
県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど

北海道
北海道民生委員児童委

員連盟
5月12日（月）～5月16日（金）

①民生委員・児童委員パンフレットを独自に作成し、配布します。
②身分証明書付ネームプレートを作成し、配布します。
③民生委員・児童委員活動啓発記事の版下（印刷用原稿）を配布しま
す。

青森県 青森県民児協 5月12日（月）
県内の新聞（東奥日報、デーリー東北、陸奥新報）の各朝刊に民生委
員・児童委員活動のＰＲ記事を掲載し、県民への広報を実施します。

1 岩手県民児協 5月12日（月）～5月18日（日） 県庁前の電子掲示板に関係情報を掲載しています。

2
奥州市水沢地区、衣川

地区民児協
5月18日（日） ＰＲカード配布、戸別訪問を行ないます。

3
奥州市江刺地区、胆沢

地区民児協
5月18日（日） ＰＲカード配布、戸別訪問を行ないます。

4 奥州市前沢地区民児協 5月18日（日） 支所だより等で周知を図ります。

1 多賀城市民児協 5月14日（水）9：00頃多賀城駅前
多賀城駅前において行政と連携しティッシュを配布、および地区ごとで安
否確認を実施します。

2 白石市民児協
5月12日（月）11：30頃
すまいる広場

民生委員児童委員「広げよう　地域に根ざした思いやり」行動宣言による
一斉活動の出発式を開催します。
各地区において、高齢者宅等への一斉訪問を実施します。

3 女川町民児協
5月9日（金）13：00～14：00
女川町役場（仮設庁舎前）
女川町地域医療センター前

街頭によるＰＲカードの配布活動を実施します。

1 米沢市民児協東部地区 5月18日（日）
ＰＲ用チラシを作成し、町内会長宅を訪問、情報交換を行ないます。また
チラシは回覧板を使用し住民への周知を図ります。

2 新庄市民児協 5月11日（日）11時頃から 市内大型店舗８店舗にてPRティッシュを配布します。

3 村山市民児協
5月1日
5月12日～5月末

・市広報紙に「民生委員・児童委員の日」の記事を掲載します。
・市役所庁舎に「広げよう地域に根ざした思いやり」の看板を設置しま
す。

平成26年度　民生委員・児童委員の日　活動強化週間取り組み予定　（平成26年5月12日現在）

民児協名

岩手県

宮城県
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県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

4 長井市民児協 5月12日～5月18日の間
民生委員・児童委員のＰＲとあいさつを兼ねてPRカードを担当地区全戸
配布します。

5
天童市民生児童委員連

絡協議会
5月1日付け市報掲載 民生委員・児童委員活動を市報にて広く周知します。

6 東根市民児協 5月12日（月）～18日（日）
・5月15日号市報に活動情報を掲載します。
・民生委員・児童委員活動強化週間の広報と周知のため、活動強化週
間に市庁舎正面玄関前にのぼり旗を設置します。

7 大石田町民児協
5月12日（月）～18日（日）
5月12日（月）

・のぼり旗を掲揚します。
・「民生委員・児童委員だより」を作成し、全戸配布します。
（その他、町報への掲載、小学校保護者向けチラシ作製など実施しま
す。）

8 舟形町民児協 5月14日（水）7:50～8:50
民生委員・児童委員による小中学校、保育所での「あいさつ運動」を実施
します。

9 戸沢村民児協 5月9日（金）7:20～
戸沢小学校・戸沢中学校に分かれて、あいさつ運動を実施します。
終了後、戸沢中学校との懇談会を実施します。

10 高畠町民児協
・5月1日（木）～
・5月12日（月）～18日（日）

・町広報に紹介記事を掲載します。
・ＰＲカードを活用し、重点的な訪問活動を実施します。

11 白鷹町民児協 5月12日(月)
機関紙「民児協だより」を全戸配布し、民生委員・児童委員活動をPRしま
す。

1 常総市水海道民児協 5月10日～5月31日 要援護者現況調査，ひとり暮らし高齢者名簿整備を行ないます。

2

常陸太田市
（常陸太田地区・金砂郷
地区・水府地区・里美地

区）民児協

5月1日（木）～31日（土） 高齢者世帯を訪問し、福祉ニーズの把握等を実施します。

3
鹿嶋市（みたらし・さざな

み・はまなす）民児協
5月12日(月)～16(金)　7:30～

民生委員・児童委員全員が数人のグループに分かれ，各小学校正門前
で声がけを見守り活動を行ないます。

山形県
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県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

