
～支えあう　住みよい社会　地域から～

令和5年度

民生委員・児童委員の日
活動強化週間  実施要領

※�民生委員・児童委員の日は5月12日です。上記期間内に民生委員・児童委員活動を周
知するための活動に取り組みましょう。また、児童福祉週間（5月5日（金）～11日（木））
と時期をあわせて取り組む等、地域の状況によって期間の延長等を行っても構いません。

実 施 期 間2 令和5年5月12日（金）～5月18日（木）

趣 　 　 旨1

一 斉 取 り 組 み 日3 令和5年5月14日（日）

※���活動強化週間中の日曜日を一斉取り組み日と設定しています。�
ぜひこの日に取り組みを展開しましょう。

実 施 主 体4
単位民生委員児童委員協議会／市区町村民生委員児童委員協議会／
都道府県・指定都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

「民生委員・児童委員の日」について
全国民生委員児童委員協議会（当時）は、昭和52年（1977年）に、毎年5月12日を「民
生委員・児童委員の日」とすることを定めました。これは、大正6（1917）年5月12日
に岡山県済世顧問制度設置規程が公布されたことに由来するものです

　全国民生委員児童委員連合会は、「民生委員・児童委員の日�活動強化週間」において、全
国の民生委員・児童委員が組織的にPR活動を一斉に展開することで、住民や関係機関・団
体に民生委員・児童委員の存在や活動を知ってもらい、さらなる理解を得ることをめざしま
す。民生委員・児童委員の存在や活動について地域住民の方がたに周知を図り、理解を深め
ていただくことは、地域住民との関係づくりや日ごろの見守り、相談活動等を円滑にすすめ
るうえで重要なことです。
　また、本年令和5年度は国のこども政策の新たな司令塔としてこども家庭庁が創設され、
「こどもまんなか」社会の実現に向けて国の取り組みがスタートします。児童委員制度、活
動への影響と変化も見込まれるなか、今後も民生委員・児童委員が不可分一体のものであり、
今後もその点を担保することが重要です。
　困ったときの相談役として、民生委員・児童委員の存在を地域住民に認識してもらうこと
がより一層重要であることを再認識し、それぞれの地域でできる効果的な広報活動を考えま
しょう。

「活動強化週間」とは
5 月 12 日から 1 週間を「活動強化週間」とし、民生委員・児童委員活動周知のための
取り組みを強化する期間としています。



　全国の民生委員・児童委員が、組織的な PR活動を一斉に展開することで、地域住民をは
じめ、関係機関・団体等に民生委員・児童委員制度や活動を知ってもらい、理解を得ること、
住民との関係づくりを強化することをめざします。PR 活動を行うことで委員自らの意識を
高め、民生委員・児童委員活動を発展させましょう。

（１）単位民児協・市区町村民児協での取り組みにあたって
⃝�民生委員・児童委員の活動内容への理解を深めてもらうために、民児協全体で取り組むことの
できるPR活動を考えましょう。

⃝��地域住民に、自分が住むまちの民生委員・児童委員が誰なのか知ってもらうためのPR活動を行
いましょう。

⃝�行政や社協に対して広報紙等への関連記事掲載や活動に対する支援をはたらきかけましょう。

（２）都道府県・指定都市民児協での取り組みにあたって
⃝�単位・市区町村民児協によるPR活動の支援に取り組みましょう。

⃝�都道府県・指定都市段階ならではのPR活動を展開しましょう。

⃝�都道府県・指定都市行政および社協の広報紙等への民生委員・児童委員に関する記事の掲載や
PR活動に対する支援を要請しましょう。

1 民生委員・児童委員を知ってもらう
　民生委員・児童委員のことを「正しく知ってもらう」ことは活動強化週間中の大きな
目標です。
　たとえば、

　⃝厚生労働大臣によって委嘱されたボランティアであること
　⃝地域住民の身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役であること
　⃝法律上の守秘義務を有しており、安心して相談できる相手であること

　　これらは一般の住民にはあまり知られていません。

2 地域の福祉課題に関心をもってもらう
　週間中の取り組みをとおして、民生委員・児童委員だからこそ知っている地域の福
祉課題を広く住民等に訴え、地域全体で解決に取り組むことを呼びかけましょう。
　たとえば、

