第２０回千葉県民生委員児童委員大会の開催方法について 

④市町村民児協運営状況調査について 

 オ．報  告：①新・千葉県社会福祉センターの事務室入居審査申込の結果について 

②全国大会（京都府）について 

③サーマルカメラ等の研修会運営備品の貸出について 

④春の叙勲・褒章について 

⑤国家公務員 定年延長法律案の概要 

⑥ＡＣジャパン「２０２１年度支援キャンペーン」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３年７月２８日（水）１３時３０分～ 

 イ．場  所：県社会福祉センター４階第１会議室 

 ウ．参加人数：９名（正副会長５名、事務局４名） 

エ．議  事：①令和４年度 千葉県の予算に関する要望事項について 

②各種研修会について 

③新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合等における 

職員の職務に専念する義務の免除について 

 オ．報  告：①第２０回千葉県民生委員児童委員大会について 

②市町村民児協運営状況調査について 

③令和３年度社会福祉功労者に対する厚生労働大臣表彰（民生委員優良 

活動団体）候補者について 

④会議日程について 

 

（４）第４回正副会長会議 

ア．日  時：令和３年９月１５日（水） 

イ．場  所：（書面） 

ウ．参加人数：正副会長５名 

エ．議  事：なし 

オ．報  告：①令和４年度千葉県の予算に関する要望活動の実施結果について 

     ②新型コロナウイルス感染症感染拡大防止において出勤することが

困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて 

③令和３年度全国民生委員互助共励事業民児協活動強化推進事業に

ついて 

④ちば民児協だより第８２号台割について 

⑤令和３年度各種研修会の進捗状況について 

⑥全国大会の参加予定者等について 

 

（５）第５回正副会長会議 

 ア．日  時：令和３年１０月１５日（金）１０時３０分～ 

 イ．場  所：県社会福祉センター４階第１会議室 

 ウ．参加人数：９名（正副会長５名、事務局４名） 

エ．議  事：①相談技法研修会について 

②一斉改選時の新任研修について 

③令和４年度事業について 

 オ．報    告：①令和３年度各種研修会の進捗状況について 



②全国大会（京都府）の規模縮小について 

③関東ブロック活動研究協議会（千葉市）に関する状況について 

④各種指導事業について 

⑤会議日程について 

 

（６）第６回正副会長会議 

 ア．日  時：令和３年１１月１９日（金）１０時３０分～ 

 イ．場  所：県社会福祉センター４階第１会議室 

 ウ．参加人数：８名（正副会長４名、事務局４名） 

エ．議  事：①令和４年度事業及び予算について 

②関東ブロック民生委員児童委員活動研究協議会の参加者について 

③令和３年度全国民生委員指導者研修会（全国民生委員大学）の 

参加者について 

④相談技法研修会の開催方法について 

オ．報  告：①千葉県社会福祉センター設置管理条例の公布について 

②千葉県人事委員会の千葉県職員の給与勧告について 

③令和３年度各種研修会の進捗状況について 

④秋の叙勲・褒章受章者について 

⑤会議日程について 

 

（７）第７回正副会長会議 

 ア．日  時：令和３年１２月１７日（火） 

 イ．場  所：（書面） 

 ウ．参加人数：正副会長５名 

エ．議  事：なし  

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等 

の一部改正について 

②第２０回民生委員児童委員大会に係る関係団体等補助金について 

③各種指導事業について 

④令和３年度 秋の勲章及び褒章受章者について  

⑤会議日程について  

 

（８）第８回正副会長会議 

 ア．日  時：令和４年１月１４日（金）１１時～ 

 イ．場  所：県社会福祉センター３階会議室 

 ウ．参加人数：８名（正副会長４名、事務局４名） 



エ．議  事：なし  

オ．報  告：①第１回千葉県社会福祉センター入居団体説明会の結果概要について 

②令和４年度予算案（収入支出部分）の一部修正について 

③令和３年度市町村民児協運営状況調査（速報版）について 

④指導事業の進捗状況について  

⑤令和３年度関東ブロック民生委員児童委員活動研究協議会の視聴 

希望者について  

⑥令和３年度全国民生委員指導者研修会（第３１回民生委員大学）の 

参加者について  

⑦会議日程について  

 

