
平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名

活動日時／場所　等

6月12日(月)　時間調整中
札幌地下歩行空間

活動日時／場所　等

5月12日（金）

活動日時／場所　等

放送予定日：5月8日(月）
18：54～19：00

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 宮古市民児協 「民生委員・児童委員の日」記念講演会を開催し、意識の醸成を図る。
5月12日（金）
宮古市総合福祉センター

2 花巻市民児協
4月定例民協でＰＲカードを全委員へ配布し、5月中の訪問活動等の際に、ＰＲカー
ドを活用しＰＲを行う。

5月中
花巻市内

児童登校時の見守りとあいさつ運動を実施。 4月10日（月）～5月10日（水）

通学路や公園等に危険個所がないかの点検、見守り活動、リーフレット配布によ
る広報活動を実施。

5月12日（金）～18日（木）

4 久慈市民児協
・一声運動の実施と訪問活動
　安否確認と心配ごと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。

5月12日（金）

5 一関市民児協
大東町民児協において町内の福祉施設を訪問し、入所者との語らい、ふれあい活
動を実施。

5月18日（木）

行政が作成している全戸配布の情報誌に、民生委員を特集する記事を掲載しても
らう。

5月15日(月）

各単位民児協で、担当民生委員および主任児童委員の連絡先を記したPRチラシ
を担当地区に配布。

5月12日(金）～16日(火）

7 二戸市民児協
「民生委員・児童委員の日」並びに「制度創設100 周年」の周知に併せ、民生委
員・児童委員について理解を深めて頂くため、その役割や活動を市広報誌に掲載
し、ＰＲ活動を実施。

4月
二戸市広報誌

8 八幡平市民児協
全戸配布される市の広報紙「広報はちまんたい」5月号に民生児童委員氏名と担
当地区、民生児童委員活動のPR記事を掲載する。

5月11日(木)～
各世帯配布

9 雫石町民児協 「民生委員児童委員の日活動強化週間」のチラシを作成し配布。 4月27日（木）～

PRリーフレット等を用い、要支援者宅を訪問する活動を重点的に実施。 5月12日（金）～18日（木）

町の「民児協だより」に100周年関連の内容を特集し発行する。 5月中発行予定

11 西和賀町民児協
5月12日に定例会を開催。定例会終了後、「小規模多機能ホーム雪つばきの里」
を訪問。

5月12日(金）　13：30～
西和賀町役場湯田庁舎ほか

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

5月11日(木)

13 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する。 5月13日(土）

取り組み内容

2
青
森
県

■ 県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

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。

・啓発チラシの作成・配布
　　啓発チラシを153,000枚印刷し、道内委員一人当たり15枚を配布。活動強化週間に合わせて、訪問活動等にご活用いただく予定。

・啓発用ポケットティッシュの作成
　　啓発用ポケットティッシュを153,000個作成し、道内委員一人当たり15枚を配布。活動強化週間に合わせて、訪問活動等にご活用いただく予定。

民生委員児童委員活動啓発記事版下（印刷用原稿）を作成し、各市町村民児協に配布。各市町村広報への掲載等を依頼。

1
北
海
道

活動の具体的内容

・活動啓発パネル展および街頭啓発
　札幌地下歩行空間において、道内市町村民児協の活動写真パネル展を6月10日から15日まで実施。右記の日程にお
いて、札幌市民児協との共催にて、本連盟並びに札幌市民児協の正副会長が街頭啓発を実施する予定。

■ 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

岩
手
県

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

岩手県広聴広報課が制作する県政広報テレビ番組「いわて！わんこ広報室」を活用し、民生委員制度創設100周年に向
け、住民の見守り等を行う民生委員・児童委員の活動を取り上げ、放映する。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

釜石市民児協6

北上市民児協3

10 岩手町民児協



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

・民生委員・児童委員のサロン活動
　民生委員に関するチラシ、パネル展示、相談コーナーを設け、来場者と交流を図
る。

5月14日(日）　10：00～
町内ショッピングセンター

ショッピングセンター内でPRカード入りティッシュの配布。
5月14日(日）　10：00～
町内ショッピングセンター

5月発行の町広報に「民生委員・児童委員の日」「民生委員制度創設100周年」に
ついての特集コーナーを設ける。

5月

15 山田町民児協 山田町広報誌5月号に民生委員児童委員の記事が掲載予定。 5月

意識的な訪問活動の強化。

広報（福祉だよりなど）への強化期間や委員名簿の掲載。

ひとり暮らし高齢者等へ配食サービス等を通してのＰＲ。

17 九戸村民児協 広報くのへ4月号で「民生委員・児童委員の日」並びに活動強化週間の周知。 4月

活動日時／場所　等

7月1日号掲載
県内全戸配付

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 岩沼市民児協
市広報誌にて民生委員制度創設100周年および民生委員・児童委員の日を周知
します。また、地域においてポスターを掲示し、住民宅への訪問時にリーフレットを
配布する等により民生委員制度創設100周年を周知します。

