
令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名

活動日時／場所　等
活動日時
　　５月12～13日
活動場所
　　北海道庁道政広報コーナー

1 函館市民生児童委員連合会
◆第57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。

５月１８日、函館市芸術文化ホール

2 函館市第１～３０方面民児協
◆世帯調査票の整備
　民生委員・児童委員が住民基本台帳の閲覧等により、世帯調査を実施する。

4月30～5月17日、各対象世帯

3
夕張市第１地区民生児童委員
協議会

ﾃｰﾏ〔支えあう　住みよい社会　地域から〕
◆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
◆各地区広報紙発行予定

①日　時　　5月12～18日

4
夕張市第２地区民生児童委員
協議会

ﾃｰﾏ〔支えあう　住みよい社会　地域から〕
◆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
◆各地区広報紙発行予定

①日　時　　5月12～18日

5
夕張市第３地区民生児童委員
協議会

ﾃｰﾏ〔支えあう　住みよい社会　地域から〕
◆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
◆各地区広報紙発行予定

①日　時　　5月12～18日

6
稚内市民生児童委員連絡協議
会

◆啓発活動
活動強化週間中は、民生児童委員ののぼり旗を事務局がある社会福祉協議会内
に設置してPRする予定。また、民生児童委員は、社会福祉協議会が運営する心
配ごと相談所に協力しているため、相談日にはのぼり旗を掲げてPRする予定。

5月12～18日、民児協事務局

7
紋別市民生委員児童委員連絡
協議会

①児童登校時の交通安全啓発
　３地区において、朝の登校時の交通安全啓発を実施。
②広報活動
　市広報５月号に活動啓発記事を掲載。

①5月12～14日

8
三笠市民生委員児童委員協議
会

①広報活動
　市広報５月号に活動啓発記事を掲載。
②啓発活動
　道民児連から提供を受けた啓発チラシを各世帯を訪問し配布。
③登校時の通学路の見守り（声掛け運動）
　参加できる委員が、子どもの登校時間帯に自宅近くの通学路を見守り、声掛け。
スクールバスのバス停が近い場合は、その場所で見守り。
④放課後児童クラブへの通学路見守り
　参加できる委員が、児童館利用児童（50名程度）の学校から児童館への移動
を、6か所にて１時間程度見守り。

①5月1日号
②5月12～18日
③5月12日。以降は毎月12日に実
施。
④4月7日（入学式）～9日の3日間。

9
千歳市第１１地区民生委員児
童委員協議会

①子どもたちへの声掛け活動
　地区小学校での声掛け運動を拡大して実施予定。
②日常的な活動の強化
　以下の活動を意識的に実施
　・担当地区住民状況の把握
　・悩みごと相談の対応
　・高齢者安否確認巡回

①5月11日、祝梅小学校
②随時、担当地区内

10
滝川市民生委員児童委員連合
協議会

◆広報活動
　市広報５月号に活動啓発記事を掲載。

11 砂川市民生児童委員協議会 ◆「あいさつ運動」への参加
5月18～20日、市内学校および保育
所

12
富良野市民生委員児童委員協
議会

①広報活動
　市広報５月号に活動啓発記事を掲載。
②住民支え合いマップの取り組みの強化
　市連合町内会および単位町内会と、地区担当民生委員等の連携を深め、住民
支え合いマップの理解と協力を得る。
③学校との連携
　主任児童委員を中心に、担当民生委員等が担当地区の小中学校を訪問し、学
校との連携を図る。

①5月13日発行
②随時、連合町内会、単位町内会
③3月下旬～4月上旬、小学校8校、
中学校5校

13
恵庭市恵庭地区民生委員児童
委員協議会

◆清掃活動
　小学校の校庭等のゴミ拾い等の清掃活動を、児童、保護者、教職員と共に実
施。

5月15日、恵庭小学校

14
恵庭市柏地区民生委員児童委
員協議会

①あいさつ活動
　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
図ると共に、交通指導を実施。
②学校との連携強化
　小中学校の生活指導の教員等から、学校が抱える悩み等を聞いて情報共有を
図る。

①5月10～14日早朝、通学路の交差
点
②5月14日、地区内の小中学校

15
伊達市全単位民児協（5民児
協）

①啓発活動
　道民児連から提供を受けた啓発リーフレットを活用しPR活動を実施。
②広報活動
　道民児連から提供を受けた広報版下を活用し、広報誌発行によるPR。

①5月12～18日、訪問時
②5月12～18日、訪問時

16
北広島市東部・西の里地区民
生委員児童委員協議会

①広報・啓発活動
　感染症予防を徹底したうえで、担当地区内で民生委員活動に理解と協力が得ら
れるよう、民児協が作成した広報誌を配布する。
②訪問活動
　感染症予防を徹底したうえで、独居高齢者・障がい者・要支援者宅を世帯訪問
すると共に、困りごと相談に応じる。合わせて、特殊詐欺等の注意喚起。
③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。
④関係機関との連携強化
　高齢者支援センターと情報交換・共有して、介護予防・権利擁護等の理解を深め
日々の活動に生かす。

①強化週間期間中（以降も継続）、
担当地区内

②強化週間期間中（以降も継続）、
担当地区内

③4月、通学路交差点（以降も継続）

④適宜実施

1 北海道

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

○啓発パネル展の実施
　北海道との共催により、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
展示するとともに、啓発用のリーフレットを配布するなど、啓発活動を実施する。

■ 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
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

17
北広島市大曲・西部地区民生
委員児童委員協議会

①あいさつ運動
　地区民児協名入りのベストを着用し、小中学校の校門前であいさつ運動を実
施。
②広報活動
　活動啓発チラシ、民児協広報紙「ほほえみの郷」を訪問配布。

①5月12日、小学校3校、中学校2校

②5月12～18日、担当地区内高齢者
世帯

18
石狩市民生委員児童委員連合
協議会

①広報活動
　町内会館等にPRポスターを掲示。
②啓発活動
　道民児連から提供を受けた啓発チラシをポスティングし、活動内容の周知を図
る。

①5月12～18日
②5月12～18日

19
南幌町民生委員児童委員協議
会

◆広報活動
　町広報５月号に活動啓発記事を掲載。

20 上砂川町民生児童委員協議会
◆広報活動
　町民に担当地区民生委員の名前を周知することを目的に、町広報5月号に民生
委員・児童委員名簿を掲載。

21
長沼町民生委員児童委員協議
会

◆研修会の開催
　母子・父子・児童関連の研修会を開催。

5月17日

22
妹背牛町民生委員児童委員協
議会

①広報・啓発活動
　担当民生・児童委員の紹介を兼ねた独自の広報誌（チラシ）を作成しPR活動を
実施。
②世帯台帳の点検・整備
③地域見守り活動

①5月12日、新聞折込

②活動強化期間中
③5月17日、町内各所

23 当別町民生児童委員協議会
◆他機関との連携強化
　各認定こども園、小中学校の新１年生に対して、民生児童委員啓発チラシと名
簿を配布予定。

4～5月

24
日高町民生委員児童委員協議
会

◆広報活動
　町広報５月号に活動啓発記事を掲載。

25
新冠町民生委員児童委員協議
会

◆広報活動
　町広報５月号に活動啓発記事を掲載。

26 福島町民生委員協議会
◆啓発活動
　活動に関するチラシを作成、配布

5月初旬

27 森町民生委員協議会

①広報活動
　町広報５月号に活動啓発記事を掲載。
②啓発活動
　チラシ、PRポケットティッシュを配布。

②5月、さくら祭り会場
　9月、ふるさと祭り会場

28
長万部町民生委員児童委員協
議会

◆担当地区内の見守り強化 5月12～18日、町内全域

29
せたな町民生委員児童委員協
議会

◆広報活動
　町広報５月号に活動啓発記事を掲載。

30
剣淵町民生委員児童委員協議
会

①啓発活動
　懸垂幕の掲揚
②広報活動
　町広報５月号に活動啓発記事を掲載。
③訪問活動等
　PRチラシの配布（担当地区全世帯）

①4月下旬～5月下旬、役場庁舎内

③4月第4木曜日、学童保育所配架

31 羽幌町民生委員協議会 ◆羽幌警察署と連携して見回り活動 5月16日

32
浜頓別町民生委員児童委員協
議会

◆学校訪問
　児童・生徒の様子や教育現場の課題の把握

5～6月頃、小中学校

33
遠軽町民生委員児童委員協議
会

①啓発活動
　公共機関、大型スーパーマーケット、各学校付近に、啓発のぼり旗を掲揚
②広報・訪問活動
　民生委員児童委員だより「ほほえみ」を発行、町内全戸に配布。（公共機関や町
内各小学校には送付）訪問時には、名札の携行、腕章、民児協ジャンパー又はポ
ロシャツを着用。

5月12～31日、町内各所

34
湧別町民生委員児童委員協議
会

◆広報活動
　民児協独自の広報誌（チラシ）の全戸配布。

5月10日

35 雄武町民生児童委員協議会
◆広報活動
　町広報に活動啓発記事を掲載。

36
大空町民生委員児童委員協議
会

◆訪問活動
　民生委員・児童委員の名刺を作成し、訪問の際、道民児連から提供のあったパ
ンフレットと共に配布。

5月12～18日

37
上士幌町民生委員児童委員協
議会

①広報活動
　町広報５月号に活動啓発記事を掲載。
②花植えボランティア
　調査内老人福祉施設にて実施

①5月25日発行
②5月下旬

38
広尾町民生委員児童委員協議
会

◆広報活動
　町広報５月号に活動啓発記事を掲載。

39
中標津町民生委員児童委員協
議会

◆広報活動
　町広報５月号に活動啓発記事を掲載。

活動日時／場所　等

5月12日（水）

1 北海道

2 青森県

■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

■ 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

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
の広報を実施します。

○啓発リーフレットの作成および配布
　民生委員・児童委員活動や、新型コロナウイルス感染症予防等の普及・啓発を目的とした啓発リーフレットを102,000部作成し、令和３年３月中旬に全道の市
町村民児協に提供。
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№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

活動日時／場所　等

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 末崎地区民児協
民生委員・児童委員や民児協の役割について説明したチラシ（A4）を作成し、「館
報まっさき」と一緒に全戸（約1,400戸）配布します。

5月12日（水）末崎地区内

2 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を行います。
②市広報誌に民生委員・児童委員の日に合わせて、単位民児協の活動を紹介し
ます。
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
を放送します。

①５月中／花巻市内

②５月１日号
③５月６日放送（５月１１日再放送）

3 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などの相談に応じるため、PRカードを活用し、要援護者世帯
等への訪問活動を実施します。

5月12日（水）～18日（火）

4

①一関市民生委員児童委員連
絡協議会

②山目地区民協

①一関市の広報5月１日号に民生委員の日を掲載します。広報は一関市の全世
帯に配布されます。
②山目地区の全世帯に回覧板に民生委員の日にちなんで、担当民生委員の紹介
と民生委員の役割等を紹介

5 雫石町民児協 民生委員活動のPRチラシを作成し全世帯へ回覧します。 5月12日（水）～5月14日（金）
6 住田町民児協 「民生委員・児童委員PRチラシ」による一斉訪問活動を実施します。 5月12日（水）

7 山田町民協

①５月発行の山田町役場発行の「広報やまだ」に民生委員・児童委員についての
記事を掲載予定です。
②「一日こども民生委員」と題し、町内の小学生を一日民生委員として委嘱し、一
緒に高齢者宅の訪問活動を実施予定です。

①５月／町内全戸配布

②調整中

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 石巻市民児協
広報用ポスター、リーフレットを使用したPR活動を実施。また、民生委員・児童委
員の日に合わせ、「市報いしのまき」に委員活動について掲載する。

5月中
市内全域

2
気仙沼市民児協
南三陸町民児協
（本吉ブロック民児協）

三陸新報紙面を使用し、民生委員・児童委員の日に合わせて広告を掲載。5月12
日が民生委員・児童委員の日であること、民生委員・児童委員活動の紹介、連絡
先等を周知する。

5月12日（水）

3 多賀城市民児協
市民児協オリジナルPRポストカードを作成。行政と共同し啓発活動に取り組む。
市役所ロビーに広報用ポスターの掲示、内数日間は民生委員・児童委員（人数を
制限）よりロビーにおいてリーフレットを配布し、啓発活動を実施。

5月10日（月）～5月18日（火）

4 栗原市一迫地区民児協 社会福祉協議会一迫支部と連携した、見守り活動を実施予定。
５月中
担当地区内

5 東松島市民児協

5月１日号の東松島市広報及び東松島市社協だより（いずれも市内全戸配布）に
「5月12日は民生委員・児童委員の日」のPRと民生委員・児童委員についての啓
発、東松島市での活動状況の記事を掲載する。
広報用ポスターを各市民センター(8か所)、各地区センター(約60か所)に掲示し、
PR活動を実施。

5月中
市内全域

6 蔵王町民児協
PR用のリーフレット等を持参し、要援護者世帯へ無理のない程度に訪問する。訪
問が難しい場合は、電話等にて対応する。

5月12日（水）～5月18日（火）

7 大河原町民児協
懸垂幕やのぼり旗を設置しPR活動を行い、広報用リーフレットを福祉対象と思わ
れる家庭にポスティングする。

5月中
役場庁舎、担当地区内

8 七ヶ浜町民児協
各担当地域内の単身高齢者及び高齢者のみ世帯の戸別訪問を実施し、七ヶ浜町
民児協独自で作成したポケットティッシュを配布する。

5月中
町内全域

9 涌谷町民児協
オリジナルポケットティッシュなどを町内2か所のスーパーマーケット入口で配布す
るPR活動を実施。また、民生委員の顔写真と電話番号、フードバンクの案内を掲
載したチラシを社協5月広報と併せて全世帯に配布予定。

5月中
町内のスーパーマーケット2か所、町
内全域

10 女川町民児協
広報用ポスターを町内全域の掲示板に掲示。また、町役場、社協のロビーにおい
て、のぼり旗の設置、リーフレット・ポケットティッシュ配布コーナーを開設したPR活
動を実施。

5月中
町役場、社協、町内全域

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 男鹿市北浦民児協

①北浦民児協PR看板の設置（地区内２か所）
　「町づくり　目をかけ　声かけ　手をかけて」

②一人暮らし及び高齢者世帯を訪問し、見守り活動を実施。訪問時の記録票及び
チラシを持参し、状況の聞き取り等を行う。

①５月１２日～１８日

2 湯沢市三関地区民児協
①登下校の見守り・あいさつ運動

②単身高齢者宅の全戸訪問
①②５月１２日～１８日

3 東成瀬村民児協
右記の期間を活動強化週間と定め、各地区ネットワーク連絡会の開催に合わせて
要援護者マップの見直し、整備を地域の関係者と協働して行います。

５月１２日～６月３０日

4

5 秋田県

岩手県3

宮城県
■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■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・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55,000部作成し、民生委員、市町村民児協、行政、社協に配布します。

「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1,500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9,300部を作成し、各市町村民児協へ配布。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。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 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

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、社協に配布します。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

3



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

活動日時／場所　等
①活動強化週間に合わせて
②5月号に掲載予定
活動強化週間に合わせて掲載
③活動強化週間～

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 山形市民児協
①市報への民生委員・児童委員に関する記事の掲載
②市施設（公民館、コミュニティセンター）でのPRグッズ配置

活動強化週間に合わせて実施

2 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
の世帯票の見直し

地区町内５月頃

3 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いただくために、地区の
チラシを配布する

５月中

4 米沢市愛宕地区民児協
コロナウイルス感染症防止対策を取りながら活動を行い、高齢者を中心とした訪
問・声かけ活動を強化

５月頃

5 鶴岡市民児協
①のぼり旗の設置

②市広報へ記事掲載

①５月１２日～（予定）
　　市役所及び庁舎前
②５月号

6 酒田市第１民児協 琢成小学校で、先生たちと子どもたちの様子を話合う
5/12～19日の間で１日
（日程調整中）

7 酒田市第３民児協
①主にニーズ該当世帯を訪問し、近況確認調査を行う。
②下校時に（新１年生には必ず）見守りし、「声かけ」を行う。

①５月連休後および10日以降各家
庭を訪問
②5/10～10日間。各通学路及び信
号機で実施。

8 酒田市第４民児協
①登校時に立哨指導、あいさつ運動を行う
②自治会の回覧板等を活用し、担当地区の民生委員・児童委員名を周知する

①5/10（月）～5/14（金）
　各担当地区
②4月～5月
　各担当地域（自治会）

9 酒田市第６民児協 担当地区で児童の登下校見守り、あいさつ運動を行う ５月中

10 酒田市第10民児協
①スクールバス停や登校班の集合場所で見守り、あいさつ
②未就学児とその家族とともにおまつりごっこをし、ふれあいを楽しむ
③地区ボランティアと協働で、要援護者に配食とともに絵手紙を届ける

①5/12（水）～5/14（金）各場所
②5/22（土）9：30～11：30
　本楯コミュニティセンター
③5/13（木）

11 酒田市第１１民児協
①全戸訪問又は要援護者宅への一斉訪問
②社会福祉協議会および地域包括支援センターとの学習会
③担当地区へ民生委員・児童委員名の周知

5/12～18の間（日程調整中）

12 酒田市八幡民児協
児童の登校時、各担当地区の安全の気になるところに立って、あいさつの声かけ
をしながら見守る

5/12～18の間に各委員の都合に合
わせて各担当地区に立つ

13 酒田市松山民児協

①要援護者宅への一斉訪問
②東部中学校、松山小学校への訪問
　（授業参観及び学校との意見交換）
③学童保育所を訪問、児童への声かけ
④地域包括支援センターまつやまとの意見交換

5/12～18の間（日程調整中）

14 酒田市平田民児協
①登校時に校門前で挨拶運動を実施する
②民生委員・児童委員のチラシ配布

①5/12
　田沢小学校、南平田小学校
　5/13
　東部中学校
②日時や場所（地区）は委員に
　ゆだねる

15 新庄市第１～４区民児協
①民生委員活動のPR（市内大型店舗でティッシュなどの配布）
②市報に「民生委員・児童委員の日」の記事掲載
③活動強化期間中に広報車で市内をPRする予定

５月１６日（日）
５月市報

16 寒河江市民児協 地域福祉推進委員との同行、見守り訪問実施 一斉取り組み期間

17 村山市民児協
①市庁舎の「民生委員・児童委員の日」広報看板の掲示
②市広報への記事の掲載

①５月１０日～５月末
②５月１日号

18 長井市民児協
①民生委員活動のPRカード全戸配布
②「命のバトン」の推進

19 天童市民児協
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
②「民生委員・児童委員の日」懸垂幕の掲揚

①５月１日
②５月１日から５月３１日まで
　市役所正面玄関

20 東根市民児協
①「民生委員・児童委員活動の日　活動強化週間」について市報掲載
②活動強化の広報と周知のため、庁舎正面玄関と福祉課前にのぼり旗の設置
③民生委員・児童委員PRカードを活用した訪問活動の実施

①市報5月１日
②5月12日（水）～5月18日（火）
③5月12日（水）～5月18日（火）

21 尾花沢市民児協
①市報での周知
②ホームページによるPR
（http://www.obanazawa-syakyo.jp/minjikyo_2021.html)

22 山辺町民児協
①町内の全小中学校を訪問し意見交換会を実施予定
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やPRを図る

①5/12～14　各小・中学校
②5/15日号　町広報誌

23 中山町民児協 町内の大型スーパーマーケット及び温泉施設においてPRチラシを配布予定 5月16日

24 河北町民児協
①町報に民生委員・児童委員の活動について記事掲載
②町役場正面玄関に「民生委員・児童委員の日」懸垂幕の掲揚

①5月1日号掲載予定
②民生委員・児童委員活動強化
　週間中掲揚予定

25 大江町民児協
担当地区ごとの全戸に対し「民生委員・児童委員の活動紹介PRカード」を配布し、
PR活動を実施する

５月１６日（日）／町内全地区

26 最上町民児協 町内一斉行動日として家庭訪問を実施
５月１６日
各担当地区において実施

27 真室川町民児協 PRカードを用いて、担当地区内での訪問活動の強化
５月１２日～５月１８日
各々の担当地区

28 戸沢村民児協
新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、小中学校前で登校児童へのあいさ
つ運動。その後校長との情報交換会を行う

５月１２日～１８日／戸沢小中学校

29 高畠町民児協 訪問活動の強化 ５月
30 川西町民児協 町報に「民生委員・児童委員の日」の記事掲載 町報かわにし５月号

31 小国町民児協

委員それぞれが、担当地区へのPR活動を行う予定。直接訪問するのではなく、電
話やSNS等を活用し新しい安否確認の方法などを行ってみる。また、聴力が弱い
方、スマートフォンなどを持っていない方に対しては、今まで通りの方法で行う。そ
の際には感染予防を徹底する

５月１２日～１８日
町内全域

32 飯豊町民児協 要援護者の支援に関わる非常時連絡訓練の実施 ５月１６日（日）午前中

山形県6
■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

活動の具体的内容
①市町村民児協に対し、民生委員・児童委員PRチラシやパンフレットを配布し、民生委員・児童委員活動の地域への周
知強化を促進する。
②県社協と連携し、県社協機関紙「たすけあい」への寄稿や県社協ＨＰにて活動の取り組みを紹介
③県社協玄関ホールに民生委員・児童委員特設ブースを作り、民生委員・児童委員のPRを行う予定

4



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

7 福島県

活動日時／場所　等

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

伊達市民児協

各方部民児協
（5方部）

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
レットを全戸配布します。

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期間内に掲示
することで、さらなるPR強化に努めます。

5月中

5月12日（水）～5月18日（火）

2 桑折町民児協

1.「社協だより」、ホームページに民生委員・児童委員、主任児童委員の活動の様
子や相談ごとの記事を掲載して住民へ周知。
2.母親クラブ（就学前の子どもと母親または賛同者）で月1回開催される事業に交
代で参加し支援をしPRしている。
3.地域・学校の行事に参加してPRをしている。
4.地区の見守りを兼ねた訪問時にチラシやティッシュを配り、PRしている。

1.社協だより　年4回、ホームページ
都度
2.4月から3月

3.開催時等
4.都度

3 国見町民児協
主任児童委員が心配ごと相談（児童相談）を実施します。
要援護者宅の訪問を実施します。

5月7日（金）9：00～12：00
国見町観月台文化センター第二和
室
5月12日（水）～5月21日（金）

4 田村市常葉方部民児協
・全戸にチラシを配布し、民生児童委員に相談しやすい地域づくりを推進する。
・独居老人や高齢者世帯を重点的に訪問し、コロナ禍においても孤立しないよう声
かけと会話を交わして親睦を深める。

5/12（水）～5/18（火）
5月中

5 田村市船引方部民児協

「行政（保健師）または民生委員・児童委員、主任児童委員にご相談ください」等の
内容を記載したチラシを回覧板で配布。
子どもの預かり等を行っているところへ「行政（保健師）又は民生委員・児童委員、
主任児童委員にご相談ください」等の内容を記載したチラシを配布。

5/12（水）～5/18（火）

5/12（水）～5/18（火）

6 田村市大越方部民児協
要援護者宅の全戸訪問の実施
ひとり暮らし及び高齢世帯の生活支援のため、高齢者等の支援事業を周知する

5月～6月
5/12（水）～5/18（火）

7 田村市滝根方部民児協
福祉票の整備のため現在の状況確認を兼ねて高齢者世帯・一人暮らし高齢者等
を訪問する。

5月中

8 田村市都路方部民児協
要支援者宅の戸別訪問（または電話確認）を実施し、安否確認と共にチラシを配
布する。

5月12日（水）～5月18日（火）

9 石川町民児協
新型コロナウイルス感染防止対策を講じたうえで、要援護者宅への電話、または
訪問による安否確認を行います。各方部の活動において住民にPRします。

5月中

10 浅川町民児協
福祉票や緊急連絡カード等の確認を行いながら、訪問活動及びPR活動を行いま
す。
また、民生委員・児童委員の活動内容や活動の様子を町広報誌に掲載します。

町広報誌５月号に掲載
５月中

11 三春町民児協
1．危険防止標識調査の実施（PTA、消防団と連携）
2．高齢者世帯への訪問活動を実施
3．お元気コール（テレフォンサービス）の実施

5月～6月中
通年
毎週土曜日　通年

12 小野町民児協
各地域で民生委員・児童委員、主任児童委員の活動や相談ください等の活動名
刺（PRカード）を利用して住民へ周知。

5月中

13 中島村民児協
村広報紙に、民生委員・児童委員、主任児童委員の地区担当者名等と活動や相
談について掲載し、住民へ周知。

5月中

14 塙町民児協
行政広報誌に民生委員・児童委員の活動や相談ください等の記事を掲載して住
民へ周知。

5月中

15 鮫川村民児協

1．こどもセンターの行事（いちご狩り等)に主任児童委員が参加し活動を支援する
と共にPR活動を実施する。
2．行政区で実施する「ふれあい広場地区支援事業」において、民生児童委員内
容を記載したパンフレット、チラシ、ポケットティッシュ等を配布。
3．村内の一人暮らし高齢者・高齢世帯を訪問し実態把握とともに、パンフレットや
チラシを配布する。
4．地区の区長・民生委員と分担し、日本赤十字社 社費増強運動の協力を兼ねて
訪問活動。

1．5月

2．5月／村内7行政区

3．5月

4．5月～6月

16 会津若松市民児協
地区担当民生委員：PRカード及びチラシを活用した見守り、相談支援活動
主任児童委員：子育て支援協力及び保育所～中学校訪問の際、啓発グッズを活
用したPR活動の実施

随時

17 西会津町民児協 県民児協が作成予定の全戸配布パンフレットの配布でPR。
県社協PRパンフレット配布計画に従
う

18 湯川村民児協 湯川村全戸の訪問を実施します。 6/1(火）～6/30（水）

19 三島町民児協
要援護者宅の全戸訪問を実施する。その際、三島町民児協作成のチラシ、PR
カード、PRチラシを持参する。

5/16（日）

20 金山町民児協
福祉票等の整備を行いながら、新型コロナウイルス感染症予防対策をして訪問活
動及びPR活動を実施します。

5/12(水）～5/18（火）を中心に行い
ますが、できない場合は5月中に実
施。

21 昭和村民児協
・高齢者世帯や見守りが必要な世帯を中心に訪問しPRチラシの配布と緊急連絡
カードの整備。
・主任児童委員2名は、村内の子育て世帯を訪問し前医師やPRチラシを配布。

5月12日（水）～5月18日（火）

22 会津美里町民児協

「会津美里町民生児童委員協議会便り」として、民生委員・児童委員の活動内容と
担当地区委員の名簿を記載したチラシを配布。
無理のない範囲での担当地区の全戸訪問等（電話での対応も含む）。訪問時はマ
スクを着用し、コロナウイルス感染拡大予防に努める。

5月1日全戸配布

5月中
23 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

24 檜枝岐村民協
5月のお知らせ版に、民生委員の活動や相談してください等の記事掲載依頼して
周知予定

5月中

25 相馬市民児協
そうま市民まつりにおいてパンフレットを配布し、地域住民に民生委員・児童委
員、主任児童委員の活動についてPRをする。

11月初旬

26 大熊町民児協
主任児童委員を中心に学校訪問を実施し関係機関との連携強化に努める。また、
訪問活動時にPRチラシを配布等をおこなう。

5月中（ただし、新型コロナウイルス
感染症の影響を鑑みて取り組むこと
とする）

27 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
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、ブログ、社協広報にて民児協
活動や取組みについてのPR活動。

5/12（水）～5/18（火）

随時

28 飯舘村民児協
行政広報物に民生委員・児童委員活動に関するチラシ等を同封して住民へ周知
する。また社協広報紙に民生児童委員協議会に関する記事を掲載します。

5月中

29 いわき市平第2方部民児協 要援護者の全戸訪問を実施 5月12日～5月18日

活動の具体的内容

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

各市町村民児協での活動を推進する。
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

7 福島県
30 いわき市平第3方部民児協

①要援護者を全戸訪問し避難行動の確認を実施
②PRカード、ポケットティッシュ配布

①4月中
②5月中

31 いわき市平第5方部民児協
①要援護者宅の全戸訪問を実施
②高齢者等の支援、見守りを要する世帯の把握・発掘

5月12日～5月18日

32 いわき市平第6方部民児協
①児童の登下校時の見守り・あいさつ運動
②関係機関への委員名簿の送付
③避難行動要支援者宅の訪問実施

5月12日～5月18日

33 いわき市平第7方部民児協
①神谷地区球技大会
②平第6小学校授業参観
③毎月1日の朝のあいさつ運動

①5月6日　9：00～
②5月16日、7月2日　10：00～
③毎月1日　7：00～

34 いわき市平第８方部民児協 「こんにちは民生委員・児童委員です」のチラシを地区内要援護者宅に全戸配布 5月12日～5月18日

35 いわき市平第9方部民児協
①訪問活動において緊急連絡カードの配布と登録推進
②訪問活動における課題について事例検討を実施

①5月12日～5月18日
②5月6日　定例会にて実施

36 いわき市平第10方部民児協
①要援護者宅の戸別訪問
②児童の事故防止啓発活動

①5月6日　9：00～
②5月1日～5月6日

37 いわき市平第11方部民児協
①高齢者のみ世帯、高齢者独居世帯の全戸訪問時にPRカードやポケットティッ
シュの配布、担当民生委員の周知を図る。
②「おはよう」あいさつ運動の実施

①5月12日～5月18日（重点実施）
②毎月20日（20日が土日の場及び
祝祭日の場合はその前日）

38 いわき市小名浜地区民児協 地区内の金融機関及び郵便局でのPRポスター掲示
5月10日～6月6日
(実施期間は変更する場合もありま
す)

39
いわき市常磐地区民児協／内
郷地区民児協

新型コロナウイルス感染症感染予防・拡大防止のため、普及啓発活動は見送るこ
ととし、戸別訪問の際にPRカードやポケットティッシュを配布する。

随時

40 いわき市小川地区民児協 要援護者宅の全戸訪問 5/12～5/18を中心に実施
41 いわき市田人地区民児協 要援護者宅の全戸訪問 5月中旬～下旬

42
いわき市久之浜・大久地区民
児協

駅周辺施設及び商業施設において、民生委員・児童委員の活動内容の街頭啓発
運動を実施（チラシ、ポケットティッシュ等の配布）

5/12　9：00～
久ノ浜駅⇒セブンイレブン久之浜駅
前店⇒商業施設「浜風きらら」敷地
内へ移動

活動日時／場所　等
・会長副会長合同研究協議会
　　6/17及び7/1
　　大洗シーサイドホテル
・民生委員児童委員教室
　　9/16及び9/30
　　大洗シーサイドホテル

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
水戸市民生委員児童委員連合
協議会

①水戸市の広報誌に民生委員・児童委員の日についての記事を掲載依頼予定
②茨城放送「マイタウン水戸」5月8日放送分に出演し活動のPRを予定。
③PRカード入りのポケットティッシュを市役所窓口などに備えおき、市民に自由に
手に取ってもらうことを予定。なお、令和元年度まで例年水戸駅南口ペデストリア
ンデッキで行っていた街頭キャンペーン（PRカード入りティッシュ配り）については、
新型コロナウイルス感染対策のため行わない。

左記①広報みと5月1日号
左記②5月8日放送分
左記③5月6日から5月末まで

2
日立市連合民生委員児童委員
協議会

５月５日号市報にて民生委員・児童委員の活動内容等について掲載し、民生委
員・児童委員制度の周知を図る。

3
古河市民生委員児童委員第１
～５協議会

市広報にて、民生委員・児童委員活動の記事を掲載します。（１ページ） 古河市広報５月号（5/1全戸配布）

4
結城市民生委員児童委員協議
会

市広報誌へ掲載
（民生委員・児童委員の活動内容及び活動強化週間について掲載し、市民の皆
様に周知することにより、民生委員・児童委員へ気軽に相談しやすくする。

５月１日号の広報誌へ掲載し，市民
へ全戸配布

5
龍ケ崎市民生委員児童委員連
合協議会

①PR文書を小学校１年生と中学生１年生に配付
②紹介文書を全戸配付（住民自治組織に加入していない世帯は除く）

左記①5月12日（水）
左記②5月17日（月）～18日（火）

6
下妻市民生委員児童委員協議
会

担当地区内のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の方、ひとり親家庭の方
等を一斉訪問。委員活動を紹介するチラシとメッセージ入りポケットティッシュを配
りながら、民生委員・児童委員が身近な相談相手であることの周知を図る。

５／１６（日）の一斉取り組み日を中
心に、活動強化週間（５／１２～１８）
の中で取り組む。

7

常総市水海道地区民生委員児
童委員協議会
常総市石下地区民生委員児童
委員協議会

救急医療情報キットの更新を実施。また、新規申込者も集中的に受付し、今後の
見守り活動を継続する。

・各支援者宅へ訪問や電話
・日中～夜間など時間については
様々である。

8
笠間市友部地区民生委員児童
委員協議会

定例会で民生委員・児童委員の抱える課題を抽出するため、「気になるシート」を
配布し各自提出。後日その課題を議題として、検討会を行う。

5月7日（金）
笠間市社会福祉協議会会議室

9
取手市中部地区民生委員児童
委員協議会

各担当地区内の小学校への通学路において
・登校班集合場所の確認
・学年人数の把握
・通学路の危険個所等の点検報告

5/12～5/18内に，担当地区内の通
学する児童の集合場所から小学校
までの通学路を実際に歩いてみて草
や木が伸びてないか，側溝等調べ
報告をまとめて関係機関に提出す
る。

