
№ 県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど

1 北海道 北海道民生委員児童委員連盟 ５月１２日（木）～５月１６日（月）
①民生委員児童委員パンフレット（道民児連作成）を配布します。
    ～12万部作成（予定）
②民生委員児童委員活動啓発記事版下（印刷用原稿）を配布します。

2 青森県 青森県民児協 ５月１２日（木）
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。

① 久慈市民児協
５月１２日（木）
市内各地区

「一声運動と訪問活動の実施」
安否確認と心配ごとなどの相談に応じるため、要援護者世帯等への訪問活動を実施します。

② 八幡平市
４月１４日～
行政連絡員に配布依頼

４月１４日に世帯配布される社協広報紙「福祉だより」に民生委員活動ＰＲ記事を掲載します。

③ 奥州市南地区民児協
５月１２日（木）～１８日（水）
地区内

ＰＲカード、リーフレット等を活用し、訪問活動を行ないます。

④ 奥州市常盤地区民協
５月１５日（日） 10：00～12：00
ときわ児童センター

民生委員児童委員活動のＰＲを兼ね、地域の子どもたちとのふれあいを目的に清掃活動を行い、交流を深め
ます。

⑤ 奥州市佐倉河地区民児協
５月１２日（木） 7：20～
幼稚園・小学校の校門前

幼稚園や小学校の登校に合わせ、挨拶運動を実施します。併せて、保護者にＰＲカード入りのティッシュを配
布します。

５月２日（月）　午前中
真城こども園

４月から幼保一体となったこども園の見学します。

５月下旬 真城地区の広報誌「雷神」でＰＲします。

５月１日～５月３１日
地区内

見守り活動の強化を行ないます。

⑦ 奥州市姉体地区民児協
５月
地区内

小学入学祝い品の配付を兼ねて、新入学児童の家庭を訪問します。

⑧ 奥州市羽田地区民児協
５月
地区内

羽田地区センターが５月に発行する広報「キューポラ」に民生委員児童委員の活動等の記事を掲載します。

⑨ 奥州市黒石地区民児協
５月１６日（月） 7：30～
黒石小学校校門前

登校時のあいさつ運動を実施します。

⑩ 奥州市江刺区民児協 ５月中（活動強化週間を中心に）
気軽に相談できる体制づくりを進めるため、主任児童委員と担当区の民生委員が、新入学児童がいる世帯
へのプレゼントを持って訪問し、保護者及び児童と交流を深めます。

⑪ 奥州市胆沢区民児協 ５月１６日（月）～２０日（金） ＰＲカード、パンフレット、リーフレットを活用し、ＰＲ活動を強化します。

通学路の安全点検を行なうとともに、通学時間に街頭に立ち、生徒へのあいさつ運動を実施します。

ＰＲカードを配布し、地域の方々との連携をさらに密にします。

⑬ 金ヶ崎町民児協 ５月６日（金）
５月５日～１１日の児童福祉週間、５月１２日の民生委員・児童委員の日を周知するため、チラシを町内全戸
に配布します。

⑭ 滝沢市民児協 ５月１２日（木）～１８日（水） 要援護者への訪問活動を実施します。

⑮ 滝沢市滝沢南部地区民児協 ５月１２日（木）～１８日（水） 通学路の危険箇所点検を行ないます。

⑯ 滝沢市滝沢中部地区民児協 ５月１２日（木）～１８日（水） 後期高齢者の実態調査を実施します。

⑰ 滝沢市滝沢北部地区民児協 ５月１２日（木）～１８日（水） 通学路の危険箇所点検を行ないます。

⑱ 岩手町民児協 ４月２８日（木）～ 町内全世帯（5,032世帯）に民生委員児童委員の活動をＰＲするチラシを配布します。

担当地域の通学路において、安心・安全の挨拶活動を実施します。

民生委員・児童委員のＰＲカード、県民児協作成のリーフレットを担当地域内訪問の際に配付します。

地域内の駅や学校周辺でＰＲチラシを配布しながら、あいさつ運動を実施します。

各種行事等参加の際に、県民児協作成の制度紹介リーフレット及びＰＲカードを配布します。

③ 山元町民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水）
平成２７年度に作成したベストを着用し、高齢者世帯等に対する見守り活動と、街頭での交通指導を実施しま
す。

① 秋田市民児協
５月６日（金） 10：00～
　 　９日（月） 10：00～

秋田市役所新庁舎の開庁に合わせて、新庁舎周辺で横断幕、幟を掲示しながら、リーフレット等を配布し、民
生委員・児童委員活動のＰＲを行ないます。

② 横手市朝倉地区民児協 ５月１５日（日） 地元のコミュニティFM放送で、民生委員・児童委員の活動内容をお知らせします。

③ 横手市平鹿地区民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水）
各担当地域の高齢者ひとり暮らし世帯、高齢者のみの世帯を一斉に訪問し、各世帯が抱える不安を聴き取
り、必要に応じて関係機関に繋げます。

① 舟形町民児協
５月１２日（木）
町内小中学校

町内小中学校登校時に、玄関前において「おはよう運動」として、あいさつ・声かけを実施します。

② 天童市民児連 ５月１５日（日） 市報（５月１５日号）に「民生委員・児童委員の日」の広報記事を掲載します。

５月１２日（木）～５月１８日（水） 町内各小中学校訪問・懇談会を実施します。

５月１日号 山辺町広報紙「広報やまのべ」で民生委員・児童委員を紹介し、活動に対しての理解やＰＲを実施します。

５月１２日（木）～５月１８日（木） 役場庁舎に垂れ幕を掲示します。

地区担当委員の連絡先を掲載します。

｢平成２９年度は民生委員制度発足１００周年｣の文言を掲載します。

４月２５日（月） 「広報おおいしだ」４月２５日号にＰＲ記事を掲載します。

４月下旬 各小学校ＰＴＡ総会の際に、主任児童委員が作成した保護者向けＰＲチラシを資料に折り込み配布します。

５月１０日（火） 「民生委員・児童委員だより」を作成し、全戸配布します。（Ａ４両面チラシ）

５月１２日（木）～１８日（水） 期間中、のぼり旗を掲揚します。

⑥ 長井市民児協 ４月２８日(木)　 ４月２８日発行の市報　「広報ながい」に民生委員・児童委員のＰＲを掲載します。

５月１５日号 広報紙
河北町民児協④

⑤ 大石田町民児協

５月１２日（木）～１６日（月）奥州市衣川区民児協⑫

５月１２日（木）～５月１８日（水）多賀城市民児協①

５月１２日（木）～５月１８日（水）大崎市民児協②

山形県
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№ 県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

①
福島県民児協
福島市民児協（共催）

５月１５日（日） 10：30～11：30
ＪＲ福島駅　東口駅前広場

民生委員・児童委員・主任児童委員の存在やその活動について一層の理解促進と委員活動の充実を図るた
め、リーフレット等を配布しＰＲを行ないます。

② 西会津町民児協
５月１２日（木） 17：00～17：30
スーパー２ヶ所入口

町民生児童委員協議会独自のＰＲ活動用ポケットティッシュ・リーフレットを町内スーパー入口にて配布しま
す。広報活動実施します。

③ 飯舘村民児協
５月２０日（金）
各仮設住宅

各仮設住宅の訪問を実施します。（担当地区ごと）

① 水戸市民児協
５月１２日（木） 9：00～
水戸駅南口ペデストリアンデッキ

民生委員児童委員のＰＲカードとポケットティッシュを配布し、啓発活動を行ないます。

②
常総市民児協
(水海道、石下地区)

５月１８日～３１日 要援護者名簿を整備します。

③ 北茨城市民児協 ５月６日～ リーフレットを全世帯に配布し、ＰＲ活動を行ないます。

７月３０日
牛久市　はなみずき通り

「うしくかっぱ祭り」のかっぱ囃子踊りパレードに民児協で参加し、ＰＲ活動を行ないます。

１１月２０日
牛久運動公園

「みんなのしあわせ見本市」に参加し、ＰＲ活動を行ないます。

⑤
守谷市民児協
（３地区）

５月１２日～１８日 振込詐欺防止啓発や民生委員児童委員ＰＲカード等を、高齢者宅や障害者宅を訪問し配布します。

⑥ 常陸大宮市連合民児協
５月１５日（日） 10：00～12：00頃
イオン常陸大宮店・道の駅みわ（北斗星）・
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の取り組みを実施します。

⑦ 那珂市連合民児協 ５月１５日（日） 9：20～12：00頃
コミュニティセンターでセレモニーを行なったあと、各委員の担当地区の一人暮らし高齢者世帯等を訪問し、
現況調査・ＰＲ活動・事故事件の注意喚起を行ないます。

⑧ 桜川市民児協 ５月１２日～１６日 一人暮らし高齢者・高齢者世帯の見守りを強化します。

５月１５日（金）　（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を掲載します。（神栖・波崎地区）

８月下旬
神栖市波崎海岸周辺

神栖市で行なわれるお祭り「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
ます。

１０月中旬
神栖市文化センター周辺

神栖市で行なわれるお祭り「かみすフェスタ」で民生委員・児童委員のＰＲ啓発活動を行ないます。

⑩ 茨城町民児協 町広報（５月１５日発行） 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、広く啓発を行ないます。

