令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

①活動日時
北海道と共催し、北海道庁展示コーナーにて、民生委員児童委員の活動写真や内容、歴史に関するパネルを展示する。
5月16～17日
リーフレット、ポケットティッシュの配布など、啓発活動を実施する。
②活動場所
北海道庁道政広報コーナー

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

1

函館市民生児童委員連合会

◆第54回函館市民生委員児童委員大会の開催
活動強化週間の時期に合わせ、永年勤続感謝状の贈呈や特別記念講演等を
内容とする大会を開催。

②場 所

5月17日
13:30～15:00
函館市芸術文化ホール

①日 時
②場 所

5月7～14日
各対象世帯

2

函館市第1～30方面民児協

◆世帯調査票の整備
5月連休明けを「世帯調査票の整備週間」と位置づけ、市内民生委員児童委員
が一斉に調査。

3

（函館市）

◆FM ラジオに放送
①日 時 5月7～31日
5月を民生委員・児童委員活動月間とし、ローカルFM ラジオにて、民生委員活
FM いるか放送局にて放送
動に関する広報を行う。

◆第73回小樽市民生委員児童委員協議会研修総会の開催
民生児童委員の資質向上を図ることを目的に全員参加の研修を開催。
4

小樽市民生児童委員協議会
◆世帯状況調査
住民の生活状態を必要に応じ適切に把握するために調査を実施。

1

①日 時

①日 時
②場 所

5月18日
15:00～16:10
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ小樽

①日 時
②場 所

5月1日～6月30日
各対象世帯

5

◆新しい福祉制度等についての研修会開催
◆訪問活動の展開
◆福祉票や世帯票の点検・整備の促進
北見市民生委員児童委員協議
◆ふれあい見守りデイの設置促進
会
◆独自広報紙の発行等PR活動の展開
◆全国一斉活動への取り組み
◆民生委員児童委員の認知度周知向上への取り組み

6

夕張市第1地区民生児童委員
協議会

◆高齢者への安否確認訪問活動
◆児童生徒の登下校の見守り、あいさつ運動
◆包括的、個別的な支援活動

①日 時

5月12～18日

7

夕張市第2地区民生児童委員
協議会

◆高齢者への安否確認訪問活動
◆児童生徒の登下校の見守り、あいさつ運動
◆包括的、個別的な支援活動

①日 時

5月12～18日

8

夕張市第3地区民生児童委員
協議会

◆高齢者への安否確認訪問活動
◆児童生徒の登下校の見守り、あいさつ運動
◆包括的、個別的な支援活動

①日 時

5月12～18日

9

◆「ふれあいコンサート」の開催
民生委員による合唱団、市内中学校の吹奏楽部、その他団体によるコンサート ①日 時
苫小牧市民生委員児童委員協
を開催し、来場者に対して民生委員児童委員活動のPR活動を行う。
議会
また、会場内に各地区民児協の活動写真等を掲示したパネルを展示してPR活 ②場 所
動を行う。

北
海
道

◆啓発活動
社会福祉協議会に「のぼり旗」を設置し、民生児童委員をPR。
10

11

稚内市民生児童委員連絡協議
会
◆連絡調整
行政、警察、福祉施設・機関、保育所、学校等の幅広い関係機関に、民生児童
委員の名簿を送付する。
江別市北地区民生委員児童委 ◆啓発活動
員協議会
活動強化週間のパンフレットを各自治会で回覧してもらう。

◆啓発活動
啓発チラシ等によりPR。
・自治会内で回覧
江別市大麻東地区民生委員児 ・訪問時に、パンフレットやPRカード等を配布
12
童委員協議会
◆避難行動要支援者登録名簿世帯訪問
・日常活動の点検や訪問・相談支援活動
・対象世帯へ「見守り新鮮情報」を配布（情報提供）

1

5月18日
13:30～16:00
苫小牧市民会館

①日 時
②場 所

5月12～18日
市社協

①日 時

4～6月

①日 時

5月12～18日

①日 時

5月12～18日

①日 時

5月12～18日

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
◆ひとり暮らし高齢者並びに高齢者夫婦世帯訪問
・安否確認の実施
江別市大麻東地区民生委員児 ・対象世帯へ「見守り新鮮情報」を配布（情報提供）
12
童委員協議会

13

江別市野幌北地区民生委員児
童委員協議会

千歳市第2地区民生委員児童
14
委員協議会

15

16

1

北
海
道

千歳市第3地区民生委員児童
委員協議会

千歳市第4地区民生委員児童
委員協議会

千歳市第5地区民生委員児童
17
委員協議会

①日 時

5月12～18日

◆福祉票の点検・整備
①日 時
訪問活動により福祉票の点検・整備を実施すると共に、住民との交流を深める。

5月12～18日

◆訪問活動
避難行動要支援者宅を訪問し、安否確認、調査、悪徳商法等への注意を呼びか
け。
◆世帯訪問
担当地区の高齢者等を訪問

①日 時

5月12～18日

◆学校訪問
会長と主任児童委員が、地区内にある小中学校を訪問し意見交換する。

①日 時
②場 所

5月14～18日
小中学校

◆子どもの見守り活動
・担当地区内の公園を巡回し、児童の行動を把握
・登下校時の声掛け、見守り活動
・見守り安全指導

公園巡回 5月12日
登下校見守り 5月13日
安全指導 5月17日

◆ひとり暮らし高齢者訪問活動
・安否確認、声掛け

日 時 5月14～15日

◆調査活動
・65歳以上の高齢者の増減調査
・災害時要支援者の人数確認
・児童虐待有無の情報収集

高齢者調査 5月16日
その他調査 5月18日

◆子育てサロンの開催

①日 時
②場 所

5月14日
ひので児童館

◆勉強会の実施
定例会において、地域包括支援センターと地域活動に向けた勉強会を実施。

①日 時

5月14日

◆広報活動
「第4地区民生委員児童委員だより」の編集・発行

6月1日発行予定

◆世帯訪問活動
ひとり暮らし高齢者並びに避難行動要支援者世帯を一斉訪問。

①日 時

5月12～18日

①日 時
②場 所

5月中旬
小中学校

①日 時
②場 所

5月16日
10：30～12：00
ほくおう児童館

◆訪問活動
各家庭訪問を強化し、悩みや相談事の掘り起こしを行う

①日 時

5月1～末日

◆福祉票の整備
各委員の福祉票の情報を最新に更新。

①日 時

5月1～末日

◆子どもの見守り活動
各学校の通学路において、危険と思われる箇所にて声掛けと見守りを実施。

①日 時
②場 所

5月1～末日
担当地区内通学路

◆子どもの見守り活動
地域の小学校の下校時に見守り、声掛けを実施。

①日 時
②場 所

5月14日
小学校校門前

①日 時
②場 所

5月14日
地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

◆学習会
定例会において、虐待事例を学習。
◆学校訪問
地区内の小中学校を訪問し、相互協力関係、今年度の教育方針、生徒の様子
などを確認。

18

19

千歳市第7地区民生委員児童
委員協議会

◆子ども育児支援事業
育児中の母親及び幼児を対象とし、「遊びひろば」の広報活動及び支援内容の
充実を図る。

千歳市第11地区民生委員児童
委員協議会
◆勉強会
出前講座を活用し勉強会を実施。
テーマ「気づいて、身近に潜む虐待」

滝川市民生委員児童委員連合
20
協議会

◆広報・啓発活動
・滝川市広報への掲載（5月号）
・民児協独自広報紙の作成
・市役所ロビーにポスター掲示（予定）

21 砂川市民生児童委員協議会

◆「砂川市あいさつ運動」への参加

①日 時
②場 所

5月21～23日
市内各学校、各保育所

◆広報活動
道民児連から提供を受けた広報版下を「広報みかさ」（行政発行広報紙）に掲
載。

①日 時

5月1日

①日 時

5月12～18日

①日 時

6月初旬

22

三笠市民生委員児童委員協議
◆啓発活動
会
道民児連から提供を受けた啓発チラシを住民に配布。
◆世帯票の整備
2

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

23

◆啓発活動
①日 時
小・中学校の登校時に子どもたちにあいさつを交わしながらコミュニケーションを
②場 所
図ると共に、交通指導を実施。

5月13～17日早朝
通学路の交差点

◆学校訪問
①日 時
小・中学校の生活指導の先生等から学校が抱える悩み等を聞いて、情報共有を
②場 所
図るとともに、信頼関係を築く。

5月17日
地区内小・中学校

◆学校訪問
①日 時
小・中学校の生活指導の先生等から学校が抱える悩み等を聞いて、情報共有を
②場 所
図るとともに、信頼関係を築く。

5月17日
地区内小・中学校

恵庭市柏地区民生委員児童委
員協議会

24

恵庭市恵み野地区民生委員児
童委員協議会

25

恵庭市恵庭地区民生委員児童 ◆清掃活動
委員協議会
小学校の校庭等のゴミ拾いを実施。

26 伊達市全単位民児協

①日 時
②場 所

5月18日
恵庭小学校

①日 時

5月12～18日

①日 時
②場 所

5月12～18日
北広島市役所庁舎

①日 時
②場 所

4月第2週～
通学要路交差点

◆あいさつ運動
地区内小中学校においてあいさつ運動を実施。

①日 時

5月13～15日
7：30～8：30

◆高齢者の見守り活動

①日 時

5月12～18日

◆啓発活動
さくらまつりの会場にて、PR用チラシと啓発グッズ（ポケットティッシュ、ストック
パック）を500セット配布。

①日 時
②場 所

5月12日 10：30～
森町青葉ヶ丘公園

◆訪問活動
各地区担当がPR用チラシを持参し世帯訪問。

①日 時

5月12～18日

◆啓発活動
警察との高齢者の安全対策に関する協定にもとづき、地元交番と連携し、交通
安全および特殊詐欺に関する啓発活動を町内2か所で実施。

①日 時
②場 所

5月17日
町内のスーパー等

◆啓発活動
道民児連から提供を受けた啓発チラシを活用しPR活動を実施。

27

伊達市民生委員児童委員協議 ◆見守り活動
会高齢者部会
地元警察署の警察官と特定見守り世帯を訪問。

28

北広島市民生委員児童委員連 ◆啓発活動
絡協議会
「民生委員・児童委員の日」の懸垂幕の掲揚。
◆子どもの見守り活動
小学校通学路での安全指導とあいさつ・声掛け運動を実施。

29

30

1

北広島市東部・西の里地区民
生委員児童委員協議会

北広島市大曲・西部地区民生
委員児童委員協議会

北
海
道
31 森町民生委員協議会

◆訪問活動
・戸別訪問し民児協広報紙やPRチラシを配布
・独居高齢者や障がい者等の安否確認
・「エルフィンバトン」利用状況の把握
・「アポ電」等詐欺への注意喚起

32

長万部町民生委員児童委員協
議会

33

せたな町民生委員児童委員協 ◆広報活動
議会
道民児連から提供を受けた広報版下を町広報紙に掲載。

広報5月号

34

留寿都村民生委員児童委員協 ◆広報活動
議会
道民児連から提供を受けた広報版下を村広報紙に掲載。

広報5月号

35

仁木町民生委員児童委員協議 ◆訪問活動
会
ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯の声掛け訪問

36

南幌町民生委員児童委員協議 ◆広報活動
会
道民児連から提供を受けた広報版下を町広報紙に掲載。

37 上砂川町民生委員協議会

38

◆広報活動
町民に民生児童委員を広く知ってもらうために、町広報紙に民生委員名簿を掲
載。

沼田町民生委員児童委員協議 ◆広報活動
会
PRパンフレットの全戸配布。

南富良野町民生委員児童委員 ◆学校訪問
協議会
町内各小中学校（3校）へ訪問

5月9日

広報5月号

①日 時 5月中旬

◆啓発活動
道民児連から提供を受けた啓発チラシ等を役場庁舎および公民館各分館に配
置。
40

広報5月号

①日 時

◆広報活動
道民児連から提供を受けた広報版下を町広報紙に掲載。
39

広報5月号（4月下旬発行）

剣淵町民生委員児童委員協議 ◆啓発活動
会
懸垂幕の掲揚

①日 時 5月中旬
①日 時
②場 所

3

5月12～18日
役場庁舎
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40

剣淵町民生委員児童委員協議
会

41 羽幌町民生委員協議会

1

広報5月号

◆啓発活動
民生委員児童委員PRチラシを全戸配布（自治会回覧）

4月第2週配布

◆訪問活動
地元警察署との連携見回り活動

①日 時 5月中

42

遠別町民生委員児童委員協議 ◆広報活動
会
町広報紙に民生児童委員に関する記事を掲載。

43

浜頓別町民生委員児童委員協 ◆学校訪問
議会
児童・生徒の様子や教育現場の課題を把握。

①日 時

5月下旬～6月上旬

44

遠軽町民生委員児童委員協議 ◆啓発活動
会
公共機関、大型スーパー、各学校付近に、啓発用のぼり旗を掲揚。

①日 時
②場 所

5月12～31日
町内各所

45 小清水町民生児童委員協議会

北
海
道

◆広報活動
道民児連から提供を受けた広報版下を町広報紙に掲載。

◆広報・啓発活動
・懸垂幕の掲揚
・新聞朝刊に広報紙を折り込み

①懸垂幕掲揚 5月1～31日
②新聞折込 5月12日

◆広報活動
①日 時
民生委員児童委員だより「ほほえみ」を発行し、町内全戸配布。公共機関や町内
②場 所
小中学校には、ジャンパー、腕章を着用し、訪問して配布。

46

遠軽町民生委員児童委員協議
会

47

湧別町民生委員児童委員協議 ◆広報活動
会
民児協独自の広報紙（チラシ）を発行し、全戸配布。

①日 時

5月10日

48

洞爺湖町民生委員児童委員協 ◆学校訪問
議会
主任児童委員が町内小中学校を訪問し、学校関係者と情報共有。

①日 時
②場 所

5月中旬～9月下旬
町内各小中学校

49

新冠町民生委員児童委員協議 ◆広報活動
会
道民児連から提供を受けた広報版下を町広報紙に掲載。

広報5月号

◆広報活動
道民児連から提供を受けた広報版下を一部編集し、町広報紙に掲載。
50

51

音更町民生委員児童委員協議 ◆啓発活動
会
道民児連から提供を受けた啓発用チラシを町内各関係機関に設置。

広報5月号
①日 時
②場 所

5月1日
町内各所（7か所）

◆啓発活動
消費者協会等の関係機関と町内商業施設において、啓発チラシの配布活動を
実施。

①日 時
②場 所

5月下旬
町内各所（5か所）

◆町広報紙によるPR

①日 時

5月24日

①日 時

5月末日

①日 時

6月中

上士幌町民生委員児童委員協 ◆施設訪問
議会
町内高齢者福祉施設での話し相手、花植えを実施
◆小中学校訪問

52

中標津町民生委員児童委員協 ◆広報活動
議会
道民児連から提供を受けた広報版下を町広報紙に掲載。

広報5月号

◆訪問活動
53

54

中札内村民生委員児童委員協
議会

5月12～31日
町内各所

◆啓発活動
行政ホームページによる広報活動

幕別町民生委員児童委員協議 ◆広報活動
会
町広報紙に民生委員紹介記事を掲載。

通年

広報5月号

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
1．啓発パンフレットの作成および市町村民児協への無償提供
道民児連において啓発用のパンフレットを作成し、市町村民児協を通じて各委員に提供。
2．広報版下の作成および市町村民児協への無償提供
道民児連において、各市町村民児協や市町村行政の広報紙に掲載するための版下を作成し、無償提供。
3．活動資材の貸し出し
民生委員児童委員の日・活動強化週間に関する啓発活動を行うための、のぼり旗、パネル等の資材を市町村民児協に貸し出し。

4

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

2

都道府県・
指定都市名

青
森
県

取り組み内容
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

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、県内住民へ
5月12日
の広報を実施。

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

民生委員・児童委員の日活動強化週間（5月12日～18日）」及び一斉取組日（5月12日）の活動推進に向けて、民生委員
児童委員活動PRリーフレットを作成し、民生委員、市町村民児協、行政、社協に配付する。
■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

「民生委員・児童委員の日記念講演」を開催し、委員の意識の醸成を図る。

5月総会後（5月12日～17日の間予
定）

花巻市民児協

①4月定例民協でPRカードを全委員へ配布し、5月中の訪問活動等の際に、PR
カードを活用しPRを行う。
②市広報誌に民生委員・児童委員の日に合わせて、民生委員の活動を紹介す
る。
③コミュニティFM ラジオで民生委員・児童委員の日に合わせて、民生委員の活
動を放送する。

①5月中／花巻市内
②5月1日号
③5月3日放送（5月8日再放送）

3

北上市民児協

①児童登校時の見守りとあいさつ運動を実施。
②通学路や公園等に危険箇所がないか点検、子ども110番の家の場所の再確
認。
③児童への本の読み聞かせ。

5月

4

久慈市民児協

一声運動の実施と訪問活動
安否確認と心配ごと相談のため、PRカードを活用し、要援護者世帯等へ一斉訪問 5月12日（日）
する。

5

一関市民児協
①中里地区民児協
②大東町民児協

①新任の区長・保健推進員・民生委員・市民センター職員4団体との「お花見交流 ①4月28日 12時～15時
会」を開催し顔合わせと懇親を深める。（3年目）
②5月9日 14時～
②地域内の福祉施設を訪問し、入所者とのふれあい活動を実施。
地域内施設

6

①釜石市民児協
②各単位民児協

①全戸配布される市広報に民生委員の氏名及び活動内容を掲載。
①5月中の市広報
②各地区定例民協において、改めて民生委員児童委員としての心構えや基本的
②5月中
な活動を再確認する。

7

①二戸市民児協
②地区民児協

①「民生委員・児童委員の日」の周知に併せ、民生委員・児童委員の役割や活動
①4月15日/市広報誌
を広報誌に掲載。
②5月12日～18日/ 担当地域
②「活動強化週間」に併せ、各地区民児協単位で訪問活動を強化する。

8

八幡平市民児協

5月7日～20日
民生委員制度創設100周年記念スローガン「支えあう 住みよい社会 地域から」 場所/八幡平市役所、市役所西根総
の懸垂幕を市役所本庁と市役所総合支所2か所に、横断幕を福祉センター2か所 合支所、市役所安代総合支所、八幡
に掲示する。
平市総合福祉センター、安代福祉セ
ンター

9

矢巾町民児協

日々の委員活動の強化に基づくPR活動
・児童の登下校見守り、あいさつ運動
・世帯票や災害時避難行動要支援者名簿の整備

2

岩
手
県

活動日時／場所 等

宮古市民児協

1

3

活動の具体的内容

5月12日～18日

10 金ケ崎町民児協

5月5日～11日が児童福祉週間と5月12日が民生委員・児童委員の日であることを
5月9日
周知するため、チラシを町内全戸に配布する。

11 住田町民児協

「民生委員・児童委員PRチラシ」を活用した一斉訪問活動を実施。

5月12日(日)

12 山田町民児協

5月発行の山田町広報に民生委員・児童委員についての記事を掲載予定。

5月/町内全戸配布

13 野田村民児協

①要援護（障がい者、独居高齢者等）世帯や子育て世帯への意識的な訪問
②広報（福祉だよりなど）への強化期間や委員名簿の掲載
③児童の登下校時の見守り活動
④心配ごと相談所と連携した相談会の実施 など

5月12日～18日

14 九戸村民児協

「民生委員・児童委員の日」並びに活動強化週間の周知

「広報くのへ」5月号記事掲載

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
地域住民に対する民生委員・児童委員活動のPRに活用するため、PRリーフレットを5万5000部作成し、民生委員、市町村民児協、行政、社協に配付する。

5

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

1

2

3

4

5

白石市民児協

栗原市築館地区民児協

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

白石市の全民生委員・児童委員が出席し、民生委員・児童委員スローガン「支え
5月10日 11：15～
あう 住みよい社会 地域から」や「民生委員制度創設100周年活動強化方策」宣
すまiる広場（一斉活動出発式）
言による一斉活動の出発式を開催。その後、各単位民児協において、高齢者宅
市内全域（高齢者宅等一斉訪問）
等への一斉訪問を実施する。
築館地区内8か所において、民生児童委員による子どもたちの見守りを兼ねた交 5月11日～20日
通安全街頭指導を実施する。
築館地区内
広報用ポスター、リーフレットを利用したPR活動を実施する。

5月中
築館地区内全域

東松島市社協広報誌「ふれあいねっと」5月号に民生委員・児童委員の日及び民
生委員・児童委員の活動を周知する記事を掲載。

5月中

小学校区ごとにある市民センターの広報誌に民生委員・児童委員の活動を周知
する記事を掲載。

5月中

東松島市民児協

富谷市民児協

蔵王町民児協

ひとり暮らし・ふたり暮らし高齢者の見守り強化月間として5月と11月を設定。5月1
日から12日までを訪問準備期間、5月12日から6月12日までを見守り期間とし、各 5月～6月
種名簿等の更新作業、熱中症予防等についての声がけや訪問による見守りを実 市内全域
施。
強化月間に合わせてチラシを作成し、配布を行う。

5月～6月/市内全域

広報に強化月間の時期と活動内容を掲載する。

5月

5月を活動強化月間として、広報用ポスターを使用したPR活動を実施。また、公民 5月中
館等のロビーにて全民児連作成の民生委員・児童委員PR動画を流す。
町内全域（役場・社協）
PR用のリーフレット及びポケットティッシュを持参し、地域の気になる世帯を訪問す
5月12日～18日/町内全域
る。

4

宮
城
県

6

柴田町民児協

夕方の買い物に出向いた地域住民の方に、PRティッシュを配りながら民生委員・
児童委員の存在や活動等について理解促進とPR活動を行う。

5月12日 16：00～17：00
町内のスーパー、商店8か所

7

丸森町民児協

強化月間として、ポケットティッシュ、名刺の全戸配付を行なう。各地域の拠点であ 5月中
るまちづくりセンターにポスターを掲示。
町内全域
「小学校児童見守り・あいさつ運動」
5月第2、第4月曜日 7：30～8：00
大衡小学校の校門にて、登校する児童へのあいさつ運動を実施。毎月定例の活
大衡小学校校門
動ではあるが、強化週間に合わせてPRを行う。

8

9

大衡村民児協

涌谷町民児協

10 南三陸町民児協

「担当地区世帯へのPRリーフレット配り」
PRリーフレットを持参し、担当地区の世帯訪問を実施。

5月中

村内、各地区掲示板へポスターを掲示する。

5月中

町内の大型スーパー入口において、オリジナルポケットティッシュ等の配付、ポス 5月10日 16：30～
ターを掲示しながらPR活動を実施。（全民生委員・児童委員、主任児童委員参加） イオンスーパーセンター、
その様子を社協ホームページにて広報を行う。
ヨークベニマル涌谷店
社協の事業、町医療福祉センター、役場窓口にてオリジナルポケットティッシュを
配付し、PRを行う。

5月中

民生委員・児童委員のPRカードを持参し、区域内の訪問を実施。

5月12日～18日

民生委員のPRポスターを掲示。

5月12日～
役場・総合ケアセンター内等

広報に民生委員の活動記事を掲載し、広く町民に周知を行う。

5月1日～

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
「5月12日は民生委員・児童委員の日です」と入れた広報用ポスター2200枚、民生委員・児童委員活動及び制度について紹介する同デザインの広報用リーフ
レット2万5000部を作成し、各市町村民児協へ配付。5月の活動強化週間、日頃の民生委員活動のPRに活用してもらう。

6

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

活動強化週間の取組みとしては特に予定なし。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
5

秋
田
県

市区町村(単位)民児協名

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

横手市朝倉地区民児協

地元ラジオ「よこてかまくらFM 」の番組「語るべ横手の言葉っこ」の中で、民生委
5月18日 8:30から
員・児童委員活動を紹介する。

2

大館市比内地区民児協

広報活動の一環として民生委員・児童委員について知ってもらうパンフレットを街
頭で配布する。

5月10日
金融機関や量販店などの地区内4ヵ
所

3

井川町民児協

町の有線放送を活用して民生委員・児童委員のPRを実施する。

5月12日～18日

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

①県社協機関紙「たすけあい」へ寄稿
②県社協HPにて活動の取り組みを紹介

①5月号に掲載
②活動強化週間に合わせて掲載

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

6

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

山形市民児協

のぼりを立てて、ベスト・腕章を着用の上、チラシやPRグッズ（カットバンセット）を
配布する。

5月19日 10：30～14：30
イオン山形北、イオン山形南

2

米沢市南部地区民児協

①高齢者単身世帯を中心とした訪問・声掛け活動の強化
2災害発生時における要援護などの支援のあり方についての研修

①5月中旬 南部・愛宕地区該当世
帯
②6月初旬 南部コミセン会場

3

米沢市松川地区民児協

全国民児連より頂いた「DVD付き事例学習」による住民との関わり方について学
ぶ。

4月5日より

4

米沢市上郷地区民児協

地域においての民生委員・児童委員の活動状況を回覧で知らせる。
各担当委員の世帯表の整備、見直し（5月中）

地区町内に5月12日ごろから

5

米沢市東部地区民児協

地域において、各担当民生委員が民生委員活動を知ってもらうため地区独自のチ
5月中
ラシを配布する。

6

米沢市窪田地区民児協

窪田コミセン便り（全戸配布）に民生委員の担当地区と委員の担当区域と委員の
5月1日発行予定
電話番号を入れて配布する。

7

鶴岡市民生委員児童委員協議
市役所前及び各地域庁舎にのぼり旗を設置する
会連合会

山
形
県

5月13日～20日

朝の登校児童生徒への立哨指導後、児童生徒と学校を訪問。
学校長と児童生徒の状況についての話し合いを行う。

5月の連休明け
児童生徒が横断する信号機前。
校長との話し合いは、各小学校の校
長室。

民生委員、生徒および教員との交流会

5月の連休明け
各小学校教室内で実施
校長との話し合いは、各小学校の校
長室。

10 酒田市第5民児協

①下校する生徒への立哨指導
②訪問活動の強化

①5月の連休明けの午前中
児童生徒が横断する信号機前
②訪問活動は5月12日～18日の日
中

11 酒田市第7民児協

各小学校前での登校見守り、あいさつ運動

5月14日～18日 7：30～8：00

12 酒田市第10民児協

子育て応援活動（12年目で6回実施）
就学前児童とその保護者と、民生委員とのふれあいの場をつくる。

5月の連休明け、
各コミュニティーセンターで実施

13 酒田市平田民児協

朝の登校児童生徒への立哨指導

5月連休明け、7：30～8：00
児童生徒が横断する信号機前

14 新庄市第1区～4区民児協

各区域内の大型店舗にてティッシュ配布によるPR活動

5月12日 市内 大型店舗

8

9

酒田市第1民児協

酒田市第2民児協

15

村山市民生委員児童委員協議 ①市役所庁舎にて「広げよう地域に根ざした思いやり」の横看板の掲出
会
②市広報誌（5月1日号）で「民生委員・児童委員の日」の記事の掲載

①5月12日～5月末
②市広報誌「市民の友」5月1日号

16

長井市民生委員児童委員協議
民生委員児童委員のあいさつを兼ねて担当地区全戸にPRカードを配布。
会連合会

5月中

7

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

17

天童市民生委員児童委員協議 ①市報5月1日号への「民生委員・児童委員の日」の記事を掲載
会
②「民生委員・児童委員の日」の懸垂幕の掲揚

①活動強化週間として、活動に関するPRカードなどを配布しながら、訪問活動等
東根市民生委員児童委員協議 を行う
18
会
②市役所正面玄関にのぼり旗の設置
③市の広報紙へ民生委員・児童委員の日についての記事掲載

①5月1日
②5月1日から5月31日まで
市役所正面玄関
①5月12日～18日/各担当地区
②5月12日～18日/市役所正面玄関
③5月1日号掲載予定

①5月1日の市報に「5月12日は民生委員児童委員の日」と民生委員の活動内容を
南陽市民生委員児童委員協議 掲載。
19
委員それぞれの担当地区で実施
会
②5月の単位民児協定例会にて、強化週間中の見回り訪問の強化の徹底を呼び
かけ。

6

山
形
県

20

①町内の全小・中学校を訪問し意見交換会を実施。
山辺町民生委員児童委員協議
②町広報誌で民生委員・児童委員を紹介し、活動に対しての理解促進やPRを図
会
る。

21

大江町民生委員児童委員協議 担当地域毎の全戸に対し、「民生委員・児童委員の活動紹介PRカード」を配布し、
5月10日
会
PR活動を実施予定

22

真室川町民生委員児童委員協
PRカードを利用した訪問活動の実施
議会

①5月13日～15日 各小・中学校
②5月15日号 町広報誌
町内全地区

5月12日～18日 各担当地区

①支部単位で地区の保育園に訪問し、除草作業等のボランティアを行うことで民
①詳しい時期は未定
生委員児童委員協議会のPR活動を行う。
各地区保育園等
②支部単位で地域の児童館又は小学校に訪問し、子どもの様子を見ながら民生
高畠町民生委員児童委員協議
②詳しい時期は未定
23
委員児童委員協議会のPR活動を行う。
会
各児童館、小学校等
③支部の定例会に、包括支援センターや生活相談員等の関係機関・関係者を招
③詳しい時期は未定
き、民生委員児童委員が対応するケースについて情報共有し支援強化を図る。加
各地区公民館等
えて、見守り活動の際に民生委員児童委員の活動をPRする。

24

飯豊町民生委員児童委員協議
非常時連絡訓練
会

5月12日 午前中

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
5月10日に行われる単位民児協会長研修会にて各民児協の取り組みを周知する。

8

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

各市町村民児協での活動を推進する。
■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

7

福
島
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

福島市民児協第1方部

訪問・連絡活動を強化。

5月12日～31日

2

福島市民児協第3方部

訪問活動を実施、各町会関係の会議等で民生委員の活動について説明実施、民
5月12日～18日/担当区域
生委員の活動について説明PR。

3

福島市民児協第4方部

要援護者宅を訪問時に民生委員・児童委員の役割、活動等をアピールする。

5月23日/松浪町町会会議室

4

福島市民児協第5方部

70歳以上の高齢者宅訪問を実施する。地域包括支援センター案内チラシ等を配
る（昨年10月区域変更となった為）

5月10日～20日

5

福島市民児協第6方部

要援護者宅の全戸訪問を実施する。

5月12日～31日

6

福島市民児協清水方部

ひとり暮らし、寝たきり、虚弱の高齢者世帯等、要援護者世帯の戸別訪問を実施
する。

5月12日～18日

7

福島市民児協東部方部

担当地区の要援護者宅の見守り、訪問をする。

5月12日～18日/東部管内

8

福島市民児協鎌田方部

民生委員・児童委員活動PRを行う、ひとり暮らしや高齢者世帯等の訪問実施。詐 5月12日11：00～/ヨークベニマル鎌
欺防止「アポ電」アピール活動、地区小学校と民生委員・児童委員の情報交換の 田店
実施予定。
7月中旬～12月中旬/地区小学校

9

福島市民児協瀬上方部

ひとり暮らし高齢者の全戸訪問を実施する。

5月12日～18日

10 福島市民児協大波方部

交通教育専門員及び消費生活センター職員とひとり暮らし高齢者世帯を訪問し、
5月17日/大波地区一円
交通安全、詐欺に対する注意を促す。

11 福島市民児協立子山方部

ひとり暮らし高齢者、要援護者宅を訪問し、パンフレット等を配布しながら安否確
認等を行う。

5月12日～18日

12 福島市民児協松川方部

友愛訪問の強化週間とする。

5月12日～18日

13 福島市民児協信夫方部

福島市発行の広報紙の折込でPR誌を信夫地区全戸（約8000世帯）に配布。

5月1日

14 二本松市民児協二本松方部

毎年12月に開催している「二本松福祉センターまつり」（住民・世代間交流事業）に
12月/二本松福祉センター
おいて来場者へPR活動を実施。

15 二本松市民児協塩沢方部

毎年10月に開催している「地区敬老会」において、来場者へPR活動を実施する。

10月/塩沢小学校体育館

16 二本松市民児協岩代方部

11月17日開催予定の「岩代こどもまつり」において来場者へPR活動を実施する。

11月17日/岩代公民館

17 二本松市民児協東和方部

9月1日開催予定の「東和ふるさと祭り」（産業文化祭）にて来場者へPR活動を行
う。

9月1日/東和文化センター駐車場

18 伊達市民児協

民生委員・児童委員の活動内容を紹介するとともに、委員のPRも兼ねて、リーフ
レットを全戸配布。

5月9日

19 伊達市民児協（各方部民児協）

民生委員制度創設100周年に際して作成したのぼり旗を活動強化週間内に掲示
し、さらなるPR強化に努める。

5月11日～18日

20

本宮市民児協
（本宮方部・白沢方部）

5月11日に開催される本宮市社協主催の「第23回子どもまつり」において、遊びの 5月11日10：00～15：00
コーナーを運営するとともに、PR用のポケットティッシュを参加者に配布する。な みずいろ公園（雨天時は本宮中央公
お、活動時には民協ジャンパーと帽子を着用する。
民館・サンライズもとみや）

21 桑折町民児協

要援護者の全戸見回りを実施。

5月12日～18日

22 国見町民児協

要援護者宅の訪問調査を実施。
心配ごと相談会を実施。

5月14日～31日
5月9日10：00～/国見町観月台文化
センター内

23 川俣町民児協

要援護者宅の一斉訪問を実施。
主任児童委員による学校訪問を実施。

5月12日
5月13日～17日

24 大玉村民児協

要援護者宅の訪問を実施。

25 田村市大越方部民児協

要援護者宅の全戸訪問の実施。ひとり暮らし等の高齢者などの生活支援のため、
5月12日～18日
高齢者等の支援事業を周知し、サービスにつなげる。

26 田村市都路方部民児協

要支援者宅の全戸訪問を実施。

5月12日～18日

27 田村市常葉方部民児協

要支援者宅の全戸訪問を実施。

5月12日～18日

28 田村市船引方部民児協

要支援者宅の全戸訪問を実施。

5月12日～18日

9

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

7

都道府県・
指定都市名

福
島
県

取り組み内容
29 田村市滝根方部民児協

要支援者宅の全戸訪問を実施。

30 鏡石町民児協

民生委員・児童委員が人権擁護委員、行政相談員と合同で町民の福祉に関する
毎月第1日曜日 13：00～15：00
生活上のあらゆる心配ごとの相談に応じ、関係機関につなぎ、適切な指導助言を
鏡石町勤労青少年ホーム
行う。
広報紙5月号
町行政の広報誌に民生委員・児童委員活動の紹介を掲載。

31 天栄村民児協

各地区の民生委員・児童委員が各地区の学校訪問を実施。

5月下旬（予定）

32 石川町民児協

各方部の活動において住民にPRするとともに、平成31年度第1回全体会（総会）
において、民生委員の役割について再確認し、意識の醸成を図る。

5月12日～18日

33 玉川村民児協

要援護者宅訪問の実施。

5月12日～18日

34 平田村民児協

避難行動要支援者名簿記載の要支援者宅を訪問。

4月末～5月中

35 古殿町民児協

要援護者宅の全戸訪問を実施。

5月12日～18日

36 白河市民児協（10方部）

白河市社協主催「福祉まつり」において、チラシ配布等PR活動を実施。

6月16日予定

37 西郷村民児協

各担当地区のひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯の訪問を実施。

5月12日～18日

38 泉崎村民児協

JR泉崎駅美化活動時、駅の乗降客にPR活動を実施。

5月18日

39 中島村民児協

村広報誌に掲載し、PRを行う。

広報誌5月号

40 棚倉町民児協

民生委員・児童委員の活動内容を紹介するパンフレット、PRチラシ及びポケット
5月12日
ティッシュを街頭活動により広く町民に配布し、民生委員・児童委員の存在と活動
棚倉町内のスーパーマーケット2店
の理解を周知する。
舗出入口周辺
棚倉警察署と協力し、振り込め詐欺防止のチラシを配布する。

41 塙町民児協

ひとり暮らし高齢者宅訪問の実施。

5月12日～18日

42 鮫川村民児協

民生委員・児童委員による心配ごと相談会を実施。
ひとり暮らし高齢者、高齢世帯の全戸訪問を実施。
ふれあい広場地区支援事業における民生委員・児童委員のPR

5月20日 13：00～15：00
5月20日～6月20日 各行政区の日
程による
5月～6月

43 会津若松市民児協

「一日民生委員」街頭キャンペーン
来客者への民生委員・児童委員PRグッズ（約1000個）の配布。

5月18日 13：30～/アピタ会津若松
店

44 喜多方市民児協

市内スーパー店頭にて、PR用ポケットティッシュを活用し、活動のPR。

5月11日～12/市内スーパー（ヨーク
ベニマル、生協等）

45 西会津町民児協

民児協役員による街頭PR活動の実施。
町内2ヶ所（店舗入口）にてPRグッズ配布。
にしあいづケーブルネットテレビによる活動放映。

5月10日 17：30～18：30
西会津町町内 店舗入口

46 猪苗代町民児協

要援護者宅の全戸訪問（安否確認）を実施。
パンフレットを配布。

5月12日～18日

47 湯川村民児協

民生委員・児童委員が村内小学校前でPRカードを配布。
湯川村全戸の訪問を実施。

5月10日 7：30～／各小学校前
5月11日～17日

48 柳津町民児協

ひとり暮らし高齢者宅を全戸訪問。

5月12日～18日

49 三島町民児協

三島町民児協作成のチラシ、PRカード、ポケットティッシュを持参し、要援護者宅
の全戸訪問を実施する。

5月13日/各担当地区内

50 金山町民児協

福祉票等の整理を行いながら、訪問活動及びPR活動を実施。

5月12日～18日を中心に、5月中に
実施

51 会津美里町民児協

町民児協や民生委員・児童委員の活動内容や活動の様子等を町広報紙に掲載。 町広報紙（5月1日号）

52 会津美里町民児協高田地区会

地区会の地域のスーパー（3ヶ所）店頭で、買い物客にポケットティッシュ、パンフ
レットを等を配布。

53

会津美里町民児協本郷、新鶴 担当地区の全世帯に名刺、ポケットティッシュ、パンフレット等を持参し、訪問活
地区会
動。

5月12日～18日

5月12日 11時～12時
高田地区のスーパー（3ヶ所）
5月12日～18日

54 只見町民児協

町広報誌で活動強化週間について周知を行う。

5月号

55 相馬市民児協

そうま市民まつりにおいて、民生委員・児童委員のPR活動を実施。

11月3日市民のひろば

56 楢葉町民児協

要援護者への友愛訪問を実施。

5月12日～18日

57 川内村民児協

要援護者（高齢者宅・独居宅）の全戸を訪問する。
心配ごと相談会を実施する。

5月1日～30日
5月22日社協相談室内

58 大熊町民児協

仮設住宅及び復興公営住宅への重点支援を実施。

5月20日～24日
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令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