10
潮来市民生委員児童委員協議
会

ポケットティッシュ等配布
５月１２日（金）市内スーパーマー
ケット数か所

11

那珂市那珂第１地区民生委員
児童委員協議会
那珂市那珂第２地区民生委員
児童委員協議会
那珂市瓜連地区民生委員児童
委員協議会

例年、ひとり暮らし高齢者宅への一斉訪問を実施
各委員が担当地区を回り、状況確認やPRを行います。その際、啓発活動も兼ね
て、詐欺被害防止チラシなどの配布等を行います。

５月１２日の民生委員の日に併せ，
当日および前後の期間で該当者宅
を訪問。

12
筑西市連合民生委員児童委員
協議会

市広報紙5/15号に、民生委員・児童委員の特集記事を掲載
5月12日
（市広報紙5/15号配布日）
※筑西市内全戸配布

13
稲敷市民生委員児童委員協議
会

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ッシュの配布
②民生委員・児童委員の名簿と活動内容等を市広報への折り込み

左記①活動強化週間／各訪問世帯
左記②市広報５月号

14
桜川市民生委員児童委員協議
会

見守り活動を兼ねた災害時要支援者台帳新規登録者調査を実施する予定。

5月の活動強化週間を中心に各担当
地区において実施する予定。（感染
症流行等によっては調査期間を柔
軟に変更する）

8
■ 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

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、今後の民生委員・児童委
員活動について活動発表等を行う予定。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

茨城県

6



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

8 茨城県 神栖市神栖地区・波崎地区民
生委員児童委員協議会

５月１５日号（広報紙発行日）
神栖市発行の広報紙に民生委員・
児童委員のPR掲載

神栖市神栖地区民生委員児童
委員協議会

１０月中旬（神栖市文化センター周辺）
神栖市で行われるイベント「かみす
フェスタ」で民生委員・児童委員の啓
発活動を予定しております。

神栖市波崎地区民生委員児童
委員協議会

８月下旬（神栖市波崎海岸周辺）

神栖市で行われるお祭り「きらっせ
祭り」で巡回指導を行い，民生委員・
児童委員の啓発を兼ねた活動をして
おります

行方市玉造地区民生委員児童
委員協議会

活動強化週間中に定例会を行い、PR活動を行うことを、民生委員に周知する。
5月14日
北浦公民館

行方市北浦地区民生委員児童
委員協議会

名刺とパンフレットの配布を地元地区で行い、民生委員・児童委員のPR活動、地
域の見回り強化を推進する。

5月14日～18日

行方市麻生地区民生委員児童
委員協議会

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化する。

5月14日～18日

鉾田市鉾田地区民生委員児童
委員協議会

懸垂幕・のぼり旗の設置
大型店舗における啓発品の配布

期間：5/12～5/18
強化週間の土日の夕方/大型店舗
にて

鉾田市旭地区民生委員児童委
員協議会

旭地区民児協のスローガンを入れた懸垂幕を庁舎駐車場に提示
期間：5/12～5/18
場所：旭総合支所駐車場

鉾田市旭地区民生委員児童委
員協議会

活動強化週間にあわせ、ひとり暮らし高齢者を見守りながら、民生委員・児童委員
の活動について周知・啓発を行う。

5月
鉾田市大洋地区

18
小美玉市美野里地区民生委員
児童委員協議会

PR活動（チラシやボールペン等の配布）
5月15日（土）/トキワ園芸農協花木
センター

19
茨城町民生委員児童委員協議
会

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。 町広報（5月15日）への掲載

20
東海村民生委員児童委員協議
会

・「広報とうかい」５月１０日号で民生委員・児童委員活動の周知・啓発を行う。
・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日号への活動記
事掲載

21
大子町民生委員児童委員協議
会

街頭キャンペーン（予定） 町内大型店舗

22
阿見町民生委員児童委員協議
会

①福祉票の点検
　各自チェックシートで自己点検。中学校区ごとに役員が確認を行い、助言や指導
をする。
②町広報誌に掲載「民児協だより」（部会別活動状況報告　５名）
③町広報誌に掲載「民児協だより」（中学校区別活動状況報告　３名）

左記①５月／定例会
左記②12月号／行政区加入の世帯
に回覧板で配布
左記③3月号／行政区加入の世帯
に回覧板で配布

23
利根町民生委員児童委員協議
会

町内２店舗に場所の提供協力をいただいて、民協で作成した相談窓口案内一覧
チラシを配布し活動PRをする。

5月13日（木）
町内2店舗入り口付近駐車場

24
守谷市南地区民生委員児童委
員協議会

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
防止啓発用チラシ」を配布予定。また、「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・児童委員名を記載したチラシ」を町内会で回覧予定。

5月12日（水）～5月18日（火）
ただし、活動強化週間に限定せず、
コロナウイルス感染予防に配慮しつ
つ日取りを決定する。

25
守谷市中央地区民生委員児童
委員協議会

民生委員・児童委員の役割と地区担当者を周知するため町内会回覧を実施す
る。
名簿閲覧による６５歳以上独居・７０歳以上のみ世帯の状況を把握する。

5月12日（水）～5月18日（火）
ただし、活動強化週間に限定せず、
コロナウイルス感染予防に配慮しつ
つ日取りを決定する。

26
守谷市北地区民生委員児童委
員協議会

６５歳以上の独居者・７０歳以上のみ世帯の状況の把握に努め、地域の見守り活
動を強化する。

5月12日（水）～5月18日（火）
ただし、活動強化週間に限定せず、
コロナウイルス感染予防に配慮しつ
つ日取りを決定する。

鹿嶋市みたらし地区民生委員
児童委員協議会

みたらし地区内の小学校にて、活動強化週間ののぼり旗と民生委員のタスキを身
に着け、立哨活動及びあいさつ運動を行う。

活動強化週間（5/12～5/18）期間中
のうち何日か/高松小・鹿島小・豊津
小・鉢形小

鹿嶋市さざなみ地区民生委員
児童委員協議会

さざなみ地区内の小学校にて、活動強化週間ののぼり旗と民生委員のタスキを身
に着け、立哨活動及びあいさつ運動を行う。

活動強化週間（5/12～5/18）期間中
のうち何日か/三笠小・波野小・豊郷
小・鉢形小・平井小

鹿嶋市はまなす地区民生委員
児童委員協議会

はまなす地区内の小学校にて、活動強化週間ののぼり旗と民生委員のタスキを
身に着け、立哨活動及びあいさつ運動を行う。

活動強化週間（5/12～5/18）期間中
のうち何日か/大同東小・大同西小・
中野東小・中野西小

9 栃木県

活動日時／場所　等

５月１３日（木）／１８：００～５分程度

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 宇都宮市民児協 市庁舎内に横断幕を掲示し，活動内容の周知を図る。
５月６日（火）～５月３１日（月）／宇
都宮市役所

一人暮らし高齢者及び夫婦等２人暮らし高齢者宅を訪問し、ポケットティッシュ、
PRカード等を配布する。（東校地区、相生地区、梁田地区）

５月１２日（水）～５月１８日（火）

町内ふれあいサロン、元気アップ体操会場で参加者にポケットティッシュ、PRカー
ドを配布する。（北郷地区）

５月１２日（水）～５月１８日（火）／各
町内の自治会館

山辺公民館入口に「民児協強化月間」の旗を立てるとともに、足利市民プラザ・山
辺公民館窓口にPR用ポケットティッシュを置く。（山辺地区）

５月１２日（水）～５月１８日（火）

3 栃木市民児協 全戸配布の市広報紙により、民生委員の活動を広く広報する。 「広報とちぎ」５月号

4 佐野市民児協
単位民児協ごとに、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
パーマーケット等での啓発用パンフレット配布する。

５月１２日（水）～５月１８日（火）

広報かぬまやケーブルテレビ等で民生委員・児童委員のPRを実施する。 ５月／鹿沼市内
保育所、小学校、中学校への訪問活動を実施。（北部地区） ５月上旬／北部地区

6 日光市民児協
期間中、市内各地（12か所）において市民児協連合会で作成した「民児協のぼり
旗」を掲示する。

5月12日(水）～5月18日(火)／市内
各地、スーパーマーケット、ドラッグ
ストア等

7 真岡市民児協
市の窓口カウンターにおいてPRチラシを配布するとともに、週報（５月７日）で「民
生委員・児童委員の日（民生委員・児童委員活動）」について掲載。

５月１２日（水）～５月１８日（火）

8 大田原市民児協 広報「おおたわら」（５月号）で民生委員・児童委員の広報記事を掲載する。 ４月２４日配布
独居・高齢者世帯を、見守り重点訪問を実施するとともに、小学校下校時に立哨
する。

５月１２日（水）～５月１８日（火）／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
事を掲載する。

５月１日（土）

5

矢板市民児協9

27

活動の具体的内容
とちぎテレビ番組（イブ６プラス）の「県政ひとくちメモコーナー」において、民生委員・児童委員制度の概要や活動内容を
周知する。

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

16

17

足利市民児協

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

15

鹿沼市民児協

2

7



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

9 栃木県
10 那須塩原市民児協

各地区民児協において、PRカード、チラシの配布を実施し、民生委員・児童委員
活動をPRする。

５月１２日（水）～５月１８日（火）

11 さくら市民児協
市内の民生委員・児童委員が一斉に独居の高齢者宅を訪問し、福祉チョコを配布
する。

５月中旬

12 下野市民児協
高齢者等宅訪問時に強化週間用PRカード等を手渡し配付するとともに、５月１２
日に市民生委員・児童委員全員を対象に研修会を実施する。

５月１２日（水）～５月１８日（火）

担当地区の戸別訪問時に委員の連絡先を記載したリーフレットの配布及び社会
調査名簿の加除を行う活動など、地域のつながり、地域力の強化活動を実施す
る。

５月中旬から６月中旬

町広報誌（５月号）に、民生委員・児童委員の日、活動強化週間、民生委員・児童
委員の役割を記載し、全地域住民に民生委員・児童委員の活動内容を周知する。

５月初め

14 芳賀町民児協
町内の一人暮らし高齢者等の調査を実施するとともに、広報誌で民生委員・児童
委員の活動を紹介しPRする。

５月中

15 壬生町民児協
新型コロナウイルスワクチン接種会場において、民生委員・児童委員活動PRリー
フレット等を使用し、民生委員・児童委員活動をより正しく理解してもらうようPRを
実施する。

５月１２日（水）～５月１８日（火）

16 野木町民児協
民生委員活動啓発ポスターを駅に掲示するとともに、「広報のぎ」５月号に民生委
員・児童委員の日と民生委員活動についての記事を掲載する。

５月１２日（水）～５月１８日（火）

17 塩谷町民児協
民生委員・児童委員についての周知内容を記載したマスクを販促物として製作し、
町内３カ所に分かれて訪れた人々に配布を行う。

５月１３日（木）／ダイユー、道の駅、
上平ポケットパーク

18 高根沢町民児協
活動強化週間として地域の見守り活動（訪問）を重点実施するとともに、町ホーム
ページ及び町広報紙へ民生委員・児童委員活動PRのためのページを掲載する。

５月１２日（水）～５月１８日（火）

19 那珂川町民児協
町ケーブルテレビで民生委員・児童委員の活動をPRするとともに、広報で民生委
員・児童委員の活動をPRする。

5月1日(土)～5月15日(土)／ケーブ
ルテレビ、5月10日(月)～／広報

■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

活動日時／場所　等

・ラジオ放送の日程は、
5月12日11：30～　（放送予定）

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 下仁田町民児協
活動強化週間に合わせ、広報しもにた５月号に民生委員・児童委員についての記
事を掲載し、町民に民生委員活動を周知する。

５月１日～５月３１日

2 大泉町民児協
町広報紙（４月１０号）及び町ホームページに民生委員・児童委員の活動内容を掲
載。

５月１日～５月３１日

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 本庄市民児協
１　市役所入口に懸垂幕を掛ける
２　市広報５月１日号にて民生委員・児童委員を紹介する記事を掲載する
３　各自治会館入口に「民生委員強化週間」の立看板を設置する

1　５月７日～１８日　市役所
2　５月１日
3　５月１日～１９日　各自治会館

2 滑川町民児協
　町内の小学校３校と中学校１校で民生委員・児童委員、主任児童委員による「朝
のあいさつ運動」を実施する。その際、「民生・児童委員」のたすきをかける。

５月１３日　町内小中学校

3 上尾市民児協

１　市広報・市庁舎電子モニターにおいて、民生委員・児童委員の活動について周
知を行う。
２　市ホームページにおいて、強化週間・民生委員・児童委員の活動内容につい
て周知を行う。

1　５月上旬
2　５月中

12 千葉県

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 銚子市
各地区の定例会にて、中核地域生活支援センター「海匝ネットワーク」の職員にお
越しいただき、事業紹介や相談支援内容の講演をしていただくことで、地域の困り
ごとの実情を知り理解を深める。

4月～5月/各地区の定例会

2 市川市

４～５月の地区協議会で各種リーフレットを必要数各委員へ配布し、地域住民へ
の民生委員活動の周知に努める。
新型コロナウイルス感染状況等に留意し、ポスティングを中心に可能な範囲で実
施する。

４月中旬～５月中
市川市内

3 船橋市
船橋市広報誌の「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
を掲載

５月１日号

4 成田市 市社会福祉協議会広報紙にPR記事を掲載 5月1日

5 旭市
民生委員・児童委員の存在や活動を周知するため、道の駅を訪れた方々にPR用
パンフレット等を配布する。

〇日時
５月１２日（水）
午前１１時から
〇場所
旭市道の駅
「季楽里あさひ」イベント広場

6 柏市

柏市役所（地域包括支援課）から住民基本台帳を基にした声かけ訪問対象世帯
の一覧情報をベースに、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供を同時に行っているが、今年度は新型コロナウイル
ス感染症予防の観点から声かけ訪問事業を中止。対象世帯の情報提供は例年
通り。訪問にこだわらず、電話や手紙等も含めた状況把握を行い、必要に応じて
得た情報を地域包括支援センター等へ報告し、関係機関との連携を深める。

５月１５日～６月３０日／市内

7 市原市
地域住民に民生委員・児童委員、主任児童委員の周知や理解を深めてもらい、よ
り活動の充実につながるよう、活動区域内や協力事業でのパンフレット配布を実
施予定。

〇活動日時
　５月１日～５月３１日
〇場所
　活動区域内や地域内での協
　力事業(サロン活動や地域行
　事・イベント等)

11

群馬県10
■ 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

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

●FM群馬にて放送
・ラジオCM放送（５月１２日～１８日）　「民生委員・児童委員について」を説明
・ラジオ放送　※県民児協会長インタビュー出演（生電話）　「民生委員・児童委員について」

●上毛新聞にて掲載
・上毛新聞への広告掲載（５月１２日）「民生委員・児童委員の日」の周知

上三川町民児協13

埼玉県

PR用グッズ（ふせん紙）を配布する。

8



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

12 千葉県

8 君津市

・君津市社会福祉協議会広報紙「福祉きみつ」に民生委員・児童委員のPR記事を
掲載する。
・君津市広報紙「広報きみつ」に民生委員・児童委員のPR記事を掲載する。
・民生委員・児童委員活動啓発リーフレットを新規訪問者や関係者等へ配付し、
PR活動を行う。

4月

5月
6月

9 袖ケ浦市
毎月発行している「そでがうらし社協だより（５月１５日号）」において、民生委員の
特集を組み、住民への民生委員活動の周知を行う予定。

5月15日

10 山武市 電話による安否確認の強化週間とする。
5月12日（水）から5月18日（火）
高齢者世帯等を電話により安否確
認を行う。

11 大網白里市

・市ホームページ及び広報において、民生委員・児童委員の活動周知を図る。
・区長会総会において、民生委員・児童委員の活動周知を図る。

【訪問活動が再開できる場合】
・ショッピングセンター等（未定）で、活動に係るリーフレット及び周知活動用ポケッ
トティッシュの配布を実施する。

・５月号広報
・５月１日～５月１８日ホームページ
公開

【訪問活動が再開できる場合】
・５月１４日（金）　13:30～
　市内ショッピングセンター等

12 横芝光町
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
及び町内小中学校の児童・生徒の状況把握

・５月～６月
町内全域で高齢者世帯調査

・５月～６月初旬
町内小中学校訪問

13 東京都

活動日時／場所　等
①5月中／都内（小笠原村を除く）全
地区を走る一部バス車内

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 都内全地区

・パネル展
・ポスター・チラシ掲示
・コミュニティバス内ポスター掲示
・懸垂幕掲示
・SNS・ホームページ上で活動紹介
・街頭PR活動

5月12日～18日を中心に各区市町村
役所等

14 神奈川県

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 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します。
5月10日～14日／平塚市本庁舎1階
多目的スペース

2 鎌倉市民児協
民生委員・児童委員の日に合わせて１週間、活動紹介等のパネル展示を行いま
す。

5月11日～５月17日/鎌倉駅前地下
道ギャラリー

3 茅ヶ崎市内各地区民児協
街頭キャンペーン。新型コロナウィルスの終息後に、啓発用グッズ（リーフレットを
入れたポケットティッシュ）を各地域へ配布し、PRを行う。（予定）

5月中/各地区

4 茅ヶ崎市民児協 民生委員・児童委員の横断幕の設置
5月1日～5月31日/茅ヶ崎市役所付
近　ふれあい橋

5 三浦市民児協 市広報５月号に民生委員PR記事を掲載。 ５月１日市内全戸配布。

6 海老名市民児協
右記日程にて、活動パネル展を開催。各地区の活動の様子をパネルにして展示。
また、民生委員・児童委員活動PR用リーフレットの配置。市の広報にてPR予定。

5月17日(月)～21日(金)
9：00～15：00
／市庁舎１階エントランスホール

7 座間市第一地区民児協 丁目ごとに独居高齢者宅の現地確認を実施。
５月１２日（水）～
５月１８日（火）

8 座間市第二地区民児協 世帯調査
５月１２日（水）～
５月１８日（火）

9 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挨拶まわり、災害時要援護者名簿の確
認・整理
地区広報誌の発行※６月発行予定

５月１２日（水）～
５月１８日（火）

10 座間市第四地区民児協 ヒロウンジャー実施。（ゴミ拾い及びパトロール）
５月１２日（水）～
５月１８日（火）

11 座間市第五地区民児協 災害時要援護者名簿・マップの整理確認及び対象者宅の現地確認を実施。
５月１２日（水）～
５月１８日（火）

12 座間市第六地区民児協 グループごとに災害時要援護者宅の現地確認を実施。
５月１２日（水）～
５月１８日（火）

13
南足柄市中央・岡本地区民児
協

「子育て応援します」のリーフレットを発行し、配布します。 ５月から６月頃を予定。

14
南足柄市中央・岡本地区民児
協

民生委員活動PR用クリアファイルを作成しPRチラシを挿入し、７０歳になられた高
齢者のみ世帯に向け、配布を行います。

５月から開始

15 綾瀬市民児協 パネル展を開催し、民生委員・児童委員活動について広く周知します。
5月12日～18日／綾瀬市役所
1階市民ホール

16 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
実施。
（民生委員・児童委員、主任児童委員の活動紹介等）

5月12日(水)～18日(火)

17 清川村民児協 管内の小中学校を訪問し、児童・生徒や教員との顔合わせを行います。 ５月６日／管内小中学校
18 葉山町民児協 町の広報5月号に民生委員・児童委員紹介の記事を掲載します。 5月

19 大磯町民児協
５月12日から18日まで役場１階ロビーにて民生委員・児童委員の活動等について
のパネル展示を行います。

5月12日から18日まで
大磯町役場本庁舎１階ロビー

・民生児童委員用缶バッヂ（児童虐待防止のリボンカラー（オレンジ色）を含む２種類）作製・配布
・ミンジーイラストデータの種類を追加し、活用しやすくして提供
・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
・ミンジーの着ぐるみ貸し出し
・コミュニティバスや、掲示板等で活用できるポスターデザインデータを提供

●東京都民生児童委員連合会ホームページ：https://www.tominren.com/

■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・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 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

①民生児童委員普及・啓発バス広告（ステッカー）
②民生委員・児童委員活動紹介パネル展

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

9



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

14 神奈川県

20 二宮町民児協
午前：「あいサポート運動」研修の実施
午後：児童（小１）の下校時見守り活動
上記の他、チラシ等の配布（ポストイン）によるPR活動

５月12日/午前：二宮町町民センター
午後：二宮町内

21 松田町民児協
役場庁舎内で地区民生委員の顔写真入りの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及びリーフレットを配布し、民生委員・児
童委員の活動PRを行う。

5月12日～18日（予定）
松田町役場庁舎２階福祉課前

22 開成町民児協
ほほえみ通信の発行（戸別配布による安否確認、自治会回覧）
（民児協による広報紙。年4回発行。5月は活動PRを中心に記事を作成）

5月中旬頃～
町内

23 箱根町民児協 「広報はこね」5月号（5月1日発行）に民生委員・児童委員の活動について掲載 5月1日

24 真鶴町民児協 民生委員・児童委員による心配事相談に応じます。
５月1２日
真鶴町民センター

15 新潟県

活動日時／場所　等

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

①5/7（金）～31（月）
ユニゾンプラザ１階
「屋内イベント広場」
②5/12（水）～18（火）
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

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 長岡市

・PRカード等の広報媒体を一括購入し、各地区民児協へ配付
・アオーレ長岡大型ビジョン、大手通交差点フェニックスビジョンにて、民生委員・
児童委員PR映像を放映
・長岡市が実施する介護予防教室等の参加者にパンフレットを配付（随時）

5/12（水）～18（火）

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。（13年間継続中）
③小学校ＰＴＡ主催の健全育成部会へ参加し、町内の子ども会との関わりを深
め、児童委員として認知度を高める。情報交換をする。
④全民児連発行の民生委員・児童委員の紹介チラシを各町内の班回覧で各世帯
に回覧していただき、民生委員・児童委員の活動を再認識していただく。
⑤地域福祉懇談会を開催する。参加関係者（千手地区町内会長、地区の福祉関
係事業者、行政、コミュニティセンター、千手地区民児協）

①5月中旬
②4月より1年間
（特に5月に重点を置く）
③年3回
（5月中旬、７月夏休み前、翌2月中
旬予定）
④5月中旬（予定）
⑤9/3（予定）

3 長岡市四郎丸地区

①四郎丸地区福祉懇談会を催し、地区内33の町内会長と四郎丸地区福祉会役員
と推進委員にパンフレットとチラシを配付してその説明を行う。
②地区内の高校（１校）、中学（１校）、小学校（２校）を訪問し、パンフレットを配布
する。
③地区内の福祉施設（４施設）を訪問し、パンフレットを渡し、民生委員・民児協の
活動を説明する。
④地区内の必要と思われる世帯に、チラシを配布し説明する。

いずれも5月中旬に実施

4 長岡市豊田・柿地区 小中学校（3校）あいさつ運動を行う。 5/12（水）～18（火）

5 長岡市阪之上地区

コロナ禍の影響で、今年度も「活動強化週間」は対外的な行事は計画せず、各委
員が担当地域の高齢者を訪問し、また、地域の人たちともコミュニケーションを図
り、活動します。
　地域コミセンだよりに民生委員・児童委員活動を掲載していただき、活動を認知
していただくよう資料を検討します。

活動強化週間中

6 長岡市表町地区

①表町地区の方々に、お住いの地域の民生委員・児童委員を知ってもらう為、PR
カード、リーフレット等を全戸に訪問配布する。
②包括支援センターおもてまち・なかじまとの連携を強化する為、話し合い・交流
の場を設ける。
③表町小学校・東中学校との交流を図り、話し合いの場を設ける。
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うよう依
頼し、地域の人に周知を図るようにする。
⑤地区防災会、町内会との連携を図るよう努める。

①強化週間中、遅くても5月中に
②随時
③6月、7月中・11月
④最新の広報誌に載せてもらう

7 長岡市中島地区
・児童の登下校時の見守り、あいさつ運動を実施する。
・中島地区福祉会と意見交換会を行う。

5月12日～5月18日

8 長岡市神田地区

・小学校の登下校の見守り活動を実施
・神田小学校職員のみなさんとの懇談会を行う
・全家庭（特に高齢者世帯）にチラシ、PRカード等を配布
・保育園、小学校、中学校、医院、銀行等にパンフレット、チラシ配布
・コンビニ、ドラッグストア及び街頭等でパンフレット、チラシを配布
・地域福祉懇談会の開催（行政、町内会長、民児協委員、ほか）

コロナ禍の中、できるだけ５月12日
～５月18日の期間中に実施したいが
詳細については、未だ決まっていな
い。
地域福祉懇談会は期間外に予定の
方向で調整している。

9 長岡市川崎地区

①高齢者宅訪問時等に、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ポスター
の掲示及び、パンフレット及びチラシを棚等へ設置を依頼し、来館者に民生委員
活動のPRを行う。
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するように依頼し、民
生委員活動の周知を図る。
④地区内町内会長会などで「新任候補者向け説明用パンフレット」等により、民生
委員活動のPR・周知を図る。

①②及び④は年間
③は5月

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
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地区福祉会の役員、地域包括支援センター担当者との連携・協働を考え、活動
強化週間以降の活動に繋げる。
⑥小学校、中学校を訪問し、意見交換会を設ける。

5/12（水）～18（火）
※ただし小学校訪問、中学校訪問の
日程は未定

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

新潟県民児協

活動の具体的内容

■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
市町村民児協が活用する広報用リーフレットやPRグッズの配布

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

15 新潟県

11 長岡市宮内地区

①担当地区内の高齢者を計画的に訪問し「PRカード」を手交する。
②宮内コミュニティセンター本館・分館に「PRポスター」を期間中掲示する。
③長岡市社会福祉協議会に宮内民児協として寄附金を贈呈し、高齢者福祉活動
に有効活用してもらう。
④宮内地区の町内会長(62名)にチラシ「こんにちは民生委員です」を配布し、活動
に対する支援と協力をお願いする。
⑤児童登校時の交通安全パトロールを通常活動として取り組む。

5月～7月

12 長岡市岡南地区 ・高齢者世帯を訪問し共に地域の方々と支え合う声掛けをしPRカードを配布する。 5/12（水）～18（火）
13 長岡市栖吉地区 コミュニティセンター掲示板にポスターを掲示、地区全戸にPRチラシを配布 5/1（金）～9（土）

14 長岡市富曽亀地区

・危険箇所で登下校時の見守り、声がけ、挨拶運動の実施
・要支援世帯への訪問活動とPRチラシの配付
・子ども１１０番の家を訪問、協力をお願いする
・町内会長へパンフレットを配付し、民生委員・児童委員活動の理解を協力をお願
いする

5/12（水）～18（火）

15 長岡市山本地区
①要援護者・高齢者世帯を訪問してPRチラシを配布する。
②各町内回覧板によりPRパンフレットを紹介する。
③関係機関との会議に説明資料として配布する。

5/12（水）～18（火）を中心に実施

16 長岡市黒条・新組地区

①要援護者宅への全戸訪問
②防災マップの確認及び見直し作業
③児童の登下校見守り、挨拶運動を強化実施する
④悪質商法被害防止のチラシ作成及び配布

①5月16日
②5月14日
③5月12日
④5月18日

17 長岡市江陽地区

1．広報媒体（PRグッズ）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。
①町内役員との懇談並びに町内各班へPRグッズ（リーフレット等）の回覧
②PRグッズ等を使い、普段訪問しない家庭を中心に訪問
2．地区内の学校訪問
①3小学校(上川西・下川西・福戸)、江陽中学校を、会長・主任児童委員(2名)、地
域担当委員で訪問、意見交換
②江陽中学校へ全委員で訪問(授業参観・給食試食並びに校長、教頭と懇談)
3．地区内の福祉施設を訪問し、見学と懇談
4．地域にある下柳交番と新聞店を訪問し、懇談

1、3、4は活動強化週間中

2の①は、活動強化週間中または5
月中

2の②は、7月上旬

18 長岡市日越・王寺川地区

地域防犯活動
○子どもたちの見守り強化
　・登下校の交通安全指導
　・あいさつ運動
　・夏休み中の補導見守り（PTAと合同）
　・高齢者の通行見守り（特に徒歩者）

4～9月

19 長岡市大島地区

①各町内会との連携により各地域の公民館にポスター掲示を依頼し地域の皆様
へのPR広報活動を行う。
②地域の特に６５歳以上の高齢者の方々へリーフレットの配布等広報活動を行
う。
③児童の登下校時の見守り、あいさつ運動を実施する。
④小中学校との連携懇談会を開き諸事項を共有する。
⑤地域の福祉懇談会をベースに町内との連携を行い要支援世帯等地域の状況を
共有する。

5月12日～継続して実施

20 長岡市希望が丘・深才地区
・高齢者世帯への訪問時にPRチラシ配布
・児童の登下校時の見守り、あいさつ運動を実施

5月12日～5月18日期間の他、随時

21 長岡市関原・宮本・大積地区
・PRカードにより要援護者宅への一斉訪問
・児童の登下校時の見守り、あいさつ運動を実施
・小・中学校を訪問し意見交換会を開く

5/12（水）～18（火）

22 長岡市太田地区
〇地域の見守り活動の強化　 独居高齢者宅訪問
〇民生児童委員活動のPR　PRチラシの配布
〇太田小・中学校訪問　情報交換の実施

活動強化週間を中心に実施

23 長岡市中之島地区

・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」及び中之島支所近くのスーパーマーケット前の２箇所でチラシ配布
・中之島地区戦没者追悼式の参列焼香に出席し、民生委員として地域住民に知っ
てもらう。
・児童の登下校時の見守り及び下校時に「防犯パトロール中」ステッカー車で地域
を廻る
・PRポスターB2版を担当委員の各集落センター及びコミュニティセンター等に掲示
してもらい、活動を地域から知ってもらう
・高齢者世帯への訪問時にPRカードやチラシを配布する。

5/15(土)1:30～3:00
見附警察署と合同街頭活動
5/16(日)
中之島地区戦没者追悼式

24 長岡市越路地区 PRちらしを全戸に回覧し、民生委員・児童委員の活動について周知を図る。 ５月中

25 長岡市三島地区

・高齢者の見守り訪問
・児童の通学見守り、声掛け
・学校訪問
・チラシ、パンフレットでPR
・新たに作成した民児協のマーク入りキャップを着用し活動

5/12（水）～18（火）

26 長岡市山古志地区
・チラシ「こんにちは民生委員・児童委員です」の全戸配布
・高齢者世帯への訪問時にPRカードを配布

5月12日～5月18日のほか、随時

27 長岡市小国地区

・PRポスターを集落掲示板に掲示し啓発を図る。
・全戸に「こんにちは民生委員・児童委員です」のパンフレットを配布する。
・限定高齢者世帯への訪問時、お菓子を配付する。（PR効果及び友好親善関係を
深めるため。）
・民生委員・児童委員制度の周知方法について
・町内会の防犯組織と連携体制の確認

5/12（水）～18（火）

28 長岡市和島地区
・和島小学校児童の登下校時の見守り等を目的とした元気なあいさつ運動
・実施状況を行政広報等で周知。

5/12（水）～14（金）
（登校）7：30～8：00
（下校）14：50～15：20

29 長岡市寺泊地区

①長岡市の町内文書配布ルートで、集落・自治会にチラシ「こんにちは民生委員・
児童委員です」を全戸に回覧する。チラシの裏面の空枠内に担当地区民生委員・
児童委員の氏名、電話番号を記入し、寺泊支所を通して各区長、自治会長に回覧
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、チラシと一緒に各
区長、自治会長等へ担当民生委員が訪問する。お互いに信頼を深める
③ポスターを公共施設に掲示する

5/12（水）～18（火）

30 長岡市栃尾地区
・高齢者世帯訪問時にPRカードを配布。
・児童の登校時に校門前であいさつ運動を実施する。

5/12（水）～14（金）
5/17(月)～18（火）

11



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

15 新潟県

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通学時の児童見守り

5/12（水）～18（火）

32 長岡市東谷地区

・登下校時の児童生徒の見守り、いじめや虐待に注意し学校やPTAと協力し防止
に努める。
・中山間地域の高齢者世帯の増加に伴い支援を必要としている方々が増加の一
途である。買い物や病院通いのバス路線の廃止や減便など。民生委員への協力
依頼も増加しているので、少しでも役に立てればとの思いで取り組みをしている。

年間を通して行う

33 長岡市西谷地区
・高齢者世帯訪問時にチラシを持参し、PRカードを実施する。
・懸垂幕を荷頃地区センターに掲出し、地域住民の理解を深める

・強化期間中
・チラシについては、終了後も活用を
図る

34 長岡市与板地区

①「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。
②５月の「楽山苑ライトアップ」会場で、高齢者世帯だけでなく子育て世帯に向けた
PR活動にも積極的に取り組むことを目的に、与板こども園の親子２組を「親子一
日民生委員児童委員」に委嘱し、委員と一緒に、同じ帽子とジャンパーを着用して
PR活動をしていだたく予定としていたが、コロナの関係で５月のPR活動は中止に
せざるを得ない状況であるため中止とし、状況が好転したら秋の「楽山苑ライト
アップ」時（１０月頃）に実施する計画。