（９）第９回正副会長会議 

 ア．日  時：令和４年２月１８日（金）１０時３０分～ 

 イ．場  所：県社会福祉センター３階会議室及びオンライン 

 ウ．参加人数：８名（正副会長４名、事務局４名） 

エ．議  事：①令和３年度第３回理事会、第２回評議員会の提出議題について 

②第２０回千葉県民生委員児童委員大会第１回運営委員会について 

③令和４年度千葉県委託研修事業(プロポーザル)の公示と応募に 

ついて 

オ．報  告：①令和３年度決算見込みについて 

②指導事業の進捗状況について 

③会議日程について 

 

 

４．決算監査会 

 

ア．日  時：令和３年４月２８日（水）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５名（監事２名、平川副会長、事務局２名） 

エ．議  事：①令和２年度事業報告に係る監査、②令和２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  １７人 １７０，０００円  

配 偶 者  ３０人 ９０，０００円 

計  ４７人 ２６０，０００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 ２１０，０００円 

一 

 

般 

一 般 死 亡 １８件 ５４０，０００円 

配 偶 者 死 亡 ３２件 ４８０，０００円 

一 般 傷 病 
２ヶ月未満 ７件 ５６，０００円 

２ヶ月以上 ７６件 ７６０，０００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 ２７件 ８１，０００円 

９年以上１５年未満 ９件 ４５，０００円 

１５年以上 ８件 ５６，０００円 

計 １８３件  ２，３２８，０００円 

 

 

６．千葉県に令和４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３年において

も下記の通り令和４年度予算に関する要望を行った。 

 

（要望日） 令和３年８月１１日（水） 

（要望内容） 



１．「民生委員協議会交付金」の増額について 

２．コロナ禍における活動支援について 

３．研修委託事業の継続及び所要額の増額について 

４．広報活動の推進について 

５．活動しやすい環境づくりについて 

６．その他財政的な支援について 

 

 

 

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 

 

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。令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、動画配信形式（本会ＨＰに掲載）で開催。 

 

ア．視聴期間：令和３年８月２日（月）～１２月２７日（月） 

イ．参加人数：１９５名（他 関係者・事務局７名） 

ウ．講  義：（テーマ）「地域共生社会の推進と民生委員・児童委員活動」 

（講 師）淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科 

教授・学長 山口 光治  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。令和３年度は、新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため、動画配信形式（本会ＨＰに掲載）で開催。 

 



ア．視聴期間：令和３年１０月２９日（金）～令和４年３月１８日（金） 

イ．参加人数：１，２３６名（他 関係者・事務局８名） 

ウ．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 副会長 佐藤 武秀 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 

 

 

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。令和３年度は、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、動画配信形式（本会ＨＰに掲載）で開

催。 

 

ア．視聴期間：令和３年１２月３日（金）～令和４年３月１８日（金） 

イ．参加人数：３６８名（他 関係者・事務局８名） 

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、令和２年度の同研修会を録画したＤＶＤの貸出及び資料配布を行った。 

 

（第１回）  

ア．視聴期間：令和３年４月２７日（火）～７月３１日（土） 

イ．参加人数：３１名 

ウ．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 

 

（第２回） 

ア．視聴期間：令和３年８月１日（日）～１２月３１日（金） 

イ．参加人数：４７名 

ウ．講  義：第１回目と同内容 

 

（第３回）  

ア．視聴期間：令和３年１２月１日（水）～令和４年２月２８日（月） 

イ．参加人数：３７名 

ウ．講  義：第１回目と同内容 

 

 

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開催。

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、動画配信形式（本会Ｈ

Ｐに掲載）で開催。 

 