7

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

59 浪江町民児協

県内に避難している要援護者宅の訪問及び避難解除された町内に帰町した要援
5月12日～18日
護者宅の訪問。
浪江町社会福祉協議会（事務局）のホームページもしくはブログにて民児協活動
5月10日
や取組みについてのPR活動。

60 葛尾村民児協

帰村、再建された方等の見守り訪問。

5月11日～17日

61 新地町民児協

要援護者宅 全戸訪問

5月12日～18日

62 飯舘村民児協

飯舘村内の一斉訪問。

5月17日 9：30～/飯舘村内

63 いわき市民児協小名浜地区

隣組など加入世帯が減少する中で担当地区の5063世帯を全戸訪問予定。地区の
5月12日～18日
現状把握と民生委員・児童委員（主任児童委員含む）の周知に取組む。

64 いわき市民児協常磐地区

新年度（平成31年度）に作成の民生委員・児童委員用の腕章を着用し、訪問活動
5月12日～18日
を実施。

65 いわき市民児協内郷地区

スーパー・店舗等において、ポケットティッシュ、PRカード等を啓発用資材を活用し 5月10日 10：30～12：00／地区内
た「街頭キャンペーン」を実施し、民生委員・児童委員の周知に努める。
スーパーマーケット3店舗

66 いわき市民児協好間地区

民生委員・児童委員の活動の周知等を目的とした街頭キャンペーンを実施（ポ
ケットティッシュ、PRカード等の配布）。

67 いわき市民児協小川地区

人が集まる場所において、啓発チラシ等の配布を通じて、民生委員・児童委員活 強化週間内の平日（月～金）、6：30
動への理解と協力を求める。
～1時間程度/小川郷駅前等を予定

68 いわき市民児協田人地区

要援護者の戸別訪問を実施。

5月中旬～下旬

駅周辺施設及び商業施設において、民協活動内容の街頭啓発活動の実施（PR
カード等の配布）。

5月14日 11：00～/久ノ浜駅⇒セブ
ンイレブン久之浜駅前店⇒地区商業
施設「浜風きらら」敷地内

福
島
県

69

いわき市民児協久之浜・大久
地区

70

いわき市民児協上記以外の地
各単位民児協（方部）ごとに、個別訪問時における啓発活動を強化。
区

5月21日 14：00～/マルト好間店駐
車場
※5月定例会に合せて実施予定

随時

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
県民児協で作成したPR用ポケットテッシュを各市町村民児協の注文により送付し、活用していただく。
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

当協議会主催の研修会（会長副会長合同研究協議会及び民生委員児童委員教室）において，民生委員活動の地域住
民への周知について活動発表等を行う予定

・会長副会長合同研究協議会
6月20日及び6月27日
・民生委員児童委員教室
9月12日及び9月26日
大洗シーサイドホテル

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

8

茨
城
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

水戸市民生委員児童委員連合 民生委員・児童委員のPRカード入りのポケットティッシュを配布し，民生委員・児童 5月13日 8：30～
協議会
委員について広く啓発活動を行う。
水戸駅南口ペデストリアンデッキ

2

日立市連合民生委員児童委員
市報に民生委員児童委員の活動等に係る記事を掲載する。
協議会

5月5日号市報

3

古河市民生委員児童委員
第1～5協議会

古河市広報5月号
（5月1日全戸配布）

4

石岡市東地区民生委員児童委 ・地域の方々へチラシの配布
員協議会
・石岡市民児協連合会の「のぼり旗」の掲揚

日時：11月9日 13：30～14：30
場所：ウェルサイト石岡(予定）※
ショッピングモール 石岡市東大橋
1937-1

5

石岡市民生委員児童委員協議 ・民生委員活動の周知,説明等の実施
会連合会
・地域の方々へチラシの配布 ・石岡市民児協連合会の「のぼり旗」の掲揚

日時：未定
場所：石岡市役所本庁舎1階多目的
ホール

6

結城市民生委員児童委員協議
「広報結城 お知らせ版」に民生委員・児童委員活動のPR記事を掲載する。
会

5月1日号

7

龍ケ崎市民生委員児童委員連
新入生（小中学校〉保護者に対し、民生委員児童委員のチラシを配布しPRする。
合協議会

4月～5月

8

民生委員・児童委員全員が地区ごとに分かれのぼりを立てて，委員活動PRを展
開する。
下妻市民生委員児童委員協議
具体的には、活動内容を紹介するチラシと「ひとりで悩まず相談を！！」のメッセー
会
ジ入りポケットティッシュを地域の人々に配りながら、「気軽に民生委員にご相談く
ださい。」と呼び掛ける。

活動強化週間の中で地区ごとに活
動日を1日設定し、1時間～4時間活
動を展開。場所は、各地区に近い大
型店舗（イオンモール下妻他）等の
入り口周辺。

市広報にて、民生委員児童委員活動の記事を掲載する。（1ページ）

11

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
9

常総市連合民生委員児童委員 要支援者名簿の更新を実施。新規申込者には救急医療情報キットを配布し、今後 ・各支援者宅へ訪問
協議会
の見守り活動を続けていく。
・訪問時間は様々

①笠間市笠間地区民生委員児
童委員協議会
②笠間市友部地区民生委員児
10
持ち区内の強化見回り
童委員協議会
③笠間市岩間地区民生委員児
童委員協議会

強化期間内／各持ち区

11

潮来市民生委員児童委員協議
市内スーパー等でのポケットティッシュ等啓発グッズの配布を行う。
会

12

見守り対象宅に「地区民生委員児童委員名を記載したPRカード」及び「振込詐欺
守谷市南地区民生委員児童委
防止啓発用チラシ」を持参し訪問予定。また，「民生委員児童委員の役割及び各 5月12日～18日
員協議会
町内会の地区担当民生委員児童委員名を記載したチラシ」を町内会で回覧予定。

13

「民生委員児童委員の役割及び各町内会の地区担当民生委員児童委員名を記
守谷市中央地区民生委員児童
載したチラシ」を町内会で回覧予定。
委員協議会
「救急医療情報キット」配布者宅を訪問予定。

14

守谷市北地区民生委員児童委 「救急医療情報キット」及び「愛の定期便（独り暮らし高齢者乳製品配布事業）」申
5月12日～18日
員協議会
請者宅を訪問し，各地区民生委員児童委員のPRカードを配布予定。

①常陸大宮市大宮地区民生委
員児童委員協議会
②常陸大宮市山方地区民生委
員児童委員協議会
③常陸大宮市美和地区民生委 PRチラシ配布
15
員児童委員協議会
民児協名入りボールペン配布
④常陸大宮市緒川地区民生委
員児童委員協議会
⑤常陸大宮市御前山地区民生
委員児童委員協議会

8

茨
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5月17日 15：45～
市内スーパー5か所

5月12日～18日

5月12日
①10：00～ 道の駅常陸大宮（かわ
プラザ）
②10：30～ エコス山方店
③10：30～ 道の駅みわ（みわ★ふ
るさと館北斗星）
④10：30～ 物産センター かざぐる
ま
⑤10：30～ 四季彩館

16

①民生委員児童委員活動強化週間のチラシ入りのポケットティシュの配布
稲敷市民生委員児童委員協議
②民生委員児童員の名簿と活動内容等を市広報への折り込み
会
③活動強化週間に防災無線で民生委員児童委員の活動内容等を放送

17

行方市玉造地区民生委員児童 民生委員・児童委員の日の前日に定例会を行い，その中でPR活動を行うことを、 5月9日
委員協議会
民生委員に周知する。
行方市役所北浦庁舎

18

行方市北浦地区民生委員児童 名刺とパンフレットの配布を地元区で行い，民生委員・児童委員の活動，地域の
委員協議会
見回り強化を推進する。

5月9日～

19

5月9日の定例会において「民生委員児童委員の日 活動強化週間」について周
行方市麻生地区民生委員児童
知を図り，それぞれが活動強化週間にあわせ，ひとり暮らし高齢者の見守りを強
委員協議会
化する。

5月12日～18日

20

鉾田市鉾田地区民生委員児童 〇懸垂幕・のぼり旗の設置
委員協議会
〇大型店舗における啓発品の配付

啓発品配布：
強化週間の土日の夕方/大型店舗
にて

21

鉾田市旭地区民生委員児童委
〇懸垂幕の設置
員協議会

活動強化期間中

22

小美玉市美野里地区民生委員 施設来場者に，名称入りボールペン・消費生活及び防犯グッズ・ニセ電話詐欺被 5月11日
児童委員協議会
害防止チラシ等を配布し，民生委員活動のPRを実施。
トキワ園芸農協花木センター

23

茨城町民生委員児童委員協議
町広報に，民生委員児童委員名簿及び活動内容等を掲載し，広く啓発を行う。
会

町広報（5月15日）への掲載

24

大洗町民生委員児童委員協議 ①右記期間を強化週間として，ひとり暮らし高齢者等への個別訪問を実施する。
会
②広報紙（週報）による啓発

①5月12日～18日
②5月8日号（予定）

25

・5月10日号広報紙「広報とうかい」で民生委員・児童委員活動の周知・啓発を行
東海村民生委員児童委員協議
う。
会
・村ホームページ等での周知・啓発を行う。

広報とうかい5月10日号

26

大子町民生委員児童委員協議 運営委員が町内のスーパーマーケットとホームセンター2箇所で買い物に来たお
会
客様に対しパンフレット入りのポケットティッシュを配布する。

5月中旬（活動強化週間）／町内の
スーパーマーケットとホームセンター
の2箇所

27

阿見町民生委員児童委員協議 ①民児協だより（活動状況報告）（退任委員 5名）
会
②民児協だより（一斉改選後の委員紹介 82名）

①11月号／町内配達
②2月号／町内配達

28

五霞町民生委員児童委員協議
防災啓発プログラム
会

ひばりの里

12

①活動強化週間／各訪問世帯
②市広報5月号
③活動強化週間

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
1

宇都宮市民児協

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

「フェスタｍｙ宇都宮2019」において，PRグッズの配付等を実施し，活動内容の周
知を図る。

5月19日 10：00～15:00
宇都宮城址公園

市庁舎内に横断幕を掲示し，活動内容の周知を図る。

5月1日～31日/宇都宮市役所

小学校1年生を対象に家庭へ訪問し、PR活動を実施。
地区内の幼稚園や学童保育園で民生委員・児童委員の活動PRを行う。
高齢者会の総会に出席してポケットティッシュ等を配布し、民生委員・児童委員の
活動PRを行う。
2

足利市民児協

小中学校にて主任児童委員の取り組みについてのPR チラシを保護者に配布。

5月12日～18日

活動強化週間中の平日に小学校の正門前にて、新1年生を中心に児童へのあい
さつ運動を実施。
高齢者福祉施設で食事会・いきいきサロンを開設し、啓発用グッズの配布および
「元気アップ体操」を実施。
全戸配布の市広報紙により、民生委員の活動をPR。
3

栃木市民児協

4

佐野市民児協

5

9

栃
木
県

鹿沼市民児協

「広報とちぎ」5月号

各地区の施設等にPRポスターを掲示して、民生委員児童委員の存在をアピール
5月12日～18日
する。
地区単位で、75歳以上のひとり暮らし高齢者の訪問や町会への啓発、スーパー等
5月11日～12日
での啓発用パンフレット配布を行う。
活動期間中に地区の保育所や小中学校を訪問し、実態を把握する。

5月12日～18日/北部地区

各学年の授業を参観し、子ども達の現状について理解するため学校訪問を実施。

5月16日 10：30～12：00
鹿沼市立北中学校

民生委員児童委員とみまもり隊が一緒に担当地域の高齢者宅を訪問し、意識の
共有を図る。

5月12日～18日
南押原地区

6

日光市民児協

5月3日に開催される「日光市足尾まつり」でのPR活動のほか、地域内のスー
パー、駅前、郵便局等で街頭啓発を実施。（啓発用スタッフジャンバーを作成予
定）

5月3日～末日
市内スーパー、駅前等

7

真岡市民児協

市の窓口カウンターにおいてPRチラシを配布。

5月12日～18日

民生委員・児童委員についての紹介記事を市広報に掲載予定。（簡易なもの）

5月1日

旧川西中学校を会場に、年齢性別問わず地域住民と黒羽地区の民生委員がお
茶を飲みながら交流。

5月23日
旧川西中学校

8

大田原市民児協

民生委員の腕章をつけ、児童の一斉下校の際、担当地区小学校の通学路に立っ 5月15日
て見守り活動を実施。
担当区内小学校一斉下校時
9

矢板市民児協

独居・高齢者世帯見守り重点訪問を行う。

5月11日～17日/担当区内

市の広報誌に「民生委員児童委員の日」の紹介や民生委員児童委員のPR記事を
5月1日
掲載。
10 那須塩原市民児協

市民児協連合会で作成した民生委員・児童委員活動案内リーフレットとPRカード
を配布し、地区担当の民生委員・児童委員の周知を図る。

5月12日～18日

11 さくら市民児協

さくら市社会福祉協議会と連携を図りながら、市内の高齢者のみ世帯を訪問し、
福祉チョコレートを配布する。

5月12日～18日

12 那須烏山市民児協

「一日民生委員」の市長とともに高齢者宅の訪問活動を実施。

5月15日 13：30～

13 下野市民児協

市民生委員・児童委員全員対象に子育て世代地域包括支援センター職員による
5月15日
研修会を実施。
活動強化リーフレット等を訪問時および市内主要施設にて手渡し配布する。

5月12日～18日

14 上三川民児協

社会調査票作成時、担当民生委員児童委員の連絡先を記入したリーフレットを配
布し、民生委員児童委員の活動周知及び町民がより相談しやすい環境を整備す 5月中／各区域内
る。

15 茂木町民児協

益子町民児協との交流会を継続し、スキル向上を図るとともに、広く住民の方にも 5月13日 10：00～
民生委員の活動を知ってもらうために、町内各地で交流学習会を開催。
町内各現地
広報「いちかい」で民生委員児童委員の活動を掲載。

4月25日

健康福祉課窓口で民生委員のパンフレットを配布。

5月12日～18日

17 芳賀町民児協

ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみで構成される世帯等の訪問調査を実施。

5月中

18 壬生町民児協

民生委員児童委員活動PRリーフレット等を活用し、戸別訪問時などに民生委員児
5月中※一斉取組日 5月12日
童委員活動をより正しく理解してもらうようPRを実施。

19 野木町民児協

地区担当民生委員・児童委員の名前の入った啓発物を担当地区全戸に配布。

16 市貝町民児協

13

5月12日～18日

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
20 塩谷町民児協

9

栃
木
県

高齢者クラブ会員の高齢者を対象に、グラウンドゴルフ大会を開催。

5月16日/塩谷町高齢者福祉セン
ター

町ホームページへ民生委員・児童委員活動PRのための記事を掲載する。

5月10日～18日

活動強化週間として地域の見守り活動（訪問）を重点実施。

5月12日～18日

那珂川町広報5月号で民生委員・児童委員活動のPR記事を掲載。

5月

那珂川町ケーブルテレビで民生委員・児童委員活動のPR映像を放送。

5月11日～12日

21 高根沢町民児協

22 那珂川町民児協

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
1

10

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

高山村民児協

「5月12日は民生委員児童委員の日です」の自作チラシを全戸に回覧する。

2

下仁田町民児協

・菜の花栽培における土づくり（肥料まき）、除草、種まきなど年間を通した菜の花
づくり。
・「菜の花祭り」当日は、民生委員のブースを設置し、民生委員活動の写真の展示 6月～令和2年3月
や相談窓口を設けることにより、来場者との交流を深めるとともに民生委員活動
の紹介とPRを行う。

3

高崎市金古地区民児協

7：30～8：15まで小学校の校門で子どもたちにあいさつする。地域住民の日頃の
民生委員活動をPRし、あいさつ運動を通じて学校と連携し、保護者への広報と子 5月13日～5月17日
どもたちの登校状況を把握する。

4

明和町民児協

・独居高齢者、要・準保護児童世帯等を訪問し、見守りと併せてニーズの把握や
激励を行うもの。地域の高齢者、児童に係る弱者世帯との信頼関係を築き、民生 5月1日～5月31日
委員・児童委員活動を広くPRし、地域福祉の向上に努める。

群
馬
県

5月1日～31日

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

① 埼玉県広報紙「彩の国だより（5月号）」に民生委員・児童委員活動のPR記事を掲載予定。
② 埼玉県のスマホアプリ「まいたま」に民生委員・児童委員のPRを掲載予定。
③ 埼玉県ホームページに民生委員のページを開設したので、常時「民生委員・児童委員の日」のPR。
（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/minseiiin/minnseiiin.html）
④ 本会広報誌「埼玉県民児協だより№160（4月号）」に民生委員・児童委員の日 活動強化週間のPR記事を掲載。

①5月1日発行
②申請中
③掲載中
④4月1日発行

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

11

埼
玉
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

川越市民児協

「ふれあい福祉まつり」において、各部会が出店し、啓発活動を行う。

5月19日/川越市伊佐沼公園

2

本庄市民児協

①市役所入口に懸垂幕を掛ける。
①5月10日～17日
②各自治会館入口に「民生委員活動強化週間」の立て看板を設置する（全単位民
②5月1日～19日/各自治会館
児協）。

3

東松山市民児協

東松山市民児協だよりへの「民生委員・児童委員の日」掲載

4

狭山市民児協

狭山新茶と花いっぱいまつりにおいて、活動PR（子ども向けゲームコーナー、啓発 4月29日
品配布）
狭山市役所ロータリー

5

鴻巣市民児協

コミュニティラジオ局のフラワーラジオで民生委員制度のPR放送

5月中

6

鴻巣市田間宮地区民児協

自治会の総会にて、「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」のお知らせ（文
書）」の配布

5月/市内

7

上尾市民児協

市報・市庁舎電子モニターにおいて、民生委員の活動について周知を行う。

5月上旬

8

蕨市民児協

市庁舎入口に、のぼり旗を掲示

5月12日～18日/市庁舎入口

9

志木市民児協

市が主催するさくらフェスタなどのイベントで、のぼり旗を持ち、啓発品やチラシを
配布し、周知活動を行う。

4、5月/志木市

10

志木市東部民児協、西部民児 毎年度9月～11月に行っている高齢者実態調査の結果に基づく再訪問時、県の
協。宗岡民児協
高齢者世帯訪問等運動の啓発品やチラシを配布する。

5月1日発行、地区内に回覧

5月/志木市

11 和光市民児協

地域でのあいさつ運動、登下校時の見守り活動、地域の高齢者の見守り活動

5月12日～18日

12 桶川市民児協

「2019おけがわ春のふれあいフェスタ」にて、民生委員・児童委員及び主任児童委
5月12日/桶川駅西口公園
員のブース（昔の遊びなどのコーナー）を設置し、PRカードを配布

13 富士見市民児協

市内公共施設にPR旗の設置

14 蓮田市民児協

①5月12日を一斉取り組み日と定め、すべての民生委員・児童委員が一斉にPR活
動を実施する。
①5月12日/市内各所
②担当区域の世帯の訪問、市民児協で独自に作成した配布物を利用してPR活動 ②5月12日～31日/市内各所
を行うと同時に、改めて「社会福祉カード」等の点検整備を実施する。

5月12日～18日/市内公共施設

14

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

11

都道府県・
指定都市名

埼
玉
県

取り組み内容
15 三郷市民児協

市役所において民生委員制度を周知する懸垂幕の掲示を行う。

5月7日～6月3日/三郷市役所ロータ
リー

16 日高市民児協

地区ごとに地区内各区長との情報交換会を開催し、民生委員・児童委員の活動
について理解を深めるとともに、地区内における課題を確認する。

調整中

17 越生町民児協

子どもフェスティバルに参加し、子どもたちとの交流を図る。

5月19日
越生町中央公民館

18 川島町民児協

第1回Kawajima Spring Festivalのイベント会場にてバザーを実施するが、その際、 5月12日 9：00～14：30
バザーブース内にて民生委員・児童委員の活動中写真等を掲示しPRする。
川島町平成の森公園

19 横瀬町民児協

避難行動要支援者名簿更新作業に伴う、避難行動要支援者宅訪問による見守り
4月下旬～5月中旬
活動。

20 長瀞町民児協

町社会福祉大会において、民生委員・児童委員協議会の活動についてPRする。

21 吉見町民児協

小学校の登校時にあいさつ運動を実施

22 小鹿野町民児協

主任児童委員と民生委員・児童委員が0歳児の乳児から中学生の生徒までの自
宅を訪問している。

年間を通して実施している。

23 神川町民児協

神川町民児協だよりを作成して配布する。

6月1日に毎戸配布

24 入間市民児協

民生委員・児童委員「PRカード」を活用し、高齢者等要援護者宅の訪問活動を実
施する予定

5月12日～18日/入間市内

25 幸手市、坂戸市民児協

高齢者向けの交通事故防止・防犯等に係るチラシ及び啓発品の配布を行う。（坂
5月12日～18日/市内
戸市は埼玉県防犯・交通安全課の啓発品）

26 白岡市民児協各単位民児協

訪問活動の重点実施（お達者訪問大作戦、民生委員PRカード、地区で作成したチ
ラシなどを活用した訪問）
5月中
日中独居の高齢者、普段会えない方などのお宅にも訪問する。

27 三芳町民児協

活動強化月間のPRとしてポケットティッシュにPRカードを入れて訪問時や会食会
等に配布している。

28 嵐山町民児協

特に訪問活動に力を入れる。安否確認や自己紹介を目的とし、PRカードを用いて
5月12日～18日
高齢者世帯や子育て世帯を訪問する。

29 杉戸町民児協

ひとり暮らし高齢者・寝たきり高齢者宅への訪問（PRカードの使用）

5月中

30 松伏町民児協

・PRカードを全戸に配付する。
・PRポスター（Ａ4サイズ）を活用し、民生委員活動を紹介する。

5月から配付を開始して、7月頃まで
に配付を終了予定

5月12日/長瀞町中央公民館

5月中/町内各地

東松山市：5月13日 10：00～12：00/
東松山駅、高坂駅
桶川市：日時未定（5月13日～17日
のいずれか1日）/桶川駅東西口付
近
鳩山町：5月10日～31日/町内公共
施設

31

東松山市、深谷市、桶川市、鳩 PRポケットティッシュを配布
山町民児協
（深谷市は市役所窓口にて配布）

32

飯能市、吉川市、ふじみ野市、 各担当地区内で民生委員・児童委員のPRカードとPRチラシを配布して周知・啓発 5月中
北本市民児協
活動を行う。
市内全域

ホームページに「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」や民生委員活動等の
PRを掲載。
上尾市、草加市、和光市、八潮
33
社協HP・・・草加市、和光市
5月中
市、越生町
市町HP・・・上尾市、八潮市
（草加市ＨＰ： http://www.soka-shakyo.jp）

熊谷市、川口市、行田市、秩父
市、飯能市、本庄市、狭山市、
鴻巣市、深谷市、和光市、新座
34 市、八潮市、富士見市、坂戸
市、幸手市、吉川市、白岡市、
毛呂山町、越生町、小川町、神
川町、杉戸町、松伏町民児協

市報5月号に掲載
（蕨市はPRと併せて、住まいの地域を担当する委員との連絡方法についても掲
載）
（新座市は民生委員特集記事を掲載）

5月中

35 秩父市単位民児協

BOXティッシュを持って伺い見守りを行う。
①第一地区民児協（70歳以上ひとり暮らしの方 名前・連絡先入りメモを渡す）
②第二地区民児協（主に65歳以上ひとり暮らしの方）
③第三民児協（主に75歳以上ひとり暮らしの方、高齢者世帯へポケットティッシュ
を配布）
④原谷高篠民児協（主に70歳以上ひとり暮らしの方）
⑤第五民児協（主に75歳以上ひとり暮らしの方へ2箱配布）
⑥大滝民児協（活動強化週間に合わせ見守り活動を重点的に行う）

活動強化週間の頃

15

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

11

埼
玉
県

取り組み内容
■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
民生委員制度創設100周年記念 ポスターパネルの貸し出し。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
銚子市

民生委員児童委員の日活動強化週間に合わせて、定期総会を実施。
総会終了後に講師を招き、研修会を行う予定。

2

船橋市

船橋市広報「広報ふなばし」にて、民生委員・児童委員の活動及び募集記事を掲
5月15日号
載

3

木更津市

・小学生の登下校時の見守り
・個別訪問とニーズ調査、見守り対象者への声掛け
・リーフレットの配布、回覧
・研修活動（施設見学）

4

茂原市

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」を民生委員ひとり当
たり10部以上、普段の見守り等活動で住民に配布する。

5

成田市

市社協広報誌にPR広告の掲載

7

12

活動日時／場所 等

1

6

千
葉
県

活動の具体的内容

8

9

5月27日/銚子市保健福祉センター

・活動強化週間に合わせて
各地区で実施

・5月1日号
・5月1日から22日まで
（JR佐倉駅情報コーナー）
5月23日（民児協総会会場・志津コ
ミュニティセンター）

佐倉市

・こうほう佐倉 記事掲載
・民児協活動状況 パネル展示

柏市

市（地域包括支援課）からの情報（住民基本台帳を基にした一覧表）をベースに民
生委員が対象者宅を訪問し、生活及び身体状況の把握と市からの福祉情報の提
5月15日～6月30日／市内
供を同時に行う。また、必要に応じて訪問結果を地域包括支援センターへ報告し、
関係機関との連携を深めている。

市原市

・活動日時
5月1日～31日
地域住民に民生委員・児童委員、主任児童委員活動の周知や理解を深めてもら
・場所
い、支援が必要な住民への課題解決へと導くことを目的として、活動区域内や協
活動区域内や地域内での協力事
力事業でのパンフレット配布を実施予定。
業(サロン活動や地域行事・イベント
等)

我孫子市

・市広報への掲載
・世帯調査の実施
⇒65歳以上の高齢者リストを基に担当地区を訪問。世帯状況の把握を行ってい
る。

・5月広報紙掲載予定
・5月～8月 調査期間

10 鴨川市

①広報・啓発も含めた訪問活動の強化
②子どもの遊び場等における遊具の点検、危険箇所の調査

11 鎌ケ谷市

※活動強化週間以外の活動 「福祉健康フェア」という福祉関係のイベントで、啓
発ブースを設置し、「民生委員児童委員活動」の広報活動をする予定。

10月20日 10：00～/鎌ケ谷市市庁
舎内

12 君津市

・君津市社会福祉協議会広報紙「福祉きみつ」を通じたPR活動
・君津市広報紙「広報きみつ」を通じたPR活動

・4月
・5月

13 富津市

県民児協作成の地域住民向けPRリーフレット等を活用し、周知活動を行う。

14 浦安市

東京メトロ東西線 浦安駅、JR京葉線 新浦安駅近辺にて、民生委員・児童委員
のPR活動を行う。

5月12日 14：00～
浦安駅、新浦安駅

15 四街道市

民生委員児童委員活動についてのチラシを作成し、普段民生委員や地域と関わ
りのない世帯にも配布する。配布方法は各地区により異なる。

5月/市全域

16 袖ケ浦市

月1回発行している「そでがうらし社協だより」の5月15日号において、民生委員の
5月15日
特集を組み住民へ民生委員活動の周知を行う予定。

17 印西市

広報いんざい5月1日号にPR記事を掲載

18 山武市

民生委員・児童委員PRのリーフレット及び悪質訪問販売等対策ステッカーの配付

5月12日～18日
高齢者世帯等を訪問し配布

19 大網白里市

大網白里市長を「一日民生委員」に任命し、民生委員と一緒にショッピングセン
ターの出入り口に立ち、チラシ等を配布して、PR活動を実施する。

5月13日 13：30～

20 多古町

県民児協作成のリーフレットに地区担当民生委員の名を入れて町内小学校の児
童に配布する

5月中旬

16

活動強化週間内/市内全域

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

12

都道府県・
指定都市名

千
葉
県

取り組み内容

21 横芝光町

4月～5月まで町内全域で高齢者世
高齢者世帯の見守り希望調査、生活状況や緊急時連絡先、認知症の心配の有無
帯調査
及び町内小中学校の児童・生徒の状況把握
5月～6月初旬に町内小中学校訪問

22 大多喜町

各民生委員の担当地区にお住いの独居高齢者、高齢者世帯、障がい者及びひと
4月下旬から5月中旬
り親世帯を調査し、訪問活動を通して、PRを行う。

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

13

東
京
都

活動日時／場所 等

第8回民生児童委員活動 普及・啓発パレード

5月12日 10：40～11：20
新宿通り（伊勢丹前→アルタ前）

民生委員・児童委員活動紹介パネル展

5月13日～17日
東京都庁第一本庁舎1階ロビー

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
1

都内全地区

活動の具体的内容

活動日時／場所 等
5月12日～18日を中心に各区市町村
役所等

パネル展、駅頭PR活動

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
・ 住民配布用普及・啓発グッズ（ポケットティッシュ、絆創膏）を作製・配布
・ 普及・啓発テーマが書かれた「のぼり旗」および、「タペストリー」を作製・配布
・ ミンジーの着ぐるみ貸し出し

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

（福）神奈川県社会福祉協議会の広報紙「福祉タイムズ 5月号」にて、表紙および記事を掲載する予定。

5月15日発行

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

14

神
奈
川
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等
5月13日～17日
平塚市庁舎

1

平塚市民児協

民生委員活動のPRのため、市役所ホールにてパネル展を実施

2

平塚市民児協

民生委員活動のPRのため街頭キャンペーンを実施
5月13日
駅前にて啓発用グッズを配布し、PRを行う。のぼり旗、腕章を用いて、民生委員を
平塚駅付近
アピールする

3

鎌倉市民児協

民生委員児童委員及び主任児童委員の活動を紹介するパネル展示を実施

4

藤沢市民児協

4月26日～5月26日、市役所本庁舎1階ラウンジにて地区活動紹介をはじめとする 4月26日～5月26日
パネル展示を開催。5月12日は藤沢、辻堂、湘南台駅で街頭キャンペーンとして啓 藤沢市役所
発用グッズ（民生委員PRチラシを入れたポケットティッシュ）の配布を実施。
藤沢駅、辻堂駅、湘南台駅

5

藤沢市民児協

『広報ふじさわ』5月10日号に、民生委員児童委員の活動について掲載

6

秦野市民児協

5月の民生委員活動強化週間に合わせて、各地区民児協で作成した
活動内容などを紹介したパネルの展示を行う。

5月中
市役所本庁舎1階ロビー

7

秦野市本町地区民児協

イオン秦野店店舗前で啓発物とリーフレット等を配布しPRを行う。

5月10日/イオン秦野店

8

大和市民児協

市役所1階ロビーでパネル展を開催。市の広報（広報やまと）5月1日号にてPR予
定。

5月13日～17日/市役所1階ロビー

9

大和市民児協

市内の引地台公園にて開催される大和市民まつりにおいて出店し、大和市民児
協のパンフレットや啓発品（ポケットティッシュ）を配布し、PRを行う予定。

5月11日,12日引地台公園

10 座間市第一地区民児協

区域内の各自治会長・小中学校へのあいさつまわり等、要援護者名簿の整理

5月12日～18日

11 座間市第二地区民児協

区域内の各学校等へのあいさつまわり、要援護者名簿の整理

5月12日～18日

12 座間市第三地区民児協

区域内の自治会長、地区社協会長等へのあいさつまわり・リーフレットの配布、要
5月12日～18日
援護者名簿の整理

13 座間市第四地区民児協

区域内の自治会長・地区社協会長・各学校・保育園へのあいさつまわり・要援護
者名簿の整理

14 座間市第五地区民児協

区域内の自治会長へのあいさつまわり、要援護者名簿の整理および対象者宅の
5月12日～18日
確認

15 座間市第六地区民児協

区域内にある介護施設への訪問・タオルの寄付

5月12日～18日

16 座間市民児協

パネルの展示とリーフレットの配布

5月16日～17日
座間市役所1階アトリウム

17

5月7日～13日
鎌倉駅地下道ギャラリー

5月12日～18日

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

14

都道府県・
指定都市名

神
奈
川
県

取り組み内容
5月12日～17日
市役所1階市民ホール

17 綾瀬市民児協

民生委員・児童委員の活動などを紹介した手作りパネルの展示を実施。

18 愛川町民児協

民生委員・児童委員の日活動強化週間展示コーナーを役場本庁舎1階ロビーにて 5月10日～17日
実施。（民生委員・児童委員、主任児童委員の活動紹介等）
愛川町本庁舎1階

19 清川村民児協

管内小中学校を訪問して、児童、生徒、教諭と顔合わせを行い、民生委員児童委 5月上旬
員の存在や活動の理解を深めます。
管内小中学校

20 葉山町民児協

・『広報はやま』5月1日号に、民生委員児童委員の活動について掲載
・役場庁舎内にて啓発用グッズ（クリアファイル）を配布し、PRを行う。
・町内広報板にてポスターを掲示し、PRを行う。

5月
葉山町役場庁舎、町内

21 大磯町民児協

民生委員・児童委員の活動等についてのパネル展示。

5月13日～17日
大磯町役場1階ロビー

22 松田町民児協

役場庁舎内で地区民生委員の顔写真入りパネル及び活動写真のパネル展示を
行い、民生委員児童委員の活動紹介のリーフレット等を配布し、活動PRを行う。

5月10日～18日（予定）
松田町役場庁舎

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
・自主的な民児協運営や計画的活動等を推進するための助成金を交付している
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等
①5月7日～31日
新潟ユニゾンプラザ1階「屋内イベン
ト広場」
②5月14日～18日
新潟県庁 「県民の森」
③民生委員の日に合わせて
市町村民児協へ配付する

①民生委員・児童委員PR展示を行う
②『民生委員・児童委員の日』の横断幕を掲出する
③民生委員･児童委員PRチラシの作成、啓発

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

新
潟
県

活動日時／場所 等

長岡市

①警察署との合同PR活動の実施。(5月26日実施予定）
②PRカード等の広報媒体を一括購入し、各地区民児協へ配付。
③アオーレ長岡大型ビジョンにて、民生委員・児童委員PR映像を放映。

5月12日～18日

2

長岡市千手地区

①要援護者・高齢者世帯訪問と見守りネットワーク作りの確認及び強化。
②児童の登下校時見守り。同時にあいさつ運動の推進。（11年間継続中）
③小学校PTA主催の健全育成部会へ参加し、町内子ども会と関わりを深め、児童
委員として認知度を高める。情報交換をする。（5月以外にも2回あり)
④民児協発行の民生委員・児童委員の紹介チラシを各町内の班回覧で各世帯に
回覧。

①5月中旬
②4月より1年間（特に5月に重点を置
く）
③5月10日
④5月中旬（予定）

3

長岡市四郎丸地区

①地区内町内会長総会（33町内会）に出席。
②地区福祉会総会に出席し、活動の説明を行う。
③地区福祉まつりにポスターを掲示し、活動のチラシ等を配布。

5月中

4

長岡市豊田・柿地区

豊田小、柿小、旭岡中であいさつ運動。

5月13日～17日

長岡市阪之上地区

①高齢者世帯への訪問時にPRカードを配布する。
②坂之上小学校の登下校の見守り、あいさつ運動を実施。
活動強化週間を中心に
③4月26日坂之上小学校通学路の一斉点検に参加し、通学路と担当地域内の生
徒数を確認し、安全点検を行う。

長岡市表町地区

①表町地区の方に、地域の民生委員・児童委員を知ってもらう為、PRカード、リー
フレット等全員に配布する。
②包括支援センターとの連携を図る為、話し合い、交流の場を設ける。
③小学校・中学校との交流を図り、話し合いの場を作る。
④コミュニティセンター広報誌に民生委員・児童委員の名前を載せてもらい周知を
図る。地域の防災会のある町内と連携を図る。

①強化週間中
②随時
③6,7,11月中
④最新の広報誌

長岡市中島地区

①地区内の福祉施設を訪問。
②児童の登下校時の見守り、あいさつ運動を実施。
③小学校、中学校を訪問し、意見交換会を開く。
④保育園、幼稚園を訪問し、意見交換会を開く。
⑤町内会との懇談会を開く。
⑥福祉委員、コミセンとの意見交換会を開く。

通年行事

1

15

活動の具体的内容

5

6

7

18

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

8

9

15

新
潟
県

長岡市神田地区

①小学校の登下校見守り活動をする。
②全家庭に、チラシ・PRカード等を配布。
③保育園、小学校、中学校、病院、医院、銀行等にパンフ、チラシを届ける。
活動強化週間を中心に実施
④コンビニ、ドラッグストア等の街頭で、パンフレット、チラシを配付。
⑤神田小学校長、職員との懇談会を行う。
⑥地域福祉懇談会を開催する。（神田地域町内会長、行政、コミセン、民児協等）