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

⑫ 城里町民児協 ５月１２日～１７日 ＰＲカードを持参し、担当地区の一人暮らし高齢者世帯を訪問します。

⑬ 八千代町民児協 ５月１２日～１８日 町役場ロビーにて民生委員・児童委員について知ってもらうパネル展を開催します。

⑭ 五霞町民児協 ５月１２日～１８日 各地区の老人クラブ活動へ参加し、高齢者の見守りや支援について周知・啓発を行ないます。

① 小山市民児協
５月３日（火） 10：30～
道の駅　思川

「おやまブランドまつり」会場において、民生委員・児童委員活動の街頭ＰＲを行ないます。

② さくら市民児協 ５月９日（月）～５月１５日（日）頃
市社協の協力を得て、民生委員が市内の高齢者のみの世帯を訪問し、「福祉チョコレート」を届け、民生委員
活動を周知します。

③ 那須烏山市民児協
５月１８日（水） 9：00～
那須烏山市社会福祉センター

民生委員・児童委員が心配ごと相談会を実施します。

① 榛東村民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水）
民児協活動ＰＲカードを地域住民に配布し、日々の心配事や相談の窓口など、地域でそれぞれに抱える問題
解決のつなぎ役となるきっかけづくりを目指します。

② 富岡市民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水） ひとり暮らし高齢者への弁当宅配によって、見守り訪問の強化を行ないます。

③ 藤岡市民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水） 福祉施設や高齢者、障害者宅を訪問し、地域住民の方に民生委員・児童委員活動のPRを行ないます。

① 埼玉県民児協 ４月１日以降
本会発行広報紙「埼玉県民児協だより№１４８（平成２８年４月１日発行）」に民生委員・児童委員の日 活動強
化週間のＰＲ記事を掲載しました。

② 埼玉県 ５月１日以降 埼玉県広報誌「彩の国だより」平成２８年５月号に民生委員ＰＲ記事を掲載します。（全戸配布）

５月１日（日）～５月３１日（火） コミュニティラジオ局のフラワーラジオで民生委員のＰＲ放送をします。

４月１５日号　市広報掲載 市の広報誌に民生委員の行動宣言（抜粋）等を掲載し、民生委員の活動をＰＲします。

民生委員・児童委員のＰＲ紙を富士見市内全域において全戸配付します。

市内公共施設（公民館等）にＰＲ紙、ＰＲ旗の設置及びＰＲポスターを掲示します。

市内の掲示板数ヵ所にＰＲポスターを掲示します。

⑤ 三芳町民児協 ５月中　町内各地
民生委員制度創設１００周年のシンボルマークを印刷したクリアファイルを作成し、ＰＲカード等と一緒に配布
します。

12 千葉県 県民児協 ４月中 当会作成の地域住民向けＰＲリーフレットを、委員一人当たり５０部配布し、各市町村民児協で活用します。

５月９日（月）～５月１３日（金）
都庁１階ロビー

「パネル展示」
都庁１階ロビーで、活動紹介パネルの展示を行ないます。

５月１５日（日） 10：45～11：30
新宿駅東口新宿通り（伊勢丹前～アルタ前）

「１万人パレード　―平成２８年度第５回民生委員・児童委員活動普及・啓発パレード―」
・新宿駅東口の新宿通りをパレードします。≪「どうしたの？」ひと声かける思いやり≫をテーマに、都内には１
万人の民生委員・児童委員がいることをアピールします。
・約3000人の民生委員・児童委員、６つの楽団、ミンジーほか、各地区社協等の着ぐるみも一緒に歩きます。

②
各区市町村
民児協

５月１２日（木）～５月１８日（水）
各地区役所内等

「パネル展示等」
各地区民児協において、役所の入り口付近等を借り、民生委員・児童委員活動のパネル展示を行ったり、駅
頭で東日本大震災子ども応援募金を呼び掛けたり、地域をパレードしたり等、さまざまな普及・啓発活動を行
ないます。

５月１２日（木）～５月１８日（水）富士見市民児協④

① 東京都民生児童委員連合会

東京都

牛久市民児協

神栖市民児協

④

⑨

茨城県

福島県

群馬県

栃木県

鴻巣市民児協③

埼玉県
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№ 県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

５月９日（月）～１３日（金）
平塚市庁舎

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。民生委員が立ち会い、市民への説
明を行ないます。

５月１２日（木）
平塚駅付近

民生委員活動のＰＲのため街頭キャンペーンを実施します。
駅前にて啓発用グッズ（リーフレットを入れたポケットティッシュ）を配布し、ＰＲを行ないます。のぼり旗、腕章
を用いて、民生委員をアピールします。

写真展示を主としたパネル展を実施します。民生委員・児童委員活動をテーマごとに分けて、全体で横3ｍ60
㎝、縦1ｍ80㎝の規格で２面（表裏）作成し、ＰＲします。

県民児協リーフレット、主任児童委員リーフレット（本市作成のもの）をポケットティッシュに入れ、各地区民児
協のユニフォームやグッズ等を着用し、３駅で6,000個を街頭配布します。

５月１３日（金）
茅ヶ崎駅付近

街頭キャンペーンで駅前（北口、南口）にて啓発用グッズ（リーフレットを入れたポケットティッシュ）を配布し、Ｐ
Ｒを行ないます。

市民利用の多い１階ロビーおよび各階エレベーターホールに設置されているデジタルサイネージ（電子広報）
における民生委員活動の広報を実施します。

茅ヶ崎市役所では新庁舎竣工に合わせ、市民利用の多い市民課、国民健康保険、子育て関連課を１階に集
約しており、各課の受付順番表示とあわせて電子広報（電子広告）が表示します。

５月１２日（木）～１８日（水）
大和市役所庁舎

パネル展で市民児協・地区民児協の活動紹介を行ないます。

５月１４日（土）～１５日（日）
引地台公園

大和市民まつりにてＰＲ活動を行ないます。

⑤ 伊勢原市民児協 ５月１５日（日）を中心に随時実施
・委員各自による全ケース訪問活動を実施します。
・「広報いせはら」5月1日号による民生委員･児童委員の日を周知します。
※他に５月２５日にも一斉訪問活動を行ないます。

⑥ 海老名市民児協 ５月１５日（日）を中心に随時実施 パネル展示と民生委員児童委員による相談コーナー等を設置します。

⑦ 綾瀬市民児協
５月１２日（木）～１８日（水）
市役所市民ホール

市役所1階市民ホールでパネル展を開催し、会場にて民生委員児童委員に関するアンケートを実施します。
また、市の広報５月１日号に特集記事を組みＰＲを行ないます。

⑧ 大磯町民児協
５月１２日（木）～１８日（水）
大磯町役場１階ロビー

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ないます。

① 長岡市民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水）
①アオーレ長岡大型ビジョンにて、民生委員・児童委員ＰＲ映像を放映します。
②ＰＲカード等の広報媒体を一括購入し、各地区民児協へ配布します。

市内のFMラジオ内で、民生委員・児童委員の活動について放送します。

市報や市ホームページに民生委員・児童委員の活動や役割についての紹介記事や委員の名簿を掲載しま
す。

③ 出雲崎町民児協 ５月中 「高齢者との交流会」を実施し、広報いずもざきに関連記事を掲載します。

① 朝日町民児協
５月１２日（木） 9：45～11：00
ショッピングセンター「アスカ」「朝日Aコープ」

町長・議長・社協会長・自治振興会長に「一日民生委員児童委員」を委嘱し、ショッピングセンター２カ所で街
頭ＰＲ活動を行ないます。（チラシの配布）

② 上市町民児協

５月１２日（木）
午前7：30～8：30／上市駅
午前11：00～正午／ショッピングセンター
「パル上市店」「マックスバリュ上市店」

民生委員・児童委員のＰＲカード、チラシ、ティッシュ等を配布し、啓発活動を行ないます。
（民生委員児童委員協議会ジャンパーを着用）

① 金沢市民児協
５月１４日（土）
金沢市内各所

民生委員児童委員活動を紹介するチラシを入れたポケットティッシュを街頭で配布し活動をＰＲします。また、
新聞報道等により周知します。

② 白山市民児協
５月１７日（火） 15：00～16：00
イオン松任店ほか３会場

民生委員・児童委員ＰＲ用ポケットティッシュを配布し啓発活動を行なうと共に消費生活センターの高齢者を
対象にした消費トラブル防止を呼びかけるためのキャンペーンを実施します。

③ 能登町民児協 ５月１２日（木）～１８日（水）

リーフレット「こんにちは　民生委員・児童委員です。」を役場窓口等に配布します。
また、「民生委員・児童委員の日　活動強化週間」のポスターを作成し、ケーブルテレビ放送中の背景等に貼
り周知を行ないます。
さらに、能登町広報・データ放送で「民生委員・児童委員の日　活動強化週間」の周知を行ないます。

① 福井県民児協 ４月２５日（月）～５月１８日（水）
福井県社会福祉センター正面に、「広げよう地域に根ざした思いやり」の民生委員児童委員ＰＲ横断幕を掲示
し、県民に周知します。

② 勝山市民児協 ５月１日（日）～５月１１日（水）
市内１３か所の保育園、幼児園と児童センターを訪問し、子どもたちとともに歌やダンス、自由遊びをとおして
交流します。

③ おおい町民児協
５月１５日（日） 10：00～
おおい町名田庄納田終～坂本

町が主催する「ふるさとファミリーウォーク」に参加し、のぼり旗等を掲示し、委員活動のＰＲを行ないます。

５月２日（月）～５月１９日（木）
ＰＲ用懸垂幕を作成し、県庁外壁へ掲揚します。（いくつかの市町村においても同様の取り組みを予定してい
ます。）

随時
ＰＲカードを配付します。
（県民児協で一括購入のうえ、市町村民児協を通じて各委員へ配付し、各委員から地域住民へ配付します。）

① 須坂市民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水）
民生委員児童委員手作りの活動強化週間のポスターを作成し、各単位民児協ごとに掲示して強化週間の周
知を図ります。

