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民生委員制度は平成 29 年で創設　　　 周年です100

民生委員制度は、平成29年で制度創設100周年です。
委員活動の充実や民生委員制度の一層の発展のためには、何より社会、国民の理解と協力が
不可欠です。
100 周年という機会に、民生委員・児童委員の存在を、そして、民生委員制度が 100 年の歴史が
あることを知ってもらうために、「民生委員制度創設100周年PRグッズ」をご活用ください。

地域住民向け

地域住民に100年の歴史があること、
活動内容を知ってもらいましょう！！

100 周年 PR リーフレット
「このまちとともに次の100年へ」

民生委員制度が100年の歴史があることを伝えるとともに、民生委員・児童
委員がどのような活動をしているかを地域住民等に向けてわかりやすく紹介
したリーフレットです。
広く住民に配り、民生委員・児童委員の存在をアピールしましょう。
民生委員・児童委員として、日ごろあまり関わりのな
い方々へのPRに活用しましょう。
役所や社協、関係機関などの事務所の目につくところ
に置いてもらいましょう。

※サイズ：閉じたサイズ     100mm×210mm、
                       展開したサイズ 396mm×210mm

※リーフレットには、民児協名および連絡先を記入する欄があります。
　使用する前に民児協名および連絡先を、所属民児協において記入し
　てご活用ください。



ポスター

（裏面  ※A4サイズのみ）（B2、B3、A4 表面）

100年の歴史を
広くPRしましょう!!
100 周年 PR ポスター

100年間、このまちとともに。

それぞれの民児協名が
入ったポスターの作成方法 

全民児連ホームページにポスターのデータを掲載し
ています。
そのデータを使用し、地元の印刷会社等で白帯部分
に民児協名を入れ、印刷してください。

全民児連ホームページ　
http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/

ポスター掲示の目的は、ポスターを見てもらい、「民生委員・児
童委員の存在」「民生委員・児童委員の性格」「民生委員制度に
100年の歴史があること」を多くの方に知ってもらうことです。

役所や社協、関係機関の事務所に掲示してもらうとともに、ま
ちなかにある行政の広報掲示板など、さまざまな場所に掲示
してもらうように働きかけ、できるだけ多くの場所に掲示し
ましょう。

A4 サイズは、掲示だけではなく、直接手渡すなどの利用がで
きるように、裏面に民生委員・児童委員の紹介を掲載してい
ます。裏面下段には民生委員・児童委員への連絡を記入する
スペースがありますので、手渡す前に連絡先を記入してご活
用ください。

B3 サイズは電車の吊り広告と同じサイズです。多くの人が
利用する交通機関に掲示してもらいましょう。

民生委員制度が創設100周年を迎えることを
伝えるポスターです。

B2サイズ、B3サイズ、A4サイズの3種があります
（A4サイズのみ裏面あり）。
・B2サイズ（縦728mm×横515mm）
・B3サイズ 縦デザイン（縦515mm×横364mm）
　　　　　 横デザイン（縦364mm×横515mm）

・A4サイズ（縦296mm×横210mm）

（裏面  ※A4サイズのみ）（B2、A4 表面）

（B3 表面）

民生委員・児童委員 PR ポスター

民生委員・児童委員の性格やどんな活動をしているかを
伝えるポスターです。

民生委員・児童委員は
　このまちに笑顔を広げます。

ポスター下の白帯部分に、都道府県・指定都市民児協名や
市区町村民児協名を入れてポスターを作成いただくこと
も可能です（下記参照）。

ポスターの活用法



いずれもFAXにて随時注文を受け付けています。ご注文から1週間程度でお届けします。
注文用紙や注文先は次ページをご確認ください。グッズの内容に関するお問い合わせは全国民生委員児童委員連合会事務局まで。

（全社協民生部　TEL 03-3581-6747　FAX 03-3581-6748）

応援をお願いしたい人に手渡すにはこちら！

原寸サイズ

民生委員・児童委員活動の応援をお願いしたい人たち向けに作成した「応援します!! 民生委員・
児童委員」とのキャッチコピーが入った応援マークをかたどったピンバッジです。
知事や市区町村長、社協の会長等を訪問し、「応援マーク ピンバッジ」を手渡して、着用いただく
ように依頼しましょう。
さらに、行政職員や社協の役職員、自治会長等に「応援  マーク　ピンバッジ」を着用してもらうこ
とで、住民や関係者がふと目にした時に、「民生委員・児童委員って何？」「民生委員制度は100周
年なんだ」と関心をもってもらうきっかけとなります。
自治体の長などが着用していることで、民生委員制度への信頼感が増します。
また、着用している姿を見た民生委員・児童委員の士気が高まることも期待できます。

応援マークのシールです。
行政職員や社協役職員、関係機関の職員に手渡し、名刺に貼ってもらいましょう。
行政職員や社協役職員、関係機関の職員はさまざまな人と名刺交換を行ないます。
その名刺にマークがあることによって、さまざまな人に民生委員制度が100年の
歴史があることが伝わります。