　⃝誰も孤立しない地域をつくろう
　⃝高齢者に優しいまちをつくろう
　⃝まち全体で子どもたちを見守り、育てよう

　　といったスローガンを掲げることが考えられます。

取り組みのすすめ方について5
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1 「誰に」、「何を」、「どうやって」伝えたいか考える
　委員の皆さんが日々活動中に感じていること、たとえば「ひとり暮らし高齢者に民生委員・
児童委員が知られていないから訪問活動がしにくい」「関係機関が民生委員・児童委員を知ら
ないため、協力体制が取りづらい」といったことがあるかもしれません。
　まずは民児協にある課題を整理して、その課題の解決につなげるために「誰に」「何を」「ど
うやって」伝えたいか考えましょう。

2 地域の関係者と連携してすすめる
　民生委員・児童委員制度の PR や地域福祉課題のアピールを行う場合は、行政や社協をは
じめ、幅広い関係者との連携・協働を考えましょう。多くの人が関わることで PR 効果も高
まり、週間以降の活動につながります。

3 財源の問題は工夫次第
　広報活動に使える費用が限られているために取り組めない、という声が毎年聞かれます。
工夫次第でいろいろな方法が考えられます。
　たとえば、配布物や掲示物の作成を企画する場合は、地域の福祉課題の啓発と絡めた内容
にして、行政や社協の助成金や共同募金配分金の活用について相談してみてはどうでしょう。
また、民児協として実施するバザーの収益金の活用等も考えられます。

　「広報」とは、英訳すると『PR』（Public Relations）。「公共との関係性をつくっていくこと」
すなわち「良い関係性づくり」がポイントです。対象者を明確にし、その対象者に伝えたいこと
を、共感を得るように、伝えることが重要です。

活動強化週間および一斉取り組み日における活動の例
1   日々の委員活動の強化に基づくPR活動
⃝防災マップの見直し、連絡網の整備
⃝児童の登下校見守り、あいさつ運動
⃝関係機関への委員名簿の送付
⃝清掃活動の実施

2 広報媒体を使用したPR活動
⃝地元の新聞、テレビ、ラジオを通じたPR活動
⃝ホームページやブログによる情報発信
⃝市役所等の公共施設での懸垂幕やのぼり旗を使用したPR活動
⃝街頭の大型スクリーンや公共施設における映像放映によるPR活動
⃝防災無線を利用したPR活動

※一斉訪問やイベントなど対面での取り組みを企画する際は、地域の新型コロナウイルス感染症の状況を踏
まえ、行政や市町村民児協とも十分に協議し、感染予防、感染拡大防止対策の実施や、個々の民生委員・
児童委員および参加者の意向や状況を十分に配慮した、無理のない取り組みとしてください。

実現のために意識するポイントは
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　民生委員・児童委員の活動内容やその歴史をまとめた
パネルを展示してみましょう。役場の一角やスーパー
マーケットの出入り口付近の空間等の許可を取って利用
させてもらえば、会場費の不安もありません。
　興味をもってくれた人に声をかけて説明することで、
住民との関係を築くきっかけにもなります。

※パネル展とあわせて心配ごと相談会を実施するなどの工夫も考えられます。
※会場となる場の関係者との調整に留意し、幅広く周知しましょう。

　民生委員・児童委員のことを地域の人にもっと知ってもらうために、民児協で計画を立てて
みましょう。

１ 「誰に」取り組みのターゲットの中心を決める
　小さな子どものいる家庭の保護者や、高齢者、障がいのある方等、「誰に」知ってもらいた
いかを明確に絞ってみると、内容が固まりやすくなります。

２ 「何を」伝えたいことを明確にする
　「何を中心に伝えたいのか？」を考えて取り組みましょう。いくつも内容を盛り込んでしま
うと、最終的に何も伝わらない恐れもあります。

３ 「どうやって」方法を考える
　PR活動の手法は適切か、ターゲットと伝えたい内容に合わせて効果的な組み合わせを考え
てみましょう。

　〇児童虐待の防止� 　〇ひとり暮らし高齢者を支える
　〇ひきこもりへの支援� 　〇認知症高齢者とその家族を支える活動
　〇悪質商法被害の防止� 　〇差別、いじめをなくす活動
　〇ヤングケアラー　等

例えば、

　民児協、学校、警察等関係機関と連携し、日時を定めて児
童の登下校時のあいさつ運動をしてみましょう。児童や地域
住民に民生委員・児童委員の存在を認知してもらうことがで
き、あいさつをとおして住民との関係づくりのきっかけや、
各種関係機関との交流もできます。
　市区町村や都道府県圏域全体で一斉に実施することも効果
的です。