長岡市川崎地区

①高齢者宅への訪問時に、PRカードを名刺代わりや留守宅へのメッセージカード
として活用する。
②川崎コミュニティセンター及び川崎コミュニティセンター分館の掲示板にPRポス
①年間実施
ターを掲示してもらうと共に、パンフレット及びリーフレット等を設置してもらい、来
②③5月末までに実施
館者に民生委員活動のPRを行う。
④5月26日予定
③パンフレット及びリーフレット等を各町内の回覧板に添付してもらい、民生委員
活動の周知を図る。
④市民児協主催の長岡警察署との合同PR活動に参加する。

10 長岡市新町地区

①4月の定例会時、配布されたPRグッズの勉強会をする。
②地区の町内会長にパンフレットを配布し、民生委員・児童委員の立場、役割、活
動を理解してもらう。
③要援護世帯、高齢者世帯への訪問を主とし、なるべく多くの世帯にPRカードを
5月12日～18日
配布する。
④リーフレットを各町内に回覧してもらい民生委員・児童委員の立場、役割、活動
を理解してもらう。
⑤小学校、中学校を訪問し、意見交換会を設ける。

11 長岡市宮内地区

①高齢者（主に単身世帯）の訪問時にPRカードを配布。
②小学校4校、中学校1校への訪問時にPRカードを配布。

5月12日～18日

12 長岡市岡南地区

①地域の方の訪問時にPRカードを持参し、より良い地域づくりをする。
②学校等を訪問し、意見交換し、子どもたちと良い関係を作る。
③町内会との懇談会を開くことにより、より良い地域づくりをする。

5月12日～18日

13 長岡市栖吉地区

地域住民にPRチラシを配布。

5月1日～10日

14 長岡市富曽亀地区

①パンフレットを町内役員に配付し、民生委員・児童委員の役割を理解してもら
う。
5月12日～18日
②小学校の登校下校時の見守りと、あいさつ活動をする。
③「こんにちは民生委員児童委員です」のチラシをコミュニティーセンターに設置。

15 長岡市山本地区

各民生委員が担当地域の高齢者宅を訪問し、ポスターを配布しながらPRを行う。 5月12日～18日

16 長岡市黒条・新組地区

①小学校校門で民生委員活動のパンフレットを配布。
5月上旬頃、各町内会に民生・児童委員の活動パンフを回覧版にて回覧（特殊詐
欺防止用、認知症対策、防犯・防災対策）
②小学校、中学校校門前で「スマホの賢い利用方法」のパンフレットを配布

17 長岡市江陽地区

①広報媒体等を活用し、民生委員児童委員とその役割を理解してもらう。（各町内
会の各班へ、リーフレットを回覧。PRカード等を使い、普段訪問しない家庭を中心
に回る）
②地区内の学校訪問。小学校（下川西、福戸）、江陽中学校を、会長・主任児童委
強化週間中か、5月、7月
員・地域担当委員訪問、意見交換。上川西小学校へ全委員訪問（授業参観・給食
試食・校長、教頭と懇談）
③地区内の福祉施設を訪問し、見学と懇談を行う。
④下柳交番を訪問し、懇談。

18 長岡市日越・王寺川地区

①地域の交差点でチラシ配り
②地域の人へPR。若い人が「ボランティアをやってみようか」と感じるようにPRした 5月18日～19日
い。

19 長岡市大島地区

①各町内会との連携による回覧板の活用によるリーフレット添付を行い、また公
民館にポスターを掲出し、地域の皆様へのPR広報活動を行う。
②ふれあいサロン実施時に地域の特に65歳以上の高齢者の方々へPR広報活動
を行う。
③市民児協主催の「花いっぱいフェア」での警察との合同啓発活動に参加し、広く 5月12日～
PR広報を行う。
④小地域ネットワーク含め高齢者へのなじらね訪問時に広報活動の一環としてPR
カードの配付を含めPRを行う。
⑤小学生の登下校時の見守り、あいさつ運動を実施する。

20 長岡市希望が丘・深才地区

①高齢者世帯への訪問時にPRチラシを配布。
②児童の登下校時の見守り、あいさつ運動を実施。

5月12日～18日の他、随時取り組む

21 長岡市関原・宮本・大積地区

①PRカードにより、要援護者宅への一斉訪問を行う。
②児童の登下校時の見守り、あいさつ運動を実施。
③小、中学校を訪問し、意見交換。
④市民児協主催の長岡市警察署との合同PR活動に参加。

5月12日～18日

19

①5月13日
黒条小前・新組小前
②5月16日
黒条小前・堤岡中前

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

15

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

22 長岡市太田地区

地域の見守り活動の強化：独居高齢者宅訪問
民生児童委員活動のPR：PRチラシの地域への配布
太田小・中学校訪問：情報交換の実施

23 長岡市中之島地区

①見附警察署と合同で「特殊詐欺防止の呼びかけ」活動の実施。道の駅「パティ
オにいがた」及び支所近くのスーパー前の2ヵ所でチラシ配布。
②中之島地区戦没者追悼式に全員出席し、焼香に出て委員として地域の皆様か
ら知ってもらう。
チラシ配布日：5月12日
③小学校の登下校時の見守り。各学校区の「子どもの安全を守る会」と連携して
実施。
④高齢者世帯へ4月の高齢者現況調査のﾌｫﾛｰに一斉訪問する。
⑤PRポスターを町内会館や集落センター内に掲示する。

24 長岡市越路地区

地区民児協で作成したチラシを訪問時に配付する。

5月12日～18日

25 長岡市三島地区

①高齢者の見守り訪問
②学校訪問をし懇談、意見交換
③登下校時の児童見守り、あいさつ運動
④PRカード、リーフレット等を配布しPR
⑤ポスターを各集会所に掲示

5月12日

26 長岡市山古志地区

チラシを回覧し、民生委員・児童委員の活動について周知を図る。

5月12日

27 長岡市小国地区

①PRポスターを集落掲示板に掲示し啓発を図る。
②全戸訪問または高齢者在宅世帯にリーフレットを配布する。
③各班活動の計画に合わせ各施設（福祉施設・小学校・保育園等）を訪問し、年
間計画の打ち合わせを行う。（授業参観、視察研修、ボランティア活動等の申し込 5月12日～18日
み調整）
④コミュニティーセンターと合同で防犯講和を計画（6月25日に実施予定）。
⑤高齢者世帯の訪問（パンフレットに名刺を合わせて配布）

28 長岡市和島地区

①和島道の駅イベントに合わせて与板警察・行政・地域密着型複合施設入所者と
連携し、特殊詐欺・悪徳商法・交通事故防止・和島民児協独自のパンフレット等々
を、集まった住民の皆さんに声掛けをしながら配布し、その様子を後日支所機関
①4月28日
紙に掲載する。
②活動強化週間に合わせ実施
②和島地区民児協独自のPRリーフレットを作成し、活動強化週間に全戸回覧・各
③4月号に掲載
地区集落センターに掲載する。
③支所機関紙に活動強化週間記事を掲載。
※活動時には民児協の名前の入ったジャンパーを着用

29 長岡市寺泊地区

①区長・町内会長に「リーフレット・こんにちは民生委員・児童委員です」を全戸回
覧する。リーフレットの裏面に担当地区民生委員・児童委員の氏名・電話番号を刷
込み、支所より各区長、町内会長に回覧依頼する。
②パンフレット「あなたのまちの民生委員・児童委員」を活用した区長および町内
会長等への訪問。地域担当委員が担当地区の区長および町内会長を訪問し、あ
いさつ状、パンフレットの配布を梃子に、意思疎通と情報収集を行う。また、主任
5月12日～18日
児童委員が管内の小中学校（3校）を訪問し、更なる意思疎通と情報交換をお願い
する。
※配付資料：「あいさつ状」「あなたのまちの民生委員・児童委員」
③長岡市出先機関等へパンフレット「あなたのまちの民生委員・児童委員」「100周
年PRリーフレット」並びに「PRポスター」を掲示。また、可能な限り民生委員宅にポ
スターを掲示する。

30 長岡市栃尾地区

①高齢者世帯訪問時にPRカードを配布。
②児童の登下校時の見守りを実施。（各グループを作って実施する）

5月13日～18日

31 長岡市塩谷地区

①高齢者世帯の訪問、見回りの際にPRカードを配布してPR活動を行う。
②地区内の町内会長（区長）にパンフレットを配布して民生委員児童委員の役割
等を理解してもらう。
③通学時の児童の見守り。

5月12日～18日

32 長岡市東谷地区

①児童生徒の登下校時の見守り。地域での生活態度の見守り。
②高齢者世帯の日常的な支援や不審電話に依る特殊詐欺の防止に注意する。
駐在所員とも連携しながら注意喚起を行う予定。

年間を通して行う

33 長岡市西谷地区

①地区内の福祉施設を訪問する。
②町内会との懇談会を開く。
③小学校を訪問し、意見交換会を開く。

5月12日～18日

34 長岡市与板地区

①「楽山苑ライトアップ」(5月10日～19日開催）会場において、帽子とジャンパー
①5月11日 午後・夜
(「与板地区民児協」のロゴ入り)を着用し、パンフレットとクリアファイルを配布す
5月12日 午後・夜
る。
②5月15日「与板支所だより」5月号
②「与板支所だより」5月号の配布時に、町内会の各班にパンフレットを回覧する。 配布時

35 長岡市川口地区

①児童の登校時の見守り、あいさつ運動を実施。
②川口地区で作成した民生委員・児童委員PRチラシを配布。

新
潟
県
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活動強化週間を中心に実施

①5月13日～17日
②5月配布

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

15

都道府県・
指定都市名

新
潟
県

取り組み内容

36 上越市第7地区

担当地区で立哨、あいさつ呼びかけを全員で行う。
・黄色ベスト、帽子を着用し、登校時の児童、生徒、地域住民に声掛けをする。
・交通安全に関する指導、マナーに留意する。
・各自の判断で、下校時も立哨、声掛けを行う。

37 上越市第8地区

友愛活動と、見守り活動としてポストに残されているものはないか、夜の電気の点
5月14日～18日
灯の有無等の確認をして見回る。

38 上越市大潟地区

高齢者宅に反射材を配りながら訪問をする。また、一般家庭で特に子どものいる
家庭を訪問する。（虐待防止）

39 上越市中郷地区

民生委員・児童委員の活動内容の理解を深めてもらうため、各委員がPRチラシを
5月14日～18日
持参し、区内の世帯訪問を実施する。

40 柏崎市

市の広報誌にPR記事を掲載。
PRカード、パンフレットを活用した見守り、顔つなぎ訪問を実施する。

5月12日～18日

41 加茂市

心配ごと相談員を担当する。

5月15日 9：00～16:00
加茂市役所内

42 加茂市各地区

ひとり暮らし高齢者世帯・高齢者のみ世帯等を中心に、各担当地区の全戸訪問を
5月11日～17日
行う。

43 十日町市

高齢者現況調査を実施し、ひとり暮らしや高齢者のみ世帯を訪問する。

4月5日～5月31日

44 村上市第一地区

村上市立第一中学校区のあいさつ運動に全委員が参加する。

5月13日～17日

45 村上市第二地区

5月の定例研修会において、訪問時でのPRを強化する旨の勉強会を行う。

5月

46 村上市第三地区

民生委員･児童委員の職務能力の向上及び地域社会における福祉の増進に広く
5月17日
寄与している新潟リハビリテーション大学で学び、もって民生委員・児童委員の活
新潟リハビリテーション大学
動を知ってもらう勉強会を実施する。

47 村上市荒川地区

荒川支所に懸垂幕を掲示する。

5月13日～17日

48 村上市神林地区

神林支所庁舎に強化月間の横断幕を掲示する。

5月12日～18日

49 村上市朝日地区

①告知端末により強化週間のPRを行なう。
②朝日支所庁舎に強化月間の懸垂幕を掲示する。

①5月13日～15日
②5月10日～20日

50 村上市山北地区

①強化月間の懸垂幕を掲示する。
②活動強化週間の周知を図るため、告知放送を実施。
③区内の高齢者宅への訪問を強化。

①③5月12日～18日
②5月11日～14日

51 燕市第三地区

①民生委員・児童委員PRカードを持参し、見守り先に配付する。
②民生委員・児童委員PRカードを回覧し、周知を図る。

①5月12日～18日
②4月20日頃

52 燕市第四地区

黄色いジャンパーを着用し、児童の登下校時における安全安心の確保、また、在
5月12日～18日
宅要援護者宅への訪問を行う。

53 燕市吉田地区

民生委員・児童委員PRカード及びチラシを持参し、地域内の全戸訪問を実施。

5月12日～18日

活動に関する記事や一斉改選後の委員名簿を、市報や社協だよりに掲載し、全
戸に配布。

5月上旬、10月上旬、
1月上旬

54 妙高市

55 佐渡市
56 魚沼市

5月14日～18日

5月14日～18日

ケーブルテレビを活用した「妙高チャンネル」に出演し、民生委員・児童委員による
6月下旬
活動の紹介を実施。
妙高市民のこころ推進大会でポスターを掲示する。

11月上旬
妙高市文化ホール

区域内の見守り活動時に民生委員・児童委員のPRチラシを配布する。

5月12日～18日

啓発チラシを全戸配布する。

5月10日

社協の広報誌に、民生委員・児童委員や主任児童委員の活動紹介及びPRを行
う。

5月25日

57 南魚沼市

市内のFM ラジオ内で、民生委員・児童委員の活動についての放送を実施する。
市報、市ホームページに民生委員・児童委員の活動や役割りについての記事を 5月12日～18日
掲載し、同時に民生委員・児童委員の名簿を掲載する。

58 南魚沼市大和地区

各担当地区内で、自主活動として、登校時のあいさつ活動のほか、訪問時にパン
5月12日～18日
フレットやPRカードを配布する。

59 南魚沼市六日町地区

各担当地区内で、登下校時のパトロール活動や、保育園での訪問活動を行う。

5月12日～18日

60 南魚沼市塩沢地区

各担当地区内で、自主活動として、民生委員・児童委員PRカードやポケットティッ
シュを配布する。

5月12日～18日

61 胎内市

市広報紙「市報たいない」に民生委員･児童委員制度の概要と現任委員の名簿を
5月15日
掲載。今年度は「一斉改選特集」を掲載。
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取り組み内容
62 聖籠町

「広報せいろう5月号」に活動強化週間の周知と、民生委員・児童委員の役割及び
5月12日～18日
委員の紹介を掲載する。

63 田上町

田上町広報紙「きずな」に民生委員・児童委員をPRする記事を掲載する。

5月10日

64 阿賀町

要援護者宅等を訪問し、担当委員氏名の周知と委員業務の啓発を行う。

5月12日～18日

65 湯沢町

PRのぼり旗を設置し、啓発を行う。

5月12日～18日

66 津南町

全戸配布の町広報紙に、「民生委員・児童委員の日」の記事を掲載する。

5月5日号 広報紙

67 刈羽村

刈羽村広報紙「広報かりわ5月号」にて、より多くの人に知ってもらえるよう、民生
委員の役割、活動等や民生委員及び担当地区を紹介する。

5月17日

68 関川村

村広報紙「広報せきかわ お知らせ版」に、民生委員・児童委員の日及び活動強化
5月15日
週間に関する記事を掲載する。

69 粟島浦村

各地域へ活動に関するリーフレット等を回覧する。

5月初旬

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

富山市八尾地域民児連協

高岡市民児協

市内ショッピングセンターでの街頭啓発キャンペーン
①民生委員PRティッシュ配り
②義援金募金
③高岡まこと銀行募金

3

氷見市民児協

5月17日 11:00～12：00
①新鮮市場ハッピータウン店
市内4箇所のショッピングセンターにて、のぼり旗を設置し、ティッシュ、リーフレット
②マックスバリュ氷見店
等の配布を行い、街頭啓発を実施する。
③サンコー氷見中央店
④新鮮市場プラファ店

4

黒部市三日市地区民児協

・三日市地区
5月14日
ショッピングセンターにてPRチラシとクリアファイル、ティッシュを配り、買い物客に
ショッピングセンターメルシー
活動をPRする。

5

黒部市生地地区民児協

・生地地区
小学校の校門付近でプラカードを持ち、PRチラシとティッシュを配布して児童を対 活動強化週間中の1日/生地小
象にPR活動を行う。

6

砺波市民児協

4月25日発行
砺波市が毎月発行する「広報となみ 5月号」に、民生委員・児童委員の日につい
広報となみ5月号（砺波市内全戸配
て記事を掲載し、PRを行う。
布）

2

富
山
県

活動日時／場所 等

杉原地区民児協
5月12日/オレンジマート「モア」店
八尾地区民児協
「民生委員の日」の看板を4地区で持ち回り、各地区とも250のポケットティッシュな 5月13日/Aコープ周辺
どを配ってPR活動を行う。
八尾南地区民児協
5月14日/八尾総合病院
保内地区民児協
5月15日/越中八尾駅

1

16

活動の具体的内容

7

小矢部市民児協

民生委員・児童委員PRカードの配布

8

南砺市民児協

「一日民生委員活動」
市長や議長、市社協会長、中学生に「一日民生委員・児童委員」を委嘱し、民生委
員児童委員の訪問活動を体験してもらい、南砺市内155人の委員活動への理解を
深める。また、関係機関と協力し、歴史と実績を有する民生委員制度や委員活動
の街頭PRを行うことで、地域住民へ広く周知をはかるとともに、行政や社協をはじ
め幅広い関係機関との連携を強くする。
①「一日民生委員」委嘱状交付式
②活動体験 高齢者宅訪問
③ショッピングセンターにて街頭PR→パンフレット等を配布
（南砺警察署、南砺消防署合流）

9

南砺市城端地域民児協

ひとり世帯や高齢者世帯に寿入浴券を配布する際に、PRカード・チラシの配布を
行う。

10 南砺市平地域民児協

5月17日
イオン高岡店（①～③）
イオンモール高岡（①）

5月12日 11：00～
ピアゴ小矢部店、Aコープおやべ、ア
ルビス小矢部店、サンキュー小矢部
店

5月12日
9：30～11：30頃予定
①城端庁舎
③城端地域高齢者世帯宅
③Aコープなんとセフレ前

5月上旬

・福祉入浴券配布の際に独り暮らし高齢者や高齢者のみ世帯を訪問し、地域民生
委員としての顔つなぎと役割のPRを行う。（PRカード等の活用）
4月中旬～5月中旬
・区長協議会など、地域で開催される会合の機会を利用し、民生委員の地区割り
や役割の紹介を行う。
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№

16

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
11 南砺市上平地域民児協

パンフレットやポケットティッシュ配布（ひとり世帯・高齢者世帯に寿入浴券を配布
する際に、活動の内容や困ったこと等の聞き取りをする）

5月中旬
上平地域内

12 南砺市利賀地域民児協

PRカード配布（ひとり世帯・高齢者世帯に寿入浴券を配布する際に、活動の内容
や困ったこと等の聞き取りをする）

4月下旬
利賀地域内

13 南砺市井波地域民児協

ひとり暮らし世帯・高齢者のみ世帯に寿入浴券を配布する際にPRカードを配布

4月下旬

14 南砺市井口地域民児協

高齢者宅に訪問時PRカードを配布

4月下旬～5月上旬

15 南砺市福野地域民児協

・「ご存知ですか？私たちは民生委員・児童委員・主任児童委員です」のPRカード
をティッシュに挟んだものを、ショッピングセンターアミュー前で配布し、啓発活動を
行う。
・「ご存知ですか？私たちは民生委員・児童委員・主任児童委員です」のPRカード
をティッシュに挟んだものを、110番の家ウォークラリーの会場で、参加者へ配布
し、啓発活動を行う。

・5月21日 定例会終了後
ショッピングセンターアミュー前
・5月26日 午前
ウォークラリー開催場所

16 南砺市福光地域民児協

・担当地区の高齢者宅訪問時にPRカードを配布し、民生委員の役割や性格を紹
介する。
5月～6月
・学校訪問時や施設訪問時に、PRチラシを配布し、民生委員について紹介する。

17 舟橋村民児協

村内では例年、活動強化週間時、赤十字奉仕団（民生委員と兼務の方も存在）と
の訪問が重なる為、7月にずらし、熱中症防止や安否確認を兼ねて、ひとり暮らし 7月
高齢者宅の訪問を行う。

18 上市町民児協

民生委員・児童委員のPRチラシ入りティッシュなどを配布し、活動の啓発活動を行 5月12日 11：00～12：00
う。（民生委員協議会のぼり、ジャンパー着用）
ショッピングセンター2か所

19 立山町民児協

ティッシュ、リーフレット等の配布によるPR活動

5月10日
6:45～7:40/富山地方鉄道五百石駅
7:10～8:20/富山地方鉄道岩峅寺駅
5月11日
11:00～12:00/大阪屋ショップ立山店
11:00～12:00/スーパーセンターシマ
ヤ立山店
11:00～12:00/アルビス立山インター
店
5月13日
10:30～11:30/五百石スーパーむら
い

20 入善町民児協

町長に一日民生委員児童委員を委嘱し、町内のひとり暮らし高齢者宅や学童保
育を訪問。

5月14日 15：30～（1時間程度）
入善町椚山・横山地区

21 朝日町民児協

①町長・社協会長を招いて総会・全体研修会を開催。活動強化週間に併せて委員
全体の資質向上を図る。
②活動強化週間に町道泊桜町線の高架橋に横断幕を設置。町民に民生委員児
童委員の周知を図る。
③町民や専門機関を対象とした「子ども虐待」に関する講演会を開催。連携を深
める機会とするとともに、会場にてポケットティシュやチラシを配布して活動PRを行
う。

①5月16日 13：30～16：30
五叉路クロスファイブ
②5月12日～18日
朝日町道泊桜町線 JRアンダー北
側
③5月31日 13：30～15：30
コミュニティホール アゼリア
講師：山脇由貴子氏

富
山
県

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
①「民生委員・児童委員の日」をPRしたティッシュを2万8500個作成
②PRカード2万6600枚購入
③「こんにちは民生委員・児童委員です」2万6400枚購入
④「このまちとともに次の100年へ」1万7600部購入
以上の4点を市町村民児協に無償で配布し、広報活動に役立ててもらう

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

17

石
川
県

活動日時／場所 等

①「民生委員・児童委員の日」「活動強化週間」をPRするステッカーを県社協の公用車に貼付し、周知活動を実施
②新聞の県広報欄（広報いしかわ）に「民生委員・児童委員の日」「活動強化週間」の掲載
③県政メールマガジン（メルマガ石川）に「民生委員・児童委員の日」「活動強化週間」を配信
④県庁舎1階エントランス電光掲示板に「民生委員・児童委員の日」「活動強化週間」を掲載
⑤本県の委員活動スローガン（助け合う 心でつなごう 地域の未来）を掲載した「のぼり旗」を県社会福祉会館前に設置
⑥ラジオ番組のお知らせコーナーで広報
⑦民生委員児童委員活動PR写真展

①4月1日～5月31日
②5月8日
③5月10日
④5月8日～14日
⑤5月7日～14日
⑥5月12日
⑦5月下旬～6月上旬

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
1

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

民生委員児童委員活動を紹介するチラシを入れたポケットティッシュを、街頭で通 5月11日 9：30～11：00
金沢市民生委員児童委員協議
行人へ配布しPR。
・香林坊大和前 ・香林坊日銀前 ・
会
また、金沢市長に来場・協力を依頼し、報道による周知を図る。
名鉄エムザ前 ・近江町市場前
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№

17

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

2

①民生委員・児童委員PRチラシを配布。
七尾市民生委員児童委員協議
②看板設置（市役所本庁前）※4月26日設置予定
会
活動週間に限らず、民生委員の役割周知に努める。

①5月13日 配布
②4月26日～5月31日/市役所前

3

小松市民生委員児童委員協議
こまつテレビの地域情報番組に出演
会

4月25日～5月2日 放送

4

①毎月発行している社協だより（新聞折り込みチラシ）のスペースを使い、「民生委
①5月初旬
輪島市民生委員児童委員協議 員・児童委員の日活動強化週間」を周知する。
②4月中旬～5月中
会
②PR用の旗を日頃、各地区民児協の活動拠点（定例会開催等）となっている公共
社協、社協支所、公民館等
施設の玄関に掲げる。

5

珠洲市正院地区民生委員児童 市内のスーパー等、人の集まる場所でPRカードを同封したポケットティッシュを配 5月12日
委員協議会
布する。
30分～1時間を目安にする。

6

①市役所前のほか、市内各地区会館等にのぼり旗を掲げる予定。
①4月26日～5月31日
加賀市民生委員児童委員協議
②「民生委員児童委員の集い」（活動報告及び予定、研修会等）を開催予定。ケー ②5月12日 13：30～
会
ブルテレビ、新聞等で広報予定。
加賀市市民会館

7

羽咋市民生委員児童委員協議
羽咋市広報に掲載し、活動を紹介し、PR
会

8

かほく市民生委員児童委員協
PRチラシを作成し、市内全戸配布
議会

9

白山市民生委員児童委員協議 民生委員・児童委員の活動を周知するため、PR用チラシとポケットティッシュを配 5月12日
会
布する。
アピタ松任店他4会場

10

能美市民生委員児童委員協議
市役所にて、民生委員児童委員の日の懸垂幕の設置(理事参加)
会

11

能美市根上地区民生委員児童 全民児連PRポスターを各町(内)会の公民館や掲示板、公共施設へ掲示の依頼、 4月末までに依頼し、ポスター掲示は
委員協議会
配布を行う。
5月末まで(予定)

12

能美市寺井地区民生委員児童 全民児連PRポスターを各町(内)会の公民館や掲示板、公共施設へ掲示の依頼、 4月末までに依頼し、ポスター掲示は
委員協議会
配布を行う。
5月末まで(予定)

13

能美市辰口地区民生委員児童 全民児連PRポスターを各町(内)会の公民館や掲示板、公共施設へ掲示の依頼、 4月末までに依頼し、ポスター掲示は
委員協議会
配布を行う。
7月末まで(予定)

石
川
県

①「民生委員・児童委員の日」懸垂幕を掲揚し、広く市民にPRする。
②4月22日～5月8日懸垂幕（北側面）・4月15日～5月8日懸垂幕（南側）
③市広報「ののいち」5月1日号にPR文を記載。
④「野々市市民生委員児童委員協議会」ののぼり旗及びスローガンののぼり旗を
野々市市民生委員児童委員協
14
つばき通りの社会福祉協議会事務所前に立て、通行する市民にPR。
議会
⑤「ののいち 民児協だより」第8号に活動紹介を掲載し、市民の理解と地域の協
力を仰ぐ。
⑥公共施設「野々市市老人福祉センター椿荘」で利用者及び元民生委員の団体
「民生会」ともに清掃奉仕を実施し、活動の理解とPRを図る。

15

5月号、全戸配布

5月8日 9:00～/市役所

①4月15日～5月8日
②市役所庁舎前 懸垂幕
③5月1日 市内全戸配布
④5月1日～15日/社会福協議会前
⑤6月1日市内全戸配布
⑥5月12日/老人福祉センター椿荘

川北町民生委員児童委員協議 町内の各民生委員の担当区域において、各世帯にPRカードとポケットティッシュの
5月12日～18日
会
配布を行う。

16

津幡町民生委員児童委員協議 ①「広げよう 地域に根ざした 思いやり」懸垂幕を掲げる
会
②町広報誌のくらしの情報欄に掲載

①5月1日～31日
町福祉センター
②5月5日配布日
津幡町広報誌広報「つばた」5月号
約14,305世帯配布

17

内灘町民生委員児童委員協議
定期的なひとり暮らし高齢者の訪問活動を実施する。
会

5月12日から1週間
担当地区

18

志賀町民生委員児童委員協議 ①総会を開催し活動週間についての意識を高める
会
②ひとり暮らし高齢者一斉訪問

①5月17日
②期間中

①見守りマップの作成
宝達志水町民生委員児童委員
19
②PRカードの配布
協議会
③のぼり旗の設置

1～3期間中に実施
①各担当地区
②各担当地区
③町民センターアステラス

①役場正面に、PR用の懸垂幕を設置。
②民生委員児童委員活動を紹介するカードの入ったポケットティッシュを配布。（3
穴水町民生委員児童委員協議
20
カ所）
会
③全町給食サービスの実施。対象は、75歳以上のひとり暮らしの方。3色おはぎと
無償で提供していただいた花の苗を配布。

①5月1日～31日
②5月17日 10：30～
穴水駅前、穴水町総合病院前、いろ
はストアー前
③5月18日 7：00～

24

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

17

都道府県・
指定都市名

石
川
県

取り組み内容
①「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」では、民生委員・児童委員PRカード
能登町民生委員児童委員協議 を全世帯に配布するとともに要援護世帯へ訪問した際に安否確認を行う。
担当地区において、強化週間内にで
21
会
②能登町広報紙や有線テレビ、ポスターの掲示で民生委員・児童委員活動を住 きるだけ実施する。
民へ周知・PRを行う。

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
〇それぞれの地域での委員活動のPRに活用できるよう、スローガンを記載した「のぼり旗」を作成し、県内市町民児協に配布している。

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

（1）マスコミを通じたPR活動
①新聞社、テレビ局に本会や市町（単位）民児協が取り組むPR活動をへの取材を依頼し、委員活動や役割を県民に報
道してもらう。
②本役員がラジオ、テレビ等に出演し、上記1の取り組みや日ごろの活動について紹介する。
（2）量販店でのPR活動
量販店玄関前にてリーフレットやティッシュを配付し、委員活動への理解を呼びかける。
＊本年度は、児童委員活動への理解促進を図るため、本会、市町（単位）民児協が実施するPR活動の際には、「子ども
虐待防止 オレンジリボン」を着用して行う。

5月12日～18日
調整中
5月12日 10:00～11:00
調整中

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
1

2

18

福井市東部

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

小学校にて民生委員のユニフォームを着用して見守り活動

5月13日～5月17日
和田小学校、旭小学校

各自治会との連携強化を目的とした「支え合いマップづくり」への協力

5月上旬～6月上旬
各自治会集会場

ひとり暮らし高齢者宅へ安否確認を兼ねた弁当配達（地区社協と協働）

5月16日/円山
5月23日/日之出
5月13日～17日
湊小、東安居小、安居小、殿下小

福井市成和

3

福井市西部

児童の登下校時の見守り活動（あいさつ運動）

4

福井市南部

高齢者宅（ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯）を訪問し、「オレオレ詐欺」や「アポ電
5月12日～18日
話」などの凶悪犯罪に巻き込まれないよう注意喚起、見守り活動を行うとともに、
豊地区、木田地区
民生委員児童委員の活動内容をアピール

福
井
県

5

6

福井市北部

福井市中部

「公民館だより」に民生委員活動等を掲載し、全世帯に配付

4月20日/全世帯

PRポスターを掲示
横断幕の掲示

5月7日～
松本公民館敷地ほか

北部民児協のロゴ入りベストを着用し、リーフレット（粗品）持参で高齢者宅に安否 5月7日～9日、16日
確認・PRを兼ねて訪問
高齢者宅
主任児童委員がリーフレットを持って地域内の保育園、小学校、中学校を訪問

5月7日～9日
松本小、進明中学校ほか

定例会を兼ねて、登録外高齢者の実態把握や、高齢者等の集まりなどへの参
加、各団体への説明化等について協議

5月16日

登下校の児童の見守り活動

5月13日～17日
宝永小、順化小

担当地区の高齢者宅、幼児宅の訪問活動

5月12日～18日/各家庭

研修会「オレオレ詐欺やアポ電詐欺の実態と防止」
講師 県警 生活安全課職員

5月13日 13:30～
福井市役所

7

福井市明道

民生委員児童委員PR懸垂幕の掲示

5月12日～20日
フェニックス通りのビル

8

福井市足羽

「足羽公民館だより」に委員名と担当地区等を掲載

5月上旬/全世帯

9

福井市社

小学校校門近くで、のぼり旗を掲げ、あいさつ運動
保護者へのPRチラシの配布

5月13日 7:30～8:00/社西小
5月14日 7:30～8:00/社南小
5月17日 7:30～8:00/社北小

10 福井市大東

ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯をPRカードを持って、安否確認、啓発活動

5月13日～18日

11 福井市九頭竜

公民館正面に「のぼり旗」、「懸垂幕」を設置

5月13日～18日/5地区公民館
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№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
児童生徒の登校時に校門にてあいさつ運動
12 福井市あさむつ

地域の関係機関や団体の会議に参加し、民生委員活動について周知
2公民館敷地内にのぼり旗を設置してPR

5月13日～17日 7:00～8:00
麻生津小、清明小、足羽中
5月12日～18日
団体等の会議、研修会場
5月12日～18日
麻生津・清明公民館

福祉だよりや民児協の広報紙に「民生委員活動強化週間」のねらい等を掲載して
5月
周知
ひとり暮らし高齢者等宅を訪問し、広報チラシやPRカードを配布しながら、声か
け・安否確認を行う。

5月12日～18日

3月～5月17日
主任児童委員が校区の小中学校を訪問し、課題を共有し、「学校と語る会」のテー
棗小中・鷹巣小中・国見小中・川西
マを決定
中・鶉小・本郷小
13 福井市川西

14 福井市森田

民生委員・児童委員が各小中学校で登校時刻にあいさつ運動（腕章を着用）

5月13日
棗小中・鷹巣小中・国見小中・川西
中・鶉小・本郷小

包括支援センターを招いて、見守り支援に関する研修会を開催

5月14日/川西コミュニティーセンター

小学校下校時の下校見守り活動
すみれ児童館、森田第1・第2児童クラブほか各地区への集団下校

5月13日 午後
森田小学校

PRリーフレットを自治会（町内会）の回覧板で回覧

5月上旬
各自治会（町内会）

区域毎に住民福祉マップを更新

各自

ひとり暮らし高齢者宅へ安否確認を兼ねて配食サービス

5月16日/担当地区

小中学生の登校時の見守りと声かけあいさつ運動

5月13日～17日/小中学校

15 福井市東足羽

主任児童委員と会長が中学校を訪問し、校長、教頭はじめ先生方と中学生との交
4月12日、美山中学校
流事業について協議

18

福
井
県
16 福井市美山

中学生と民生委員の交流会
（給食を共にしながら、テーブルごとにテーマを決めて意見交換）

4月25日/美山中学校、ランチルーム

朝のあいさつ運動

年間を通して、各小中学校

介護施設「楽ちんの家」利用者の外出（花見）を介助し交流

4月中旬、市内

保育園児と交流

5月、みやま保育園

「みんなの広場」（JA、上味見地区）に参加し、住民と交流

5月21日/美山公民館、上味見分館

75歳以上の高齢者宅を訪問し、「民生委員と福祉委員の氏名のチラシ」を持参し、 5月1日～31日
安否確認と情報把握
全地区

17 福井市清水

自治会長、福祉委員、民生委員が中心となって「防災講習」を受講

5月31日/美山公民館

清水民児協の名前入りジャンパーを着用して、小中学校の通学路や危険箇所、
校門であいさつ運動。長期休暇後にも街頭であいさつ運動を行う。

5月8日～10日

清水中学校の1年生、または2年生の教室を訪問し、給食を共にしながら、日常生
開催時期協議中、清水中学校
活の様子や考えを意見交換。また民生委員の役割も説明
ひとり暮らしや高齢者世帯、障がい者世帯など気がかりな世帯を訪問し、担当委
員、福祉委員名等を記載したカードを配付し安否確認

5月、各世帯

18 敦賀市第1地区

快適な環境づくり活動
地域内における公園施設内の遊具等点検、傾木の危険箇所点検、除草、ゴミ拾
い作業を通して、環境美化に努めるとともに民児協の存在を地域住民に周知

5月17日 9：00～
北地区公園施設

19 敦賀市第2地区

活動内容を記載した“チラシ”を回覧、また、人目のつく所に掲示すると共に、高齢
5月12日～18日
者宅訪問時に委員の存在を周知

20 敦賀市第3地区

公民館敷地の道路沿いに、「のぼり旗」を5本立てて、地域住民に民生委員児童委 5月12日～18日
員の存在を周知
西公民館

21 敦賀市第3地区

量販店を訪れる方々に、活動内容を記載した「チラシ」と「ポケットティッシュ」を配
布し、委員の存在と活動内容を周知

5月12日 11：00～12：30
量販店 アピタ敦賀店

22 敦賀市第4地区

地域での豊かな人間関係の構築であることをしっかりと認識して、訪問活動を実
施

5月12日～18日/各地区

国道8号線沿いのフェンスにPR横断幕を設置

5月12日～18日/疋田地係

23 敦賀市第5地区

中郷公民館、愛発公民館が隔月発行する「公民館だより」に民生委員児童委員の 「公民館だより」5月号
存在を広く知って頂くための記事を掲載し、全世帯に配布、周知
全世帯
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都道府県・
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取り組み内容
24 敦賀市第6地区

PR横断幕を掲示

5月12日～18日/粟野公民館

25 小浜市第2地区

改選になったひとり暮らし高齢者相談員との懇談会

5月16日 19:30～/西津公民館

26 小浜市民児連

市政広報5月号に民生委員児童委員の紹介記事を掲載し、市民にPR

5月号、全世帯

量販店にて「民生委員をご存知ですか」と口頭アンケート調査を実施

5月11日 10:00～11:30/ヴィオ量販
店

PRチラシを市の広報配布日に併せ地区内回覧

5月12日～/全地区

児童養護施設「偕生慈童苑」にて苑児と一緒に花壇づくり

5月18日 10:00～11:00/偕生慈童苑

28 大野市北部

3歳児以下の子育て世帯（200世帯）をヤクルトとPRカードを持って訪問しPR

5月中旬～下旬/全区域

29 大野市南部

小中学校の校門前で教員と共にあいさつ運動を実施（のぼり旗を掲げ、地域住民 5月13日～17日
にもPR）
上庄小、小山小、上庄中

30 大野市中部

小学校の校門前、通学路であいさつ運動を実施

5月15日/2小学校

31 大野市和泉

小中学校の通学路にて見守り、あいさつ運動

5月13日～17日/和泉小中

32 勝山市勝山

5月8日 10:00～
子ども園（幼稚園と保育園の機能や特徴を合わせ持ち地域の子育て支援を行う）
まつぶんこども園、ケイテーこども
を訪問しその仕組みを勉強するとともに、子どもたちと一緒に遊んで「地域のおじ
園、きたこども園、中央こども園
さん、おばさん」としてPR
5月9日 10:00～/南こども園