ア．視聴期間：令和３年１２月３日（金）～令和４年３月１８日（金） 

イ．参加人数：４１０名 

ウ．講  義： 

（テーマ）「中核地域生活支援センターの実践からみたヤングケアラーの実態と支援」 

（講 師）千葉県中核地域生活支援センターがじゅまるセンター長 朝比奈 ミカ氏 

 

 

 

 

 

 



（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。

令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、Ｚｏｏｍを利用して開催。 

 

（第１回） 

ア．日  時：令和４年２月９日（水）１３時～１５時１５分 

 イ．参加人数：１５名 

 ウ．講義・ロールプレイ： 

（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）アクティヴリッスン 代表 澤村 直樹 氏 

 

（第２回） 

ア．日  時：令和４年２月２２日（火）１３時～１５時１５分 

 イ．参加人数：１５名 

 ウ．講義・ロールプレイ：第１回と同内容 

 

 

 

（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 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催県市の京都府及び京都市以外の

委員は後日配信された動画を視聴した。 

 

ア．視聴期間：令和３年１２月１７日（火）～令和４年３月２５日（金） 

イ．場 所：京都パルスプラザ 



 ウ．参加人数：１１名 

（鴨川市１名、浦安市１名、習志野市１名、松戸市１名、柏市１名、船

橋市１名、我孫子市１名、酒々井町１名、県社協２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 

・優良民児協：流山市東深井中学校区民児協 

・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：  ２名 

・民生委員・児童委員功労者表彰       ： １２名 

・永年勤続民生委員・児童委員表彰      ：５１２名 

大会宣言 

次期開催地あいさつ 

民生委員の歌 

 

（２）活動交流集会 

（活動交流集会１） 

「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」 

（活動交流集会２） 

「障がい者が生活しやすい地域づくり」 

（活動交流集会３） 

「子育ち、子育てを応援する地域づくり」 

（活動交流集会４） 

「主任児童委員と連携した児童委員活動の推進」 

（活動交流集会５） 

「災害に備える地域づくり」 

（活動交流集会６） 

「生活困窮世帯への支援と民生委員・児童委員活動」 

（活動交流集会７） 

「住民参加で支えあうまちづくりと民生委員・児童委員活動」 

（活動交流集会８） 



「民生委員・児童委員の活動環境整備」 

（活動交流集会９） 

「民生委員・児童委員活動を支える民児協機能の強化」 

（シンポジウム） 

「地域共生社会の実現と民生委員・児童委員活動 

～新型コロナウイルス禍を踏まえて考える～」 

 

 

２．民生委員・児童委員のための相談技法研修会 

 

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され

ず、令和２年度に引き続きＷＥＢにて動画配信された。 

 

 

３．全国民生委員・児童委員リーダー研修会 

 

ア．視聴期間：令和４年１月１４日（金）～２月２８日（月） 

イ．開催方法：ＹｏｕＴｕｂｅの限定ＵＲＬで公開 

ウ．視聴人数：２４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）筑波大学人間系 教授 小澤 温 氏 

（４）講義２： 

（テーマ）「全民児連事業の概要と単位民児協活動の現況について」 

（講 師）全民児連 事務局 

（５）講義３： 

（テーマ）「単位民児協の取り組み～リーダーに求められる役割～」 

（講 師）島根県出雲市東地区民児協 会長 吾郷 清子 氏 

     東京都立大学 准教授      室田 信一 氏 

 

 

 

 



４．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．視聴期間：令和３年１２月２１日（火）～令和４年１月３１日（月） 

イ．開催方法：ＹｏｕＴｕｂｅの限定ＵＲＬで公開 

ウ．視聴人数：２８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）「子ども・子育て家庭にある書家態度児童委員、主任児童委員活動」 