4 潮来市民児協 5月16日（金） 特別講演会を実施します。

5 守谷市南地区民児協 5月12日（月）～5月18日（日）
振り込め詐欺防止チラシを持参し，ひとり暮らし・高齢者のみ世帯を訪問
します。

6
守谷市中央地区・北地

区民児協
5月12日（月）～5月18日（日） 町内会に依頼し，地区担当民生委員を紹介する書面を回覧します。

7
坂東市連合民児協(岩井

地区、猿島地区)
5月11日(日)10：00～16：00
／坂東市立岩井公民館、体育館

坂東市子ども会育成連合会主催の「子どもフェスティバル」に出店し、ＰＲ
活動を行ないます。

8
神栖市神栖地区・波崎

地区民児協
5月15日(木)(広報紙発行日) 市発行の広報紙に民生委員・児童委員のＰＲ記事を掲載します。

9 神栖市神栖地区民児協
10月中旬
神栖市文化センター、市民体育館周辺

お祭り「かみすフェスタ」で民生委員・児童委員の啓発活動を予定してい
ます。

10 桜川市民児協 5月12日（月）～5月16日（金） 高齢者の見守りを強化します。

11 大洗町民児協 5月12日（月）～18日頃まで
PRカードを活用して、見守りが必要な方々に対する活動強化を図りま
す。

12 大子町民児協 5月7日(水)～12日（月）
町の広報誌とコミュニティＦＭラジオ放送で民生委員・児童委員の日活動
強化週間の周知を行ないます。

13 水戸市民児連 5月12日（月）10：00～／水戸京成百貨店前
市内14地区代表の民生委員が、百貨店前で、水戸市民生委員児童委
員連合協議会ののぼり旗を掲げ、民生委員・児童委員ＰＲカードを入れ
たポケットティッシュを配布する街頭キャンペーンを実施します。

14 牛久市民児協
5月14日（水）定例会で調査書配布
5月14日（水）～5月30日（金）

要援護者台帳登録者の登録内容の確認のため、登録者宅の全戸訪問
を実施します。

15
常陸大宮市
連合民児協

平成２６年５月１８日（日）
パンフレット配布等による広報活動を行ないます。
相談コーナーの設置します。

茨城県
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県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

1 栃木県民児協 活動強化週間を含む前後／県内全域
県警察本部の協力を得て作成した特殊詐欺防止リーフレットを街頭活動
や個別訪問により配布し、民生委員・児童委員の活動をアピールしま
す。

2 佐野市民児協 5月1日（木）/市内全域
市広報紙に、紙面枠を拡大し、分かりやすくQ&A方式で民生委員・児童
委員の活動内容を紹介します。

3 小山市民児協 活動強化週間を含む前後／市内全域
・イベント会場にて、民生委員・児童委員をPRする活動を行ないます。
・市行政TVで、民生委員・児童委員活動のPRビデオを放送します。
・広報紙に、民生委員・児童委員活動のPR記事を掲載します。

4 那須町民児協 5月12日（月）～5月18日（日）
高齢者世帯にリーフレットを配付し民生委員活動について
周知するとともに、世帯調査を実施します。

5 那珂川町民児協 5月1日（木）～5月16日（金）
広報紙、町ケーブルテレビ、町HPにより、民生委員・児童委員の活動内
容をPRします。

1 桐生市民児協 ５月８日（木）17:00～17:20
・地域ＦＭラジオ局（ＦＭ桐生）に市民児協会長と事務局職員が出演し、ラ
ジオパーソナリティとの対話形式により、民生委員・児童委員と活動のＰ
Ｒします。

2 南牧村民児協 ５月中
・役場庁舎前に「広げよう地域に根ざした思いやり」行動宣言や「民生委
員・児童委員の日」を入れた懸垂幕を掲げ、住民に民生委員・児童委員
の存在と活動をＰＲします。

3 高山村民児協 ５月１日～３１日
・委員氏名を入れた「５月１２日は民生委員・児童委員の日です」という民
児協自作チラシを住民全戸に配布し、民生委員・児童委員の存在と活動
をＰＲします。

1 埼玉県民児協 4月1日以降
県広報誌「埼玉県民児協だより」４月１日号に民生委員・児童委員の日Ｐ
Ｒ記事を掲載します。

2 埼玉県 5月1日以降
県広報誌「彩の国だより」平成26年5月号に民生委員ＰＲ記事を掲載しま
す。（全戸配布）

3 狭山市民児協 5月12日～18日 狭山ケーブルテレビと狭山市民児協で作成したＰＲビデオを放送します。

4 川口市民児協 5月1日以降
川口市広報誌（全戸配布）に全民生委員・児童委員、主任児童委員の地
区名と名前を掲載します。

5 蓮田市民児協 5月12日～
救急医療情報キットの配布とともに、民生委員ＰＲパンフレットを配布しま
す。

埼玉県

栃木県

群馬県
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県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

1 県民児協 5月中
県内のJRをはじめとする各駅に、啓発ポスターを掲示します。（千葉市と
協働）
詳しくはこちら→当会HP　http:www.chiba-minkyo.or.jp(5月掲載予定)

2 県民児協 4月中旬
各市町村民児協で活用するため、当会作成の地域住民向けPRリーフ
レットを部配布します。

1
東京都民生児童委員連

合会

5月18日（日）
11:00～11:40
／新宿駅東口新宿通り（伊勢丹前～アルタ前）

「平成26年度第3回民生委員・児童委員活動普及・啓発パレード」
・新宿駅東口の新宿通りを、約1,350人の民生委員・児童委員がパレード
します。主任児童委員制度20周年を記念して、子どもたちにもアピール
するために、東京都民生児童委員キャラクターのミンジーのほか、都内
社協のキャラクター14体も一緒に歩きます。