民児協での取り組みを企画してみよう 民児協での取り組みを企画してみよう 

▶︎児童の登下校時の見守り、あいさつ運動

具体的な活動の例と注意点

▶︎活動紹介のパネル展

※運動の一斉実施にあたっては、地域の関係機関と事前に協議し、日時を設定しましょう。
あいさつ運動（岡山県津山市）

県庁でのパネル展示（山口県）

実 践 編
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▶︎グッズやカードの配布（街頭キャンペーンやポスティング）
　PRカードやそれを入れたポケットティッシュ、チラシ等を街頭で配布したり、ポスティ
ングしたりしてみましょう。PRするターゲットに応じて、配布場所や時間を工夫し、学生・
会社員・主婦（夫）等さまざまな方との接点を作ってみましょう。
※実施場所によって事前の許可が必要な場合がありますので、関係機関に確認し、理解・協力を得ましょう。 

市内のスーパー等で PR 用絆創膏を配布（群馬県みどり市）

▶︎公共交通機関や公共施設で多くの人に
　コミュニティーバスや電車、駅の待合スペース等、多くの人が利用する公共交通機関に
ポスターを掲示してみましょう。多くの人がポスターを見ることになり、制度の認知度が
高まります。
※必ず事前に掲示依頼をし、理解・協力を得たうえで実施しましょう。

▶︎郵便局広告を活用して地域の人に
　日本全国の郵便局に広告を掲出できる仕組みがあります。
　お近くの郵便局や市区町村や都道府県で圏域を指定し、民生委員制度や活動を紹介する
ポスターの掲出やパンフレットの設置、チラシやポケットティッシュ等のサンプリング等
を実施してみましょう。
　郵便局を訪れる地域住民に幅広く民生委員・児童委員について知ってもらうことにつながります。
※事前に広告審査等の手続きが必要です（原則、一定の費用が必要です）。
※詳細は「JPコミュニケーションズ株式会社」のWebサイト（https://www.jp-comm.jp/）を�
ご覧ください。

▶︎「一日民生委員」
　市区町村長や小学生等に民生委員・児童委員の活動を体験してもらいます。民生委員・
児童委員の役割について説明したうえで実際に訪問活動等を行うと、より深い理解が期待
できます。
　「委嘱式」や意見交換会を合わせて実施することで、委員の存在の認知をさらに促すと
ともに、関係者間の福祉課題の共有にもつながります。
※ 訪問先となる対象者宅にあらかじめ趣旨を説明し、理解していただくことが適当です。参加者には、

事前に活動における姿勢や留意点を説明しておきましょう。
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　多くの地域住民に情報を届けるには、広報紙の活用は大変効果的です。多くの民児協で
は行政や社協の広報紙の紙面で関係情報を発信していることと思います。限られた紙面を
いかに効果的に活用して発信するか、そのヒントをご紹介します。

とくに掲載したい内容
⃝ 法に基づき厚生労働大臣から委嘱されて活動している
こと

⃝ 無報酬で活動しているボランティアであること
⃝ 法に基づいた守秘義務を有しており、相談内容の秘密
は守られること

⃝ 地域住民の身近な相談相手であり、専門機関へのつな
ぎ役であるということ

⃝ 子どもや子育て家庭に関することを専門
に活動している主任児童委員がいること

⃝ 民児協事務局、または行政窓口の連絡先
⃝ 100年以上の歴史と実績を有する制度で
あること

紙面の大きさに応じて掲載が考えら
れる内容
⃝ 相談できる心配ごとや困りごとの例示
⃝ 委員活動の例示
　（こんな活動もしています　等）
⃝ 民児協で開催するイベントのお知らせ
⃝ 民生委員・児童委員の紹介

★広報紙を活用しよう★広報紙を活用しよう

（
イ
メ
ー
ジ
）

実 践 編

北海道から沖縄まで全国で広報活動が展開されています！

SNSを活用したPR活動（静岡県）ラジオ放送（FMぐんま）でPR活動（群馬県）
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健康・子育て健康・子育て健康・子育て