27 大野市中部

校下の委員が各小学校を訪問し、朝の登校見守りと積極的なあいさつ運動を実
施（委員の顔を憶えてもらう）

5月10日 7:30～
成器南小、成器西小

小学校での見守り、あいさつ運動

5月8日～13日

保育園訪問

4月23日/平泉寺保育園

34 勝山市中部

保育園を訪問し園児の生活環境等を見学し、交流

5月7日/野向保育園
5月8日/しろきこども園

35 勝山市北部

保育園を訪問し園児たちとゲーム等で交流し、見守り活動をしていることを伝達

5月/わしの子保育園、上野保育園、
鹿谷保育園

36 鯖江市東部

小中学校、幼稚園、保育所、福祉施設を訪問

5月13日～14日/各学校等

33 勝山市南部

18

福
井
県

避難行動要支援者名簿の登録宅を訪問し、情報の維持管理、更新をする。また、 5月10日～31日
対象となりうる要支援者の登録を推奨する。
担当地区内
37 鯖江市西部

救急キット保持者の最新情報の確認

5月10日～31日/担当地区内

保育園、幼稚園、小中学校を訪問し、委員活動を紹介。

5月10日/各学校

民生委員PR看板を設置

5月10日～31日/鯖江公民館

避難行動要支援者名簿の登録宅を訪問し、情報の維持管理、更新をする。また、 5月10日～31日
対象となりうる要支援者の登録を推奨する。
担当地区内
38 鯖江市南部

39 鯖江市北部

救急キット保持者の最新情報の確認

5月10日～31日/担当地区内

保育園、幼稚園、小中学校、交番を訪問し、委員活動を紹介。パンフレット、ポス
ターを配付しPR

5月10日、各学校、交番

小中学校、幼稚園、保育所、福祉施設を訪問（ポスター等持参しPR)

5月13日～14日/神明小、鳥羽小、中
央中、福祉施設6か所

小学校門前でのあいさつ運動

5月7日/神明小、鳥羽小

警察交番への訪問

5月15日/交番1か所

避難行動要支援者の新規登録および既登録者の申請内容の点検（救急キット含
5月12日～31日
む）、全民児連PRカード持参
PR看板「支えあう 住みよい社会 地域から」の設置

4月26日～5月31日/神明公民館

神明公民館広報紙に「民生委員の日」および活動内容を掲載

4月25日号、5月25日号
全世帯

子ども虐待防止 オレンジリボン運動の展開

5月1日～31日

公民館まつりで民生委員制度をPRする啓発物を配布

5月末～随時/公民館他

公民館まつりで民生委員の「のぼり旗」を掲示

5月末～随時/公民館他

41 あわら市西部

市内の福祉施設でPRチラシを配布

5月12日～18日

42 越前市民児連

「ちびっ子フェスティバル」会場で、大型遊具、ステージアトラクション、体験コー
ナーの係員や運営を行い子どもたちと交流

5月4日～5日 10:00～16:30
越前市武生中央公園

40 あわら市東部

27

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
43 坂井市三国町

学校周辺にのぼり旗を設置し、登校中の児童にポケットティッシュを配付し、あい
さつ運動を実施

5月13日～17日
各小学校校門

のぼり旗を設置

5月12日～18日
市役所丸岡支所前通り

オレンジリボンを着用し、朝の登校あいさつ運動

5月13日～17日/丸岡町内小学校

懸垂幕を5地区のコミニティーセンター、春江町支所へ掲示

5月中、5コミュニティーセンター、坂
井市役所春江支所玄関前

民生委員のジャンバーを着用し、あいさつ運動を実施

5月7日～10日/4小学校

5商業施設にてポケットティッシュとリーフレットを配布

5月12日 10:00～/ハーツ、ゲン
キー、ビックベリー、バロー、アミ

4地区に分かれて、小学校児童の登校時間にあいさつ運動を実施

5月13日/町内4小学校校門

市の広報紙に民児協活動記事を掲載、PR

市の広報5月号/全世帯

44 坂井市丸岡町

45 坂井市春江町

46 坂井市坂井町
ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯一斉訪問

18

福
井
県

町内保育所にPRリーフレット配布

5月中/町内保育所

永平寺町広報誌5月号に委員活動強化週間の記事を掲載

5月10日発行「広報永平寺5月号」/
全戸配布

役場本庁のロビーにて、ポスターやチラシを掲示してPR

5月7日～17日/役場本庁ロビー

児童の登校時間に校門前に立ち、あいさつ運動を実施（統一のジャンパーを着
用）

5月8日、22日/池田中学校
5月15日/池田小学校

PRする横断幕を設置

5月9日～/役場庁舎

介護福祉施設で清掃等のボランティア作業を行い、入所者や職員の方々と交流

5月9日/特養「幸寿苑」

登校する子どもへの声かけ、見守り

4月10日/町内通学路

47 永平寺町

48 池田町

49 南越前町

50 美浜町

委員が一堂に会し、年間活動計画の確認と役割を再確認し、4つの専門部会に分 4月26日
かれて研修を開催
南条保健福祉センター
児童虐待防止の啓発活動を実施

5月12日～18日/町内

ひとり暮らし高齢者宅にゴキブリ団子（5000個）作成し配付

5月11日 13:00～作成
町社会福祉センター
5月18日 10:00～配付/各家庭

横断幕を4地区に掲示

5月11日～18日
町内4地区

52 おおい町

町が主催する「ふるさとファミリーウォーク」に参加し、委員活動をPR

5月19日 9:30～/町内

53 若狭町

若狭町のイベント「若狭・三方五湖ツーデーマーチ」5キロおよび10キロコースに参 5月19日 9：00～
加し、のぼり旗を持って民児協をPR
町内一円（三方地区周辺）

51 高浜町

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

①民生委員・児童委員「PRカード」の配布
②県庁にてPR懸垂幕の掲示

4月26日～5月20日

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

19

山
梨
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

①広報誌「こうふ」5月号へ民生委員・児童委員（主任児童委員）PR関係の掲載
甲府市民生委員児童委員協議
②横断幕の掲示
会
③児童福祉週間に合わせてこいのぼり掲揚（主任児童委員連絡協議会）

2

山梨県立大学：大塚ゆかり教授を講師として招き、自殺防止対策に係る内容の研
甲斐市民生委員児童委員協議
5月14日 13:30～15:00
修を受講する。
会
甲斐市敷島総合文化会館
※市民等もこの研修に参加できるよう、事前に周知も行う。

3

①心配ごと相談事業
丹波山村民生委員児童委員協
②定時放送にて、民生委員の活動についてお知らせをする。
議会
③5月の広報にて、民生委員の活動内容をお知らせする。

①5月9日
高齢者生活福祉センター
②5月7日～8日、12日

4

韮崎市民生委員児童委員協議
市広報誌へ掲載
会

5月号

28

②5月10日～20日予定
③4月下旬～5月13日
甲府市役所駐車場南側

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

19

都道府県・
指定都市名

山
梨
県

取り組み内容
5

富士吉田市民生委員児童委員
避難行動要支援者名簿に基づく、一斉訪問活動
協議会

5月/各世帯

6

南アルプス市民生委員児童委 ①「民生委員・児童委員の日」懸垂幕の掲示
員協議会
②「広報南アルプス」5月号に情報掲載

①5月7日～24日（予定）
南アルプス市役所本館正面
②5月1日発行
新聞折込、公共施設等で配布

7

都留市民生委員児童委員協議 ①市役所へ懸垂幕を掲示し、PR活動を実施
会
②担当地区の全戸訪問民生委員・児童委員活動紹介資料の配布

①4月26日～5月19日頃/市役所
②活動強化週間中/各地区担当

8

①5月12日～18日
①啓発用チラシを配布
②8月ごろ（夏休み中）
北杜市明野地区市民生委員児 ②中学生とともに、高齢者との交流や民生委員の活動を知ってもらうための高齢
③3～5人に分かれ日程をずらした計
童委員協議会
者宅訪問を行う。
画をたてるか3～5施設にお願いす
③施設に行き、お手伝いなどのボランティアをする。
る。

9

北杜市高根地区市民生委員児 ・登下校の見守り(予定)
童委員協議会
・危険箇所等の確認及び見守り強化(予定)

北杜市小淵沢地区市民生委員
10
児童委員協議会

児童登校時見守り、あいさつ運動
活動強化週間の4日間
会員全員参加
委員名入れベスト着用

登下校通学路及び学校付近

5月13日～16日 7：00～8：30
集団登校、通学路の道路交差点、校
門付近6か所

75歳以上の高齢者を対象に民生児童委員の活動紹介を兼ね、テーマを決めたア
ンケートを実施する。
北杜市白州地区市民生委員児 テーマ「大正、昭和、平成、そして令和へ」～あなたの思い出の一曲を教えてくださ
11
5月9日～31日
童委員協議会
い～
思い出の一曲とそれに伴う出来事を教えていただく。（介護予防の回想法も兼ね
る）
①町内の主要な集客施設か所において、該当PRを展開する。PRチラシやクリア
北杜市武川地区市民生委員児 ファイルなどの配布により、地区民児協の存在と取り組みについて周知を図る。 ①5月12日(予定)
12
童委員協議会
②町内金融機関等のロビーに、活動状況写真を展示し、地区民児協の存在と取り ②期間・場所未定
組みについて周知を図る。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

20

長
野
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

長野県下13市町村

市町村の広報誌やケーブルテレビなどを活用し、民生委員・児童委員の日のPR
や委員活動の周知

5月

2

長野県下2市町村

訪問活動の強化
（飯田市では「市長の一日民生委員」実施）

5月

3

長野県下3町村

児童の登下校の見守りやあいさつ運動へ参加

5月

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

未定

未定

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

21

岐
阜
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

郡上市民生委員児童委員協議
地域の気になるご家庭を訪問し、PRカード、ポケットティッシュを配布する。
会

2

郡上市大和民生委員児童委員 小学校を訪問し、活動を周知の上、名簿の提供を受け、新一年生を訪問し鉛筆を 5月12日～18日
協議会
配布する。
新1年生宅

3

①広く多くの人に、民生委員・児童委員の存在やその活動を知ってもらうための
PR活動を行う。全国一斉取り組みの日に、「アピタ北方店」入口でポケットティッ
シュの配布を行う。
②実施期間中に定例会を開催し、活動強化週間の趣旨を再確認する。（5月は視
察研修）
北方町民生委員児童委員協議 ③各小学校の校門で「あいさつ運動」を行う。（のぼり旗を立てる。）
会
④「広報きたがた5月号」に記事掲載を働きかける。
⑤各委員は、担当地区の自治会長（役員）や子ども会育成会長（役員）と接触、訪
問し、民生委員・児童委員の存在や活動内容の理解を深めていただく機会にする
と共に、情報交換の機会の場として捉え、「顔の見える」関係づくりを進める。（PR
用チラシ「こんにちは 民生委員・児童委員です」の活用）
⑥各委員は、担当区域において高齢者等の訪問、見守り活動を実施する。

29

5月12日～18日
担当地区 対象者宅

①5月12日 9:30～10:30
②⑤⑥5月12日～18日
③5月17日 7：30～8：00
④5月/活動内容のとおり

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

4
21

岐
阜
県

白川町民生委員協議会

避難行動要支援者1192名のうち、個人情報の公開同意を得ている498名の中に
活動強化週間中を中心に通常の見
は、警報発表時や有事の際の避難行動ができない方が多いため、見守り訪問時
守り時にあわせて作成支援を行う／
に「個別避難計画」をひとりひとり作成し、行政機関等との連携により生命を守る
白川町一円
活動を支援する。

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
ポケットティッシュ（委員ひとりあたり10個）とPRカード(委員ひとりあたり5枚）を県民児協予算で購入し、配布する。
■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
伊豆市修善寺地区民児協

・声かけ、あいさつ運動

5月8日
修善寺地区小中学校及びこども園

2

伊豆市土肥地区民児協

・小中一貫校において、あいさつ運動を実施

5月中旬
小中一貫校

3

伊豆市天城湯ヶ島地区民児協 ・「救急医療キット」の内容の更新確認

5月12日～18日
ひとり暮らし高齢者等宅訪問

4

伊豆市中伊豆地区民児協

・地区内の小中学校の校門付近で、あいさつ運動を実施

5月14日
中伊豆小・中学校付近

・民児協総会に報道機関を招き紹介してもらう

5月15日

・広報「いとう」5月号に民生児童委員活動の紹介記事を掲載。

市の広報紙5月号

・市役所内に横断幕を掲示。

5月12日～18日

・市役所内に民児協活動パネルを掲示。（県民児協パネル使用）

5月12日～18日

・各委員の訪問時やイベント等でポケットティッシュ（活動紹介・周知）配布。

年間通して実施

市の広報誌に「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」の記事を掲載

広報5月号に掲載

6

22

活動日時／場所 等

1

5

静
岡
県

活動の具体的内容

伊東市民児協

伊豆の国市民児協

7

熱海市民児協

民生委員児童委員の入った啓発品を配り、PR活動を行う。

民生委員児童委員協議会5月理事
会（5月8日）の後、市役所付近にあ
る清水橋、大型スーパー付近で行
う。

8

熱海市民児協第1地区・第2地
区・第3地区・第4地区

各地区において啓発品を購入し、各地域で配り、PR活動を行う。

日時未定
各地区の地域で行う。

9

三島市民児協

広報みしまに民生委員・児童委員の日をPR予定

広報みしま5月1日号

10 沼津市民児協

広報ぬまづ5月1日号に、民生委員・児童委員の日の周知と、活動内容等につい
て掲載

広報ぬまづ5月1日号

11 沼津市第一地区民児協

小学校・中学校校長・教頭との意見交換会

5月10日/第一小学校

12 沼津市第ニ地区民児協

第二小学校・千本小学校・第二中学校にて交通安全の見守り及び登校児童に対
5月7日～8日
してのあいさつ運動を実施

13 沼津市第三地区民児協

通学路にてあいさつ運動を実施、第三地区の介護の状況と今後の協力について
5月7日～8日
研修（第三・第四地区センター）

14 沼津市香貫地区民児協

第三中学校にてあいさつ運動の実施、消費者トラブル講座（西木の宮自治会
館）、各自治会に広報誌の作成・掲示

5月7日

15 沼津市第四地区民児協

ママさんトーク（エンゼルサロン）勉強会

5月14日/第四地区センター

16 沼津市大平地区民児協

大平小学校・大平中学校にてあいさつ運動の実施（大平地区派出所にも協力依
頼）、自治会・幼稚園・小学校・中学校にPRカードの配布

5月16日

17 沼津市第五地区民児協

第五小学校にてあいさつ運動の実施

5月10日

18 沼津市開北地区民児協

開北小学校にてあいさつ運動の実施

5月13日

19 沼津市片浜地区民児協

片浜小学校・片浜中学校にてあいさつ運動の実施

5月13日

20 沼津市今沢地区民児協

通学路でのあいさつ運動、児童虐待の見守り運動とともに、新年度自治会役員へ
5月12日～
の民児協活動説明等PR活動を行う。

21 沼津市金岡地区民児協

あいさつ運動の実施、沼津市こども家庭課職員を講師とする講話を聞き、沼津市 5月中旬（あいさつ運動）
の子どもを取り巻く環境を知り取り組みの方向性について考える
5月21日（講話）

22 沼津市門池地区民児協

門池小学校にて授業見学と懇談、環境美化及び地域福祉活動への参加

5月22日

23 沼津市大岡地区民児協

大岡地区3校の現状報告と意見交換、各自治会ごとに啓発活動の実施

5月14日

30

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
5月中旬（あいさつ運動）
6月中旬～7月中旬（巡回）
10月下旬（ふれあい祭り）

24 沼津市静浦地区民児協

あいさつ運動の実施、担当地区の巡回、静浦地区ふれあい祭りにて啓発活動

25 沼津市愛鷹地区民児協

登校児童見守りとPR資料配布、自治会定例会でのPR活動、地区センター及び自
5月12日前後
治会館へPR資料配布

26 沼津市長井崎地区民児協

長井崎中学校にて授業参観

27 沼津市原地区民児協

原小学校・原東小学校・原中学校にてあいさつ運動を実施、自治会定例会に出席 5月13日、20日（あいさつ運動）
しPRカードにて自己紹介とPR活動
各自治会定例会の日

28 沼津市浮島地区民児協

浮島小学校・浮島中学校にてあいさつ運動を実施

5月

29 沼津市原北部地区民児協

原小学校・原東小学校・原中学校にてあいさつ運動を実施

5月15日

30 沼津市戸田地区民児協

戸田小学校・戸田中学校にてあいさつ運動を実施

5月13日

31 裾野市民児協

全体研修会を実施し、委員の識見の向上とスキルアップを図る

5月9日

区長会にて民生委員の役割、活動状況について説明し、理解と広報を深める

5月中旬

深良小学校、深良中学校の校門前にて、あいさつ運動を実施する。

5月中旬

各地区の5か所程度（コンビニ等店舗）に分かれて啓発ティッシュを配布し活動を
PRする。

5月16日

「5月12日は民生委員・児童委員の日」横断幕の掲示

5月上旬～中旬/富士市教育プラザ

民生委員児童委員活動パネルの展示

5月7日～17日 富士市役所

民生委員児童委員活動について 広報誌への掲載

広報ふじ 6月5日号

笠井信一翁の墓参

5月上旬～中旬/妙延寺

5月中旬

32 裾野市深良地区

33 裾野市富岡須山地区

34 富士市民児協

35 富士市各単位民児協

市広報誌「広報やいづ」に民生委員の日PR記事を掲載
36 焼津市民児協

22

静
岡
県

単位民児協の取り組みで配布するPRカードとポケットティッシュを市民児協の一般
会計にて支出し購入する。

5月1日号「広報やいづ」

37 焼津市焼津第1

民生委員の日PRカードをポケットティッシュと一緒に配布する。

5月11日 9：00～/まんさいかん前、
富士屋焼津3丁目店前
5月11日 10：00～/2区コミュニティ
防災センター

38 焼津市焼津第2

民生委員の日PRカードをポケットティッシュと一緒に配布する。

5月12日 8：00～/焼津駅南口・北口
周辺

39 焼津市焼津第3

民生委員の日PRカードをポケットティッシュと一緒に配布する。

5月12日以降一週間程度/担当地区
ひとり暮らしの高齢者や地区ミニデ
イ会場にて

40 焼津市豊田

5月11日 11：00～
サンドラック三ヶ名店・スーパー田子
民生委員の旗を立て、民生委員の日PRカードをポケットティッシュと一緒に配布す
重西焼津店・食鮮館タイヨー・スー
る。
パーヒバリヤ小土店・BOOKえみた
す焼津店

41 焼津市小川

民生委員の日PRカードをポケットティッシュと一緒に配布する。

5月11日 10：00～
スーパー田子重登呂田店・スーパー
田子重小川店・杏林堂与惣次店・バ
ロー石津店

42 焼津市港

民生委員の日PRカードをポケットティッシュと一緒に配布する。

5月11日 10：00～
スーパー富士屋 田尻北店・バロー
石津店・ビックエブリデイ・石津マート

43 焼津市東益津

民生委員の日PRカードをポケットティッシュと一緒に配布する。

5月11日から1週間程度
担当地区町内会班長宅等

44 焼津市大富

民生委員の日PRカードをポケットティッシュと一緒に配布する。

5月10日 9：00～10：00
焼津市立総合病院
5月11日 10：00～11：00
富士屋焼津南店、赤のれん焼津南
店、焼津信用金庫大富支店駐車場、
イオン焼津ショッピングセンター

45 焼津市和田

民生委員の日PRカードをポケットティッシュと一緒に配布する。

5月11日 9：30～11：00
スーパー田子重田尻店

31
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都道府県・
指定都市名

取り組み内容

46 焼津市大井川南

民生委員の日PRカードをポケットティッシュと一緒に配布する。

5月11日 10：00～数日間
担当地区ひとり暮らし高齢者や要援
護者宅

47 焼津市大井川東

民生委員の日PRカードをポケットティッシュと一緒に配布する。

5月11日 10：00～数日間
担当地区ひとり暮らし高齢者や要援
護者宅

48 焼津市大井川西

民生委員の日PRカードをポケットティッシュと一緒に配布する。

5月11日 10：00～数日間
担当地区ひとり暮らし高齢者や要援
護者宅

49 藤枝市民児協

ポケットティッシュ（民児協名入り）を作成し、訪問活動等の際に対象者に配布する 委員の訪問活動時等

50 藤枝市藤枝第2地区民児協

ふじトピア（特養）奉仕作業、ケアマネとの意見交換

5月14日

51 藤枝市高洲第2地区民児協

南部すみれの家（障がい者施設）訪問

5月14日

52 藤枝市岡部地区民児協

高齢者及び障がい者施設訪問

5月23日

53 島田市民児協

単位民児協の取り組みにおける活動場所への依頼、PR用品（ティッシュ）支援等

54 島田市第一地区民児協

・PR活動（ティッシュ配布）
・島田警察署と合同の詐欺商法防止キャンペーン
・児童・生徒へのあいさつ運動

5月13日/ヒバリヤ三ツ合店、スギ薬
局三ツ合店、杏林堂稲荷店、しずて
つストア島田店、ウエルシア若松
店、地元小中学校周辺

55 島田市第二地区民児協

・PR活動（ティッシュ配布、のぼり旗）
・児童・生徒へのあいさつ運動
・見守り台帳登録者宅を訪問、安否確認

5月13日ほか/田子重中央店、しずて
つストア島田店、ビックデイ島田店、
通学路及び地元小中学校周辺、関
係者宅

56 島田市第三地区民児協

PR活動（ティッシュ配布、のぼり旗）

5月12日/JR島田駅、アピタ島田店

57 島田市第四地区民児協

・PR活動（ティッシュ配布）
・ひとり暮らし高齢者宅を訪問

5月12日ほか/市役所玄関、おおるり
玄関、ローズアリーナ、タイヨー元島
田店、地元小中学校周辺、関係者宅

58 島田市六合地区民児協

・PR活動（ティッシュ配布）

5月12日/しずてつストア東店、マック
スバリュー阿知ヶ谷店

59 島田市初倉地区民児協

・PR活動（ティッシュ配布、のぼり旗）

5月12日/バロー井口店、ウエルシア
井口店、ナフコ島田店、カネキチ

60 島田市金谷南地区民児協

・PR活動（ティッシュ配布、のぼり旗）

5月18日/ザビック金谷店、タイヨー栄
町店

61 島田市金谷北地区民児協

・PR活動（ティッシュ配布、のぼり旗）
・ひとり暮らし高齢者宅を訪問

5月18日
タイヨー栄町店、関係者宅

62 島田市川根地区民児協

・PR活動（ティッシュ配布）
・見守り台帳登録者宅を訪問
・児童・生徒へのあいさつ運動

5月16日ほか
川根温泉、地元小中学校周辺、関係
者宅

63 牧之原市榛原地区民児協

榛原総合病院にて、民生委員児童委員が奉仕活動を実施。例年、敷地内の草刈
り等を行っている。
5月11日
参加者は4専門部会ある内の2部会。（秋に残りの2部会で同様に奉仕作業を実
榛原総合病院（牧之原市内）
施）

64 掛川市民児協

民生委員活動の基本である担当地区訪問活動の強化

各委員担当地区

・全地区共通の取り組みとして、見守り世帯一斉訪問を実施。
・市役所、交流センター等でのぼり旗の掲出。

5月12日～18日

静
岡
県

65 磐田市民児協

・単位民児協の取り組みに係るPRカード、チラシ及び訪問用啓発物品の購入
66 磐田市見付地区民児協

いわた大祭り当日（4月27日）に委員全員で街頭に立ってPRカードを入れたティッ
シュを見物に来た人たちに配布。

4月27日 10:00～12:00
見付本通り

67 磐田市竜洋地区民児協

通学路でのぼり旗を持ち、見守り・声かけ運動を実施する。

5月13日～17日/竜洋地区小学校通
学路

68 磐田市豊田南地区民児協

ふれあいフェスティバルでの啓発活動。会場へのポスター掲示、PRカード入りの
ティッシュの配布。

アミューズ豊田
11月3日

69 湖西市民児協

民生委員活動のPRを、市役所だよりへの掲載で行う。

6月1日号／市内全戸配布

70 湖西市南部

訪問時でのパンフ等の配布。

随時
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都道府県・
指定都市名

静
岡
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取り組み内容
71 湖西市北部

訪問時でのパンフ等の配布。

随時

72 湖西市東部

訪問時でのパンフ等の配布。

随時

73 南伊豆町民児協

町の広報紙に掲載
（民生委員・児童委員活動について、一斉改選について 等）

5月1日

74 清水町民児協

多くの地域住民に民生委員・児童委員の存在や活動を知ってもらうことを目的に、
啓発事業として「歌でつなごう 地域と世代」と称してイベント事業を実施する。
5月10日
民生委員の役割について、役場職員が講演したのち、福祉業務にも従事している
地元歌手2名のトークを交えたステージを実施する。

75 小山町民児協

民生委員児童委員のPRチラシやポケットティッシュ等を配布しながらPR活動をす
5月12日/町内の店舗・町内の行事
る

76 川根本町中川根支部

あいさつ運動を実施予定

町内南部地区の小学校

77 川根本町本川根支部

あいさつ運動を実施予定

町内北部地区の小中学校

78 吉田町民児協

地区ごとで、のぼり旗の掲示及び立哨を実施

5月14日 7：00～7：40

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

県民事連理事会・評議員会が開催されるのに合わせ、ポスターパネルのPRを行う。

5月16日
愛知県社会福祉会館

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

23

愛
知
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

豊川市

・子ども一日民生委員児童委員体験
・地区民児協が、3日間青少年非行防止巡回指導に参加。地区内小学校3校から
5月3日～5日 15：00～
5・6年生対象で募集予定。のぼりを持ち、揃いの赤いジャンパーを着用し、地元の
砥鹿神社祭礼
警察官も同行して境内の森を巡回指導。啓発活動として、当日、新聞・テレビ等の
取材を希望している。

2

知立市

知立市中央公民館1階ホールにおいて、民生委員・児童委員、主任児童委員の平
成30年度の活動状況を掲示して紹介。PRパンフレット・啓発用のポケットティッシュ 5月12日～18日
の配布を実施する。

3

東郷町

民生委員・児童委員にて町内各自治体へPR用のぼり旗、チラシ、ポスターを配布
5月12日～ 町内各地区
し啓発活動を行う。

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
ポスターパネル、DVDの貸し出し及び全民連作成のPRグッズ等の配布。
■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

24

三
重
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

いなべ市員弁地区民児協

地域の方をはじめ、関係機関等にも員弁地区民生委員児童委員の活動を理解し 5月11日 8：30～（午前中）
ていただくため、委員が作成したPRシール付きポケットティッシュとPRカードなどを ①大泉駅うりぼう前②ショッピングセ
配布する。
ンター ヨシヅヤ

2

東員町民児協

民生委員児童委員の立場や役割を地域の方々に理解いただくために、5月12日
5月12日/町内のショッピングセン
の民生委員の日に、町内のショッピングセンターやスーパー4店舗でPRカードを配
ターやスーパー
布。

3

四日市市民児協連

市広報及び地区広報へのPR記事掲載

4

四日市市内 各地区単位民児 一斉改選に向けた自治会等関係機関へのPR
協
PRグッズを活用した訪問活動の強化

5月中旬

5

大紀町民児協

担当地区の全戸を訪問し、PRカード等を配布

活動強化週間中
同町内全域

6

鳥羽市民児協

イオン鳥羽店、鳥羽ショッピングプラザ（15日）、ぎゅーとら鳥羽東および同西店
（16日）に各店前にてチラシ、ティッシュの配布、声掛けを行う。当日は市の子育て
5月15日 10：00～11：00
応援キャラクター「ジュジュちゃん」を借用して市役所職員にも協力いただく予定。
5月16日 10：00～11：00
民生委員広報用ののぼりを持参し、全員貸与のビブスを着用し、広報活動にあた
る。

7

菰野町民児協

福祉イベント「けやきフェスタ2019」で啓発グッズを配布する。
子どもが多いのでお菓子と共に配布する

6月2日
菰野町保健福祉センターけやき

8

菰野町鵜川原地区民児協

イベント「鵜の里祭」で啓発グッズを配布する

10月27日/菰野町鵜川原地区コミュ
ニティセンター、鵜川原小学校
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4月下旬～5月上旬

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

9

尾鷲市民児協

「広げよう 地域に根ざした 思いやり」をキャッチフレーズに、市内のスーパーマー
ケットにおいて民生委員・児童委員の存在をアピールし、チラシ・PRカード、啓発物 5月15日/スーパーマーケット6箇所
品等を配布する。

10 川越町民児協

児童館まつりに参加し、PRイベントの運営協力および参加者との交流を実施する

6月16日 10：00～12：00/つばめ児
童館

11 紀宝町民児協

街頭啓発活動

5月中旬/町内スーパーマーケット

12 名張市民児協連

「民生委員・児童委員の日」活動強化週間啓発活動
①啓発ポスターの掲示(各地区市民センター、市役所、福祉センターへ)
②FM なばり（マイタウン名張）にて民生委員・児童委員活動、啓発日などについ
て収録し放送 放送日〔5月上旬～中旬予定〕
③啓発ティッシュ・チラシの配布 5月12日 10:30～11:30
※名張市民生委員・児童委員、名張市長、福祉子ども部長、社協、事務局が各
スーパー店頭において啓発

13 伊賀市民児連

活動強化の取り組みのひとつとして、チラシと共にティッシュを配布し、啓発する。

14 伊賀市 上野東部地区民児協

①家庭訪問・サロン活動
②『親子の集い』上野東部地区の未就学児とその家族が集い、交流を深める。

①南部地区の各自治会と協力して事業計画に合わせて取り組む。
15 伊賀市 上野南部地区民児協 ②親善グランドゴルフ大会
③流しソーメンとかき氷まつり

16 伊賀市 城西地区民児協

24

三
重
県

①各担当地域
②6月23日/上野東部地区市民セン
ター

②4月21日/桑町緑地公園
③7月27日/桑町集議所

①各民生委員・児童委員は、活動強化週間に合わせ、可能な限り訪問を実施し、
①各民生委員・児童委員
ティッシュ配布を行う。
②各サロン
②いきいきサロン等を通じ、PR活動を行う。
③各地域実施日未定
③各地区イベント等でPR活動を行う。ティッシュを配布。

①小学校高学年を対象に、「民生委員・児童委員・主任児童委員」について理解を
深める。
・広聴情報課よりDVDを借用。
17 伊賀市 上野北部地区民児協
①各小学校（一学期）
・広報いが市2016年（平成28年）12月1日号「こども広場」及び、その他パンフレッ
トを利用して実施。
②地域住民に対し、自治会等への協力を依頼し、チラシ入りティッシュを配布。

18 伊賀市 成和地区民児協

社協より配布されたティッシュペーパーを活動強化週間中及び、機会を捉えて地
域内に配布。

19 伊賀市 伊賀地区民児協

民生委員訪問活動の強化徹底

20 伊賀市 島ヶ原地区民児協

①強化週間についての学習及び、具体的な行動についての協議（配布チラシの ①4月10日/定例会
検討）
5月10日/定例会
②（上記協議に基づき）福祉票対象者を中心に友愛訪問（チラシ・ティッシュ配布） ②5月10日～5月12日

21 伊賀市 阿山地区民児協

年末の訪問時に、緊急カード及び「わたしの安心シート」の配布。

22 伊賀市 大山田地区民児協

65歳以上高齢者世帯（222戸）及びひとり暮らし高齢者宅（168戸）を直接訪問し、
5月7日～15日
現状生活・健康状況及び特殊詐欺被害防止啓発を兼ねて「ティッシュBOX」を配布
委員担当地区内対象者宅
する。

23 伊賀市 青山地区民児協

「事例を通じて支え合う ～仲間と学ぶ事例学習～」（全民児連発行）を活用した
研修を実施

24 松阪市幸地区民児協

4班に分かれ、1時間交代で啓発用ティッシュを配布

5月12日 10：00～14：00
マックスバリュー 川井町店

25 松阪市神戸・徳和地区民児協

街頭啓発活動 （ポケットティッシュの配布）

5月11日 10：00～11：00
地区内スーパー、ホームセンター等
3ヶ所にて

26 松阪市花岡地区民児協

・民生・児童委員の活動内容を市民に知ってもらうため、大型店舗前にて、啓発街
5月17日 14：00～15：00
頭活動を行う
ぎゅうとら大黒田店、イオンサンフラ
・期間中に各担当地区内のひとり暮らし高齢者宅を訪問し安否確認活動声掛けの
ワー店
強化として取り組む

27 松阪市西部地区民児協

・買い物客にパンフレット・チラシ入りポケットティッシュを配る。
・65歳以上の高齢者宅・小中学校・幼稚園・保育園を訪問しチラシ入りポケット
ティッシュを配り民生委員・児童委員の存在や活動を知ってもらう。

5月12日 10：00～11：00
ぎゅうとら大黒田店、マックスバ
リュー川井町店

街頭啓発活動 （ポケットティッシュの配布）

5月17日 10：00～11：30
アピタ松阪三雲店頭 （4組24名）
オークワ三雲店頭（1組6名）

28 松阪市三雲地区民児協
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都道府県・
指定都市名

三
重
県

取り組み内容

29 松阪市飯高地区民児協

地域住民のみならず、町外等からの立ち寄りの多い道の駅でベストを着用し街頭 5月18日 10：00～12：00 13：00～
啓発活動を行う。民生委員児童委員活動の理解を深めていただく為、チラシ・ポ 15：00
ケットティッシュを配布し周知を図る。
道の駅 飯高駅

30 松阪市嬉野地区民児協

①各団体の総会にて啓発活動を実施する。
②「ひとり暮らしのつどい」にて啓発活動を実施する。

31 松阪市東部地区民児協

スーパー等での人の出入りを利用し、一言PRとともにPR物（ポケットティッシュ）を 5月12日 10:00～11:30
配布する
JAくろべ、くしだスーパー

32 松阪市飯南地区民児協

①ティッシュ配り
①5月13日 16：30～17：30
②小学校、中学校、高校へ、役員と主任児童委員が担当地区に分かれて訪問す
飯南たんぽぽ保育園、飯南ひまわり
る。（校長との懇談形式）
保育園
③5月1日付チラシを各戸回覧予定

33 松阪市北部地区民児協

①5月18日 16：00～17：00
①商業施設等にて、買い物客、地域住民にポケットティッシュと民生委員児童委員
マックスバリュー川井町店、コスモス
チラシを配布し活動をPRする。
川井町店、イオン松阪店、バロー
②自治会、地区配食サービスにおいてポケットティッシュを配布して活動のPR
ホームセンター松阪店

34 松阪市南部地区民児協

5月13日
射和地区と大石地区に分かれ、スーパー等の店舗前にて啓発活動を行う。チラシ ・射和地区 12：00～
入りティッシュペーパーを配り、民生委員児童委員活動をPRする。また、この啓発 コンビニ、JA松阪射和支店前
活動を写真に撮り、地元まちづくり協議会の広報誌等で公表していく。
・大石・茅広江地区 16：00～
スーパーマーケット店頭（3店舗）

35 明和町民児協

「一斉訪問活動」
各担当地区のひとり暮らし高齢者、高齢者世帯へ一斉訪問し、民生児童委員手づ 4月20日～
くりのごきぶり団子を届け、民生児童委員の活動についてより理解を深めていた 各担当地区
だき、つながりを深める。
街頭PR活動及び役場庁舎にて活動PRの懸垂幕の掲示を行う。

36 御浜町民児協

地域住民を対象に町内にあるショッピングセンターでチラシやティッシュの配布を
行う。

25

5月12日～18日

37 桑名市民児協連

PRチラシ入りのティッシュの配布。合わせて、特殊詐欺防止の啓発を行う予定

38 桑名市 益世地区民児協

・PRカードを使って仕事の内容、担当地域等を広く知ってもらう
・自治会単位
・益世小学校の6年生に民生委員の仕事を知ってもらうため、単元授業として出席 強化月間内
し、話をする
・益世小学校図書室

39 桑名市 精修地区民児協

精義区域にて、地域住民、高齢者、子育て世帯など訪問時にPR

5月12日～18日/訪問世帯

40 桑名市 長島地区民児協

未就学児、保護者を対象に、子育てサロンを開催、その際にPRカードを使用し、
保護者に向けて、民生委員の周知を行う

5月22日
長島福祉健康センター

41 桑名市 明正地区民児協

・PRポスター（Ａ4）の回覧
・区域独自のチラシを作成し、回覧（在良区域）

6月初旬

42 桑名市 陽光地区民児協

・高齢者見守り強化と声がけ
・児童の見守り強化
・地区内の施設応援

・5月12日～18日
・5月12日～18日
・4月6日

・各地区単位自治会の役員対象に広報活動を実施
自治会役員の大半は1年交代のため、昨年度に引き続き、新年度の自治会役員
に民生委員の存在・役割を認識してもらう
43 桑名市 大山田西地区民児協
・期間内に役員会議が開催されれば出席し、広報資料を配布し、趣旨説明を実
施。会議の開催がない場合には、自治会役員個別に資料をもとに広報活動を実
施する