5月1日（月）～

2 東松島市民児協

市内75歳以上の高齢者世帯（一人暮らし・二人暮らし）を対象に、民生委員・児童
委員のＰＲカードおよび粗品を持参し、担当区における該当世帯を訪問します。な
お、粗品には民生委員制度創設100周年記念のロゴマークを印刷した熨斗をかけ
ます。

5月12日（金）～6月30日（金）

3 加美町民児協

各地区福祉センターに民生委員制度創設100周年記念のポスターを掲示すると共
にリーフレットを配置し、100周年を迎えることを町民に広く周知します。また町の
ホームページにも民生委員の活動を紹介する内容を掲載し情報提供します。
（www.town.kami.miyagi.jp）

5月12日（金）～18日（木）

活動日時／場所　等

放送日：5月23日（火）　FM秋田
7：50から3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

地区民児協独自の民児協だより配布、高齢者等安否確認および生活相談の訪問
活動

高齢者の安全安心マップの「防災・防犯・福祉」見直し。高齢者世帯および高齢一
人暮らし世帯、障害者世帯のマップ作成

地区の津波ハザードマップ作成（海岸近くの地区に対して、各家庭の海抜を計測
した、表示板等を配布する。）

民生委員・児童委員のPRカードの全戸配布

小学校入り口で交通指導し子どもの安全確保の充実を図る。また、あいさつ、呼
びかけをして子どもを犯罪から守り、子どもの健全な心の形成を図る。

公民館等の遊具、危険個所の確認をし、子どもの安全を図る。（定例会で報告し、
取りまとめをして行政等に修理、補修等を要望する。）

町の有線放送で民生委員・児童委員の活動をPRする。

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

県の広報広聴課を通した県政ラジオ放送に協力し、民生委員制度創設100周年に関するPRを5月中に行う。

5
秋
田
県

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

男鹿市北浦地区民児協1
5月12日（金）～18日（木）
北浦地区内

2 井川町民児協
5月12日（金）～18日（木）
井川町内

4
宮
城
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

平成28年11月、宮城県に対し、民生委員制度創設100周年の記念広報を積極的に行うよう要望書を提出。宮城県広報誌
「県政だより」において、民生委員制度創設100周年の特集が掲載されることになりました。

■ 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

県民児協作成の民生委員制度創設100周年記念ポスターおよび県民児協・宮城県共催作成の100周年記念リーフレットを各市町村民児協等へ配付しました。

100周年記念ポスター、リーフレットを作成し、行政、各種団体、各市町村民児協へ配布しました。
（ポスター3,000枚、リーフレット50,000部を3月末に配布）

5月12日（金）～16日（火）

3
岩
手
県

野田村民児協

大槌町民児協14

16

■ 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、チラシを作成（55,000部）し、市町村民児協、市町村行政、市町村社協に送付するとともに、
チラシデータを市町村民児協に送信する。