2
東京都民生児童委員連

合会

6月11日（水）
　12:00～16:00
／文京シビック大ホール

「平成26年度第2回東京都民生委員・児童委員合唱チャリティーコンサー
ト」
・都内民生児童委員が、「東日本大震災子ども応援募金」を通じて被災
者支援に継続的に取り組んでいることや、民生委員・児童委員の活動内
容を広く知ってもらうために実施します。
・16地区の合唱隊が日頃の練習の成果を披露するほか、ミンジーグッズ
の頒布と子ども応援募金を呼びかけ、コンサートの最後には、東日本大
震災復興支援ソング「花は咲く」を全員で合唱します。
・入退場自由・入場料は無料です。

3 各区市町村民児協
5月12日（日）～5月18日（土）
／各地区役所内等

・各地区民児協において、役所の入り口付近等を借り、民生委員・児童
委員活動のパネル展示を行なったり、駅頭での東日本大震災子ども応
援募金の呼びかけ、地域パレード等、さまざまな普及・啓発活動を行な
います。

4
東京都民生児童委員連

合会

5月7日（水）～5月9日（金）
／都庁１階ロビー ・都庁１階ロビーで、活動紹介パネルの展示を行ないます。

1 綾瀬市民児協
5月12日（月）～18日（日）
9：00～17：00
綾瀬市役所１階市民ホール

各地区ごとに作成したＰＲパネルを掲示し、観覧者に対しては民生委員・
児童委員が活動内容等の説明を行ないます。

2 大和市民児協
5月10日（土）、11日（日）
10:00～16:00
大和市柳橋4-5000番地　引地台公園

第37回大和市民まつりで、民生委員・児童委員のＰＲ活動を行ないま
す。

3 茅ヶ崎市民児協 5月　茅ヶ崎駅周辺 チラシ入りティッシュペーパーを配布します。

千葉県

東京都

神奈川県
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県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

4 鎌倉市民児協 広報かまくら５月１日号掲載
民生委員・児童委員の活動内容について、簡潔に紹介した記事を掲載し
ます。

5 海老名市民児協
５月12日（月）から５月16日（金）まで
10：00～15：00／海老名市役所１階エントランスホール

民生委員・児童委員活動パネル展を実施します。
（相談・談話コーナーを設置します。）

1 射水市民児協

・5月14日（水）13:30～16:00／新湊交流会館および大
門総合会館
5月19日（月）13:30～16:00／小杉社会福祉会館
・5月12日（月）～5月16日（金）

・民生委員・児童委員が心配ごと相談会を実施します。

・主任児童委員が市内小中学校を訪問し、児童生徒が抱える課題等に
ついて、意見交換や情報共有を行ないます。

2 南砺市民児協

・5月11日（日）9:50～11:30／ショッピングセンター「ア・
ミュー」

・高齢者宅訪問

・市長、議長に「一日民生委員・児童委員」を委嘱し、南砺市民生委員児
童委員及び福野中学校生徒とともに「あなたのまちの民生委員・児童委
員」のパンフレットとクリアファイルを配布します。今年度は新たにのぼり
旗を掲げ、さらなるPRを行ないます。
・市長、議長、民児協会長、担当民生委員が訪問活動を行ないます。

3 上市町民児協

5月12日（月）朝の通勤時間帯／上市駅、
11:00～12:00／ショッピングセンター「パル」「マックス
バリュー上市店」

今年度作成したスタッフジャンパーを着用して「こんにちは民生委員で
す」のリーフレットとポケットティッシュを配布します。

1 小松市民児協
5月13日（火）12：30～13：00
（ラジオこまつ(FM76.6)で放送）

ラジオこまつの番組「わくわくタイム」で民生委員・児童委員活動のＰＲを
します。ぜひお聞きください。

2 穴水町民児協

①5月1日～5月末
②5月14日　7：40～／穴水駅前・病院前
　　　　　　15：00～／いろはストアー前
③5月15日

①役場にて懸垂幕を掲げます。
②街頭ＰＲ：民生委員・児童委員がポケットティシュと民生児童委員ＰＲ
カードを街頭で配布します。
③全町給食サービス：町内の75歳以上の一人暮らしの方約400人に手作
りのちらし寿司をお届けします。花の苗も一緒にお届けし、高齢者の見守
り活動を行ないます。

3 津幡町民児協
①5月1日～30日／津幡町福祉センター
②未定／地区公民館や集会所

①町福祉センターにて懸垂幕を掲げます。
②町社協主催の委員会等を通じて、区長・民生委員が交流する場を設
け、全民児連作成のパンフレットを配付し、民生委員・児童委員の役割と
活動について周知・啓発を図ります。

4 県民児連 4月1日～5月31日
「民生委員・児童委員の日」及びなにかあったら民生委員・児童委員に相
談してほしい旨をPRすることを目的にｽﾃｯｶｰを作成しました。県社協の
公用車に貼付して、県内出張時を利用し、周知活動を行ないます。

富山県

石川県
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県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

1 福井県民児協 4月25日（金）～5月19日（月）
福井県社会福祉センター正面に、「広げよう地域に根ざした思いやり」の
民生委員・児童委員ＰＲ横断幕を掲示し、県民への周知を図ります。

2 大野市中部民児協
5月18日（日）10:00～12:00
量販店　ビオ　の駐車場

のぼり旗を立て、市民に民生委員ＰＲ用の独自のチラシとティッシュ500
個を配布し、声かけを行ないます。
民生委員を「知っている」「知っていない」のカウント調査を行ないます。