休日夜間急患診療（1次救急）
伊勢原2丁目7-31　伊勢原シティプラザ内

かながわ小児救急ダイヤル
薀045-722-8000　18：00〜24：00（年中無休）

診療所名 区　分 診療受付時間

休日夜間急患診療所
薀93-5019
内科･小児科･外科

休日
（日曜日･祝日）

 9：00〜11：30
14：00〜16：30

夜間
（休日を含む毎日） 19：30〜22：45

休日歯科診療所
薀95-3121

休日
（日曜日･祝日）

 9：00〜11：30
13：00〜16：30

※�眼科･耳鼻咽喉科（9：00〜16：30）と2次救急の当番医は、
消防署（薀95-2119）へお問い合わせください

※�休日夜間急患診療所・休日歯科診療所受診後は、必ず
かかりつけ医を受診してください

▪担健康づくり課薀94-4616

風しん抗体検査･予防接種のお知らせ
対象者はクーポン券を提示することで、全国の
契約医療機関にて無料で1回抗体検査できます。
詳しくは担当へ▪対昭和37年4月2日〜54年4月1日
生まれの男性◇クーポン券での検査･接種期
限＝令和4年3月31日※検査の結果、十分な量の
抗体がないことが判明した人は、予防接種を無
料で受けられます
子どもの麻しん（はしか）風しん予防接種
1歳になったら早めに受けましょう▪対【第1期】満
1歳〜2歳未満の人【第2期】平成27年4月2日〜28
年4月1日生まれの人▪費無料◇2期接種期限＝令
和4年3月31日
成人の風しん予防接種を助成
市内契約医療機関で風しんに関するワクチンの
接種をする場合は、費用の一部（MRワクチン＝
8000円、単独ワクチン＝4000円）を助成します。

項　目 対　　象 日程･受付時間

4カ月児
� 健康診査

令和 2年12月16日〜31日生 5/11（火） 12：30〜
　13：30令和 3年 1月 1日〜15日生 5/18（火）

7カ月児
� 健康相談

令和 2年 9月 1日〜15日生 5/ 7（金）  9：15〜
　10：15令和 2年 9月16日〜30日生 5/14（金）

お誕生日前
� 健康診査

満10カ月〜誕生日前日に、指定した医療機
関で受診。受診票は医療機関にあります。

1歳6カ月児
� 健康診査

令和元年10月16日〜31日生 5/ 7（金）

12：30〜
　13：30

令和元年11月 1日〜15日生 5/14（金）

2歳児歯科
� 健康診査

令和元年 5月 1日〜15日生 5/ 6（木）

令和元年 5月16日〜31日生 5/13（木）

3歳児
� 健康診査

平成30年 4月 1日〜15日生 5/12（水）

平成30年 4月16日〜30日生 5/19（水）

乳幼児健康診査･相談� 5/6～19実施分
母子健康手帳と健康診査票、バスタオルのほか、
1歳6カ月児健康診査と2歳児歯科健康診査は歯
ブラシ、3歳児健康診査は歯ブラシと視聴覚ア
ンケートをお持ちください▪場伊勢原シティプラ
ザ（お誕生日前健康診査を除く）▪費無料

▪担子育て支援課薀94-4637

集団がん検診（担当へ要申込）� 6/3～20実施分

実施日 会　場 検査項目
6/�3（木）

伊勢原シティプラザ
大腸 �乳＊ 子宮

4（金） 大腸 �肺･結核

8（火）ＪＡ湘南本店 胃 �大腸

10（木）
伊勢原シティプラザ

胃 �大腸

11（金） 大腸 �乳＊ 子宮

17（木）伊勢原南公民館 胃 �大腸

20（日）市役所分室 胃＊ 大腸 �肺･結核＊

※ は午前のみ、■は午前･午後実施
＊�締め切りました（11日の乳がん検診は午後の部のみ申込可）

胃がん検診▪対40歳以上の人▪費1200円◇受付時間＝
（男性）午前8時30分〜9時（女性）午前9時30分〜10時�
大腸がん検診▪対40歳以上の人▪費500円◇受付時間＝
午前10時〜10時30分、午後2時〜2時30分 肺･結核検

受診料免除　①70歳以上②生活保護世帯③世帯全員
が住民税非課税の人は、歯周病検診とがん検診の受
診料が免除になります。②③の人は高齢者肺炎球菌
ワクチンの接種料が免除になります。②③の人は申
請が必要ですので、受診日の1週間前までに担当へ
申請してください。

ごっくん離乳食教室
4〜6カ月児の楽しい離乳食の進め方を学ぶ▪時5月
17日（月）午後1時15分〜2時45分（受付は午後1時〜）
▪場市役所分室▪定15人（申込順）