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

活動日時／場所　等

5月号に掲載

5月11日に研修会を開催

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

広報おおいしだ4月号へPR記事掲載。（見開き2ページ） 4月25日（火）

「民生委員・児童委員だより」全戸配布。 5月10日（水）

各小学校PTA総会の際に保護者向けチラシを折り込み。（主任児童委員） 4月下旬

2 大石田町民児協 のぼり旗の掲揚 5月12日（金）～18日（木）

3 河北町民児協 庁舎に民生委員活動に関する標語の垂れ幕を掲示 5月12日（金）～19日（金）

4 長井市民児協
市報　広報ながいに民生委員児童委員のPRとして民生委員制度創設100周年と
民生委員の活動の記事を掲載予定

5月15日

5 長井市民児協 民生委員児童委員のあいさつを兼ねて担当地区全戸にPRカード配布 5月中

6 天童市民児協
市報へ民生委員・児童委員の活動内容記事を掲載する。今年度は制度創設100
周年を記念し、100周年ＰＲの記載を追加する。

5月1日（月）

7 天童市民児協 制度創設100周年記念に作成した懸垂幕の掲揚を行う。 5月第2週ごろ

8 米沢市民児協（山上地区） 高齢の一人暮らし、高齢者世帯、要援護住宅の全戸訪問を実施する 5月15日（月）～30日（火）

9 米沢市民児協（南原地区）
高齢者1人、2人暮らし宅
要支援世帯、認知症介護宅訪問実施

5月12日（金）～18日（木）

10 米沢市民児協（東部地区）
隣組単位にチラシの回覧を行い民児要員の活動を知ってもらうと同時に、担当委
員を知らせる。他マンション・アパートと同チラシを別に配布。

5月14日（日）～20日（土）

11 米沢市民児協（中部地区）
町内会の回覧板を活用し、民選委員児童委員の活動内容および当該当地域担当
の委員名を明示したＰＲ用リーフレットを回覧します。

5月上旬

12 米沢市民児協（南部地区） 高齢者世帯および夫婦世帯および夫婦世帯への声掛訪問を実施します。 5月12日（金）～19日（金）

13 米沢市民児協
民生委員・児童委員の活動、役目について地区、町内4の役員の方々～地区全体
への浸透を図るべく会合を実施する。

5月14日（日）まで

活動日時／場所　等

5月14日（日）
JR郡山駅前広場

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 川俣町民生児童委員協議会 要援護者宅の一斉訪問を実施 5月14日（日）

2 棚倉町民生児童委員協議会
民生児童委員の活動内容を紹介するPRカードやリーフレットおよび振り込め詐欺
防止チラシを街頭活動により広く町民等に配布する。

5月14日（日）　16：00～
棚倉町町内のスーパーマーケット店
舗外

3 三島町民生児童委員協議会
要援護者宅の全戸訪問実施
訪問時の配布物（三島町民児協作成のチラシ、ネームカード、全民児連作成の
リーフレット）

5月14日（日）
各担当地区

4 飯舘村民生児童委員協議会
飯舘村内の全戸訪問
（平成29年3月31日避難指示解除）

5月19日（金）　9：30～
飯館村内

5
いわき市好間地区
民生児童委員協議会

民生児童委員の活動内容の周知を目的とした街頭キャンペーンを実施
（ポケットテッシュおよびチラシ等の配布）

5月16日（火）　14：00～
マルト好間店駐車場

7
福
島
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

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・PR用ポケットテッシュを配布しPRを行います。（郡山市民生児童委員協議会連合会と共催）

■ 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、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

