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平成25年5月7日/全国民生委員児童委員連合会調べ

県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容

青森県 1 青森県民児協 ５月１２日（日）
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
広報を実施する予定です。

1 宮城県民児協 ５月１日（水）～３１日（金）
民生委員・児童委員のＰＲ用ポスターを委員１人１枚程度を配
布、公共の場所や地区の掲示板などに掲示します。

2 白石市民児協 ５月１６日（木）
高齢者宅一斉訪問活動を行ない、民生委員・児童委員のＰＲ
を行ないます。

3 柴田町民児協 ５月１２日（日）１６：００～　スーパー店頭
民生委員・児童委員のＰＲ用ポケットティッシュを、買い物帰り
の方たちに「民生委員・児童委員の日です」と声がけしながら
配り､広報活動をします。

1 秋田市民児協 ５月１３日（月）１１：００～／秋田駅前

民生委員・児童委員３４名が、秋田駅前ぽぽろーどで委員活動
のリーフレットや絆創膏を配布し、ＰＲ活動を行ないます。黄色
いジャンパーを来ているのが民生委員ですので、駅前にお立
ち寄りの際は、ぜひお越しください。

2 能代市榊地区民児協
５月１５日（水）７：２０～／
能代市立能代南中学校前

校門前周辺のあいさつ運動を行ないます。
また、中学生が異世代交流の地域参加活動の体験を通して社
会性や自主性を身に付けられるよう、社会参加活動を実施しま
す。

3 仙北市角館町民児協
５月１３日（月）９：００～
角館町桜並木沿いの県道

角館桜並木沿いの道路の美化活動（主に草むしり）を行ないま
す。活動啓発用ジャンパーを着用し、市民や観光客へ民生委
員・児童委員の活動をＰＲします。

1 山形市民児連
５月１２日（日）１０：００～１４：００頃
イオン山形北店入口

民生委員・児童委員の広報活動（チラシ等配布）を行ないま
す。山形市のお宝イメージキャラクター「はながたベニちゃん」
も応援に駆けつけます。

平成25年度　民生委員・児童委員の日　活動強化週間
 都道府県・指定都市、市区町村・法定単位民児協 主な取り組み予定

民児協名

秋田県

宮城県

別紙１ 
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県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容民児協名

2 酒田市民児連 ５月１２日（日）
各地区民児協において、ＰＲカードを配布しながら要援護者宅
を訪問します。

3 新庄市民児連

５月１２日（日）１１：００～／
郷野目ストア各店、
ヨークベニマル新庄店、
マックスバリュ新庄店、
ビフレ新庄店、ヤマザワ新庄店など

市内大型店舗、スーパー等７店舗にて広報チラシ入りのポケッ
トティッシュを配布します。

4 村山市民児協
①５月１２日～５月末
②５月１日

①市役所庁舎に「広げよう地域に根ざした思いやり」の横看板
を設置します。
②市広報紙に「民生委員・児童委員の日」の記事を掲載しま
す。

5 川西町民児協 ５月１５日（水） 川西町の広報紙に活動内容、委員氏名等を掲載します。

1 常総市民児協
５月１２日（日）～５月３１日（金）
※民生委員・児童委員が訪問により配布

昨年１０月に実施した常総市要援護者現況調査をもとに、要援
護者の急病、事故、災害時に迅速な対応を図るため、かかりつ
け医療機関、緊急連絡時の情報等を保管する「救急医療情報
キット」を配布します。

2
守谷市中央地区民児

協
５月１２日（日）～５月１８日（土）

民生委員・児童委員の活動内容をわかりやすく説明し、またそ
の地区の担当委員名を記載した印刷物を町内会ごとに回覧し
ます。同時に、高齢者を狙った詐欺が多発しているので、注意
喚起のチラシを委員名を載せて高齢者宅に配付します。

