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１．100周年シンボルマーク ピンバッジ 

 

内容：民生委員制度が平成 29 年に創設 100 周年を迎えることを、全国の民生委員・児童委

員の皆様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に作成

したシンボルマークをかたどったピンバッジ。 

 

イメージ： 

100 周年シンボルマーク 

 

 

ピンバッジ(袋に入った状態) 

 

 ピンバッジ(拡大) 

 

 

使用方法：現任の民生委員・児童委員が、普段の活動時に着用してください。 

注!!  着用しても委員としての証明とはならないため、活動の際には委員証を必ず携

行してください。 

注!!  このピンバッジは、民生委員・児童委員自身が使用することを想定し、民生委

員・児童委員のマークをモチーフにしているため、民生委員・児童委員でない方

が使用されると、民生委員・児童委員として誤解される恐れがあります。民生委

員・児童委員でない方（民生委員 OB や自治体首長等）には、応援マークピンバ

ッジをお渡しください。 
 

〔期待される効果〕 

・民生委員・児童委員が活動する際に、「100 周年シンボルマーク ピンバッジ」を着用

することで、住民や関係者がふと目にした時に、「あのマークは何？」「民生委員制度

は 100 周年を迎えるんだ」と関心をもってもらうきっかけとなります。 

・民生委員・児童委員が着用することで、民生委員・児童委員自身の 100 周年に向けた

意識の高まりが期待されます。 

・100 周年シンボルマークは、ピンバッジだけではなく、民生委員・児童委員の名刺

や、研修会の資料、広報誌など、さまざまな場所でご活用いただくことで、地域の

方々へのアピールや民生委員・児童委員自身の意識の高まりがより大きくなることが

期待されます。シンボルマークのデータは全民児連のホームページに掲載しています

ので、ご自由に使用してください。  
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２．100周年シンボルマーク シール（小）（大） 

 

内容：民生委員制度創設 100 周年シンボルマークのシール。 

 

イメージ： 

 

（小）～マークの直径 15mm、マーク下の「民生

委員制度は平成 29 年に 100 周年です」

は 20mm×8mm。1 シートに 25 枚。シ

ートのサイズは 195mm×132mm。 

（大）～マークの直径 30mm、マーク下の「民生

委員制度は･･･」は 40mm×12mm。1 シ

ートに10枚。シートのサイズは270mm

×90mm。 

※ マークのシールと、「民生委員制度･･･」のシ

ールは、別のシールになっています。 

 

使用方法： 

⇒ （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。 

⇒ マーク下の「民生委員制度は平成 29 年に 100 周年です」は、お貼りになるスペースに

よってお使いください。 

 

使用にあたっての注意： 

⇒ このシンボルマークは民生委員・児童委員のマークをモチーフにしているため、民生委

員・児童委員でない方が使用されると、民生委員・児童委員として誤解される恐れがあ

ります。 

  事務局の方の名刺等には、「６．応援マーク シール」をご活用ください。 

 

〔期待される効果〕 

・名刺や封筒などにシンボルマークがあることによって、渡した相手に民生委員制度が

100 周年を迎えることが伝わります。 

 

〔名刺や封筒などを渡す際のポイント〕 

・名刺や封筒を手渡す際には、100 周年を迎えることをあわせて説明しましょう。 

・初めてお会いする方には、３．の「PR リーフレット」も一緒に手渡し、民生委員・児

童委員活動について説明しましょう。 

  

（小） 
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３．100周年 PR リーフレット 

 

内容：民生委員制度が創設 100 周年を迎え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。 

 

イメージ：A4 変形 観音開き（閉じたサイズ 100 ㎜×210 ㎜、展開サイズ 396 ㎜×210 ㎜） 

 

  

      

中面 

 
 

 

使用する前に！！ 

⇒ 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。 

○ 表紙下部分～民児協名、裏表紙～連絡先 

 

 

① 

② 
③ 

中面 

① 
② ③ 



全民児連作成の 100周年広報グッズの内容および使用方法 

5 
 

使用方法： 

⇒ 日ごろ、民生委員・児童委員としてあまり関わりのない方々への PR に活用しましょう。 

⇒ 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。 

⇒ 役所や社協、関係機関の事務所の目につくところに置いてもらいましょう。 

⇒ 知事や市区町村長、社協会長などを訪問する際に手渡しましょう。 

 