福島県民児協で作成したPR用ポケットテッシュをPR活動を促進するため各市町村民児協へ送付し、活用してもらう。

活動の具体的内容

6
山
形
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

県社協機関紙「たすけあい」への寄稿

単位民児協会長研修会にて改めて周知

■ 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

他市町村民児協の取組の広報等

大石田町民児協1



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

活動日時／場所　等

会長副会長合同研究協議会
6月15日および6月29日
大洗シーサイドホテル

民生委員児童委員教室
9月21日および10月5日
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

民生委員・児童委員のＰＲカード入りのポケットティッシュを配布し，民生委員・児
童委員について広く啓発活動を行う。

5月12日（金）　9：00～
水戸駅南口ペデストリアンデッキ

日立市報に民生委員・児童委員の紹介記事を掲載する。 5月5日号日立市報

3つ折りの名刺型「PRカード」を購入し、民生委員児童委員に配布する。 5月頃

懸垂幕を設置する。
5月1日～31日
日立市本庁舎

民生委員制度創設100周年記念講演会を実施する。（活動強化週間に合わせて5
月に実施する。）
講師：明治大学教授・心理カウンセラー 諸富祥彦 氏

活動強化週間に合わせて5月に実施

3
土浦市民生委員児童委員
協議会連合会

担当地区の要援護者宅への一斉訪問を実施する。ＰＲカードをポケットティッシュ
に入れ，要援護者宅を訪問した際に配布する。

5月12日～18日

4
古河市民生委員児童委員
第１～5協議会

市の広報にて、2ページを使い民生委員児童委員の活動を市民に周知します。
広報5月号
5月1日全戸配布

5

龍ケ崎市竜ケ岡地区
民生委員児童委員協議会

民生委員制度100周年記念事
業

『ど根性ひまわり７世』を育てよ
うプロジェクト　種まき体験

2011年東日本大震災のあった夏、宮城県石巻市門脇地区のガレキの中にひまわ
りが一輪だけ咲いた。地元ではそのひまわりを『ど根性ひまわり』と名付け、大切
に育てられた。以来６年間毎年花を咲かせ、その種は全国各地に広がりを見せ
た。（龍ケ崎市においても2014年から石巻市より種をわけていただき花を咲かせて
きた。）
今年・来年の小学校新入生は、この震災年に生まれた子どもたちであり、震災を
ふり返り被災地に心を寄せる機会になればと願い、この「ど根性ひまわり」の種を
配布し育てるプロジェクトを立ち上げた。
また咲かせた花を撮影し、写真展も開催予定である。

対象者：2017・2018年度龍ケ崎市立小学校
　　　　　入学児童　　（本年度配布児童数約６１０名）

種まき体験
住宅事情等で種まきが出来ない児
童のために花壇を用意し、体験の機
会を設ける。

期日：5月13日（土）　10：00～
場所：さんさん館
　　　　（子育て支援センター）
　　　　龍ケ崎市中里2-1

6
下妻市
民生委員児童委員協議会

市民に民生委員・児童委員を理解していただくため、平成29年度は各戸に地区の
民生委員・児童委員名簿を配布する

5月10日　市内各地

7
鹿嶋市みたらし地区・さざなみ
地区・はまなす地区民生委員
児童委員協議会

民生委員児童委員全員が小学校区単位で数人のグループに分かれ，強化週間
中に「活動強化週間」ののぼり旗を立てて，各小学校正門前で立哨活動を行いま
す。

5月12日（金）～18（木）　7:30～
市内各小学校

8
潮来市
民生委員児童委員協議会

市内小学校校門前で下校する小学生達へのあいさつ運動を行う。声を掛ける際
に民生委員のPRができるティッシュ等の配布も行う。

5月19日　15：00～
潮来市内の各小学校

9
守谷市南地区
民生委員児童委員協議会

見守り対象者宅に「地区担当民生委員児童委員名を記載したＰＲカード」および
「振込詐欺防止啓発用チラシ」を持参し，訪問予定。

5月12日（金）～18日（木）

10
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およ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（金）～18日（木）

11
守谷市北地区
民生委員児童委員協議会

「救急医療情報キット」および「愛の定期便（ひとり暮らし高齢者乳製品配布事
業）」申請者宅を訪問予定。

5月12日（金）～18日（木）

12
筑西市
連合民生委員児童委員協議会

市広報紙5/1号に、民生委員児童委員の特集記事を掲載
4月26日（市広報紙5/1号配布日）
筑西市内全戸配布

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
活動強化週間
各訪問世帯

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 市広報5月号

14
神栖市神栖地区
民生委員児童委員協議会

当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。

10月中旬
神栖市文化センター周辺

8

■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

日立市
連合民生委員児童委員協議会

2

稲敷市
民生委員児童委員協議会

13

当協議会主催の研修会（会長副会長合同研究協議会および民生委員児童委員教室）において，100周年に向けた取り
組みや今後の事業について，発表をしてもらう。

茨
城
県



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

15
神栖市波崎地区
民生委員児童委員協議会

当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。

8月下旬
神栖市波崎海岸周辺

16
行方市麻生地区・玉造地区
民生委員児童委員協議会

・民生委員・児童委員の日の前日に定例会を行い、その中でＰＲ活動を行うこと
　を、民生委員に周知する。
・ＰＲカード、リーフレット等を活用し、訪問活動の強化を行い、民生委員の仕事を
　知ってもらう。