3
常陸大宮市連合民児

協
５月１２日（日）１０：００～１２：００頃
イオン常陸大宮店・かわねやエコス山方店

民生委員・児童委員によるパンフレット配布、広報活動、相談
コーナーの設置等を行ないます。

4 坂東市連合民児協
５月１２日（日）１０：００～１５：００
坂東市立岩井公民館、体育館

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

5 小美玉市小川民児協
５月２５日（土）１３：３０～
小美玉市小川文化センター・アピオス

平成24年度に自主制作した民生委員・児童委員活動ＰＲ用映
画（ＤＶＤ）を上映します。

山形県

茨城県
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6
小美玉市美野里

民児協

日時：未定
場所：小美玉市内
トキワ園芸農業組合花木センター直売所

民生委員・児童委員によるパンフレット配布によるPR活動と相
談活動等を行ないます。

1 栃木県民児協 活動強化期間を含む前後／県内全域
民生委員・児童委員の活動を周知するリーフレット（40万枚）を
配布するとともに、強化週間を周知する広報文を添えたポケッ
トティッシュ（約39万個）を配布します。

５月１２日(日)１０：３０～／道の駅思川
イベント（小山ブランドまつり）会場において、民生委員・児童委
員活動をＰＲする街頭啓発活動を行ないます。

５月１日(水)　～／市内全域
小山市行政テレビで、民生委員・児童委員活動ＰＲビデオを放
映します。

3 さくら市民児協 活動強化期間を含む前後／市内全域

市内中心部（櫻野地区）の「防災・福祉マップ」のポスターを掲
示するとともに、しおり（副題「皆様の安心・安全の生活のお手
伝い」）を櫻野地区全戸に配布し、民生委員・児童委員の活動
を紹介します。

4 那珂川町民児協 ５月７日（火）～５月１７日（金）／町内全域 ケーブルテレビで民生委員・児童委員の活動をＰＲします。

1
群馬県民児協　群馬

県健康福祉課
①５月１３日（月）１８：２７過ぎ（１分３０秒）
②５月１３日（月）８：４５過ぎ（１分）

①群馬テレビニュース「ジャスト６」内コーナーで、「民生委員・
児童委員の日活動強化週間」を広報します。
②エフエム群馬「あさナビ」内コーナーで、「民生委員・児童委
員の日活動強化週間」を広報します。

2 安中市民児協 ５月１３日（月）
市長による、一日民生委員・児童委員友愛訪問を行ないます。
各単位民児協ごとに候補者及び場所を選定し、市長、会長、地
区会長、区域担当委員が訪問します。

3 みどり市民児協 ５月１２日（日）～２０日（月）／市内大型店舗・訪問者宅

市内の大型店舗にてＰＲ用絆創膏等を配布し、民生委員・児童
委員についての周知を図ります。
地区内を広く訪問し、民生委員・児童委員活動についての周知
を図るとともに、地区内の状況把握に努めます。

小山市民児協2

栃木県

群馬県
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1 埼玉県民児協 ４月１日以降
本会発行広報誌「埼玉県民児協だより」４月１号に民生委員・
児童委員の日ＰＲ記事を掲載します。

2 埼玉県 ５月１日以降
埼玉県広報誌「彩の国だより」平成25年5月号に民生委員ＰＲ
の記事を掲載します。全戸配布になりますので、ぜひご覧くだ
さい。

3 狭山市民児協 ５月１２日～１８日
狭山ケーブルテレビで狭山市民児協で作成したＰＲビデオを放
送します。ぜひご覧になってください。

1 東京都民児連 ５月１２日（日）１１：００～１１：４０
啓発パレードを行ないます。新宿駅東口の新宿通りを、約１，０
００人の民生委員・児童委員がパレードすると共に、東京都民
生児童委員キャラクターのミンジーも登場し、都民と触れ合う時
間を予定しています。

2 東京都民児連 ５月２９日（水）　１３：００～１６：１５

「東京都民生委員・児童委員合唱チャリティーコンサート」を開
催します。
都内民生児童委員は、「東日本大震災子ども応援募金」を通じ
て被災者支援に継続的に取り組んでいます。１４地区の合唱
隊が日頃の練習の成果を披露します。
当日は、ミンジーグッズの販売と併せて子ども応援募金を呼び
かけ、コンサートの最後には、東日本大震災復興支援ソング
「花は咲く」を全員で合唱する予定です。入退場自由・入場料
は無料です。