①「与板支所だより」5月号配布時
②・日程は現時点では未定（10月頃
の予定）
・チラシとクリアファイルは昨年度分
を配布

35 長岡市川口地区 高齢者世帯への訪問時にチラシを配布する 5/12（水）～18（火）

36 上越市第7地区
各委員は着帽、ベストを着衣し担当地域の児童生徒の登下校時の通学路に立哨
し、安全と街頭指導を実施する。

5/12（水）～18（火）

37 上越市第9地区
春日新田小学校、有田小学校、北諏訪小学校、保倉小学校及び直江津東中学校
区内で、児童、生徒の登下校時の見守り、あいさつ運動を全員で一斉に実施す
る。

5/12（水）～18（火）

38 上越市第10地区
民生委員・児童委員、主任児童委員がオリジナルチラシを持参し、区域内の全戸
訪問を行う。

4/10（土）
　…高住小学校区
 　　旧桑取小学校区
4/24（土）
　…有間川小学校区
 　　長浜小学校区

39 三条市 市広報誌に、「民生委員・児童委員に相談ください」と掲載。 5月16日発行の「お知らせ」のページ
40 三条市各地区 高齢者世帯を訪問時に、PRカードやチラシを配布する。 5/12（水）～18（火）

41 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。

5/12（水）～18（火）

赤い羽根共同募金等のイベントで民生委員・児童委員ジャンパーを着用し、民生
委員・児童委員活動の周知啓発を行う。

10月

小千谷市民生委員・児童委員広報紙「わかば」を作成、関係機関に配布し活動の
周知啓発を行う。

3月中旬

43 加茂市 民生委員・児童委員が心配ごと相談の相談員を担当する。
5/12（水）9:00～16:00
加茂市役所内

44
加茂市／南地区･北地区･葵地
区
　　　　七谷地区･須田地区

一人暮らし高齢者世帯・高齢者のみ世帯等を中心に、各担当地区の訪問を行う。 5/12（水）～18（火）

45 十日町市 高齢者現況調査を実施し、一人暮らしや高齢者のみ世帯を訪問する。 4/9（金）～5/31（金）

46 見附市
民生委員・児童委員のPRカード、チラシを持参し、世帯を訪問する。（※一人暮ら
し高齢者世帯への訪問を強化）。

5/12（水）～18（火）

村上第一中学校区挨拶運動に民生委員・児童委員の全員が参加する。 5/10（月）～14（金）
地域の再確認と見守り活動を強化する。 5/12（水）～18（火）

48 村上市第二地区
5月の定例研修会において、コロナ禍における訪問時の対策等について勉強会を
行い、高齢者の見守り、声掛けを強化する。

活動強化期間を
中心に実施

49 村上市第三地区
民生委員・児童委員の人格識見の向上と必要な知識及び技術を習得するための
研修会を実施します。

5月中
村上市生涯学習推進ｾﾝﾀｰ

50 村上市荒川地区 荒川支所に懸垂幕を掲示する。 5/12（水）～18（火）
51 村上市神林地区 活動強化週間の横断幕を神林支所駐車場に掲示する。 5/12（水）～18（火）

告知端末により強化週間のPRを実施する。 5/12（水）～3日間
懸垂幕による強化月間のPRを実施する。 5/6（木）～21（金）
村上市役所山北支所に強化月間の懸垂幕を掲示する。 5/12（水）～18（火）
活動強化週間の周知を図るため、告知放送を実施する。 5/12（水）
訪問や電話等での安否確認を実施します。 5/12（水）～18（火）

54 燕市民児協
地域の回覧版にてPRチラシを回覧します。民生委員・児童委員の訪問活動時にも
PRチラシやPRカードを配布し、周知を図ります。

5/12（水）～18（火）

55 燕市第一地区
PRチラシを区域内で回覧します。訪問活動時にはPRカードを持参し民生委員・児
童委員の周知を図ります。

5/12（水）～18（火）

56 燕市第二地区
PRチラシ「こんにちは、あなたのまちの民生委員・児童委員です！」のチラシを区
域内に回覧します。

5/12（水）～6/1（火）

57 燕市第三地区
民生委員・児童委員のPRチラシを区域内の全戸に回覧する事により、PRを図りま
す。
訪問活動時にはPRカードを持参し民生委員・児童委員の周知を図ります。

5/12（水）～18（火）

58 燕市第四地区
訪問活動時にPRチラシ・PRカードを持参し民生委員・児童委員の周知を図りま
す。

5/12（水）～18（火）

59 燕市吉田地区 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します。 5/12（水）～18（火）

60 燕市分水地区
訪問活動時にPRチラシ・PRカードを持参し民生委員・児童委員の周知を図りま
す。

5/12（水）～18（火）

61 妙高市 活動に関する記事等を、市報や社協だよりに掲載し、全戸に配布する。 5月、6月、7月のいずれか
62 佐渡市 区域内の見守り活動時に民生委員・児童委員のPRチラシ、PRカードを配布する。 5/12（水）～18（火）

63 魚沼市 啓発チラシを作成し、全戸に配布する。
5月10日号
市報配布に併せて折込

64 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。
市報や市のウェブサイトに民生委員･児童委員の活動や役割についての記事を掲
載し、同時に民生委員･児童委員の名簿を掲載。

5/12（水）～18（火）

65 南魚沼市大和地区
各担当区域内で、自主活動として、登校時のあいさつ活動のほか、訪問時にリー
フレットや民生委員･児童委員のPRカードを配布。

5/12（水）～18（火）

66 南魚沼市六日町地区 各担当区域内で、登下校時パトロール活動や保育園への訪問活動を実施。 5/12（水）～18（火）

67 南魚沼市塩沢地区
各担当区域内で、自主活動として、民生委員･児童委員のPRカードやポケット
ティッシュを配布。

5/12（水）～18（火）

68 胎内市
市報にて、民生委員･児童委員の役割や活動についての紹介と、委員名簿を掲載
しPRする。

5月1日号
「市報たいない」

42 小千谷市

53

村上市第一地区47

村上市朝日地区52

村上市山北地区
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

15 新潟県 民生委員児童委員協議会定例会において研修会を実施する。 5/13（木）

ふれあいなんでも相談所の開設。
5/6、20（木）13：00～
弥彦村役場

ひとり暮らし世帯、高齢者のみ世帯等の世帯へ訪問。 5月中

70 田上町
「活動強化週間」及び「民生委員・児童委員は身近な相談相手です」などの記事を
5月14日発行の町広報紙に掲載し町民に周知を行う。

5/14（金）

71 湯沢町 各委員が担当地区において、のぼり旗設置による啓発を行う。 5/5（水）～18（火）

72 津南町 「民生委員・児童委員の日」として、記事を掲載する。
5月5日号 広報紙
（5/6頃発送）

73 刈羽村 広報紙に民生委員・児童委員の紹介を掲載する。 5/7（金）発行予定

74 関川村
村広報紙「広報せきかわ」お知らせ版紙面にて、民生委員・児童委員の日及び活
動強化週間並びに活動紹介の記事を掲載し周知を図る。

5/1（土）

75 粟島浦村 活動強化週間に関するチラシを区域内の全戸に配布する。 5月1週目

16 富山県

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
富山市（船峅地区民生委員児
童委員協議会）

民生委員啓発用ティッシュペーパー配布 ５月１６日（日）日中　バロー大沢野

2
富山市（大沢野地区民生委員
児童委員協議会）

民生委員啓発用ティッシュペーパー配布 ５月１６日（日）日中　バロー大沢野

3
富山市（大久保地区民生委員
児童委員協議会）

民生委員啓発用ティッシュペーパー配布
５月１６日（日）日中　アルビス大久
保

4
富山市（下タ・小羽地区民生委
員児童委員協議会）

民生委員啓発用ティッシュペーパー配布 ５月１６日（日）日中　バロー大沢野

5
富山市（保内地区民生委員児
童委員協議会）

民生委員啓発用ティッシュペーパー配布 ５月１２日（水）午前７時　JR八尾駅

6
富山市（八尾南地区民生委員
児童委員協議会）

民生委員啓発用ティッシュペーパー配布
５月１５日（土）午前９時　八尾町井
田地区Aコープ、コメリ

7
富山市（八尾地区民生委員児
童委員協議会）

民生委員啓発用ティッシュペーパー配布
５月１５日（土）午前９時　八尾町井
田地区Aコープ、コメリ

8
富山市（杉原地区民生委員児
童委員協議会）

民生委員啓発用ティッシュペーパー配布
５月１６日（日）午前９時　スーパーア
ルビス近辺

9
高岡市民生委員児童委員協議
会

①　ディスプレイやデジタルサイネージを利用して、民生委員・児童委員制度や活
動を紹介する。
②　コロナ感染状況が落ち着けば、民生委員・児童委員による街頭啓発を実施し
たいが、啓発物品の配布は接触を伴うため、別の安全な方法を検討中である。
③　啓発物品や広報リーフレットを関係施設の窓口に配置する。

①　市役所の庁舎、高岡駅前、駅周
辺（強化週間中）
②　イオンモール高岡、イオン高岡
店（5/12頃）
③　市役所や市社協、福祉施設等
（強化週間中）

10
魚津市民生委員児童委員協議
会

○一日民生委員事業
　市長、議長、社協会長に民生委員活動を地域住民とともに体験いただき、民生
委員・児童委員活動の周知、啓発に努める

６月25日（金）10：00～
上野方公民館

11
黒部市（生地地区民生委員児
童委員協議会）

生地小学校の前で児童への挨拶をしながらポケットティッシュの配布を行う。
活動日時／未定
場所／生地小学校前

12
砺波市民生委員児童委員協議
会

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
て記事を掲載し、PRを行う。

４月２５日発行
広報となみ５月号（砺波市内全戸配
布）

13
南砺市（城端地域民生委員児
童委員協議会）

一人暮らし世帯や高齢者世帯に寿入浴券を配布する際に、PRカード・顔写真入り
名刺・チラシの配布を行う。

4月下旬～5月中旬

14
南砺市（平地域民生委員児童
委員協議会）

①期間中、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・顔写真入り名刺等の活用）
②地域づくり協議会など、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。

４月中旬～５月中旬

15
南砺市（上平地域民生委員児
童委員協議会）

パンフレットやポケットティッシュ、顔写真入り名刺配布（一人世帯・高齢者世帯を
訪問する際に、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

16
南砺市（利賀地域民生委員児
童委員協議会）

PRカード、顔写真入り名刺配布（一人世帯・高齢者世帯を訪問する際に、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

17
南砺市（井波地域民生委員児
童委員協議会）

一人暮らし世帯・高齢者のみ世帯に寿入浴券を配布する際にPRカード、顔写真入
り名刺を配布

４月下旬～５月中旬

18
南砺市（井口地域民生委員児
童委員協議会）

①一人ぐらし世帯・高齢者のみ世帯を訪問する際に民生委員・児童委員の顔写真
入り名刺、チラシを作成し配布する
②義務教育学校「南砺つばき学舎」にて民生委員・児童委員の活動PRを実施

①4月下旬～5月上旬

②７月～８月上旬

19
南砺市（福野地域民生委員児
童委員協議会）

「ご存知ですか？わたしたちは民生委員・児童委員、主任児童委員です」のPR
カードをティッシュに挿めたものを、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？わたしたちは民生委員・児童委員、主任児童委員です」のPR
カードをティッシュに挿めたものを、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１９日（火）定例会終了後
ショッピングセンターアミュー前

５月２４日（日）AM
ウォークラリー開催場所

20
南砺市（福光地域民生委員児
童委員協議会）

・高齢者宅訪問時にPRカード、顔写真入り名刺を配布し、民生委員の役割を紹介
する。
・学校や施設訪問時にPRチラシを配布し、民生委員について紹介する。

５月～６月

21
南砺市民生委員児童委員協議
会

「１日民生委員活動」

　市長や議長、市社協会長、そして次代を担う中学生に「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いただき、南砺市内155
名の委員の活動への理解を深めます。
　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ことを目的とします。
①「1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）

５／２３（日）
９時半～１１時３０分頃予定

①南砺市地域包括ケアセンター

②井波地域高齢者世帯宅

③ショッピングセンター　アスモ前

22
射水市民生委員児童委員協議
会

市内のショッピングセンター４会場にて民児協PRポケットティッシュをPRチラシと併
せて配布する。

（活動日時）５月1６日（日）
　　　　　　　　午前11時～正午
（場所）
①カモン新湊ショッピングセンター
②アルビス大島店
③太閤山ショッピングセンターパスコ
④大阪屋ショップアプリオ店

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

弥彦村69
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

16 富山県

23
射水市民生委員児童委員協議
会

民児協PRポケットティッシュを民児協PRチラシと併せて配布する。

（活動日時）
　　　９月２５日（土）
　　　　　午前11時～正午
（場所）
　　　救急薬品市民交流プラザ

24
舟橋村民生委員児童委員協議
会

コロナ禍による、外出の機会が減少しているひとり暮らし高齢者や失業・所得減少
などによる生活困窮者等訪問し見守り・安否確認を兼ねて非常食を配り、生活の
困りごとを早期に発見し関係機関と連携する。

5月～6月　　村内全域

25
入善町民生委員児童委員協議
会

地元ケーブルTVを活用し、民生委員・児童委員の基本活動についての紹介(支部
定例会、高齢者宅訪問活動など)と、緊急連絡カード配備事業の取組みについて
紹介を行う予定。

５月中旬予定

26
朝日町民生委員児童委員協議
会

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。

町内公民館にPRポスターを掲示。PRチラシを町内で回覧。

５月１２日（水）～１８日（火）
朝日町道泊桜町線　高架鉄道アン
ダー北側
５月中

27
立山町民生委員児童委員協議
会

PRグッズの設置による啓発活動

５月12日（水）～15日（土）、17日
（月）、18日（火）/五百石スーパーむ
らい
５月12日（水）～18日（火）/富山地方
鉄道　五百石駅・岩峅寺駅、立山町
役場、大阪屋ショップ立山店、スー
パーセンターシマヤ立山店、アルビ
ス立山インター店、立山吉峰温泉ゆ
～ランド

17 石川県

活動日時／場所　等
①4月5日（月）～5月31日（月）
②5月5日(水）
③(1)5月8日（土）
    １７：５５～１８：００
   (2)
　　ア5月12日（水）
   　　 １１：５５～１２：５５番組内
　　イ４月25日(日)
　　　  １７：２５～１７：３０番組内
　 (3)5月2日(日)
    １１：５５～１２：５５番組内
④5月10日(月)～12日(水)
⑤5月10日(月)～21日(金)
⑥未定

1
金沢市民生委員児童委員協議
会

全国民生委員児童委員連合会が作成したフリーペーパー「みんせい！」を班回覧
することにより、民生委員・児童委員について広く市民に理解促進と周知を図りま
す。

５月中

2
七尾市民生委員児童委員協議
会

・七尾市社協広報誌（社協だより4月号）に1ページの記事を掲載。
・市役所本庁前に看板を挙げ、活動強化月間を周知。

４月３日　市内全戸配布
５月１日～５月３１日 市役所前

3
七尾市
袖ヶ江地区民委委員児童委員
協議会

七尾市の青柏祭に合わせ、青柏祭のお菓子「ながまし」を独居高齢者宅へ配る
5月12日（水）
独居高齢者宅

4
七尾市
御祓地区民委委員児童委員協
議会

１、広報媒体を活用してのPR：地域づくり協議会広報誌5月号
２、一人暮らしを対象に、見守りのためのおはぎ配食

１、5月号
２、5月中旬

5
七尾市
南大吞地区民委委員児童委員
協議会

１、PRグッズ・広報誌による周知
1） 南大吞地区の全世帯に全民児連が作成した「PRチラシ」に配布し、地区民生
委員児童委員氏名の周知を図る。
2） 南大吞地区広報誌「南大吞たより」に地区民生委員児童委員氏名を掲載し周
知を図る
２、施設訪問による周知
コロナ禍のため訪問は困難と思われるが施設代表に声掛けを行う。
1） ①グループホーム、②小規模多機能型居宅介護施設へ委員名簿の配布
2） 関連する小中学校へ委員名簿の配布
３、高齢者への周知
1） ７５歳以上高齢者宅及び一人暮らし宅を訪問する。委員名の周知及び生活用
品配布予定

１、
1） ５月初旬予定
2） ４月初旬予定
２、
1） ５月強化週間
2） ５月強化週間
３、
1）５月強化週間

6
七尾市
北大吞地区民委委員児童委員
協議会

高齢者に「まんじゅう」を配り様子を見る 5月14日午後2時頃

7
七尾市
田鶴浜地区民委委員児童委員
協議会

5月定例会（11日）開催日に合わせて、「もみの木苑デイサービスセンター」の窓ガ
ラス清掃後、スーパーマーケット駐車場でチラシ配布

5月11日（火）9：00
七尾市田鶴浜町のもみの木苑
その後11：00頃からスーパーヤマキ
シ前

8
七尾市
中島地区民委委員児童委員協
議会

挨拶運動

5月13日（木）
7：20～7：50
中島小学校玄関前、中島中学校玄
関前、能登中島駅前
3ヵ所に分かれる

■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

①「民生委員・児童委員の日」をPRしたティッシュを作成
②PRカード購入
③「こんにちは民生委員・児童委員です」購入
④冊子「みんせい！」10,000部作成
⑤「民生委員・児童委員の日」をPRしたマスクを作成
⑥富山県民児協をPRした除菌ティッシュを作成
以上の6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

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テレビ放送
　　（１）ＨＡＢ「石川ほっとニュース」
　　（２）ＩＴＣ　ア「お知らせスポット」
　　　　　　　　イ「ウィークリーいしかわ」
    （３）KTK「ぶんぶんセブン」

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民生委員・児童委員活動PR写真展

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

17 石川県
9

七尾市
能登島地区民委委員児童委員
協議会

１、挨拶運動
２、PR紙と名簿を全戸配布（1,000部）

１、5月10日7：30～
　　能登島小学校
２、6月5日頃

10
小松市民生委員児童委員協議
会

ラジオ小松での民生委員活動強化週間のPR 5/11（火）12：30～13：30

11

珠洲市民生委員児童委員協議
会
珠洲市
第４地区民生委員児童委員協
議会

市内のスーパーマーケット等、人の集まる場所でPRカードを同封したポケットティッ
シュを配布する。
※配布時はマスクの着用はもちろんの事、ビニール手袋を付けるなど感染予防対
策を徹底して行う。

５月１２日(水）～１８日（火）の内、い
ずれかの日で実施
市内スーパーマーケット等
３０分～１時間程度を目安にする。

12
かほく市民生委員児童委員協
議会

PRチラシを作成し、市内全戸配布 5月1日

13
白山市民生委員児童委員協議
会

活動強化週間中は実施せず、別の機会に民生委員・児童委員の活動を周知する
ためPR用チラシ・ポケットティッシュ等を配布する予定。

９月２６日（日）
白山市福祉健康まつり（予定）

14
能美市民生委員児童委員協議
会

・市が主催する、民生委員･児童委員の日の懸垂幕設置に各地区会長（3名）が参
加します。市の５月広報紙にも掲載します。

・全民児連作成のPRチラシを注文し、市の５月広報紙と一緒に全戸配布し、活動
をPRします。

日時：5月6日（木）
　　　午前９時～
場所：市役所

15
野々市市民生委員児童委員協
議会

①懸垂幕　　　庁舎前　両面
②広報ののいち（市役所）　５月号にPR掲載予定
③清掃奉仕活動（老人福祉センター椿荘周辺　草むしり）のぼり旗を掲げ周知する

①４月１５日（木）～５月１２日（水）
②５月号にPR掲載予定
③５月９日（日）

16
川北町民生委員児童委員協議
会

PR用ティッシュの配布 5月

17
津幡町民生委員児童委員協議
会

①「広げよう　地域に根ざした　思いやり」懸垂幕を掲げる

②町広報誌のくらしの情報欄に掲載

①5月6日(木)～31日(月)
町福祉センター

②津幡町広報誌に掲載
広報「つばた」　5月号

18
穴水町民生委員児童委員協議
会

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カ所）
　　穴水町総合病院前、穴水此木パルスセンター内
③全町給食サービスの実施。対象は、７５歳以上の一人暮らしの方。
　お店に依頼したお菓子と無償で提供していただいた花の苗を配布。

①５月１日（土）
　　　　　　～５月３１日（月）
②５月１２日（水）１０：３０～

③５月１２日（水）１３：００～

19
能登町民生委員児童委員協議
会

一人暮らし高齢者宅などに安否確認のため訪問して、PRカードを配布する。 期間中随時/要援護者宅

18 福井県

活動日時／場所　等

○FMラジオ福井　　5月（予定）

○若狭町民児協、福井市民児連他

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 福井市東部
当地区は商業圏と農業部が混在していることから、毎年、この時期になると小中
学校の登下校時に不審者の情報が児童からあるので、それを踏まえての見守り
運動をする。

5/12(水)～18(火)
旭・和田地区

横断幕を全員で持って県道に立ち、民生児童委員・主任児童委員のPR活動をす
る。

5/12(水)
九頭竜橋付近、森田地区

新一年生下校時の見守り活動運動の中で、PRをする。
(「森田民児協」のベスト・帽子着用)

5/10(月)～18(火)
森田小学校～児童館
森田小学校～各地区

3 福井市大東
各地区の小学生との交流を含め、あいさつ見守りと民生児童委員・主任児童委員
を知ってもらう為の啓発活動を行う。
マスク(1枚)とPRカードを配布予定。

5/12(水)～18(火)
啓蒙・東藤島・岡保地区の小学校
校門前

4 福井市あさむつ
校区の小学校や中学校に出向いてあいさつ運動を実施。
今後、学校との打ち合わせを通して、具体的な活動を決める。

5/12(水)～18(火)
麻生津・清明地区の小学校
校門前

5 福井市中部 担当地区通学路で登下校の見守りを行う。
5/12(水)～18(火)
宝永・順化地区

民生委員・児童委員活動の周知を図るために、幟・旗・懸垂幕の設置をする。
5/12(水)
　公民館及び周辺道路

民生児童委員3～4名のグループごとに一人暮らし宅・障がい者宅・高齢者世帯宅
を訪問し、日ごろできない事のお手伝いをする。

5/12(水)～18(火)
担当地区内

学童の登下校見守り・民生委員活動の啓発活動(チラシ配布)を行う。 期間中
各民生委員・児童委員がひとり暮らし等高齢者宅を訪問し、メッセージカードとちら
し、ティッシュを配り、声掛け、安否確認をする。

5/15(土)～16(日)各町内

主任児童委員が児童福祉週間期間中、各学校を訪問し、今年度の連携計画、挨
拶運動等について打合せをする。

5/5(水)～11(火)
地域の小中学校８校

各民生委員・児童委員が各地区の小中学校で、登校時に挨拶運動をする。学校
に児童委員向けのティッシュを配る。(全員が民児協ベスト着用)

5/17(月)
地域の小中学校８校

川西包括支援センター相談員を招いて、見守り訪問のあり方、福祉サービスへの
つなぎ方等について研修する。

5/14(金)14:30～
川西コミュニティセンター

各公民館や集落センター、郵便局、農協に依頼してPRポスターを貼り、PRティッ
シュを置く。

5/12(水)～5月中
各町内の公民館、集落センター、農
協、郵便局

民生委員のPRカードをポケットティッシュに挟み、地区内の全家庭を訪問、配布す
る。見守り対象の人、避難が困難な人、気がかりな人の状況を確認する。住民の
情報を収集しながら民生委員の広報をする。

清水地区全域

子どもたちの登校時間に各地区の小学校の通学路や校門周辺に立ち、挨拶の声
掛け、交通安全の指導を行う。清水民児協のジャンパーを着用しPR活動も併せて
行う。

年に数回
清水地区の４小学校の通学路

前任者の「災害時の避難に支援が必要な人」のリストを基に、今年度の見守り活
動で知り得た情報を加え、新しいリストを作成する。

５月・６月
清水地区全域

福井市森田

福井市九頭竜

福井市川西

福井市清水

（１）ラジオ、テレビのマスコミを通して、民生委員・児童委員の役割と活動をPRする。

（２）懸垂幕「支えあう 住みよい社会 地域から― 民生委員･児童委員は地域住民の身近な相談相手です―」（9ｍ×1.8
ｍ）を市町（単位）民児協に貸し出し、地域住民へのPR活動を行う。

2

6

7

8

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

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

15



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

18 福井県 懸垂幕を県民児協より借り受けて、フェニックス通りのビルに掲げる。ビルのオー
ナーは民生委員である。

5/12～5/31

春山・日新小学校にて登校時にあいさつ運動を行う。 5月12日

小学校校門近くで幟旗を立て、あいさつ運動をして民生委員の周知を図る。
5/11・5/12・5/21
社北・社西・社南小学校正門付近

PRカードおよび振り込め詐欺被害防止のチラシを持参し、担当地域のひとり暮ら
し高齢者宅を訪問して、民生児童委員の存在と活動のPRを図る。

５月
全地区

足羽地区に全戸配布される「足羽公民館だより5月号」にアピールテーマおよび委
員の担当区域・TEL番号等がわかる民生委員・児童委員の名簿を掲載し、住民に
民生委員の周知とPRを図る。

５月上旬
足羽地区

５月１６日の一斉取組み日に、ひとり暮らし高齢者名簿に記載されている人を対象
に民生委員・児童委員による一斉訪問を実施する。

5/16(日)
足羽地区

ひとり暮らしの高齢者宅へ安否確認と友愛訪問を兼ねて配食サービスを行う。
5/14(金)
各担当地区

小中学生の登校時見守りと、声掛け挨拶運動を行う。
5/12(水)～18(火)の都合のつく日
各担当地区

登下校の見守り、あいさつ運動 5/12(水)～18(火)の間に小学校前
高齢者にPRチラシの配布 ５月中
新規開園の介護施設を訪問し、意見交換する。 ５月中

民生委員・児童委員の存在を広く確認してもらう為に施設にポスターを掲示する。
4月下旬～強化週まで掲示
美山地区内

民生委員・児童委員の存在及び活動内容や役割を知ってもらう為に美山地区全
戸対象にPRチラシを配布する。

各地区の自治会長に協力を依頼し
て全戸配布する。

小学校の登校時に出向き、朝の挨拶運動を展開する。
感染防止の為１校２名ずつとする。

5/12～5/18の平日の５日間
美山地区の小学校３校と美山中学
校

15 福井市南部

高齢者を狙った「アポ電話」、「コロナワクチン詐欺」などの凶悪な犯罪が増えてい
るので、地区内の一人暮らし高齢者や高齢者世帯を重点的に訪問し、犯罪に巻き
込まれないよう、コロナ感染症対策に留意しながら見守り活動を強化する。また、
民生委員・児童委員の活動内容をアピールする。

5/12(水)から
豊・木田地区

16 福井市越廼
自治会型デイホーム参加者にリーフレットを配り、民生委員の活動をわかってもら
うよう声掛けをする。

5/14(金)

「公民館だより」に民生委員の活動強化週間のPRを行う。 5420世帯配布
横断幕を取り付け
リーフレット持参で地域内を巡回する。

5/12公民館敷地内
5/15松本公民館に集合

認定こども園を訪問する。

５月６日（木）9：30～
中央こども園、きたこども園、ケー
テーこども園
5月7日（金）9：30～
みなみこども園、まつぶんこども園

2人の主任児童委員が中心となって２校下の委員が小学校を訪問し朝の登校時
の一斉見守りと積極的な挨拶運動を展開する。また、のぼり旗を持参して児童た
ちに民生委員の名称や顔を知ってもらう。

5月8日（金）7：30～
成器南小、成器西小

19 勝山市南部地区 平泉寺保育園、南幼稚園の訪問 5月上旬
20 勝山市中部 野向保育園、しろきこども園の訪問 5月7日、8日

21 勝山市北部
児童福祉週間時の児童福祉施設訪問
上郷保育園、北郷保育園、鹿谷保育園

5月

市役所、市社会福祉協議会の建物への懸垂幕・横断の設置 設置期間　5月1日～5月20日

各地区公民館等の公共施設への立看板の設置 設置期間　5月1日～5月20日

「広報さばえ」、「公民館だより」への記事掲載
「広報さばえ」5月号
「公民館だより」6月号

街頭（大型ショッピングセンター）での広報活動
　・横断幕展示によるPR
　・チラシ・配布物によるPR

日時　5月16日（日）
場所　アルプラザ鯖江、ワイプラザ
鯖江店、ワイプラザ東鯖江店

「社協だより」および「公民館だより」等への「民生委員の日」の活動記録の掲載 6月号

23
あわら市東部地区民生委員児
童委員協議会

・全戸訪問または要援護者宅への一斉訪問（PRカードの利用）
・福祉施設や学校、こども園等への訪問（PRチラシ、パンフレットの利用）

５月中旬～随時
各要援護者宅、各福祉施設および
学校等

24
あわら市西部地区民生委員児
童委員協議会

・駅やスーパーマーケット等でのPRチラシの配布
5月中旬～随時
えち鉄　湯のまち駅
各市内スーパーマーケット

永平寺町の広報誌５月号に民生委員・児童委員の活動強化週間の記事を掲載し
ます。

５月１日発行
広報永平寺５月号全戸配布

民生委員・児童委員の活動強化週間（５/12～５/18）に合わせ、役場本庁のロ
ビーにおいて、ポスターやチラシを掲示してPRを行う。

役場本庁ロビー
５月12日(水)～5月18日(火)

あいさつ運動：身近な大人として子どもたちとの信頼関係づくりのため、児童生徒
の登校時に校門前で実施。活動時には統一ジャンパー等を着用し活動の普及啓
発を図る。

5月1２日、2６日　池田小学校
5月１９日　池田中学校

横断幕の設置：役場庁舎に掲示する。 5月７日（金）　池田町役場庁舎
福祉施設の清掃ボランテイア：介護福祉施設で環境清掃作業を実施。入所者や
職員との交流関係を築く。

5月７日（金）　池田町幸寿苑

登校する子ども達の見守りと横断幕を利用して「民生委員・児童委員の日」の啓発
をする。

日時：5月12日
場所：見守り町内通学路
横断幕　今庄小学校又は湯尾小学
校前

町内民生委員が一堂に会し、年間活動計画の確認と、民生委員としての役割の
確認、高齢・障害・児童の各専門分野での、研修を行う。

日時：5月12日
場所：南条保健福祉センター

28
越前町民生委員児童委員協議
会

活動強化PRとして、越前地区の拠点施設である越前コミュニティセンターの施設
に懸垂幕を設置することにより、施設利用者や地域住民に広く広報する。
内容：5月12日～18日は「民生・児童委員活動強化週間」です。
困ったこと、悩みごとなどお気軽に身近な相談相手である民生・児童委員にご相
談ください。

5月12日(水)～18日(火)
設置：5月11日(火)
撤去：5月19日(水)
場所：越前コミュニティセンター

29 美浜町民生児童委員協議会 「PRティッシュ」等を各集落で配布し、啓発活動を行う。
５月１２日～１８日の間
美浜町内の各集落

福井市明道9

福井市東足羽

福井市西部

福井市美山

福井市北部

勝山市勝山地区

鯖江市民生委員児童委員協議
会連合会

永平寺町民児協

27

福井市社

福井市足羽

10

11

12

13

14

17

18

22

25

池田町民生委員児童委員協議
会

南越前町民生委員児童委員協
議会

26

16



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

18 福井県
横断幕を町内4地区各所に掲示（掲示料を行政に支払いしている）

5月10日（月）～
5月18日（火）
町内4地区全て

町内独居高齢者配布のためのゴキブリ団子（約5,000個）の作成
5月8日（土）
高浜町社会福祉センター

5月8日（土）に作成したゴキブリ団子を袋詰めし、独居高齢者に配布する
5月15日（土）
高浜町在住独居高齢者宅

活動強化週間期間中、横断幕において地域住民にPRを行う。 5/12（水）～5/18（火）

「おおい町ファミリーウォーク」にあわせ、啓発活動を行う。 5/16（日）

32
若狭町民生委員児童委員協議
会

県民児協より懸垂幕を借用し、庁舎に掲示することでPR活動を行う。
5月12日～18日
若狭町役場上中庁舎

19 山梨県

活動日時／場所　等

５月１２日～５月１８日

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
甲府市民生委員児童委員協議
会

甲府市が令和２年３月に「子ども未来応援条例」を施行したことに伴い、市内の児
童福祉施設等に「児童憲章」を贈呈する。
当初、令和２年度中に実施予定であったが、新型コロナウイルスの影響により実
施できなかったため、子どもの日及び活動強化週間に合わせて実施することとし
た。贈呈時（訪問時）には、PRカードなどを活用し、民生委員・児童委員としての
PR活動も行う予定である。

●施設意向確認（事務局対応）
⇒令和３年２月～令和３年３月
●各地区民児協による施設との訪
問日等の調整（極力、活動強化週間
内で調整を試みる）
⇒４月末まで
●贈呈セレモニー
⇒４月２８日（水）甲府市役所
●委員による施設訪問及び児童憲
章贈呈
⇒５月中（調整した日）

2
甲府市
北新地区民生委員児童委員協
議会

毎年、強化週間に合わせて、北新地区全戸（約2,400世帯）にA4サイズのチラシを
配布。
内容は、民生委員・児童委員の仕事内容の周知と、全委員の連絡先を記載してい
る。