事前に医療機関へお問い合わせください▪対①妊
娠を予定している20歳以上の女性（妊娠中また
は妊娠している可能性のある人を除く）②妊婦
の配偶者※明らかに風しんにかかったことがあ
る人や風しんワクチンを2回以上接種したこと
がある人を除く◇助成期限＝令和4年3月31日
高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種
市内と近隣市の一部医療機関で1回接種できま
す▪対①令和4年3月31日までに65･70･75･80･85･�
90･95歳、100歳になる人で1回も接種したこと
がない人②60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎
臓、呼吸器、またはヒト免疫不全ウイルスによ
り免疫機能に障がいがあり1回も接種したこと
がない人※①の人は事前に送付する接種券が必
要です。②の人は接種前に担当へご連絡くださ
い▪費3000円◇接種期限＝令和4年3月31日
歯周病検診（問診･口

こ う

腔
く う

内診査）
4月に対象者へお知らせハガキを送付していま
す。市歯科医師会に加入する歯科医療機関（秦
野･平塚･厚木市の一部機関を含む）か休日歯科
診療所で受診してください▪対令和4年3月31日ま
でに40･50･60･70歳になる人▪費500円

診▪対40歳以上の人▪費200円◇受付時間＝【伊勢原シ
ティプラザ】（男性）午前9時〜9時30分、午後1時〜1
時30分（女性）午前10時〜11時30分、午後2時〜2時30
分【市役所分室】（男性）午前9時〜9時30分（女性）午前
10時〜10時30分 乳がん検診（視触診＋マンモグラ
フィ）▪対40歳以上の女性▪費1700円◇受付時間＝午前9
時〜、午前10時30分〜、午後1時〜、午後2時〜 子
宮がん検診▪対20歳以上の女性▪費900円◇受付時間＝
午前9時30分〜10時、午後1時〜1時30分

いせはら未来っ子クラブの
活動サポーターを募集しています 5月12日は民生委員･児童委員の日

5月は自転車マナーアップ強化月間

　子どもたちの放課後の居場所づくりや地
域住民との交流、さまざまな遊び･体験活
動などを目的とした｢いせはら未来っ子ク
ラブ（放課後子ども教室）｣。遊びの見守り
や工作の手助けなどを行うボランティアス
タッフを随時募集しています。シフト制な
ので都合のつくときだけ活動でき、特別な資格や技術はいりません。
子どもと接するのが好きな人におすすめです。

対　象　20歳以上の人　謝　礼　1回の協力につき1000円（要登録）
申込み　住所、氏名、電話番号（またはメールアドレス）を明記して電
子メール、または電話か直接市役所5階の担当にお申し込みください
▪担青少年課薀94-4647 seisyounen@isehara-city.jp

活動場所と時間（いずれも給食がある日）

　民生委員･児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された守秘義務を持つ特
別地方公務員で、生活の不安や子育ての悩みなど地域で困っている人の解
決に向けたお手伝いをしています。市内では130人の民生委員と13人の主
任児童委員が、それぞれの地区で活動しています。
　福祉に関する悩みや相談がある人、地区の民生委員を知りたい人は、お
気軽に事務局までご連絡ください。

▪担民生委員児童委員協議会事務局（福祉総務課内）薀94-4718

～自転車も のれば車の なかまいり～
　安全確認や一時停止をしなかったことが原因で、自転車の出会い頭の衝
突事故が多発しています。自転車安全利用五則を守りましょう。また、
TSマーク付帯保険など、自転車損害賠償責任保険の加入が県の条例で義
務化されています。万が一の事故に備えて加入しておきましょう。

� ▪担市民協働課薀94-4715

教室名 活動場所 活動時間

いせはら 伊勢原小学校 毎週水曜日
放課後〜16:30

いしだ 石田小学校 毎週月曜日
放課後〜17:00

たけぞの 竹園小学校 毎週木曜日
放課後〜16:30

なるせ 成瀬小学校 毎週木曜日
放課後〜16:45さくらだい 桜台小学校

ひびた 比々多小学校 毎週水曜日または金曜日
放課後〜17:00

おおやま 大山小学校 毎週水曜日
放課後〜16:45

地域福祉の身近な支援者

　民生委員制度の始まりは大正6年5月12日に公布された岡山県の済
さい

世
せい

顧問制
度です。この日が昭和52年に民生委員･児童委員の日と定められ、毎年18日
までの一週間を強化週間として、全国でさまざまな活動が行われています。

自転車安全利用五則
◇自転車は、車道が原則、歩道は例外
◇車道は左側を通行
◇歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
◇安全ルールを守る
◇子どもはヘルメットを着用