〔期待される効果〕 

・市役所や区役所、社協の事務所を訪れた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 周年を迎えるんだ」と関心をもってもら

うきっかけとなります。 

・また、そのことによって、課題を抱えた人が民生委員・児童委員の存在を知ることに

もつながります。 

 

〔役所や社協に設置をお願いする際のポイント〕 

・単純に「100 周年 PR リーフレットを置いてください」とお願いするだけでなく、民

生委員・児童委員に関係がある住民が訪れるであろう部署、窓口を指定し、置いても

らうように依頼しましょう。 

・また、置いてもらうだけではなく、民生委員・児童委員の支援が必要そうな住民が訪

れた場合は直接手渡してもらうことを、その部署の職員に依頼しましょう。 

・行政や社協の事務所の窓口だけではなく、行政や社協が運営・委託している福祉事務

所や児童相談所、地域包括支援センターのような関係機関にも置いてもらうよう依頼

しましょう。 
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４．100周年 PRポスター 

 

内容：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。 

 

使用方法： 

⇒ 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

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。 

⇒ そのため、役所や社協、関係機関の事務所に掲示してもらいましょう。 

また、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（次頁の「想定される掲示場所」参照）。 

⇒ 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。 

 

イメージとサイズ：B2 サイズ、B3 サイズ、A4 サイズの 3 種があります 

・B2 サイズ（縦 728mm×横 515mm） 

・B3 サイズ（縦 515mm×横 364mm） 

・A4 サイズ（縦 296mm×横 210mm）※ A4 サイズのみ裏面あり 

 

ポスターデザイン 

  

裏面（A4 サイズのみ） 
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想定される掲示場所：  

掲示場所案 B2 サイズ B3 サイズ A4 サイズ ﾘｰﾌﾚｯﾄ※ 

役所や社協、地域包括支援

センター等 
○ ○  ○ 

市民会館・公民館、体育館、

図書館 
○ ○  ○ 

学校、幼稚園、保育所 ○ ○  ○ 

病院、診療所の待合室 ○ ○  ○ 

銀行、郵便局 ○ ○  ○ 

交通機関 ○    

スーパー、コンビニ  ○  ○ 

個人経営の商店 ○ ○   

ショッピングモール ○    

行政の広報掲示板   ○  

自治会、町内会の掲示板   ○  

回覧板   ○  

手渡し   ○ ○ 

※ ポスターの掲示とともに、「PR リーフレット」を置いてもらうこともあわせてお願い

しましょう。 

 

【役所や社協、地域包括支援センター等】 

⇒ 役所や社協は、民生委員と密接な関係があることから、必ず掲示してもらいましょう。 

職員に意識してもらうことができるとともに、そこを訪れる地域住民の目にとまること

が期待できます。 

⇒ とくに行政では、担当部署以外の職員は民生委員のことを知らない可能性もあります。

担当部署以外でも掲示してもらうよう働きかけましょう。 

⇒ また、地域包括支援センターや福祉事務所などの関係機関、福祉施設等においても、掲示し

てもらいましょう。 

役所や社協と同様に、職員に意識してもらうことができるとともに、訪問・利用する地

域住民の目にとまることが期待できます。 

⇒ 民生委員が、知事や市区町村長を訪問・懇談する際、新聞社や行政広報誌などの取材が

入っている場合は、その背景にポスターが写りこむよう、ポスターを掲示してもらいま

しょう。 
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【病院、診療所の待合室】【銀行、郵便局】 

⇒ 病院や診療所の待合室、銀行や郵便局では待ち時間は発生するため、ポスターを見ても

らうことが期待できます。 

⇒ 活動上関係がある診療所や病院、また各委員が知っている医院などに積極的に働きかけ

てみましょう。 

 