滋
賀
県

①4月、5月/嬉野福祉センター
②秋頃/ふるさと会館

5月12日/市内商業施設

原則、5月12日～18日
自治会役員会がその前後に開催さ
れる場合は変更可。

44 桑名市 陽和地区民児協

・ひとり暮らし高齢者宅を訪問し、現在の暮らしの状況を尋ねる、その際に市指定
ゴミ袋を配布
・5月活動強化週間のあたり
・各自治会に担当の民生委員児童委員を知らせる回覧をし、協力をお願いする

45 桑名市 多度地区民児協

地区内の地域住民、サロン参加者等にPRグッズを活用し、周知を行う

5月1日～31日/地区内の地域、サロ
ン

46 熊野市民児協

民生委員・児童委員PRチラシ、ティッシュ配布

5月13日の週、駅前イオン

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

・県内の市町民児協、単位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 5月12日～18日
供。
＜当該活動強化週間の前後の取り
・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る。
組みも含める＞
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№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

評議員会の開催

5月17日

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

26

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

福知山市民生児童委員連盟

①災害時緊急伝達訓練の実施
・緊急連絡網を用いて、伝達事項「福知山市で震度6.5の地震が発生。災害時要
支援者宅を訪問し安否確認を行い報告せよ」を連絡する。
・災害時要支援者宅5世帯をめどに安否確認を行う。
・安否確認終了後、各民児協のルールに従い、報告する。
②市庁舎に懸垂幕を出し、活動強化期間であることを周知する。
【豊富地区民生児童委員協議会】
③地域のあいさつ運動に委員全員で参加する。

2

舞鶴市民生児童委員連盟

・市広報紙への民生委員・児童委員関連記事の掲載。
・市コミュニティラジオへの出演

3

宇治市民生児童委員協議会

民生委員・児童委員の活動内容、地区で実施するサロン活動、脱引きこもり支援
の相談先等の情報を掲載した、「民生委員だより」を作成し全戸配布する。また、
5月12日～18日/市内全域
行政や学校、関係機関、団体等にも配布し、地域の身近な相談先である民生委
員・児童委員の更なる周知を図る。

4

宮津市民生児童委員協議会

PRグッズ（ポケットティッシュ）の配布

5

与謝野町民生児童委員協議会

町内各地における街頭啓発（5月12日）及び町内役場庁舎（3箇所）における啓発
用懸垂幕の掲出（5月中）

6

5月12日 10：30～11：30
亀岡市民生委員児童委員協議 民生委員・児童委員の日に合わせて、亀岡市内大型店舗前で、街頭啓発活動を アルプラザ亀岡店、アミティ亀岡
会
実施します。民生委員活動PRチラシの配布（2000部予定）及びPR横断幕の掲出。 ショッピングセンター、マツモト大井
店、マツモト千代川店、たわわ朝霧

7

①市広報誌（広報むこう5月号）への記事記載
②市ホームページへの記事掲載
（向日市役所ホームページ http://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/index.html）
※向日市民児協のホームページはなし。
向日市民生児童委員連絡協議
③市庁舎内デジタルサイネージへの記事掲載
会
④民生委員・児童委員のPRグッズ、チラシなどの展示
【単位民児協の取り組み】
訪問の際や井戸端会議等の事業実施時に全民児連作成の「民生委員・児童委員
PRグッズ」を市民に積極的に配布し、PRにつなげる。

①5月1日発行/全戸配布
②5月12日～18日
③5月12日～18日/向日市役所 本館
1階ロビー市庁舎（向日市役所東向
日別館）でのロビー
④向日市役所 東向日別館3階ロ
ビー
【単位民児協の取り組み】
訪問先や井戸端会議会場等で随時
実施する。

8

①随時：長岡京市ホームページに掲載された情報の更新（今後発行する市民児
協機関紙を掲載していく）
長岡京市民生児童委員協議会
②市広報誌5月1日号に特集記事を掲載
③横断幕の掲示

①
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/00
00005979.html
②5月
③5～6月、市内4か所

9

①民生児童委員の氏名、顔写真と担当地区を地図で示した「委員担当区域図」を
掲示し、目で見て分かる民生児童委員の普段の活動内容を地域住民に知らせて
いる。
②民児協事務局に依頼して、例年5月の大型連休前に実施される町内・自治会長
大山崎町民生児童委員協議会
大山崎町役場1階ロビー
会議の場で、民生児童委員の活動に対する理解と2019年12月の一斉改選につい
ての自治会等の協力を要請する。
③民児協事務局に依頼して5月の民生児童委員の訪問活動の趣旨、内容を町広
報紙でお知らせしている。

京
都
府

10 八幡市民生児童委員協議会

①5月12日～18日
各単位民児協全体で実施
②5月1日～31日
③5月中旬

広報誌・・・5月1日号
ラジオ出演・・・5月中旬

5月中旬

民生委員・児童委員活動のPRチラシを封入したティッシュを公民館・子育て支援セ
ンターなどで配布。また商業施設や駅前等で民生委員による手配り・アナウンスを
行う。
＊懸垂幕・横断幕の懸架、のぼりの設置
「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」をPRする懸垂幕・横断幕を懸架。懸 ①5月1日～17日
垂幕は市役所で、横断幕は公民館で懸架予定。のぼりは公民館などに設置する。
【単位民児協の取り組み】
＊PRチラシを封入したティッシュの街頭配布
＊ママサロンで配布。各施設に設置。

市の広報誌に啓発記事を掲載
11 京田辺市民生児童委員協議会 【単位民児協の取り組み】
サロン活動等の場において啓発グッズを配布、訪問活動の強化
36
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令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

災害時要配慮者避難支援事業の、災害時避難行動要支援者台帳更新作業を集
中的に行う。その中で、高齢者等の見守りも意識しながら地域を回り、PRカード等
も活用し、民生児童委員活動のPRも含めて実施する。
【単位民児協の取り組み】
12 京丹後市民生児童委員協議会
活動強化週間期間中
災害時要配慮者避難支援事業の、災害時避難行動要支援者台帳更新作業を集
中的に行う。その中で、高齢者等見守りも意識しながら地域を回り、PRカード等も
活用し、民生児童委員活動のPRも含めて実施する。各単位民児協で行っている
ボランティア活動をする。

13 井手町民生児童委員協議会

14

民生児童委員の啓発チラシを町内広報紙に合わせて配布

①昨年に引き続き、宇治田原町ホームページに宇治田原町民生児童委員協議会 ①宇治田原町ホームページ
宇治田原町民生児童委員協議
のページを公開
②スーパーサンフレッシュ、スーパー
会
②町内のスーパーマーケットでPR活動を行う。
フレンドマート（5月9日を予定）

①のぼり設置（市内各地）・懸垂幕掲示（公共施設3か所）
②小学校6年生（約1000人）に民生児童委員クリアファイル・パンフレット配布（児
童・保護者への啓発）
15 木津川市民生児童委員協議会 ③窓口でのPR
【単位民児協の取り組み】
街頭啓発

26

京
都
府

16 笠置町民生児童委員協議会

17 精華町民生児童委員協議会

【単位民児協の取り組み】
5月13日 午前/各駅・ショッピングセ
ンター等

各種団体の街頭啓発に参加しPR活動を行う

未定

①啓発用ポケットティッシュの配布（各小学校区 500部ずつ）
②広報・情報誌 『精華のいぶき』を5月（第2金曜）に全戸配布

①5月13日/小学校区部会ごとに
ティッシュ配布
・6:40～7:30/近鉄狛田駅、JR下狛駅
・10：00～12：00/ガーデンシティ
・11：00～12：00/JR祝園駅、近鉄新
祝園駅
・11：00/アピタ前
・15：30～/近鉄山田川駅、平和堂山
田川店
・5月13日～14日 15：30～
近鉄山田川駅、平和堂山田川店

18 南山城村民生児童委員協議会 南山城村役場 電光掲示板にて掲示。

19 南丹市民生児童委員協議会

①5月10日～17日／市役所ほか公
共施設等
②活動強化週間中／市内各小学校
に配布依頼
③5月10日～17日／事務局（社会福
祉課）窓口※期間外は縮小して常時
PR

【園部町民生児童委員協議会】
施設訪問として「だんない（小規模多機能型居宅介護）」を訪問し、民生児童委員
と通所者との交流を行う。（毎年実施）
【美山町民生児童委員協議会】
小中学校の登下校時の見守り活動として、各地区で見守り活動を実施している。
それに加えて、毎月12日（民生委員制度設立の日）を「子ども見守りの日」と定め
て、あいさつ運動や登下校時の見守り活動を実施する。

5月の取り組み強化期間中

【園部町民生児童委員協議会】
5月中旬/南丹市園部町内
【美山町民生児童委員協議会】
毎月12日・早朝／南丹市役所美山
支所前および各通学路

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
昨年度に引き続き「民生委員活動環境整備事業」を実施。
事業内容：住民に対するPR事業、相談支援体制整備、支援員制度、その他必要と思われる事業について助成を行う。

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

府内市町村民児協の「活動強化週間」の取組み予定情報を大阪府民児協連ホームページに公表。また、同ホームペー
ジ内の府内全市町村民児協の活動紹介ページを更新予定。（http://www.osakafusyakyo.or.jp/minkyo/）

27

大
阪
府

本会ホームページ

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

池田市民生委員児童委員協議
「なんでも相談窓口」を設置し、PRとしてウエットティッシュを配付。
会

5月13日～17日/池田市庁舎

2

泉佐野市民生委員児童委員協 市内各小学校前にて、登校児童および親にあいさつ運動とティッシュの配布を実
議会
施。

5月12日～/市内各小学校

3

四條畷市民生委員児童委員協 民生委員・児童委員の日に合わせて、民生委員・児童委員の活動を知ってもらう
議会
ために啓発カードとウエットティッシュを配布。

5月12日
JR忍ケ丘駅前・JR四条畷駅前
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№

都道府県・
指定都市名
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大
阪
府

取り組み内容
■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
大阪府民児協連と市町村民児協（連）でウエットティッシュを共同作成し、大阪府内での民生委員・児童委員活動のPRに活用する（購入：33市町村）。
■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

1

2

3
28

尼崎市

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

市報に民生児童委員活動および民生委員・児童委員の日を周知・掲載する。

5月発行の市報あまがさき

FM あまがさき内で民生児童委員の概要や活動内容等を紹介する。

4月および5月の第2・第4木曜日の8：
00～8：15、12：45～13：00、16：00～
16：15にコーナーとして放送

主要駅であるJR尼崎駅において、民生児童委員に関するポスターを掲示する。

期間等は未定/JR尼崎駅改札横

洲本市

在宅生活をしている65歳以上の高齢者等を民生委員・児童委員が訪問する「高齢
4月～6月
者実態調査」を、活動強化週間を含む3ヶ月間にわたり実施する。

宝塚市

民生委員・児童委員の日に、全7地区の民生委員が一堂に会しPR活動及び講演
会等を実施。防災について、神戸気象台、総合防災課、地域福祉課と連携し、そ
れぞれの地域のために防災・減災に役立つ情報発信や、市民にもわかりやすい 5月12日
楽しい内容での勉強会を行い、民生委員の活動を理解してもらい、思いやり・支え 宝塚市立中央公民館他
合いの心、地域の輪づくりを行うことを目的とする。また、「思いやり・支え合い」
バッジの普及啓発を行い、見守りの輪を広げる取り組みを行う。

兵
庫
県

活動強化週間に合わせ、2019年度三木市連合民生委員児童委員協議会の総会 5月10日 9：30～
を開催する。
三木市立市民活動センター
4

5

6

三木市

高砂市

丹波市

市広報誌（5月号）に「民生委員・児童委員の日」の広報記事を掲載する。

5月1日

市内各所の公共施設にのぼり旗を設置して、民生委員・児童委員のPRをする。

5月1日～31日

市広報誌（5月号）に、民生委員・児童委員の活動を広く知ってもらうための記事を
5月1日～
掲載する。
市広報誌4月号（4月22日発行）に「民生委員・児童委員の日」の広報記事を掲載
する。

4月22日～5月19日

たんばの福祉（地元FM ラジオ局の番組）に主任児童委員の回を設けてもらい、
活動内容等をPRする。

5月

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
市町民児協より要望があれば実施する。

29

奈
良
県

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

5月18日 午前/JAまほろばキッチ
県内の駅や商業施設等において地域住民の方々に民生児童委員の役割や民生児童委員活動への理解と協力を得るた
ン、近鉄大和八木駅
めに、PRティッシュを介して声かけを行う。
5月18日 午後/近鉄大和西大寺駅

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

30

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

海南市民児協

高齢者宅及び要支援者宅の訪問を強化する。また、児童週間から引き続き、0-15
5月12日～18日
歳の子どもがいる世帯の訪問を強化する。

2

田辺市民児協

自治会の地区会議等での発言の機会に、積極的に民生委員活動をPRする。
公民館区(市内16)ごとに発行される全戸配布の「公民館だより」において委員活
動の広報を実施する。

和
歌
山
県

3

有田川町民児協

5月1日～

【全体的な取組】
1．町広報誌に「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」の記事を掲載し住民に
PRする。
2．有田川町独自の「活動強化週間」のポスターを作成し、役場庁舎、図書館等町
5月1日～18日
施設等へ掲示する。
3．役場職員が使用するデスクトップ型パソコンの画面を掲示用ポスターと同様の
画面に変更し、職員を通じて民生委員・児童委員活動をPRする。
・町職員の会議等を通じて、「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」等を周
知、広報活動の支援を促す。

【支部独自の取組】
・日頃十分な見守りができていない高齢者ふたり世帯等を訪問する。（期間中1
5月1日～18日
回）
・保育所への家族の送迎時にあいさつ運動を兼ねて民生委員児童委員の活動
をPRする。（期間中1回）
38
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都道府県・
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取り組み内容

4

30

・町内スーパー3か所での街頭啓発
みなべ町民生委員児童委員協 みなべ町民生委員児童委員オリジナルの「こんにちは民生委員です」と書いた
議会
ジャンパーを着用し、パンフレットや啓発グッズを配布
・町広報にてPR記事を掲載

民生委員児童委員の日（又は活動
強化週間内）/町内スーパー3か所

担当区域内の訪問活動の実施
民生児童委員の基本である地域の見守り活動を行い、見守り、より添い、つなぐこ
とで連帯感を育てる。

和
歌
山
県
5

民生児童委員PRポスターの掲示
5月10日～17日/すさみ町役場・公民
役場、役場支所、公民館等関係機関に民生児童委員活動のポスター掲示。併せ
館等、町内各種関係機関
すさみ町民生児童委員協議会 て、委員活動のパネル展示をして、委員活動の周知に努める。

学校訪問の実施
「児童福祉週間」の標語と押し花入りの「しおり」を作成し、学校訪問の折に小中学
すさみ町内各小中学校
校の生徒、先生に配布し、児童委員活動を知ってもらう。新入学1年生児童には児
童委員から手渡しをする。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

31

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

倉吉市民生児童委員連合協議
市役所内に横断幕を設置し、活動のPRを行う。
会

2

①民生委員児童委員ののぼりを公民館前に立て、PRを行う。
上北条地区民生児童委員協議
①5月1日～15日
②地域住民と一緒に取り組む「笑顔ピカピカあいさつ運動」に参加。地区民生児童
会
②4月9日～11日
委員全員でのぼりを立て、校門前であいさつ運動を行う。

3

西郷地区民生児童委員協議会

4

①三地区合同研修会の開催。
②県外視察研修の実施。
成徳地区民生児童委員協議会
③地区内敬老会におけるティッシュ配り。
④児童の登校付き添い。

5

社地区民生児童委員協議会

社小学校運動会においてPR活動。民生児童委員全員で昼休みにテント回りをし
てPRを行う。

5月25日/社小学校

6

南部町民生児童委員協議会

町の広報誌にPR記事を掲載。

5月広報誌

7

研修会の実施。
上井地区民生児童委員協議会 テーマ：「子ども食堂について」
講 師：子ども食堂テラハウス 山本 とも子 氏

鳥
取
県

①地区内に懸垂幕を掲示する。
②三地区合同研修会の開催。

5月10日 15時～/倉吉市役所 東庁
舎

①5月12日～18日
②5月16日

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

①5月11日
②5月12日
③5月12日
④5月17日

5月16日/三朝温泉渓泉閣

活動日時／場所 等

県庁前に設置されている電光掲示板に民生児童委員の活動等を紹介。

5月12日～18日

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

32

島
根
県

1

2

3

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

松江市

市役所正面玄関に懸垂幕を掲示し、除幕式を市職員とともに行う(5月10日)
全民児連の啓発用ポスターの内容を、市役所玄関ロビーにて、パネルに掲示する 5月10日～17日
※新規個別地区において、のぼり旗、ポスター等を用いて啓発活動を行う

浜田市

①市役所の壁面に懸垂幕を掲揚。併せて懸垂幕掲揚式を行い、市長の激励をい
ただく。
①5月12日～18日
②石見ケーブルテレビ番組「浜っ子タイムズ」に民生児童委員2名出演（収録）し、 ②5月14日、21日放映
活動PRを行う。

出雲市

①市役所本庁に懸垂幕の掲示
②市内コミュニティーセンター等に民生委員児童委員PR用のぼり旗を設置。
①4月26日～5月20日
③市民児協作成の訪問カードや全民児連作成のPRグッズを使用し、民生委員児 ②5月12日～18日
童委員の存在や活動をPRするため全戸訪問を実施。あわせて高齢者宅には特 ③5月
殊詐欺等の啓発も実施。
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№

32

都道府県・
指定都市名

島
根
県

取り組み内容

4

益田市

【益田市民児協】
①民生委員地区会長と市長との懇談。
②高津地区の高齢者宅へ市長が訪問、その後、同地区の福祉施設へ市長が訪
問。
③住民周知：懸垂幕の掲示
【各単位民児協】
要援護者宅への訪問等、各地区民児協により、取り組みを行う。

5

大田市

①市役所庁舎前にて、市長へメッセージ伝達を行い、懸垂幕を設置。
②ひとり暮らしの高齢者（75歳以上）等へ配食サービスを実施。

①5月10日 9：00～
②5月8日～19日

6

安来市

市内商業施設でポケットティシュを配る。

5月12日 10：00～11：00/市内 商業
施設 数か所

7

江津市

①PR用懸垂幕の表示 ※表示場所：市役所
②（各単位民児協）一日民生委員児童委員活動の実施（小学生もしくは自治会長
①5月10日～17日
等に一日民生委員児童委員を委嘱し、ひとり暮らし高齢者、高齢夫婦世帯を中心
②5月12日～18日頃
に声かけ訪問をする）
③5月19日/地場産業センター
③（児童福祉部会）江津市子どもまつりへの参画（児童虐待に関するパネルの展
示、オレンジリボンを配布し啓発活動を実施する）

8

雲南市

各地区民児協会長が市役所庁舎にて、懸垂幕を掲揚し活動をPR。

【掲揚予定期間：5月13日～17日】

9

雲南市大東地区

民生委員の役割・活動について理解していただく為に、「民児協だより」を全戸配
布。市役所窓口にﾘｰﾌﾚｯﾄを置く。

期間中

【益田市民児協】
①5月8日 10:00～11:00
②5月8日 11:00～13:00
③5月12日～18日
【各単位民児協】
5月12日～18日

10 雲南市加茂地区

民生委員の役割や活動について理解をしてただくため、Ａｺｰﾌﾟかも店にて街頭活
動（リーフレット配布や活動パネル展示）を実施。また、広報誌の全戸配布も実施 5月14日
する。

11 雲南市木次地区

児童・生徒の見守り及び学校との連携強化を目的に、あいさつ運動を実施し民生 期間中（あいさつ運動は年間を通じ
委員活動のPRを行う。また、子育て支援の一環として、児童遊園地調査を行う。 て実施）

12 雲南市三刀谷地区

児童の通学時見守り、加えて学校・保護者との連携強化を目的にあいさつ運動を 5月14日 7：00～8：30
実施。その際「のぼり旗」を使用し民生委員制度のPRに努め、連携のもとに安心 各地区小学校通学路（2地区はス
安全の地域づくりをめざす。
クールバスのバス停）

13 雲南市吉田地区

5月16日 7：30～10：00
児童生徒の見守り及び学校との連携強化を目的に、あいさつ運動を実施。その際
吉田町内小中学校校門
に民生委員活動PRとして「地区民児協」名入りの鉛筆等を配布予定。また、町内
看護小規模多機能型居宅介護事業
の福祉施設において窓拭き等の奉仕作業を行い、連携強化を図る。
所とちのみ（よしだ福祉会）

14 雲南市掛谷地区

5月15日 7：30～児童登校時間
児童生徒の見守りと学校との連携を目的に、あいさつ運動を実施。当日は、のぼ
掛合小中学校、各地区スクールバス
り旗・緑ジャンバーを活用しPRにも努める。
発着場

15 奥出雲町

①民生委員・児童委員のPRリーフレット等を持参し区域内の全戸訪問を実施。※
自死予防対策についてのチラシを併せて配布する。
②CATV文字放送（「民生児童委員の日」について）を活用。
5月12日～18日
③有線放送（「民生児童委員の日」、「民生児童委員の活動」について）を実施。
④横断幕掲示（仁多、横田庁舎）して「民生児童委員の日」、「民生児童委員の活
動」をPR。

16 川本町

川本町内全地区の民生児童委員が訪問活動を実施。その内1地区で、「一日民生
5月10日 10：00～
児童委員」の川本町長が一緒に高齢者宅の訪問活動を行う。

17 美郷町

①町長が一日民生委員となり、民児協役員と共に街頭にてPR活動を行う。
②町民児協独自チラシを全戸配布
③各委員担当地域世帯訪問。PRカードやポケットティッシュ等を配布

①5月15日 17：30～18：00
②5月20日/町内全戸配布
③5月中/各担当地域内

18 邑南町

①全戸訪問
②町役場に懸垂幕等掲示、町広報でもPR

①5月12日～18日
②4月26日～5月24日

19 津和野町

①広報及びCATVによる民生委員・児童委員活動強化週間のPRを実施
①期間中
②町長が一日民生委員となって町内の80歳以上の高齢者宅の激励訪問を実施
②5月17日/町内
③横断幕により民生委員・児童委員活動強化週間のPRを実施（津和野町役場津
③期間中
和野庁舎へ掲示）

20 吉賀町

①あいさつ運動を通じて、担当地域の民生児童委員を覚えていただくとともに、活
①5月12日 10：00
動を周知する。
②5月12日～18日
②民生委員・児童委員のPRカード等を持参し、区域内の見守り訪問を実施する。
③5月5日～11日
③児童委員として、児童福祉週間中オレンジリボンを着用する。

21 海士町

①2校の小学校、1校の中学校でのあいさつ運動及び学校訪問
②あまコミニティチャンネルでPR動画を放送
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①5月13日～17日
②5月12日～18日

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

32

都道府県・
指定都市名

島
根
県

取り組み内容

22 西ノ島町

①民生委員・児童委員のPRカードを持参し区域内の全戸訪問を実施。各委員、担
①5月12日～18日
当地区内のバス停であいさつ運動を実施。
②5月14日/保育園
②町内の保育園へ訪問し、園児と交流。

23 知夫村

①民児協だよりによる広報活動
民生委員・児童委員の日について村内放送で周知
民生委員・児童委員の日に懸垂幕掲揚
②保育所・消防署訪問
あいさつ運動、声かけ活動、高齢者家宅訪問

①5月12日
②5月12日～18日

24 隠岐の島町

各地区部会で、通勤者、学童への交通指導や声かけ等を行いながら、ジャン
パー・タスキ着用でのぼりを立てて、PR活動を実施する。

5月12日～18日

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

・5月12日 岡山県済世顧問制度創設日、民生委員・児童委員の日「5月13日岡山県一斉取組み日」 岡山県内26市町村
の小中学校等あいさつ運動を通じた見守りを行い、地域・関係機関との連携強化を図る。
5月13日 登下校の時間帯/岡山県
・マスコミを活用した民生委員制度の歴史、活動等の広報啓発
内の小中学校等
・民生委員制度の歴史、民生委員活動のパネル展示

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
1

33

市区町村(単位)民児協名
活動の具体的内容
倉敷市民生委員児童委員協議
市庁舎及び各支所庁舎へ懸垂幕を掲揚する。（計7箇所）
会

活動日時／場所 等
5月7日～20日/倉敷市役所・各支所

2

①5月13日/市内各小学校、登校時
①あいさつ運動…市内各小学校において、登校する生徒に朝のあいさつと見守り
津山市民生児童委員連合協議
間
を行う。
会
②5月1日～31日/市役所本庁舎北
②懸垂幕の設置…民生委員活動強化月間をPRする。
側壁面

3

笠岡市民生委員児童委員協議
市内各小学校，中学校において，登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行う。
会

5月13日/市内各小学校・中学校，登
校時間

4

高梁市民生委員児童委員協議
市内各小学校，中学校において，登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行う。
会

5月13日/市内各小・中学校、登校時
間

5

新見市民生委員児童委員協議
会

市内各小学校，中学校において，登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行う。

5月13日/市内各小学校、登校時間

市報5月号に民生委員・児童委員の活動を掲載してPRする。

4月26日発送／市内全戸

6

浅口市民生委員児童委員協議
市内小学校において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行う。
会

7

5月13日/市内幼稚園・保育園・小学
美作市民生委員児童委員協議 あいさつ運動…市内各幼稚園・保育園・こども園・小学校・中学校において、登校 校・中学校、登校時間地区民児協に
会
する生徒に朝のあいさつと見守りを行う。
よっては、14日、15日と、2日間、3日
間行うところもあり）

8

赤磐市山陽地区市民生委員児
市内各小・中学校において、登校する生徒に朝のあいさつ及び見守りを行う。
童委員協議会

9

赤磐市赤坂地区市民生委員児 市内各小学校において、登校する生徒に朝のあいさつと啓発物配布及び見守りを 5月13日/市内各小中学校、登校時
童委員協議会
行う。
間

10

小学校3校は5月13日に行い、中学
赤磐市熊山地区民生委員児童 熊山地区内の小学校3校と中学校1校において、登校する児童生徒に朝のあいさ
校は活動強化週間中の別の日に行
委員協議会
つ運動を行う。
う。

11

赤磐市吉井地区民生委員児童 市内 城南小学校・仁美小学校において、登校する生徒に朝のあいさつ及び、見
5月13日・各小学校、登校時間
委員協議会
守りを行う。

岡
山
県

5/13～5/17の間で小学校と日程調
整中

5月13日/市内各小中学校、登校時
間

市内各小学校において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行う。

5月13日/市内各小学校、登校時間

あいさつ運動の様子を緊急告知端末機・ケーブルテレビを通して広報する。

未定

12 井原市民生児童委員協議会
市内各小学校において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行う。
5月13日/市内各小学校、登校時間
備前市民生委員児童委員協議
13
会
正副会長が、市役所本庁舎玄関において、民生委員児童委員活動について、PR 5月13日/市内各小学校、登校時間
のためティッシュを配布。
の見守り活動後
14

鏡野町民生委員児童委員協議 部会合同研修会（生活保護部会・児童福祉部会・厚生福祉部会）の3部会合同の
日時・場所未定
会
研修会を行う。

15

久米南町民生委員・児童委員
協議会

町内小・中学校でのあいさつ運動
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5月13日 7:30～/町内小・中学校校
門前

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

16

17
33

岡
山
県

早島町民生委員児童委員協議
会

町内各小・中学校において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行う。

5月10日 7:30～
町内、学校園5箇所
5月13日/町内小学校、中学校登校
時間
5月13日/町内各小・中学校、登校

5月13日～17日【学校の一斉下校時
矢掛町民生委員児童委員協議 小学生の下校時の見守り活動…町内各小学校において，児童の下校に同行し見
に併せて】/町内各小学校，下校時
会
守りを行う。
間

20 西粟倉村民生・児童委員会
21

町内各学校・幼稚園・保育園において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを
行う。

奈義町民生委員児童委員協議 町内小学校・中学校において、登校する児童、生徒に朝のあいさつと見守りを行
会
う。

18 勝央町民生委員協議会
19

心配ごと相談・児童相談・・・毎月第2火曜日に様々な悩みごとや心配ごとについて 5月14日 13：00～
相談できる窓口を開設。
早島町地域福祉センター

10名の民生・児童委員が、西粟倉小学校と中学校の2手に分かれて、登校する生 5月13日 7:30～
徒に朝のあいさつと見守りを行う。
小学校・中学校の各玄関周辺

新庄村民生委員児童委員協議
村内小学校で、登校児童への見守りを行う。
会

5月13日/新庄小学校 登校時間

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

①県広報で、民生委員児童委員の活動内容等をPRする。
②広島東洋カープの主催試合時に、大型ビジョンに民生委員児童委員の紹介映像を放映する。
③広島県民児協ホームページで、民生委員児童委員を紹介する。

①5月発行
②日程調整中
③広島県民児協ホームページ
<https://www.hiroshimafukushi.net/minjikyo/hiroshima/>

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
1

34

広
島
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

呉市民児協

呉みなと祭において、広報パレードを実施する。

2

竹原市民児協

①地域の課題等について、各地区の小・中学校と意見交換会を行い、情報共有
や民生委員児童 委員活動をPRする。また、養護老人ホームの行事に参加し、啓
発活動を行う。 （竹原・大乗 地区）
②小・中学校と懇談会を行い、地区の抱える問題 点等を話し合い、情報共有を
行う。また、民生委員児童委員の活動内容を理解してもらう。（北部地区）
①②③④
③警察署、高齢者クラブ、小・中学校、保育所、介護施設・地区社協等と連携して 5月予定（調整中）
活動し、地域福祉 の向上に貢献する。(吉名地区）
④忠海地区の養護高齢者ホームを訪問し、高齢者の人々とふれあい交流を深め
る。また、民生委員児童委員が中心となり，サロン活動をしながら、高齢者世帯の
見守りを強化する。(忠海地区）

3

尾道市民児協

尾道みなと祭の「一般パレード」に参加し、民生委員児童委員活動をPRする。

4月28日/尾道 本通り商店街
11:30～(予定)

4

福山市民児協

福山市5月号広報紙で「民生委員・児童委員の日」・「活動強化週間」の日程及び
民生委員・児童委員の活動を掲載し、市民に周知する。

5月

5

府中市民児協

地区内の小・中学校にて、朝のあいさつ運動を実施する。（府南東地区、府南南
地区、府中西地区、府中北地区、府中明郷地区、上下地区）

5月12日～18日

6

庄原市民児協

市役所本庁舎に懸垂幕を掲示し、PRを行う。

5月8日～13日

7

大竹市民児協

①「民生委員児童委員の日」および「民生委員児童委員活動」のPR記事を大竹市
広報へ掲載する。
②民生委員活動をPRする「のぼり」「ポスター」を大竹市内の公民館等に掲示す
る。（大竹市民児協および各単位民児協）
③大竹市障がい者スポーツ大会に15人がボランティアとして参加し、その際にジャ
ンパーとのぼり旗等でPR活動を行う。
④近隣の小中学校の校門近くで、児童生徒の登下校時に声かけ活動とPR活動を
行う。（大竹市民児協および各単位民児協）
⑤おおたけコイこいフェイスティバルにPRブースを設け、ミンジーやPRグッズ
（ティッシュ等）を配布しながら、PR活動を行う。

8

東広島市民児協

民生委員・児童委員の役割や活動強化週間について、市広報「広報東広島市5月
5月発行
号」掲載する。

9

廿日市市民児協

民児協単位で地域住民に緊急連絡票事業用シールの配布を通じてPRを行う。

42

4月29日/呉市役所周辺

①5月1日発行
②4月中旬～5月末
（※場合によっては通年掲示）
③5月12日
大竹市総合市民会館
④5月13日～17日
⑤11月10日
大竹市総合市民会館

5月12日～18日

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

34

都道府県・
指定都市名

広
島
県

取り組み内容

10 安芸高田市民児協

①のぼり旗を立てて、民生委員児童委員をPRする。（安芸高田市民児協）
②広報車によるPR活動を実施する。(吉田地区）
③清掃活動を実施する。（八千代地区）

①5月7日～20日/安芸高田市役所
本庁・支所前
②5月～随時/ 町内全域
③5月15日（水）/土師ダム（のどごえ
公園）

11 江田島市民児協

①江田島町内の各港で啓発ティッシュを配布する。（江田島地区）
②高齢者宅訪問時に啓発用ティッシュを配布する。また、中町港、高田港へのぼ
り旗を掲示する。（能美地区）

①5月
②5月

12 府中町民児協

5月17日 13:30～
府中町教育委員会教育長による講演会を実施し、地域や児童に関する識見の向
安芸府中生涯学習センターくすのき
上を図るとともに、会場周辺に民生委員児童委員ののぼり旗を設置しPRを行う。
プラザ内

13 海田町民児協

①広報かいた5月号
①海田町広報紙に「5月12日は民生委員・児童委員の日」の記事を掲載する。
（4月末町内全戸配布）
②海田町ホームページに民生委員児童委員活動強化週間等の記事を掲載する。 ②海田町ホームページ
通年掲載

14 坂町民児協

①坂町の5月の広報に「民生委員・児童委員の日」や民生委員児童委員の活動に
ついて掲載する。
②各小学校で早朝あいさつ運動を実施する。
③青少年育成坂町民会議「あいさつパレード」に参加する。
④中学校の登校見守りを実施する。

①5月発行
②4月16日
③5月12日
④5月24日

15 安芸太田町民児協

①安芸太田町広報誌に民生委員児童委員の活動を掲載する。
②安芸太田町役場の電光掲示版に民生委員児童委員の日やスローガンを掲載
する。

①町広報誌
②5月12日/ 安芸太田町役場庁舎前

16 北広島町民児協

ケーブルテレビで活動について紹介する。

放送未定

17 世羅町民児協

①広報紙「広報せら5月号」に民生委員・児童委員活動等について掲載する。
②せらケーブルテレビにより、広く町民へ周知する。
③世羅町役場本庁や支所等にのぼり旗を設置し、来庁者へ周知する。

①5月
②③5月12日～18日
世羅町役場他

18 神石高原町民児協

乳幼児・小学生児童がいる家庭を訪問する。
乳児のいる家庭には（母）親にお菓子を、乳児・小学生に地元の作業所で製造・販 5月12日
売されているクッキーを持参する。

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
・民生委員児童委員の啓発グッズ（広島県民児協マスコットキャラクター「広島県版ミンジー」を掲載したティッシュ，ぬり絵等）を作成し，各市町民児協へ配付し
ている。
・ミンジーの着ぐるみの貸し出しを行っている。
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

①県庁ロビーにて、民生委員・児童委員活動紹介のパネル展示。民生委員・児童委員PRリーフレットの配布。
②県政番組「大好き山口」で県内で行われている民生委員・児童委員活動を紹介する。※取材先未定
【山口県民生委員児童委員協議会】

①5月7日～17日 県庁1階ロビー
②6月22日放送予定

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

35

山
口
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

光市民児協

①市広報の発行に合わせ、リーフレット（両面Ａ3）を作成し、市内全戸配布する。
②社協だより7月号に民生委員・児童委員の活動内容の紹介（1ページ分）

①5月10日
②6月25日

2

下松市民児協

市広報に民生委員・児童委員活動を周知する記事を掲載する

市広報「潮騒」5月1日号

3

和木町民児協

5月13日 午前9時から
わきあいあい苑で清掃活動（草取り、ガラス窓清掃等）広報誌「わき」に掲載し、PR
特別養護高齢者ホーム「わきあいあ
をする。
い苑」

4

山口市民児協

各地域交流センターや公共施設等にて旗を立てる。

5

美祢市民児協

民生委員児童委員のPRカード及びチラシを持参し、区域内各戸訪問を実施

周南市夜市地区民児協

①全民児連発行のPRパンフレットを購入、地区広報誌に折り込み、地区内全世帯
①5月初旬
に配布する。
②5月中旬
②高齢者健康福祉実態調査対象者へふれあいハガキを送付する。
③5月下旬
③山口県民児協作成の「安心カード」を高齢者世帯に配布する。

6

43

5月12日～18日

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

宇部市恩田地区民児協

①恩田ふれあいセンター発行広報紙「恩田だより」に民生委員・児童委員の活動
紹介
①5月号/全世帯配布
②恩田校区コミュニティ推進協議会のHPに、恩田地区民生児童委員協議会の活
②通年/スマホでも閲覧可能
動内容を紹介
③5月26日/山口宇部空港グランド
③校区大運動会にて恩田民児協ベストを着用し、PRリーフレット・PRティッシュ（恩
田地区民児協作成）を配布

8

宇部市神原地区民児協

①5月15日（水）頃、校区全世帯に配
①地区民児協委員全員（18名）の顔写真・電話番号・担当地区を表示のPRチラシ
布（約3,000世帯）
（A4判）を、カラー印刷で作成・配布。
②期間中、ふれあいセンターで入口
②「活動強化週間」のPR立て看板の作製・設置。
に掲示

9

宇部市新川地区民児協

①今年度、春の交通安全週間が、丁度、活動強化週間と同時期に変更されたた
①春の交通安全週間（5/11～5/20）
め、地区交通安全の会と合同で一斉に立哨し、交通安全に対する見守り活動を実
に合わせて、小中学校周辺で実施
施する。（日常は、登下校時の見守り活動を実施している。）

7

35

山
口
県

10 宇部市鵜の島地区民児協

①「鵜の島だより」(公民館だより)5月号に民生児童委員の活動紹介記事を掲載
②鵜の島校区体育祭において、民生児童委員の活動内容を場内放送

11 宇部市厚南地区民児協

①校区の配慮者への対応について（平時・有事ごとの具体的な対応者、対応策、
①5月16日/隣保館厚南会館にて(時
対応方法を各自治会単位で具体的に、共有する為の自治会長との合同協議会を
間は今後調整予定)
実施する。）