3 各区市町村民児協
５月１２日（日）～５月１８日（土）
（活動強化週間中）

各地区民児協において、役所の入口付近等を借り、民生児童
委員活動のパネル展示を行なったり、駅頭で東日本大震災子
ども応援募金を呼びかけたり、地域をパレードしたり等、さまざ
まな普及・啓発活動を行なう予定です。

4 東京都民児連 ５月２０日（月）～５月２４日（金）
都庁内においても民生委員・児童委員の活動紹介パネルの展
示を行ないます。

東京都

埼玉県
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新潟県 1 新潟県民児協
５月１３日（月）～１８日（土）
県庁敷地内（新潟市新光町交差点）

「民生委員・児童委員の日」の横断幕を掲出します。

1
津幡町民児協
穴水町民児協

５月１日～３１日／福祉センター
５月１日～２０日／役場

懸垂幕を下げて、広報活動を行ないます。

2
津幡町民児協
内灘町民児協
能登町民児協

時期未定／地区公民館、集会所
５月１２日～１８日／町内
５月１２日～１８日

・町社協が開催する地域座談会等で全民児連が作成したﾊﾟﾝﾌ
ﾚｯﾄの配布による周知を行ないます。
・ｱﾋﾟｰﾙﾁﾗｼを作成し、町内に配布します。
・民生委員・児童委員が、担当地区内にいらっしゃる要援護者
等に全民児連が作成したPRｶｰﾄﾞを配布して、活動の周知を行
ないます。

3 穴水町民児協
５月１５日　７：40～／穴水駅、病院前
未定　／いろはｽﾄｱｰ前

民生委員・児童委員が、地域住民の方々に存在を知ってもらう
ことを目的に、ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭとPRｶｰﾄﾞを配ります。

4 県民児連 ４月１日～５月３１日

「民生委員・児童委員の日」及び民生委員・児童委員になにか
あったら相談してほしいことをPRすることを目的にステッカーを
作成しました。県社協の公用車に貼付して、県内出張時を利用
し、周知活動を行ないます。

1 福井県民児協
４月２５日（木）～５月１８日（土）
県社会福祉センター

民生委員・児童委員PR横断幕を設置し、PRします。

2 あわら市民児連
東部－５月２７日（月）
西部－５月１２日（日）

マーケットや量販店（ビックマート、ユース、セントピア芦原）で
委員の広報チラシとティッシュを配り広報を行ないます。また、
市のホームページやケーブルテレビでも「活動強化週間」をPR
します。

山梨県 1 山梨県民児協
民生委員・児童委員PRカードを各市町村民児協にて活用し、
活動周知を図ります。

1 富士見町民児協 ５月１２日（日）～１８日（土） ＰＲカードを活用しながら要援護者宅を訪問します。 

2 小谷村民児協 ５月２０日（月） パンフレットの全戸回覧による広報を行ないます。

福井県

石川県

長野県
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3 坂城町民児協
５月１２日（日）９：００～
びんぐしの里公園

「第11回子どもフェスティバルinびんぐし」（坂城町ライオンズク
ラブ主催）の際、ボランティアで麦茶の配布を行ないます。民児
協独自のジャンパーを着用してPRします。

岐阜県 1 岐阜県民児協
５月１０日（金）８：２０～３０の内5分間程度
岐阜エフエム放送

県民児協会長等が、民生委員・児童委員の日活動強化週間の
PRをはじめ民生委員・児童委員の活動について広く県民にPR
するため、対話方式により、県政広報ラジオ番組「県政ファイ
ル」に出演します。

1 清水市民児協 ５月１２日（日）～　１１：００～
１２日（日）１０：００から行われる母子福祉総会終了後、出席者
に対してかるた大会を実施します。その後、民児協会長の生ギ
ター演奏により、合唱を行ないます。