５月１２日（水）～５月１８日（火）

3
大月市民生委員児童委員協議
会

民生委員・児童委員、主任児童委員PRカードを使った、地域住民へのPR活動
（一人暮らし高齢者宅などの訪問）

５月／各地域

4
韮崎市民生委員児童委員協議
会

市広報紙「５月号」への民生委員・児童委員の活動について掲載 各世帯等へ配布

5
南アルプス市民生委員児童委
員協議会

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

①５月１２日～２５日（予定）
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

6

北杜市
明野地区民生委員児童委員協
議会

啓発用チラシ、PRカードの配布を行う。 強化週間／各戸

7
北杜市
須玉地区民生委員児童委員協
議会

啓発用チラシ、PRカードの配布
地区の担当民生委員の紹介チラシを各戸回覧

強化週間／各戸

8

北杜市
高根地区民生委員児童委員協
議会
長坂地区民生委員児童委員協
議会
小淵沢地区民生委員児童委員
協議会
武川地区民生委員児童委員協
議会

児童生徒の登下校の見守り
通学路危険個所等の確認

強化週間／登下校通学路及び学校
付近

9

北杜市
長坂地区民生委員児童委員協
議会
大泉地区民生委員児童委員協
議会

高齢者等への声掛け・相談・見守り 強化週間／各戸

10

北杜市
明野地区民生委員児童委員協
議会

チラシを配布し、防災の啓発を行う 強化週間／各戸

11
甲斐市民生委員児童委員協議
会

依存症予防教育アドバイザーの望月裕氏を講師として招き、依存症予防教育に
係る内容の研修（全体研修会）を受講する。
※例年は広報紙等で事前に周知し、市民等もこの研修に参加できるよう実施して
いる。令和３年度は民生委員・児童委員、主任児童委員のみで実施予定

【日時】
５月１４日（金）
開場　午後１時３０分
開会　午後２時
【会場】
甲斐市双葉ふれあい文化会館

12
笛吹市民生委員児童委員協議
会

〇PRポスターの掲示による民生委員・児童委員活動の周知
市内の公民館や学校、金融機関などにPRポスターの掲示を依頼し、活動の周知
を図る（民生委員・児童委員が掲示依頼）

４月中旬～５月１２日
市内全域

13
上野原市民生委員児童委員協
議会

上野原市役所庁舎へ「活動強化週間実施中」の垂れ幕の掲示
５月１２日～１８日まで
上野原市役所

14
小菅村民生委員児童委員協議
会

小菅村民生委員児童委員協議会の取り組みや民生委員さんの日頃の活動を記
録してまとめ、村広報紙へ掲載

５月１日発行の広報へ掲載

■ 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

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

30

31

高浜町民生委員児童委員協議
会

おおい町民生委員児童委員協
議会

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

17



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

20 長野県

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 長野県下１４市町村
市町村の広報誌や回覧板、FMラジオなどを活用し、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４市町
訪問及び見守り活動の強化
（新型コロナウイルス感染状況によってはチラシなどのポスティング）

５月

3 長野県下１村 児童通学路の清掃 ５月

21 岐阜県

活動日時／場所　等

５月１１日16:30～
JR岐阜駅前

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
岐阜市民生委員・児童委員協
議会

①5月11日（火）に単位民児協会長50名が、上記活動場所において、民生委員・児
童委員のPRを目的とした街頭活動を実施する。
②岐阜市において運用している時間帯を活用し、民生委員・児童委員活動の周知
を目的としたラジオ放送を実施する。（FMわっち）
③岐阜市役所において民生委員・児童委員活動のPRを目的に、横断幕を掲揚す
る。
④岐阜市が発行する広報ぎふに、民生委員・児童委員の周知を目的とした広報
記事を掲載する。
⑤各地区で実施される行事においてそれぞれの地区ごとにポケットティッシュなど
を活用し、PR活動を展開する。

①５月１１日16：30～
JR岐阜駅前
②５月８日
③５月１２日～５月１８日
岐阜市役所
④５月１５日号
⑤随時　市内各所

2
恵那市民生委員児童委員協議
会

健康、スポーツ、福祉の啓発イベント「2021健幸フェスinえな」に民生委員のブース
を出展し、来場者にPR活動を行う（PRカード、PRチラシ、ポケットティッシュの配布
等）

６月６日
8：30～14：00
まきがね公園体育館

3
可児市民生児童委員連絡協議
会

①PRチラシ（可児市民児連作成）を地域で回覧する。
②推薦者向けチラシ（可児市民児連作成）を配布する。
③コミュニティFM「FMらら」にてPRをする。
④子育てサロンや乳幼児健診時に主任児童委員がPRのためティッシュを配布す
る。

５月中（①～③）
通年（④）

4
本巣市民生委員児童委員連合
協議会

・PRカードの配布
・まごころ食堂の配食を行い、PRをする
・本巣市くらしのカレンダー５月号の５月１２日の欄に「民生委員・児童委員の日」、
「民生委員・児童委員　活動強化週間（１２日～１８日）」と掲載する。

５月１２日～５月１８日
市内

5
坂祝町民生委員児童委員協議
会

坂祝町民生委員・児童委員が作成した、暑中見舞いはがき及びポケットティッシュ
等を各地区の高齢者や障がい者宅に訪問し、配布する。

７月頃
町内

22 静岡県

活動日時／場所　等
５月12日予定

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
下田市民生委員児童委員協議
会

下田市広報に民生委員・児童委員について掲載予定。 ５月広報

2
熱海市民生委員児童委員協議
会

民生委員・児童委員のマークが入った啓発品（ウェットティッシュを予定）を配り、
PR活動を行う。（状況により変更の可能性あり。）

熱海市児童委員協議会５月理事会
の後、市役所付近にある清水橋、大
型スーパーマーケット付近で行う。

3

熱海市民生委員児童委員協議
会
（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。（状況により変更
の可能性あり。）

日時未定
各地区の地域で行う。

民児協総会に報道機関を招き紹介してもらう。 ５月12日（予定）

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
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

5
三島市民生委員児童委員協議
会

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

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。

深良小学校、深良中学校の校門前にて、挨拶運動を実施する。 深良小学校、深良中学校

7
裾野市富岡須山地区民生委員
児童委員協議会

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。

8
伊豆市修善寺地区民生委員児
童委員協議会

声かけ、あいさつ運動の実施
５月１２日（水）
修善寺地区小中学校

9
伊豆市土肥地区民生委員児童
委員協議会

土肥小中一貫校において挨拶運動の実施
５月１１日（火）7：00から
土肥小中一貫校

10
伊豆市天城湯ヶ島地区民生委
員児童委員協議会

救急医療情報キットの記入用紙更新及び呼びかけを目的に高齢者世帯訪問実施
５月１２日（水）から５月１８日（火）

11
伊豆市中伊豆地区民生委員児
童委員協議会

学校入口付近で民生委員・児童委員による挨拶運動実施
５月１１日（火）7：00から
中伊豆小学校、中伊豆中学校

12
伊豆の国市民生委員児童委員
協議会

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

13
清水町民生委員児童委員協議
会

町の広報紙に民生委員の日についてのPR記事及び活動についての紹介記事を
掲載する

広報しみず５月１日号

裾野市深良地区民生委員児童
委員協議会

6

活動の具体的内容

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

静岡県社会福祉協議会インスタグラムにPR写真を投稿する。

活動の具体的内容

伊東市民生委員児童委員協議
会

4

・岐阜県地域福祉課及び岐阜市民児協と共に、民生委員チラシ（岐阜県製作）や岐阜駅前にて、PRポケットティッシュ（県
民児協作成）を配布し、民生委員・児童委員のPRを行う。
・ラジオ出演

■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
・岐阜県民児協独自のPR用紙を差し込んだポケットティッシュの作成及び頒布
・全民児連作成のPRグッズの購入（PRチラシ、PRカード）

18



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

22 静岡県 町広報「広報ながいずみ」に民生委員・児童委員の紹介と活動内容を掲載し、全
戸に配布する。

５月１日号

町社協広報「社協だより」に民生委員のインタビュー記事を掲載し、全戸に配布す
る。

５月１日号

ひとり暮らし高齢者名簿の点検と調査
５月１０日（月）～６月１４日（月）
各委員担当地域

高齢者世帯名簿の点検と調査
５月１０日（月）～６月１４日（月）
各委員担当地域

避難行動要支援者名簿の点検と調査
５月１０日（月）～６月１４日（月）
各委員担当地域

民生委員・児童委員及び協力員の活動を周知するため広報誌に掲載 ５月１日号広報誌

PR活動としてPRカードと感染予防グッズ（マスク）を配布
５月～６月／町内の店舗、地区行事
等

福祉まつりで活動や制度を紹介するパネル展示の実施 １２月／総合文化会館

16
富士市民生委員児童委員協議
会

・市広報誌への記事の掲載
・横断幕の設置
・小中学生へのチラシ配付による周知

５月　市内

17
島田市民生委員児童委員協議
会

市の広報紙へPR記事を掲載する予定。 広報しまだ５月号

18
島田市第一地区民生委員児童
委員協議会

民生委員の広報活動（のぼり旗、PRティッシュ配布）、児童委員活動として各小中
学校正門にて「あいさつ運動」、島田警察署生活安心課と協力体制を組み、振り
込み詐欺啓発広報実施。

活動日：５月１２日（水）
会場：ヒバリヤ新鮮市場三ツ合店、
食鮮館タイヨー稲荷店、杏林堂島田
稲荷店

19
島田市第二地区民生委員児童
委員協議会

民生委員の広報活動（のぼり旗、PRティッシュ配布）、児童・生徒へのあいさつ・声
掛け運動、福祉台帳登録者宅を訪問し安否確認や声掛けを実施する。

活動日：５月１０日（月）他
会場：通学路及び島田第二小学校
周辺、田子重前・しずてつストア前、
ビッグデーの三ヶ所、関係者宅

20
島田市第三地区民生委員児童
委員協議会

民生委員の広報活動（のぼり旗、PRティッシュ配布、チラシ回覧）
活動日：５月１３日（木）
会場：アピタ島田店、ＪＲ島田駅

21
島田市第四地区民生委員児童
委員協議会

民生委員の広報活動（のぼり旗、PRティッシュ配布）、挨拶運動（大津小、第四
小、第二中、附属中）、一人暮らし高齢者・在宅介護高齢者世帯訪問（BOXティッ
シュ配布）

活動日：５月１２日（水）他
会場：島田市役所玄関前・おおるり
出入口付近、ローズアリーナ、食鮮
館タイヨー元島田店

22
島田市六合地区民生委員児童
委員協議会

民生委員の広報活動（のぼり旗、PRティッシュ配布）
活動日：５月１６日（日）
会場：マックスバリュ島田阿知ケ谷
店、しずてつストア島田東店

23
島田市初倉地区民生委員児童
委員協議会

民生委員の広報活動（のぼり旗、PRティッシュ配布）

活動日：５月１６日（日）
会場：バロー井口店、ウエルシア井
口店、ホームプラザナフコ島田店、
スーパーカネハチ初倉店

24
島田市金谷南地区民生委員児
童委員協議会

民生委員の広報活動（のぼり旗、PRティッシュ配布）
活動日：５月１５日（土）
会場：ザ・ビッグ金谷店、食鮮館タイ
ヨー栄町店

25
島田市金谷北地区民生委員児
童委員協議会

民生委員の広報活動（のぼり旗、PRティッシュ配布）
活動日：５月１５日（土）
会場：食鮮館タイヨー栄町店

26
島田市川根地区民生委員児童
委員協議会

民生委員の広報活動（のぼり旗、PRティッシュ配布）
活動日：５月１２日（水）
会場：川根温泉

27
焼津市民生委員児童委員協議
会

市広報誌「広報やいづ」に民生委員の日PR記事を掲載 5月1日号「広報やいづ」

28
焼津市焼津第１地区民生委員
児童委員協議会

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16日9：30～/アトレ庁舎前
5月16日9：30～/まんさいかん前
5月16日9：30～/富士屋焼津3丁目
店前

29
焼津市焼津第２地区民生委員
児童委員協議会

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16日8：00～/焼津駅南口・北口
周辺

30
焼津市焼津第３地区民生委員
児童委員協議会

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16日以降一週間程度/各施設訪
問時や地区ミニデイ会場、担当地区
一人暮らし高齢者や要援護者宅

31
焼津市豊田地区民生委員児童
委員協議会

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15日11：00～/サンドラック三ヶ名
店・スーパー田子重西焼津店・食鮮
館タイヨー

32
焼津市小川地区民生委員児童
委員協議会

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日から約10日間/担当地区一
人暮らし高齢者や要援護者宅

33
焼津市港地区民生委員児童委
員協議会

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。
4月下旬～5月下旬/担当地区一人
暮らし高齢者や要援護者宅

34
焼津市東益津地区民生委員児
童委員協議会

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16日から1週間程度/担当地区
町内会班長宅等

35
焼津市大富地区民生委員児童
委員協議会

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7日9：00～10：00/焼津市立総合
病院
5月8日10：00～11：00/富士屋焼津
南店、赤のれん焼津南店、しずおか
焼津信用金庫大富支店、イオン焼津
ショッピングセンター

36
焼津市和田地区民生委員児童
委員協議会

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日から数日間/担当地区一人
暮らし高齢者や要援護者宅

37
焼津市大井川南地区民生委員
児童委員協議会

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16日11：00～数日間/担当地区
一人暮らし高齢者や要援護者宅

38
焼津市大井川東地区民生委員
児童委員協議会

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16日から数日間/担当地区一人
暮らし高齢者や要援護者宅

39
焼津市大井川西地区民生委員
児童委員協議会

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16日から1週間程度/担当地区一
人暮らし高齢者や要援護者宅

40
藤枝市民生委員児童委員協議
会

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

41
藤枝市葉梨地区民生委員児童
委員協議会

・民生委員・児童委員活動PRチラシを町内会長経由で組回覧する。
・一人暮らしの方の訪問（声かけ）活動を強化する。
・サロン等で民生委員・児童委員の活動について話す。

５月１日～５月２０日

42
藤枝市広幡地区民生委員児童
委員協議会

高齢者（一人暮らし、高齢者のみ世帯）やサロン会員等を対象に、民生委員・児童
委員活動PRチラシを配布。

５月１２日（予定）

15
小山町民生委員児童委員協議
会

長泉町民生委員・児童委員協
議会

14

19



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

22 静岡県
43

藤枝市藤枝第１地区民生委員
児童委員協議会

・就労継続支援施設への訪問
・シニアクラブ定期総会時の街頭啓発

５月１８日
５月２７日

44
藤枝市青島第１地区民生委員
児童委員協議会

高齢者や一人暮らしの方を中心に、訪問（声かけ）活動を強化し、民生委員・児童
委員活動PRチラシを配布。

５月１２日～５月１８日

45
藤枝市青島第２地区民生委員
児童委員協議会

・地区町内会の組長会で民生委員・児童委員活動PRチラシを配布。
・民生委員・児童委員活動PRチラシを組回覧する。

５月１２日（予定）

46
藤枝市高洲第１地区民生委員
児童委員協議会

・高齢者宅を訪問し、民生委員・児童委員PRチラシを配布。
・長寿会総会、サロンにて民生委員・児童委員PRチラシを配布。

５月１３日～５月２３日

47
藤枝市高洲第２地区民生委員
児童委員協議会

一人暮らし高齢者等の見守り強化月間として、訪問・見守りを行う。（民生委員活
動PRチラシ、特殊詐欺等被害防止啓発チラシを配布）

５月１日～５月３１日

48
藤枝市大洲地区民生委員児童
委員協議会

地区交流センター、商業店舗（スーパーマーケット）、小学校付近にて、民生委員
活動PRチラシを使用した啓発活動を実施。

５月１２日（予定）

49
吉田町民生委員児童委員協議
会

地区ごとで、小中学校の登校時に合わせ、のぼり旗の掲示及び立哨を実施。 ５月１２日（水）　町内にて

50
川根本町民生委員児童委員協
議会
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

51
川根本町民生委員児童委員協
議会
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

52
掛川市民生委員児童委員協議
会

民生委員活動の基本である担当地区訪問活動の強化
※コロナウイルスの感染状況によっては、自粛する可能性あり

各委員担当地区

53
湖西市民生委員児童委員協議
会

訪問活動等に全民児連啓発品（PRカード）の活用によって、民生委員のPRと地域
住民との円滑な環境整備に努めている。

通年

54
湖西市南部地区民生委員児童
委員協議会

訪問時でのパンフレット等の配布 随時

55
湖西市北部地区民生委員児童
委員協議会

訪問時でのパンフレット等の配布 随時

56
湖西市東部地区民生委員児童
委員協議会

訪問時でのパンフレット等の配布 随時

57
御前崎市民生委員児童委員協
議会

スーパーマーケット店頭に啓発用品（ポケットティッシュと個包装不織布マスクの
セット）を配置して配布する。

５月１２日～１８日
市内スーパーマーケット

5月度法定地区毎、定例会以降の民児委員訪問活動
　・高齢者世帯、介護認定３～５、障がい者世帯を訪問調査する。
　・定期安否訪問頻度などの検討及び災害時の避難行動、避難生活の支援方法
を確認する。

５月から７月（市内全域）

広報誌「お元気ですか」３９号発行
　・広報誌内容①民児協総会②活動強化週間への取組等

（５月作成予定）

活動強化週間の周知と民生委員・児童委員活動の認知向上を図るため、『「支え
あう 住みよい社会 地域から」～民生委員・児童委員活動強化週間～』の横断幕
を掲示する。

活動強化期間中
菊川市総合保健福祉センター内

59 森町民生委員児童委員協議会 広報誌へ掲載 広報誌５月号

60
沼津市民生委員児童委員協議
会

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

61 沼津市第一地区民児協
小学校・中学校校長・教頭との顔合わせ、意見交換会
授業参観
（コロナ感染状況により変更あり）

5月12日～5月18日のうち1日
（第一小学校または第一中学校）

62 沼津市第ニ地区民児協
第二小学校・千本小学校・第二中学校の各校区にて交通安全等の見守り活動を
実施

5月6日～5月7日

63 沼津市第三地区民児協
①小中学生の登校時見守りを兼ねた挨拶運動
②かぬき地区包括支援センターによる研修会

①5月10日　小中学生の通学時間帯
に各委員最寄りの通学路
②5月15日　第三地区センター

64 沼津市香貫地区民児協
①挨拶運動の実施②消費者トラブル（振り込め詐欺）講座実施③各自治会館にポ
スターの掲示

5月12日～5月18日
①香貫小学校、第三中学校の子ども
を対象に各地域
②日程は調整中

65 沼津市第四地区民児協 PRポスター掲示、啓発チラシ各町内回覧
5月12日～5月18日
各地区集会所他

66 沼津市大平地区民児協
①大平小学校・大平中学校にて挨拶運動の実施（大平地区派出所にも協力依
頼）、挨拶運動後に民生委員全員と大平小・中学校の校長・教頭との話し合い
②自治会・幼稚園・小学校・中学校に活動主旨の説明とPRカードの配布

①5月12日
②5月中

67 沼津市第五地区民児協 第五小学校にて挨拶運動の実施 5月10日第五小学校校門前

68 沼津市開北地区民児協 開北小学校にて挨拶運動の実施 5月10日～開北小学校校門前

69 沼津市片浜地区民児協
①片浜小学校・片浜中学校にて挨拶運動の実施
②PRポスターの掲示

①5月10日片浜小・片浜中学校　各
校門前
②片浜地区センター、各自治会公民
館に依頼

70 沼津市今沢地区民児協 通学路での安全指導及び挨拶運動、民児協活動説明等PR活動を行う。
5月12日～
今沢校区（北今沢、中今沢、団地、
今沢、三本松）

71 沼津市金岡地区民児協
各自治会役員会議出席、民生委員の活動の紹介、担当者の周知とともに、困りご
とについての情報の提供について依頼

5月中

72 沼津市門池地区民児協
①門池小学校にて校舎、授業見学と懇談、地域福祉活動への参加（授業の一環
として地域の福祉施設への訪問、交流を行う）
②安心、安全の確認のため、各地域の通学路での登下校見守りを強化

①5月24日　門池小学校
②5月17日～5月21日

73 沼津市大岡地区民児協 朝の挨拶運動を各自治会とともに実施する 5月12日　各地区拠点

74 沼津市静浦地区民児協

①挨拶運動の実施
②地域の高齢者世帯へのアンケート調査（実施済）を担当ごとに分析を行い、高
齢者世帯に対する今後の対応や援助方針を作成
③引継資料の準備、整理を進める

①5月12日　各地区通学路
②5月
③5月～

75 沼津市愛鷹地区民児協
①担当地区自治会の会合等でのPR
②各施設等への訪問、展示依頼、PR活動
③児童の登下校見守り、挨拶運動

①各自治会の役員会及び定例会の
実施日
②地区センター、学校、福祉施設、
包括支援センター
③小学校、中学校等

76 沼津市長井崎地区民児協 長井崎小中一貫校にて授業参観、バス停通学、通学路、登下校の見守り 5月中旬

77 沼津市原地区民児協
①原小学校・原東小学校・原中学校にて挨拶運動を実施
②自治会定例会に出席しPRカードにて自己紹介とPR活動、チラシ等の回覧を依
頼

①５月12日、19日（挨拶運動）
②5月または6月　各自治会定例会
の日

菊川市民生委員児童委員協議
会

58
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

22 静岡県
78 沼津市浮島地区民児協

①地域版「活動強化方策」についての勉強会
②浮島小学校・浮島中学校との意見交換
③施設見学、交流

①5月9日
②5月12日　小中学校
③5月中旬　共生会

79 沼津市原北部地区民児協

①PRファイルに「こんにちは民生委員・児童委員です（A4両面チラシ）」「三つ折り
PRカード」を入れて、新年度自治会役員等に民生委員活動を知ってもらうと同時
に、担当地区の民生委員について周知する
②コロナ禍で民生委員・児童委員の活動が、１期目民生児童委員にはイメージし
づらい面があったことから、活動映像を視聴することで、理解を深め強化する。併
せて、中堅委員にとっても有益な事項を盛り込む二本立てとして取り組む

５月15日

80 沼津市戸田地区民児協 戸田小・中一貫校にて挨拶運動を実施 ５月12日

23

活動日時／場所　等

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 豊橋市民児協
民生委員・児童委員による住民宅訪問や自治連合会や組長会の会合の場、地域
行事の場、学校の協力等によりPRチラシを配布し、地域住民の理解と認知度を高
める。

活動強化週間を中心に、各地区民
協が計画した期間

2
東海市民生委員・児童委員連
絡協議会

市内中学１～３年生、全６校約３，５００名を対象に、PRカードと啓発物品（クリア
ファイルを予定）を配布します。

５月中

市広報に、『５月１２日は「民生委員・児童委員の日」』ということと、民生・児童委員
活動のPR記事の掲載を行います。

５月１日（土）発行　市広報

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３１年度・令和２年度の活動状況を掲示して紹介します。PRパンフレット・啓発
用のポケットティッシュの配布を行います。

５月１２日（水）～１８日（火）／知立
市中央公民館１階ロビー

4 岩倉市民児協

・ポスターを作成し、市内公共施設及び各行政区で掲示を行います（５月から概ね
１か月間）。
・啓発用ポケットティッシュを各自で配布します。ポケットティッシュの配布期間は、
個別対応としています。

５月12日（水）～５月18日（火）
※当民生委員児童委員協議会で
は、活動強化週間に合わせて取組
を行います。

5 美浜町民児協
活動強化週間期間内で、各地区（自治区）において、各地区の役員等との懇談会
に参加します。

活動強化週間期間
各地区（自治区）

24 三重県

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
いなべ市民生委員児童委員協
議会連合会

市内のイベント等で民生委員ブースを確保し、民生委員活動の紹介、チラシやPR
グッズを配布する案で検討している。

コロナ禍で未定である

ティッシュ持参で高齢者宅を訪問し、安否確認するとともに、現状の体調や日常生
活の中での課題等を聞く

日時：5月12日～5月18日
場所：各世帯

ふれあい・いきいきサロンへの参加
民生委員のPRをし、普段の生活の中での悩み等を聞き、相談にのる

日時：5月～6月
場所：各々町でのいきいきサロン（集
議所、公民館）

「親子の集い」時の啓発ティッシュの配布
地域の子どもとの交流・ふれあいを図る
＊「親子の集い」：民生委員と地域の親子とのイベント（新型コロナウイルスの感染
状況により、中止の可能性あり）

日時：10月～11月
場所：東部地区市民センター

マスクと担当民生委員・児童委員のPRカードを配布
日時：5月
場所：高齢者宅
　　　いきいきサロン等

民生委員・児童委員の日　活動強化週間のPRポスターを掲示
日時：5月
場所：町内

訪問活動強化の取り組みとして、自分の担当地区以外にも民生委員複数人で（隣
の地区の担当者）訪問し、担当者以外の目線での気づき等を確認する

各民生委員の都合により日時を決
定

新型コロナウイルス感染予防対策として、衛生用品（アルコール消毒液、マスク、
アルコールウェットティッシュ等）を配布

各民生委員の都合により日時を決
定

上野南部自治協との地域ケアネットワーク強化の取り組み
交通安全立哨
制服着用・横断旗利用
ティッシュペーパー配布

日時：5月11日
　　　7：30～8：30
場所：地区内主要道路

久米小学校児童登下校見守り
制服着用

日時：5月12日
　　　7：30～8：15
　　　14：30～15：00
場所：通学路

民児協内でのホームセンターかスーパーマーケットで、チラシ等を配布し、啓発活
動を実施

日時：5月12日
場所：未定

民児協内の各自治会単位での役員（自治会役員・組長）との交流会
日時：5月～6月（予定）
場所：各地域市民センター等

見守り支援家庭への一斉訪問 日時：5月10日～5月20日の期間内
各地区市民センターでのぼり旗を立て、民生委員・児童委員の啓発活動を行う 日時：5月10日～5月20日
各地区においてポケットティッシュを配布し、地元の小学校の福祉体験教室に参
加し、民生委員・児童委員の啓発活動を行う

日時：5月10日～5月20日の間に

各戸に民生委員・児童委員のPRチラシを配布し、啓発活動を行う 日時：5月1日付広報に折込
チラシの作成
地域の皆さんに民生委員・児童委員についての理解を深めてもらうための配布用
チラシを作成
訪問カードの作成
訪問時に留守の場合、訪問したこと等を伝えるためのメッセージカードの作成
ポケットティッシュの配布
社協より配布されたポケットティッシュを活動強化週間中および機会を捉えて配布

9
伊賀市丸山地区
民生委員児童委員協議会

地域の見守りを中心に、児童の通学のパトロール
地域のお年寄りの見守り・困りごと相談等支援活動を強化する。
併せてポケットティッシュを配布する。

さくらまつりで活動
日時：4月11日
場所：霊山寺

オークワ店頭にて啓発活動 調整中

8

10

活動の具体的内容

伊賀市上野北部地区
民生委員児童委員協議会

伊賀市成和地区
民生委員児童委員協議会

伊賀市伊賀地区
民生委員児童委員協議会

伊賀市上野東部地区
民生委員児童委員協議会

伊賀市上野西部地区
民生委員児童委員協議会

伊賀市上野南部地区
民生委員児童委員協議会

伊賀市久米地区
民生委員児童委員協議会

伊賀市城西地区
民生委員児童委員協議会

知立市民児協3

愛知県

広報用パネルなどの貸し出しを行う。
(新型肺炎対策のため総会などを中止したため、県社協本体でのPR活動が行えない。）

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

2

3

4

5

6

7
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

24 三重県 広報「つながり」民生委員・児童委員の日特集号と記念品を福祉票対象者に渡し、
趣旨を説明する

日時：5月12日～数日以内に

5月定例会での趣旨説明と6月定例会での総括
日時：5月10日
　　　6月10日

見守り
福祉票・安否確認・避難支援登録シート（台帳）等を基に、対象者宅への一斉訪問
（ティッシュ配布）。

＊新型コロナウイルス感染予防に努め、可能な範囲での無理のない活動とする

日時：5月12日～5月18日の活動強
化週間期間中に各地区単位で戸別
訪問

啓発
・阿山地域センターのロビーにのぼり旗を設置、啓発・PR活動の実施
・「阿山地域センター便り」で民児協、民生委員・児童委員の活動ならびに地域別
委員の氏名と顔写真紹介

日時：5月12日～5月18日

地域活動
特別養護老人ホーム訪問と「ふれあいカフェ」開催

＊新型コロナウイルス感染予防のため、施設の許可が下りない場合は中止とする

日時：5月20日
　　　14：00～15：30
場所：ぬくもり園

ひきこもり児童有無調査・点検と情報収集
日時：5月5日～5月15日
場所：委員担当地区内対象者宅

ひきこもり高齢者および一人暮らし高齢者の地域参加の頻度調査と情報収集
日時：5月5日～5月15日
場所：委員担当地区内対象者宅

啓発用ティッシュの配布
児童の登下校見守り、あいさつ運動
同時に、伊賀市民生委員児童委員協議会ののぼり旗の掲示
市役所のホームページに広報「こんにちは民生・児童委員です」を掲載
（地区民児協各戸へは、全戸配布）

15 伊勢市城田地区 市内の商業施設で、PRカード入りマスク、ティッシュを配布 5月16日(土) ／メガドンキー上地店、

16 伊勢市倉田山地区

・担当地区の近い委員同士でグループに分かれて、地域の要援護者を訪問し、
PRカード入りマスクを配布
・担当地区の自治会等に伊勢市民生委員児童委員協議会連合会で作成したパン
フレット「あなたのまちの民生委員・児童委員」を配布し活動への理解を得る。

5月12日～17日／倉田山地区

17
伊勢市内10地区
（五十鈴・小俣・北浜・厚生・豊
浜・南部・二見・御薗・港・宮川）

PRカード入りマスクを配布
　・高齢者等のお宅訪問時
　・いきいきサロンやふれあい会食会の参加者
　・自治会
　・地区内の福祉会館利用者

18 紀宝町　民児協 街頭啓発活動　（例年）
・5月中旬
・町内スーパーマーケット店頭

19
亀山市民生委員児童委員協議
会連合会

民生委員・児童委員の活動内容や役割についての周知。
①市広報5月1日号にて、見開き2ページにわたり特集記事を掲載します。
②連合会としては年に2回「民生委員・児童委員たより」を発行し、全戸配布してい
ます。

①5月1日～
②令和3年度

20 菰野町民協
町内の役場コミュニティセンターにポケットティッシュに民生委員啓発チラシを折り
込み配布する。

5月～/町内コミュニティセンター5か
所

21
四日市市民生委員児童委員協
議会連合会
及び各地区単位民児協

市広報及び各地区広報へのPR記事掲載 4月下旬～5月上旬

22 四日市市各地区単位民児協
PRグッズを活用した訪問活動の強化
防犯協会と協働し詐欺防止シールの配布

5月中旬

23 津市

新型コロナ禍。昨年に引き続き各担当地区に於いてティッシュペーパーを配布す
る。因みに一昨年は全員揃って、津駅前にて配布した。
神戸小学校、片田小学校の児童にティッシュを配布する。
津みどりのこども園、片田保育園、泉ヶ丘保育園の園児にティッシュを配布する。
神戸、片田各JAの窓口でティッシュを配布する。

5月中頃

24
東員町民生委員児童委員協議
会

町内のショッピングセンター４か所で民生委員の旗を立て、PRカード入りのポケッ
トティッシュを配布する。

5月16日（日）午前9時から11時
イオン東員
ピアゴ東員店
カネスエ東員店
一号舘東員店

のぼり旗の設置による啓発活動
５月１２日～５月１８日
各地区で実施

町広報誌「みなみいせ」５月号に民生委員・児童委員の活動内容等を掲載 ５月号広報誌

26
尾鷲市民生委員児童委員協議
会

「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
発物品等を配布する。

５月１７日（月）１６時～/市内スー
パーマーケット６ヶ所

27
名張市民生委員児童委員協議
会連合会

・「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
民生委員・児童委員活動中に啓発ティッシュを配布予定

5月中

28
志摩市浜島地区民生委員児童
委員協議会

①チラシを作成し、全戸配布にて担当民生委員・児童委員の周知及び民児協活
動の紹介をする。
②民児協主催の喫茶式ふれあいサロン来場者に啓発ティッシュを配布し、活動を
PRする。

①５月中
②７月以降

29
志摩市大王地区民生委員児童
委員協議会

・チラシを作成し、回覧版等にて担当民生委員・児童委員の周知及び民児協活動
の紹介をする。

５月中

30
志摩地区民生委員児童委員協
議会

①チラシを作成し、各地区の回覧版若しくは各戸配付にて、担当民生委員・児童
委員を周知する。
②主に70歳以上のひとり暮らし高齢者を訪問し、①のチラシや啓発ティッシュの配
付と自己紹介をする。
③小学校新入学児童宅を訪問し、①の啓発チラシや粗品の配付と自己紹介をす
る。

6月開始予定

31
志摩市阿児地区民生委員児童
委員協議会

・民児協チラシと啓発物品（マスク）を、担当地区のひとり暮らし高齢者等へ配付
し、民生委員・児童委員の啓発を行う。

強化週間を中心に実施

32
志摩市磯部地区民生委員児童
委員協議会

・啓発チラシを作成し、各地区の回覧版若しくは各戸配付にて、担当民生委員・児
童委員の周知及び民児協活動を紹介する。

・5月15日（土）～配付予定

33
多気町民生委員児童委員協議
会

ひとりぐらし老人へ弁当を配布し、改めて民生委員の活動を周知する 2021/5/14　勢和地区

11

12

伊賀市島ヶ原地区
民生委員児童委員協議会

伊賀市青山地区
民さえい委員児童委員協議会

南伊勢町民生児童委員協議会25

13

14

伊賀市阿山地区
民生委員児童委員協議会

伊賀市大山田地区
民生委員児童委員協議会

22



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

24 三重県 訪問活動
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況などに留意しながら実施

活動日時：適宜
活動場所：対象者宅

児童の登下校見守り・あいさつ
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況などに留意しながら実施

活動日時：適宜
活動場所：各学校通学路

見守りなどの安否確認
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況などに留意しながら実施

活動日時：適宜
活動場所：町内全体

35
鳥羽市民生委員児童委員協議
会

例年通り
街頭及びマリンターミナルでウエットティッシュを配る。その際に、鳥羽市子育て支
援室のマスコットキャラクター・ジュジュちゃんにも来てもらい活動をPRする。