② 富士見町民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水）
活動強化週間中に民生委員児童委員の名入れのベストを着用し、担当地域の通学路に立って、児童生徒登
校時の声掛け、見守り活動を実施します。

① 本巣市民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水） ７５歳以上の方を対象にまごころ給食配食を実施するとともに、ＰＲカード・ポケットティッシュを配布します。

② 揖斐川町民児協 ５月１５日（日） 揖斐川町健康福祉フェアにおいて、活動内容をテーマとした寸劇とパネル展示を実施します。

５月１２日（木）～５月１８日（水）南魚沼市民児協②

19

長野県

16

石川県

18

山梨県民児協

岐阜県21

５月９日（月）～１３日（金）
藤沢市庁舎

５月１５日（日）
ＪＲ藤沢駅・辻堂駅、小田急湘南台駅

随時実施
茅ヶ崎市役所内

茅ヶ崎市民児協

平塚市民児協①

藤沢市民児協②

④

富山県

15

20

14

新潟県

③

神奈川県

山梨県

福井県

17

大和市民児協
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５月３０日（月） 11：00～ 「ＦＭいずのくに」に出演し、民生委員児童委員の活動を紹介します。

５月 行政広報誌５月号に、民生委員児童委員の活動紹介ページを設けます。

５月１５日号 町の広報誌に民生委員の活動紹介記事を掲載します。

６月１日号 町の社協だよりに民生委員の活動紹介記事を掲載します。

③ 牧之原市榛原地区民児協
５月１４日（土）　午前
市内総合病院

民生委員・児童委員のＰＲを兼ねてのボランティア清掃を行ないます。

４月２３日　磐田大祭りに参加（踊りに参加）。
見付の大通り

踊り終了後、ティッシュにＰＲカードを差し込んだ啓発品を配布します（約1,000個）。また、他の啓発品（ボール
ペン）があれば一般のお年寄りに配布します。

５月１２日からの活動強化週間中
特に５月１５日の指定日を集中日とします。

救急医療情報キットの点検を含めて、集中見守り活動をします。その際、ＰＲカード及び啓発品（ボールペン）
を配布します。

児童登校時にあいさつ運動を行ないます。

市民児協事業に併せ地区一斉訪問活動を行ないます。

⑥ 磐田市東部地区民児協 ５月１２日（木）～５月１５日（日）

①のぼり旗を掲揚します。
②見守り家庭の訪問を実施します。
③救急医療情報キットの確認を行ないます。
④公園遊具の点検を行ないます。

見守り世帯への訪問時に啓発ボールペンを配布します。

啓発のぼりを７地区に掲揚します。

５月１２日（木） AM10：00～
竜洋地区内

民生委員児童委員の日活動強化週間周知ＰＲ用のぼり旗を掲示します。
（３６名全員で実施）

５月１２日（木）～１８日（水）
担当地域内

高齢者世帯、高齢者１人の見守り世帯の一斉訪問を実施します。

５月１２日（木）～１８日（水）まで
豊岡支所、豊岡東交流センター、豊岡中央交流
センター

活動強化週間中、のぼり旗を掲揚します。

５月１２日（木）～１８日（水）まで ＰＲカード、リーフレット、ボールペンを見守り家庭に配布（訪問）します。

①
愛知県民生委員児童委員連盟
（愛知県社協

３月１日発行「あいちのふくし」４８３号
愛知県社協機関紙「あいちのふくし」３月号において、民生委員・児童委員活動の紹介記事中に「民生委員・
児童委員の日　活動強化週間」の実践事例を紹介しました。

② 犬山市民児協犬山北・南地区
５月１２日（木）
犬山市養護老人ホーム、乳児院

清掃奉仕活動、慰問（カラオケ交流、記念品贈呈）、草刈活動、記念品贈呈など、地域に根ざした思いやり広
げます。

③ 犬山市民児協楽田地区
５月１７日（火）
子ども未来園（３園）と児童センター

花植えプランター設置や清掃活動を実施し、子どもと一緒に活動し交流を深めます。

④ 東海市民児協
５月１０日（火）、５月１１日（水）、
５月１２日（木）、５月１３日（金）
市内５地区民児協

街頭啓発を実施します。
地区民生委員・児童委員が活動ＰＲクリアファイル・啓発用ポケットティッシュの配布を行ないます。

５月１日（日）発行　市広報 市広報に民生委員・児童委員活動ＰＲ記事の掲載を行ないます。

YouTubeへの投稿（随時） YouTubeで活動内容の一部を紹介します。

市民児協にてポスターを作成し区掲示板等に掲示します。

５月１２日（木）
ＦＭみえ

ラジオ「ＦＭみえ」にて、民生委員・児童委員、主任児童委員の活動紹介を行ないます。

４月１５日（金）～５月３１日（火）
各地域

　県内各地では、人が多く集まる場所・日程にて、啓発物品を配布しながら、活動紹介を行ったり、地区で取り
組んでいる活動を知ってもらうためにスローガンを掲げ、広報等で紹介したり、サロン風の喫茶店を開き、コ
ミュニケーションを図りながら啓発する地域等、多数の活動を展開します。
　また、日々の見守り活動にプラスして、緊急連絡表等の確認・更新を行なう地域や、関係機関との連携のた
めの懇談や意見交流を開催する地域など様々な活動を実施します。
　詳細は三重県社会福祉協議会のＨＰにある民児協のコーナー
（http://www.miewel-1.com/minseiiin/index.html）をご覧ください。（５月掲載予定）

県内民児協の啓発活動の取り組み事例を取りまとめ、県と県民児協連の連名でマスコミへ資料提供します。

取りまとめた取り組み事例を県ホームページに掲載し、県民に広く周知を図ります。

５月１０日前後～滋賀県民児協連

５月９日（月）～５月１１日（水）
小中学校

磐田市中泉地区民児協⑤

５月１２日（木）～５月１８日（水）
福田地区内

磐田市福田地区民児協⑦

伊豆の国市民児協

長泉町民児協

④

①

②

三重県民児協

滋賀県25

三重県24

静岡県22

磐田市見付地区民児協

磐田市竜洋地区民児協

岩倉市民児協⑤

磐田市豊岡地区民児協

愛知県

⑧

23

⑨
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① 綾部市民生児童委員協議会 ５月１２日（木）～１８日（水） 市内の独居高齢者を中心に、特殊詐欺撲滅チラシや啓発ティッシュを活用し、訪問活動を実施します。

民生委員・児童委員のＰＲチラシを配布（亀岡市内のＪＲ各駅５００枚）します。

子供の見守り活動を実施します。

５月１２日（木）～５月１８日（水）
市ホームページに民生委員児童委員活動をＰＲする記事を掲載します。また、市役所ロビーに設置するデジ
タルサイネージ（電子広報板）を用いて、情報を発信します。

５月１５日（日） 全戸配布の市広報誌に民生委員・児童委員活動をＰＲする記事を掲載します。

５月上旬から中旬まで
市内３カ所（公民館前道路、市役所本庁、地域福祉センターきりしま苑）に民生委員・児童委員をPRする横断
幕の掲示を行ないます。

市広報紙５月１日号 「広報長岡京」に民生委員・児童委員の特集記事（２ページ）を掲載します。

４月中 掲載前に、民生委員・児童委員のリーフレットを持参し区域内の全戸配布を実施します。

⑤ 大山崎町民生児童委員協議会 ５月１２日（木）～５月１８日（水）
役場内町民ロビーで民生委員・児童委員の活動についてパネル展示を行ないます。また町広報誌にも掲載
します。

民生委員・児童委員活動のＰＲチラシを封入したティシュを公民館、子育て支援センターで配布します。

「民生委員・児童委員の日活動強化週間」をPRする懸垂幕（市役所）・横断幕（公民館）を懸架します。またの
ぼりを公民館などに設置します。

⑦ 京田辺市民生児童委員協議会 ５月１日（日）
市広報誌に「民生委員・児童委員活動について」「５月１２日民生委員・児童委員の日について」の記事を掲
載します。

４月２２日（金）～ 避難行動要支援者台帳の更新による訪問を実施します。

５月７日（土）～ ケーブルテレビによる民生委員・児童委員活動のＰＲ映像の放送を実施します。

５月１２日（木）～５月１８日（水） 市役所周辺に民生委員・児童委員をＰＲするのぼり旗、懸垂幕を設置します。

５月１２日（木） 市内各所で街頭啓発を実施します。

５月 市広報誌に民生委員・児童委員ＰＲのための記事を掲載します。

⑩ 京丹波町民生児童委員協議会 ５月１２日（木）～５月１８日（水） 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。

⑪ 宇治市民生児童委員協議会 ５月１２日（木）～５月１８日（水） 宇治市内全世帯に広報紙「民生委員だより」を配布します。

⑫ 南山城民生児童委員協議会 ５月１２日（木）～５月１８日（水） 役場の電光掲示板による活動強化週間の啓発、広報を実施します。

⑬ 精華町民生児童委員協議会
５月
近鉄新祝園駅、山田川駅、狛田駅、JR祝園駅
及び光台地区商業施設内

「精華町民生児童委員協議会」と表示したのぼりの掲示及びタスキをかけ、啓発のためティシュ配りを実施し
ます。

① 豊中市民児協連 ５月１２日（木） 12：30～12：45
ケーブルテレビ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福祉研究部会長、障害福
祉研究部会長が出演し、民生委員・児童委員の活動報告を行ないます。