2
島田市民児協

①５月１２日（日）　９：００～１１：００
（川根温泉）
②５月１２日（日）　１１：００～１２：００
（バロー・ウインダーランド）
③５月１２日（日）　１６：００～１７：００
（しずてつ東町店・マックスバリュー阿知ヶ谷）
④５月１２日（日）　１６：００～１７：００
（タイヨー金谷）
⑤５月１２日（日）　１６：３０～１７：３０
（マックスバリュー金谷・タイヨー金谷）
⑥５月１３日（月）　１５：００～１６：００（カーマ）
　　　　　　　　　　　　１６：３０～１７：３０（タイヨー元島田）
⑦５月１４日（火）　１０：００～１１：３０
PR活動（アピタ島田店）
⑧５月１４日（火）　１１：００～１２：００
（田子重・オレンジ・しずてつ）
⑨５月１４日（火）　１６：００～１７：００
（しずてつ（アリオス）・ヒバリヤ・杏林堂）
（※ヒバリヤは場合によりタイヨー稲荷店に変更あり）

各地区民児協において、左記日時にＰＲ活動を行ないます。
また、期間中に福祉台帳登録者等の訪問活動や、小中学校生
徒への声かけを行ないます。

愛知県 1 常滑市民児協 ５月１２日（日）　時間は未定

常滑市内の小学６年生（４名予定）を対象に“一日民生委員・児
童委員”を委嘱して、民生委員・児童委員と一緒に「ひとり暮ら
し高齢者」宅の訪問を行なう予定です。（事前に訪問先に了解
を得て行ないます。）

静岡県
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1 豊中市民児協 ５月１０日（金）１２：３０～１２：４４
J：COMチャンネル「エキスタ集まれ！」の番組に民児協連会長
と高齢・児童・障害の各部会の代表が出演し、民生委員・児童
委員の活動報告を生放送で行ないます。

2 羽曳野市民児協
５月５日（日）９：００～１５：００/
羽曳野市蟻塚公園内

市民フェスティバルにて45名の民生委員がみたらし団子の販
売を行い、あわせてPRグッズやリーフレットの配布・啓発活動
を行います。
また、４月２６日～５月１２日まで、電光掲示板や垂れ幕等を利
用して広くPRを行ないます。

和歌山県 1
新宮市丹鶴地区民児

協
５月８日（水）１４：００～１５：００頃

民生委員・児童委員１０名がケアハウス「はまゆう園」を訪問
し、災害に関する紙芝居の実演をします。

島根県 1 島根県民児協 ５月１２日（日）～１８日(土) 島根県庁前
県庁前に設置されている電光掲示板で、民生委員・児童委員
の活動等を紹介する予定です。

岡山県 1 岡山県民児協 活動強化週間/各地区
各地区に広報活動用ポスターを掲示し、広く地域住民や関係
機関・団体へ啓発を行ないます。

中国放送（ＲＣＣ）で民生委員児童委員のＣＭを放送します。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.hiroshima-fukushi.net/minjikyo/hiroshima/

1 鹿島市民児協 ５月１２日（日）～１８日（土）
鹿島市報５月号に、民生委員・児童委員の日、民生委員・児童
委員についてなどの記事を掲載します。
また、のぼり旗を活動強化週間中に設置します。

2 基山町民児協 ５月１日（水）
基山町広報誌に1ページの民生委員・児童委員の仕事内容を
イラスト付きで掲載予定です。

1 長崎県民児協

＜１回目・民生委員について＞
５月８日（水）２１：５４～KTN
　　 ９日（木）１８：５５～NBC、NCC
　 １０日（金）２２：５４～NIB
　 １１日（土）１５：５０～KTN
＜２回目・児童委員について＞
５月１５日（水）２１：５４～KTN
　　 １６日（木）１８：５５～NBC、NCC
　　 １７日（金）２２：５４～NIB
　　 １８日（土）１５：５０～KTN

