
（別紙１） 

令和４年度 新任民生委員児童委員研修会 開催要領 

 

１．趣旨 

民生委員・児童委員は住民に最も近い地域福祉の担い手として、全ての住

民が安心して生きいきと暮らせる豊かな地域社会づくりを、「常に住民の立

場に立って」進めていく必要があります。 

そこで、新たに委嘱された民生委員・児童委員、主任児童委員に対し、相

談・自立支援活動を行う上で必要な基礎知識・技術の習熟を図るとともに、

地域における実践的な活動に結びつく研修を開催します。 

 

２．主催 

千葉県、船橋市、柏市 

 

 

３．実施機関 

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会 

 

 

４．期日・会場 

詳細は、「令和４年度新任研修会 市町村別対象者数」参照のこと。 

期   日 会    場 収容人数 対象人数 

１２月 ７日（水） 君津市民文化ホール・大ホール １，２００ ５４７ 

１２月 ８日（木） 船橋市民文化ホール・ホール １，０００ ５７５ 

１２月１４日（水） 千葉市民会館・大ホール １，００１ ４９６ 

１２月１５日（木） 千葉市民会館・大ホール １，００１ ３８７ 

１２月１６日（金） 東総文化会館・大ホール ９００ ３２４ 

※各会場案内図は別紙の通り。 

 

 

５．対象者 

（１）令和４年１２月に新たに委嘱される民生委員・児童委員及び主任児童委員 

（２）民生委員・児童委員及び主任児童委員で新任研修を受講していない者 

（３）市町村民児協事務担当者 



６．日 程 

 

１２：３０～１３：００  受 付 

 

１３：００        開 会 

 

民生委員児童委員信条・児童憲章前文（唱和） 

 

１３：０５～１３：２０  挨拶・講義① 

（テーマ）「民生委員・児童委員制度の概要（仮）」 

（講 師）千葉県健康福祉部健康福祉指導課 

 

１３：２０～１３：３０  舞台転換・休憩 

 

１３：３０～１５：１０  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～（仮）」 

（講 師）合同会社 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏 

 

１５：１０～１５：２０  休 憩 

 

１５：２０～１５：４５  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 

 

１５：４５        閉 会 

 

 

 

７．お問い合わせ・提出先 

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会（担当：渡辺・黒岩） 

〒２６０－００２６ 千葉市中央区千葉港 4－3県社会福祉センター内 

ＴＥＬ：０４３－２４６－６０１１  ＦＡＸ：０４３－２４８－００８４ 

e-mail：info@chiba-minkyo.or.jp 

 



別紙２

開催日
会　場

（定　員）
市町村名

推薦
数

計 開催日
会　場

（定　員）
市町村名

推薦
数

計

館山市 35 茂原市 48

木更津市 74 東金市 49

市原市 159 勝浦市 17

鴨川市 18 いすみ市 52

君津市 81 山武市 61

富津市 52 大網白里市 19

袖ケ浦市 41 九十九里町 11

南房総市 68 芝山町 12

鋸南町 19 横芝光町 29

船橋市 128 一宮町 10

松戸市 148 睦沢町 15

野田市 62 長生村 15

柏市 107 白子町 7

流山市 44 長柄町 13

我孫子市 31 長南町 18

鎌ケ谷市 34 大多喜町 3

浦安市 21 御宿町 8

市川市 98 銚子市 50

成田市 98 旭市 96

佐倉市 65 匝瑳市 33

習志野市 46 香取市 107

八千代市 35 神崎町 1

四街道市 48 多古町 18

八街市 31 東庄町 19

印西市 22

白井市 10

富里市 18

酒々井町 10

栄町 15

12月8日
（木）

船橋市民
文化ホール

(1,000)

令和４年度新任研修会 市町村別対象者数

575

12月14日
（水）

千葉市民会館
大ホール
 (1,001)

496

547

君津市民
文化ホール
大ホール
(1,200)

12月7日
（水）

324
東総文化会館

大ホール
(900)

12月16日
（金）

合　　計 2329

387
千葉市民会館

大ホール
(1,001)

12月15日
（木）



（第１回開催会場） 

君津市民文化ホール 交通案内 

＜住所・アクセス＞ 

〇住 所  〒２９９－１１７２ 千葉県君津市三直（みのう）６２２ 

〇電話番号 ０４３９－５５－３３００ 

〇アクセス ＪＲ内房線「君津」駅より、バスまたはタクシー約１５分 

      （自家用車利用可） 



ＪＲ「大網駅」

船橋市民文化ホール

（第２回開催会場） 

船橋市民文化ホール 交通案内 

＜住所・アクセス＞ 

〇住 所  〒２７３－０００５ 船橋市本町２－２－５ 

〇電話番号 ０４７－４３４－５５５５ 

〇アクセス 

ＪＲ船橋駅から徒歩約７分、または京成本線京成船橋駅から徒歩約５分

※来場の際は公共交通機関をご利用ください。 

※やむを得ず自家用車で来場する場合は、各自駐車場のお探しください。 

京成本線「京成船橋駅」

ＪＲ「船橋駅」



＜住所・アクセス＞ 

〇住 所  〒２６０－００１７ 千葉市中央区要町１－１ 

〇電話番号 ０４３－２２４－２４３１ 

〇アクセス ＪＲ「千葉駅」より徒歩約７分、ＪＲ「東千葉駅」より徒歩約３分

※来場の際は公共交通機関をご利用ください。 

※やむを得ず自家用車で来場する場合は、各自駐車場のお探し

ください。 

（第３・４回開催会場） 

千葉市民会館 交通案内 



（第５回開催会場） 

東総文化会館 交通案内 

＜住所・アクセス＞ 

〇住 所  〒２８９－２５２１ 旭市ハ６６６ 

〇電話番号 ０４７９－６４－２００１ 

〇アクセス ＪＲ総武本線 旭駅よりタクシーで５分 徒歩約１５分 

      （自家用車利用可） 

ＪＲ「旭駅」

東総文化会館