12 宇部市原地区民児協

①校区ふれあいだより（各世帯配布）に民生委員・児童委員の氏名と住所を掲載
し周知を図る。
①5月1日頃/各世帯に配布
②スーパーの前で、民生委員のたすきをかけて、民生委員・児童委員のPRチラシ ②5月 16時～
とティシュを配布し、周知を図る。

13 宇部市厚東地区民児協

各委員が担当地域内の家庭を一斉訪問して、地域住民と民生児童委員の良好な 5月12日～18日
人間関係を保持するためのPR活動を行う。
各委員の担当地域内

14 宇部市楠地区民児協

「春の全国交通安全運動」の取組
①通学路危険個所の把握と安全指導
②横断の仕方、交差点の渡り方と安全確認など指導
③自転車通学の交通マナーの声掛け、特に交差点等での一時停止と安全確認の
指導

①5月13日～17日
②船木地区5か所、万倉地区2ヵ所、
木部地区2ヵ所
③7：15～

15 宇部市東岐波地区民児協

東岐波校区広報誌5月号に、民生委員活動について掲載

①5月号／全世帯配布

16 山口市陶地区民児協

①2018年4月に陶地区民児協で作成した懸垂幕を掲げる。
②全民児連作成PRチラシ「こんにちは民生委員・児童委員です」を山口市報と共
に地域内に全戸配布する。

①5月1日～31日/陶地域交流セン
ター玄関前
②5月1日

①民生委員の日、のぼりの掲出（2本）
②事例検討学習会（DVDを活用して）
③見守り訪問活動（福祉員と同行、要望の聞き取り）

①5月12日～18日/名田島地区交流
センター、名田島いきいき館
②5月16日/名田島地域交流セン
ター会議室
③5月12日～18日/地区内見守り対
象者 各10分

17 山口市名田島地区民児協

①5月1日発行
②5月19日開催

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
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徳
島
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

・市の広報紙に民生委員のPRの記事を掲載してもらう。
鳴門市民生委員児童委員協議
・各委員の担当区域内で普段あまり関わりのない施設や各家庭を訪問し、民生委 5月中/市内全域
会
員のPR及び顔つなぎを行う。

2

吉野川市民生委員児童委員協 広報よしのがわ5月号と吉野川市ホームページに、民生委員児童委員活動強化
議会
週間についての記事を掲載し、取り組みの周知を図る。

44

5月頃

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

・民生委員・児童委員活動PR用パンフレットとポケットティッシュ、なり手確保に向けたチラシを作成し、各市町民児協に配
4月上旬
付した。
■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

37

香
川
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

①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の記事 ①5月1日/高松市内
高松市民生委員児童委員連盟 を掲載。
②5月10日～17日/高松市役所本庁
②「支えあう 住みよい社会 地域から」懸垂幕を新たに作成し、掲示。
舎

2

市内の8地区単位民児協ごとに、子どもとの交流事業や地域の行事における啓発
善通寺市民生委員児童委員協 活動、高齢者を案内しての歌声ひろばの実施、また単位自治会長への訪問啓発 5月初旬
議会
活動、幼稚園や小学校、保育所等への図書や園芸用物品を持参しての訪問活
各地区において実施
動、幼稚園や小学校とのさつまいもの苗植えなどを実施している。

3

市内11地区の単位民児協ごとに、主に三世代交流事業を実施。うどんづくりや雲
辺寺登山、夕涼み会、ミニ四国八十八か所巡りなどを催す。民生委員・児童委員
観音寺市民生委員児童委員協 のPRとしてのぼりをたてたり、啓発用ティッシュを配布している。各地区で実施す
議会
る予定や報告については、観音寺市社会福祉協議会広報紙【えがお】に掲載し、
自治会加入世帯（1万6000世帯）と、事業所の窓口等に配備し、活動を広く周知し
ている。

4

子育て家庭への声かけキャンペーンを実施。 市内の各幼稚園・保育所（園）の正
5月8日 登園時
さぬき市民生委員児童委員協 門前にのぼりを設置し、登園・登所する子どもと保護者に対し、ポケットティッシュ
市内の各幼稚園・保育所（園）18箇
議会連合会
とリーフレットを手渡しながら声かけをする。また、実施状況を市のケーブルテレビ
所
で放送する。

5

・パレードの実施
東かがわ市民生委員児童委員
・チラシ等の配布
協議会連合会
・ポスター掲示

5月12日～18日
市内店舗、公共施設等

6

土庄町民生委員児童委員協議 町内の主要スーパーで、来店者に対して民生委員・児童委員活動のパンフレット
会
を配布する。

5月/町内主要スーパー

7

直島町民生児童委員協議会

5月号広報紙

8

①「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」の期間に役場側道にのぼりをた
宇多津町民生委員児童委員協 て、啓発活動を行う。
議会
②大型スーパーでPRカードを配布し、啓発活動を行う。
③宇多津町社協通信に啓発活動を掲載。

9

綾川町民生委員児童委員協議 のぼり旗を使用するとともに、チラシとポケットティシュを配布して、広く地域住民の 5月12日～18日/町内施設（役場、支
会
方に民生委員・児童委員の存在や活動を知ってもらうためのPR活動を実施する。 所、保育所、商業施設等）

10

①PRティッシュ配布
多度津町民生委員児童委員協
②自治会回覧（パンフレット及び民生委員名簿）
議会
③「広報たどつ」に活動紹介ページを掲載

まんのう町民生委員児童委員
11
協議会

周知記事の掲載

4月6日を皮切りに、市内11か所で実
施。
日時については、単位民児協にて決
定。

①5月7日～17日
②5月
③6月号

①5月中旬/町内スーパー2カ所
②5月2週目
③5月号（4月末発行）

①当民児協のスローガン入りのぼりをたてる。
②活動週間以外には、健康福祉まつりにおいて専用ブースを設け、パネルの展 ①活動週間/本庁舎内
示、ティッシュ配布及び主任児童委員中心の子育てコーナー等を通じPR活動を実 ②春分の日頃/健康福祉まつり会場
施する。

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
・県民児協で民生委員・児童委員活動PRパンフレットとポケットティッシュ、民生委員なり手確保に向けたチラシを作成し、各市町民児協へ無償配付している。
・県民児協で作成した民生委員・児童委員活動のパネルと横断幕、のぼり、腕章を各市町民児協へ貸し出している。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

38

愛
媛
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

松山市民生児童委員協議会

①第32回松山市民生児童委員大会の開催
②民生委員・児童委員啓発ポスターの掲示

①5月30日/松山市総合ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ
ﾀｰ
②通年

2

今治市民生児童委員協議会

①今治市民生児童委員協議会定期総会
②市広報への記事掲載
③FM放送で民生委員・児童委員について紹介

①5月10日今治市中央公民館
②5月1日号
③5月1日～12日

3

①イベントや見守り活動時に民生委員ベストを着用
宇和島市民生委員児童委員協
②ポスター掲示
議会
③夏祭りのパレードに参加しパンフレット・PRティッシュ配布
45

①通年 / 各地域
②通年 / 市役所・公民館等
③7月23日 / 商店街

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

38

都道府県・
指定都市名

愛
媛
県

取り組み内容
4

八幡浜市民生児童委員協議会

①平成31年度総会を開催。
②総会終了後、研修会を開催。

5月17日
八幡浜市役所大会議室

5

西条市民生児童委員協議会

“身近な福祉のおてつだい あなたのまちの民生委員児童委員”の懸垂幕設置。

5月10日～20日
西条市役所本庁・東予総合支所・丹
原総合支所・小松総合支所

6

大洲市民生児童委員協議会

研修会の開催
「児童虐待の防止について」

5月8日
大洲市総合福祉センター

7

伊予市民生児童委員協議会

①イベントでのバザー出店及び広報誌でのPR活動
②地域食堂 みんな集まれ「にこにこ食堂」の開催
③研修会「災害に強いまちづくりを目指す（仮）」

①秋及び奇数月
②奇数月
③7月

8

四国中央市民生児童委員協議 見守り推進員とのネットワーク連絡会を開催し、情報交換等を行うなど、民生児童
5月
会
委員活動の周知を図る。

9

四国中央市金田地区
民生児童委員協議会

10

四国中央市妻鳥地区、中曽根
地区文化祭会場でパネル等を貼り出しPR活動
地区民生児童委員協議会

10月

11

四国中央市土居地区
民生児童委員協議会

各種イベント、地域行事の開催場所でPR活動

年間

12 西予市民生児童委員協議会

ポスターの掲示（各担当地区の公民館・集会所等）

通年

13 東温市民生児童委員協議会

市広報紙への記事掲載

5月1日号

14 松前町民生児童委員協議会

①町社協だよりに活動内容・活動状況等を掲載してPR
②ポスターの掲示（公民館・集会所等）

①随時
③通年

15 砥部町民生児童委員協議会

①福祉の総合イベント「砥部町社協福祉フェスタ」で民生児童委員協議会の活動
パネルを掲示してPR活動
②ビブスを民児協活動（施設訪問・通学児童の見守り活動）等で着用して啓発

①10月
②通年

16 伊方町民生児童委員協議会

【ボランティア活動・対話活動】
・町内の特別養護高齢者ホームでの庭木剪定や花壇の草引き等のボランティア
活動
・入所者の心身の健康保持と安定した生活の実現を目的とした対話活動を実施

強化週間中（日時未定）

17 鬼北町民生児童委員協議会

訪問活動の強化とPRカードの活用

5月中(活動強化週間を中心に各地
区)

町民運動会開催場所でPR活動

5月上旬から中旬頃

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
「民生委員・児童委員の日」活動広報用ポスターを作成し、各市町民児協に配布
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

高知県民生委員児童委員大会の開催
5月28日/高知市文化プラザかる
県内で活動する民生委員・児童委員が一堂に会し、これからの民生委員・児童委員としての役割を考えるとともに、民生
ぽーと
委員・児童委員活動の発展を期待することが目的。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
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活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

室戸市民児協

①PRカードやチラシを持参し、委員各自で戸別訪問を実施。
②室戸警察署の協力を得て、青色回転灯車両によるパトロールを兼ねたPRパ
レードを実施。

2

安芸市民児協

市民児協作成の災害時避難場所等の確認・特殊詐欺などへの注意喚起のチラシ
5月12日 10:00～
をスーパー2ヶ所、駅合わせて3ヶ所で配布。

3

南国市民児協

・歩道橋に横断幕をかけて、地域住民に啓発。
・市役所の大型スクリーンで映像放映によるPR活動を実施する。

5月10日～20日

4

香南市香我美町民児協

高齢者訪問を強化。

5月12日～18日

5

香南市赤岡町民児協

赤岡小学校通学路で3グループに分かれて、そろいのユニフォームにのぼり旗を
持ち、あいさつ運動を実施。

5月7日 7:30～

6

いの町伊野地区民児協

地域の人々に伊野地区民児協の活動を理解していただくため、PR活動を兼ねて、 5月14日 9:00～/国道33号線沿い周
国道沿いの清掃活動を実施する。
辺

7

いの町本川地区民児協

①登校中の子どもたちや地域住民の見守りを行う。
②国道沿いの清掃活動を実施。
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①5月12日～18日
②5月14日 10:00～/室戸市内

①5月17日 8:00～
②5月17日 10:00～
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都道府県・
指定都市名

高
知
県

取り組み内容

8

いの町吾北地区民児協

①追手前高校吾北分校生、役場担当課と交流しながら、民生委員・児童委員活動
①5月8日 13:00～/グリーンパーク
をPR。
ほどの
②防災無線を使って、午前7:30～、午後7:30～民生員・児童委員活動についてPR
②5月12日/吾北地区内
放送を実施する。

9

越知町民児協

月1回のみまもりデー(町内に子のいない75歳以上の独居者又は2人とも80歳以上
5月15日 8:30～/越知町保健福祉セ
の夫婦への訪問見守り活動)に、5月は民生委員が手作りしたチラシ寿司を手土産
ンター
に持って訪問する。

10 四万十市中村地区民児協

四万十市役所駐車場及び四万十市社会福祉センター玄関に懸垂幕を設置し、啓
4月25日～5月31日
発活動を実施。

11 宿毛市民児協

2019年社協だより「ふれあい」にて民生委員・児童委員PR文章を掲載予定。

5月号

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

民生委員・児童委員の日活動強化週間（5月12日～18日）を中心に、民生委員・児童委員活動を積極的なPRを進めるた
4月中旬
め、PRカード・リーフレットを購入し、市町村民児協事務局に配布した。
■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

ショッピングモールにて、民生委員・児童委員（主任児童委員）のPRティッシュを配 5月12日 10時～/ゆめタウン大牟
布する。
田、イオンモール大牟田
1

大牟田市
広報おおむた5月1日号に民生委員に関する記事を掲載。訪問時の様子写真や民
5月1日号市報掲載
生委員の活動に対する思いなどを掲載。

2

久留米市

民生委員・児童委員のスローガンを印刷した「懸垂幕」を市庁舎の掲揚場に掲げ
る。

5月13日 13:30～5月20日
市庁舎正面玄関横

ショッピングモールにおいて、啓発用ベストを着用し、民生委員・児童委員の新ス
ローガンを印刷した「のぼり」を持った民生委員・児童委員が、啓発用チラシを入
れたウェットティッシュを市民に配布する。

5月13日 14：30～15：30頃/ゆめタウ
ン久留米店

民生委員・児童委員の新スローガンを印刷した「のぼり」を地区の公共施設に設置
5月10日～17日/市内公共施設
するとともに、啓発用チラシを入れたポケットティッシュを地区住民に配布する。
3
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4

直方市

民生委員児童委員ジャンパー着用で、「春の遠賀川河川敷一斉清掃」に参加し、
5月25日 9：00～11：00
PR活動を行う。
飯塚市ホームページにPR記事掲示。

4月中旬～6月中旬/ホームページ

「広報いいづか5月号」にPR記事掲載。

5月初旬発行

のぼり旗を立て、スーパーや駅前等でPRチラシを配布。また、全戸訪問を実施。

5月12日～18日/市内各所

飯塚市
「飯塚市民生委員協議会」のぼり旗を地区交流センター及び市役所支所に設置す
4月下旬～5月中旬/市内公共施設
る

5

田川市

川渡り神幸祭の際に、まつり会場に設営するテント付近でPRティッシュを配布する 5月18日 午後/彦山川河川敷
民生委員・児童委員が、担当地域の要支援者宅を安否確認も兼ねて一斉訪問
4月下旬～5月中旬/市内各地区
し、併せて民生児童委員をPRするチラシやグッズ（今年度はマスク）を配布する。

6

7

柳川市

八女市

市報に掲載。民生委員児童委員のスローガンを中心に、制度や活動内容を紹介
する記事を掲載する。

5月1日号市報掲載

市広報及びホームページ及び社協だよりに民生委員・児童委員の活動、一斉改
選についてのPR活動

5月1日号市広報にてPR記事掲載

民生委員・児童委員の活動紹介及び一斉改選についてPR

5月12日～18日/FM 八女放送

8

筑後市

九州大谷短期大学福祉フェア2019にて、民生委員制度100周年PRリ－フレットを
来場者に配布する。

5月25日 10：00～15：00/九州大谷
短期大学

9

大川市

全戸配布される市報（5月1日号）にPR記事を掲載する。

5月1日号市報掲載

市広報誌においてPR文と各校区会長名簿を掲載する。

5月1日号市報掲載

社協機関紙においてPR文と各校区会長名簿を掲載する。

5月1日号市報掲載

毎月行っている訪問活動を5月は倍増し、民生委員・児童委員活動の啓発をさら
に強化する。

5月中／市内各地域

民生委員・児童委員の日のPRと併せ、豊前市内各戸に配布される「社協だより5
月号」にて、民生委員活動の紹介や民生委員全員の名簿を掲載し、活動のPRを
行う。（各戸9800部配布予定）

5月

10 行橋市

11 豊前市
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№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
12 中間市

民生委員・児童委員のPRカード及びパンフレット（リーフレット）を各担当地区の世
5月12日～18日/各担当地区
帯に配布する。
「のぼり」を設置し、民生委員ジャンパーを着用してのPRカード入りティッシュを配
布

5月12日/小郡市総合保健福祉セン
ター・市内商業施設

13 小郡市
期間中、市民児協全体で見守り対象者への一斉訪問を行うことで、市民の方々に
5月12日～5月18日/市内全域
民生委員・児童委員の存在や活動を知ってもらう機会とする。
14 筑紫野市

15 春日市

民生委員・児童委員の活動の紹介などをPRする。

5月1日号市報掲載

市報5月1日号に記事を掲載。民生委員・児童委員の役割や名簿の記載、5月の
友愛訪問活動を周知する。

5月/市内全戸

市役所1階（市民課側）窓口の広告付き番号案内システムにおいて、5月の民生委
5月1日～31日/春日市役所1階窓口
員・児童委員強調月間のPRを放映する。
民生委員・児童委員の活動周知や、地域の実情把握のため、PRカードを活用しな
5月12日～31日/市内全域
がら、高齢者などの家庭を訪問する。
民生委員児童委員PRの「懸垂幕」を設置。

5月1日～31日/春日市役所

16 大野城市

市内各地にて、民生委員・児童委員（主任児童委員）のPRティッシュを配布する。

5月12日 16：00～
JR、西鉄、市内各地スーパー等

17 宗像市

民生委員・児童委員の日の紹介。

5月15日号市広報誌

18 太宰府市

市広報紙にて民生委員の日PR及び活動の周知を行う。

5月市広報誌

19 古賀市

古賀市ホームページにて、民生委員活動の啓発を行う。

5月12日～18日

20 福津市

民生委員・児童委員の日の特集記事の掲載。

5月市広報誌

21 うきは市

高齢者世帯を中心に訪問活動を行う。

5月12日～18日

広報紙「宮若生活5月号」にて、民生委員・児童委員活動内容や、活動強化週間で
5月
の取組等について掲載する。
22 宮若市
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民生委員・児童委員の日講演会を開催。
演題「思いやりで社会を変える～飲酒運転撲滅への願い～」
5月15日 13：30～/マリーホール宮
講師 山本 美也子 氏（ＮＰＯ法人はぁとスペース代表理事・福岡県飲酒運転撲 田
滅活動アドバイザー・看護師・障がい者スポーツ指導員
各行政区ごとに、民生委員・児童委員のPRチラシの回覧を行う。
各地区所定の場所にて、民生委員・児童委員のPRティッシュを配布する。

5月11日～13日 11：00～/市役所、
道の駅他

市広報誌に民生委員・児童委員のPR記事等を掲載。

5月～6月

24 朝倉市

朝倉市広報誌に「民生委員・児童委員の日」のPRについて掲載。

5月1日号

25 みやま市

みやま市広報誌に民生委員・児童委員についてのPR記事を掲載。

5月1日号

26 糸島市

「民生委員・児童委員活動強化週間」と印刷されたのぼり旗を設置し、啓発カード
5月12日～18日/JR駅前、スーパー
を挟み込んだポケットティッシュを配布する。早朝、通勤ラッシュの時間帯、午後な
等
どに分かれ配布し、周知を図る。

23 嘉麻市

広報に民生委員児童委員協議会の紹介を掲載。
27 那珂川町

市広報誌・社協だよりに掲載

「恵子児童館子どもまつり」の民生委員担当ブースにて民生委員・児童委員の「の
5月25日 10:00～
ぼり」「ポスター」掲示、並びにPRティッシュを配布する。100周年記念事業で作成
那珂川市恵子児童館
した民生委員児童委員ジャンパーも着用する
児童・生徒の登下校時の見守り活動
高齢者世帯宅への積極的な訪問

5月12日～18日/町内小学校区単位

民生委員・児童委員の各担当地区で、見守り活動の強化を行う。

5月12日～18日/志免町内

民生委員・児童委員PR用の旗を庁舎内入口に設置する。

5月1日～31日/志免町役場

30 新宮町

広報誌へのPR記事の掲載。

5月

31 久山町

民生委員・児童委員のスローガンを印刷した「のぼり」を立て、PRチラシを配布す
る。

5月13日～17日/ショッピングモール

28 宇美町

29 志免町

32 芦屋町

民生委員・児童委員がジャンパーを着用し、町内小中学校通学路にてあいさつ運
5月
動を行う。
町広報誌へのPR記事等の掲載。
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都道府県・
指定都市名

取り組み内容

33 水巻町

民生委員児童委員の活動を紹介したパネル展示を行う。

5月/水巻町役場1階ロビー

町内全世帯を訪問し、PRカードを折り込んだティッシュを配布する。

5月/町内全世帯

町広報誌へのPR記事等の掲載。

5月10日号広報誌掲載

34 岡垣町

岡垣町内のスーパーで、店頭でウェットティッシュ（民生委員・児童委員ﾁﾗｼを入れ 5月14日 16：00～/町内スーパー3
る）を配布する。
店舗

35 遠賀町

のぼり旗を立て、民生委員・児童委員（主任児童委員）のPRティッシュを配布す
る。

5月8日、10日～11日
JR駅前、ショッピングセンター

36 小竹町

民生委員・児童委員（主任児童委員）のPRカード入りのティッシュを配布する。

5月上旬 11：00～
ショッピングセンター

PRチラシ及びティッシュを配布する。

5月14日
町内3ヶ所

担当地区における見守り強化、PRカード及びティッシュの配布

5月12日～18日

商工まつり会場で民生委員・児童委員のチラシを配布する。

5月12日
住民センター前広場

民生委員・児童委員のPR記事掲載。

5月発行町広報誌

民生委員・児童委員のPRパンフレットを配布する。

5月12日～18日/各担当地区

東峰学園、美星保育所、小石原保育所にて、民生委員・児童委員（主任児童委
員）のPRグッズ（フリクションペン予定）を配付。

5月13日
各保育所等

広報にて日頃の民生委員児童委員活動内容（サロン・見守り・相談業務等）につ
いて紹介。

5月発行町広報誌

民生委員児童委員の声かけPRチラシを担当地域で配布する。

5月予定

42 大木町

民生委員・児童委員（主任児童委員）PRウェットティッシュを配布する。

5月17日15時～
町内公共施設他

43 広川町

民生委員ジャンパーを着用し、民生委員・児童委員のスローガンを印刷したのぼ
り旗を立て、PRチラシを配布する。

5月12日10時～
町内のスーパーマーケット3箇所

44 香春町

民生委員・児童委員（主任児童委員）のPRティッシュを配布する。

5月24日10時～、16時～
道の駅

民生委員児童委員の「のぼり」を糸田町役場入口前に設置する。

5月12日～18日
糸田町役場

民生委員・児童委員（主任児童委員）のPRティッシュを配布する。

5月12日～18日
糸田町役場、道の駅、病院

46 川崎町

民生委員・児童委員（主任児童委員）のリーフレットとPRティッシュを配布する。

5月14日16時～
町内スーパー3ヶ所

47 大任町

民生委員・児童委員の活動紹介記事掲載。

5月発行町広報誌

48 赤村

小中学校の校門前で、のぼり旗を持ってあいさつ運動を行う。

5月12日～18日

49 苅田町

ひとり暮らし高齢者宅を訪問して、PRカードを配布する。

5月12日～
ひとり暮らし高齢者宅

50 みやこ町

みやこ町民生委員児童委員協議会総会及び研修会を行う際、チラシ等を配布す
る。

5月13日
町内公民館

37 鞍手町

38 桂川町

39 筑前町

40 東峰村

41 大刀洗町

40
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45 糸田町

民生委員・児童委員のスローガンを印刷した「のぼり」を町内の公共施設に設置す 5月10日～20日
る。
町内公共施設
51 吉富町
民生委員ジャンパーを着用し、よしとみ春祭りにて民生委員・児童委員のPRティッ 5月26日
シュを配布する。
町内会場
5月14日
町内各小学校

52 上毛町

民生委員ベストを着用して学校訪問。（視察、校長との情報を交換）

53 築上町

民生委員児童委員のPR活動のため、「のぼり旗」を設置し、民生委員児童委員の 5月10日13時～
ジャンパーを着て、ティッシュとチラシを配布する。
町内物産館、スーパー、ふれあい市
上記活動のようすを町の広報誌に後日掲載する。
場他

49

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

民生委員・児童委員活動に関するポスターパネルの関係機関に対する貸出し

通年／県内各地

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

41

佐
賀
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活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

①5月12日～18日/各町区の目立つ
①各町区に民生委員ののぼり旗の設置
佐賀市赤松地区民生委員児童
場所
②各町区の自治会総会にて、PRチラシやティッシュを参加者に配布し、担当地区
委員協議会
②各町区の自治会総会日/各公民
民生委員が活動PR
館

2

佐賀市西与賀地区民生委員児 ①公民館に民生委員ののぼり旗の設置
童委員協議会
②各地区公民館にPRティッシュを設置（来館者にPR）

①5月9日～2週間/西与賀公民館
②5月9日～2週間/各地区公民館

3

佐賀市嘉瀬地区民生委員児童 ①公民館に民生委員ののぼり旗の設置
委員協議会
②高齢者世帯への訪問活動を行い、PRチラシやティッシュを配布

①5月12日～18日/嘉瀬公民館
②5月12日～18日/各高齢者世帯

4

佐賀市巨勢地区民生委員児童
大型ショッピングモールにて、PRチラシやティッシュを配布
委員協議会

5月10日 昼前後/モラージュ佐賀・
ゆめタウン佐賀

5

佐賀市兵庫地区民生委員児童
大型ショッピングモールにて、PRチラシやティッシュを配布
委員協議会

5月14日 昼前後/モラージュ佐賀・
ゆめタウン佐賀

6

佐賀市高木瀬地区民生委員児
校区スーパーにて、PRチラシやティッシュを配布
童委員協議会

5月18日 午前中/校区内4カ所の
スーパー

7

「民生委員・児童委員の日」集い開催
佐賀市北川副地区民生委員児
①各委員の活動報告
童委員協議会
②「成年後見制度」等の研修

5月10日 午前中/北川副公民館

8

①民生委員ののぼり旗の設置
佐賀市本庄地区民生委員児童
②広報誌「絆」の発行・配布
委員協議会
③福祉マップの更新

①5月1日～1ヵ月間/本庄公民館前
の道路
②5月頃/本庄地区全戸に配布
③5月頃/本庄公民館

9

佐賀市鍋島地区民生委員児童 ①鍋島小学校集団下校の見守り活動
委員協議会
②社会奉仕活動（ゴミ、カン拾い等）

①時期、場所は未定
③5月15日 午後/医大通り

10

佐賀市久保泉地区民生委員児
小・中学校でのあいさつ運動
童委員協議会

時期は未定/久保泉小学校・金泉中
学校の校門

11

佐賀市蓮池地区民生委員児童
こども、高齢者の見守り活動
委員協議会

5月13日～18日 7：00～8：00/通学
路や高齢者宅

12

5月・10月の2ヵ月間/80歳以上ふた
佐賀市新栄地区民生委員児童 校区社協の見守りパンフレットの裏面に民生委員や自治会長の名前・電話番号を
り暮らし・75歳以上ひとり暮らし対象
委員協議会
印刷し、80歳以上のふたり暮らし、75歳以上のひとり暮らしの方に配布
者世帯

13

佐賀市若楠地区民生委員児童
裁判に立会い社会の善悪を学び、裁判官OBの方との交流
委員協議会

5月15日/佐賀地方裁判所

14

佐賀市大和地区民生委員児童
大和民児協だよりの発行・配布
委員協議会

5月頃/大和地区全戸に配布

15

佐賀市富士地区民生委員児童
おたっしゃ本舗が行っている「認知症サポーター講座」の寸劇に出演
委員協議会

5月頃/場所：未定

佐賀市川副地区民生委員児童
16
ショッピングセンター等にて、PRチラシやティッシュを配布
委員協議会

5月頃/ショッピングセンターラポー
ル・スーパーモリナガ空港通り店・ド
ラッグストアコスモス川副店

17

佐賀市東与賀地区民生委員児
ショッピングモールにて、オリジナルのPRチラシやティッシュを配布
童委員協議会

5月8日 昼前後/イオンモール

18

鳥栖市民生委員児童委員連絡 4月12日発行の「市報とす5月号」で民生委員・児童委員の紹介記事の掲載
協議会
市役所に「民生委員・児童委員の日」の懸垂幕を設置

5月12日～18日

19

鳥栖市鳥栖北地区民生委員児 ・在宅での「寝たきり者介護」の実態調査
童委員協議会
・ひとり暮らし高齢者台帳・高齢者のみの世帯台帳の整理

5月12日～18日

50

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
・ひとり暮らしの高齢者・高齢者のみの世帯を訪問し、民生委員・児童委員紹介
鳥栖市田代地区民生委員児童 カードを配布
20
委員協議会
・災害時要支援台帳の見直しをし、災害時などに民生委員・児童委員が、高齢者
や障がい者の所在を把握

21

鳥栖市若葉地区民生委員児童
高齢者世帯の災害時要支援台帳の集中調査と訪問活動
委員協議会

5月中

22

鳥栖市基里地区民生委員児童 ・ひとり暮らし高齢者を見守りネットワーカーと一緒に訪問
委員協議会
・基里小学校の児童と一緒に学校給食を共に食しながら歓談交流会

第1回 5月13日
第2回 5月17日
第3回 5月20日

23

鳥栖市麓地区民生委員児童委 民生委員・児童委員を町の人に知ってもらうため、活動している町区ごとに、連絡
5月10日までに配布
員協議会
先を記入したチラシを作成し、各家庭に配布

24

①旭まちづくり推進センターののぼりを立て、民生委員・児童委員のPR
鳥栖市旭地区民生委員児童委
②全戸配布されるまちづくり推進センターだより「あさひ通信」5月号に民生委員・
員協議会
児童委員の活動等を紹介した記事を掲載

①5月号市報で民生委員・児童委員、主任児童委員の案内
多久市民生委員児童委員連絡
25
②HPで民生委員・児童委員、主任児童委員について広報
協議会
③ケーブルテレビで「市長の一日民生委員」放送予定

41
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5月12日～18日

①5月12日～18日
②4月下旬配布

①4月26日各町嘱託員配布/各戸配
布
②5月12日HPにアップ予定
③5月12日～1週間テレビ放送（依頼
中）

26

伊万里市伊万里西地区民生委
地域の小中学校であいさつ運動の実施
員児童委員協議会

5月15日 7:00～8:00/伊万里小学
校・牧島小学校・啓成中学校

27

伊万里市伊万里東地区民生委
地域住民へのチラシ及びグッズの配布
員児童委員協議会

5月13日 15:30～16:30/Ａコープ伊
万里店・まつばや六仙寺店

28

伊万里市立花地区民生委員児 ①地域の小学校であいさつ運動の実施
童委員協議会
②ひとり暮らしの高齢者一斉訪問活動

①5月10日 7：30～8：00/立花小学
校
②5月10日 午後/立花小学校

①地域の小中学校であいさつ運動の実施
伊万里市黒川地区民生委員児
29
②高齢者宅への訪問活動
童委員協議会
③奉仕（草刈り）作業

①5月13日～17日/黒川小学校・青
嶺中学校
②期間中
③5月12日 8:00～12:00/青嶺中学
校

伊万里市波多津地区民生委員 ①小中学校通学路の安全確認（見回り）
30
児童委員協議会
②奉仕（草刈り）作業

①5月12日 13:00～17:00/波多津町
内
②5月12日 8:00～12:00/青嶺中学
校

伊万里市南波多地区民生委員 ①地域の学校であいさつ運動の実施
31
児童委員協議会
②施設訪問活動

①5月16日 7:30～8:00/郷学館（小
中一貫校）
②5月16日 13:30～ /グループホー
ム ジョウジマ

32

伊万里市大川地区民生委員児
地域の小学校であいさつ運動の実施
童委員協議会

5月13日 7：00～7：30/大川小学校

33

伊万里市松浦地区民生委員児
地域の小学校であいさつ運動の実施
童委員協議会

5月15日 7：15～8：00/松浦小学校

34

伊万里市二里地区民生委員児 ①地域の小学校であいさつ運動の実施
童委員協議会
②地域の中学校の学級訪問

①5月13日 7:00～8:00/二里小学校
②5月15日 11:00～12:00/国見中学
校

35

地域住民へのチラシの配布
伊万里市東山代地区民生委員
パネル等の設置
児童委員協議会
相談コーナーの設置

5月13日/ファインズＴＡＫＥＤＡ

36

伊万里市山代地区民生委員児
地域の小中学校であいさつ運動の実施
童委員協議会

5月13～15日 7：10～7：50/山代東
小学校・山代西小学校・山代中学校

37

①鹿島市民生児童委員連絡協議会研修会
鹿島市民生児童委員連絡協議
②のぼり旗の設置 強化週間用ののぼり旗を立てPR
会
③市報掲載 強化週間に合わせて民生委員の活動のPR

①5月30日 9：30～12：00/エイブル
②5月12日～18日/市内一円
③鹿島市/市報5月号記事掲載
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令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
①ひとり暮らし高齢者世帯の訪問活動
小城市牛津町民生委員児童委 （昨年度からの小城市民児協での一斉取り組みの一環 369世帯）
①5月12日～18日
38
員連絡協議会
②新規の70歳以上ひとり暮らし高齢者の把握と緊急連絡先の情報収集、必要で ②牛津町内
あれば愛の一声訪問連絡員の登録や緊急医療情報キット整備の推奨・助言活動

39

①塩田津周辺美化活動（小雨決行、雨天中止）
嬉野市塩田町民生委員児童委
②塩田町内スーパーでの啓発用チラシ配布
員協議会
③嬉野市役所塩田庁舎入口に、民児協活動についての啓発用のぼり旗を設置

①5月8日 民協定例会終了後
②5月8日 民協定例会終了後
③5月13日～20日

40

嬉野市嬉野町民生委員児童委 ①嬉野町内2地区に分かれて美化活動を実施（小雨決行、雨天中止）
員協議会
②嬉野市役所嬉野庁舎周辺に、民児協活動についての啓発用のぼり旗を設置

①5月10日 午前中/民協定例会前
②5月10日～20日

41

①民生委員・児童委員の主な活動について広報
基山町民生委員児童委員協議
②基山町の「きのくに祭り」に基山町民生委員児童委員協議会でパレードに参加
会
し、活動をPR

①広報きやま5月1日号
②7月20日/基山町モール商店街周
辺

①こどもまつりinみやき
民児協も協力団体として参加、協力し、地域住民や子どもたちとの交流
「みやき町民児協ジャンバー」等を着用し民生委員・児童委員のPR

41
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②町内各小学校の下校時サポート
みやき町民生委員児童委員協 ・児童と一緒に下校し、担当地区まで安全指導
42
議会
・各地区の通学路重点地点において交通安全指導
※みやき町民児協ジャンバー、又は、ベストを着用し、民生委員・児童委員のPR

③2人一組で65歳以上の高齢者宅を訪問、PRを兼ねカード等を提示
④高齢者施設の訪問・慰問の実施
※みやき町民児協ジャンバーを着用し、民生委員児童委員のPR

①5月19日/みやき町コミュニティー
センターこすもす館

②5月7日～16日/町内4小学校通学
路

③活動強化週間を中心として各地区
で実施

43

小中学生の登校指導
玄海町民生委員児童委員協議
（通学バスに同乗し、児童生徒の登校時における登校経路の安全確認と交通指
会
導）

5月13日～17日/玄海みらい学園付
近

44

有田町民生委員児童委員協議
気になる世帯へのPRカード配布
会

活動強化週間/担当地区

45 白石町民生児童委員協議会

①町内公共施設数か所で、のぼり旗の設置
②懸垂幕の設置
③町広報誌5月号へ民生委員・児童委員の平成30年度活動内容の紹介を特集と
して掲載。（民生委員名簿も掲載）
④ケーブルテレビで広報誌5月号特集の紹介と4月全体会の様子を放映

52

①5月10日～20日/役場、町総合セ
ンター・福富ゆうあい館・町社協
②4月26日～5月31日/役場庁舎（東
壁）
③5月中旬
④5月11日～17日

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

民生委員・児童委員、主任児童委員約20人でPR用チラシ等を配布し、民生委員・児童委員制度のPR活動を実施する。
活動時には市民児協のベストを着用

5月12日 13：30～15：00
市内ベルナード観光通り

①「民生委員・児童委員の日活動強化週間」に合わせて、広報させぼ5月号に民生委員・児童委員の役割を掲載すること
①広報させぼ5月号に掲載
で、広く市民に周知を深めるもの
②5月1日～5月31日 市役所庁舎に
②佐世保市役所庁舎に「5月12日は民生委員・児童委員の日」の懸垂幕を掲示することにより、民生委員・児童委員を広
掲示
く市民に周知を深めるもの

広報いさはや5月号（4月20日発行号）に民生委員・児童委員の活動を掲載する。地域のつなぎ役である民生委員・児童
委員の活動として地域の見守り活動の実施他、福祉関係行政機関との「かけ橋」であること等を1ﾍﾟｰｼﾞにまとめて紹介す
る
①児童見守り活動として、登校時の声かけ・あいさつ運動を行うとともに、土・日・祝にも地区をパトロール、安全・安心な ①登校時、土・日・祝 町内全域
まちづくり活動を行う
②5月10日～13日/そのぎ茶市特設
②そのぎ茶市の3日間、パトロールを実施する
会場及び彼杵神社通り
民生委員児童委員一斉行動日についての佐々町の取組として佐々中体育会において委員全員参加を目指して保護者
へのアピールを行っている。昨年からは小学校の運動会においてもチラシを配るようにした

5月12日～26日/小・中学校グランド

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
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長
崎
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等
①5月17日 19：00～21：00/長崎市
西公民館
②11月23日 10：00～12：30/丸尾公
園