6月頃の予定だが、コロナの感染状
況によっては秋頃になる可能性があ
る。
ハローショッピングプラザ、
ぎゅーとら、マリンターミナル

36 鈴鹿市国府　北西
民生委員・児童委員PRのためイオンモール鈴鹿出入り口でPRカードとポケット
ティッシュを配布。

5/16（日）10時00分～
1時間程度/イオンモール鈴鹿

37 鈴鹿市牧田 民生委員・児童委員PRのためポケットティッシュ及びパンフレットを配布。
5/16（日）10時00分～
鈴鹿ハンター，スーパーぎゅうとら，
マックスバリュー岡田

38 鈴鹿市飯野
民生委員・児童委員PRのためPRカードとポケットティッシュを配布。
不在宅にはチラシとポケットティッシュをポストに入れる。または公民館の窓口に
ポケットティッシュを設置し，チラシを掲示する。

令和3年秋頃
災害時要援護者台帳新規対象者，
友愛訪問対象者宅

39 鈴鹿市白子
民生委員・児童委員PRのため地区内の小学生に学校を通じてポケットティッシュ
を配布。

5/10（月）～5/14（金）
地域に在る小学校

40 鈴鹿市一ノ宮
民生委員・児童委員PRのため各地区公民館等にポケットティッシュを配布。（PR文
面あり）

5/12（水）～5/18（火）
各地区公民館等

41 鈴鹿市南部
民生委員・児童委員PRのためＦ☆マートの来店者に啓発文の入ったポケットティッ
シュを配布。

5/15（土）9時30分～11時30分
Ｆ☆マート

42 鈴鹿市西部
民生委員・児童委員PRのため登校時のあいさつ運動実施の際に，ポケットティッ
シュを配布。

5/17（月）7時30分～
西部地区各小学校（深伊沢小，庄内
小，鈴西）

43 鈴鹿市河曲神戸
民生委員・児童委員PRのためスーパーマーケットの出入口にてポケットティッシュ
を配布。

5/15（土）10時00分～11時00分/名
門神戸店，オークワ自由ヶ丘店

44 玉垣・桜島　「中止予定」
民生委員・児童委員PRのため公民館等のコミュニティーの施設にポケットティッ
シュやPRカードを設置。

5/1（土）～5/31（月）の間
活動強化月間での商業施設に於け
る地域住民への取り組みは中止。

45 鈴鹿市東部
民生委員・児童委員PRのため小学校の協力を得て事業時間内にポケットティッ
シュを配布。

5/12（水）～5/18（火）
若松小学校・箕田小学校

46 鈴鹿市栄
民生委員・児童委員PRのため要援護者台帳登載者を中心にポケットティッシュを
配布。

5/12（水）～5/18（火）
主に要援護者台帳登載者宅

25 滋賀県

活動日時／場所　等

５月１２日（水）～５月１８日（火）＜当
該活動強化週間の前後の取り組み
も含みます。＞

26 京都府

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 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の伝達訓練。
　・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、会長等へ報告する。

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。

③市広報誌に民生児童委員の記事を掲載し、全戸配布を行う。

【大江地区民生児童委員協議会】
民児協広報誌「ほほえみ通信」を発行し、活動をPRする。

①5月12日（水）から18日（火）
各単位民児協全体で実施予定
（コロナの影響により延期の可能性
あり）

②5月1日（土）から31日（月）まで

③5月13日（木）発行予定

【大江地区民児協】
5月中旬

2 舞鶴市民生児童委員連盟
①市広報誌への民生委員・児童委員関連記事の掲載
②市コミュニティラジオへの出演

①5月1日発刊号
※掲載号については紙面の都合等
により変更になる可能性あり
②5月中旬

3 綾部市民生児童委員協議会
①民児協だより第３３号での活動紹介（市内全戸配布）
②市広報誌（４月号）のお知らせ版に掲載

４月

4 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、
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。
【岡屋地区民児協】
地区独自の広報誌を作成し、市民児協の「民生委員だより」の配布に併せて配布

５月１２日～１８日
／市内全域

５月１２日～１８日
／岡屋地区民児協担当地域内

5 与謝野町民生児童委員協議会 啓発幟旗の町内公的施設における掲出 ５月１２日～５月１８日（予定）

6
亀岡市民生委員児童委員協議
会

民生委員・児童委員の日を含め、年間を通じて市役所及び市内公共施設等にお
いて、啓発物品（絆創膏）の配架（1,000個予定）を行います。

年間通じて実施／市役所及び市内
公共施設等

7
向日市民生児童委員連絡協議
会

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開設しておりません。
③市庁舎内デジタルサイネージへの記事掲載

【単位民児協の取組】
ポスティング活動時に向日市民児協が作成したPRグッズ（クリアファイル、メモ帳）
や全民児連作成のリーフレット等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～5月18日
③5月12日～5月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

【単位民児協の取組】
訪問先や井戸端会議会場等で随時
実施する。

■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

・令和2年度に制定した「びわっ湖ミンジ―」を活用し、住民への啓発活動を積極的に行います。
・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
供します。
・取りまとめた取り組み事例を県ホームページに掲載し、県民に広く周知を図ります。

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

・令和2年度に制定した「びわっ湖ミンジ―」の啓発グッズを市町民児協に配布し、住民への啓発活動を積極的に行います。

大台町民生委員児童委員協議
会

34

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

23



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

26 京都府

8 長岡京市民生児童委員協議会

①随時：長岡京市ホームページに掲載された情報の更新
②自治会長あての協力依頼文（総会への委員臨席等）の発行
③市広報誌5月1日号に特集記事を掲載
④横断幕の掲示

①
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/00
00005979.html
②4月
③5月
④5～6月、市内4か所

9 大山崎町民生児童委員協議会

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、目で見てわ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る。
　そのほか、例年4月頃に実施される町内・自治会長会議の場で、民生委員・児童
委員の活動に対する理解と自治会等の協力を要請する。5月の町広報誌で民生
委員・児童委員の啓発を行う。
①常備薬やかかりつけ医、緊急連絡先等を記入しておき、緊急時に備える「命の
カプセル」配布事業。従来は、65歳に到達した高齢者世帯及び一人暮らし世帯に
対し、説明のため訪問していたが、R2年度70歳以上に対象年齢を変更し、現在は
これまで配布した人の把握・更新作業に取り組んでいる。
②①の訪問活動にあわせて、かかりつけ医や投薬情報を記載する名刺サイズの
「安心カード」の活用についてもPRする
③年2回、大山崎町民生児童委員協議会の取組や地域の紹介等の啓発を行う広
報誌「そよかぜ」を発行、町広報と合わせ全戸配布している。

5月民生委員・児童委員　活動強化
週間
大山崎町役場1階ロビー

①②通年
　（5月周知予定）
③年2回
　（5月周知予定）

10 八幡市民生児童委員協議会

①PRチラシを封入したティッシュを配布
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
ンター等で設置いただき配布します。また商業施設や駅前等で民生委員による手
配りを行う。

②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、横断幕を懸架しま
す。懸垂幕は市役所、横断幕は公民館に２か所、それぞれ懸架します。のぼりは
公民館等の施設前に設置します。

【単位民児協の取組】
・PRチラシを封入したティッシュを配布
・PRチラシを作成し、地区内の家庭に全戸配布

①５月１２日（水）

②４月３０日（金）～５月１８日（火）

【単位民児協の取組】
5月実施予定

11 京田辺市民生児童委員協議会

京田辺市のホームページ内に「民生委員・児童委員」に関するコンテンツを作成
し、民生委員・児童委員の活動についてPRする（一部改定予定）
【単位民児協の取組】
啓発チラシなどの配布、訪問活動の強化

通年

12 京丹後市民生児童委員協議会

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。

【単位民児協の取組】
PRカード等を活用し、高齢者等見守りも意識しながら地域を回り民生児童委員活
動のPRを実施する。各単位民児協で行っているボランティア活動をする。市が行
う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。

活動強化週間期間中

13 笠置町民生児童委員協議会
高齢者宅等へ訪問する際に、民生児童委員の活動内容を説明し、あわせて特殊
詐欺被害防止や消費生活に係る注意喚起を実施

未定

14 木津川市民生児童委員協議会

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1,000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）
③窓口でのPR

【単位民児協の取組】
啓発ティッシュを作成し、街頭啓発を実施予定

①５月12日～18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12日～18日／事務局
　（社会福祉課）窓口
※期間外は縮小して常時PR

５月1２日（水）
各駅・ショッピングセンター等

15 精華町民生児童委員協議会
①啓発用ポケットティッシュの配布（各委員３０個ずつ）

②広報・情報誌　　『精華のいぶき』を５月（第３金曜）に全戸配布

①コロナウイルス感染拡大状況を考
慮し必要に応じて配布。（令和２年度
に引き続き特定の場所・時間を決め
た啓発活動は実施しない予定）

16 南丹市民生児童委員協議会

【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）実施できない場合は、毎年作成している絵
手紙を施設に送る。

【美山町民生児童委員協議会】
「民生委員・児童委員の日」として５月１２日には、美山小学校周辺で登校時のあ
いさつ運動、子ども見守り活動を実施する。
また各地区で小中学校の登下校時の見守り活動を実施している。

【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】
5月12日／美山小学校周辺
毎月12日／南丹市役所美山支所前
および各地区通学路
毎月第4月曜／南丹市役所美山支
所前

昨年度に引き続き「民生委員活動環境整備事業」を実施。
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、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
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

27 大阪府

活動日時／場所　等

活動強化週間に合わせて各市町村
に冊子として配布予定。

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 泉大津市民児協
ウェットティッシュおよびポケットティッシュを駅にて市民に配布。地域FMラジオに
てPRする。

日にち未定
市内３駅周辺で実施

2 高槻市民児協
毎年子どもの日に開催している子ども映画会において、子どもたちや保護者に
ウェットティッシュを配布する。

5月5日（水）
高槻現代劇場大ホール

3 和泉市民児協 街頭での配布と日ごろの見守り訪問の際に配布する。
5月上旬の強化週間及び
日ごろの見守り訪問

28

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
毎年秋に開催される「にしのみや市民祭り」のふるさとブースに、西宮市民生委
員・児童委員会として出展。簡易なアンケートの実施、記念品の配布、西宮市民
生委員・児童委員会の広報紙配布を通しPR活動を行っている。

10月（予定）（活動強化週間ではな
い）／西宮市役所周辺

毎年1回、西宮市民生委員・児童委員会の広報紙を発行。訪問活動時などに配布
し、会のPRに努めている。

随時

2 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
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。

4月～6月

市広報誌（5月号）に「民生委員・児童委員の日」のPR記事を掲載する。 5月号（4月25日（日）発行）
懸垂幕を掲揚する。 5月11日（火）～18日（火）／市庁舎

4 豊岡市日高
地域別に担当民生委員・児童委員の名簿を掲載したポスターを作成し、地域拠点
のコミュニティセンターへ掲示を依頼する。

5月頃／コミュニティセンター

5 宝塚市
啓発ティッシュを作成し、市内で配布する。また、高齢者等のお宅へはリーフレット
とともにポストインし、啓発を行う。

5月12日（水）／市内各所（商業施
設・駅周辺）

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(土)～31日(月)／公民館等11
施設

市広報誌(5月号)・市HP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(土)
三木市連合民生委員児童委員協議会の総会を開催する。 5月12日(水)午前9：30～／市民活動

センター
市広報誌4月号（4月20日発行）に「民生委員・児童委員の日、コロナ禍における高
齢者見守り推進事業」の広報記事を掲載する。

4月20日（火）～5月19日（水）

たんばの福祉（地元FMラジオ局の番組）に民生委員の回を設けてもらい、活動内
容等をPRする。

5月

コロナ禍における高齢者見守り推進事業として、4月下旬から75歳以上の高齢者
に往復ハガキを発送し日常生活における困り事等の実態把握を行う。5月中旬か
ら民生委員・児童委員、民生・児童協力委員による相談事のある高齢者への訪問
を行い、支援の必要な方は関係機関につなぐ。

4月下旬往復はがき発送
5月中旬～戸別訪問活動開始

29 奈良県

活動日時／場所　等
調整中

5月号掲載

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 ―
※今年度は感染予防・拡大防止を優先した無理のない範囲での取り組みを呼び
かけており、この期間によらずにできる時期にできることを実施します。また、感染
拡大の状況を受け、予定を中止したり再検討しています。

活動強化週間での取り組みではな
いが、地区民児協ではサロン等の中
止もある中、「マスク」を持っての訪
問、「布マスク」や「マスクケース」な
どの作成、絵手紙の作成など工夫し
ています。

西宮市

豊岡市

三木市

丹波市

1

3

兵庫県

活動の具体的内容

■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

6

7

県内各所に設置してある電子掲示板で「民Say！Rap！」放映(予定）

県民だより5月号に身近な相談相手であることや、その活動を知ってもらう「民生委員･児童委員の日　活動強化週間」の
紹介等の掲載

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■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
本会では年間通して訪問の際に使えるようPRカードやPRティッシュ、のぼり旗を準備しています。

■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。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

大阪府民児協連と市町村民児協（連）でウェ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。（作成54,900個）

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し、府内全市町村民児
協の活動紹介ページを更新する。
（http://www.osakafusyakyo.or.jp/minkyo/）。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 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
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

30 和歌山県

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
紀の川市打田民生委員児童委
員協議会

打田管内の小・中学校において、登校時に『おはようあいさつ運動』を行う。
民生委員・児童委員のPRポケットティッシュ及び新型コロナウイルス感染予防啓
発のメッセージをつけた除菌ティッシュは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
の観点から時期をずらし、管内小・中学校及び公立保育所　児童・園児に対し、教
室等で配布してもらう。

おはようあいさつ運動：
５月１２日（水）
打田中：8:00～8:20
田中小・池田小：7:30～8:00

ポケットティッシュ・除菌ティッシュの
配布は後日。（日程は未定）

2
紀の川市那賀民生委員児童委
員協議会

75歳以上のひとり暮らし高齢者宅への友愛訪問
（訪問時にプレゼントするグッズづくり）
・上記のグッズ「緊急通報連絡表と可愛い手作りマスコット」
・全委員（31名）が作業工程を手分けして作成し、活動強化期間に照準を合わせ
準備
・5月の連休明け、各家へ訪問し安否確認や心配ごとを聞くなどの活動
・訪問時には、コロナウイルス感染予防の対策を十分考えて行動する

・作業準備
　各委員に担当地区に在住する75
　歳以上のひとり暮らし高齢者数
　（調査済の福祉票から）の調査
・作成
　3/29と4/7
・訪問と配布
　5/12の「民生委員・児童委員の
　日」を中心に訪問予定

ひとり暮らし高齢者宅を訪問し、様子を確認するとともに、困り事等の相談に対応
します。

５月１２日（水）～１８日（火）
町内

「コアラ教室」（月１～２回開催）
町内在住の１才６か月以上でこども園に入園していない子どもとその保護者を対
象に、「お散歩ら・ら・ら」と題し、さわやかな新緑の中を散歩します。民生委員・児
童委員及び主任児童委員も普段からスタッフとして参加し、親子のふれあいをサ
ポートしています。

５月１１日（火）
紀美野町総合福祉センター及び付
近

「カンガルー教室」（月１回開催）
町内在住の５か月から１才６か月児とその保護者を対象に、「赤ちゃん体操」、「手
遊び」、「親子の絵本タイム」及び「グループワーク」を行います。民生委員・児童委
員及び主任児童委員も普段からスタッフとして参加し親子のふれあいをサポートし
ています。

５月１９日（水）
紀美野町総合福祉センター及び付
近

【全体的な取組】
１．町広報誌への掲載
　・町広報誌に「民生委員・児童委員の日　活動強化週間」を広報誌を通じて住民
にPRする。
２．有田川町独自の「活動強化週間」のポスターを掲示
　・町独自のポスターを作成し、活動強化週間であることをPRする。
　・ポスターの掲示は役場庁舎、図書館等町施設等へ掲示する。
３．役場職員のパソコン画面を活用する
　・役場庁舎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、広報活動を支援して頂く。

5月１日～5月18日
（強化週間：5月12日～18日）

【支部独自の取組】
１．民生委員活動を浸透させる
　・役場にノボリをたてる等民生委員の啓発を行う。
　・高齢者世帯（2人暮らし）の訪問活動を行う。

5月12日～5月18日
（強化週間：5月12日～18日）

5
美浜町民生委員児童委員協議
会

新一年生とその学校の校区に該当する民生委員、主任児童委員との顔合わせ。
お互いに自己紹介したり一緒に歌を歌ったりします。

実施日はコロナウイルスの関係もあ
り未定ですが、ゴールデンウィーク明
けに実施予定。
令和元年度は５月１０日実施。
令和2年度はコロナウイルスの流行
のため中止。

6
みなべ町民生委員児童委員協
議会

・町内スーパーマーケット3か所での街頭啓発
　みなべ町民生委員児童委員協議会オリジナルの「こんにちは民生委員です♪」
と書いたジャンパーを着用し、パンフレットや啓発グッズを配布…コロナの状況に
応じて中止する場合あり
・町広報にてPR記事を掲載

日時：民生委員・児童委員の日
　　　　（又は活動強化週間内）
場所：町内スーパー3か所

7 上富田町民生児童委員協議会

＜高齢者宅への訪問活動＞
民生委員活動の一環で85歳以上になられた方へ、敬老年金の給付を行っており
ます。こちらは長寿を祝福するとともに、高齢者の見守り事業として位置付けてお
ります。
この活動事業は、昨今ひとり暮らしの高齢者の方が増加しており、地域とのつな
がりを断ち切らないために、訪問した際に気になる方やその他のご質問があれば
行政へつなげていただき、地域での見守り体制の強化につながることを趣旨とし
て実施するものです。

9月～10月、随時
上富田町内

①　民生委員・児童委員の基本である訪問活動の実施
     新型コロナウイルス感染症の感染予防対策をしっかりとりながら、訪問活動を
　　通して、地域の見守り、寄り添いつなぐことで、支援力を高める。
②　民生委員・児童委員のPRポスターの掲示
　　役場、公民館等、関係機関に民生委員・児童委員のポスターを掲示、併せて委
　　員活動のパネル展示をして、委員活動の周知に努める。

５月１２日～５月１８日
すさみ町役場、すさみ町総合セン
ター、江住公民館、公民館佐本分館

③　学校訪問の実施
　　「児童福祉週間」の標語と押し花の「しおり」を作成し、学校訪問の折に小・中学
　　校の生徒、先生に配布する。新入学生には民生委員・児童委員から手渡す。
　　民生委員・児童委員活動への理解の促進に努める。

すさみ町内小、中学校

9 古座川町民生児童委員協議会
民生委員・児童委員のPRとして、買い物客が多い時間帯でオークワ古座川店前
にてPRチラシとPRグッズを配り、存在の周知に努める。

活動日時/活動強化週間期間中（具
体的日時未定）
場所：オークワ古座川店前

31

活動日時／場所　等

５月１３日付朝刊に掲載予定

すさみ町民生児童委員協議会8

鳥取県民生児童委員協議会として、民生委員活動強化週間に合わせて、鳥取県に民生委員・児童委員活動のPRの要
望を行ったところ、「日本海新聞」および「山陰中央新報」への掲載が決定した。また、鳥取県のＳＮＳ（Twitter）での周知
も依頼。

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

紀美野町民生委員・児童委員
協議会

3

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

鳥取県

有田川町民生委員児童委員協
議会

4

活動の具体的内容

26



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

32 島根県

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
松江市民生児童委員協議会連
合会

①懸垂幕の掲示　左記の期間中、市役所正面玄関前にスローガンの懸垂幕を掲
示する。
②各地区において、幟や啓発グッズを活用して民生児童・委員活動の周知に努め
る。

5月12日（水）～5月18日（火）

石見ケーブルテレビジョン「浜っ子タイムズ」のコーナーにおいて民生委員・児童委
員の活動紹介を放送し、市民へ広く活動をPRする。

5月18日（火）
5月25日（火）

「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」懸垂幕を浜田市役所に掲揚し、市民へ
PRする。当日は掲揚式を行い、市長、社協会長も参加する。

5月12日(水)

浜田市民生児童委員協議会
（各地区単民協）

児童生徒の登下校時にあいさつ運動の推進（地区ごとに活動） 5月12日（水）～5月18日（火）

3
出雲市民生委員児童委員協議
会

①市役所本庁に懸垂幕の掲示
②市内コミュニティセンター等にのぼり旗の設置。
③各単位民児協において、できる範囲内でのPR活動を行う。

①5月1日（土）～18日（火）
②5月
③5月

民生委員地区会長と市長の懇談会の開催 5月10日（月）
住民周知：懸垂幕の掲示 5月12日(水)～5月18日(火)

5
益田市民生児童委員協議会
(単位民児協)

要保護者宅への訪問等、各地区民児協により取り組みを行う。
※新型コロナウイルスの影響により規模の縮小または中止する場合もあります。

5月12日(水)～5月18日(火)

6 大田市民生児童委員協議会
①市役所庁舎に懸垂幕を設置
②市長へメッセージを伝達する

５月
大田市役所庁舎前

7 安来市民生児童委員協議会 一人暮らし世帯及び高齢者世帯にマスク及び全民児連作成チラシを配布する。 5月中
江津市民生児童委員協議会
(各支部)

一日民生委員・児童委員活動の実施（小学生や自治会長等に一日民生児童委員
を委嘱し、独り暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯を中心に声掛け訪問する。）

5月12日（水）～5月18日（火）

江津市民生児童委員協議会
①江津市新庁舎の電光掲示板にてPRする「広げよう　地域に根ざした　思いやり」
②「民生委員・児童委員の日」強化週間

5月10日（月）～5月16日（日）

9 雲南市民生児童委員協議会
・各地区民児協会長が副市長とともに市役所庁舎にて懸垂幕を掲揚し、活動PRに
努めます。（報道機関（雲南市広報担当者）へ周知します）
・市役所窓口にﾘｰﾌﾚｯﾄを置きPR活動に努めます。

5月12日(水)～5月18日(火)

雲南市民生児童委員協議会
(三刀屋地区民生児童委員協
議会)

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
実施します。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
安心安全の地域づくりを推進します。

5月13日（木）7：00～8：30・各地区小
学校通学路（3地区はｽｸｰﾙﾊﾞｽﾊﾞｽ
停）

雲南市民生児童委員協議会
(吉田地区民生児童委員協議
会)

　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ま
す。その際に民生委員活動PRとして「地区民児協」名入りの鉛筆等を配布します。
また、町内の福祉施設において窓拭き等の奉仕作業を行い、連携強化を図りま
す。

期間中
・吉田町内小中学校校門
・ケアポートよしだ（よしだ福祉会）

雲南市民生児童委員協議会
(掛合地区民生児童委員協議
会)

　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します。当日
は、のぼり旗・緑ジャンパーを活用しPRにも努めます。

5月17日（月）7：30～児童登校時間
・掛合小学校・中学校、各地区スクー
ルバス発着場

11 奥出雲町民生児童委員協議会

①チラシ、民生委員・児童委員のPRカード等を持参し区域内の全戸訪問を実施し
ます。（新型コロナウイルス感染に配慮し、有線、電話、SNSなどを利活用します）
②CATV文字放送（「民生児童委員の日」について）を実施します。
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）を実施しま
す。
④懸垂幕掲示（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します。

5月12日(水)～5月18日(火)

12 飯南町民生児童委員協議会
民生児童委員のPRカードとポケットティッシュを持参し、区域内の全戸訪問を実施
します。

5月12日(水)～5月18日(火)

13 川本町民生児童委員協議会
川本町内全地区の民生児童委員が訪問活動を行います。その内１地区で、川本
町長が「１日民生児童委員」として一緒にひとり暮らし高齢者宅の訪問活動を行い
ます。

5月12日（水）10:00～

14 美郷町民生児童委員協議会

①美郷町広報誌配布時に併せ、民生委員・児童委員活動PRチラシ（独自チラシを
作成）を、全世帯に配布します。また、ﾁﾗｼを必要とされる委員に訪問時に持参し
てもらいます。
➁担当区域内の世帯に訪問し、民生委員・児童委員PRカードおよびポケットティッ
シュを、お渡しします。（訪問世帯は、委員の判断に委ねます）
③活動週間を明記した横断幕を、活動週間中沿道に掲示します。

①4月20日（火）ほか
②5月12日（水）～5月18日（火）を主
として、適宜行う
③５月活動週間中

15 邑南町民生児童委員協議会
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（水）～5月18日（火）
②4月26日（月）～5月23日（日）

16 津和野民生児童委員協議会

①広報及びＣＡＴＶにより民生委員・児童委員活動強化週間のPRを実施
②町長が1日民生委員となって町内の高齢者宅を訪問
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
和野庁舎へ掲示　予定）

5月12日(水)～5月18日(火)

17 吉賀町民生児童委員協議会
①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します。
②町内の小中学校であいさつ運動を実施します。

①5月12日（水）～5月18日（火）
②5月17日（月）7：00～/小中学校

18 海士町民生児童委員協議会
①２校の小学校、１校の中学校での挨拶運動及び学校訪問を行います。
②海士町民児協のジャンパーを着用し、カーブミラーの清掃活動を行います。
③海士町民児協の広報「ささえあい」発行し、全戸配布を通して活動PRします。

①5月12日(水)～5月17日(月)
②5月12日(水)～5月17日(月)
③5月20日(水)

19 西ノ島町民生児童委員協議会

①保育所へ訪問し、園児と交流会を行う。
②町の放送にて、強化週間のお知らせと各地区の民生児童委員が訪問すること
をお知らせる。
③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する。
④社協のフェンスに横断幕の掲示しPRを行う。

①5月12日（水）
②5月11日（火）
③5月12日（水）～5月18日（火）
④5月12日（水）～5月18日（火）

20 知夫村民生児童委員協議会

①役場庁舎外壁にPRの懸垂幕を掲揚し、民生委員・児童委員活動の周知をはか
ります。
②全世帯向けの回覧で民生委員・児童委員の活動紹介をします。
③リーフレットやPRカードを持参し、区域内の８０歳以上の世帯及び児童のいる家
庭訪問を実施します。
④村内放送で民生委員・児童委員活動の周知をはかります。

①5月12日（水）～5月18日（火）
②5月14日（金）
③5月中旬～下旬にかけて
④5月11日（火）・12日（水）

21
隠岐の島町民生児童委員協議
会

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・タスキ着用及びのぼりを立てて、PR活動を実施します。

5月12日（水）～5月18日（火）

益田市民生児童委員協議会4

10

8

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

浜田市民生児童委員協議会
2

27



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

33 岡山県

活動日時／場所　等

5月12日（水）登下校の時間帯／岡
山県内の小中学校等

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
≪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を行う。

日程は未定／各小学校、

懸垂幕を掲示 5月12日～／本庁・各支所
≪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を行う。

5月12日／市内各小学校、登校時間

津山市役所で「民生委員・児童委員　活動強化期間」と記した懸垂幕の設置 概ね5月1日～31日の1ヵ月間
≪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を行う。

5月12日／市内各小学校、登校時間

≪あいさつ運動≫
荘内小学校、荘内中学校において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行
う。
（荘内地区民生委員児童委員協議会）

毎月第3木曜日／荘内小学校、荘内
中学校2か所にわかれて登校時間に
行う。

4
笠岡市民生委員児童委員協議
会

≪あいさつ運動≫
市内小中学校それぞれの校門付近、各地区通学路に立ち、児童・生徒に朝のあ
いさつと見守りを実施する。（3月26日時点で１６地区中５地区で実施予定を確認）

5月12日／市内各小学校・中学校、
登校時間7：30～8：15

≪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を行う。

5月12日／市内各小学校、登校時間

≪PR活動≫
民生委員活動をPRするための懸垂幕を提示する。

5月12日～5月18日/井原市役所、井
原市役所芳井支所、井原市役所美
星支所

≪PR活動≫
民生委員の活動をケーブルテレビを通して広報する。

（放映日）五月第一水曜日/井原市
内

6
総社市民生委員児童委員協議
会

≪あいさつ運動≫
各地区民児協内の小学校において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行
う。

5月12日／市内各小学校、登校時間
※別日程で行う地区あり。

7
高梁市民生委員児童委員協議
会

≪あいさつ運動≫
新型コロナウイルス感染予防対策を十分に行ったうえで、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月中に行う予定/市内各小学校、登
校時間

≪あいさつ運動≫
市内各小学校において、登校する児童生徒に朝の挨拶と見守りを行う。

5月12日／市内各小学校、登校時間

登下校時に、家の前や通学路で、小中高生に声かけをしている。 通年
新見市民生委員児童委員協議
会　　（正田地区民協）

主任児童委員が、可能な日に登校に付き添いを行っている。 適宜

≪民生委員・児童委員広報活動≫
・備前市の広報詩「広報びぜん」に民生委員活動PR記事を掲載予定。

5/1～/市内各家庭

≪市役所内でのPR活動≫
・備前市庁舎に民生委員活動PR用懸垂幕を設置予定

5/6～5/31/備前市役所

10
瀬戸内市民生委員児童委員協
議会

≪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を行う。

5月12日／市内各小学校、登校時間

11
赤磐市民生委員児童委員協議
会

≪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を行う。

5月12日／市内各小中学校、登校時
間

12
真庭市民生委員児童委員協議
会

≪あいさつ運動≫
市内各小中学校及び通学路において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行
う。

5月12日／市内各小中学校及び通
学路、登校時間

13
美作市民生委員児童委員協議
会

≪あいさつ運動≫
市内小中学校、保育園等において、登校園する児童生徒に朝の挨拶と見守りを
行う。

5月12日、5月13日
7時30分～8時30分
市内小中学校、保育園等　全26校園

14
浅口市民生委員児童委員協議
会

≪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を行う。

5月12日／市内各小学校、登校時間

15
和気町民生委員児童委員協議
会

≪あいさつ運動≫
町内各小中学校において、登校する児童・生徒に朝のあいさつと見守りを行う。

5月12日/町内各小中学校、登校時
間

16
早島町民生委員児童委員協議
会

≪あいさつ運動≫
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。

5月１2日  ７：３０～
町内、学校園５箇所

17
里庄町民生委員児童委員協議
会

≪あいさつ運動≫
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12日／市内各小学校、登校時間

18
矢掛町民生委員児童委員協議
会

≪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守りを行う。

主に5月12日～5月18日【学校の一
斉下校時に併せて】／町内各小学
校，下校時間

19
新庄村民生委員児童委員協議
会

≪あいさつ運動≫
村内小学校において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行う。

5月12日／村内小学校、登校時間

20
鏡野町民生委員児童委員協議
会

≪あいさつ運動≫
町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12日／町内各小学校、登校時間

21
勝央町民生委員児童委員協議
会

≪あいさつ運動≫
町内小学校（２校）・中学校（１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。

時期は未定／町内小・中学校、登校
時間

22
奈義町民生委員児童委員協議
会

≪あいさつ運動≫
町内の小・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う。

5月12日
奈義小学校、奈義中学校、登校時間

23
西粟倉村民生委員児童委員協
議会

≪あいさつ運動≫
西粟倉小学校、西粟倉中学校において、委員が２手に分かれ、登校する生徒にあ
いさつと見守りを行う。

5月12日／朝7：30～8：00ごろまで

24
久米南町民生委員・児童委員
協議会

≪あいさつ運動≫
あいさつ運動

5月12日/町内各小学校・中学校　登
校時間

25
美咲町民生委員児童委員協議
会

≪あいさつ運動≫
町内各小・中学校において、登校する児童・生徒に通学路又は正門にて朝のあい
さつと見守りを行う。

5月12日／町内各小・中学校、登校
時間

津山市民生児童委員連合協議
会

倉敷市民生委員児童委員協議
会

3
玉野市民生委員児童委員協議
会

新見市民生委員児童委員協議
会

8

9
備前市民生委員児童委員協議
会

≪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12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。
・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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
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

5

1

井原市民生児童委員協議会

■ 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

2
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

33 岡山県 ≪あいさつ運動≫
町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12日／町内小学校、登校時間

≪小学校訪問活動≫
町内小学校を訪問し、学校と懇談し児童や学校の様子を伺い、今年度の活動の
連携について話し合いを持つ。

5月／町内各小学校

≪あいさつ運動≫
町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12日（火）／町内各小学校、登校
時間

≪部会研修会≫
３部会（生活保護部会・児童福祉部会・厚生福祉部会）の研修会を行う。

日時・場所未定

34 広島県

活動日時／場所　等
①広島県民児協ホームページ
<https://www.hiroshima-
fukushi.net/minjikyo/hiroshima/>

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 竹原市民児協

①各地区の小・中学校と意見交換会を行い、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・中学校を訪問し、先生方と懇談会を行い、地区の抱える問題点等を話し合
いながら、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）
③警察署、老人クラブ、小・中学校、保育所、介護施設・地区社協等と連携する活
動を強化し、地域福祉の向上に貢献する。(吉名地区）
④忠海地区の養護老人ホームを訪問し、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）