応援マーク ピンバッジ

応援マーク シール（小）

関係者向け

シール（マークの直径 15mm）

100周年にあたって
委員自らの機運を高めましょう！！

100周年シンボルマークのシールです。
（小）は民生委員・児童委員の名刺等に貼ってお使いください。（大）は封筒や

パンフレット、チラシなどに貼ってお使いください。

シンボルマーク自体のシールと、マークの下の「民生委員制度は平成 29 年に
100 周年です」のシールは、それぞれ分かれています。貼るスペースによって
使い分けてください。

民生委員制度が平成29年で100周年であることを、全国の民生委員・児童委員の方々に意識していただ
くとともに、広く地域の方々にアピールしていくためのシンボルマークをかたどったピンバッジです。
普段の活動の際に着用してください。住民や関係者が目にした時に、「民生委員制度は100周年なんだ」と
関心を持つきっかけになるとともに、委員自身の意識向上につながります。

※このピンバッジを着用しても民生委員・児童委員の証明とはならないため、活動の際には
     必ず委員証を携行するようお願いします。

100 周年シンボルマークピンバッジ

100 周年シンボルマークシール（小）（大）

シール（大）
（マークの直径 30mm）

シール（小）
（マークの直径 15mm）

原寸サイズ

民生委員・児童委員向け



100周年広報グッズ　注文用紙

※「送付先」と「請求先」が同じ場合は「請求先」欄は記入不要です。

請求先

請求書宛名

送付先

注文先FAX（株式会社ナチュラル）：03-3662-0400
注文先メール：goods@nun.co. jp

FAXまたはメールにて
注文を受け付けます

〒       　　　　    

〒        　　　　  

連絡用 TEL

連絡用 TEL

担当者名（　　　　　　　　　　　）

担当者名（　　　　　　　　　　　）記
入
欄

注文方法等

①都道府県・指定都市民児協または市区町村民児協ごとに取りまとめてご注文ください。
②ご注文はそれぞれの単位でお願いいたします（例：ピンバッジの場合 → 30 個、60 個、90 個…）。

③請求書はご注文の品に同封します。発送先と請求先が異なる場合は必ず「請求先」欄にご記入ください。
　代金は請求書日付の「翌月末」までにお振り込みください。振込手数料はご負担願います。

④複数の品を同時注文いただいた際も送料はそれぞれに発生いたしますのでご了承ください。
　また、送料の規定数に達しない場合も送料は発生します（例：ピンバッジの場合、30 個のご注文でも 500 円の送料が発生します）。

⑤複数の品を同時注文いただいた場合、それぞれに請求書を同封しますが、お振り込みいただく際は合算していただいても結構です。

—             　　— 

—             　　— 

送付先および請求先

100 周年シンボルマークピンバッジ
100 周年シンボルマークシール（小）
100 周年シンボルマークシール（大）

民生委員・児童委員 PR ポスター（B2）
民生委員・児童委員 PR ポスター（B3）
民生委員・児童委員 PR ポスター（A4）
応援マークピンバッジ
応援マークシール（小）

送 料価 格品　名

30 個　　　   4,500 円
10 シート　　  500 円
10 シート　　  500 円

30 個　　　   3,500 円
10 シート　　  500 円

100 周年 PR ポスター（B2）
100 周年 PR ポスター（B3）
100 周年 PR ポスター（A4）

50 枚
50 枚
100 枚

2,000 円
1,500 円
1,000 円

200 枚ごとに
400 枚ごとに
1,000 枚ごとに

1,000 円
1,000 円

500 円
50 枚
50 枚
100 枚

2,000 円
1,500 円
1,000 円

200 枚ごとに
400 枚ごとに
1,000 枚ごとに

1,000 円
1,000 円

500 円

300 個ごとに               500 円
250 シートごとに      350 円
250 シートごとに      350 円

300 個ごとに              500 円
250 シートごとに     350 円

100 周年 PR リーフレット 100 部　　　1,000 円 1,000 部ごとに           500 円
（税込） （税込）

注文数

100 周年 PR ポスター（B2）　　　　　　枚

100 周年 PR ポスター（B3）　　　　　枚

100 周年 PR ポスター（A4）　　　　　枚

民生委員・児童委員PRポスター（B2） 　　        　 枚

民生委員・児童委員PRポスター（B3）　　        　枚

民生委員・児童委員PRポスター（A4）　　        　枚

100 周年 PR リーフレット                     部

応援マークピンバッジ 　　　  　         個

応援マークシール（小）　             　　        シート

100 周年シンボルマークピンバッジ   　　　       　個

100 周年シンボルマークシール（小）　　　     　  シート

100 周年シンボルマークシール（大）　　　      　 シート
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