【交通機関】 

⇒ 多くの人が利用する駅などは、待ち時間が発生し、多くの人の目につくことが期待でき

ます。 

⇒ 駅などに掲示してもらうには、費用が発生する場合が多いと思われます。 

しかし、民生委員制度の主旨を説明し、鉄道会社やバス会社の社会貢献活動の一環とし

て理解してもらうことができれば、無償でポスターを掲示してもらえる可能性もありま

す。100 周年 PR リーフレット等も活用しながら働きかけましょう。 

また、行政に費用面の支援を要請したり、公営の鉄道やバスなどには、都道府県庁や市

区町村役場からの協力要請をお願いすることも考えられます。ぜひ依頼してみましょう。 

 

【行政の広報掲示板】【自治会、町内会の掲示板】【回覧板】【手渡し】 

⇒ A4 サイズのポスターを活用しましょう。 

⇒ 行政の広報掲示板、自治会町内会の掲示板では、ポスター表面と裏面を隣り合わせで掲

示してもらうことができれば、より内容が伝わることが期待できます。 

⇒ 回覧板を利用したり、直接手渡しで渡すことで、より確実に地域住民の目にふれること

ができます。 

 

それぞれの民児協名が入ったポスターの作成： 

⇒ポスター下の白地部分に、都道府県・指定都市民児協名や市区町村民児協名の入ったポス

ターを作成いただくことも可能です。 

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地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/ 

 

 

  

http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/
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５．応援マーク ピンバッジ 

 

内容：民生委員・児童委員活動に関係する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。 

 

イメージ： 

関係者向けマーク 

 

ピンバッジ(袋に入った状態) 

 

 ピンバッジ(拡大) 

 

【参考】 

100 周年シンボルマーク 

 

 

着用を依頼する相手先：  

○ 顧問等、民生委員・児童委員の OB ○ 知事や市区町村長 ○ 行政の職員 

○ 社協の役職員 ○ 民児協事務局の職員 ○ 自治会・町内会会長 

○ 民生委員・児童委員活動と連携している組織・団体の職員  

 等の民生委員・児童委員活動の応援をお願いしたい人 

注!!  「100 周年シンボルマーク」（上記イメージ右端）は民生委員・児童委員自身が使用することを
想定し、民生委員・児童委員のマークをモチーフにしているため、民生委員・児童委員でない方
が使用されると、民生委員・児童委員として誤解される恐れがあります。 
民生委員・児童委員でない方への提供は、こちらのマークをご使用ください。 

 

使用方法： 

⇒ 知事や市区町村長、社協の会長等を訪問し、「関係者用ピンバッジ」を手渡して、着用

いただくように依頼しましょう。 

⇒ 行政職員や社協の役職員にも着用してもらうように依頼しましょう。その際、自治体の長

や社協会長の協力を得ることで、より多くの人につけてもらえる可能性が高まります。 

 

〔期待される効果〕 

・知事や市区町村長、社協の会長、行政職員や社協の役職員、自治会長等に「関係者用

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 周年を迎えるんだ」と関心をもってもら

うきっかけとなります。 

・自治体の長や社協の会長等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、その姿を見た民生委員・児童委員の士気も高まることが期待できます。 

 



全民児連作成の 100周年広報グッズの内容および使用方法 

10 
 

〔手渡す際のポイント〕 

・「関係者用ピンバッジ」を渡す際には、100 周年シンボルマークをかたどった委員用の

ピンバッジを着用しましょう。あわせて見てもらうことで、より関心をもってもらう

ことが期待されます。 

・「関係者用ピンバッジ」を手渡す際には、「３．100 周年 PR リーフレット」を一緒に

手渡し、民生委員・児童委員の役割や活動、民生委員制度が 100 周年を迎えることを

あわせて説明しましょう。 

・5 月の「活動強化週間」などにあわせて、「関係者用ピンバッジ」を知事や市区町村長

などに着用してもらっている姿を、地元の新聞社などマスコミに取り上げてもらうこ

とができれば、多くの住民の目にとまります。 

・同様に、行政や社協の機関紙に写真付きで掲載してもらうよう依頼しましょう。より

多くの住民の目にとまることが期待できます。 
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６．応援マーク シール（小） 

 

内容：民生委員・児童委員活動に関係する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を入れた応援マークのシール。 

 