①②③④
5月予定（調整中）

2 三原市民児協
①三原市役所と各支所に啓発ポスターの掲示や高齢者福祉課窓口に啓発ぬり絵
とPRカードを置き、民生委員・児童委員活動をPRする。
②広報みはら５月号に「民生委員・児童委員の日」を掲載する。

①5月／三原市役所と各支所
　　　　　高齢者福祉課窓口
②5月発行

3 福山市民児協

①福山市の広報誌「広報ふくやま（5月号）」にて民生委員・児童委員の日の広報
を行う。
②第54回福山ばら祭り2021において民生委員・児童委員ブースを設置し、民生委
員・児童委員の啓発活動を実施する。

①5月1日（金）発行
②5月16日（日）

4 府中市民児協
市内の小・中学校にて朝のあいさつ運動を実施する。 5月12日（水）～18日（火）

地区内の小・中学校

5 三次市民児協

①小・中学校であいさつ運動を実施する。 （八次地区、十日市地区、東部地区）

②小学1年生に本読み活動を実施する。 （十日市地区）

③地区内であいさつ運動を実施する。（西部地区）

④啓発ティッシュを配布する。（三良坂地区）

①5月12日（土）
　八次・東部地区小・中学校
　 5月17日（月）
　 十日市地区中学校
②5月12日（土）
　 十日市地区小学校
③5月17日（月）
　 川地地区
④5月12日（土）

6 庄原市民児協
市役所庁舎に懸垂幕を掲示し、PRを行う。 5月10日（月）～19日（水）

市役所本庁舎

7 大竹市民児協

①大竹市広報へ民生委員・児童委員の日および民生委員・児童委員活動のPR記
　事を掲載する。
②民児協だよりで民児協の活動や民生委員・児童活動のPR記事を掲載し、市内
　全戸に配布する。
③民生委員・児童委員活動を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単位民児協）
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
　 実施する。 （大竹市民児協および各単位民児協）
⑤大竹ふれあい健康福祉まつりで「のぼり」を掲示し．チラシ等を配布しながら
　 PR活動を実施する。
⑥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活動を実施する。

①5月1日発行
②7月、1月発行
③4月中旬～5月末
　（※場合によっては通年掲示）
  大竹市内の公民館等
④5月12日（水）～18日（火）
　 近隣の小中学校
⑤10月24日（日）
⑥11月7日（日）
　 大竹市総合市民会館

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
号」掲載する。

5月発行

9 廿日市市民児協
単位民児協で、地域住民に民生委員・児童委員を「知ってもらう」取り組み（PR
カードを地域内の全世帯に配布する等）を実施する。
※直前の新型コロナウイルス感染拡大状況により実施可否を決定する予定。

5月12日（水）～18日（火）
地域住民宅

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）

①4月30日（金）～5月18日（火）
　 安芸高田市役所本庁・支所前
②5月～随時
   町内全域
③5月19日（水）
　土師ダム（のどごえ公園）

11 江田島市民児協

①市役所ロビーのサイネージで民生委員についてのPR画像を放映する。（江田島
市民児協）
②桟橋で啓発チラシ入りマスクを配付する。（江田島地区）

③桟橋で啓発チラシ入りマスクとポケットティッシュを配付する。（能美地区）

④桟橋、学校、認定こども園でのぼりを立ててPRする。（能美地区）

⑤訪問活動時にPRする。（沖美地区）

⑥市内のスーパーマーケット、桟橋で啓発チラシ入りマスクとポケットティッシュを
配りPRする。（大柿地区）

①5月中
　 江田島市役所ロビー
②5月16日（日）
　 江田島地区内の港桟橋
③5月17日（月）
　 能美地区内の港桟橋
④5月12日（土）～18日（金）
　 能美地区内の港桟橋、
   学校、認定こども園
⑤5月中
　 沖美地区
⑥5月17日（月）
　 大柿地区スーパー、港桟橋

12 府中町民児協
町内小中学校周辺においてあいさつ運動を実施する。 5月12日（土）

町内小中学校

活動の具体的内容

吉備中央町民生委員児童委員
協議会

27

26

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

鏡野町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

①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。

■ 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を実施する予定
・県民児協として、フリーペーパー『みんせい！』を増刷作成し、配布する。

29



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

34 広島県

13 海田町民児協

①町広報紙「広報かいた5月号」に民生委員・児童委員の活動について紹介記事
を掲載する。
②担当地区の小学校で登校中の児童にあいさつ運動を実施する。
③②の当日に小学校から児童に民生委員・児童委員のPR資料を配付してもら
い、児童を通じて保護者へのPRも実施する。
④あいさつ運動の様子を町広報紙「広報かいた6月号」に掲載する。

①5月1日（土）～31日（月）
　 広報かいた5月号
②③5月12（水）～18日（火）のいず
れか1日
   町内小学校
④6月
　 広報かいた6月号

14 坂町民児協

①坂町の5月の広報に民生委員・児童委員の日と民生委員・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や中学校登校見守り、あいさつパレードに参加する。
③民生委員・児童委員の見守り活動の一環で、民生委員・児童委員の啓発につ
いての手紙等を全戸配付する。

①5月発行
②4月16日（金）
　各小学校早朝あいさつ
　 5月25日（火）
　 中学校登校見守り
③5月中旬～5月末

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掲載日未定
②5月12日（水）
　 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、広報等で民生委員・児童委員活動について紹介する。 5月放送日未定

17 世羅町民児協
①広報紙「広報せら4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。

①4月発行
②③5月12日（火）～5月18日（月）／
世羅町役場他

18 神石高原町民児協
ゆき作業所で作っているクッキーにメッセージを添えて、児童・生徒がおられるお
宅へ訪問し配付する。

5月中

35 山口県

活動日時／場所　等
５月１日（土）～1３日（木）　県庁1階
ロビー

５月１２日～5月１８日

市広報「潮騒」5月号

①４月２５日
②６月２５日

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
大内小学校正門前において
早朝立哨・あいさつ運動の実施
のぼり旗（あいさつ標語入り）７本提出
民生児童委員１０名、児童職員等参加

５月１２日（水）
７時３０分～８時２０分の間
山口市立大内小学校前

大内南小学校正門前において
早朝立哨・あいさつ運動の実施
のぼり旗（あいさつ標語入り）７本提出
民生児童委員１０名、児童職員等参加

５月1３日（木）
７時３０分～８時２０分の間
山口市立大内南小学校前

活動強化週間中の活動
担当地区委員は、児童の登下校時間帯に立哨活動に努め、PR活動の実施

大内地域
登下校各学校時刻表のとおり

4 山口市陶地区民児協
民生委員・児童委員の日にちなんで「みんなで支えあうみんなの地域、あなたのそ
ばにいつもいます」の懸垂幕設置

５月１日～５月３１日
陶地域交流センター

5 山口市鋳銭司地区民児協 チラシやファイル、名刺を活用したPR活動 ５月１２日～5月１８日

6 山口市秋穂地区民児協
のぼり旗を立てる 5月中

秋穂地域交流センター
秋穂総合支所

7 山口市徳地地区民児協

民児協のチラシ・クリアファイルを配布し活動をPRする ５月中旬
堀丸久前
島地ロハス前
１１月上旬
徳地山村開発センター（徳地フェス
ティバル）

8 周南市遠石地区民児協

遠石地区民生委員・児童委員全員で遠石小学校の通学路で交通立哨を実施。 5月14日（金）
　７：３０～８：００
　　①東山三差路
　　②田平橋下
　　③二幸さん前
　　④田辺キーセンター前
　　⑤遠石交番前

9 周南市向道・長穂地区民児協

①小学校の正門での立哨・挨拶運動
②スクールバスの送迎時の見送り・挨拶運動
③スクールバスのお迎え・下校見守り
④地区内を散歩しながら独居老人などの安否確認を行う
⑤期間中の訪問活動をコロナの状況を見ながら実施
⑥市民センターでの健康体操への参加の呼びかけ

①5月14日
②期間中毎日　7時40分～8時
③期間中毎日　14時～15時の間
④期間中　午後の任意の時間
⑤期間中
⑥期間中

10 周南市須々万地区民児協

校門前にて、民生委員・児童委員のタスキと黄色のジャンパーを着て立ち、民生
委員・児童委員ののぼり旗を持って、登校してくる子どもたち一人ひとりとあいさつ
を交わす。
あいさつを交わすことで子どもたちへ私たちが見守り活動をしていることを知らせ
る。（顔見知りになる）
中学校の校門では、保護者の方々と合同であいさつ運動をする。
※保護者にも私たちが民生委員・児童委員であることを伝える機会にもなる。

5月14日（金）
　須々万中学校校門
　　午前7時20分～

　沼城小学校校門
　　午前7時30分～

11 周南市熊毛地区民児協
勝間校区会では、熊毛神社前で、校区会メンバー11名が立哨し、登校する小学生
たちにあいさつ及び交通安全を呼びかける予定。

5月12日（水）
　午前7時20分～

12 和木町 公共施設の清掃 期間中

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

・各地域交流センターや公共施設等にてのぼり幟を立てる
・山口市社会福祉協会１階に横断幕を設置する
【山口市民生委員児童委員協議会】

■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

活動の具体的内容

市広報に民生委員・児童委員活動を周知する記事を掲載
【下松市民生児童委員協議会】

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リーフレット等の配布
【山口県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

①市広報の発行にあわせリーフレット（両面印刷 A3)を作成し、市内全戸配布
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）
【光市民生委員児童委員協議会】

・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」を掲載した啓発グッズ（クリアファイル、ティッシュ、PRカード、シー
ル等）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。

山口市大内地区民児協1
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

36 徳島県

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
吉野川市民生委員児童委員協
議会

・広報よしのがわ5月号に、民生委員・児童委員活動強化週間についての記事を
掲載し、取り組みの周知を図る

5月12日発行

2
阿波市民生委員児童委員連絡
協議会

・広報用車両のスピーカーを使って、民生委員・児童委員活動をPRする 5月の毎週日曜日／阿波市内

3
神山町民生委員児童委員協議
会

・総会開催とともに、民生委員・児童委員それぞれが加入している総務広報研修
部会、地域福祉部会、児童福祉推進部会に分かれて、新任委員はもとよりすべて
の委員で再度部会での活動を理解していただき、見直しを行い、活動強化に繋げ
ていく

5月16日(日)／神山町役場

4
松茂町民生委員児童委員協議
会

・「まつしげーとまるしぇ」での広報啓発活動

・町担当課から避難行動要支援者個別計画策定に関する研修を受ける。その後、
各担当地区の該当者戸別訪問等により計画策定への支援を行う予定

5月上旬頃

5月頃を強化月間とし以降は随期
各該当者の自宅等

5
藍住町民生委員児童委員協議
会

・町広報紙を通じたPR活動

・活動紹介のパネル展(今のところ予定です）

広報あいずみ5月号(5月15日発行）
に民生委員・児童委員の役割につい
て掲載

5月12日(水)～18日(火）に役場1階町
民ホールにおいてパネル展の実施

6
つるぎ町民生委員児童委員協
議会

・期間中、もしくは取り組み日に5名以上の電話による安否確認の実施 5月12日～5月18日

37 香川県

活動日時／場所　等
4月上旬

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 高松市民生委員児童委員連盟
・「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。
・地域ＳＮＳマチマチに「5月12日～18日は、民生委員・児童委員活動強化週間で
す」を掲載。

5月12日（水）～18日（火）
高松市役所本庁舎
5月1日（土）

2
丸亀市民生委員児童委員協議
会連合会

ふくしフェスティバルにて、来場した子どもたちと触れ合えるブースを設け、民生委
員・児童委員のパンフレットを配布する。

９月２３日（木）
アイレックス綾歌

3
観音寺市民生委員児童委員協
議会

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する際、民生委員・
児童委員のPRとしてのぼりを立てたり、啓発用ティッシュを配布する。各地区で実
施する予定や報告は、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（16,000世帯）と、事業所の窓口等に配備し、活動を広く周知する。

５月上旬から市内11か所で順に実施
予定。日程については、単位民児協
にて決定。

4
さぬき市民生委員児童委員協
議会連合会

【子育て家庭への声かけキャンペーン】
　市内の各幼稚園・保育所（園）の正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、子ども用ポケットティッシュとチラシを手渡しながら、声かけをす
る。
また。実施状況を市のケーブルテレビで放送する。

5月7日（金）登園時、市内の各幼稚
園・保育所（園）19か所

5
東かがわ市民生委員児童委員
協議会連合会

 活動強化週間中に、３地区の民生委員児童委員協議会委員が、それぞれの地
区にある大型スーパーマーケットの店舗入口付近にて、昨年送ってきていただい
ているポケットティッシュを買い物客に配布予定。

日時・場所は未定

6
三豊市民生委員児童委員協議
会連合会

・まるみちゃん安心キット（安全安心キット）の周知・勧誘
　氏名・住所・かかりつけ医・服薬情報等を記載したシートを専用の容器に入れ、
万が一の際駆けつけた救急隊員がわかるように、冷蔵庫に保管しておく「まるみ
ちゃん安心キット」について、高齢者等へ周知し、登録を勧める。
・避難行動要支援者登録の促進
　災害時に一人で避難することが困難な高齢者等について、避難行動要支援者
名簿への登録を促し、戸別訪問や架電により、平時からの見守り活動を行い、災
害に備える。

5月～/担当地域

5月～/担当地域

7 直島町民生児童委員協議会 周知記事の掲載 ５月号広報紙

8
宇多津町民生委員児童委員協
議会

・「民生委員・児童委員の日　活動強化週間」の期間に庁舎側道に幟を立て啓発
活動を行う
・大型スーパーマーケットでPRカード等を配布し啓発活動を行う
・町社協通信に啓発活動を掲載

5.17
6月号

9
多度津町民生委員・児童委員
協議会

町広報誌５月号に「民生委員・児童委員について」（活動内容や役割）を紹介
5月初旬～中旬にかけてほぼ全戸配
付

10
まんのう町民生委員児童委員
協議会

・当民児協のスローガン入りのぼりをたてる。
・広報誌に掲載。
・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
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
施している。

・活動週間／本庁舎内
・５月号
・毎年、春分の日頃／健康福祉まつ
り会場

38 愛媛県

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 松山市民生児童委員協議会
①第34回松山市民生児童委員大会の開催
(大会の様子はYouTubeでのライブ配信及び愛媛CATVに放映予定)
②民生委員・児童委員の役割や活動紹介の掲示

①５月27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市広報誌への記事掲載
②FM放送で、民生委員・児童委員について紹介

①５月号
②５月６日～１２日

3 八幡浜市民生児童委員協議会 八幡浜市民生児童委員協議会総会を開催（書面開催）
５月１２日（水）
１３：３０～
八幡浜市文化活動センター

4 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12日(水)～
5月18日(火)
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

5 大洲市民生児童委員協議会 ポスターの掲示（各担当区域の公民館等） 通年

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

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

・民生委員・児童委員PRカードを作成し、各市町民児協に配付した。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

・県民児協で民生委員・児童委員PRカードを作成し、各市町民児協へ無償配付した。
・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、腕章を市町民児協へ貸し出している。

■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・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

38 愛媛県
6 伊予市民生児童委員協議会

①地域食堂みんな集まれ「にこにこ食堂」の開催
②広報誌でのＰＲ活動
③民生委員制度創設100周年活動強化推進方策の作成

①通年／各地域
②通年
③通年

7
四国中央市民生児童委員協議
会

①見守り推進員、地域包括支援センター、行政、社会福祉協議会で「独居高齢者
福祉ネットワーク連絡会」を開催。
※ひとり暮らし高齢者等への声かけ、情報提供を行う。
※関係機関との連携
②ＰＲカードを活用した訪問活動
③ポスターの掲示（公民館、集会所等）

➀４月（全地区／15地区民児協）
②通年
③通年

8 西予市民生児童委員協議会 民生委員・児童委員啓発ポスター掲示
通年／各担当地区の公民館、集会
所等

9 砥部町民生児童委員協議会

①福祉イベント等への支援・協力や、民生児童委員協議会の活動をパネル展示
でPR。
②町内の施設訪問、通学児童の見守りを実施。活動の際、民生児童委員ビブスを
着用し啓発を図る。

①１０月～１１月
②通年

10 鬼北町民生児童委員協議会 ポスターの掲示 各公民館、集会所等

11 東温市民生児童委員協議会
①民生委員・児童委員啓発ポスターの掲示
②市民児協活動用ベスト着用による児童見守り活動・行事参加
③県感染対策期における電話や訪問カードを活用した見守り活動

①通年／担当地区の集会所・公民
館等
②通年
③感染対策期／各担当地区

12
東温市民生児童委員協議会
（重信地区民児協）

市民児協の取組（No.11）と同様 同上

13
東温市民生児童委員協議会
(川内地区民児協)

市民児協の取組（No.11）に加え、地区民児協広報紙を300部作成、配布 各担当地区にてそれぞれ配布

14 新居浜市民生児童委員協議会 民生委員・児童委員活動のロビー展を実施
4.26～4.30
市庁舎１Fロビー

15 上島町民生児童委員協議会
啓発用ウェットティッシュを窓口にて配布
民生委員・児童委員啓発ポスターの掲示

活動強化週間中　各支所窓口
通年　各支所等

39 高知県

9月2日（木）
高知市文化プラザかるぽーと　大
ホール

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 室戸市民児協
・室戸市役所に横断幕を設置。
・青色回転灯設置車両で市内一周を室戸警察署と連携しパレードを行う。

未定

2 安芸市民児協 ・市民児協の概要を示したチラシを、市の広報へ折り込み、全戸配布する。 市広報5月号折り込み日

3 北川村民児協
・村内一斉放送により民生委員・児童委員の活動の内容を紹介し、「活動強化週
間」の周知を行っています。

5月12日19時30分

4 土佐町民児協
・民生委員活動を紹介するフリーペーパーを発刊
（新聞チラシで1200部）

5月12日

5 いの町伊野地区民児協 ・国道沿い周辺の清掃作業
5月12日（水）9：00
※雨天中止

6 いの町吾北地区民児協
①町内にある「グリーンパークほどの」の花壇整備を、行政、高校生と行う。
②「民生委員・児童委員の日活動強化週間」であることを、吾北地区の行政無線
でながし周知する。

①5月12日午後
場所：グリーンパークほどの
②5月12日
（朝・晩の2回放送）

7 いの町本川地区民児協
①通園・通学・通勤中などの人たちの見守り
（駐在、行政職員も参加予定）
②清掃活動

5月21日（金）午前中
①いの町長沢（長沢橋周辺）
②国道194号線（大森～長沢）
※新型コロナウイルス感染状況に
よっては中止の可能性あり

8 越知町民児協
毎月第3木曜に行っている高齢者見守り訪問を、5月は民生委員がちらし寿司を手
作りし、手土産にもって訪問する予定です。

5月20日（木）
越知町保健福祉センター

9 津野町民児協
・町内２カ所に懸垂幕
・町広報誌・ホームページに「民生委員・児童委員の日」掲載依頼予定

5月

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、
啓発活動を行う。

4月30日（金）～5月31日（月）
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

11 土佐清水市民児協

・民生委員・児童委員の活動を、地域住民に知ってもらうため、PRチラシを配る活
動をしている。また、当日は、警察官と「民児協発　安心安全な町づくり」をキャッチ
フレーズに、一緒になって、歩行者、ドライバーに向け、交通事故防止を呼びかけ
る。

5月中旬頃
警察署を出発し、各ショッピングセン
ターへ移動

12 四万十町窪川地区民児協 小、中学校登校時の児童・生徒への挨拶運動
新年度以降学校と相談の上検討す
る

13 四万十町大正地区民児協 80歳以上高齢者へのちらし寿司づくりと、見守り訪問活動
新型コロナウイルスの感染状況を見
て、4月定例会にて実施の最終判断
をする

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

高知県民生委員児童委員大会の開催

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
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

40 福岡県

活動日時／場所　等

4月中旬

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
布する。

５月１６日１０時～
ゆめタウン大牟田、イオンモール大
牟田

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
民生委員の活動に対する思いなどを掲載。

５月１日号市報掲載

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１２日１３時３０分～５月１８日
市庁舎正面玄関横

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
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。

５月１２日１４時半頃～１５時半頃～
５月１８日市内公共施設

飯塚市ホームページにPR記事掲示。 ４月中旬～５月末／ホームページ
「広報いいづか５月号」にPR記事掲載。 ５月
のぼり旗を立て、スーパーマーケットや駅前等でPRチラシを配布する。または、全
戸訪問を実施する。

５月１２日～１８日
市内各所

「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
る。

４月下旬～５月中旬
市内公共施設

制度や活動内容を紹介する記事を市報（５月１日号）に掲載する。 ５月１日／市報
要支援者宅を一斉訪問し、PRチラシ・PRグッズを配布する。 ５月１２日～５月下旬
市役所玄関に「のぼり旗」を設置する。 ／市内各地区
市内小中学校・保育園を通じ子育て家庭へリーフレット等を配布する。 ５月１２日～５月１８日／市役所玄関
民生委員・児童委員活動内容のPR 広報やめ５月１日号
民生委員・児童委員活動内容のPR 社協たより５月１５日号
FMやめで活動PR 未定
高齢者実態調査とあわせ、集中訪問を実施する。ただし新型コロナウイルス対策
を徹底したうえでの活動を予定している。

５月１２日～１８日まで

大学において開催される福祉フェス２０２１に参画し、民生委員・児童委員活動紹
介を行う。

５月２２日九州大谷短期大学

7 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
8 行橋市 市内各地区において一斉訪問とPRカードの配布する。 ５月１２日～１８日活動強化週間

5月は強化月間として、日常見守りを行っている一人暮らしの高齢者等の訪問回
数を増やす。

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。民生委員・児童委員のスローガンを印刷した「のぼり」を事務局に設置する。

５月

豊前市からすてんぐまつりにて民生委員・児童委員の歴史などを紹介するブース
を設け、PRティッシュやチラシを来場者へ配布する。民生委員・児童委員のスロー
ガンを印刷した「のぼり」を数本設置し民生委員活動の啓発と理解を促す。

１０月第３土曜日市内

10 中間市
PRカードのポスティングを行う。※新型コロナウイルス感染防止のため、極力対面
は控える。

５月１２日（水）～１８日(火)/各担当
地区

「のぼり」を設置し、PRカード入りティッシュを配布する。
５月１0日～５月１5日
小郡市総合保健福祉センター・市内
商業施設

普段から各民生委員・児童委員による声かけ・見守り訪問活動を行っているが、
特に活動強化週間に重点的に行う取組みとして、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。

５月１0日～５月１5日
市内全域

12 筑紫野市
市の広報誌(5月号)、Facebook、Twitter、ＬＩＮＥ、市役所、JR二日市駅のPR記事
等掲載
市報４月１５日号に記事を掲載。民生委員・児童委員の役割や名簿を記載する。 ５月／市内全戸
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
がら、高齢者などの家庭を訪問する。

５月中
市内全域

児童福祉週間を周知するためのぼり旗を公共施設・公民館・小中学校・民生委員
宅に設置する。

５月１日～５月末日まで

14 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（火）１６：００～
ＪＲ、西鉄、市内各地スーパーマー
ケット等

15 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

市広報紙（５月１日号）にて民生委員の日PR及び活動の周知を行う。
５月　全世帯へ配布、市及び関係機
関で配架

児童福祉月間の「のぼり旗」を市内の公民館等に設置する。※福岡ブロック市町
村会長会施策として取り組む活動。市・15枚、町・５枚、村・3枚。3月～4月上旬、
19市町村民児協に配布。

５月　市内公民館等

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
古賀市広報誌（5月号）にて啓発 ５月

18 福津市 PR記事を掲載。 ５月市広報誌

19 宮若市
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
での取組等について掲載する。

５月

20 嘉麻市 市広報誌に民生委員・児童委員のPR記事等を掲載。 ５月
21 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
22 みやま市 みやま市広報誌に民生委員・児童委員の日について掲載。 ５月１日号

23 糸島市
ポケットティッシュを配布する。(校区イベントや事業、見守り活動などで配布、啓
発)

令和３年５月～令和４年３月
市内

広報に民生委員児童委員協議会の紹介を掲載。 市広報誌に掲載
「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
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
した民生委員・児童委員ジャンパーも着用する

５月２２日１０時～
那珂川市恵子児童館

25 宇美町
児童・生徒の登下校時の見守り活動
高齢者独居世帯宅への戸別訪問

５月１２日～５月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、PRティッシュ及びPRカードを配布しながら
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６日～２８日
志免町役場

11

久留米市

小郡市

13 春日市

豊前市

4 柳川市

5

太宰府市

古賀市

16

17

3

八女市

筑後市6

1

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にPRできるよう
PRカードの購入、また、次期一斉改選も踏まえポスター・チラシを作成し、市町村民児協事務局に配布し活用を促した。

■ 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

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

志免町

2

飯塚市

大牟田市

24 那珂川市

26

9

33



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

40 福岡県
27 須恵町

「須恵のっこらしょ」開催時にPRカードを配布する。(１０月は赤い羽根共同募金協
力呼びかけも含む)

１０月１７日１０：３０～
１１月２１日１０：３０～

28 新宮町 広報誌へのPR記事の掲載。 ５月
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
動、PRティッシュの配布を行う。

５月中旬

町広報誌へのPR記事等の掲載。 ５月

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ＪＲ駅、商業施設

町広報誌へのPR記事等の掲載。 ５月１０日号広報誌掲載

31 岡垣町 岡垣町内のスーパーマーケットで、啓発する。
５月１２日～１８日　町内スーパー
マーケット

32 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１３～１５日
ＪＲ駅前、ショッピングセンター

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１２日１０時～
ショッピングセンター

各戸別訪問の実施を全地区において実施 ５月１２日～１８日まで
民生委員・児童委員の活動や役割について広報掲載 ５月号広報掲載

34 鞍手町 民生委員・児童委員(主任児童委員)PRティッシュを配布する。 ５月１７日10時～
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

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。民生委員・児童委員の集合写真を掲載。

５月発行町広報誌

町民体育大会にて、民生委員・児童委員として競技へ参加し、のぼり旗を活用し
てPRを行う。

１０月　運動公園

37 広川町
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チラシ付のマス
クを配布する。

５月１６日
町内のスーパーマーケット等

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２０日１０時～１６時
道の駅、町内スーパー

町の主催の人権啓発講演会においてのぼり旗を立て、PRティッシュ及びチラシを
配布する。

７月中旬、１２月中旬

39 添田町 民生委員・児童委員の活動紹介記事掲載。 ５月上旬

40 糸田町 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１２日～１８日
糸田町役場、道の駅、病院、社協

41 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～未定

42 大任町
大任町内で気になる家庭を訪問し、民生委員・児童委員（主任児童委員)のPRチ
ラシを配布する。

５月

43 赤村 小中学校の校門前で、のぼり旗を持って挨拶運動を行う。 ５月１０日～１４日

44 一人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～
一人暮らし高齢者宅

45 登校時見守り・挨拶運動 ５月１２日～１８日　町内
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
る。

５月１２日～１８日
町内公共施設

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
シュを配布する。

５月
町内会場

47 上毛町 民生委員ベストを着用して学校訪問。
７月６日１５時～
町内各小学校

41 佐賀県

活動日時／場所　等
通年／県内各地

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
佐賀市民生委員児童委員協議
会

民生委員パネル展開催
5/12（水）～5/18（火）/市役所市民
ホール

2
佐賀市勧興地区民生委員児童
委員協議会

一人暮らしの高齢者宅を訪問し、ティッシュ配布と健康状態等の把握 5/12（水）～5/18（火）/勧興地区

3
佐賀市赤松地区民生委員児童
委員協議会

※民生委員・児童委員の認知活動
①各町区に民生委員ののぼり旗の設置
②各町区の班長会にてPRチラシやティッシュを参加者に配布し、担当地区民生委
員が活動PRをする
③全戸訪問または要援護者宅を訪問する

①5/2（日）～5/31（月）/各町区の目
立つ場所
②4月・5月の各班長会に参加
③5月からできる限り地区内を訪問

4
佐賀市嘉瀬地区民生委員児童
委員協議会

①公民館に民生委員ののぼり旗の設置
②各町区内を訪問し、PRチラシやティッシュを配布

①5/12（水）～5/18（火）/公民館
②5/12（水）～5/18（火）/地区内の
訪問

5
佐賀市巨勢地区民生委員児童
委員協議会

①公民館前の道路に民生委員ののぼり旗を設置
②モラージュ佐賀にてPRチラシやティッシュを配布
③公民館だより巨勢5月号に強化週間の記事掲載

①5/10（月）～5/18（火）/公民館
②5/10（月）/モラージュ佐賀
③5月ごろ

6
佐賀市兵庫地区民生委員児童
委員協議会

ゆめタウンにてPRチラシやティッシュを配布 5月定例会終了後/ゆめタウン

7
佐賀市本庄地区民生委員児童
委員協議会

①各町区に民生委員ののぼり旗設置
②「民生委員100年のあゆみ」のパネル展を開催

①5/12（水）～5/18（火）/3、4本（1町
区）
②5/10（月）～5/18（火）/公民館

8
久保泉地区民生委員児童委員
協議会

挨拶運動を実施
5/12（水）/久保泉小学校・金泉中学
校校門

9
佐賀市蓮池地区民生委員児童
委員協議会

①公民館に民生委員ののぼり旗設置
②一人暮らしの高齢者宅や避難行動要支援者宅を訪問し、PRチラシやティッシュ
を配布
③学校を訪問し、情報交換及び親睦を深める

①5/12（水）～5/18（火）/公民館
②5/12（水）～5/18（火）/地区内訪
問
③5/12（水）/小中一貫校芙蓉校

10
新栄地区民生委員児童委員協
議会

高齢者宅を訪問しPRチラシやティッシュを配布 5/12（水）～5/18（火）/新栄地区

11
若楠地区民生委員児童委員協
議会

【交流研修会開催】
①日頃の悩みや困難事例の研修
②避難行動要支援者への対応に関する研修
③過去のDVDを活用した研修

5/6（木）～5/18（火）の半日/公民館

12
諸富地区民生委員児童委員協
議会

PRチラシやティッシュの配布 5/16（日）/橋の駅ドロンパ

13
川副地区民生委員児童委員協
議会

PRチラシやティッシュの配布 5/16（土）/公民館

筑前町

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

29

35

小竹町

苅田町

33

30 水巻町

36

46 吉富町

関係機関に対する民生委員・児童委員活動に関するポスターパネルの貸出し

大刀洗町

■ 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

芦屋町

38 香春町

34



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

41 佐賀県
14

佐賀市若楠地区民生委員児童
委員協議会

高齢者宅を訪問し（特に独居や80歳以上の夫婦宅）、現状把握に努め、PRチラシ
やティッシュの配布

5/12（火）～5/18（月）

15
佐賀市川副地区民生委員児童
委員協議会

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
5/14（木）/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

16
佐賀市東与賀地区民生委員児
童委員協議会

①小学校付近に民生委員ののぼり旗設置
②挨拶運動を実施
③PRチラシを全戸配布
④高齢者宅や児童宅を訪問しティッシュを配布

①5/13（木）～5/18（火）/東与賀小
学校正門付近
②5/12（水）/東与賀小学校正門付
近
③5月に自治会の協力を得て実施
④4月～5月の地域活動

17
久保田地区民生委員児童委員
協議会

一人暮らしの高齢者宅へPRチラシやティッシュを配布 5/12（水）～5/15（土）/校区内

18
高木瀬地区民生委員児童委員
協議会

①公民館に民生委員ののぼり旗設置
②「民生委員100年のあゆみ」のパネル展開催

①②5/12（水）～5/18（火）/公民館

19
鳥栖市民生委員児童委員連絡
協議会

①4/14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
②市役所に「民生委員・児童委員の日」の懸垂幕を設置

①②5/12（水）～5/18（火）

20
鳥栖市鳥栖北地区民生委員児
童委員協議会

①在宅における「要介護者の介護」の実態調査及び粗品の配布
②75歳以上の一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯の実態調査
（大型台風や集中豪雨などの災害への備えに関する調査）