3 小浜市民協連 4月20日（日）～5月20日（火）
一人暮らし相談員や老人家庭相談員とともに、要援護者宅と高齢者家
庭の全戸訪問を行ないます。

山梨県 1 山梨県民児協
民生委員・児童委員ＰＲカードを活用し、各市町村で住民への周知を行
ないます。

1 飯田市民児協
5月12日（月）13:00～
　　　　　　　飯田市鼎文化センター

民児協の総会を開催し、総会の中で委員の体験発表などを行ない、来
場者や新聞報道等を通じたPRを行ないます。

2 長野市民児協 5月12日（月）～5月18日（日） 単位民児協ごとにPRカードで民生委員・児童委員活動を周知します。

3
朝日村民児協
以下８民児協

5月18日（月）～5月18日(日) ケーブルテレビ等において民生委員・児童委員の活動を紹介します。

岐阜県 1 岐阜県民児協
5月12日（月）8：20～8：25
岐阜FM放送

民生委員・児童委員の日活動強化週間をはじめ、民生委員・児童委員
の活動について、広く県民にPRするため、県政広報ラジオ番組「ぎふイ
ンフォメーション」で、概要を放送します。

1 清水町民児協 5月11日(日)11:00～
11日(日)10:00から行なわれる母子福祉総会終了後、出席者と一緒にか
るた大会を実施する予定です。

2 伊豆市民児協
5月12日(月)～14日(水)
　　 14日(水)～16日(金)
　　 14日(水)

学校正門および通学路での挨拶、声かけを実施します。
新任委員の理解を重点に、引き継いだ名簿や福祉マップの更新を行な
います。児童福祉週間にあわせて、赤ちゃん訪問グッズを作成します。

3 藤枝市民児協
5月15日　静鉄ストア・杏林堂
5月15日　西益津公民館
5月16日　静鉄ストア・スルガ銀行、JA

チラシ等の配布を行ないます。
のぼり旗を立てPRをします。
振り込め詐欺防止の啓発運動を実施します。

福井県

長野県

静岡県
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県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

4 焼津市民児協
5月10日（土）～5月18日
ショッピングセンターや駅、公会堂等

PRカードとポケットティッシュを配布します。

1
愛知県民生委員児童委
員連盟（愛知県社協）

・愛知県社協機関紙「あいちのふくし」３月号において、民生委員・児童委
員活動の紹介記事において「民生委員・児童委員の日　活動強化週間」
を紹介します。

2 知立市民児協
5月16日（金）～23日（金）
知立市中央公民館１階ホール

民生委員・児童委員、主任児童委員の活動をパネル展示にてＰＲしま
す。

3 清須市民児協

・5月13日（火）8:30～
西枇杷島地区の各幼稚園
・5月14日（水）15:15～
清洲地区の各保育園
・5月15日（木）8:30～
春日地区の各保育園
・5月16日（金）8:30～
新川地区の各保育園

民生委員・児童委員が幼稚園や保育園の正門前であいさつ運動を行な
い、ポケットティッシュを配布します。

1 三重県民児協 5月12日（月）
・ラジオFMみえ「READY！」にて民生委員・児童委員、主任児童委員の
活動紹介を行ないます。

2 四日市市民児協 5月12日（月）～18日（日）
・市および各地域の広報誌などで、担当民生委員児童委員の紹介や、
活動紹介等を行ないます。
・各地域にて訪問活動等を展開します。

3 鈴鹿市民児協
5月11日（日）～18日（日） ・各地区民児協（12地区・17カ所）にて啓発物品（ティッシュ）の街頭配布

をします。

4 尾鷲市民児協 5月13日（火）

・街頭啓発活動の実施について、市広報誌に掲載します。
・民生委員・児童委員とともに副市長、福祉事務所長も参加し、市内６か
所のスーパーマーケット前にて、　ちらし入りティッシュとPRカードを配布
します。

5
木曽岬町・東員町・菰野
町・朝日町・川越町民児

協
5月12日（月）～18日（日）

・民生委員活動をPRするにあたり、北勢５町（木曽岬町、東員町、菰野
町、朝日町、川越町）の民児協　が、5月12日（月）に集い、合同研修会を
行ない、意識を高めます。
その後、期間中に各地域にてポケットティッシュ配布を行ないます。その
際、民児協のジャンパーを着用し、PR効果を高めます。

三重県

愛知県

8/18



県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

6 度会町民児協
5月12日（月）～18日（日）

・町内全戸に民生委員・児童委員の活動内容と担当地区の民生委員・児
童委員を紹介したチラシを作成し、配布します。
・活動強化週間に合わせて担当地区の高齢者宅等を訪問し、挨拶を兼
ねてPRカードを配布します。

7 御浜町民児協 5月11日（日）～18日（日）

・期間中、役場庁舎にて活動PR懸垂幕の掲示をします。
・5/11には地区運動会に参加し、PR活動（チラシ、ティッシュ配布）を行な
います。
・5/15には町内、道の駅周辺でチラシ、ティッシュの配布を行ないます。
・期間中には、新任委員が担当地区住民に対して、PRシート配布（啓発
活動）をスタートさせます。