② 四條畷市民児協
５月１５日（日） 10：00～
JR忍ヶ丘駅及び四条畷駅・商店街スーパー前・
保育所・バス停等

四條畷市の観光大使で絵本作家の谷口智則氏の参加協力を得て、啓発用のぼり（旗）を立てて、ＰＲ用紙と
ポケットティッシュを配布しながらＰＲ活動を行ないます。

③ 交野市民児協
５月１４日（土）
交野市立保健福祉総合センター

ファミリーフェスティバルにて、大阪府民児協連と共同作成した民生委員・児童委員活動のＰＲ用ポケット
ティッシュを配布します。

④ 大阪府民児協連 本会ホームページ
府内全市町村民児協の「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ます。
また、同ホームページ内の府内全市町村民児協の活動紹介ページを更新します。
http://www.osakafusyakyo.or.jp/minkyo/

① 洲本市民児連 ４月～６月
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します。

芦屋市民児協は、子育て応援団を設置し、各９ブロックの児童委員を隊長に任命しており、地域の関係機関
とともに、地域全体で児童が安全で、安心して生活できるような環境を守る活動を行ないます。

民生委員制度創設１００周年、児童委員制度創設７０周年を機に、3,000個のティッシュを子育て中の家庭に
配布し、児童福祉の啓発に努めます。

① 奈良県民生児童委員連合会 ５月１４日(土) 県内２ヶ所の商業施設においてＰＲティッシュを配布します。

② 生駒市民生児童委員連合会

５月９日～１２日
　市役所
５月１４日～１９日
　南コミュニティセンターせせらぎ
５月２１日～２６日
　北コミュニティセンターはばたき

パネル展を開催します。

③ 下市町民生児童委員協議会 ５月１２日～１８日 地元ケーブルテレビにて民生委員・児童委員のＰＲを文字放送で放映します。

④ 安堵町民生児童委員協議会 ５月１１日 宣伝カー(公用車他)で町内を巡回します。

⑤ 山添村民生児童委員協議会 ５月５日～１１日 児童福祉週間にあわせて新聞広告をだします。

⑥ 県下市町村民児協 ５月１２日～１８日
・駅周辺、スーパー、幼･小･中学校等でＰＲカードやＰＲティッシュを配布します。
・グ゛ループホームや高齢者宅へ訪問グッズ（タオル）やPRカード、ＰＲティッシュを訪問します。
・のぼり旗をたててＰＲします。

⑦ 県下市町村民児協 ４月・５月
・祭りや地域の行事、サロン等に合わせてＰＲカードやＰＲティッシュを配布します。
・広報誌、機関誌に民生委員児童委員・民児協に関する情報や特集記事を掲載します。

５月１２日（木） 7：00～8：00

５月１２日（木）～５月１８日（水）八幡市民生児童委員協議会⑥

５月１２日（木）～５月１８日（水）
芦屋市全域芦屋市民児協②

京丹後市民生児童委員協議会

木津川市民生児童委員協議会

向日市民生児童委員協議会

亀岡市民生児童委員協議会

長岡京市民生児童委員協議会

京都府26

⑧

⑨

②

③

④

兵庫県28

奈良県29

大阪府27



№ 県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

① 海南市民児協 ５月１２日（木）～１８日（水）
民生委員・児童委員のＰＲカードを持参し、区域内の６５歳以上の一人暮らし老人宅及び７５歳以上の老夫婦
世帯宅の訪問を実施します。

② 御坊市民児協
４月２２日（金）～５月
市内全戸配布（9,000戸）

広報５月号に平成２８年度　民生委員・児童委員の日　活動強化週間の記事を掲載して、委員の日および活
動の広報啓発を実施します。

公民館区(市内１６)ごとに発行される全戸配布の「公民館だより」において委員活動の広報を実施します。

館区を担当する地区民児協からは、委員の基本姿勢や活動概要、児童福祉週間、気軽な相談の呼びかけな
ど、工夫をこらした記事を提供します。

④ 新宮市民児協 ５月１６日（月） 13：30～
新宮市市内に新たにできた事業所を訪問し、地域資源の一つとして学習するとともに、民生委員の活動につ
いて情報交換し、併せて利用されている方々と交流します。

⑤ 紀の川市打田民児協
５月１１日（水） 7：30～8：15
田中小学校、池田小学校、打田中学校

月１回実施しているおはようあいさつ運動時、民生委員・児童委員ＰＲポケットティッシュを配布し、啓発活動
を行ないます。

５月１２日（木）～１８日（水）
町内

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、最近の消費者ニュースにより注意喚起を促します。

５月１０日（火）
紀美野町総合福祉センター及び付近

「コアラ教室」（月１回開催）

町内在住の１才６か月以上でこども園及び保育所に入園（入所）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ていますが、強化活動により増員し子どもとふれあいます。

５月２４日（火）
紀美野町総合福祉センター

「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」、「絵本の読み聞かせ」及び「グ
ループワーク」を行ないます。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ています
が、強化活動により増員し子どもとふれあいます。

⑦ 由良町民児協 通年 各種研修等受講により活動の充実を図ります。

⑧ みなべ町民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水）
校区の小中学校を訪問し、民生委員・児童委員について知ってもらい、児童の福祉課題についても地域で関
わることのできる存在であることをＰＲします。

⑨ すさみ町民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水） 民生委員・児童委員のＰＲカードを持参し、気になる家庭を重点的に訪問します。

⑩ 古座川町民児協 ５月１２日（木）ならびに毎月１２日前後
５月１２日が民生委員・児童委員の日なので１２日を意識づけして、一斉になるべく訪問するようにしていま
す。

民生委員・児童委員について知ってもらうため、啓発用リーフレットを購入し、町内へ全戸配布を行ないます。

民生委員・児童委員について、活動ＰＲを広報「やず」５月号へ掲載し、啓発を行ないます。

② 若桜町民児協
５月１０日（火） 7：30～
町内施設

町内の学校、認定こども園、社会福祉協議会においてあいさつ運動を実施します。

① 島根県民児協 ５月１２日～１８日 県庁前に設置されている電光掲示板で民生委員児童委員の活動等を紹介します。

② 各民児協 ５月１２日～１８日 市･町庁舎へ懸垂幕の設置します。

③ 松江市民児協 ５月１２日～１８日 街頭ＰＲ活動を実施します。

④
浜田市民児協
雲南市民児協

５月１２日～１８日 各地区民児協にて、あいさつ運動を実施します。

⑤
浜田市民児協
津和野町民児協
邑南町民児協

５月１２日～１８日
５月７日～１３日

CATVでの民生委員児童委員ＰＲのVTRを放送します。

⑥
出雲市民児協
飯南町民児協

５月１２日～１８日 訪問カードを使用し、民生委員児童委員の存在や活動ＰＲの全戸訪問を実施します。

⑦ 大田市民児協 ５月１２日～１８日 独居高齢者、高齢者世帯への配食サービスを実施します。

⑧ 江津市民児協 ５月１２日～１８日 小学生または自治会長等の一日民生委員児童委員活動を実施します。

⑨ 雲南市民児協 ５月１２日～１８日 民児協だより・リーフレットを地区内に配布します。

町長が一日民生委員として高齢者宅訪問を実施します。

町長が一日民生委員として、行政職員と共に街頭PR活動をします。

① 新見市民児協 ５月２日（月） 市報（５月号）に民生委員児童委員の名前を掲載し、活動をＰＲします。

② 備前市民児協 ４月（月末） ５月号広報びぜんに、民生委員・児童委員活動等を掲載します。

③ 矢掛町民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水） 小学生の下校時の見守り活動を実施します。

４月中旬～５月末 民生委員により、地元公民館等へポスターを掲示します。

５月～６月 町内の小中学校訪問（授業参観・懇談）を行ないます。

５月１２日（木） 11：00 小学校を学校訪問します。

５月１２日～ ＰＲチラシを作成し、訪問活動を実施します。

久米南町民児協④

⑤

５月１日（日）～田辺市民児協③

５月１２日（木）～５月１８日（水）八頭町民児協①

島根県32

５月１２日
５月１６日

川本町民児協
美郷町民児協

⑩

吉備中央町民児協

岡山県33

鳥取県31

紀美野町民児協⑥

30 和歌山県



№ 県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

① 呉市民児協
４月２９日（金）
呉市役所前周辺

呉みなと祭において、広報パレードを実施します。

② 尾道市民児協
４月２４日（日） 11：45～予定
尾道市本通り商店街

尾道みなと祭の「一般パレード」に参加し，民生委員児童委員活動をＰＲします。

５月９日（月）～５月１３日（金）
庄原市役所庁舎

「民生委員・児童委員の日」に合わせて啓発懸垂幕を掲示し、ＰＲ活動を行ないます。

５月１５日（日）
庄原市総合体育館

庄原市開催の健康福祉まつりにおいて、ブースで民生委員児童委員の活動状況を紹介します。

５月上旬 リーフレット「こんにちは民生委員・児童委員です」を全戸配布します。

５月１２日（木）～５月１８日（水）
安芸太田町役場本庁舎前

電光掲示板でＰＲを行ないます。

⑤ 世羅町民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水）
広報紙「広報せら５月号」に民生委員・児童委員活動等について記載し、ＰＲするとともに、せらケーブルテレ
ビにより放映します。

① 田布施町民児協 ５月

民協だより「ふれあい」を発行し、全戸配布します。
民生委員名簿や福祉サービス(緊急通報システム、高齢者福祉タクシー助成、配食サービス、寝具洗濯乾燥
消毒サービス、訪問理美容サービス、家族介護慰労金）についても載せ、民生委員・児童委員のＰＲ活動をし
ます。