イメージ： 

  

マークの直径 15mm、マーク下の「民生委

員制度は平成 29 年に 100 周年です」は

20mm×8mm。1 シートに 25 枚。シート

のサイズは 195mm×132mm。 

※ マークのシールと、「民生委員制度･･･」

のシールは、別のシールになっています。 

※ 「関係者向けマーク シール」は（小）

サイズのみです。 

 

使用方法： 

⇒ 名刺等に貼ってお使いください。 

⇒ マーク下の「民生委員制度は平成 29 年に 100 周年です」は、お貼りになるスペースに

よってお使いください。 

 

想定される配布先： 

○ 顧問等、民生委員・児童委員の OB ○ 行政の職員 ○ 社協の役職員  

○ 民児協事務局の職員 ○ 民生委員・児童委員活動と連携している組織の職員 

 等の民生委員・児童委員活動の応援を依頼したい人 

 

〔期待される効果〕 

・行政職員や社協役職員、民児協事務局職員、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

度が創設 100 周年であることが伝わります。 

 

〔シールを渡す時のポイント〕 

・できる限り多くの人の名刺にシールを貼ってもらうことが何より重要です。 

・そのためにも、まず、既に顔見知りである職員に直接会ってお願いし、その人の名刺

に貼ってもらいましょう。 

・また、その人経由でさまざまな人にシールを貼ってもらうようお願いしましょう。 
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全民児連作成 ＰＲグッズ有償頒布のご案内 

 広報グッズ 内容 価格等 

1 
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をかたどっ

たピンバッジ 

30 個･･･4,500 円 

(送料)300 個ごとに 500 円 

2 

100 周年シンボル 

マークシール(小) 

100 周年シンボルマークのシール。

名刺等に使用 

10 シート･･･500 円 

(送料)250 ｼｰﾄごとに 350 円 

100 周年シンボル 

マークシール(大) 

100 周年シンボルマークのシール。

手帳や封筒等に使用 

10 シート･･･500 円 

(送料)250 ｼｰﾄごとに 350 円 

3 
100 周年 
PR リーフレット 

100 周年を迎えることを伝えるとと

もに、民生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分

かりやすく紹介 

100 部･･･1,000 円 

(送料)1,000 部ごとに 500 円 

4 100周年PRポスター 

民生委員制度が 100 周年を迎えるこ

とを PR するポスター（B2 サイズ、

B3 サイズ、A4 サイズ） 

(B2 サイズ)50 枚･･･2,000 円 

(送料)200 枚ごとに 1,000 円 

(B3 サイズ)50 枚･･･1,500 円 

(送料)400 枚ごとに 1,000 円 

(A4 サイズ)100 枚･･･1,000 円 

(送料)1,000 枚ごとに 500 円 

5 
応援マーク 

ピンバッジ 
応援マークをかたどったピンバッジ 

30 個･･･3,500 円 

(送料)300 個ごとに 500 円 

6 応援マークシール 
応援マークのシール。関係者の名刺

に貼ってもらう 

10 シート･･･500 円 

(送料)250 ｼｰﾄごとに 350 円 

7 
民生委員・児童委員
制度 PR ポスター 

100 周年だけではなく、民生委員・

児童委員そのものを PR するポスタ

ー（B2 サイズ、B3 サイズ、A4 サイ

ズを作成予定） 

秋以降に完成予定 

（一定数を無償配布後、有償頒

布の予定(価格未定)） 

8 
マスコミ向け 

PR パンフレット 

マスコミに対して PR する際に、民

生委員・児童委員制度がどのような

ものかを紹介したパンフレット 

秋以降に完成予定 

（一定数を無償配布。有償頒布

はしない予定） 

9 100 周年 PR パネル 100 周年を PR するパネル 完成時期未定（取扱未定） 

 

○ 有償頒布の「申込書」は全民児連ホームページに掲載しています。 

○ お申し込みについては、「申込書」に必要事項をご記入のうえ、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。 

 

全国民生委員児童委員連合会 
事務局 〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 民生部内 
TEL 03-3581-6747 ／ FAX 03-3581-6748 

ホームページ http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/ 

http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/