滋賀県 滋賀県民児協連 5月9日（金）（予定）～

・県内民児協の啓発活動の取り組み事例を取りまとめ、県と県民児協連
の連名でマスコミへ資料提供します。
・取りまとめた取り組み事例を県ホームページに掲載し、県民に広く周知
を図ります。

1 与謝野町民児協
5月9日発行
5月中

・町報において、民児協の活動事例の記事を掲載する予定です。
・毎月３回、心配ごと相談会場で相談を受けています。

2 久御山町民児協
5月18日(日)10:00～15:00
久御山町役場中庭

・ふれあい福祉まつりにて、民児協PRのためのコーナーを設置します。

3 宇治市民児協 5月12日(月)～6月末　市内全域 ・広報誌とPRカードを全戸配布します。

1 交野市民児協
5月11日（日）13時～15時30分／（会場）交野市立保健
福祉総合センター

市民児協主催でファミリーフェスタを開催します。人形劇や昔遊びのコー
ナーを設け、活動のPRを行なうとともに、バザーを実施します。

2 四條畷市民児協

5月17日（土）１０時～
JR忍ヶ丘駅及び四条畷駅・商店街
・スーパー前・保育所・バス停等

市の観光大使で絵本作家の谷口智則氏の参加協力を得て、JR駅2ヶ所
及び市内の商店街やスーパーの付近で、啓発用のぼりを立て、ＰＲ用紙
とポケットティッシュを配布しながら民生委員・児童委員活動のPRを行な
います。
（※ケーブルテレビに放送取材を依頼中）

京都府

大阪府
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県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

1 相生市民児協
5月12日(月)13:30～16:00／
相生市立総合福祉会館

民生委員・児童委員による「ふれあい心配事相談」を実施します。

2 相生市民児協 5月12日(月)～5月18日(日) 要援護者宅への全戸訪問を実施します。

3 相生市民児協 5月16日(金) 「相談・支援活動のポイント」についての研修会を実施します。

1 海南市民児協 5月12日（月）～5月18日（日）

高齢者宅及び要援護者宅を訪問します。
また、児童福祉週間から引き続き「子育て支援事業」で0歳～15歳の子ど
もがいる世帯を訪問します。

2 新宮市民児協 5月12日（月）13：30～14：30
民生委員・児童委員10名がデイサービスセンターを訪問し、利用者とふ
れあったり、防災の紙芝居を行ないます。

3 紀美野町民児協 5月9日（金）10：30～11：30
元公証人の浦文計氏を迎え「紛争のない生活を過ごすために―離婚、
尊厳死宣言、任意後見、賃貸借、遺言等公正証書作成について―」研
修を受けます。

4 由良町民児協 4月2日（日）　由良町役場庁舎内 児童福祉週間ポスターを月間ポスターとし、掲示します。

1 鳥取県民児協 5月
5月発行の県公報「県政だより」にて民生委員・児童委員の活動をＰＲし
ます。

2 鳥取県民児協 5月12日（月）～5月18日（日）
平成25年度に作成した「民生委員・児童委員ＰＲ」のぼりを各地で設置し
ます。

1 島根県民児協
5月12日（月）～18日(日)
 島根県庁前

県庁前に設置されている電光掲示板で、民生委員・児童委員の活動等
を紹介します。

浜田市民児協
奥出雲町民児協

津和野町
5月12日（月）～18日(日)

邑南町民児協 5月10日（土）～16日(金)
出雲市民児協

奥出雲町民児協
邑南町民児協

西ノ島町民児協

5月12日（月）～18日(日)

美郷町民児協 5月1日（木）～31日(土)

益田市民児協 5月12日（月）
単位民児協会長と市町の懇談会を開催します。
一部地区の高齢者宅を市長が訪問します。

美郷町民児協 5月12日（月） 町議会議長が「一日民生児童委員」として街頭活動を行ないます。

2 ＣＡＴＶで民生委員・児童委員ＰＲのＶＴＲを放送します。

3 全戸訪問活動を実施します。

4

兵庫県

和歌山県

鳥取県

島根県
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県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

5 江津市 5月12日（月）～18日(日)
小学生が「子ども一日民生児童委員」として、独居高齢者・高齢者世帯
への声かけ訪問を行ないます。

岡山県 岡山県民児協 活動強化週間／各地区
各地区に広報活動用ポスターを掲示するとともに、活動ＰＲチラシを配布
し、広く地域住民や関係機関・団体へ周知を図ります。

1 呉市民児協 4月29日（火）呉市役所前周辺 呉みなと祭において，民生委員・児童委員の広報パレードを実施します。

2 大竹市民児協 5月12日（月）～5月末の予定
民生委員・児童委員活動のＰＲポスターを作成し，市内の自治会掲示板
及び市役所，公民館，福祉センター等の公共施設に掲示します。