（講 師）明治学院大学 名誉教授 松原 康雄 氏 

（３）講義２： 

（テーマ）「児童委員、主任児童委員と学校の連携」 

（講 師）明治学院大学 名誉教授 松原 康雄 氏 

（４）講義３： 

（テーマ）「発達障がいがある子どもやその家庭への支援を考える」 

（講 師）山梨県立こころの発達総合支援センター 所長 田中 哲 氏 

（５）講義４： 

（テーマ）「主任児童委員活動活性化と児童委員との連携強化」 

（講 師）泉谷 朋子 氏 

（６）オンライン意見交換会（主任児童委員連絡会より１名参加） 

 

 

５．令和３年度（第８１回）関東ブロック民生委員児童委員活動研究協議会 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集合形式での開催は中止され、後日

主催者である千葉市が配信した動画を視聴した。 

 

ア．視聴期間：令和３年１２月２８日（火）～令和４年１月３１日（月） 

 イ．参加人数：１１名 

（鴨川市１名、浦安市１名、習志野市１名、松戸市１名、柏市１名、

船橋市１名、富津市１名、栄町１名、東庄町１名、酒々井町１名、

事務局１名） 

ウ．プログラム： 

   （１）主催者挨拶 

   （２）全民児連会長挨拶 



   （３）基調報告（全社協民生部） 

   （４）次回開催地挨拶 

   （５）第１分科会「地域版 活動強化方策」の作成に向けて 

   （６）第２分科会「新しい生活様式での民生委員・児童委員活動」 

 

 

６．全国民生委員指導者研修会（第３１回民生委員大学） 

 

ア．期  日：令和４年１月上旬～２月２８日（月） 

イ．開催方法：講義映像（ＤＶＤ）による学習（後日レポート提出） 

オンライングループワーク（令和４年２月３日） 

ウ．参加人数：１名（船橋市） 

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）「障がいのある方の人権」 

（講 師）筑波大学 教授 小澤 温 氏 

（４）講 義２ 

（テーマ）「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）「地域共生社会の実現と民生委員・児童委員活動 

～新型コロナウイルス禍を踏まえて考える～」 

（コーディネーター）ルーテル学院大学 学術顧問・教授 市川 一宏 氏 

（シンポジスト）  同志社大学 教授 永田 祐  氏 

堺市民児連 会長 星  忠宏 氏 

全民児連 副会長 永田 一郎 氏 

（６）オンライングループワーク 

（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 学術顧問・教授 市川 一宏 氏 

 

 

 

 



７．令和３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 

 

 （１回目） 

ア．期  日：令和３年４月２０日（火）オンライン 

イ．参加人数：事務局１名 

ウ．プログラム 

事業説明①：「民生委員・児童委員をめぐる動向と民児協組織の取り組み・

課題」 

事業説明②：「令和３年度全民児連事業」 

グループワーク 

 

（２回目） 

ア．期  日：令和３年６月１６日（水）オンライン 

イ．参加人数：事務局２名 

ウ．プログラム 

事業説明①：「第９０回全国民生委員児童委員大会について」 

事業説明②：「ＡＣジャパン『２０２１年度支援キャンペーン』について」 

 

 

 

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

年度計画等の発表や、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 

   下記日時において開催予定だったが、まん延防止等重点措置のため開催を中止



し関係資料を送付した。 

ア．対象人数：９名（民児協代表者５名、正副会長４名） 

 

（２）指定民児協事業の推進 

ア．県民児協指定民児協 

（令和２・３年度：継続） 印西市民児協／一宮町民児協 

 

イ．県民児協モデル育成事業指定民児協 

（令和元・２年度：終了） 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 

（令和元・２年度：終了） 流山市東深井中学校地区民児協 

（令和３年・４年度：新規）柏市風早北部民児協／匝瑳市野田・栄地区民児協 

 

（３）新規指定民児協の研修会コーディネート 

  ①匝瑳市野田・栄地区民児協 

ア．日  時：令和３年１２月１０日（金）１３時３０分～１５時３０分 

イ．場  所：匝瑳市野栄総合支所 

ウ．参加人数：４５名 

（野栄地区民児協１６名、社会福祉推進員１４名、福祉推進員１

１名、市民児協１名、市社協１名、県社協１名、県民児協１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）「把握し、つなぎ、見守る姿勢 