県政番組『ミッションNAGASAKI』において、民生委員・児童委
員活動について放送します。ぜひご覧ください。

広島県 1 広島県民児協 ５月１２日（日）～１８日（土）

佐賀県

大阪府

長崎県

http://www.hiroshima-fukushi.net/minjikyo/hiroshima/�
http://www.hiroshima-fukushi.net/minjikyo/hiroshima/�
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2 島原市民児連 ５月７日（火）１１：００～FMしまばら
民生委員活動についてラジオ放送を行ないます。ぜひお聴きく
ださい。

1 熊本県民児協
５月１０日（金）
ＦＭＫ「県庁ダイヤリー」７：３７～４０
ＲＫＫ「ふれあい熊本」１０：２５～２８

ラジオ放送局(２局)にある県の広報番組にて、民生委員の日
及び活動強化週間についてＰＲされます。

2 荒尾市民児協
５月１３日（月）7：30～
ＪＲ荒尾駅前周辺

駅前でＰＲカード等の配布と清掃作業を分担して行ない、民生
委員・児童委員の活動を広く周知する予定です。

９時５０分～全体集会（児童を一日民生委員に委嘱）
１０時２０分～市内ﾊﾟﾚｰﾄﾞ
・民生委員・児童委員約700名がお揃いのブルゾンを着て街頭
パレードを行います。

・詳細は大分市ＨＰへ掲載予定です。
（http://www.city.oita.oita.jp/）

2 臼杵市民児協
５月１１日（土）午前中
臼杵市役所→市内中心部

・民生委員・児童委員約100名が市の広報車を先頭にﾊﾟﾚｰﾄﾞを
行ないます。市報、福祉だよりに掲載予定です。

５月１０日　１５：００～１６：００　県民広場国際通り　
民生委員・児童委員によるパレードを行ないながら広報用チラ
シを配布します。

５月１０日　１３：３０～１４：００　天久地域 市長が一日民生委員として地域で友愛訪問を行ないます。

５月７日～１３日　那覇市役所ロビー付近
各単位民児協で広報パネルを展示し、民生委員・児童委員の
活動を紹介します。

５月１日～３１日　那覇市地域
民生委員・児童委員の担当区域にて広報チラシの配布を行な
います。

札幌市 1 札幌市民児協
５月１２日（日）１０：００～／札幌地下街で街頭ＰＲ活動
５月１１日（土）～５月１７日（金）／パネル展

民生委員・児童委員３０名が札幌地下街広場で街頭ＰＲを行な
います。

５月１２日（日）９時５０分～
大分市大手公園→トキハ前

大分市民児協1

大分県

那覇市民児協1沖縄県

熊本県

http://www.city.oita.oita.jp/�
http://www.city.oita.oita.jp/�
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仙台市 1 仙台市若林区民児協
５月１４日（火）～１６日（木）
若林区役所1階　南側

パネルや各種資料を用意し、区役所内に展示します。各地区
の会長が当番制で民生委員・児童委員のこと、また活動内容
についてご説明しますので、お気軽にお声掛けください。

1 千葉市民児協 ５月１２日（日）～５月１８日（土）
活動強化週間のポスターを作成し区民児協、地区民児協、市
内小中学校、行政機関に配布し、活動のＰＲを行ないます。

2 千葉市民児協 ５月１２日（日）～５月１８日（土）
民生委員活動ＰＲ用のリーフレットを作成し、訪問活動時や地
域での行事等の際に配布します。

川崎市 1 川崎市民児協
５月２１日（火）１３：５０～
川崎市総合福祉センター　ホール

第６５回川崎市民生委員児童委員大会（川崎市と共催）で功労
者の表彰、記念講演会を行ないます。
民生委員・児童委員活動のパンフレットを作成・配布すること
で、地域の方々へ民生委員・児童委員活動の周知をします。

相模原市 1 相模原市民児協

①５月１３日（月）１０：００～１２：００、１３：００～１５：００
／緑区合同庁舎１階ｴﾝﾄﾗﾝｽホール
②５月１５日（水）１０：００～１２：００、１３：００～１５：００
／相模原市役所本庁舎１階ロビー
③５月１７日（金）１０：００～１２：００、１３：００～１５：００
／南区合同庁舎１階ロビー