3 江田島町民児協 5月12日（月）7：00～/町内桟橋4か所 民生委員・児童委員活動強化週間啓発ティッシュを配布します。

4 安芸太田町民児協 5月12日（月）～5月18日（日）
民生委員・児童委員の活動内容等について住民に理解を深めていただ
くため，リーフレットを全戸配布します。

1 高松市民児協
5月1日
高松市内

「広報たかまつ」５月１日号に，民生委員・児童委員活動強化週間につい
て記事を掲載します。

2 高松市民児協
5月7日（水）～5月19日（月）
高松市役所本庁舎

「広げよう　地域に根ざした　思いやり」懸垂幕を掲示します。

3 丸亀市民児協
5月3日（土）～5月4日（日）
生涯学習センター 愛の広場

お城祭りにて、民生委員・児童委員のパンフレットを配布し、啓発活動を
行ないます。

4 観音寺市民児協 5月　観音寺市内

「民生委員・児童委員の日」の説明と、各地区で実施する「民生委員・児
童委員の日」の行事を観音寺市社会福祉協議会広報紙に掲載し、自治
会加入世帯（1,900世帯）と事業所の窓口等に備え置き、活動を広く周知
します。

広島県
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県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

5 さぬき市民児協
5月8日（木）
市内の各幼稚園・保育所（園）正門前

「子育て家庭への声がけキャンペーン」を実施します。
各幼稚園・保育所（園）の正門前で、キャンペーン用ののぼりを設置し、
登園・登所する子どもと保護者に対してポケットティッシュとリーフレットを
手渡ししながら声かけを行ないます。
また、実施状況をさぬき市ケーブルテレビで放送します。

6 三木町民児協 6月9日（月）11：00～13：00
ショッピングセンター前において、啓発チラシ、ティッシュを住民に配布す
るキャンペーンを実施します。

7 土庄町民児協
5月下旬
土庄町内の主要スーパーマーケット前（２か所）

パンフレット、ティッシュなどを配り、民生委員・児童委員活動についてＰ
Ｒします。

8 小豆島町民児協
5月13日（火）13：30～
小豆島町役場内海庁舎内

民生委員・児童委員が心配ごと相談回を実施します。

9 直島町民児協 5月号町広報紙 町広報紙にPR記事を掲載します。

10 琴平町民児協 5月14日（水）～15日（金）のいずれか１日／琴平町内 児童虐待防止の啓発のため、オレンジリボンの配布を行ないます。

11 多度津町民児協 5月14日（水）10：00～11：00
町内大型スーパーの街頭で、民生委員活動を紹介したチラシ、グッズを
配布します。

12 綾川町民児協 5月12日(月)～5月16日(金)
役場、支所等でチラシ等を配り、民生委員・児童委員活動の啓発活動を
行ないます。

愛媛県 愛媛県民児協 5月1日～
ポスターを作成し（4,000枚）、全民生委員や関係機関に配布し、公民館、
集会所等に掲示し、ＰＲを行ないます。

1 白石町民児協 5月12日（月）～5月16日（金）
町内施設数か所で、のぼり旗の掲示を行ないます。
町の広報誌（5月号）で民生委員の活動紹介を行ないます。

2 佐賀市民児協 5月12日（月）～

民生委員・児童委員のチラシとティッシュを配布し、ＰＲ活動を行ないま
す。また、サガテレビにてＰＲ活動を行います。（5月７日、10日　夕方5：
30頃予定）
5月1日付佐賀市報にて広報を行ないます。

香川県
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県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

3 鹿島市民児協 5月12日（月）～5月18日（日）
民生委員・児童委員活動ＰＲのぼり旗を設置します。
名刺兼ＰＲカードを携帯して高齢者訪問等を行ないます。
市報に民生委員・児童委員の日や活動ＰＲについて掲載します。

4 大町町民児協 5月7日（水）～5月14日（水）
町の広報誌に民生委員・児童委員の活動内容を掲載します。
町内の介護施設で研修を行ないます。

5 武雄市民児協 5月12日（月）～5月16日（金） 各地区単位民児協にてのぼり旗を公民館等で掲示します。

6 基山町民児協

・5月1日
・7月19日（土）　13時～14時半
・6月1日～30日

町広報紙に1ページの民生委員・児童委員の活動内容などを掲載しま
す。
町内の「きのくに祭り」のパレードに参加、リーフレットを配布します、
見守り対象者宅へ箱ティシュを持って訪問します。

7 鳥栖市民児協 5月12日（月）～5月18日（日）

4月15日発行の市広報誌に「民生委員・児童委員の日」の記事を掲載し
ました。
市役所に「民生委員・児童委員の日」の懸垂幕を掲げます。
各地区民児協において要援護者台帳の見直し、独居高齢者・障がい者
世帯等への訪問を行ないます。

8 嬉野市民児協

5月2日（金）
5月11日（日）
5月11日（日）～5月19日（月）
5月12日（月）～5月19日（月）

町内２地区に分かれて美化運動を実施します。（雨天中止）
塩田津周辺美化活動を行ないます。（少雨決行、雨天中止）
塩田庁舎入口に民児協活動についての啓発用幟旗を設置します。
嬉野庁舎周辺に民児協活動についての啓発用幟旗を設置します。

9
みやき町民児協

5月12日（月）～5月18日（日）

・地区新生児宅および一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯を訪問しま
す。
・施設訪問を行ないます。
・各地区公園等遊具の点検を行ないます。
・通学時の見守りや登下校サポート（学校まで及び新１年生の自宅まで）
を行ないます。

佐賀県
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県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