①5月12日～18日/各委員自宅
②5月13日～17日/各委員担当地区
③5月12日～18日/各委員担当地区

1

長崎市朝日地区

①5月の民生委員の日を念頭に各個々人の活動報告記録を持ち寄り日々の活動
状況を読み上げ報告、問題点を探る
②朝日地区13自治会に回覧、ポスター掲示で参加動員を掛け防火・防災訓練を
行う

2

長崎市小ケ倉地区

①訪問台帳や避難行動要支援者名簿等の書類の整理と確認
②地区民児協ネーム入りジャンバー着用での各地区あいさつ運動
③民生委員・児童委員PRカード配布

3

長崎市横尾地区

地区民児協のブルゾンを着用し、各委員宅最寄りの通学路に立ち、立哨、あいさ 5月13日 7：15～8：00/地区内通学
つ運動を実施する
路

4

長崎市東長崎地区

①PR用パンフレット等にポケットティッシュを添え大型店舗への来客者に手渡し配
布。活動時地区民児協のベスト着用
①5月11日 11：00～/地区内3大型
②年1回発行の地区民児協広報誌「民生委員・児童委員だより」に広報活動の様 店舗前
子を掲載

5

長崎市三和地区

地区内の3小学校のＰＴＡ総会に出席し地区担当の民生児童委員及び主任児童
委員の紹介とPRチラシの配布

5月のＰＴＡ総会時
為石、川原、蚊焼小

6

佐世保市江上地区

高齢者施設訪問（2カ所）

5月13日

7

佐世保市早岐地区

避難行動要支援者宅等への一斉訪問を実施

5月12日

8

佐世保市宇久地区

①わんぱく広場への参加協力
②高齢者・ひとり暮らし世帯等見守りと訪問
③児童センター清掃・樹木伐採・草取り
④児童センター茶道教室
⑤児童センターあさり堀り

①5月6日 10:00～
②③5月13日 13：00～
④5月18日 14：30～
⑤5月25日 12：30～

9

佐世保市大野地区

施設ボランティア及び研修（庭の草取り等を行った後、施設のスタッフのお話を聞 5月9日 10：00～13:00/特別養護高
く）
齢者ホーム

10 佐世保市江迎地区

小中学校の登校時のあいさつ運動・立哨・同行。 中学校については、電車通勤
者が多いので、電車に同乗・見守り活動を行う

5月13日

11 佐世保市鹿町地区

地区内の停留所の掃除及び通学路の伐採

5月12日～1週間

12 南島原市有家地区

自然の中で、学校や家庭、地域社会が一体となった体験活動により、郷土愛を育
4月27日 10：00～14：00/ありえ俵石
てることを目的とした『自然と遊ぼう2019』に参加し、ポケットティッシュ(民生委員児
自然運動公園
童委員の広告入り)を配布し、活動の広報に努める

13 南島原市西有家地区

年間を通じて、登下校時の見守り・あいさつ運動を実施し、地域の安全のため民
生委員全員で活動している

14 南島原市口之津地区

口之津小学校、中学校の両校の校門に立ってあいさつ運動を民生児童委員が希
5月、6月/小学校、中学校
望する学校で行う。各小・中学校との訪問及び懇談会の実施
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№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

15 佐々町
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長
崎
県

①町内通学路において町民を震撼させる事件が起きて以降、改めて登下校児童
の見守りが重要であるとして、立哨・声掛けに力を入れている
②第7回健康寿命をのばそうアワードにおいて厚生労働大臣最優秀賞を受賞し
た。100歳体操、スクエアマット運動への参加者を更に増やしたい。
③ひきこもりだった青年が東日本大震災の被災地にボランティアに行き、ひきこも
りを克服した経験を出版した。県北保健所とも連絡を取り合い、民児協として販売
支援等していく予定。

①通年各所委員の立哨、声かけ
②地域デイサービス、各町内会集会
所毎週開催
③地域包括支援情報交換会等 随
時友愛訪問

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
長崎市：各地区の活動に必要な資材（PR用品、市民児協のベスト）など 申し出に応じて提供、貸出等の支援を行う
■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

PRチラシ、ポケットティッシュを配布しながら声かけをし、民生委員の日頃の活動
のアピールをする。

玉名市横島町民児協

①民生委員児童委員制度創設100周年記念誌「横島町民生委員児童委員活動の
歩み」発刊
①2018年5月15日付
②民生委員児童委員制度創設100周年記念事業「民生委員児童委員制度創設 ②5月12日 10：00～/横島町公民館
100周年記念碑」建立除幕式
横
・上記の件地元ケーブルテレビ「ひまわりてれび」の協力を得て収録放映する

玉名市第二民児協

5月12日～
全民児連が広報媒体として領布しているPRカードを4000部購入する。また、別途
5月18日の活動強化週間に玉名市
ポケットティッシュを4000個購入し双方をセットにして配布し、民生委員・児童委員
福祉センター及び担当地域でそれぞ
の活動内容の周知を計る。
れに配布する。

4

岱明民児協

6月各小学校
9月各保育園
ひとり暮らしの集いではチラシ配りとお誘いと同行。
3月ふれあい健康センター
福祉まつりでは1つのブースを担当し指定事業で培ったノウハウを生かして町民と
11月ふれあい健康センター
交流。
2ヶ月に1回各施設
高齢者・障がい者施設の運営委員会
7月夏まつり
各施設
また行事に参加
9月星まつり
〃
地域公民館活動
12月餅つき大会 〃
週に1回又月に1回 各行政区

5

玉名市・天水町民児協

天水町民生委員児童委員協議会
PRチラシの作成・配布
PRポスターの作成・掲示

5月10日～
民生委員による配布
公共施設等への掲示

6

玉名市第3民児協

朝登校時あいさつ運動
第3民児協一斉活動
PRジャンパー着用、名札、チラシ、名刺を持って訪問活動。

5月13日 7：20～8：20
小中学校校門前
各自

2

3

熊
本
県

活動日時／場所 等

荒尾市民児協

1

43

活動の具体的内容

7

天草市民児協

5月16日 13：30～
荒尾シティモール

①【新規】
天草市立有明小学校、天草市立五
①【天草市子ども民生委員嘱・活動支援】
和小学校
地域社会の一員としての自覚と思いやりの心を育て、地域のお年寄りに対するあ 【継続】
いさつ運動や訪問活動を実施。また、地域の方々と関わることで、地域のつながり 天草市立本渡南小学校、天草市立
の大切さを学び、自ら進んで行動できる児童を育て、地域福祉の増進と共生社会 本渡北小学校、天草市立亀川小学
の構築を図ることを目的としている。
校、天草市立本渡東小学校、天草市
天草市社会福祉協議会会長から子ども民生委員としての委嘱状交付と、併せて 立楠浦小学校、天草市立牛深小学
認知症サポーター養成講座の受講も進めている。小学校区担当の民生委員・児 校、天草市立牛深東小学校、天草市
童委員も参列し、委嘱後の子ども達と一緒になって、地域における活動に取り組 立御所浦小学校、天草市立倉岳小
んでいる。
学校、天草市立栖本小学校、天草市
天草市内では小学校の統廃合が進み、小学校数は17校となっている。平成31年 立親和小学校、天草市立天草小学
度には、天草市内の全小学校で委嘱状を交付する予定。
校、天草市立河浦小学校、天草市立
本町小学校、天草市立佐伊津小学
校

②【福祉台帳更新】
②期間中 天草市内全域
③【第14回天草市民生委員児童委員協議会連合会定期総会】
③5月16日/天草市民センター
④【友愛訪問事業（倉岳支所）】ひとり暮らし高齢者宅へゴキブリ団子を配布し、安
④5月14日
否確認等を行う。
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都道府県・
指定都市名

取り組み内容

8

9
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熊
本
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菊池市民児協

菊池市109人の民生児童委員が一堂に会する菊池市民生児童委員連合会の総
会後に、児童虐待について実際に問題に取り組んでいる支援団体から専門職を
講師として招き、児童虐待について一層の理解や知識を深め、委員ひとりひとり
の活動の充実を図ることを目的とした研修会を行う。
※民生委員ジャンバーを独自に作成したので、民協総会や研修会、その他民協
活動の際に着用している。ジャンバーを着用し民生委員活動を行う事で、市民へ
民生委員が身近な存在であることを周知する活動にも繋がっている。

5月15日 13：30～
菊池市福祉会館

上天草市・竜ヶ岳町民児協

①こいのぼりの設置を行なった際に集まって来られた住民にPRカードを配布す
る。
②それぞれの担当地域の高齢者世帯（特に独居高齢者宅）にもPRカードを配布
する。

①4月下旬/竜ヶ岳保育園、樋島漁
港、竜ヶ岳小学校、竜ヶ岳中学校
②5月中旬/竜ヶ岳町内

10 姫戸町民児協

ひとり暮らし高齢者の集い
・民生委員が姫戸町内の高齢者ひとり暮らしの方々を訪問し参加確認をとる。
・オープニングアトラクションは姫戸ひかり保育園の歌・踊り
5月13日/姫戸高齢者福祉センター
・閉会式で、会長から民生委員の役割説明や各地域の民生委員の紹介をする。
・参加者や民生委員による「カラオケ」や「踊り」で、民生委員への親しみを持って
いただくようにする。

11 上天草市松島町民児協

街頭活動
・各民生委員が担当地区内のひとり暮らし高齢者宅を訪問する。
5月中旬/各民生委員担当地区内に
・訪問時には、PRカードと独自作成のタオルを配布するだけでなく、体調面など
て
変わったことがないかなど話を伺い「何かありましたら、相談してください」と声かけ
をする。

12 宇城市三角町民児協

あいさつ運動（小学校の登校時）

5月8日

13 不知火町民児協

75歳以上の独居高齢者（230名程度）へ饅頭配り

5月8日

14 松橋町民児協

あいさつ運動（小学校の登校時）

5月10日

15 小川町民児協

あいさつ運動（小学校の登校時）

5月12日

16 宇城市豊野町民児協

あいさつ運動（小学校の登校時）

5月9日

17 合志市民児協

①各小学校校門前でのあいさつ運動
②各学校、公民館等へ民生児童委員オリジナルポスター掲示
③PRカード配布（転入してこられた世帯等）
④下校時見守り活動（地域福祉連絡協議会、ボランティアとの協働）-みんなで見
守り-

5月13日～/各小学校
5月12日～/各学校、公民館等
5月～
/各地区
5月～
/各学校

18 美里町民児協

各委員の担当地域において、75歳以上のひとり暮らしの世帯及び80歳以上の2人 5月中旬頃
暮らしの世帯を訪問し、見舞品（かつおパック）の配付を予定。
町内

19 玉東町民児協

児童福祉週間と併せて、児童福祉施設や児童発達に関する研修を行っている。

5月8日

20 長洲町民児協六栄校区

児童のあいさつ運動と一緒に朝のあいさつ運動
学校内外の除草作業、清掃作業

4月11日～夏休み前まで 7：30～8：
30/六栄小学校にて

21 長洲町民児協腹赤校区

校門前3ヶ所 朝のあいさつ運動

5月7日～5月13日 7：30～8：10/腹
赤小学校にて

22 長洲町民児協長洲上区・下区

登下校時あいさつ運動

5月12日～18日 7：30～8：10/自宅
近く

23 長洲町民児協清里校区

登校時あいさつ運動
※いずれもPR用ジャンパーを着用

5月12日～18日 7：30～8：10/自宅
近く

24 大津町民児協

「ひとり暮らし高齢者」及び「ふたり暮らし高齢者」世帯の調査を行って状況を把握
し、担当地域の当該世帯を訪問して在宅福祉サービスの情報を届け、希望や悩
5月10日（定例会終了後）～6月末
みを関係機関（特に、地域包括支援センター及び町社会福祉協議会）につなぐ活
各委員の担当地域
動を行なう。訪問に際しては、災害義援金を活用して揃えたベストを着用し、民生
委員・児童委員の活動の見える化をはかる。

25 小国町民児協

あいさつ運動
小国小・中学校近辺で登校時のあいさつ運動

5月13日～17日間の1日を予定 7：
30～8：30
小国小学校・中学校近辺

26 産山村民児協

県道周辺の空き缶・ゴミ拾い清掃活動

5月中旬（予定）/県道周辺

27 山都町民児協

民生委員・児童委員のPRカード（3つ折り名刺型）を持参し町内全戸を訪問し配
布。

5月12日～5月18日を中心に全世帯5
月中

55

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

43

都道府県・
指定都市名

熊
本
県

取り組み内容
・7月下旬～8月上旬
・町内の保育園、介護施設、高齢者
施設

28 氷川町民児協

社協主催の「児童生徒のワークキャンプ」にボランティアとして参加。

29 芦北町民児協

民生委員・児童委員の役割や活動について理解してもらうためのPR活動として、 5月11日 10：30～
芦北町役場から道の駅「でこぽん」までチラシとポケットティッシュを配布しながら 芦北町役場から道の駅
パレードする。
「でこぽん」まで（2.3㎞）

30 津奈木町民児協

町内の河川、保育園庭の除草作業又清掃作業、園児達との触れ合い

委員の日に出来ない時は5月の定例
会の午前中

31 あさぎり町民児協

町内回覧板を用いて、民生委員PRチラシを全戸配布する。

5月9日発行

32 湯前町民児協

町内6か所の交差点にて交通指導を兼ねてあいさつ運動を実施している。

5月12日～18日の間でひとり2回、通
勤・通学の時間帯で実施。

33 水上村民児協

5月12日に村内唯一の中学校である水上中学校の運動会が地域の高齢者会や
5月12日 8：30～14：30
一般の方たちも参加して実施される。学校などと連携し、子どもたちが安心して生
水上村立水上中学校
活できる地域づくりを目指し、民生委員・児童委員全員がボランティアとして参加
する予定。

34 相良村民児協

活動強化週間は通常の活動以上に戸別訪問を強化することとしている。

活動強化週間中/各委員の担当区
域において

35 苓北町民児協

あいさつ運動

町内小学校区（4地区）
日時未定

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

全員お揃いのブルーのブルゾンを着用し、県民児協で作成した、民生委員・児童委員の役割や活動内容を紹介したパン 4月下旬～5月にかけて
フレットとポケットティッシュを、｢民生委員・児童委員の日活動強化週間｣を中心に、県内各市町村の中心部（人が多く集 県内各市町村の中心部や個別訪問
まる場所）で配布し活動のPRを行う。
にて

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

44

大
分
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

大分市民児協

・大分市民児協の約800名の民生委員が参加し記念集会を開催
・集会では小学生4名を一日民生委員・児童委員に委嘱
・集会終了後会場（大手公園）から大分駅北口までパレード（校区ごとに活動の
キャッチフレーズを書いたPR用プラカード持参）
・市内中心部3か所で通行人にチラシ、ポケットティッシュを配付し広報活動を実施

2

別府市民児協

別府市長を一日民生委員に委嘱し、ひとり暮らし高齢者宅を友愛訪問。その後JR
別府駅東口にて別府市宣伝部長ゆるきゃら「べっぴょん」と一緒に民生委員・児童 JR別府駅東口付近
委員のPR活動のための啓発活動を行う。

中津市三光民児協

民児協が主体となり、自治会と連携して、管内の各小中学校の校門で一斉に横断 5月8日 7：30～8：10
幕、のぼり旗を掲げ朝のあいさつ運動を行うとともに、民生委員・児童委員の存在 三光中学校、真坂小学校、山口小学
をPRする。
校、秼小学校、深水小学校

臼杵市民児協

臼杵市CATVに出演し、民生委員・主に児童委員活動の内容や問い合わせ先の
臼杵市のCATV広報臼杵にて5月13
紹介、その他「子育てサロンこの指とまれ」の様子をビデオで放映。PR旗を市内の
日～17日放映
各地区民児協に掲げPRを行う。

5

緒方地区民児協

朝のあいさつ運動 民生委員は日頃、高齢者と関わる機会が多く、子どもとの交
5月13日～15日の3日間（予定） 7：
流の機会が非常に少ない状況である。毎年、緒方地区民児協では、この活動強
30～8：00
化週間を児童・生徒及び教師と顔を合わせる場（PR)と設置し、あいさつ運動を実
緒方小・中学校
施している。

6

朝地地区民児協

あいさつ運動 小・中学生の体育祭に伴いあいさつ運動を行う。

5月18日 8：00～8：30
交差点、小学校正門等

7

千歳町民児協

・地域住民の集い場「千歳カフェ・ひょうたん」にて、民生委員の役割の説明と自己
紹介を行い地域の方と交流を行う。
・千歳小学校の全体集会に民協全員で参加し、児童と交流しながら民生委員・児
童委員の顔を知ってもらう。

5月13日 9：30～10：30/旧千歳保健
センター
5月16日 14：00～14：30/千歳小学
校 体育館

8

国東市民児連

市民児連の横断幕及びのぼり旗を掲げ各地区で啓発活動を行う

5月12日～5月18日

3

4
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5月15日
9：50～ 大手公園
10：20頃～市内パレード
（大手公園～大分駅府内中央口）
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№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

9

44

大
分
県

九重町民児協

10 玖珠町民児協

各地区のぼりを活用しPR（各地区10本ずつ）。行政広報「広報ここのえ」、社協広
報「すまいる」に掲載。防災無線及び文字放送を利用してPR。九重町独自で作っ
たポケットティッシュを訪問時配布。

5月8日～18日/のぼりは公民館等人
が集まるところに設置
無線及び文字放送：5月10日

町内でのパレード、役場で町長への申し入れの提出

5月21日/玖珠町メルサンホール→
玖珠町役場→町内主要スーパー

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
・県民児協にて民生委員・児童委員の役割や活動内容を紹介したパンフレットとポケットティッシュを作成し、各市町村民児協へ配布を行う。（チラシひとりにつ
き10枚、ポケットティッシュひとりにつき10個）
・PRカードを県民児協で購入し配布（ひとり5枚）。個別訪問時に活用していただく。

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

（1）「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」（5月12日～18日）の実施
県内統一ののぼり旗を活動強化週間中に掲揚するよう各民児協へ呼びかけを実施。
（2）活動強化週間実施要領やPRカードを配布し、各民児協へ取組の呼びかけを実施。
（3）活動強化週間の取組予定調査を実施。
（4）民生委員・児童委員の日（5月12日）に合わせ、5月9日に物故民生委員児童委員合同追悼式を開催。
（5）民生委員児童委員活動PR用パネル（6枚×2セット）の貸出

5月12日～18日

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

45

宮
崎
県

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

のぼり旗、横断幕を掲げながら「困ったらひとりで悩まないで相談してください。」と
呼びかけながら、民生委員・児童委員PRリーフレット、ポケットティッシュ、ボール 5月12日 13：00～14：30
宮崎市民生委員児童委員協議
ペンを配布し、市民に向けた活動の周知を図る。（27地区会長、関係職員等、約 PR活動：宮崎市中心市街地（デパー
会
35名参加予定）
ト前）
※本会ＨＰアドレス：http://city-miyazaki-minjikyo.com

2

1．地区内16自治公民館内にPRポスターの掲示。
2．16自治公民館9,490世帯の回覧板に民生委員・児童委員のPRチラシを添付す
都城市妻ケ丘地区民生委員児
る。
童委員協議会
3．妻ケ丘地区公民館及び竹町自治公民館にのぼり旗を掲揚し、PR活動を行う。
4．大型商業施設でのPRチラシを配布しての広報活動

4月24日
5月10日～17日
民生委員・児童委員の日
5月12日

3

都城市祝吉地区民生委員児童 1．民生委員ののぼり旗10本を掲揚する。
委員協議会
2．未把握世帯の発見訪問見守り支援台帳の調査。

5月12日～18日
5月12日～31日

4

都城市庄内地区民生委員児童 1．学校近くの交差点にて民生委員の旗を持ち交通指導を行う。
委員協議会
2．地区公民館入口に民生委員の旗を掲揚する。

民生委員・児童委員の日

5

都城市山田地区民生委員児童 1．3年前に新たにのぼり旗を25本作成し、各地区公民館・総合支所・社協山田支
5月1日～31日
委員協議会
所等に掲揚する。

6

・市役所玄関に設置されている電光掲示板を利用し、市民へ強化週間のPRを行う
・市広報・市社協だよりで、民生委員児童委員の活動についての㏚広報を行う
延岡市民生委員児童委員協議 ・市放のラジオ出演での活動㏚広報 （市会長・市役所職員）【5月14日 16:15～
期間中/各所
会
16:25FM のべおか（水～日再放送有）】
・各地区のぼり旗の掲揚
・各委員が地域住民に対して啓発チラシ・独自チラシの配布

7

延岡市北方地区民生委員児童
地区民児協による地域住民との演芸大会（地区内委員の紹介や活動広報）
委員協議会

8

延岡市恒富南地区民生委員児 地区民児協による街頭PR活動でのぼり旗を掲げ、チラシを配布しながら広報・啓
5月12日 10：00～
童委員協議会
発活動を行う。

9

延岡市伊形地区民生委員児童 地区民児協により、地域内の店舗出入口でチラシを配布しながら広報・啓発活動
5月12日
委員協議会
を行う。

5月12日 10：00～

3月10日に行われた「日南市福祉のまちづくり応援フェスティバル」において、民児
協のPR活動のコーナーをつくり、その来場者に対し、子ども向けにて「お絵かき」、
日南市民生委員児童委員協議 大人向けにて「川柳」を募集。（単位民児協には川柳を事前募集）活動強化週間 4月26日～5月10日
10
会
の際に、提出いただいたお絵かきや川柳を、市内のまなびピア玄関ホールにおい まなびピア玄関ロビー
て、募集作品や民生委員活動の写真の掲示や広報啓発に関する資料等も合わ
せる。
11 日南市内（単位）民児協

委員の自宅、また、自治公民館や近隣の目立つ場所へののぼり旗の掲示を行う。 4月26日～5月10日前後
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№

45

都道府県・
指定都市名

宮
崎
県

取り組み内容
12 西都市民児協

民児協理事・関係機関等が街頭にて、のぼり旗を設置し、地域住民に対して、活
動内容や役割について、啓発チラシを活用して周知する。

5月10日 15：30～
エ―コープさいと店

13 西都市各6地区単位民児協

新年度で転入・転出等があることから、改めて世帯票の整備等で見守り訪問する
4～5月
際に、市民児協のパンフレットを配布し、担当区域の地域住民に広く啓発活動を
担当区域
行う。

14 西都市三納地区民児協

毎年5月定例会後に、三納地区3ヶ所程に分かれて、のぼり旗を立て、民生委員児
5月地区定例会後
童委員パンフレットを配布し、広報周知につとめる。

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

・県ホームページに掲載 （予定）
・県庁入口にPRチラシを設置 （予定）
■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

46

活動日時／場所 等

1

枕崎市民児協

PRカードを持参し、要援護者宅を訪問

5月12日を中心とした期間

2

出水市民児連

各単位民児協で児童・生徒の登校時間にあいさつ運動

5月13日または14日
学校周辺および主要交差点

3

垂水市民児協

小中学校や通学路でのあいさつ運動

5月12～18日/登校時間

4

薩摩川内市平佐西地区民児協 登校時の交通安全のための見守り

5

薩摩川内市八幡地区民児協

・小学校の校長・教頭との意見交換
・見守り対象者の緊急連絡先の聞き取り確認

・5月12日（予定）
・5月中

6

薩摩川内市川内地区民児協

・福祉部会主催のグラウンドゴルフ大会で民生委員・児童委員のPR
・障がい者支援施設訪問

・5月28日 8：00～13：00
・6月14日 10：00～12：00

7

薩摩川内市水引地区民児協

新入生に対する交通安全見守りと校門での朝のあいさつ運動

4月中の登校時間

8

薩摩川内市隈之城地区民児協 登校時の交通安全のための見守り

9

薩摩川内市上甑󠄀地区民児協

10 薩摩川内市樋脇地区民児協
鹿
児
島
県

活動の具体的内容

11

5月9日～17日の登校時間

交通安全期間中の登校時間

・登校時の見守り活動
・独居高齢者宅の重点訪問

・5月14日の登校時間
・5月12～17日

登校時の交通安全のための見守り

5月14～17日の登校時間

薩摩川内市祁󠄀答院地区民児
小・中学校、幼稚園、保育園、児童養護施設などの訪問
協

5月3～4週

12 薩摩川内市里地区民児協

小中学校の通学路で警察、教員と一緒に交通指導

5月13～15日の登校時間

13 薩摩川内市亀山地区民児協

小学校の下校指導

5月17日の下校時間

14 薩摩川内市高江地区民児協

高齢者施設の訪問

5月中（未定）

15 薩摩川内市下甑󠄀地区民児協 小中学校およびスクールバス乗り場での朝のあいさつ運動

5月13～17日の登校時間

16 薩摩川内市平佐東地区民児協

・登校時の見守り活動
・サロンへの積極的参加

・5月15日の登校時間
・5月中

17 薩摩川内市可愛地区民児協

・小中学校前で朝のあいさつ運動
・小学校の新入学生の下校時の見守り、引率

・5月11日
・4月9日～13日の下校時

18 薩摩川内市高城地区民児協

・小中学校訪問
・5月16日 15：00～
・幼稚園、小中学校の通学路での見守りと校門前で校長先生と一緒にあいさつ運
・5月12～16日
動

19 薩摩川内市永利地区民児協

登校時の見守り活動

5月13日～15日の登校時間

20 薩摩川内市東郷地区民児協

地区内一斉訪問活動

5月12～18日

21 日置市民児協

市役所前等に民生委員をPRする横断幕やのぼり旗を設置

5月12～18日/市役所・各支所

22 曽於市財部地区民児協

全委員でPRカードを入れたポケットティッシュを配布

5月10日/地区内店舗

23 曽於市大隅地区民児協

・施設訪問・交流
・学校での授業参観・訪問交流
・画工周年の清掃活動

24 曽於市末吉地区民児協

空き缶・ゴミ拾い活動

5月9日

25 いちき串木野市民児協

小中高校前で朝のあいさつ運動

5月9～14日の登校時間
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都道府県・
指定都市名

鹿
児
島
県

取り組み内容
26 南さつま市加世田民児協

小学校前の国道等での見守り活動

5月12～18日
各担当校区の登校時間

27 南さつま市金峰民児協

小中学校通学路での朝のあいさつ運動

5月12～18日
各担当校区の登校時間

28 奄美市民児協

コミュニティFM （あまみエフエム デイ！ウェイヴ）に出演
・「夕方フレンド」
・「ヒマバン・ミショシーナ」

・5月11日 18：28～
・5月13～18日 12：35～

29 奄美市民児協

PRポスター（チラシ）の配布

5月12～18日/担当地区
5月13日/大型店舗前

30 南九州市頴娃町民児協

・朝のあいさつ運動、危険個所点検
・ボランティア活動（地区公民館美化活動、高齢者施設訪問）

・5月13、15日の登校時間
・詳細未定

31 南九州市知覧民児協

朝のあいさつ運動

5月13～17日の登校時間

32 南九州市川辺町民児協

・朝のあいさつ運動
・下校時の見守り、不審者対策

5月13～17日の登下校時間

33 伊佐市民児協

チラシを配布してPR活動

5月12～18日

34 喜界町民児協

見守り活動の関係者（アドバイザー、協力員、関係機関等）とのグラウンドゴルフ
大会

5月18日 14：00～

35 徳之島町民児協

学校訪問および校長との意見交換、民生委員児童委員の紹介

詳細未定

36 天城町民児協

・小中学校、保育所、幼稚園を訪問し、活動紹介、情報共有
・町内放送（天城町ユイの里テレビ）で文字広告で広報

・5月13～17日
計12か所、約1時間ずつ
・4月後半～5月18日

37 和泊町民児協

福祉施設訪問

5月14日 13：00～15：00

38 知名町民児協

・町内放送
・街頭でのチラシ配布

5月12日 10:30～11:00、17:00～
17:30
大型店舗、商店街

39 鹿屋市高隈地区民児協

・小中学校登下校時の声掛け
・小中学校教職員に民生委員・児童委員の紹介

・5月13日～17日
登下校時

40 鹿屋市東部地区民児協

町内会ごとに，全委員が合同でひとり暮らしや高齢者宅を訪問して意見等をきく

町内会ごとに実施

41 鹿屋市串良地区民児協

小中学校の朝のあいさつ運動
※上小原校区では、1年間を通して第1・第3月曜日に朝のあいさつ運動を実施

・5月12日～18日 7:00～8:00

42 鹿屋市北部地区民児協

・国道沿いの空き缶・ゴミ拾いを通して民生委員・児童委員のPR
・高齢者宅の重点訪問

・5月9日
祓川～下祓川郵便局
・5月12日～18日

43 鹿屋市西原地区民児協

福祉アドバイザーと高齢者宅を訪問

5月12日

44 鹿屋市輝北地区民児協

・小中学校前でのあいさつ運動
・防災無線で民生委員のPR

45 鹿屋市田崎地区民児協

小中学校でのあいさつ運動

46 十島村民児協

防災行政無線で民生委員のPR

5月12日

47 南大隅町民児協

小中学校前で朝のあいさつ運動

5月13～17日の登校時間
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令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

①県知事へ県民に対する広報（県知事メッセージの発表、新聞等への掲載）及び県関係機関等への周知を依頼
②県内マスコミ各社へ各市町村民児協の活動強化週間取組行事に対する取材・広報依頼
③地元新聞（琉球新報・沖縄タイムス）へ論壇の掲載

①②4月中に依頼文を送付
③5月12日に掲載依頼予定

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
1

47

沖
縄
県

活動の具体的内容

国頭村民生委員児童委員協議 「民生委員・児童委員の日」パレード出発式後、民生委員児童委員全員でパレー
会
ド及び危険箇所点検を行う。

①「民生委員・児童委員の日」出発式：市内5単位民児協が一堂に会し、出発式を
行うことで、市民への活動への普及啓発を図る。出発式後は、各単位民児協で店
舗や学校・各世帯にチラシ配布等の周知運動を行う。
②市内の小中学校であいさつ運動を行う。
③なかきす児童センターにて給食ボランティア
④地域内子どもの遊び場（公園の遊具等）点検
⑤「お父さんお母さんありがとう」の集いにおいて、自治会長やボランティア等の協
力のもとカラオケや舞踊を地区の住民へ披露し、活動の一端を広報しながらチラ
シを配る。

活動日時／場所 等
5月15日
国頭村全域

①5月13日/うるま市健康福祉セン
ター他
②5月13日～17日/市内小中学校校
門
③5月13日/なかきす児童センター
④5月14日/石川民児協担当区内公
園
⑤5月26日/うるま市与那城地区公
民館

2

うるま市民生委員児童委員協
議会

3

①市長、社協会長、福祉部長が一日民生委員児童委員として、市内の独居高齢
者に対し激励訪問を行う。
②「民生委員・児童委員の日」PR用横断幕を掲示したり、民生委員児童委員の役
豊見城市民生委員児童委員連
割・職務内容等のチラシを作成し、担当地区内にて配布する。広報紙（社協だよ
合会
り、広報とみぐすく）へも掲載し啓発広報する。
③生活福祉資金貸付世帯を訪問し、生活状況の把握と償還指導を行う。
④民生委員児童委員活動・役割についてのパネル展示を行う。

4

宮古島市民生委員児童委員協 各単位の民生委員が一堂に会し、民生委員児童委員の結団式を行い、今年度の
5月15日/JTAドーム みーや広場
議会
活動を誓う。

①5月8日/市役所・独居高齢者宅
②5月1日～31日
市内全域（市社会福祉センター、公
共施設、店舗、主要交差点等）
③5月1日～31日/市内全域
④5月7日～15日/市役所ロビー、農
協、中央公民館

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

札幌市民生委員児童委員協議会 活動パネル展

48

札
幌
市

5月13日～18日/市役所ロビー

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
1

札幌市の区社協（10区）

活動の具体的内容
広報誌で民生委員・児童委員の特集、PR等

活動日時／場所 等
5月

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
街頭PR用の「のぼり」、街頭配布用の「ふせん」「絆創膏」などを市民児協で作成し、地区民児協で配布予定。
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等
5月7日～16日/仙台市役所 懸垂幕
4月26日～5月31日
青葉区役所、宮城野区役所、太白区
役所、泉区役所 懸垂幕
若林区役所 横断幕

懸垂幕・横断幕の掲示

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
49

市区町村(単位)民児協名

仙
台
市

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

青葉区

①ポスター掲示
②仙台市役所ロビーへ民生委員活動PR用パネルの展示
③青葉区民まつりでPRチラシ配布

①仙台市二日町分庁舎入口、区事
務所内
②5月13日～20日まで
③期間外（11月3日予定）

2

宮城野区

①パネル展示
②PR用ポケットティッシュの配布
③パネル展示

①5月13日～17日 区役所ロビー
②5月上旬にJR陸前原町駅前で配
布
③10月中旬 区民まつりにて展示

3

若林区

①パネル展示
②PRチラシ・PRパンフレットの配付

①5月10日～17日区役所ロビーにて
展示

1
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№

49

都道府県・
指定都市名

仙
台
市

取り組み内容
4

太白区

①パネル展示
②民生委員による説明、チラシ配付PRツール作成・配付等

5月13日～17日 区役所ロビーにて
展示

5

泉区

パネル展示

5月13日～20日 区役所ロビーにて
展示

6

青葉区木町地区

①ひとり暮らし、高齢者夫婦に対し訪問活動
②PRカード、PRチラシの配布

7

青葉区立町地区

町内・小学校等へPRカードの配付

8

青葉区東六地区

町内会、小学校、各機関へ PRチラシの配布

9

青葉区片平地区

①地区懇談会(PTA主催）時に町内会長、小学校ＰＴＡ会員他 へPRカード等の配
布
②主任児童委員用パンフレット配布

民生委員の日だけでなく年間を通し
て広報

10 青葉区上杉地区

①高齢者世帯重点訪問の実施
②PRカード、チラシの配布

11 青葉区通町地区

各民生委員が地区町内会総会に出席し活動の広報を行う

12 青葉区八幡地区

PRチラシの配布（地区担当高齢世帯訪問時に）
集会所等への掲示

13 青葉区国見地区

活動強化週間を中心に町内の高齢者のいる世帯、子育て世帯、障がい者世帯な
どにPRカード、PRチラシを訪問して渡す

14 青葉区荒巻地区

①PRカードの配布
②ティッシュペーパー配付

15 青葉区中山地区

各委員が担当地域を廻りPRチラシ配付、声がけを実施

16 青葉区川平地区

川平地区民児協作成「お元気ですか」チラシ配付

17 青葉区台原地区

小中学校の教員・保護者へPRチラシを配布。町内会へは回覧。

18 青葉区北仙台地区

①PRカードの配付等。町内、小学校へ配付。市民センター、コミュニティセンターに
置く。
②PRチラシを訪問時配付。町内会、市民センター、コミュニティセンターに置く。

19 青葉区北六地区

①北六小学校新入生の下校時防犯ボラ（民生委員ビブス着用して下校時同行支
援）に委員延べ20名動員
①(期間外）4/9～16まで
②新入生にカットバンプレゼント

20 青葉区小松島地区

①PRチラシの配付。町内、集会所、コミュニティーセンター等に掲示
②見守り強化活動。民生委員活動のPR活動実施

21 青葉区折立地区

①安否確認
②盲導犬仙台訓練センター見学(予定）

22 青葉区宮城東地区

①PRパンフレット町内へ配付
②地区内安否確認

23 青葉区宮城西地区

PRカード町内・小学校へ配付

24 宮城野区榴岡地区

①ポスター展示 PRチラシ、ポケットティッシュ配布
②訪問活動強化（訪問時）PRカード配布

25 宮城野区幸町地区

ポケットティッシュ配布

26 宮城野区原町地区

①区民児協と協力しポケットティッシュの配布
②各自強化週間に合わせて訪問活動を強化する
③退任予定者のいる町内会へ候補者向けパンフレットを配り欠員の生じないよう
要請する

27 宮城野区東仙台地区

①「春夏秋冬だより」地区民児協PR紙 ポスターB2p
②名入りポケットティッシュ・パンフレット「あなたも民生委員・児童委員になってみ
ませんか?」配布
③全町内会、学校、市民センター、コミセン一斉訪問活動
④地区民児協主催「さわやかサロン相談会」毎月第4木曜日開催