② 岩国市民児協 ５月１２日～
民生委員・児童委員のＰＲカードを持参し区域内で訪問活動を実施予定です。期間を設定せず、年間を通し
てＰＲ活動に努めます。

③ 光市民児協 ５月１０日
市広報誌と社協広報誌の発行日に合わせて、民生委員の活動を紹介するＰＲチラシを作成し、市内全戸配
布します。安心につながるお手伝いとして、在宅福祉介護、子育て家庭関係、生活費年金等、生活上の悩み
相談を受けております。

④ 下関市民児協 ４月下旬～５月初旬
一部の地区において、市報（５月号）と一緒に、各戸配付時に民生委員の活動紹介のリーフレット、ＰＲカード
を併せて配付する予定です。

⑤ 下松市民児協 ５月１日号　市広報「潮騒」
市広報に民生委員・児童委員活動を周知する記事を掲載します。暮らしの中で悩みや問題が生じた人に、さ
まざまな機関へつなぐパイプ役としての活動をします。

⑥ 美祢市民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水） 民生委員・児童委員のＰＲカード及びリーフレットを持参し区域内訪問を実施します。

５月１日（日）～１ヶ月程度 東みよし町のホームページでＰＲします。

５月１０日（火） 東みよし町の広報誌でＰＲします。

５月１１日（水）～１ヶ月程度 吉野川市のホームページでＰＲします。

５月１１日（水） 吉野川市の広報誌でＰＲします。

５月１日
高松市内

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

５月１２日（木）～５月１８日（水）
高松市役所本庁舎

「広げよう　地域に根ざした　思いやり」懸垂幕を掲示します。

② 丸亀市民児協
５月３日(火)～５月４日(水)
生涯学習センター(愛の広場)

丸亀お城まつりにて、民生委員・児童委員のパンフレットを配布し、啓発活動を行ないます。

③ 観音寺市民児協
５月
観音寺市内

民生委員・児童委員の活動のＰＲと、各地区で実施する「民生委員・児童委員の日」の行事を、観音寺市社会
福祉協議会広報紙「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
く周知します。

④ さぬき市民児協
５月１０日（火）
市内の各幼稚園・保育所（園）

「子育て家庭への声かけキャンペーン」を実施します。
（内容）
市内の各幼稚園・保育所（園）の正門前でのぼりを設置し、登園・当所する子どもと保護者に対してポケット
ティシュとリーフレットを手渡しながら声掛けをします。また、実施状況をさぬき市ケーブルテレビで放送しま
す。

⑤ 土庄町民児協 ５月下旬 町内の主要スーパーで、民生委員児童委員活動のパンフレットを配布します。

⑥ 小豆島町民児協
５月１２日（木）～５月１８日（水）
小豆島町役場内海庁舎　イマージュセンター

パネル展を開催し、民生委員・児童委員の活動について啓発を行ないます。

⑦ 直島町民児協 ５月号広報紙 周知記事を掲載します。

５月９日（月）～５月１８日（水） 毎年、民生委員・児童委員の日を知ってもらうため役場側道に幟をたて、啓発活動を行ないます。

５月民協定例会後、大型スーパーで、啓発活動を行います。児童虐待防止啓発活動と民生委員・児童委員
のＰＲカードとティシュを配布します。

宇多津社協通信に活動の様子を写真入りで掲載します。

⑨ 綾川町民児協
５月１２日（木）～５月１８日（水）
町内の公共施設

民生委員・児童委員のパンフレットとティシュを配布して啓発活動を実施します。

① 八幡浜市民児協 ５月１７日（火） 13：30～ 週間中に総会を開催するとともに、併せて研修を行ないます。

② 砥部町民児協 ５月 町広報紙に民生委員・児童委員の活動内容と、強化週間の説明を掲載します。

③ 松前町民児協 ５月 町広報紙に民生委員・児童委員の活動内容と、強化週間の説明を掲載します。

④ 鬼北町民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水） 県民児協作成のＰＲポスターを、ケーブルテレビスタジオ（アナウンサーの後方）に掲示し放送します。

⑤ 愛媛県民児協 ５月 啓発ポスターを作成し、県内の市町民児協に協力を依頼し、公民館等の人の集まるところに掲示をします

５月１８日（水）

34 広島県

35 山口県

宇多津町民児協⑧

37

高松市民児連①

愛媛県38

東みよし町民児協

吉野川市民児協

徳島県

①

②

庄原市民児協

安芸太田町民児協

③

④

香川県

36



№ 県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

① 赤岡町民児協
５月１６日（月）もしくは５月１８日（水）
　AM7：00～8：00頃
赤岡市民館前と赤岡保健センター前

保育園・小学校・中学校・高校と連携し、赤中地区のあいさつ運動期間中（5/16～5/20）に、赤岡市民館、赤
岡保健センターで「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」のパネルを掲示して、朝の挨拶・声掛けを実施
します。

② 中土佐町民児協 ５月２５日（水）
社協だより及び社協ＨＰにて民生委員児童委員の写真・氏名・担当地域・役割を掲載します。
http://www.nakatosa-shakyo.or.jp/

５月１２日（木）～５月１８日（水）のうち１日
　（実施日は未定）

民生委員・児童委員強化週間パレードとして、室戸市警察署に協力を仰ぎ、青色回転灯装着車輌を使用し、
室戸市内をアナウンスしながらパレードします。

５月１２日（木）～５月１８日（水） 室戸市役所屋上から民生委員・児童委員ＰＲ用懸垂幕を設置します。

④ 南国市民児協 ５月 全主任児童委員が南国市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校を訪問します。

５月１１日（水） 17：50頃 くーみんテレビ（ＣＡＴＶ）　会長を含め生放送へＰＲ出演します。

５月１２日（木）～１８日（水） くーみんテレビ（ＣＡＴＶ）　１２日から１週間、１日１０分間×５回　ＰＲ番組を放送します。

５月１日（日） 広報やめ　民生委員・児童委員の特集記事及び活動写真を掲載します。

５月１３日（金） 13：30頃
ＦＭやめ　生放送番組へ出演します。
市民児協役員の中から代表者数名が地元のＦＭラジオ番組に出演し、民生委員・児童委員活動についてＰＲ
を行ないます。

③ 直方市民児協 ５月２８日（土） 9：00～11：00 市役所前河川敷で、民生委員ジャンパーを着用し、のぼり旗を立て、清浄活動を行ないます。

④ 上毛町民児協 ５月１２日（木） 14：30頃 民生委員ベストを着用し、学校訪問（視察・校長との情報交換）を行ないます。

５月１日（日） 市報により民生委員・児童委員活動を紹介します。

５月６日（金）頃 テレビによる民生委員・児童委員活動のＰＲを放送します。

５月１２日（木）～５月１８日（水） 各地区民児協で高齢者へチラシ・ティッシュを配布します。

４月１３日発行の『市報とす５月号』で民生委員・児童委員の紹介記事を掲載します。

市役所に「民生委員・児童委員の日」の懸垂幕を掲げます。

地区民児協で独自の活動を行ないます。
　　例）　・高齢者、生活困窮者、障がい者世帯や寝たきり者の実態調査、
　　　　　　災害時要援護者台帳の見直しを行ないます。
　　　　　 ・各地区の広報誌（まちづくり推進センターだより）に民生委員・
　　　　   　児童委員の活動を掲載します。
　　　　　 ・民生委員・児童委員による相談事業を行ないます。

③ 鹿島市民児協
５月１２日（木）～５月１８日（水）
鹿島市役所と各地区公民館

・のぼり旗を設置します。
・市報（５月号）に掲載します。

５月６日（金） 町の広報誌（５月号）で民生委員・児童委員を紹介します。

５月１２日（木）～５月１８日（水） 町内施設数箇所で、のぼり旗の掲示を行ないます。

５月１４日（土）～５月２０日（金） ケーブルテレビで民生委員・児童委員の活動の紹介を行ないます。

５月１０日（火） 7：00～8：00 小中学校（４校）校門、通学路で登校する児童・生徒への挨拶運動を行ないます。

５月１０日（火） 9：00～ 定例会で小中学校（４校）校長と意見交換を実施します。

５月１０日（火） 10：30～ 太良町総合福祉保健センター構内花壇の植替えボランティア活動を実施します。

①町広報誌に江北町民生委員児童委員活動を掲載するため、集合写真撮影（１００周年記念バッジ着用）や
広報誌掲載文章の原稿推敲をします。

②毎月江北町内の児童に絵本を配布しているが、５月の絵本配布の折り、江北町民生委員児童委員の手作
り自己紹介カードを合わせて配布します。

③５月１２日（木）朝、小・中学生の登校時刻に合わせて、生徒の交通安全見守り活動を実施します。

５月１日（日） 広報きやま（５月１日号）にて民生委員・児童委員の主な活動について広報します。

７月２３日（土）
基山町モール商店街周辺

基山町の「きのくに祭り」に民生委員・児童委員でパレードに参加し、活動をＰＲします。

５月１１日（水）～５月１３日（金）
町内各小学校の下校時サポートを行ないます。
　① 児童と一緒に下校し、担当地区まで安全指導を行ないます。
　② 各地区の通学路重点地点において交通安全指導を行ないます。

二人一組で６５歳以上の高齢者宅を訪問、ＰＲを兼ねカード等を提示します。

老人施設の訪問・慰問を実施します。

５月１５日（日）　（一斉取組み日） 「こどもまつりinみやき」を開催します。

５月２０日（金） 三日月町民児協において、担当校区内の通学路の危険箇所点検を実施します。

５月２０日（金） 13：30～15：30
牛津町・芦刈町民児協合同で研修会を行い、地域における民生委員児童委員の役割を見つめ直します。
その報告を社協事務局ＨＰに掲載し、活動の周知を図ります。
小城市社協HP→http://o-shakyo.or.jp（5月下旬掲載予定）