1 長崎市民児協 広報ながさき5月号
市の広報誌5月号に、民生委員・児童委員の日、民生委員・児童委員に
ついて記事掲載します。

2

佐世保市内各単位民児
協

佐世保市日宇地区民児
協

佐世保市福石地区民児
協

5月11日（日）10：00～13：30

5月12日（月）～5月18日（日）

要援護者宅の全戸訪問や児童への見守り・あいさつ運動、学校訪問を
各地区で実施します。
民児協が主体となり取り組んできた「日宇川ふるさと輝くみんなの水辺づ
くり」が完成し、祝賀会として子どもたち約30名が鮎を放流した後、バー
ベキューで親睦を図ります。
民生委員・児童委員による相談窓口を開設します。

3

壱岐市郷ノ浦町民児協

壱岐市勝本町民児協

5月12日（月）～5月16日（金）
5月12日（月）～5月18日（日）
5月13日（火）
5月3日（土）10：00～15：00
勝本町ふれあいセンターかざはや

児童生徒に対する事故防止の見守り活動を実施します。
独居及び高齢者世帯への見守り訪問強化をします。
郷ノ浦中学校で朝の声かけ運動を実施します。
「こどものひろば」(子どもを中心に家族が遊びやレクリエーション、手作り
おもちゃの作成、出店、食などを通じて交流する地域イベント)を開催しま
す。

4 壱岐市芦辺町民児協 5月15日（木） 新入学児童声かけ運動を実施します。

5 西海市崎戸地区民児協

5月12日（月）11：00～12：00

5月12日（月）13：00～17：00

崎戸町内一円、民生委員のジャケットを着用し、全員で民生委員活動の
啓発パレードを実施します。
崎戸地区・大島地区民児協で合同研究集会を開催します。

6 東彼杵町民児協 5月12日（月）～5月18日（日）
緊急通信システム（緊急電話）の利用者を訪問し、その利用状況の確
認・指導を行ないます。

7 川棚町民児協 5月12日（月）～5月18日（日） 福祉票登録者の全戸訪問・声かけ活動を実施します。

長崎県
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県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

1 大分県民児協 5月12日（月）～／県内各地
パンフレットとポケットティッシュを街頭や高齢者宅訪問時に配布し、民生
委員・児童委員活動のＰＲを行ないます。

2 大分市民児協 5月13日（火）9:50～11:00／大手公園

大分市中心部の大手公園で記念集会を行い、一日民生委員児童委員を
委嘱（児童４名・高崎山のゆるキャラ「たかもん」も）。
集会後、トキハ前までパレードを行ない、街頭でパンフレットやポケット
ティッシュを配布し、民生委員・児童委員活動のＰＲを行ないます。

3 別府市民児協 5月12日（月）10:00～／市内各所
別府市長を一日民生委員・児童委員に委嘱し、高齢者宅の友愛訪問を
実施します。また、市内各所でリーフレット等を配布し、民生委員・児童委
員活動のＰＲを行ないます。

4
中津市民児協
（沖代地区）

5月16日（月）10:00～14:00頃／介護老人施設｢み里｣
民生委員・自治委員・老人会・行政担当者と入所者家族との懇談会を行
ない、入所者の家族の希望や、各関係機関のできることについて参加者
全員で話し合いをします。

5 九重町民児協 5月中旬から6月中旬の間
民生委員・児童委員と福祉委員の懇談会の様子を町のケーブルテレビ
で放送し、併せて民生委員・児童委員活動のＰＲも行ないます。

1 宮崎市民児協
①5月12日（月）～5月16日（金）
②5月11日（日）

①単位民児協毎にのぼり旗を立てたり、PRポケットティッシュを配布し、
PR活動を行ないます。
②単位民児協会長が、宮崎市中心市街地デパート前で、チラシやPR
グッズを配布して、PR活動を行ないます。

2 新富町民児協 5月9日（金）～6月6日（金）
70歳以上で子どものいない一人暮らし高齢者宅を訪問し、ニーズ調査を
実施します。

3 日之影町民児協 5月12日（月）～5月16日（金）
民生委員・児童委員が一人暮らし高齢者、障がい者宅を訪問し、要援護
者ネットワーク台帳作成の調査を実施します。

4 国富町民児協 5月12日（月）～5月18日（日） 要援護者宅を訪問し、ＰＲカードを用いて、活動の広報を行ないます。

5 西都市民児協 5月12日（月）～5月18日（日）
期間中、のぼり旗を立てて広報活動を行ないます。
個別訪問を行ない、リーフレットを用いて活動啓発を行ないます。

1 那覇市民児協 5月12日（水）10：00～16：30/市内 市長が一日民生委員として地域で友愛訪問を行ないます。

宮崎県

大分県
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2 西原町民児協 期間中/町内各小学校
町内小学校の朝のあいさつ運動（校門前）に参加し、民生委員・児童委
員を知ってもらうとともに、小学校教職員との交流を行ないます。