埼玉県さいたま市桜区広報紙
『市報さいたま（桜区版）』

滋賀県甲賀市広報紙『こうか』
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❶���民生委員・児童委員活動スローガン「支えあう　住みよい社会　地域から」の周知に努めます。
❷���民生委員・児童委員の活動および活動強化週間の取り組みについて、マスコミ等への積極的な情報
提供を行います。

❸���民生委員・児童委員が地域住民向けに使用するPRカード等のグッズをご提供します。
❹����全民児連ホームページで、活動強化週間や民生委員・児童委員活動のPRを行います。
❺��新たに、民生委員・児童委員活動の理解促進を目的としたアニメーション動画を作成し、全国の
JR主要駅を中心にPR動画を放映します（放映できない場合は、ポスター掲載）。作成したアニメー
ション動画ならびに、ポスターデータは全民児連ホームページに公開します。各民児協の活動にお
役立てください。

（3）全国民生委員児童委員連合会の取り組み

　全民児連は、以下のグッズを作成、頒布しています。用途にあわせてそれぞれ積極的にご活用
ください。

全民児連が作成した民生委員・児童委員PRグッズのご案内 ❶

抗菌クリアファイル
 フリーペーパー『みんせ
い！』のイラストや民生
委員・児童委員活動のス
ローガンを用い、年代問
わず地域住民を支える民
生委員・児童委員を表現
しています。
 通常のクリアファイルに
比べて黄色ブドウ球菌や
大腸菌の増殖割合を 100
分の１以下に抑える効果がある素材を使用して
います（ＳＩＡＡ※１�基準適合）※２。
 うら面や、おもて面のクローバーマークの部分
は透明になっているので、資料等を入れた時に
何の資料が入っているかわかるようになってい
て便利です。
※１ＳＩＡＡ＝一般社団法人　抗菌製品技術協議会
※２新型コロナウイルスに対する抗ウイルス効果は未確認です

サイズ：A4サイズ
（縦 310mm×横 220mm）

●�民生委員マークと
社会の関心が高く
委員活動との関係
も密接な赤い羽根
／ＳＤＧｓ／オレン
ジリボンのデザイ
ンを組み合わせま
した。

ピンバッジ＆バッグチャーム
<キーホルダー >セット

※�本バッジは民生委員徽章に代わるものではありま
せん。また、本バッジを着用し、民生委員を詐称
することを防ぐため、着用は現任の委員のみとい
たします。
※�ご注文は民児協単位（民児協名）でお申し込みくだ
さい。
※本グッズは色味等個体差が生じる可能性があります。

NEW!NEW!
限定5,000

個

サイズ：ピンバッジ 
（横 32mm ×縦 17mm

厚さ約 1.6mm）
バッグチャーム < キーホルダー >

（直径 27mm）

キャラクターイメージ 駅パネル
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PRカード

　民生委員 · 児童委員の性格や役割などを
記載した 3つ折名刺型のカードです。

PR グッズのご注文方法や詳細については、
全民児連ホームページ
⇒民生委員・児童委員／民児協関係者専用ページ
⇒ ７. 民生委員・児童委員 PR グッズ
をご参照ください。

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

全民児連 検 索

PRチラシ

　民生委員 · 児童
委員や民児協の役
割について掲載し
た A4 判両面のチ
ラシです。
各戸配布や役所 ·
社協の受付への掲
示などに活用でき
ます。

委員制度紹介パンフレット

　民生委員 · 児童委員の役割や活動、歴史
などを掲載したA4判８頁のパンフレットで
す。民生委員 · 児童委
員活動をより知りたい
方や、関係機関等への
説明資料としてご活
用できます。

新任委員候補者向け説明用パンフレット

　A4 判 4 頁のパンフレットです。新任委
員への活動のやりがいの説明や、なりて確
保のためのリクルート
用資料としてご活用
ください。

全民児連が作成した民生委員・児童委員PRグッズのご案内 ❷

フリーペーパー

　現役 (当時)の民生委員・児童委員が委員
活動のやりがいや、楽しさ等それぞれの思いを
載せたフリーペーパーです。
※�本グッズは在庫限りで終了し
ます。お早めに購入ください。
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