⑩ 玄海町民児協
５月１７日 (火)  7：00～
玄海みらい学園

登校する小中学生と送迎バスに同行し、徒歩で登校する生徒と一緒に学校へ行くことで見守り活動及び登校
指導を実施します。

５月１２日（木）～５月１８日（水） 嬉野市役所嬉野庁舎周辺に、民協活動についての啓発用幟旗を設置します。

５月２０日（金） 町内２地区に分かれて美化運動を実施します。（雨天の場合は中止）

５月１１日（水） 塩田津周辺美化活動を実施します。（小雨決行、雨天中止）

５月１１日（水）～５月１８日（水） 嬉野市役所塩田庁舎入口に、民児協活動についての啓発用幟旗を設置します。

５月１日（日） 武雄市報に広報記事を掲載します。

５月１２日（木）～５月１８日（水） 各地区単位民協にてノボリ旗を公民館等で掲出します。

⑭ 多久市民児協 ５月１日（日） 市報に民生委員児童委員ＰＲ記事を掲載します。

５月１２日（木）～５月１８日（水）

５月１２日（木）～５月１８日（水）

５月１２日（木）～５月１８日（水）江北町民児協⑥

嬉野市民児協

武雄市民児協

⑪

⑬

みやき町民児協

鳥栖市民児協②

基山町民児協

佐賀県41

白石町民児協

太良町民児協

佐賀市民児協①

⑧

嬉野市塩田町民協

40

③

久留米市民児協

八女市民児協福岡県

⑤

室戸市民児協

④

②

39 高知県

小城市民児協

⑦

⑨

⑫

①



№ 県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

① 長崎市民児協 広報ながさき５月号
広報誌５月号に、民生委員・児童委員の日、民生委員・児童委員・主任児童委員の活動等について掲載しま
す。

② 佐世保市民児連 広報させぼ５月号 広報誌５月号に民生委員・児童委員について掲載します。

５月１２日(木)～５月１８日(水) 民生委員・児童委員ＰＲカードを持参し、区域内全戸訪問を実施します。

５月１６日(月) 愛宕地区公民館と赤崎地区民児協共催で交通安全講座を開催します。

５月１８日(水) 「こんにちは民生委員・児童委員です。生活上の困りごと、ご相談下さい」のチラシを回覧します。

④ 佐世保市大野地区民児協 ５月９日(月) 区域内の施設奉仕作業を行ないます。

５月１日(日)～５月７日(土) 地区内のパトロールを実施します。学校訪問し、不登校児童等の把握を行ないます。

５月１２日(木)～５月１８日(水) 各担当地区内において、児童の登下校時の見守りを行ないます。

⑥ 佐世保市世知原地区民児協 ５月１８日(水) 11：00～13：00 一人暮らし食事会に民生委員・児童委員が参加し、活動をＰＲします。

５月１２日(木)～５月１８日(水)
民生委員・児童委員ＰＲカードおよび各委員作成の大型の名前入りのカードを持参し、区域内の訪問を実施
します。

５月２７日(金) 民生委員・児童委員・主任児童委員を正しく知ってもらうために地区内回覧で啓発活動を行ないます。

５月６日(金)～５月３１日(火) 児童・高齢者の虐待防止に向けて、広く啓発活動に努めます。

５月１８日(水) 10：00～12：00 施設見学を実施します。

⑨ 佐世保市中里皆瀬地区民児協 ５月１２日(木)～１８日(水) 民生委員・児童委員ＰＲカードを持参し、区域内の災害時要援護者宅の訪問を実施します。

５月１２日(木) 7：00～8：00 小中学校の同伴登校を実施します（中学校は広範囲のため、その限りではない）。

５月１３日(金)～５月１８日(水) 各担当地区内で、あいさつ啓発活動を実施します(登校時間帯)。

⑪ 佐世保市鹿町地区民児協 ５月１２日(木) 地区内の環境整備を実施します(バス停の掃除、木枝の伐採)。

⑫ 佐世保市戸尾地区民児協 ５月１２日(木)～５月１８日(水) 民生委員・児童委員ＰＲカードを持参し、地区内の高齢者宅の訪問と安否確認を実施します。

⑬ 佐世保市九十九地区民児協 ５月１２日(木)～５月１８日(水) 安心ネットワーク関係者を重点的に廻り、感謝の意を伝え、民生委員・児童委員をＰＲします。

⑭ 佐世保市大久保地区民児協 ５月１４日(土) 14：00
定例会を開催し、委員間で活動強化週間を認識するとともに、期間中の訪問活動に民生委員・児童委員ＰＲ
カードを持参し啓発活動を行ないます。

⑮ 佐世保市日宇地区民児協 ５月２０日(金)～５月２７日(金) 各担当地区内で全戸訪問を実施します。

⑯ 島原市民児連 ５月１日(日) リーフレット「こんにちは民生委員・児童委員です」を全戸配布します。

⑰ 島原市安中地区民児協
５月１４日(土)
第五小学校校庭

地区の小学校６年生と民生委員・児童委員で交流グラウンドゴルフを行ないます。

５月３日(火) 「こどものひろば」に参加し、民生委員・児童委員をＰＲします。

５月１２日(木)～５月１８日(水) 民生委員・児童委員のＰＲカードを持参し、区域内の独居世帯・高齢者世帯の訪問を実施します。

⑲ 五島市民児連 広報ごとう５月号 広報誌５月号に民生委員・児童委員・主任児童委員について掲載します。

５月１２日(木) 大島地区・崎戸地区合同研修会の実施と全世帯にＰＲチラシを配布します。

５月１５日(木)～５月１８日(水) 民生委員・児童委員の日の横断幕を掲示します。

㉑ 西海市崎戸地区民児協 ５月１２日(木) 11：00頃
民生委員・児童委員、崎戸市役所崎戸総合支所職員、西海市社協﨑戸支所職員が一同に車両数台に乗り
合わせ、スピーカーにて民生委員・児童委員の活動状況をお知らせします。

佐世保市赤崎地区民児協

佐世保市広田地区民児協

佐世保市宇久地区民児協

佐世保市江上地区民児協

佐世保市江迎地区民児協

③

⑤

⑦

西海市大島地区民児協

壱岐市勝本町民児協

長崎県

⑧

⑩

⑱

⑳
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№ 県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

① 八代市民児協 ４月２６日（火） コミュニティＦＭ（ＦＭやつしろ）にて「活動内容等」について周知します。

② 玉名市天水町民児協 ５月１２日（木） 民生委員・児童委員のＰＲカードを地区の住民へ配布します。

③ 玉名市第２民児協 ５月１日（日） 民生委員・児童委員のＰＲカードを市の広報誌と一緒に配布します。

④ 玉名市第３民児協 ５月１日（日） 民生委員・児童委員のＰＲカードを市の広報誌と一緒に配布します。

⑤ 天草市民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水）
・福祉台帳の更新に伴って、町内の全戸訪問を実施します。
・総会および講演会を実施します。
・委嘱状の交付および認知症サポーター養成講座の実施をします。

⑥ 天草市本渡北民児協 ５月１２日（木） 介護教室を実施します。

⑦ 天草市有明町民児協 ５月１２日（木） 保育所訪問、保育士との意見交換を実施します。

⑧ 宇土市民児協 ５月１５日（日）
市広報５月号において、市長に対し、民生委員・児童委員の活動や担当地区の紹介について周知を図りま
す。民生委員・児童委員の氏名と連絡先を掲載し身近な民生委員・児童委員を知ってもらい、相談者との橋
渡しをします。

⑨ 宇城市民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水） 児童の登下校時にあいさつ運動を実施し、児童の見守りに取り組みます。

各小学校前で、のぼり旗を持って民生委員・児童委員PR挨拶運動および清掃活動を実施します。また、その
チラシを学校の先生方に配布します。

下校時、子どもの生活ゾーン（学校周辺、通学路、公園など子どもが日常生活において行動する場所）を中心
に、周辺の子どもを見守る活動を行ないます。

ＰＲポスターを各区の公民館や公共施設に掲示し、民生委員・児童委員の活動紹介をします。

⑪ 上天草市大矢野町民児協 ５月１８日（水） 大矢野町民児協にて作成したポケットティッシュとＰＲカードを配布します。

⑫ 上天草市松島町民児協 ５月１２日（木） ちらし寿司を作り、各担当地区のひとり暮らしの高齢者宅へ届けます。

⑬ 上天草市姫戸町民児協 ５月下旬 簡単な体操やゲームをしながら、地域住民と民生委員・児童委員で交流し、昼食会を行ないます。

⑭ 上天草市龍ヶ岳町民児協 ４月２０日（水）～５月１４日（土）
町内の保育園３か所に、町民より寄贈いただいた鯉のぼりを町内の子どもたちの健やかな成長を願い、龍ヶ
岳町民児協が掲揚する事業を行ないます。

⑮ 大津町民児協 ４月１日（金）～５月３１日（火）
６５歳以上のひとり暮らし世帯と、７０歳以上の二人暮らし世帯と、ひとり親世帯の訪問調査を実施します。ま
た、こどもたちや高齢者の見守り活動を継続していきます。