28 宮城野区新田地区

ポケットティッシュ配布

29 宮城野区鶴ケ谷東地区

①PRカード、チラシ、ポケットティッシュの配布
②安否確認等の訪問

①地域スーパー店頭で配付

①児童館ロビー、市民センター

①陸前原ノ町駅

5月12日～18日
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№

49

都道府県・
指定都市名

仙
台
市

取り組み内容
30 宮城野区鶴ケ谷西地区

①高齢者宅を中心に安否確認の訪問活動。チラシ、ティッシュ配付。
②担当地区の実情把握と安否確認。ティッシュ配付。

31 宮城野区宮城野地区

①PRカード配布（活動強化週間を中心に担当地区内訪問）
②ポケットティッシュ配付（担当地区内 児童館、保育所、コミセン等）

32 宮城野区高砂第一地区

①ポケットティッシュの配布
②安否確認訪問活動（ポケットティッシュ持参）。
③高砂小中、田子小中、近隣の保育所等、児童生徒へポケットティッシュ配付

33 宮城野区高砂第二地区

①高砂3民児協（合同）にて3駅でポケットティッシュ配付
②ふれあい交流会で配付

34 宮城野区高砂第三地区

①高砂第一、第二、第三合同 広報ティッシュ配付
②小中学校への広報。チラシ、ポケットティッシュ配付
③訪問活動。ポケットティッシュ配付

①5月13日/JR福田町駅、陸前高砂
駅、中野栄駅

35 宮城野区岩切地区

ポケットティッシュ配布

5月13日 11:00～12:00 15:00～
16:00
地域内スーパー入口

36 宮城野区燕沢地区

①パンフレットを小学校教職員へ配付
②委員訪問活動 小学校教職員へ名入りポケットティッシュ配付
③委員訪問活動 100周年PRリーフレットの配付

37 若林区南材地区

一般の方へ会合の際に民生委員活動についての説明を行う。チラシ配付

38 若林区荒町地区

市民センター、小中学校を中心に啓発活動を行う。ひとり暮らしの見守り活動

39 若林区連坊地区

安否確認訪問活動に際し、PRクリアファイルを使用し文書伝達

40 若林区南小泉北地区

町内会会員に向けてPRカード、PRチラシの配付

41 若林区大和地区

地区内の町内会の各班（362班)に活動内容、担当地区の民児委員の紹介を行
う。

42 若林区南小泉南地区

独自のチラシを作成し、地区内の高齢者等に対し配布する

43 若林区若林地区

①75歳以上の在宅高齢者世帯への若林地区の福祉マップ及びPRカード配布。
②要援護者への見守り活動

44 若林区六郷地区

①児童に対しての登下校の見守りあいさつ。
②高齢者に対してのひとり暮らし見守り活動

45 若林区七郷地区

主任児童委員を中心にし、小中学校の教職員、PTAに対して活動を啓発（PRチラ
シ）する

46 太白区向山地区

小学校PTAとの情報交換会でパンフレットを配布

47 太白区郡山地区

①下校時の一斉見守り活動
②新築マンション等への転入者、高齢世帯へのPRチラシ配布

48 太白区鹿野地区

各自担当地域内で安否確認の際、PRカード配布

49 太白区八木山地区

①訪問活動の際、PRカード配布
②サロン活動時、PRクリアファイル配布

50 太白区西多賀地区

①通学路の危険個所を確認しながら、西多賀地区全域を浄化活動。その際に、
PRカードとポケットティッシュを配布
②「あなたも民生委員・児童委員になってみませんか?」パンフレットを担当地区の
全町内会長へ届ける

51 太白区富沢地区

①消費生活センターの協力、悪徳商法、オレオレ詐欺対策のPR活動（250世帯対
象）
②各町内会の集会所を活用
②ポスターPR活動

52 太白区山田地区

在宅高齢者宅、友愛訪問及び学校、児童館でPRチラシ配布

53 太白区東中田地区

①学区内通学路の安全点検と地区巡視
②訪問活動時、民生委員紹介カード又はPRカード配布
③地区民児協だよりの町内回覧（500枚）、掲示（20枚）
④「あなたも民生委員・児童委員になってみませんか?」配布

54 太白区中田地区

市民センター 老壮大学開校式にて民児協だよりの配付

55 太白区中田西部地区

PRカード配付

56 太白区中田中部地区

障がい者施設訪問
62

①5月13日 7:30よりJR福田町・陸前
高砂駅
②5月12日～18日

①5月13日頃
②5月15日頃

5月～
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№

49

50

都道府県・
指定都市名

仙
台
市

さ
い
た
ま
市

取り組み内容
57 泉区南光台地区

①学童の登下校時のパトロール
②小学校、幼稚園、保育園へ主任児童委員リーフレットの配付

58 泉区泉南地区

75歳以上の単身高齢者世帯及び高齢者のみ世帯にPRカードを配付しながら訪問

59 泉区泉北地区

①市民センターへパネル展示
②町内会集会所へパネル展示
①5月12～18日
③5月を安否確認強化月間と位置付け、民生委員パンフレットを配付しながら世帯 ②5月15～18日
訪問

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

①市内10区役所内にのぼり旗やパネル展示、啓発グッズの配布等を行い民生委員活動の周知啓発を行う。
②各地域のお祭り等において民生委員活動の周知啓発を行う。

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容
51

千
葉
市

活動日時／場所 等

①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・行政機関に掲示を依頼し、活動のPRを行
う。
②民生委員活動のPR用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付しPRする。
③市政情報モニター（市役所本庁舎・各区役所・市民センター等市内17カ所）で掲載しPRする。
④のぼり旗を作成し、区役所（市政情報モニター付近）や保健福祉センター、社協区事務所等で掲示しPRする。

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

52

横
浜
市

①5月1日～31日/各区役所
②4月1日～令和2年3月31日/市内
各所

①5月12日～18日
／掲示場所は左記のとおり
②活動強化週間の前後
③④5月7日～18日／掲示場所は左
記のとおり

活動日時／場所 等

横浜市庁舎、横浜市社会福祉センターにおけるパネル展の実施
①横浜市庁舎
②横浜市社会福祉センター

①5月8日～12日
横浜市庁舎1階 展示スペースＣ（地
下鉄側の入り口すぐのスペース）
②4月～5月末
横浜市社会福祉センター8階 エレ
ベーター前掲示板

横浜市営地下鉄におけるポスター、車内情報装置広告の掲出
（1）ブルーライン
1駅貼りポスター掲示 全32駅に設置
2中吊りポスター掲示 36編成×12か所
3車内情報装置（ドア上部の電光掲示板）への掲出 全38編成×18箇所＝684箇所
（2）グリーンライン
ドア横ポスター 全16編成×2箇所＝32箇所（2・3号車の各1箇所）

（1）5月8日～14日
（2）5月7日～13日

横浜市福祉保健研修交流センター「ウィリング横浜情報資料室 企画展」
テーマ：「身近な地域の見守り役 民生委員・児童委員について知ろう！」
主催：ウィリング横浜
共催：横浜市民生委員児童委員協議会

5月27日～6月30日

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

鶴見区

鶴見3大区民まつりである、「三ツ池公園文化・環境フェスティバル」にて、民生委
員・児童委員活動のPR活動を実施する。（啓発ティッシュ及び広報紙の配布）

5月18日
神奈川県立三ツ池公園

2

神奈川区

①パネル展
市民児協作成パネルと各地区で作成した各地区取組紹介を展示。
②全体研修会
活動強化週間の一環で、民生委員・児童委員の福祉への理解を深めるための研
修会を毎年5月に開催。当日は民生委員のPRチラシの配布や市民児協パネル展
示もあわせて行う。

①5月10日～24日
区役所区民ホール
②5月28日 13：30～15：30
神奈川公会堂

3

西区

民生委員・児童委員の活動紹介パネル展を開催。民生委員・児童委員が活動内
5月13日～17日 10：00～15：00
容を説明する。また、広報よこはま5月号西区版に活動紹介パネル展の開催のお
西区役所1階区民ホール
知らせを掲載する。

4

中区

パネル展の開催

5月7日～17日
中区役所本館1階ぱぴぽ広場（予
定）

5

南区

庁舎内に、民生委員の活動内容等を紹介するパネルを展示

5月8日～17日
南区役所1階 ギャラリー

1

63

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
南区
寿東部地区

民生委員のプラカードを掲げて、買い物中の方々の相談を受ける。また、民生委
員PRカードをティッシュペーパーにはさみ込み、区民の方に配付する。

港南区

区役所5階イベント・展示スペースにて、民生委員・児童委員PRパネルおよび各地
区民児協の活動紹介を掲示し、民生委員・児童委員が区役所来訪者に対し直接
PR活動を行う。なお、本年は区制および区民児協50周年にあたるため、例年のパ
5月10日～16日
ネル展示に加え、歴史を振り返り委員の声を区民の方へ届ける内容の展示物を
制作する。パネル展において、各地区民児協が案内係を担当し、それぞれの割当
時間帯で区民に直接PRを行う。

8

保土ケ谷区

①ほどがや花フェスタへのブース出店、PR
・啓発物品の配付
・相談コーナーの設置
・パネル展示、チラシ配架
②区役所広場でのパネル展示

①5月18日
星川中央公園
②5月10日～17日/区庁舎1階

9

旭区

旭区民生委員児童委員PRパネル展

5月8日～15日
旭区役所1階 情報発信コーナー

6

7

52

横
浜
市

5月12日
横浜橋商店街

10 旭区希望が丘南地区民児協

災害時要援護者支え合い対策
災害時要援護者が作成した「緊急時・災害時カード」の更新を民生委員が個別訪 4～5月
問し、調査する。結果を自治会ごとの要援護者マップにし、各自治会に配付および 横浜市旭区希望が丘南地区内の8
ゆるやかな見守りを依頼する。さらに、「緊急時・災害時カード」のコピーを作成し、 自治会
緊急時に使用できるように本人に配付する。

11 磯子区

①民生委員パネル展
②街頭での民生委員チラシ配布活動

12 港北区

民生委員・児童委員パネル展の開催
区民児協、区主任児童委員連絡会の紹介と、21地区の民児協が自らの活動を紹 4月22日～5月16日
介するパネルを1枚ずつ展示する。このことについて、広報よこはま5月号にPR記 港北区役所2階
事を掲載する。

13 都筑区

【民生委員・児童委員パネル展】
・民生委員・児童委員の紹介、各地区の活動に関するパネルの展示
・民生委員紹介パンフレット、絆創膏等のPRグッズの配布
5月8日～13日
・(5月9日のみ)広報委員会によるイベント実施（バルーンアート）
都筑区役所区民ホール
・平日は2～3名の民生委員が、パネルの説明、民生委員の紹介、アンケート協力
依頼を行う

14 戸塚区

5月12日が『民生委員・児童委員の日』であることや、民生委員の役割などについ
て、以下の媒体で広報を行う。
①横断幕の設置（戸塚区総合庁舎/戸塚駅側）
②広報とつか5月号で特集記事を掲載
③区役所庁舎内 窓口で周知（ポケットティッシュの配布など）
④タウンニュース戸塚区版 への掲載依頼

①4月26日～5月31日
②5月上旬
③5月中旬（予定）
④5月上旬（予定）

15 栄区

①民生委員PRパネルの展示（市社協から借用予定）
②本郷台駅周辺での「さかえ民児協だより」入りポケットティッシュの配布

①5月8日～17日
栄区役所本館1階ロビー
②本郷台駅前、FUJIスーパー前（予
定）

16 瀬谷区

①活動紹介パネル展
②広報よこはま瀬谷区版 5月号にPR記事を掲載
③区民児協広報紙「おとずれ第53号」の発行、班回覧

5月11日～20日
区役所区民ホール

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
・区、地区で広報啓発費に活用できる補助金を申請方式で給付。（年間1区上限3万円）
・民生委員・児童委員PRパネルを作成し、希望区・地区へ貸出し。

64

①5月11日～17日
磯子区役所1階、区民ホール
②5月14日
JR磯子駅周辺及び磯子区役所前

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

川
崎
市

川崎区民児協

2

幸区民児協

①幸区民生委員児童委員協議会総会及び記念講演会
②民生委員児童委員の活動紹介

3

中原区民児協

区内民生委員児童委員及び主任児童委員へ「こんにちは民生委員児童委員で
4月の各地区民協定例会（9地区）開
す」PRリーフレットを配布し、民生委員児童委員の日に合わせて広報活動を行う。 催日から5月末まで

4

高津区民児協

高津区の玄関口となるちらりデッキで高津区民児協オリジナルポケットティシュを
配付する。

5月10日溝口チラリデッキ

5

宮前区民児協

パネル展示、啓発物配布、民児協活動紹介ビデオ放映、相談コーナーの解説

5月13日～16日/宮前区役所ロビー

6

多摩区民児協

区民協より配布されたチラシを基に各地民児協にて、以下活動のいずれかを実
施。
①町会・自治会配布し回覧 ②町会・自治会において民生委員パンフレットの配布 5月1日～31日
及び説明 ③高齢者会、こども文化センター、公園等において、民生委員パンフ 各地区民協活動エリア内
レットを配布 ④いこいの家・町会会館へ民生委員パンフレットの配布 ⑤活動事
例発表と意見交換会 ⑥最寄駅にてチラシを配布

7

麻生区民児協

リーフレットを配布

54

①5月16日 13：00～16：00 幸区役
所
②5月7日～17日/幸区役所1階展示
コーナー

5月10日 13:00～/麻生区役所ロ
ビー

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

相
模
原
市

活動日時／場所 等

川崎区民生委員児童委員協議会チラシ（青）とオリジナルのウエットティッシュを
セットとにして、1000セット配布予定。 配付にあたっては、民児協のベストやのぼ
り旗を活用し、民生委員児童委員の広報強化に努める。また、市政だより川崎区
版5月号へ「民生委員児童委員の日」活動強化週間における取組運動について、
掲載を依頼。

1

53

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

・市役所本庁舎への民生委員・児童活動PR用の横断幕の掲出
・南区・緑区庁舎への懸垂幕の掲出
・あじさい会館（福祉会館）1階ロビーにてPRコーナーを設置し、市内22地区民児協の活動写真の展示と100周年記念ポ
スターの掲示等を実施

・横断幕・懸垂幕は5月1日～31日ま
で、市役所本庁舎等で掲出
・PRコーナーは5月13日～18日まで
あじさい会館1階ロビーで実施

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
1

光が丘地区民児協

活動の具体的内容
・活動写真の展示
・100周年記念チラシの配布及びポスターの掲示

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

新
潟
市

光が丘公民館 5月18日

活動日時／場所 等

①新潟市役所本館正面に 懸垂幕を設置
③市報にいがたにて民生委員・児童委員の紹介記事を掲載
③ＴｅＮＹいきいき新潟にて、民生委員活動について放送
55

活動日時／場所 等

①5月7日～.20日/新潟市役所
②掲載日未定
③放送日5月4日

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
1

活動の具体的内容

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）を着ての、地域内活動。
・あいさつ運動
・交通安全指導等、単位民児協により異なる。

65

活動日時／場所 等
5月～6月（法定単位民児協で異な
る）

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

・民生委員・児童委員の啓発用メモ帳(3000冊）を毎年作成する。
静岡市民児協常任理事会にて、5月11日に全区一斉に市内7カ所で「街頭キャンペーン」を開催するよう決め、街頭キャンペーンで配布する資材(静岡市民児協
オリジナルメモ帳および民生委員PRカードをビニル袋に入れたもの3,000セット)の準備を行う。3区にて1,000セットを下記のように取り組む。
・主任児童委員と協力して、「児童福祉週間」ののぼり旗を作成し、街頭キャンペーン開催時に使用し民生委員の日とあわせて啓発する。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

1

56

3

浜
松
市

駿河区民児協

清水区民児協

活動日時／場所 等

①民生委員活動啓発用懸垂幕掲示
②民生委員活動啓発用資材を通行中の市民に配布

①5月7日～5月20日
静岡市葵区役所外壁
②5月11日 13：30～
静岡市葵区呉服町通り商店街

①民生委員活動啓発用懸垂幕掲示
②民生委員活動啓発用のパネル展示(100周年パネル含む）・チラシ設置
③民生委員活動啓発用資材を通行中の市民に配布

①5月7日～31日） 静岡市駿河区役
所西側外壁
②5月7日～20日/市駿河区役所北
側ロビー
③5月11日 11：00～
イトーヨーカドー静岡店・アピタ静岡
店

①民生委員活動啓発用横断幕掲示
②民生委員活動啓発用資材を通行中の市民に配布
③民生委員活動啓発用パネル展示、チラシ設置

①5月10日～17日
静岡市清水区役所外壁
②5月11日 11：00～14：00
清水エスパルスドリームプラザ、ザ・
ビック蒲原店、タイヨー由比蒲原店、
イオン清水店
③5月10日～17日
静岡市 清水保健福祉センター入
口・ロビー

静
岡
市
2

57

葵区民児協

活動の具体的内容

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

①第8回浜松市民生委員児童委員大会の開催
第1部：民児協会長表彰等 第2部：全員研修
②PR活動
強化月間中、民生委員ののぼり旗を掲げる。

①5月13日 13：30から
アクトシティ大ホール
②強化週間期間中

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

活動強化週間の5月に自治体の広報紙（広報なごや）で民生委員・児童委員活動を紹介している。

5月1日

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

58

名
古
屋
市

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

第67回東区民生委員・児童委員大会
名古屋市民生委員児童委員連 区内の民生委員・児童委員が一堂に会し、今日の地域福祉の諸問題に取り組む 5月31日
盟東区支部
ため、活動の重点事項を確認し、活動の強化を図るとともに、講演会を開催し、民 名古屋国際ホテル
生委員・児童委員として必要な知識習得の機会とする。

2

民生委員・児童委員活動のPR
名古屋市民生委員児童委員連
5月
本市作成の民生委員・児童委員活動PRチラシを組回覧（区域内の全自治会への
盟東区支部
東区内全域
回覧板）を行い、民生委員・児童委員の役割等を区民に周知する。

3

児童福祉週間及び民生委員活動強化週間に合わせて、北区支部の広報活動を
名古屋市民生委員児童委員連 行っている。
盟北区支部
北区支部の広報物品を作成し、北区役所管内及び、楠支所管内の区民の方へ
PRを行う。

4

第47回 中川区民生委員・児童委員大会
名古屋市民生委員児童委員連 活動強化週間に合わせて区内の民生委員・児童委員が一堂に会し、今日の地域 5月21日/名古屋マリオットアソシア
盟中川区支部
福祉の諸問題に取り組むため活動の重点事項を確認し、活動の強化を図るととも ホテル
に、講演会を開催し民生委員・児童委員として必要な知識習得の機会とする。
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(1)5月9日 10:00～/北区役所正面
玄関等
(2)5月10日 9:30～/楠支所及び楠
地区会館

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

59

都道府県・
指定都市名

京
都
市

取り組み内容
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

5月1日～31日
○ 例年，「民生委員・児童委員の日」としてポスターを作成している。掲示期間は一定5月1日～31日としているものの、
市役所、区役所・支所（京北出張所
引き続き掲示可能な方にはそのまま掲示していただくよう、協力を依頼している。
含む）、民生委員・児童委員の自宅
○ 市民しんぶんに民生委員・児童委員の制度概要及び問合せ先を掲載予定。
前
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

PRポスターの作成及び各区民児協への配付、掲示依頼。

各区民児協

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

1

都島区民生委員児童委員協議
5月10日から5月20日
都島区役所に懸垂幕及びのぼりを設置して民生委員・児童委員とその活動のPR
会
都島区役所及びその周辺

2

福島区民生委員児童委員協議
地下鉄構内の区掲示板に民生委員のポスターを掲示する(5月中)
会

5月中
野田阪神・玉川駅

3

此花区民生委員児童委員協議 ・区庁舎正面外壁にスローガンの入った懸垂幕を掲示
会
・区庁舎正面玄関にスローガンの入った「のぼり」を掲示

5月10日～17日
此花区庁舎外壁及び玄関前

4

5月7日～17日
此花区伝法地区民生委員児童 伝法小学校児童の登下校時に通学路の小学校裏門、国道43号、無優園前、デイ
伝法小学校裏門、国道43号、無優園
委員協議会
リーヤマザキ此花店前横断歩道にて安全見守り活動を行う。
前、デイリーヤマザキ此花店前

【日々の委員活動の強化に基づくPR活動】
民生委員・児童委員の日活動強化
日常活動として実施している要援護者・児童の見守り活動を強化し、「PRカード」
週間を中心に各委員の地域でPR活
や「児童委員・主任児童委員リーフレット」を活用し地域住民の認知度を高める啓
動を実施
発活動を行う
5

60

中央区民生委員児童委員協議
会

大
阪
市
6

7

8

9

【広報媒体を使用したPR活動】
中央区役所庁舎正面へ懸垂幕を設置、中央区役所庁舎広報板及び中央区内
OsakaMetro駅通路に設置の区役所広報用掲示板（15か所）に民生委員児童委員
活動啓発ポスターを掲出してPR活動を行う

民生委員・児童委員の日活動強化
週間に中央区役所庁舎及び中央区
役所広報板を利用してPR活動を実
施

懸垂幕・のぼりの掲示

5月1日～31日 西区役所

西区広報紙にPR記事掲載

5月号

ポスター掲示・PR冊子配布

5月7日～20日 西区役所3Ｆ

区内スーパー店頭で啓発活動

調整中

区役所1ＦにてPRＤＶＤを放映

未定

区役所にてPRカード設置

未定/エレベータ前

民生委員児童委員強化週間
懸垂幕

5月
区役所

西区民生委員児童委員協議会

港区民生委員児童委員協議会

大正区民生委員児童委員協議
会
「第16回親子のつどい」
5月26日
各地域で活動している子育てサークルの交流と、乳幼児親子のふれあいと仲間づ
コミュニティセンター
くりの場を提供し、児童の健全な育成に寄与し、民生委員児童委員活動を広める
5月中区役所のエントランスホールに懸垂幕、のぼりを出す

5月中区役所エントランスホール、区
役所入口

広報誌に掲載

5月号 広報誌

浪速区民生委員児童委員協議
会

10

(a)懸垂幕『支えあう 住みよい社会 地域から』を区役所庁舎壁面に掲げる
西淀川区民生委員児童委員協
(b)区役所広報紙「きらり☆にしよど5月号」（5月1日発行予定）に民生委員活動等
議会
を掲載する

11

西淀川区内各地区協議会（12
地区）

12

淀川区民生委員児童委員協議 各地区ごとに、児童福祉週間とあわせた活動強化期間中に行われる地域行事で 5月5日～18日
会
PRカードを配布する
各地区の会館等

(a)通年/区役所南側壁面
(b)5月1日～5月31日/区役所広報紙

12地区協議会がそれぞれ日時・場所を設定して街頭啓発活動（啓発グッズ等を配
5月中に日時を設定/駅頭・スーパー
付する）を実施する
マーケット周辺
（襷やジャンパー等を着用-外見上民生委員とわかるように、のぼりも使用する）
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№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

13

区役所出張所における懸垂幕の掲示

5月9日～20日

東淀川区民生委員児童委員協
区役所での活動紹介のパネルの掲示
議会

5月9日～20日

区役所内でPR動画(ＤＶＤ)の放映

5月9日～20日

「民生委員・児童委員、主任児童委員活動パネル展」の開催及び啓発活動

5月9日～11日 9：00～17：30
旭区社会福祉協議会 1階 市民ボ
ランティアルーム

「民生委員・児童委員、主任児童委員活動パネル展」の開催及び啓発活動

5月13日～18日 9：00～17：30
旭区社会福祉協議会 3階 多目的
室

14 旭区民生委員児童委員協議会

鶴見区庁舎周辺（敷地内）及び区庁舎1階にのぼりを設置、活動強化週間ポス
ターを庁舎内に掲示、周知啓発用ポケットティッシュ・リーフレットを窓口で配付す
5月1日～31日/鶴見区庁舎、区庁舎
るとともに民生委員・児童委員紹介のアナウンスを行う。また、区の青色防犯パト
周辺、区社会福祉協議会事務室前
ロールカーに全民連の標語「支えあう住みよい社会地域から」を掲示したマグネッ
及び区内全域
トを付け区内パトロールを行う。あわせて、区社会福祉協議会事務室前にものぼ
鶴見区民生委員児童委員協議 りを設置し、周知啓発物品を窓口で配布する。
15
会
子育て支援事業の「 愛 Ｌｏｖｅ こども フェスタ 」開催時に受付にて、民生委員児童
5月24日 10：20～14：00/鶴見区区
委員の周知啓発用のポケットティッシュ・リーフレットを配布するとともに、民生委
民センター全館、鶴見図書館（多目
員児童委員協議会コーナーで民生委員・児童委員の紹介のパネル等を掲示す
的室）
る。（各箇所にのぼりの設置、横断幕の掲示も行う。）

60

大
阪
市

16

阿倍野区民生委員児童委員協
区役所での「のぼり旗」を使用したPR活動
議会

5月10日～20日
阿倍野区役所

17

敷津浦地区民生委員児童委員
地区運動会で区長が一日民生委員となって民生委員とともにPR活動
協議会

5月26日/敷津浦小学校

18

加賀屋東地区民生委員児童委
地区運動会で区長が一日民生委員となって民生委員とともにPR活動
員協議会

5月19日/加賀屋東小学校

19 墨江地区

住吉区民生委員児童委員協議会ロゴ入りベスト着用
PRカード入りティッシュ 250個、参加予定人数8名

5月11日 11時～11時45分
南海高野線沢ノ町駅

20 清水丘地区

住吉区民生委員児童委員協議会ロゴ入りベスト着用
PRカード入りティッシュ 100個、参加予定人数14名

5月11日 13時～14時30分
阪堺電車我孫子道駅・安立町駅周
辺

21 遠里小野地区

PRカード入りティッシュ 100個、参加予定人数4名

5月12日 13時～15時
遠里小野会館(バザー会場)

22 東粉浜地区

PRカード入りティッシュ 200個、参加予定人数10名

5月12日 10時30分～11時
東粉浜小学校(春まつり会場)

23 住吉地区

住吉区民生委員児童委員協議会ロゴ入りベスト着用
PRカード入りティッシュ 250個、参加予定人数8名 参加予定人数未定

5月18日 10時～11時
府立病院前ライフ前

24 長居地区

PRカード入りティッシュ 500個、参加予定人数30名

5月17日～以降各戸配布
長居地区

25 南住吉地区

住吉区民生委員児童委員協議会ロゴ入りベスト着用
PRカード入りティッシュ 300個、参加予定人数22名

5月12日 11時～12時
3ヶ所 JR我孫子町駅、南住吉1丁目
周辺、4丁目周辺

26 山之内地区

PRカード入りティッシュ 600個、参加予定人数未定

5月19日 9時～15時
大和川中学校(大運動会)

住吉区民生委員児童委員協議会ロゴ入りベスト・たすき着用
PRカード入りティッシュ 1000個、参加予定人数30名

5月12日 11時～12時
地下鉄あびこ駅周辺

27

依羅・苅田・苅田北・苅田南地
区

28

東住吉区民生委員児童委員協 懸垂幕掲示
議会
啓発物品(PRカード入り)ポケットティッシュ配布

5月13日～17日
区役所壁面
区役所周辺

29

矢田中地区民生委員児童委員
子ども食堂開催
協議会

5月5日
ひまわり会館
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№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

30

60

大
阪
市
31

日時未定（「民生委員・児童委員の
日」の週）
平野区役所玄関前

平野区民生委員児童委員協議
街頭啓発
会

区役所庁舎に活動スローガン記載の懸垂幕を設置する。

5月12日～18日
区役所庁舎西側

活動PRポスターの掲示

4月26日～5月31日
OsakaMetro岸里駅構内掲示板

西成区民生委員児童委員協議
会

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

民生委員・児童委員の日に民生委員児童委員等が駅頭および周辺に立ち、堺市民児連作成啓発用リーフレット・堺市民 5月10日 16時～17時
児連PRウェットティッシュの配布と啓発パネル・のぼりを活用して活動の啓発を行なう
南海高野線 堺東駅前および周辺
61

堺
市

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名
1

62

神
戸
市

活動の具体的内容

堺市各区民生委員児童委員協
区民まつりにおいて、民児協ブースの設置および民生委員児童委員広報啓発活
議会（堺・中・東・西・南・北・美
各区は平成31年度中に順次実施
動
原）

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

各地区にて、PRカード、リーフレット、パンフレットを活用し、啓発活動を行う。

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

63

岡
山
市

活動日時／場所 等

活動日時／場所 等

5月12日
市内民生委員・児童委員の有志が、「民生委員・児童委員の日」に元岡山県知事笠井信一銅像周辺に集まり、済世顧問
岡山市北区丸の内2丁目
制度創設者である笠井信一氏を顕彰する。
笠井信一銅像周辺

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
街頭キャンペーンを行う単位民児協があり、その際の配布物として、全民児連発行のPRチラシ（Ａ4）や市民児協で作成したPRチラシを必要部数提供。
■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

64

広
島
市

1

広島市安佐南区民児協

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

活動強化週間中に、安佐南区内の単位民児協ごとに、区域内の人が集まる場所 日時は未定／JRの駅や福祉セン
で、民生委員・児童委員ののぼり旗を掲げ、PRポケットティッシュを配布する。
ター等

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
1の取組については、広島市民児協の平成31年度「モデル区民児協事業」として指定しており、年間10万円の助成金を交付することとしている。同様の取組が
他区でも広がるよう、実施後は、会議や研修で報告してもらう予定である。
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

北九州市内の支援を必要とする人を把握し、継続的かつ適切に援助するために、各区と協力して福祉台帳を作成（5月
12日を調査基準日とする）。
作成した福祉台帳の集計数は行政に提出し、情報を共有する。

65

北
九
州
市

4月中旬～6月上旬

・民生委員・児童委員活動啓発パネル展を開催。委員活動紹介パネル（約30枚）や民生委員児童委員協議会ののぼり等
5月15日～22日
を会場内外に掲示する。
※よろず相談は5月21日のみ
・民生委員・児童委員による活動紹介や日頃の不安や悩みへのよろず相談の実施。認知症カフェ「カフェ・オレンジ」と共
ウェルとばた交流プラザ
同開催する。
北九州市社協のキャラクター「プチボザウルス」と北九州市の人権推進のキャラクター「モモマルくん」に「一日民生委員・
5月21日
児童委員」を委嘱し、広報活動を行う。
北九州市政だより（5月15日号）
5月12日が「民生委員・児童委員の日」であることと、上記民生委員・児童委員活動啓発パネル展等の開催について、市 ※全戸配付
報及び北九州市社協広報紙に掲載し、市民の方へ周知する。
北九州市社協だより（5月1日号）
※全区組回覧
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№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

活動の具体的内容

活動日時／場所 等

担当地区の支援を必要としている人を把握し、継続的かつ適切に援助するために
4月中旬～6月上旬
福祉台帳を作成する。
1

門司区民児協

活動強化週間に合わせ、門司区民生委員児童委員総会を開催。
5月17日 13:30～
また、総会にて、主任児童委員部会によるパネル展示を行い、児童委員活動の周
門司市民会館
知、啓発を図る。
日頃の見守りや相談活動の中で、支援を必要とする方を把握するため、「福祉台
4月中旬から6月上旬
帳」の整備・更新を行う。

2

小倉北区民児協
「民生委員・児童委員の日」に合わせ、小倉北区民児協総会を開催する。

5月14日 13：00～
北九州市立男女共同参画センター・
ムーブ

担当地区の支援を必要としている人を把握し、継続的かつ適切に援助するために
4月中旬～6月上旬
「福祉台帳」を作成する。
3

小倉南区民児協

活動強化週間にあわせ、区内24地区の民生委員・児童委員が一同に会する総会
5月12日 12：30～16：00
を開催。
小倉南生涯学習センター4階、
総会の開催にあわせ、会場入り口に民生委員・児童委員の活動啓発パネルを掲
大ホール
示し、啓発活動に取り組む。
担当地区の支援を必要としている人を把握し、継続的かつ適切に援助するために
4月中旬～6月上旬
「福祉台帳」を作成する。
若松区役所正面玄関に民生委員児童委員ののぼり旗を掲示。

4
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5月中旬
若松区役所正面玄関

若松区民児協
活動強化週間に合わせ、若松区内の民生委員・児童委員が一堂に会し、若松区 5月28日 13:30～
民生委員児童委員協議会総会を開催。
若松区役所 特別会議室

北
九
州
市

5

八幡東区民児協

若松区役所1階市民ロビーにて民生委員・児童委員活動啓発パネル展を実施。

5月もしくは6月
若松区役所内

担当地区の支援を必要とする人を把握し、継続的かつ適切に支援するために福
祉台帳を作成する。

4月中旬～6月上旬

民生委員・児童委員活動紹介パネル展を実施し、啓発活動に努める。

4月16日～25日
八幡東区役所 市民ホール

活動強化週間を迎えるにあたり、八幡東区民生委員児童委員協議会総会を開催 5月14日 13:30～
する。
レインボープラザ7階 71会議室
支援を必要とする人を継続的かつ適切に援助するため、北九州市・八幡西区・区
内33地区民児協が協働し、5月12日を基準日とした実態等の再確認活動により、 4月中旬～6月上旬
「福祉台帳」を作成する。
6

八幡西区民児協
八幡西区内33地区全ての民生委員・児童委員が一堂に会し、総会を開催。活動
5月15日 13:30～16:00
方針や基本目標の周知徹底や記念講演等の開催をとおし、地域福祉活動に資す
黒崎ひびしんホール 大ホール
る学びを深める。
担当地区の支援を必要としている人を把握し、継続的かつ適切に援助するために
4月中旬～6月上旬
「福祉台帳」を作成する。
活動強化週間に合わせて、PRカードを戸畑区内民生委員・児童委員に配付し、
PRカードを活用した民生委員活動の周知を図る。

7

戸畑区民児協

4月中旬～6月上旬

5月1日～31日
戸畑区内12の市民センター及び戸畑区役所に民生委員・児童委員ののぼりの掲
戸畑区内 全市民センター
示やPRチラシの配布を行い、民生委員活動の周知を図る。
戸畑区役所
戸畑区内12地区全ての民生委員・児童委員が一堂に会し、総会を開催。活動方
針の周知徹底や研修会を行い、民生委員活動の充実を図る。
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5月28日 13:30～
ウェルとばた 2階 多目的ホール

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容

活動日時／場所 等

①街頭キャンペーンの実施（PRリーフレットの配布等）
②博多どんたく港まつりのパレード参加（民生委員音頭を踊りながら，横断幕，のぼりを掲げパレードを行う）
③市役所にて横断幕を掲示
④市役所ロビー等において，デジタルサイネージによる放映
⑤市広報物（市政だより各区版）による活動紹介

①活動強化週間中
②5月4日 天神周辺
③活動強化週間中
④活動強化週間中
⑤活動強化週間中

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
市区町村(単位)民児協名

1

2

66

福
岡
市

3

4

5

6

活動の具体的内容

東区民児協

・民生委員・児童委員PRカード、リーフレット等の配付と職務の再確認をする。
・地域と連携し、高齢者・障がい者等の要援護者と子どもの安心安全への見守り
を強化する。
・民生委員・児童委員PRチラシを区役所内、関係課窓口に設置する。
・区役所1F広報用モニターで、PRメッセージや活動等を放映し広報する。
・市政だより(東区版)に民生委員の活動等紹介を行い広報に努める。

博多区民児協

・PR懸垂幕を区役所庁舎に掲示する｡（5月10日～5月20日）
・区役所1Ｆ広報用モニターでPRメッセージを放映する。
・民生委員児童委員PRカードによる地域での訪問、啓発活動を行う。
・地域や学校と連携し，登下校時に児童の安全安心への見守り，声かけ活動を行
う。
・市政だより(博多区版)に民生委員児童委員活動の紹介やPR記事を掲載する｡
・民生委員各自による福祉票の点検整理を行う。
・全員に腕章
・公民館だよりに掲載

中央区民児協

・区役所1F広報用モニター（4台）でPRメッセージを放映する。
・小学校，地域団体及び住民と連携し、児童の安全を見守る取り組みに協力す
る。
・民生委員・児童委員PRカードによる地域での訪問、啓発活動を実施する。
・民生委員各自による福祉票の点検整備を行う。

南区民児協

・PR懸垂幕を区役所庁舎に掲示する(5月1日～31日)。
・民生委員・児童委員PRカード・チラシ・ティッシュを配付し、民生委員・児童委員
及びその活動の周知を図る。
・区役所1Ｆ広報用モニターにおいて、PR用メッセージを放映する。
・福祉票の整備を行う。
・市政だより（南区版5/1号）にPR記事を掲載する。
・登下校時に声かけ、見守りを強化する。
・要支援家庭の見守りを強化する。
・登下校時の青色防犯パトロールカーに乗車する。
・公民館だよりに活動PR記事を掲載してもらう。
・のぼり旗を公民館に立てる。
・地区民児協の民生委員広報紙を作成し地域に回覧する。

城南区民児協

・民生委員・児童委員PRカードによる地域での訪問・啓発活動
・民生委員各自による福祉票の点検整備
・地域との連携による要援護者、子どもなどを主眼とした地域福祉活動への取り
組み
・活動強化週間期間中における区役所庁舎への懸垂幕の掲示
・区役所ロビーでの民生委員活動のPR映像（ＤＶＤ）放映
・市政だより(城南区版)に民生委員活動等の紹介記事の掲載
・城南区ＨＰブランディングエリアにPR画像掲載

早良区民児協

・街頭キャンペーンの実施
・福祉票の点検整理を行う。
・民生委員・児童委員PRリーフレットやPRカードを活用。
・通学路において登下校時に、声掛けやPRカードの配布を行う。
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活動日時／場所 等

令和元年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」 全国各地での取り組み予定

№

都道府県・
指定都市名

取り組み内容

7
66

福
岡
市

西区民児協

・姪浜駅・JR九大学研都市駅で，横断幕を掲示のうえ，民生委員・児童委員のPR
リーフレット入りのティッシュを配布する。
・各地区民児協においても，民生委員・児童委員のPRリーフレット入りのティシュを
配布する。
・区役所の庁舎に懸垂幕（標語掲載）を掲示する。
・市政だより「西区版」に民生委員・児童委員の活動記事を掲載する。
・西区役所1階に設置しているテレビモニターに民生委員活動内容を掲示する。
・西保健所1階に設置しているデジタルサイネージに民生委員活動内容を掲示す
る。
・民生委員・児童委員各自による福祉票の点検整備を実施する。
・民生委員・児童委員PRリーフレット「民生委員・児童委員をご存知ですか」を地区
民児協の活動として地域団体等に配布し，活動の周知を図る。

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定
・市民児協作成の法被，横断幕，のぼりの貸出し
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
活動の具体的内容
67

熊
本
市

活動日時／場所 等

［市長同行］
＜高齢者見守り訪問活動への市長および区長同行＞
5月7日 午後（2時間程度）
市長および区長（5区）が民生委員･児童委員の高齢者見守り訪問活動に同行されるものである。市長の訪問先は5区順 西区三和地区民児協
番で決定しており、今年度は西区を訪問される。
［区長（5区）同行］
※日時、場所ともに調整中
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