①②5/12（水）～5/18（火）/地区内

21
鳥栖市田代地区民生委員児童
委員協議会

・「たしろ民生委員児童委員」と書かれたジャンパーを着用し、登校児の児童の見
守り・挨拶運動

・田代小学校で民生委員・児童委員を紹介し、顔を覚えてもらう。また、民生委員・
児童委員の仕事紹介

①年間通して/地区内
②日程未定/田代小学校

22
鳥栖市若葉地区民生委員児童
委員協議会

①独居高齢者及び高齢者のみ世帯台帳整理
②独居高齢者及び高齢者のみ世帯訪問活動

①②5/12（水）～6/11（金）/地区内

23
鳥栖市基里地区民生委員児童
委員協議会

①多くの地域住民に情報を届ける為、5月基里だより広報誌を配布
②独居高齢者を訪問し、ティッシュペーパーを配布

①5/12以前に配布/地区内
②5/10（月）～5/18（火）/地区内

24
鳥栖市麓地区民生委員児童委
員協議会

火災等発生時の、早期発見の一方策として、火災警報器を設置するなど独居高
齢者宅を訪問しチラシ等を配布して呼びかけを行います。

5/12（水）～5/18(火）/地区内

25
鳥栖市旭地区民生委員児童委
員協議会

①旭地区まちづくり推進センター広報誌5月号で、民生委員・児童委員の役割、活
動内容等紹介
②旭まちづくり推進センター出入口に民児協ののぼり旗を設置

①②5/12（水）～5/18（火）/地区内

26
伊万里市伊万里東地区民生委
員児童委員協議会

地域の小学校であいさつ運動の実施 日時：未定/大坪小学校

27
伊万里市立花地区民生委員児
童委員協議会

地域の小学校であいさつ運動の実施 5/10（月）7：30～8：00/立花小学校

28
伊万里市黒川地区民生委員児
童委員協議会

①地域の小中学校であいさつ運動の実施
②高齢者宅への訪問活動

①5/12（水）～5/18（火）/町内一円
②期間中

29

伊万里市黒川地区民生委員児
童委員協議会

伊万里市波多津地区民生委員
児童委員協議会

奉仕（草刈り）作業 5/9（日）/青峯中学校

30
伊万里市南波多地区民生委員
児童委員協議会

地域の学校であいさつ運動の実施
日時：未定/郷学館（小中一貫校）

31
伊万里市大川地区民生委員児
童委員協議会

地域の小学校であいさつ運動の実施 日時：未定/大川小学校

32
伊万里市松浦地区民生委員児
童委員協議会

地域の小学校であいさつ運動の実施 日時：未定/松浦小学校

33
伊万里市二里地区民生委員児
童委員協議会

①70歳以上の高齢者にマスクの配布
②地域の中学校であいさつ運動及び学級訪問

①5/13(木)/町内一円
②5/18(火)7：10～9：10/国見中学校

34
伊万里市東山代地区民生委員
児童委員協議会

地域の小中学校であいさつ運動の実施 5/12（水）/通学路

35
伊万里市山代地区民生委員児
童委員協議会

地域の小中学校であいさつ運動の実施
日時：未定/山代東小学校、山代西
小学校、山代中学校

36
武雄市民生委員児童委員連絡
協議会

ノボリ旗を掲出 5/12（水）～5/18（火）/各町公民館

37
鹿島市民生児童委員連絡協議
会

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

①5/20（木）9：30～11：00/エイブル
ホール
②5/12（水）～18（火）/市内一円
③鹿島市/市報5月号記事掲載

38
嬉野市塩田町民生委員児童委
員協議会

美化運動・広報活動として、民生委員とわかる上着を着けて町内の道路わきなど
の清掃活動を行う。また、「支えあう住みよい社会地域から」のスローガンを幟旗
で掲示する。

5/12（火）/嬉野市塩田町内各所

39
嬉野市嬉野町民生委員児童委
員協議会

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）
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幟旗を設置

①5/7（金）午前中（民児協定例会
前）
②5/7（金）～5/18（火）

40 基山町民生委員児童委員協議会
①民生委員・児童委員の主な活動について広報する
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
し、活動をPR

①広報きやま5月1日号に掲載
②7月中旬/基山町モール商店街周
辺

41 上峰町民生委員児童委員協議会 横断幕の掲示 上峰町役場
町内各小学校の下校時サポート
① 児童（新一年生を中心として）と一緒に下校し、担当地区まで安全指導
② 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パー、又は、ベストを着用し、民生委員・児童委員のPR

５月末以降実施時期未定

① 2人一組で高齢者宅を訪問、PRを兼ねカード等を提示する
※みやき町民児協ジャンパーを着用し、民生委員・児童委員のPR

活動強化週間を中心として、各地区
で実施
（５月末以降実施時期未定）

43 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町広報紙5月号へ民生委員・児童委員の令和2年度活動内容の紹介を特集とし
て掲載。また、民生委員名簿も掲載する。
④ケーブルテレビで広報紙5月号特集の紹介と4月全体会の様子を放映する。

①5/11（火）～5/19（水）/役場・町総
合センター・福富ゆうあい館・町社協
②5/10（月）～5/21（金）/役場庁舎
（東壁）
③5月中旬
④5/8（土）～5/14（金）

42
みやき町民生委員児童委員協
議会
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

42 長崎県

活動日時／場所　等
・5/15　13：30～市内商店街（浜町）
・広報ながさき5月号（長崎市内全戸
配布）
・広報させぼ５月号に掲載

・5月1日～5月31日（市役所庁舎に
掲示）
5月16日諫早市西諫早地区センター
15:00～
・4月25日～5月21日　大村市役所
・10月中旬、大村市全地区
5月12日
必要時
広報ごとう5月号
5月号
・5月号
・活動強化週間に合わせ小学校正
門前で実施
・登校時、土日祝、町内全域
・5月7日～9日
そのぎ茶市特設会場及び彼杵神社
通り

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 長崎市：伊良林地区
・ひとり暮らし（高齢者）の訪問活動を地域と協力して、拡大・充実を図る
・福祉票・訪問台帳の再確認

5月12日～18日　各委員担当区域内

2 長崎市：佐古地区
「あんたもこんね」（西小島,館内サロン）の参加呼びかけをパンフレット（120枚）作
成し友愛訪問者に配布

5月12日前後
各委員区域内

3 長崎市：小榊立神地区 小学生の登校時の見守り
4月12日～16日
午前7時30分から8時10分

4 長崎市：小ケ倉地区

・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。
・地区民児協ネーム入りジャンパー着用での各地区見回りと声かけ
・地区民児協ネーム入りジャンパー着用での児童の登下校の見守りとあいさつ運
動。
・民生委員・児童委員PRカード配布。

・5/12～5/18　各委員自宅
・5/12～5/18　各委員担当地区
・　　〃

・　　〃

5 長崎市：土井首地区
・担当区域内の公園　遊具、砂場、トイレ、手洗い場等の安全点検
・校区内の通学児童の安全見守り、あいさつ運動の実施

・5/12～5/18　各担当区域内の公
園、遊園
・4月～3月、毎月第3週（木曜日）重
点実施
担当区域内通学路（5/12～5/18）

6 長崎市：深堀地区
・5月定例会を深堀小学校で実施（14時から1時間）、15時から校長、教頭先生らと
児童に係る意見交換
・10月定例化は深堀中学校で実施（上記と同様）

・5月　深堀小学校図書館

・10月　深堀中学校図書館

7 長崎市：東長崎地区 広報活動[PRカードとポケットティッシュを配布（一人20組）]
5/8　11:00～12:00　地区内商業大型
店舗

8 長崎市：香焼地区
・事　項；通学路等に横断幕掲示
・テーマ；民児協活動紹介　交通安全呼びかけ

5月1日～5月15日迄

9 佐世保市：針尾地区民児協
①小学校・中学校　交通安全・声かけ（挨拶）運動
②一人暮らし高齢者友愛訪問及び実態把握の強化

①5/12～5/18（休校日除く）2グルー
プ相互
②新年度を基点とした活動
（針尾民児協定例行事）

10 佐世保市：早岐地区民児協
コロナウイルス感染症に留意しての避難行動要支援者宅等への一斉訪問を実施
する。

5月12日

11 佐世保市：潮見地区民児協
①校門前にて、あいさつ運動
②高齢者宅への全戸一斉訪問
③通学路の環境美化（看板設置、空き缶拾い清掃他）

①5/12小学校校門　7:30～
②5/10～5/15
③5/1～5/15

12 佐世保市：吉井地区民児協 施設内外の草刈、木々の剪定等の奉仕作業を行う。
5月12日　8:30～12:00　社協吉井の
郷

13 佐世保市：柚木地区民児協 避難行動要支援者宅等への一斉訪問を実施 5月9日

14 佐世保市：宇久地区民児協

・5月12日「民生委員・児童委員の日」についての広報（27地区 161部回覧）
①民生委員・児童委員の活動について
②民生委員・児童委員、主任児童委員名簿添付
③主に避難行動要支援者宅等への見守りと訪問を実施
④子ども達への登校時のあいさつ・声かけ交通安全立番

・①②については4月26日
27地区長へ回覧配付の依頼文書を
添付し、行政センターへ届ける
・③④については5月10日～全地区
で実施する

15 諫早市：小野地区民児協 5月の地区定例会当日ジャンパー着用し生徒・児童の通学見守り、声掛け 5月12日　7:00～8:00　通学路

16
大村市：南１・２　中１・２北１・２
地区

チラシ、幟、ティッシュ等にて、街頭PRの実施 10月中旬、各地区担当地域

17 壱岐市：郷ノ浦町
中学校挨拶運動（声掛け運動）。主任児童委員２名、民生委員７名ずつ参加。声
掛け時には名札・ジャンパーを装着、大きな明るい声であいさつ。

毎月第2火曜日（学校の行事等の予
定により変更有）7:30～8:00まで

18 壱岐市：勝本町

【こどものひろば】
放課後児童クラブ「あそぼうね」が主催する“こどものひろば”は、「心豊かな子ども
を地域で育つ」を目標として昔遊びの伝承や世代間交流を行い、毎年300名程の
親子が参加する。活動強化週間の取り組みとして民児協が全面的に共催し地域
住民とのふれあいにより活動をPRしている。

5月3日　場所　未定

19 壱岐市：芦辺町
芦辺町民生委員児童委員だよりの発行
民生委員の役割活動を住民全員に広くPRする。

5月中に芦辺町全世帯・町内小中学
校へ配布。

20 壱岐市：石田町 他の地区の子育て支援イベント「こどものひろば」への参加協力 5月3日　場所　未定
21 五島市：各地区 小中学校における朝のあいさつ運動 民生委員各自

22 西海市：崎戸地区 広報車で啓発パレード 5月12日　10：00～　西海市崎戸町内

23 西海市：大瀬戸地区
民生委員・児童委員の日に合わせて
定例会を実施し、委員の意識を高める

5月12日　13：40～　西海市大瀬戸町
内

24 西海市：西海地区 社協だより5月号への掲載依頼 5月
25 南島原市：西有家地区 地区の小学生への見守り活動 随時/各担当地区

・街頭広報活動（PRチラシとポケットティッシュの配布）
・長崎市広報誌に民生委員・児童委員の記事掲載

・「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
で、広く市民に周知を深めるもの
・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・児童委員を広く
市民に周知を深めるもの
広報活動[諫早市民生委員児童委員協議会連合会のぼり旗掲示・チラシ、ティッシュ配布・民児協ジャンパー着用　（各地
区１～２名参加）]
・PR活動垂れ幕を作成し、大村市役所玄関前に設置。民生委員・児童委員活動を広く市民にPRする。
・コロナ感染拡大防止の観点を考慮し、10月チラシ3,000枚を大村市街頭で配布しPR活動を実施。
平戸市連合会　総会
壱岐市あんしん見守りボトル配付事業

・児童見守り活動として、登校時の声かけ・挨拶運動を行うとともに、土日祝にも地区をパトロール、安全・安心なまちづく
り活動を行う。
・そのぎ茶市の3日間、パトロールを実施する

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

五島市が毎月発行している「広報ごとう」の中の社会福祉協議会のページにて、民生委員・児童委員紹介を掲載
西海市の広報紙へ「民生委員・児童委員の日」記事の掲載
・時津町広報紙に民生委員・児童委員の活動内容に関するお知らせを掲載し、町民に気軽に相談していただける民生委
員・児童委員を周知する広報活動を行っている。
・小学校登下校時の見守り活動

■ 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
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

42 長崎県

26 南島原市：口之津地区
・口之津小学校と口之津中学校の校門に立ってあいさつ運動
・口之津小学校と口之津中学校との懇談会の開催

・5～6月　口之津小学校、 口之津中
学校
・5～7月　口之津小学校、口之津中
学校

27 波佐見町 5月定例会及び波佐見町教育委員会との意見交換会 5月18日　波佐見町総合文化会館

43 熊本県

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 鏡町
地域福祉センターの清掃奉仕作業 5/13（木）

鏡町地域福祉センター

2 荒尾市第１・２

・市民児協のユニフォームを着用し、市民児協PR用のオリジナルポケットティッ
シュと、民生委員・児童委員のチラシをショッピングモールに来られた方に配布。
・荒尾市の広報誌に、民生委員・児童委員の日とPR活動について写真付きで掲
載。

5/13（木）16時～
あらおシティモール

3 玉名市
児童の登下校見守り、あいさつ運動
玉名市社会福祉協議会ホームページにより周知

5/12（水）～5/18（火）までの平日

4 天草市
・定期総会・講演会（スキルアップ）
・地元ラジオ、ケーブルテレビを通じてPR活動

・5/12(水)（天草市民センター）
・5/12前後（1週間程度）

5 宇土市 市広報での民生委員活動紹介，委員名簿の掲載 5月号広報掲載

6 大矢野町

住民にもっと民生委員の活動を周知する事及び親近感を持っていただくことなどを
目的にPRキャンペーンを実施。町内３ヵ所に分かれ、店舗の前で１時間程度、PR
カードとポケットティッシュを配布する。

5/12（水）11時～12時
①Aコープ  （登立地区委員）
②キャモン (中・維和地区委員）
③さんぱーる (上・湯島地区委員）

7 松島町

・住民にもっと民生委員の活動を周知する事及び親近感を持っていただくことなど
を目的にPRキャンペーンを実施。町内３ヵ所に分かれ、店舗の前で１時間程度、
PRカードとポケットティッシュを配布する。
・７０歳以上のひとり暮らし高齢者約３００人を対象に民児協の文字入りタオルと
PRカードを渡して民生委員の活動を周知する。

5/13（木）
午前11時～12時
①ゆめマート
②ファミリーマート
③ローソン

8 姫戸町

一人暮らし高齢者の集い
・民生委員が姫戸町内の高齢者一人暮らしの方々を訪問し参加確認をとる。
・開会式で、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。

5/17(月)
姫戸老人福祉センター

9 龍ヶ岳町
１．こいのぼりの設置を行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。

4月下旬：龍ヶ岳保育園、樋島漁港、
龍ヶ岳小学校、龍ヶ岳中学校
5月中：龍ヶ岳町内

10
三角町・松橋町・小川町・豊野
町

挨拶運動（小学校の登校時） 5/10(月)～5/12(月)

11 不知火町 75歳以上の独居高齢者へ饅頭配り　人数：230名程度 5/11(日)

12
阿蘇市阿蘇地区・一の宮地区・
波野地区

・日々の委員活動の強化（児童の登下校見守り、あいさつ運動）
・フリーペーパー「みんせい！」の戸別配布

5/12(月)～

13 合志市東部

・各小・中学校の正門前に、揃いのジャンパー着用し、のぼり旗や横断幕を持って
挨拶運動・PR活動を実施する。
・各地区の公民館等の掲示板に、自分達でデザインしたポスターを掲示し、民生
児童委員の活動を地域住民の方々に周知する。
・活動時に着用する活動着を新たに作成する。活動着を目立つ色にすることで、
民児協の活動のPRにつなげる。

①5月10日の週のどこか一日/各小・
中学校校門前や危険箇所
②5月中/各区

③４月中/各区

14 合志市西部

・各小・中学校の正門前に、揃いのジャンパー着用し、のぼり旗や横断幕を持って
挨拶運動・PR活動を実施する。
・各地区の公民館等の掲示板に、自分達でデザインしたポスターを掲示し、民生
児童委員の活動を地域住民の方々に周知する。
・活動時に着用する活動着を新たに作成する。活動着を目立つ色にすることで、
民児協の活動のPRにつなげる。

①5月10日の週のどこか一日/各小・
中学校校門前や危険箇所
②5月中/各区

③４月中/各区

15 美里町

各委員の担当地区において、75歳以上の1人暮らし世帯及び80歳以上の2人暮ら
し以上の世帯を訪問し、見守り活動を行うとともに、見舞品（かつおパック）の配付
を予定。

5月中旬～下旬 / 町内
※新型コロナウイルスの感染状況に
より、活動時期が変更となる可能性
有り。

16 長洲町
長洲校区上区・長洲校区下区・清里校区・六栄校区・腹赤校区：児童の登下校時
の挨拶・見守り活動の実施。

5/10（月）～5/18（火）
民生委員・児童委員の担当区

17 大津町

5月から6月を「民生委員・児童委員の日活動強化週間及び在宅福祉サービス取り
組み強化月間」と称して、「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、当該世帯を訪問して在宅福祉サービスの情報を届け、関係機関に
つなぐ活動を行っている。訪問に際しては、民生委員・児童委員のマーク、名称を
プリントしたベストを着用し、活動の見える化を図る。また独自のパンフレットを作
成し、活動の周知を行う。

5/7(金)(定例会終了後)～6月末
各委員の担当地域内

18 産山村 県道周辺の清掃活動 ５月中旬（予定）/県道周辺

19 御船町
・各小中学校区で民生委員の活動㏚ジャンパーを着用し、のぼり旗を立てて挨拶
運動を実施予定
・町内戸別訪問を実施し、民生委員周知のカードを配布予定

5/10(月)～5/14(金)

20 山都町
・全世帯を訪問し、PRカードを配付する。
・児童の見守り

5/12(水)～5/18(火)
通学路

21 氷川町

各担当地区の要支援者に対してのチラシ配布
チラシの中身は、
・民生委員とはなにか
・子育て、障害、ひきこもりなどのお悩みがあれば、地区担当の民生委員へ是非
相談してほしい
・地区担当民生委員の名前と電話番号が記載されたものを住民に直接訪問して
配布する。

5月中旬～6月上旬／町内全域の各
戸訪問

22 芦北町
令和2年7月豪雨災害で仮設住宅に在住している方に、身近な相談相手としての
民生委員を理解してもらうため、仮設住宅の集会所でもちつきをし、戸別に配布す
る。

5/16（日）
女島ゆめもやい緑地仮設団地

23 津奈木町
津奈木小学校のグラウンド除草作業
保育園の除草作業

5/8(土)～5/9(日)
5/16(日)～5/18(火)

24 湯前町 町内6か所の交差点で交通指導を兼ねて挨拶運動を実施
5/12(水)～5/18(火)
各委員2回、通勤通学の時間帯で実
施

■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・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

各地区民児協から要請があれば支援を行う
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

43 熊本県
25 水上村

村内唯一の中学校の運動会に、民生委員・児童委員は全員地域福祉を担うボラ
ンティアとして参加する。

5月
水上中学校

44 大分県

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 大分市民児協

1．大分駅前に新しくできた「祝祭の広場」で記念式典並びに街頭PR活動への出
発式を開催。その後、市内中心部や商店街等人通りが多いところで、街頭PR活動
を展開する。
2．サブ会場で民生委員制度や活動内容を広く市民に周知するため、約１週間「活
動を紹介するパネル展」を開催予定。
3．市民児協で新たに作成した幟旗を市内44単位民児協で掲げてPR活動を行う。

1．5月12日AM/祝祭の広場
2．5月12日～16日/ホルトホール大
分１階
3．5月12日～16日/市内全域

2 中津市今津校区民児協 民生委員ブルゾンを着用し、今津駅周辺の清掃（ゴミ拾い・草取り）活動を行う。 5月12日（水）/今津駅周辺

3 日田市民児協
【日田市教育懇話会】と協力し、市内各小中学校の校門付近で、民生委員ブルゾ
ン着用にて『あいさつ運動』を展開。

5月11日（火）/日田市内各小中学校
の校門付近

4 津久見市民児協
障がい者施設が開催する「うばめ園祭」にて、来場者や施設利用者、地域住民に
チラシ・ポケットティッシュを配布しPR活動を行う。

5月中旬の日曜日午前中/つくみん
公園

5 豊後大野市朝地地区民児協
小・中学校の運動会に合わせて、登校する子どもたちや地域住民に向けて、あい
さつ運動を行う。

5月15日（土）7時20分から9時まで

6 豊後大野市千歳地区民児協
千歳小学校の保護者宛に民生委員の顔写真付きのチラシを配布し活動をPR。ま
た、町内音声告知にてPRを行う。

5月中旬頃/千歳小学校

7 国東市民児連 市民児連で作成した横幕を期間中掲示をし啓発活動を行なう。
5月12日～18日/各町村の社協、行
政敷地内等

8 九重町民児協

1．のぼり旗の掲示
2．広報ここのえ・社協広報誌「すまいる」に掲載
3．町内無線放送・データ放送で活動をPR
4．ケーブルテレビでの活動PR

1．活動強化週間中
2．5月17日発行
3．5月10日頃
4．放送日未定

9 県内各単位民児協
民生委員活動を紹介したPR用チラシとポケットティッシュを活用し、県内各地で、
該当配布・戸別訪問・ポスティング等、状況によりPR活動を展開する。

4月～5月末頃にかけて

45 宮崎県

活動日時／場所　等

５月１２日～１８日の活動強化週間

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
宮崎市民生委員児童委員協議
会

のぼり旗、横断幕等を掲げることで、民生委員・児童委員について地域住民へ周
知を図るなど、市民に向けた広報活動をできる範囲で実施します。

実施期間：
５月１２日～１８日

2 西都市民児協 ○民児協理事・関係機関等が街頭にて、のぼり旗を設置する。 ５月１２日～１８日の活動強化週間

3
日南市民生委員児童委員協議
会　（市内各単位民児協）

・民生委員のぼり旗の掲揚
・ポケットティッシュに民生委員カードを添付して配布

５月１２日～１７日の活動強化週間

4
都城市民生委員児童委員協議
会

1.社会福祉協議会玄関前にのぼり旗を立てる。
2.市内限定放送のテレビチャンネルにて、5/1から10日間民生委員紹介CMを流
す。

５月１２日～１８日の活動強化週間

46 鹿児島県

活動日時／場所　等

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 枕崎市民児協 PRカードを用いての地域内の訪問 ５／１２～１８
2 出水市内各民児協 主要交差点，学校で朝の挨拶・声かけ運動 ５／１０または１１の登校時間

3 指宿市民児連
・特別研修の実施「新型コロナウイルス感染対策について」

５／１３

4 日置市内各民児協（４か所）
・のぼり旗を使用したPR活動
・訪問活動の際のPR
・PRカードを入れたポケットティッシュの配布

５／１２～１８
市役所・各支所　等

5 南九州市内各民児協（３か所）
・交通指導及びあいさつ運動

・高齢者施設でのボランティア作業

・５／１２の登校時間

・５／１５
6 十島村民児協 防災行政無線にて民生委員制度等の広報を行う ５／１６　村内全域

7 徳之島町民児協 小中学校の校長・教頭との意見交換
５／１２～１８
小中学校１２校

8 天城町民児協 学校訪問
５／１２～１８
各小中学校

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

・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）

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

（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１２日に物故民生委員児童委員合同追悼式を開催（感染症対
策のため規模を縮小して実施）。
（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

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

活動の具体的内容

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

■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
県内各市町村で街頭配布や戸別訪問・ポスティング等、状況に応じてPR活動を展開するための資材として、民生委員・児童委員活動を紹介したPR用チラシと
ポケットティッシュを各4万部作成し支給予定。
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

47 沖縄県

活動日時／場所　等

４月１７日（土）・１８日（日）
テレビ放映（民放２社）
５月１２日（水）
新聞掲載（地方紙２社）

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
国頭村民生委員・児童委員協
議会

・民生委員・児童委員による担当地域世帯へのチラシ配布 ５月２０日（木）9：00～17：00

2
大宜味村民生委員児童委員協
議会

・大宜味村「道の駅」でこいのぼりを掲揚しＰRする。
・防災無線で児童福祉週間の周知を図る。

4月１６日（金）～５月14日（金）
掲揚して周知を図る。
4月23日（金）
防災無線放送で周知する。

3
東村民生委員・児童委員協議
会

・新一年生への、お守り配布。
・お守り配布の際に係る関係者へ、民生委員の活動及び役割と「民生委員・児童
委員の日」活動強化週間の広報・周知を行う。

５月１２日（水）～１８日（火）
高江小学校、東江小学校、有銘小学
校
時間については、学校側と調整の上
決定。

4
今帰仁村民生委員・児童委員
協議会

・広報車による広報活動。広報チラシを配布してPR。

５月１２日（水）～１８日（火）
土日除く、15：00～17：00
保育園３、小学校３、学童３，こども
園、中学校、高校、を巡回

5
恩納村民生委員児童委員協議
会

民生委員・児童委員で各行政区を巡回し広報用チラシを配布し、同時に挨拶運動
を行う。

５月１１日（火）15：00～16：00
各行政区

6
伊江村民生委員・児童委員協
議会

村長表敬訪問による、意見交換（民生委員１５名）。
ＰＲ活動報告。

５月１７日（月）11：00～12：00
伊江村役場村長室

7
伊是名村民生委員・児童委員
協議会

民生委員・児童委員による担当地域にある公園５か所の、遊具等の危険個所
チェックを実施。（民生委員７名）

５月14日（金）14：00～15：00

8
伊平屋村民生委員・児童委員
協議会

チラシの配布と見守り活動の強化。児童虐待等についての啓発活動を行う（民生
委員５名）。学校行事等へ参加し教職員とのコミュニケーションを図る（民生委員６
名）。

５月１０（月）～14日（（金）
チラシ配布と見守り活動
5月10日（月）～15日（土）
村内3校、保育所１の行事参加。

9
うるま市民生委員・児童委員協
議会

横断幕を作成して、市内の目立つ場所に掲示し、活動のPRを行う。（掲示場所に
ついては５単位民児協で決定）

５月１日（土）～３０日（日）
横断幕の掲示。

10
沖縄市民生委員児童委員協議
会

民生委員関係資料と沖縄市民生委員の活動内容を展示し、広く市民にアピール
する。
チラシ等を配布し民生委員を募集する。

５月実施に向けて、日程調整中。

11
北谷町民生委員児童委員協議
会

町内各所（１１行政区）へ横断幕及びのぼりの設置。
（民生委員３９名が参加）
町長、社協会長、一日民生委員。
（町内２か所の保育所を訪問し、挨拶と短時間交流を実施）

５月10日（月）～31日（月）
横断幕設置。
5月12日（水）、17日（月）9：00～12：
00
短時間交流。

12
北中城村民生委員・児童委員
協議会

北中城村役場にてセレモニーを開催。（村長から民生委員へ激励の言葉あり）
各民生委員が担当地区を戸別訪問してチラシを配布。
各字の公民館、村内関係機関にのぼりを掲揚。
村内の児童館にて、おやつ作りを実施。

５月１２日（火）11：00～12：00
村役場入口前広場。
５月１２日（火）～１７日（月）
委員の活動紹介と訪問
公民館、関係機関へのぼりを掲揚
５月１５日（土）村内児童館２か所で
おやつ作り。

13
中城村民生委員児童委員協議
会

横断幕を作成して　村内の公共施設等に設置。 ５月１２日（水）～１８日（火）

14
宜野湾市民生委員児童委員協
議会

市役所に横断幕を掲示し、民生委員・児童委員PRのチラシを配る。

５月１２日（水）10：00～12：00
真志喜中学校区
５月１３日（木）10：00～12：00
普天間中学校区
５月１４日（金）10：00～12：00
嘉数中学校区
５月１７日（月）10：00～12：00
宜野湾中学校区

15
豊見城市民生委員・児童委員
協議会

民生委員・児童委員の活動・役割についてパネル展を開催。
公共施設において横断幕を掲示して「民生委員・児童委員の日」をＰＲする。
市社協の広報誌に民生委員・児童委員の役割・職務内容を掲載し啓発広報する。
コミュニティＦＭ出演でＰＲ。

５月6日（木）～14日（金）
市役所、農協中央公民館にてパネ
ル展示。
5月1日（土）～３１日（月）
公共施設等において、横断幕の掲
示
生活福祉資金貸付世帯の償還指
導。

16
糸満市民生委員児童委員協議
会

連休後、朝の登校時や下校時に合わせて交通安全指導を始め、安心して学校生
活が送れるように実施する。
学校訪問を行い、民生委員の周知と学校側との連携強化を図る。
各単位民児協の地域内に横断幕を掲示して、広報・啓発を図る。

５月１２日（水）～１８日（火）
7：30～8：10・14：00～16：15
糸満市内小中学校の正門
５月１日（土）～１８日（火）
・学校訪問
・横断幕を掲示

17
八重瀬町民生委員・児童委員
連合会

町内の危険個所点検。（委員５１名参加）
民生委員担当地域の危険個所を点検し、調査報告をまとめて行政へ意見の具申
を行う。
広報チラシを作成し、町広報誌への折込で全世帯に配布する。

４月8日（木）～5月31日（月）
町内全域の危険個所点検
６月3日（（木）
民生委員児童委員の広報チラシを
作成し、町広報誌へ折り込み全世帯
へ配布する。

18
南城市民生委員・児童委員協
議会

市長、社協会長が一日民生委員となり、地域ふれあいミニデイサービス等を訪問
し、激励する。
市内の小中学校を訪問。
各担当校区の民生委員・児童委員が学校を訪問し、先生方との意見を交換しなが
ら、民生委員の活動をPRする。
市内の小中学校に横断幕やのぼりを掲げ、立哨活動をとおして周知活動を行う。

５月１２日（水）14：00～17：00
一日民生委員で施設訪問。
６月中旬～７月16：00～18：00
学校訪問

■ 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

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

４月１７日（土）・１８日（日）県公報テレビ番組「うまんちゅひろば」での民生委員活動紹介と県民児協会長のコメントを放映
し、民生委員児童委員についてPRした。(沖縄県子ども生活福祉部・福祉政策課からの取材依頼）
５月１２日（水）、地方紙２社に本会会長及び那覇市民児連会長が新聞掲載欄に投稿し活動強化週間を県民に周知す
る。
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

47 沖縄県

19
与那原町民生委員・児童委員
協議会

戸別訪問によりポケットティッシュを配布する。（２８人）
PＲ ポスターの掲示（自治会の掲示板）、のぼりの設置（公民館等に設置）、懸垂
幕の設置（町役場庁舎に設置）、電光掲示板でスローガン等を周知（町内４か所に
設置。）

５月１２日（水）～１８日（火）
強化週間中実施。

20
南風原町民生委員児童委員協
議会

セレモニーを実施し、町長、町社協会長へ一日民生委員児童委員の委嘱を交付
し、活動体験をしてもらう。
担当地区民生委員にのぼりを提供し、地域でのPR活動を行う。
担当地区民生委員の連絡先、活動内容を記載したチラシを配布し周知を図る。

５月１４日（金）10：00～11：30
町保健福祉防災センター
５月１日（土）～３１日（月）
のぼりの設置
５月１日～８月
町内でチラシを配布

21
久米島町民生委員・児童委員
協議会

子どもの遊び場所を中心に危険個所点検。（住民からの情報や各委員の調査をも
とに通学路及び遊び場の点検を実施します。）
独居高齢者へPRカード配布。（各委員の担当地区の紹介と役割を周知します。
「今回はチラシをポスト投函」）
町内数か所にのぼりを設置。

４月８日（木）～１３日（木）
通学路、遊び場の点検実施。
５月１３日（木）～１８日（火）
のぼりを島内数か所に設置。

22
渡嘉敷村民生委員・児童委員
協議会

民生委員・児童委員による広報チラシの配布。
民生委員及び社協職員が村内全世帯にチラシを配布。

５月１４日（金）13：00～16：00

23
渡名喜村民生委員児童委員協
議会

友愛訪問活動。（民生委員による村内独居高齢者の安否確認）
見守り活動。（主任児童委員による幼児、児童、生徒の登校時に見守り、挨拶運
動。

５月１２日（水）14：00～15：00
村内巡回。

24
北大東村民生委員児童委員協
議会

民生委員・児童委員による、児童の見守り支援とパンフレット配布。
ひとり親世帯、高齢者宅の友愛訪問。

５月６日（木）～７日（金）7：30～8：15
こども園・小中学校の校門前
５月１１日（火）7：30～8：15
児童の見守り支援
５月１２日（水）～１８日（火）9：00～
17：00
全島内

25
宮古島市民生委員・児童委員
協議会

民生委員・児童委員による結団式。単位民児協の今年度の抱負を発表し各学校
を訪問し、学用品等を配布する。共同募金事業と共同で実施。

５月１２日（水）
11：00～12：00
JAドーム前で実施。

26
石垣市民生委員・児童委員協
議会

広報活動出発式
民生委員・市長、来賓が強化週間のPRと宣言を行う。
市内６店舗にて周知パンフレットを配布。
石垣市役所ロビーでのパネル展。懸垂幕の掲揚。
市内の小中学校の校門前にて挨拶運動。

５月１２日（火）16：20～16：45
石垣市健康福祉センター玄関前（６
５名）
17：00～17：30
市内大型店舗にて周知パンフレット
の配布。（２７名）
５月１２日（水）～１８日（火）石垣市
役所内でパネル展開催。懸垂幕の
掲揚。
主任児童委員を中心に校門前で挨
拶運動を実施。

48

活動日時／場所　等
5月12日～18日
（市役所ロビー）

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 札幌市の区社協（10区） 広報誌で民生委員・児童委員の特集、PR等 5月

49 仙台市

活動日時／場所　等
・5/8～5/31 仙台市役所     懸垂幕
・4/30～5/31 青葉区役所     懸垂幕
・4/30～5/31 宮城野区役所  懸垂
幕
・4/30～5/31 若林区役所     横断幕
・4/30～5/31 泉区役所        懸垂幕