～災害に備えた民生委員・児童委員活動を考える～」 

 

  ②柏市風早北部地区民児協 

    令和４年６月に開催予定。 

 

 

２．ちば民児協だより発行 

 

（１）発行状況 各８，０００部 

第８２号：令和３年１２月２４日 ２４頁 

第８３号：令和４年 ３月３１日 １６頁（＋解説動画４本） 

 



（２）編集会議の開催 

（第１回） 

  ア．期 日：令和３年６月１４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８２号の掲載内容について 

 

（第２回） 

  ア．期 日：令和４年１月１１日（火）１４時～１６時 

  イ．場 所：県社会福祉センター４階第２会議室 

  ウ．議 事：第８３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 

 

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、Ｚｏｏｍを利用して開催。 

 

ア．日  時：令和３年６月３０日（水）１３時３０分～１５時３０分 

イ．参加人数：４４名（他 関係者・事務局６名） 

ウ．プログラム： 

（１）会長挨拶 

（２）令和３年度事業計画、互助共励事業、活動保険等説明 

（３）情報交換会 

 

 

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（火・金）、「お知らせ」コーナーを更新し、県民及び民生委員・児童委

員、市町村民児協等関係者への情報提供に努めた。そのほか、トップページ下段に

は、研修会動画掲載ページ「民生委員児童委員＋研修動画」と、市町村民児協事務

局向けの「各種案内・運営サポート」のページを増設し、情報提供の強化に努めた。 

●県民向けの「お知らせ」        ：５８回掲載 

●民生委員・福祉関係者向けの「お知らせ」：６１回掲載 

●その他ページの更新（リンクエラー修正等含む）：約３００回 

 

 



（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４年３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」を民

生委員一人あたり５０枚配布。 

※「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） 

  ア．日  時：令和３年１２月１０日（金）１３時３０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：１３名 

  エ．議  事：グループ討議「学校や関係機関との連携」 

 

（第２回） 

  ア．日  時：令和４年３月１１日（金）１３時３０分～１５時３０分 

  イ．場  所：オンライン開催 

  ウ．参加人数：１４名 

  エ．議  題：グループ討議「主任児童委員活動とＰＲ」 

 

 

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．サーマルカメラ（ＡＩ自動検温器）等の貸出 

 

千葉県共同募金会の助成により購入したサーマルカメラ（ＡＩ自動検温器）やパ

ソコン、被接触型検温器等の物品について、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実施。 

令和３年度の貸出件数は２件。その他３件申し込みはあったが、新型コロナ感染

症拡大による研修会等中止のため、キャンセル。 

 

 

９．令和３年度市町村民児協運営状況調査 

 

  ア．調査期間：令和３年９月２日（木）～１０月２９日（金） 

（追調査）令和４年２月～３月上旬 

  イ．対象者 ：５３市町村民児協事務局 

  ウ．報告書 ： 

令和４年３月３１日、本会ホームページ「各種案内・運営サポート」に下

記データを掲載。 

①「報告書概要」／②「単純集計表」／③「その他・自由記入欄」 

 

 

１０．第２０回千葉県民生委員児童委員大会 第１回運営委員会 

 

令和４年９月６日（火）開催予定の標記大会について、開催方法や運営体制等に

ついて検討を行った。 

 

  ア．日  時：令和４年３月２５日（金）１３時３０分～１４時１０分 

  イ．場  所：県社会福祉センター３階会議室及びオンライン開催 

  ウ．参加人数：１５名（他 県２名、事務局４名） 

  エ．議  事： ①開催要綱(案)・収支予算書(案)について 

②タイムスケジュール（案）について  

③大会における各担当について  

④来賓招待者等について  

⑤市町村への参加案内等について 

⑥作業日程表（概要案）について 

⑦係員分担表（概要案）について 