町内在住のひとり暮らし高齢者の事前調査を行い、参加希望者に対し交流会を社協と共催で行ないます。
（ふれあい交流会）

健康づくりや日常の困りごとについて意見交換を行い、劇やカラオケ、温泉等で１日ゆっくり過ごしてもらい交
流を深めていただきます。

⑰ 氷川町民児協 ５月１２日（木）～６月末
５月の民生委員・児童委員の日の活動強化週間に合わせ、民生委員・児童委員が担当地区の全世帯を訪問
し、活動内容を記載したチラシを配布し、活動の周知を図ることにより、要援護世帯のみならず地域の方に民
生委員・児童委員の顔を知ってもらい、民生委員・児童委員活動に対する理解を深めます。

⑱ 長洲町民児協 ５月１１日（水）～５月１８日（水）
・登下校時、児童生徒の見守り・交通安全指導、挨拶指導を、ＰＲ用のジャンパーを着用して実施します。
・学校訪問、授業参観、情報交換を実施します。

⑲ 小国町民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水） 担当地区ひとり暮らし高齢者宅の把握を行ないます。

⑳ 山都町民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水） 民生委員・児童委員のＰＲカードを持参し、町内全戸を訪問し配布します。

㉑ 御船町民児協 ５月１０日（火）～５月３１日（火）
民生委員・児童委員の活動内容を町広報誌に掲載します。また、ＰＲカードを持参し、区域内の訪問を実施し
ます。

㉒ 甲佐町民児協 ５月１２日（木）～５月２６日（木）
登下校の見守りおよびあいさつ運動、小学校校門であいさつ運動、小学校運動会前の校舎周囲等の除草活
動、新一年生との交流、また学童での昔あそびやゲーム等を行ないます。（毎年実施）

㉓ 芦北町民児協 ５月１０日（火） 10：30～
民生委員・児童委員の役割や活動について理解してもらうためのＰＲ活動として人の集まる商業施設等で、
チラシとポケットティッシュを配布します。

５月１日（日）～５月３１日（火）まで
村内主要交差点

活動ＰＲとして「広げよう地域に根ざした思いやり」の横断幕を設置します。

５月１２日（木） 民生委員・児童委員の日にあわせ、村内主要交差点にて街頭PR活動を行ないます。

５月１２日（木）またはその前後 村長に１日民生委員となっていただき、村内のひとり暮らし高齢者等の自宅を巡回訪問します。

㉕ 湯前町民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水）

「児童生徒の交通安全見守り並びに挨拶運動の展開」

活動強化週間以前の４月定例会で、小中学校校長及び駐在所巡査長と交通事故が懸念される通学路の６
か所程度の交差点を選定し、活動強化週間内に各民生委員・児童委員が２回街頭に立ち、午前７時～午前８
時まで児童生徒の登校時、交通安全の注意呼びかけ・見守りと同時に挨拶運動を展開します。なお、民生委
員・児童委員全員、背中に「民生委員」の大きな文字を入れた水色のジャンパーを着衣し、ＰＲを実施します。

㉖ 相良村民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水） 各委員が区域内で普段の関わりが薄い世帯の訪問を重点的に行い、その際にＰＲカードを活用します。

① 大分県民児協 ５月１２日（木）～１８日（水）を中心に５月中
共同募金の配分金で作成したポケットティッシュと民生委員･児童委員の活動内容を紹介するチラシを県内全
域で市町村民児協（単位民児協）ごとに街頭や各戸訪問で配布し、民生委員･児童委員活動のＰＲを行ない
ます。

② 大分市民児協

５月１３日（金） 9：50～11：00
・大分県庁横「大手公園」
・「大手公園」から大分トキハ前、大分駅周辺に
向けて

　大分市民児協全員参加による記念集会、１日民生委員委嘱式を行い、その後全員で大分市中心部からト
キハ前、大分駅周辺に向けてパレードによる広報活動を実施します。
　またパレードでは、お揃いのチューリップハット（１００周年の缶バッジを付ける）、ブルーのブルゾン着用に
て、単位民児協毎にプラカード（表にキャッチフレーズ裏面に１００周年のＰＲを単位民児協で工夫して手書き
作成したもの）や１００周年をＰＲする横断幕を掲げて１日民生委員（小学生と高崎山キャラクターのたかもも）
と一緒に行進します。

③ 杵築市民児協
日程は調整中
地元のケーブルテレビ

地元のケーブルテレビで、民生委員・児童委員活動強化週間について紹介してもらいます。

５月２５日（水）、６月１日（水）、６月８日（水）
阿蘇熊本空港ホテルエミナース

⑯

西原村民児協㉔

５月９日（月）～５月１２日（木）

益城町民児協

合志市民児協⑩

大分県44

熊本県43



№ 県　名 活動日時／場所 取り組む活動内容／ひとことアピールなど民児協名

① えびの市社民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水）
民生委員・児童委員の緑の制服を着用し、各担当区内の一人暮らし高齢者等の訪問活動を強化するととも
に、小中学校の登校時の見守り活動を行ないます。
また、福祉施設等への慰問を行い、ＰＲ活動に努めます。

民生委員・児童委員のＰＲチラシを街頭で配布します。　（スーパー、道の駅、駅前、祭り等）

市の広報誌にて、民生委員・児童委員活動について掲載します。

③ 日南市民児協 ５月１２日（木）～５月１４日（土）
民生委員・児童委員の旗を公民館、民生委員・児童委員宅に掲げます。また、ＰＲカードを持って行き、高齢
者宅を訪問いたします。※１年を通して、民生委員・児童委員宅に旗を掲げている地区もあります。

④ 西都市民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水）
新年度で転入・転出等があることから、改めて世帯票の整備や福祉重点世帯の調査等で訪問等する際に市
民児協のパンフレットを配布し、担当区域の地域住民に広く啓発活動を行ないます。また、のぼり旗を立て、
広報周知します。

⑤ 日之影民児協 毎月（定例会後） ヤクルト、日之影の情報誌を独居高齢者宅に訪問して配布しています。

民生委員・児童委員のＰＲカードを持参し、区域内の高齢者宅を中心に実施します。

ＰＲ用民生委員・児童委員の幟を各地区で掲揚します。

⑦ 串間市民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水） 市内６地区において民生委員・児童委員によるＰＲカードの配布及びＰＲ用のぼり旗の設置を実施します。

⑧ 国富町民児協 ５月１２日（木）～５月１８日（水）
民生委員・児童委員のＰＲカードを持参し、区域内の要配慮者世帯（あんしん連絡カード配布世帯）の訪問を
実施します。

５月１日（日） 11：45～11：50
鹿児島読売テレビ

県政広報番組「かごメン」にて、民生委員・児童委員の活動を紹介します。

５月１５日（日）
南日本新聞、南海日日新聞

地元紙の県インフォメーションコーナーにて、民生委員・児童委員の日および民生委員・児童委員活動につい
て紹介します。

② 鹿児島市民児協
５月１２日（木）～５月１８日（水）
鹿児島市内各所

民生委員・児童委員のＰＲ用ポケットティッシュを持参して担当区域の家庭訪問を行なったり、繁華街での広
報活動を行ないます。

③ 阿久根市民児協
５月１３日（金）
阿久根市内各所

広報用マイクロバスに委員が乗り込んで市内を巡回し、各委員が自身の担当区域で民生委員・児童委員に
ついてのアナウンスを行ないます。

① 浦添市民児協 ５月１７日（火） 16：30～18：00
浦添市役所市民広場へ全委員集合し、市長・議長・教育長・社協会長から激励の言葉を頂き、市長を１日民
生委員に迎えて、市内在住の高齢者宅を訪問・激励します。

② 宮古島市民児協 ５月１３日（金） 13：00～
民生委員・児童委員をＰＲするために宮古島市一円を車両によりパレードします。また、パレードに先立ち、出
発式を執り行ない、マスコミ（新聞社２社、テレビ１社）による広報を行ないます。

③ 宜野座村民児協
５月１６日（月） 10：00～
村内各学校

民生委員・児童委員の名簿、活動ＰＲチラシを持参し、村内の各小中学校を訪問し、学校管理者との顔合わ
せ、児童福祉に関する意見交換を実施します。

５月１８日（水） 15：00～16：30
札幌駅前通地下歩行空間

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

５月１２（木）～１８日（水）
市役所本庁舎1階ロビー

「札幌市民生委員・児童委員協議会　活動パネル展」を開催します。

① 仙台市青葉区民児協 リーフレット1,000枚にポケットティッシュを付けて通行者に配布（予定）します。

② 仙台市宮城野区民児協 強化週間中一日程度、駅利用者に対してＰＲチラシ入りポケットティッシュを配布（300～400個）します。

③ 仙台市若林区民児協 ５月１６日(月)～２０日(金) パネルを区役所1階ロビーに展示します。

④ 仙台市太白区民児協 ５月１６日(月)～２０日(金) パネルを区役所ロビーに展示します。

⑤ 仙台市泉区民児協 ５月１２日(木)～１８日(水) パネルを区役所ロビーに展示します。

⑥ 各地区民児協
それぞれで、ＰＲカード、リーフレット、パンフレット、ポケットティッシュ等を活用した啓発活動や、地区内安否
確認、小学校に民生委員の顔写真入りの手づくりポスターの掲示、地区内小学校周辺の清掃活動等、各地
区の状況にあわせた活動を行ないます。

５月１２日（木）～５月１８日（水）五ヶ瀬町民児協⑥

５月１５日（日）
各地区民児協にてそれぞれ活動

日向市民児協②

札幌市民児協48 札幌市

宮崎県45

仙台市49

47 沖縄県

鹿児島県民児協

46 鹿児島県

①
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50 さいたま市
さいたま市
民生委員児童委員協議会