3 国頭村民児協 5月21日（水）10：00～16：30/村内
村内パレードにて民生委員・児童委員活動のPR、啓発活動及び危険か
所点検を行ないます。

札幌市 1 札幌市民児協
5月14日（水）15：00～16：30
札幌駅前通地下歩行空間

民生委員・児童委員が啓発ティッシュやリーフレットを配布し、街頭ＰＲを
行ないます。

1 若林区民児協
5月12日（月）～16日（金）
若林区役所1階　南側

民生委員・児童委員の活動紹介パネルや各種資料を用意し、区役所内
に展示します。

2 泉区民児協 5月12日(月)～5月16日(金)
全地区において高齢者世帯を訪問し、消費生活センターのチラシ配付し
ながら悪質商法（振り込め詐欺など）の防止啓発活動を実施します。

4月下旬～5月中旬頃（予定）
千葉県内主要駅構内

千葉県民生委員児童委員協議会と共同で活動強化週間のポスターを作
成し、千葉県内主要駅に掲示することで、主に勤労者、学生を対象とし、
民生委員・児童委員活動を広く周知します。

5月12日（月）～5月18日（日）
区・地区民児協、学校、行政機関の掲示板等

活動強化週間のポスターを作成し、区民児協、地区民児協、市内小中学
校、行政機関に配布し、活動のＰＲを行ないます。

5月12日（月）～5月18日（日）
地域内の訪問先、行事開催場所

民生委員活動ＰＲ用のリーフレットを作成し、訪問活動時や地域での行
事等の際に配布します。

1 川崎市民児協
5月22日（木）10：00～
川崎市緑ヶ丘霊園内「民生委員児童委員碑」前

顕彰式典を行ないます。
（先人たちの功績と労苦に感謝をし、功労者の表彰等、民生委員児童委
員活動の活力となる事業を展開します。）

2 川崎市民児協
5月22日（木）13：20～
川崎市総合福祉センター　ホール

第６６回川崎市民生委員児童委員大会（川崎市と共催）
（功労者の表彰、記念講演会を行ないます。また活動事例発表を行な
い、その使命と職務を参加者が共有します。）

1 新潟市民児協 5月10日（土）11：35～40分
Ｔｅｎｙ「いきいき新潟」で民生委員・児童委員活動の中の、「地域の茶の
間」を取り上げ放送します。

2 新潟市民児協 5月7日（水）～5月19日（月） 市役所に懸垂幕を設置します。

3 新潟市民児協 5月11日（日）
「市報にいがた」に民生委員・児童委員の紹介記事を掲載します。
新聞を購読している世帯は全戸配布されます。

沖縄県

千葉市民児協

川崎市

新潟市

千葉市

仙台市

16/18



県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

4 新潟市民児協 5月～6月（法定単位民児協で異なる）
連合会の共通ジャンパー（背中に「新潟市民生委員児童委員」とロゴ入
り）を着用し、地域内活動、あいさつ運動、交通安全指導等を行ないま
す。

1 浜松市民児協
5月13日（火）13：30～
浜松市教育文化会館　はまホール

平成26年度　第3回浜松市民生委員児童委員大会（全員研修会）を実施
します。

2 浜松市民児協 5月1日（木）～5月31日（土）
5月を友愛訪問強化月間とし、地域における友愛訪問を積極的に行ない
ます。

名古屋市 名古屋市民児協 5月1日（木） 市の広報紙（広報なごや）で民生委員・児童委員活動を紹介します。

京都市 1 京都市民児連 5月1日(木)～5月31日(土)
「民生委員・児童委員の日」ポスターを各区役所、支所、民生委員宅に掲
示します。

1 北九州市民児協
5月9日（金）～5月19日（月）
ウェルとばた　2階　交流プラザ

民生委員・児童委員活動ＰＲパネル展を開催します。
民生委員児童委員協議会幟を掲示します。

2
各区民児協

（7区）
5月11日（日）～5月22日（木）

活動強化週間に合わせ、各区では総会を開催し、民生委員・児童委員
活動ＰＲパネルや民生委員児童委員協議会幟を掲示します。

1 福岡市各区民児協 5月12日（月）～18（日）
各区民児協において、民生委員・児童委員ＰＲ用チラシ、ポケットティッ
シュの配付を行なうほか、各区役所で民生委員・児童委員活動の映像を
放映します。

2 福岡市民児協 5月12日（月）～25日（日）
福岡市天神地区ソラリアビジョン等で民生委員・児童委員広報用動画
（デジタルサイネージ）を放映します。

1 熊本市民児協 5月12日（月）～5月16日（金）

実践活動「地域の一人暮らし高齢者の訪問活動」の実施
（民生委員は日頃から見守り、訪問活動は行なっていますが、この活動
強化週間にあらためて一人暮らしの高齢者の訪問活動を行なうことで高
齢者に担当民生委員を知っていただくとともに、民生委員自らの意識を
高める事につなげていきます。）

浜松市

北九州市

福岡市
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2 熊本市民児協 5月12日（月）

市民児協理事による林市藏氏銅像周辺の清掃活動を行ないます。
（熊本市は民生委員の父である林市藏氏の誕生の地であるため、林市
藏氏の銅像が熊本市の中心地にあり、12日の民生委員の日にちなみ、
役員による銅像周辺の清掃活動をすることで、民生委員のＰＲ活動とし
ます。）

3 熊本市民児協 4月21日（月）

主任児童委員による林市藏氏銅像周辺の清掃活動などの記事を熊本
市民児協の広報誌に載せ、各関係機関に配布することにより民生委員
活動を広くＰＲします。

熊本市
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