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 青葉区

・パネル掲示（3枚～5枚）
・ポスター掲示

・5月11日～18日　仙台市本庁舎1階
にて掲示
・仙台市二日町分庁舎入口にて掲示

2  宮城野区

・パネル展示
・PRポケットティッシュ配布用設置
・パネル展示　区民まつりにて展示
　ポケットティッシュ配布用設置

・5月10日～14日 区役所ロビーにて
展示
・パネル展示場所（ご自由にお取りく
ださい）
・10月中旬

3 若林区
・パネル展示
・PRチラシ・PRパンフレットの配布
・PRマスク配布

 5月7日～13日  区役所ロビーにて
展示

4 太白区
・パネル展示（民生委員・児童委員制度の紹介パネル、チラシ等設置、PRツール
作成）

5月18日～21日　区役所ロビーにて
展示

5 泉区
・パネル展示 ・5月11日～19日 区役所ロビーにて

展示（日程変更の可能性あり）

6 青葉区木町地区
①地区民児協（社協）広報誌の配布　1,000枚
②手紙、電話による安否確認

①担当地域の他、小・中学校、店
舗、クリニック等

7 青葉区東六地区
①高齢者へPRカード配布
②PRチラシ配布

①年間
②町内会、コミュニティ・センター等

8 青葉区上杉地区 PRチラシ配布 保育園、幼稚園、小・中学校

9 青葉区八幡地区
①高齢者（同居を含む）、要援護者へPRカードにメッセージを添えて配布
②地区社協評議員会（総会）及び担当地区の町内会にPRチラシ配布

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
札幌市

市民児協にて、街頭配布用の「ウエットティッシュ」を作成し、地区民児協で配布予定。
■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・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

札幌市民生委員児童委員協議会　活動パネル展

活動の具体的内容

活動の具体的内容

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
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都道府県・
指定都市名 取り組み内容

49 仙台市
10 青葉区国見地区 PRカード及びPRチラシに手紙を添え、訪問活動時にポスティング

11 青葉区中山地区
①地区各町内会へ社協広報誌に名簿を掲載して配布
②地区内各町内会の掲示板にPRチラシを掲示

12 青葉区桜ヶ丘地区
①町内会等へPRチラシ配布（回覧）　300枚
②PRカードによる訪問活動・見守り活動

13 青葉区川平地区 情報誌『お元気ですか』を配布（安否確認は電話等）
14 青葉区台原地区 全民児連作成のパンフレット配布 町内や地区内施設、小・中学校

15 青葉区北仙台地区 PRチラシ配布　500枚
小・中学校、コミュニティ・センター、
地域住民

16 青葉区小松島地区
社協、コミュニティ・センター等の事務所などに受付を設置し、全民児連作成のパ
ンフレット配布

17 青葉区宮城東地区
①PRチラシの掲示
②PRカード

①集会所（コロナ終息後）
②これからの状況により

18 青葉区宮城西地区 町内、小学校等へ全民児連作成のPRカードの配布　300枚

19 宮城野区榴　岡地区
①PRﾁﾗｼ、ポケットティッシュの設置を依頼
②ポスター掲示

①榴ヶ岡市民センター、児童館、駅
東交流センター（各50）
②榴ヶ岡市民センター

20 宮城野区幸　町地区 訪問活動ポケットティッシュの配布 5月14日～18日
21 宮城野区原　町地区 訪問活動ポケットティッシュの配布

22 宮城野区東仙台地区 PR用ポケットティッシュの配布
市民センター、コミュニティ・センター
（２ヵ所）、集会場
町内会活動・訪問活動時

23 宮城野区新　田地区
感染症対策を考慮し、担当区域内への
ポケットティッシュとPRカードのポスティング

24 宮城野区鶴ケ谷東地区
PRカード、チラシ、ポケットティッシュの配布や訪問活動
（できる範囲での活動）

25 宮城野区鶴ケ谷西地区 ポケットティッシュを配りながら高齢世帯を訪問して状況を確認 5月10日～31日

26 宮城野区宮城野地区
①ポケットティッシュ配布　地区内、サロンや対象者
②フリーペーパー『民ＳＡＹ！』の配布

②宮城野地区14町内会、各福祉団
体長

27 宮城野区高砂第一地区
①高砂第一、第二、第三地区合同PR活動
　仙石線沿線駅ポケットティッシュ配布
②ポケットティッシュ配布

①5月12日～１８日　（中止）
②あしぐろ保育所、高砂小学校、田
子小中学校

28 宮城野区高砂第二地区 ポケットティッシュ配布活動
5月24日～29日　ＪＲ陸前高砂駅前、
ＪＲ中野栄駅前

29 宮城野区高砂第三地区

①小中学校への広報活動
冊子・ポケットティッシュ配布
②小中学校地区ＰＴＡへの広報活動
ポケットティッシュ・PRチラシ配布

30 宮城野区岩切地区
①ポケットティッシュ配布
②高齢者1人暮らし、要援護者（障害者）への見守り活動とポケットティッシュ配布

①5月１７日　岩切駅前、岩切生協店
前（中止）

31 宮城野区燕沢地区

①小学校教職員及び児童館職員への周知活動
パンフレット配布
②一人暮らし高齢者の安否確認活動
ポケットティッシュ配布

32 若林区南材地区 地区内感染防止、安否確認活動
33 若林区荒町地区 コロナ禍により、市民センターや学校等へのPR活動自粛
34 若林区連坊地区 強化活動中、感染防止に努め、電話等による安否確認を行う

35 若林区大和地区
活動強化週間期間に、安否確認者、災害時要援護者に対し、地区社協作成の
「新型コロナ感染防止」を啓発したマスクとティッシュを配布し、民児協及び社協の
広報を実施する。対象者は143名。

36 若林区南小泉南地区 各家庭訪問時に、PRカードを配布 担当地区町内会
37 若林区若林地区 区民児協のパネル展示の鑑賞

38 若林区六郷地区
PRカード、PRチラシの配布
町内、小学校入学児童の訪問活動等で配布

5月以降400部

39 若林区七郷地区
①全民児連作成PRチラシの配布
②令和2年度、3年度、新75歳の方へPRマスクの配布

①小学校（3）、中学校（2）　500枚
②1000枚

40 太白区向山地区
区役所家庭健康課、区社会福祉協議会、東北福祉大学村山先生と地区民児協共
同にて、向山地区「子育てマップ」を作成し、子育て世代が利用する各施設に配
置・配布

41 太白区八本松地区
「高齢者の見守り活動」の強化
気になる高齢者に電話等で声かけを行う。

42 太白区郡山地区
ひとり暮らし高齢者を中心に民児協シールを貼った袋入りマスク（5枚セット）を400
世帯に配布

43 太白区鹿野地区 担当地区を巡回し、実態の把握に努める

44 太白区八木山地区
①全民児連作成のPRポスターを受け持ち地区掲示板に貼付
②全民児連作成のPRカードを受け持ち地区訪問活動時に活用

45 太白区西多賀地区
①浄化活動を実施し、出会った地域の方にPRカードを入れたポケットティッシュを
配布、広報活動を行う。
②「民児協だより」、PRカードを高齢者や見守りをしている方に配布

①5月18日
②5月15日～31日

46 太白区山田地区
①朝のあいさつ運動（小・中学校）
②PRカード（一言メッセージを入れる）を見守り活動で配布する。

①5月14日
②5月15日～31日

47 太白区東中田地区

①通学路・学区内安全巡視活動
②訪問活動強化
③東中田「民児協だより」発行及び拡大版をラミネート加工して、各町内掲示板に
貼付（3月1日号・5月1日号を利用）

48 太白区中田地区

①仙台中田郵便局の掲示板にPRポスターの掲示
②PRカード及び「民児協だより」を配布しながら、安否確認を兼ねた一斉訪問活動
実施。
③各町内会の掲示板にPRポスター及び拡大した「民児協だより」を掲示

49 太白区中田西部地区
①B2のポスターを掲示
②各委員担当地域訪問時にチラシ配布

①柳生市民センター、柳生児童館、
西中田コミュニティ・センター、西中
田児童館

50 太白区中田中部地区
①高齢者のひとり暮らしの見守り活動
②通学路の点検
③PRカードを訪問時配布

51 太白区秋保地区 観光名所地の秋保大滝周辺を清掃奉仕活動。 5月11日
52 泉区泉西一地区 在宅高齢者世帯調査時に個包装マスク(PRカード封入)を配布
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

49 仙台市

53 泉区南光台地区
①児童の登下校の見守り
②「いつもあなたのそばに」リーフレット配布
③PRカード入りポケットティッシュ配布

①5月13日～19日
②小学校、児童館、幼稚園、保育園
他
③高齢者・児童館

54 泉区泉南地区
75歳以上の高齢者を対象に電話等での安否確認及び個包装マスク(PRカード封
入)のポスティング

55 泉区泉北地区

①パネル展示
②在宅高齢者世帯にマスク及びPRカードの配布活動
③「あなたも『民生委員・児童委員』になってみませんか？」リーフレット回覧（各町
内会各班に回覧依頼）

①5月12日～18日将監市民セン
ター、泉ヶ丘コミュニティ・センター
②5月12日～6月30日

56 泉区泉中央地区 地区民児協ビブスを着用し、七北田小学校区通学路の清掃活動

50

活動日時／場所　等

５月１０日（月）～５月２１日（金）

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 さいたま市浦和区民児協
・のぼり旗を設置する。
・PRチラシを設置する。

５月１０日（月）
～５月２１日（金）
区役所内

2

さいたま市北区民児協
さいたま市大宮区民児協
さいたま市見沼区民児協
さいたま市桜区民児協
さいたま市南区民児協
さいたま市緑区民児協

・のぼり旗を設置する。
・「民生委員の歴史」パネルを設置する。
・啓発グッズ（ティッシュ）、パンフレットを設置する。

５月１２日（水）
～５月１８日（火）
区役所内

・のぼり旗を設置する。
・PRポスターを設置する。

５月１２日（水）
～５月２０（木）
区役所内

・駅頭において、民生委員PRカードを入れた啓発グッズ（ティッシュ）を配布する街
頭キャンページ活動を行う。

５月１８日（火）
１６：００～１７：００
岩槻駅前ロータリー付近

51

活動日時／場所　等
①4/1～5/30・事務局、公共施設
②5/12～18・市役所玄関など
③5/1～5/5・市内１７か所

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 各地区民児協 ポスターの掲示 公民館など

52 横浜市

活動日時／場所　等

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 鶴見区
鶴見区三大まつりの一つ、「三ッ池公園文化・環境フェスティバル」にて、PR活動を
実施（PR用ポケットティッシュの配布）

鶴見区「三ッ池公園」にて
（中止決定）

2 鶴見区豊岡地区
毎月一回実施している豊岡小学校児童下校時の見守りパトロール・あいさつ運動
の重点実施

日にち未定　時間14：30～

豊岡小学校正門前・各地区内要所

3 神奈川区

・パネル展
　市民児協作成パネルと各地区で作成してもらった各地区取組紹介を展示。
・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。
※中止の可能性あり

・５月８日～21日
　区役所区民ホール
・５月28日（木）13：30～15：30
　神奈川公会堂

4 西区

①活動強化週間ブースの設置
区内で関わりのある団体と協働し、ブース出展する
②パネル展の開催
パネルを展示し、民生委員の活動を周知する

期間（①②ともに）
5/10～5/14
場所（①②ともに）
西区役所

5 中区
広報よこはま中区版5月号において、民生委員に関する特集記事を掲載し、区民
に向け、民生委員・児童委員の役割、活動のPRを実施する。

5月上旬すべての世帯に配付予定

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 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

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

１　横浜市社会福祉センターにおけるパネル展の実施
（１）横浜市社会福祉センター
　期間：５月６日（木）～５月31日（月）
　会場：横浜市社会福祉センター１階・８階　エレベーター前掲示板
（２）野毛ちかみち
　　期間：５月10日（月）～５月17日（月）
２　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（Ｂ２判）　全32駅に設置
　期間：５月12日（水）～５月18日（火）
　②車内情報装置（ドア上部の電光掲示板）　57文字　全38編成×1か所＝684か所
　期間：５月11日（火）～５月17日（月）
　内容：５月12日は民生委員・児童委員の日　身近な相談相手、見守り役として活動しています。お問合せは区役所民生
委員担当へ。
（２）グリーンライン
　ドア横ポスター（Ｂ３判）　全16編成×２か所＝32か所（２・３号車の各１か所）
　期間：５月11日（火）～５月17日（月）
３　市庁舎のデジタルサイネージでのポスター掲出
　　期間：５月１日（土）～５月31日（月）
　　会場：横浜市庁舎１階～３階

①　ポスターの掲示
②　のぼり旗の掲出
③　市政情報モニターでの放映

千葉市
■ 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

さいたま市

・市内区役所内において「各区民生委員児童委員協議会」のぼり旗や民生委員の活動等を紹介したチラシ・パネル等を
設置する。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

さいたま市岩槻区民児協3

■ 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

42



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

52 横浜市
6 港南区

区役所1階イベント・展示スペースにて、民生委員・児童委員PRパネル及び各地区
民児協の活動紹介パネルを掲示、広報紙「民児協こうなん」を配布。パネル展開
催期間中、庁舎内放送でパネル展の開催について広報。

5月12日（水）～18日（火）
区役所1階イベント・展示スペース

7 保土ケ谷区 区庁舎内展示スペースでの民生委員・児童委員、主任児童委員パネル展示
５月10日～14日
保土ケ谷区総合庁舎１階

8 保土ケ谷区上星川地区民児協 地域住民にPRカード等を配付 ５月下旬

9 旭区 民生委員・児童委員PRパネル展
6月7日（月）～6月11日（金）
旭区役所1階情報発信コーナー

民生委員パネル展
５月10日～17日
磯子区役所１階　区民ホール

区民児協ＨＰを通じた広報
http://isogo-minkyou.server-shared.com/

11 港北区

〇民生委員・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、22地区の民児協が自らの活動を
紹介するパネルを1枚ずつ展示します。
　このことについて、広報よこはま５月号にPR記事を掲載します。

４月20日～５月14日
港北区役所２階

12 緑区 緑区版広報よこはま５月号に記事を掲載

13 緑区白山地区民児協

・コロナ禍での高齢者の生活状況をヒアリングするとともに民生委員の活動を周知
する。
・自治会及び班長さん達へ民生委員活動について紹介し活動について知ってもら
う。同時に「相談受付・見守り事業」について協力してもらう。

５月含め通年

14 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

５月７日（金）～５月12日（水）
都筑区役所１階　区民ホール

15 戸塚区
民生委員・児童委員制度を周知するため、５月12日の「民生委員・児童委員の日」
にあわせ、５月１日から５月31日まで戸塚区総合庁舎に横断幕を掲出します。

５月／戸塚区総合庁舎

16 栄区 本郷台駅前周辺でのPRのぼり旗の掲出及びPRチラシ配布 ５月13日（木）

17 泉区
広報よこはま泉区版　５月号に５月１２日が「民生委員・児童委員」の日であること
や、民生委員の役割等を掲載

５月上旬

18 瀬谷区
（１）活動紹介パネル展
（２）広報よこはま瀬谷区版　５月号に活動紹介記事を掲載
（３）区民児協広報紙「おとずれ第56号」の発行、自治会・町内会へ班回覧（予定）

(1)5月12日～18日
瀬谷区役所　区民ホール

53

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 川崎区民児協

区民児協広報ウェットティッシュを作成し、区内全民生委員に配布。５月中のそれ
ぞれの訪問活動等に活用してもらう。
ウェットティッシュは委員１人あたり１５個とし、４，０００個を発注する。
今年度は、川崎市民児協が各区で取り組む集中的な広報活動に幅をもたせ、１０
月末までとしたため、今後、川崎駅での広報活動の可能性を再検討する。

５月中／川崎区全域

2 幸区民児協
１．幸区民生委員児童委員協議会　総会
２．民生委員・児童委員の活動紹介
３．民生委員・児童委員PR用ウェットティッシュの配布

１．5月13日　13:00～16:00
幸区役所会議室
２．5月6日～5月14日
幸区役所展示コーナー
３．5月～6月

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
す」PRチラシ及び消毒用ウェットシートを配布し、区民に対し広報活動を行う。

４月の各地区民協定例会（９地区）
開催日から５月末まで

4 高津区民児協
区役所・区社会福祉協議会窓口等で、民生委員児童委員協議会のチラシを入れ
たポケットティッシュを配布し、民生委員・児童委員活動のPRを行う。

５月以降の予定

5 高津区各地区民児協
会食会やイベント、訪問時に区民児協で作成したポケットティッシュ等を配布し、民
生委員・児童委員活動のPRを行う。

５月以降の予定

6 宮前区民児協

宮前区役所において民生委員・児童委員に関するパネルの展示とのぼり旗設置
を行う予定。可能であれば、活動紹介のビデオを放映したり、啓発グッズであるウ
エットティッシュを「ご自由にお持ちください。」と表示して設置予定（宮前区役所と
相談）。新型コロナウイルス感染症のまん延状況によっては、各地区の会長が出
展ブースに立つ。

5月11日～5月14日
宮前区役所

7 多摩区民児協

非対面でも可能なPR活動として、民生委員・児童委員PRグッズのポスティングを
行う。
多摩区民生委員・児童委員協議会が各地区民生委員・児童委員協議会に配布す
る資材は以下6点の予定。
１．民生委員・児童委員PRカード
２．民生委員・児童委員チラシ
３．多摩区民児協作成リーフレット「こんにちは民生委員です」
４．多摩区主任児童委員部会パンフレット
５．ポケットティッシュ
６．チャック付き透明ビニール袋
１～５を６に入れ、民生委員・児童委員、主任児童委員が、担当地区内の該当世
帯等の郵便受けへ投函

活動期間：主に「民生委員・児童委
員の日　活動強化週間」を中心に、
必要に応じて実施

場所：区内全域

8 麻生区民児協

１．麻生区役所の敷地内で全民児連発行PRチラシとともに麻生区民児協がオリジ
ナルに製作したPRグッズ（ボールペン、ウェットティッシュどちらか１点）を区役所来
場の地域住民へ配布。また、配布する際には、麻生区民児協オリジナルのベスト
を着用し、のぼり旗を立てPR活動を行う。
２．麻生区役所に懸垂幕・横断幕「５月１２日は民生委員・児童委員の日　あなた
の身近な相談相手」を掲出し、PRを行う。

１．５月１４日　午後１時～
麻生区役所敷地内

２．掲出期間
5月10日～5月31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
川崎市民児協から市内７つの区民児協に活動補助金を交付する。

■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
・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しています。（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・地区へ貸出しています。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
川崎市

磯子区10
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

54

活動日時／場所　等
●横断幕は5月１日～31日まで、市
役所本庁舎で掲出
●懸垂幕は、６月以降時期をずらし
て掲出（場所の確保困難な為）
●PRコーナーは5月12日～18日まで
あじさい会館1階ロビーで実施

55

活動日時／場所　等
①新潟市役所
②掲載日未定
③放送日未定

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
5月～6月（法定単位民児協で異な
る）

56

活動日時／場所　等

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 葵区民児協
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
　※配布の方法は、市内の感染状況に応じて変更する

①５月７日（金）～５月20日（木）
静岡市葵区役所外壁
②５月１5日（土）　１３：３０～
静岡駅北口地下広場

2 駿河区民児協

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
　※配布の方法は、市内の感染状況に応じて変更する

①５月10日（月）～５月28日（金）　静
岡市駿河区役所西側外壁
②５月10日（月）～５月２8日（金）
市駿河区役所北側ロビー
③５月15日(土)　11：00～
イトーヨーカドー静岡店・アピタ静岡
店

3 清水区民児協

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パネル展示、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
　※配布の方法は、市内の感染状況に応じて変更する

①５月12日(水)～18日(火)
静岡市清水区役所外壁
②５月12日(水)～18日(火)
静岡市　清水保健福祉センター入
口・ロビー
③５月１5日(土)　11：00～14：00ベイ
ドリーム清水、ザ・ビック蒲原店、タイ
ヨー由比蒲原店、イオン清水店

57

活動日時／場所　等
５月１７日（月）
13：30から
アクトシティ浜松大ホール

58

活動日時／場所　等
5月1日（土）

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
名古屋市民生委員児童委員連
盟北区支部

民生委員・児童委員活動のPR

区独自で作成した民生委員・児童委員活動PRグッズや本市が作成したチラシを
街頭で配布し、民生委員・児童委員の役割等を区民に周知する。

５月10日（月）10時～
北区役所および黒川駅周辺

5月12日（水）10時～
楠地区会館および楠支所周辺

59

活動日時／場所　等
５月１日（土）～５月３１日（月）
市役所、区役所・支所（京北出張所
含む）、民生委員・児童委員の自宅
前

静岡市

浜松市

名古屋市

相模原市

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

・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１５日（土）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。下記３区に各1,000セットを分配。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

連合会の共通ジャンパー（背中に「新潟市民生委員児童委員」とロゴ入り）を着用して地域内活動。
　・あいさつ運動
　・交通安全指導等、単位民児協により異なる。

活動の具体的内容
① 新潟市役所本館正面に 懸垂幕を設置
② 市報にいがたにて民生委員・児童委員の紹介記事を掲載
③TV情報番組にて、民生委員活動について放送

■ 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

●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地区民児協の活動パネルの展示等を実施

京都市
■ 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
○　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日から３１日。刑事期間の延
長協力も依頼。

○　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。

新潟市

活動の具体的内容
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。

■ 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

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 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

・第10回浜松市民生委員児童委員大会の開催
　第一部：民児協会長表彰等　第二部：全員研修

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

60 大阪市

活動日時／場所　等
各区民児協

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
懸垂幕の掲出 5月12日～5月18日
区広報紙に記事を掲載 わがまち北区5月号

2
都島区民生委員児童委員協議
会

懸垂幕及びのぼりの設置
5月12日～18日
区役所周辺

3
福島区民生委員児童委員協議
会

地下鉄駅構内（野田阪神駅）にポスター掲示する 5月中

4
此花区民生委員児童委員協議
会

・区庁舎正面外壁にスローガンの入った「懸垂幕」を掲示する。
・区庁舎正面玄関にスローガンの入った「のぼり」を掲示する。

5月10日～5月18日
此花区庁舎外壁及び玄関前

5
此花区
西九条地区民生委員児童委員
協議会

見守り訪問活動（声かけ）

こどもの見守り（看視）

5月12日～18日
西九条地域

【日々の委員活動の強化に基づくPR活動】
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」
や「民生委員・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
を高める啓発活動を行う

民生委員・児童委員の日活動強化
週間を中心に各委員の地域でPR活
動を実施

【広報媒体を使用したPR活動】
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 5/12～5/18　西区役所
西区広報紙にPR記事掲載 5月号

PR冊子配布
5/12～5/18
西区役所　３F

8 三先地区
地区民児協、見守りネットワーク、地活協等と連携し、高齢者宅を訪問。その際、
マスクを手渡しして状況確認をする。

民生委員・児童委員の日を中心にそ
の前後の日程で実施予定。

9
大正区民生委員児童委員協議
会

懸垂幕「支えあう　住みよい社会　地域から」
5/12～18
区役所4階ベランダから

10
天王寺区民生委員児童委員協
議会

区役所壁面に懸垂幕の掲揚をする 5月12日（水）～5月18日（火）

のぼり、懸垂幕を掲示
・5/1から1か月間
・区役所入口にのぼり、ロビーに懸
垂幕を掲示

浪速区広報誌に掲載
浪速区広報誌5月号に「民生委員児
童委員の日」を掲載

12
西淀川区民生委員児童委員協
議会

(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
(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
を掲載する

(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

13
西淀川区内各地区協議会（12
地区）

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
布する）を実施する
（襷やジャンパー等を着用、幟も使用する）

コロナ禍の状況を見ながら実施日時
を設定する（活動強化週間に限定せ
ず実施可能な状況になれば実施す
る。年度通年で考える。)
/駅頭・スーパーマーケット周辺

懸垂幕の掲示
5月12日(水)～18日（火）
東淀川区役所出張所

区役所ＨＰ・Facebook・Twitterに掲載
5月12日(水)～18日（火）
東淀川区役所

「災害・緊急時　まもるくん」の配布
見守り相談室からの名簿（地域提供リスト）に記載された要援護者（単身高齢者や
障がい者等を中心）に啓発活動。期間外にも継続予定

5月12日（水）～

15 生野区東桃谷地区 PRカードを独居高齢者や70歳以上の夫婦宅へポスティングする。 5月12日～5月18日

16 生野区生野地区
PRカード等を利用して、各町会女性部長と共に一人暮らしの高齢者を中心に重点
的に家庭訪問並びに電話による安否確認

5月12日～5月18日

旭区広報紙「広報あさひ5月号」に「民生委員・児童委員の日」記事掲載し周知 5月1日全戸配布
区役所庁舎に「支えあう　住みよい社会　地域から」の懸垂幕掲出 5月12日から18日
旭区役所で「民生委員・児童委員、主任児童委員PRパネル展」を開催し活動を啓
発

5月11日から18日

旭区民生委員児童委員協議会活動だより4月号に「民生委員・児童委員の日」記
事掲載し周知

4月15日から全地区に配布

区役所外側壁に懸垂幕 5月12日～18日　城東区役所等

城東区HPに大阪市福祉局の【民生委員の日】のページをリンクするようにする 5月末まで
19 各地区協議会 PRカード地区10部、PRポスターを地区に貼る 5月末まで

20
鶴見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階に幟を設置、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る。
あわせて、区社会福祉協議会事務室前にも幟を設置し、周知啓発物品を窓口で
配布する。

5月12日（水）～5月18日（火）
鶴見区庁舎、区庁舎周辺、区社会福
祉協議会事務室前等

21
阿倍野区民生委員児童委員協
議会

区役所周辺に「のぼり旗」を掲げる
5月10日（月）頃～5月20日（木）頃ま
で

懸垂幕「支えあう　住みよい社会　地域から」の掲出を行う。 5/11（火）/保健福祉センター

地域の住民に活動内容を理解してもらうために啓発物品（チラシ・マスク・ポケット
ティッシュ等）を配布する。

5/15（土）/スーパーマルナカ住之江
支店

23 墨江地区
参加予定人数　10　名
PRカード入りティッシュ200個

5月16日　10時～
南海高野線沢ノ町駅

24 清水丘地区
参加予定人数　14　名
PRカード入りティッシュ　100個

5月15日　13時～15時
阪堺電車我孫子道駅・
安立町駅周辺

25 住吉地区
参加予定人数　26　名
PRカード入りティッシュ　200個
お菓子詰合せ　100袋

5月15日　10時～
府立病院前ライフ前

26 長居地区
参加予定人数　20　名
PRカード入りティッシュ　500個

5月15日　8時～9時
地下鉄長居駅前

27 依羅・苅田・苅田北・苅田南地区
参加予定人数　20　名
PRカード入りティッシュ　1,000個

5月9日　11時～
地下鉄あびこ駅周辺

11

14
東淀川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

PRポスターの作成及び各区民児協への配付、掲示依頼。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

旭区民生委員児童委員協議会

北区民生委員児童委員協議会1

中央区民生委員児童委員協議
会

6

西区民生委員児童委員協議会7

浪速区民生委員児童委員協議
会

17

城東区民生委員児童委員協議
会

18

住之江区民生委員児童委員協
議会

22
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令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

60 大阪市
28 東住吉区各地区民児協 啓発物品（PRカード入りポケットティッシュ）配布

5月16日
駅前・スーパーマーケット周辺

広報誌にPR記事掲載 5月号

青色回転灯装備車（青パト）での民生委員活動の音声PR 5月12日～5月18日

懸垂幕掲示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　啓
発物品（PRカード入りポケットティッシュ）配置

5月12日～5月18日
区役所壁面
窓口案内

30
平野区民生委員児童委員協議
会

・平野区広報紙へ「民生委員・児童委員の日　活動強化週間について」記事の掲
載
・懸垂幕の掲出

・5月号広報紙
・5月12日～18日
　平野区役所

区役所庁舎に活動スローガン記載の懸垂幕を設置
5月12日（水）～5月18日（火）
区役所庁舎西側

活動PRポスターの掲示 4月30日（金）～5月31日（月）

61

活動日時／場所　等

区民まつりは各区秋ごろ実施

62

活動日時／場所　等

63

活動日時／場所　等
5月12日（水）
岡山市北区丸の内二丁目
笠井信一銅像周辺

64

活動日時／場所　等
5月18日（火）13：00～
広島文化学園ＨＢＧホール

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
安芸区民生委員児童委員協議
会

行政と安芸区民児協による懇談及び意見交換会を実施
5月13日（木）15：00～
安芸区総合福祉センター

2 南区民生委員児童委員協議会 南区役所別館１階に民生委員ののぼり旗を立てて民生委員のPRを行う。
５月１２日（水）～１６日（日）
南区役所別館１階

65 北九州市

活動日時／場所　等

4月中旬～6月上旬

5月17日（月）～5月24日（月）
※よろず相談は5月17日（月）のみ
ウェルとばた交流プラザ
北九州市政だより（5/15号）
※全戸配付
北九州市社協だより（5/1号）
※全区組回覧

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
福祉台帳を作成します。

4月中旬～6月上旬

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します。
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
知、啓発を行います。

5月12日（水）13:30～
門司市民会館

日頃の見守りや相談活動で支援を必要とする方を把握し、計画的・継続的な支援
を実施するため、「福祉台帳」の整備・更新を行います。

4月中旬～6月上旬

「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します。
5月12日（水）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
「福祉台帳」を作成します。

４月中旬～６月上旬

活動強化週間にあわせ、区内２４地区の民生委員・児童委員が一堂に会し、総会
を開催します。
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
示し、啓発活動に取り組みます。

５月１６日（日曜日）
１２：３０～１６：００
小倉南生涯学習センター４階、
大ホール

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
福祉台帳を作成します。

４月中旬～６月上旬

若松区役所正面玄関に民生委員・児童委員の幟旗を掲示します。
５月中旬～パネル展終了まで
若松区役所正面玄関

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
民生委員児童委員協議会総会を開催します。

５月２７日（木）１３：３０～
ウェルとばた　大ホール

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し
ます。また、来場者には、区民児協で作成したポケットティッシュを配布する予定で
す。

５月中旬（※市民児協パネル展終了
次第）～５月下旬まで
若松区役所１階市民ロビー

堺市

神戸市

岡山市

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
報及び北九州市社協広報紙に掲載し、市民のに周知します。

・民生委員・児童委員活動啓発パネル展を開催します。
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幟等を会場内外に掲示します。
・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も行います。

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します
（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、情報を共有します。

活動の具体的内容

活動の具体的内容

市内の民生委員・児童委員の約半数が参加して「第69回広島市民生委員児童委員大会」を開催

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

門司区民児協

小倉北区民児協

小倉南区民児協

1

2

3

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

若松区民児協4

神戸市民児協では、活動強化週間に特化せず、各地区で、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
います。

活動の具体的内容

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
制度創設者である笠井信一氏を顕彰する。

■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
・街頭キャンペーンを行う単位民児協に全民児連発行の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。

広島市

活動の具体的内容

活動の具体的内容
各区の区民まつりにて啓発活動を行っている。（啓発用の音声とともにウエットティッシュとリーフレットの詰め合わせを配
付）堺市民児連ホームページＵＲＬ https://www.sakai-syakyo.net/minjiren/

東住吉区民生委員児童委員協
議会

29

西成区民生委員児童委員協議
会

31

46



令和３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　
（令和３年４月30日時点）新型コロナウイルス感染拡大を受けた状況により、中止や実施方法を変更する可能性あり。
№

都道府県・
指定都市名 取り組み内容

65 北九州市 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
祉台帳を作成します。

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、啓発活動に努めます。
5月以降
八幡東区役所 市民ホール

活動強化週間に合わせ、八幡東区民生委員児童委員協議会総会を開催します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため書面開催とします。

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により、福
祉台帳を作成します。

４月中旬～６月上旬

八幡西区内の民生委員・児童委員による総会を開催します。活動方針や基本目
標の周知徹底等により、地域福祉活動に資する学びを深めます。

５月２１日（金）１４：００～１５：００
北九州市立子どもの館子どもホール

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
「福祉台帳」を作成します。

４月中旬から６月上旬

活動強化週間に合わせて、PRカードを戸畑区内の民生委員・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行います。

４月中旬から６月上旬

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
示やPRチラシの配布を行い、民生委員の活動の周知を行います。

５月１日～３１日
戸畑区内　全市民センター
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、総会を開催します。
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ります。

５月２６日（水）13：30～
ウェルとばた３階　中ホール

66

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

67

活動日時／場所　等

日時：5月12日（水）
　　　　午前7時から午前8時30分
　　　　ごろを予定
場所：熊本市内
　　  　（各小学校を中心とする通学
路）

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 各単位民児協
上記活動の実施主体が単位民児協となるものです。活動終了後には「取り組み状
況報告書」を全単位民児協より提出してもらうこととしており、そのなかで単位民児
協独自で行った取り組みについて把握予定です。

熊本市
■ 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
＜各小学校区におけるあいさつ運動の実施＞
　 熊本市の民生委員・児童委員が一斉にあいさつ運動を行います（市長及び区長のあいさつ運動参加を打診中）。
　 各小学校正門や通学路に民生委員・児童委員が立ち、登校時の児童の安全を見守ると同時に、あいさつ、声かけによ
り、民生委員・児童委員の存在や活動のPRと理解促進を図ることを目的として実施するものです。
　 全民児連作成の『みんせい！』を増刷して各小学校へ配布するほか、熊本市民生委員児童委員協議会の名称を入れ
た横断旗を作成し、取り組み終了後には学校へ提供することとしています。
　 新型コロナウイルス感染症の影響により学校行事への参加機会が減少したため、この取り組みを通じて、児童委員ま
た主任児童委員として、小学校との「つながり」を保つことにもつなげたいと考えています。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

5 八幡東区民児協

6 八幡西区民児協

7 戸畑区民児協

福岡市

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定
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