５月１３日(金)
市民会館おおみや

さいたま市民生委員児童委員大会を開催し、多年にわたり地域福祉の向上のため努力をされてきた民生委
員・児童委員の方々の功績をたたえ表彰するとともに、民生委員・児童委員が一堂に会し活動事例等を情報
共有します。

５月１２日（木）～５月１８日（水）
活動強化週間のポスターを作成し区民児協、地区民児協、市内小中学校、行政機関に掲示を依頼し、活動
のＰＲを行ないます。

活動強化週間の前後
民生委員・児童委員活動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ＰＲを行
ないます。

① 横浜市民児協
５月中（詳細時期未定）
横浜市社会福祉センター内

民生委員・児童委員の活動や民生委員制度の歴史について知ってもらうパネル展を実施します。

②
西・南・保土ケ谷・旭・磯子・港北・
都筑・瀬谷区民児協

５月中（詳細時期については各区によって異な
る）各区役所

民生委員・児童委員の活動や民生委員制度の歴史について知ってもらうパネル展を実施します。（西・都筑
区では相談会も同時開催、保土ケ谷区では区内地域ケアプラザでもパネル展を実施します。）

③ 市内区民児協 ５月 「広報よこはま区版」に民生委員・児童委員活動や一斉改選について知らせる記事を掲載します。

④ 鶴見・保土ケ谷区民児協
５月中
区内各地

区民まつりや地域のお祭りに出展し、ＰＲカードや区民児協広報紙等を配布します。

53 川崎市

５月２２日（日）～５月２７日（金）
あじさい会館内

民生委員・児童委員について知ってもらうパネル展の開催します。市内２２地区民児協の活動紹介写真を掲
示します。

５月１２日（木）～５月末
相模原市役所 緑区合同庁舎、南区合同庁舎

市内３区の庁舎に横断幕、懸垂幕を掲出し、市民に対して啓発を行ないます。

５月７日(土)  11：30～11：35 ＴeＮＹテレビ新潟で民生委員・児童委員のＰＲ活動を放送します。

５月８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。
（新聞を購読している世帯は全戸配布）

５月９日（月）～５月２０日（金）
新潟市役所本庁舎正面に懸垂幕を設置します。
　「広げよう地域に根ざした思いやり」行動宣言と活動強化週間の期日を記載します。

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

５月９日(月)～１６日(月)
静岡市葵区役所

民生委員・児童委員活動啓発用の懸垂幕を掲示します。(区役所外壁)

５月１４日(土) 13：00～
静岡市葵区呉服町通り商店街

民生委員・児童委員活動啓発用に、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
入れたものを通行中の市民に配布します。

５月２日(月)～３１日(火)
静岡市駿河区役所

民生委員・児童委員活動啓発用のパネル展示・チラシを設置します。(区役所入口・ロビー)
民生委員・児童委員活動啓発用の懸垂幕を掲示します。(区役所外壁)

５月１４日(土) 11：00～
イトーヨーカドー静岡店・アピタ静岡店

民生委員・児童委員活動啓発用に、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
入れたものを通行中の市民に配布します。

５月１２日(木)～１８日(水)
静岡市清水区役所

民生委員・児童委員活動啓発用懸垂幕を掲示します。(区役所外壁)

５月１４日(土)
11：00～
タイヨー由比蒲原店
13：00～
清水エスパルスドリームプラザ、ザ・ビック蒲原店

民生委員・児童委員活動啓発用に、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
入れたものを通行中の市民に配布します。

５月１２日(木)～１８日(水)
静岡市清水保健福祉センター

民生委員・児童委員活動啓発用パネルを展示します。(センター入口・ロビー)

５月１２日（木） 13：30～
アクトシティ 大ホール

平成２８年度　第５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。

５月１日（日）～５月３１日（火） 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。

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

59 京都市 京都市民生児童委員連盟
５月１日（日）～５月３１日（火）
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

毎年「民生委員・児童委員の日」としてポスターを作成しています。掲示期間は一定５月１日から３１日として
いますが、ポスターには期間の明記はしていないため、民生委員・児童委員の活動のPRのため、引き続き掲
示可能な方にはそのまま掲示していただくよう、協力を依頼しています。

各区役所に懸垂幕を設置して広く周知を行ないます。

区のイベント等でリーフレット等を活用してＰＲを行ないます。

61 堺市 堺市民生委員児童委員連合会
４月１８日
堺市総合福祉会館

各校区の民生委員児童委員長に活動強化週間 実施要領を配布し、さらに全委員に伝達・周知します。

62 神戸市 各地区民児協 ＰＲカード、リーフレット、パンフレットを活用し、啓発活動を行ないます。

63 岡山市 岡山市民児協
５月中
市内全戸

岡山市発行の広報誌「市民のひろば」において、「５月１２日は民生委員・児童委員の日です」と題し、民生委
員・児童委員の日と民生委員についての簡単な紹介文を掲載します。

64 広島市 広島市民児協
５月１７日（火） 15：45～17：30
広島市中区（鯉城通りとその周辺）

民生委員・児童委員の周知を図るため、約300名の民生委員が横断幕と幟を掲揚してパレードを行ないま
す。

60 各区民生委員協議会

55

千葉市51

大阪市

新潟市

千葉市民児協

新潟市民児協

相模原市54

浜松市民児協

横浜市52

浜松市57

静岡市葵区民児協

静岡市駿河区民児協

静岡市清水区民児協

①

②

③

静岡市56

相模原市民児協
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４月中旬～６月上旬
担当地区の支援を必要とする人を把握し、継続的かつ適切に援助するために福祉台帳を作成します。
（５月１２日を調査基準日とする）

５月１１日（水）～５月２４日（火）
ウェルとばた　２階　交流プラザ

民生委員・児童委員活動啓発パネル展を開催します。
活動紹介パネルや民生委員児童委員協議会幟等を掲示します。

５月１２日（木） 13：00～15：00
ウェルとばた　２階　交流プラザ

民生委員・児童委員による「よろず相談会」を開催します。
活動啓発パネル展に合わせ、相談窓口を設置し、委員による活動紹介、相談対応を行ないます。

４月中旬～６月上旬 担当地区の支援を必要とする人を把握し、継続的かつ適切に援助するために福祉台帳を作成します。

５月１３日（金）
門司生涯学習センター

活動強化週間に合わせ、門司区民生委員児童委員協議会総会を開催します。

４月中旬～６月上旬
担当地域における日頃の見守りや相談活動の中で、何らかの支援を必要とする人たちを把握するため「福祉
台帳」を作成します。

４月中旬～ 作成した「福祉台帳」に基づき、計画的・継続的な支援を実施します。

５月下旬 小倉北区役所内において、民生委員・児童委員活動啓発パネル展を開催します。

５月下旬～
既存の小学校向け主任児童委員活動紹介チラシに加え、新たに中学校対象のチラシを作成し、保護者や教
師へ配布するとともに、区・地区内の主任児童委員の連携強化に取り組みます。

④ 小倉南区民児協
５月１４日（土） 10：30～16：00
小倉南生涯学習センター4階

小倉南区内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て、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２５日（水） 13：30～
若松区役所　特別会議室

若松区内の民生委員・児童委員が一堂に会し、総会を開催します。

５月９日(月)～５月２５日(水)
若松区役所正面玄関

民生委員児童委員協議会幟を正面玄関に掲示します。

５月２５日(水)～６月３日(金)
若松区役所１階　市民ロビー

民生委員・児童委員活動啓発パネル展を実施します。

４月１５日（金）～４月２７日（水）
八幡東区役所　1階市民ホール

民生委員・児童委員活動啓発パネル展を開催します。
活動紹介パネルや民生委員児童委員協議会幟を掲示します。

５月１２日（木） 13:30～
レインボープラザ

平成２８年度八幡東区民生委員児童委員協議会総会を開催します。
会場入り口付近に、活動紹介パネルや民生委員児童委員協議会幟を掲示します。

４月中旬～６月中旬
八幡西区内33地区民児協担当地域

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。

５月１２日(木)　13：30～16：00
黒崎ひびしんホール　大ホール

八幡西区内３３地区の全ての民生委員・児童委員が一堂に会し、総会を開催します。活動方針・基本目標の
周知徹底や記念講演等により地域福祉活動に資する学びを深めます。

５月１１日（水） 9：30～12：00
ウェルとばた２階　多目的ホール

戸畑区民児協の総会を開催し、前年度の取り組みの報告、本年度の民生委員・児童委員の取り組みについ
て協議を行ない、活動の機運を高めます。

４月上旬～６月上旬
担当地区の支援を必要とする人を把握し、継続的かつ適切に援助するために福祉台帳を作成します。
（５月１２日を調査基準日とする）

① 各区民児協 ５月１２日（火）～１８日（水）
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。

② 福岡市民児協 ５月２日（月）～２９日（日） 福岡市天神地区ソラリアビジョン等で民生委員・児童委員広報用動画（デジタルサイネージ）を放映します。

① 熊本市民児協 理事により、林市藏銅像周辺の清掃活動を行ないます。⇒地震の影響により中止。

②
単位民児協
（10校区程度予定）

市長及び各区長同行のもと、地域の一人暮らし高齢者の訪問活動を行ないます。
　　⇒地震の影響により、時期をずらして実施予定。
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⑥

八幡西区民児協

戸畑区民児協⑧
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熊本市67

門司区民児協②

若松区民児協

八幡東区民協

小倉北区民児協③

福岡市

⑦

北九州市

① 北九州市民児協

⑤

※今後、諸事情により変更等があり得る。