「民生委員・児童委員活動PRコーナー」を設置３区で民生委
員・児童委員ＰＲ活動市民児協リーフレットの配布します。ま
た、各地区民児協活動紹介パネル展示及び活動紹介ＤＶＤを
上映します。

1
新潟市民生委員児童
委員協議会連合会

５月１１日（土）１１：３５～１１：４０
TeNYテレビ新潟「いきいき新潟」新潟市の広報番組の枠で、民
生委員・児童委員活動を放送します。

2
新潟市民生委員児童
委員協議会連合会

５月１２日（日）
「市報にいがた」に民生委員・児童委員の紹介文を掲載しま
す。

3
新潟市民生委員児童
委員協議会連合会

法定単位民児協で異なる
連合会の共通ジャンパー（背中に「新潟市民生委員児童委員」
とロゴ入り）を着て、地域内活動を行ないます。

1 静岡市民児協
５月１２日（日）１３：００～
(由井蒲原地区は１１：００～)

2 葵区民児協 呉服町通り

3 駿河区民児協 イトーヨーカドー静岡店、アピタ静岡店

4 　清水区民児協
エスパルス・ドリームプラザ
タイヨー由比蒲原店
イオンタウン蒲原店

静岡市

商業施設近辺の街頭で、民生委員が広報啓発用資材を通行
中の市民に配布し、民生委員について周知をはかる活動を行
ないます。

千葉市

新潟市
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1 浜松市民児協
５月１５日（水）１３：３０～
浜松市教育文化会館　はまホール

平成25年度　第2回浜松市民生委員児童委員大会（全員研修
会）を実施します。

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

名古屋市 1 名古屋市民児協 ５月１日（水）
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
介します。

京都市 1
京都市

民生児童委員連盟
５月１日（水）～

「民生委員・児童委員の日」に合わせたポスターを作成し、京
都市内の民生委員・児童委員の自宅等に掲示します。

1 市の各区民児協 ５月１２日（日）～５月１８日（土）
活動強化週間として、区役所等に懸垂幕「広げよう地域に根ざ
した思いやり」を掲示します。

2
市の各区民児協
（全区ではない）

５月１２日（日）～５月１８日（土） ティッシュ等啓発グッズを作成し配布します。

神戸市 1 各地区民児協 ５月12日（日）～５月18日（土） 各地区民児協においてＰＲ活動に取り組みます。

1 北九州市民児協
５月１０日（金）～５月１６日（木）
ウェルとばた　２階　交流プラザ

民生委員・児童委員活動ＰＲパネル展を開催します。
民生委員児童委員パネル１０枚、主任児童委員パネル１５枚、
民生委員児童委員協議会幟を掲示します。

2
北九州市民児協

（北九州市）
５月１５日号市政だよりに掲載。
５月９日（木）～　全戸配布開始

北九州市の市政だよりに特集記事が掲載され、いのちをつな
ぐネットワーク事業と民生委員・児童委員活動が紹介されま
す。

1 福岡市民児協 ５月10日（金）～16日（木）
J:COM福岡,「Hometown福岡」で民生委員・児童委員広報番組
を放映します。ぜひご覧になってください。

2 福岡市博多区民児協 ５月３０日（木）１６：３０頃

福岡市民生委員・児童委員大会を福岡国際会議場で開催しま
す。開催終了後、福岡市博多区民児協の民生委員・児童委員
が会場から博多区保健福祉センターまで街頭パレードを行な
います。（街頭パレード：雨天中止）

3 福岡市各区民児協 ５月１２日（日）～１８日（土）
福岡市各区民児協は、活動強化週間中に民生委員・児童委員
ＰＲ用チラシ、ポケットティッシュの配付を行なうほか、各区役所
で民生委員・児童委員活動の映像を放映します。

4 福岡市民児協 ５月１３日（月）～２６日（日）
福岡市天神地区ソラリアビジョン等で民生委員・児童委員広報
用動画（デジタルサイネージ）を放映します。

福岡市

北九州市

大阪市

浜松市
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