5月11日（木）
行方市役所北浦庁舎

17
行方市北浦地区
民生委員児童委員協議会

民生委員の名刺に100周年のシンボルマークを印刷し、「民生委員100周年」をア
ピールする。

懸垂幕の設置
　標語：「身近な福祉のおてつだい　あなたを支える民生委員児童委員」

のぼりの設置

懸垂幕の設置
　標語：「思いやり　誰もが笑顔で暮らすまち　民生委員児童委員」

のぼりの設置

大型店舗でのリーフレット配布（ＰＲ含む）
5月12日～26日
市内大型店舗

事項別担当委員会に分かれての意見交換
5月12日～26日
集会所

懸垂幕の設置
　標語：「広げよう　地域に根ざした　思いやり」

のぼりの設置

施設来場者にパンフレット等を配布し，民生委員活動のPRを実施
5月13日
トキワ園芸農協花木センター

担当地区内を戸別訪問し，民生委員としての自己ＰＲをする。 各民生委員の担当地区

各家庭の環境を把握する。＜目標；全体の60～70％＞
5月1日から6月末日
各民生委員の担当地区

22
茨城町
民生委員児童委員協議会

町広報に，民生委員制度が100周年を迎えることを記載するとともに，民生委員児
童委員名簿および活動内容等を掲載し，広く啓発を行う。

町広報（5月1日号）への掲載

23
大子町
民生委員児童委員協議会

民生委員のＰＲカードを封入したポケットティッシュの配布。
活動強化週間内の１日午後
町内のスーパー等

民児協だより（活動状況報告）
　（会長・副会長　4名）

9月号
町内配達

民児協だより（活動状況報告）
　（各部会1名×5部会　5名）

12月号
町内配達

民児協だより（活動状況報告）
　（中学校別１名ずつ×3中学校地区　3名）

H29年3月号
町内配達

25
八千代町
民生委員児童委員協議会

期間中に民児協ののぼり旗を役場周辺に掲げる。（PR活動） 5月12日(金)～18日(木)

26
五霞町
民生委員児童委員協議会

各行政区シニアクラブにおいて赤十字防災啓発プログラムの普及啓発
5月
五霞町福祉センターひばりの里

27
利根町
民生委員児童委員協議会

町内2箇所（スーパーマーケット）で民生委員児童委員の活動内容の紹介（ポケッ
トティッシュ・チラシ等の配布）を行う。

5月10日（水）　16：00～
ヤオコー利根店、ランドローム利根
店

活動日時／場所　等

6月17日（土）　10：00～15：00
栃木県庁

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 足利市民児協
市内小学校校門前で登校してくる子どもを対象にチラシとポケットティッシュを配付
し、民生委員活動をＰＲする。

5月12日(金)～18日(木）

2
鹿沼市民児協（菊沢地区民生
委員児童委員協議会）

菊東小において菊沢地区民生委員による授業参観を実施するとともに、菊東小の
先生方と民生委員の意見交換会を行う。

5月19日(金)　10：00～
菊沢東小学校

3
鹿沼市民児協（南押原地区民
生委員児童委員協議会）

民生委員が一斉に担当地区の全戸訪問を実施する。（新任委員は自己紹介を兼
ねて、再任委員は特に一人暮らし高齢者宅に時間をかけて）

5月13日(土)～18日(木)

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

9
栃
木
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

県民の日記念イベントにおいて、民生委員制度創設100周年に関するＰＲ
　（パンフレットの配布および記念グッズの配付を予定）

5月12日～18日
鉾田市役所

鉾田市鉾田地区
民生委員児童委員協議会

19

鉾田市大洋地区
民生委員児童委員協議会

20
5月12日～18日
鉾田市大洋総合支所

小美玉市美野里
民生委員児童委員協議会

21

阿見町
民生委員児童委員協議会

24

5月12日～18日
鉾田市旭総合支所

鉾田市旭地区
民生委員児童委員協議会

18

8
茨
城
県



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

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 みどり市民児協
町内の大型店舗出入口で、民生委員児童委員のロゴ入りベストを着用し、ＰＲ用
救急絆創膏を配布しながら「私たち民生委員・児童委員をご存じですか。」と呼び
かける。

5月14日～18日

2 東吾妻町民児協
町広報誌5月号（5月10日発行）に民生委員・児童委員の活動内容を掲載、地域住
民に民生委員・児童委員を身近な存在として周知する。

5月10日

3 板倉町民児協
民生委員児童委員の役割や活動について、住民への周知およびＰＲを図るため、
高齢者世帯を対象に民児協で配布している「緊急キッド」の点検および未設置者
の状況確認、「緊急キッド」のＰＲを兼ねた訪問を実施する。

5月1日～6月30日

活動日時／場所　等

4月1日発行

9月1日発行

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 川越市民児協
毎年、5月に開催される「ふれあい福祉まつり」（来場者約300人）にて、広報部会よ
り民生委員児童委員のPRチラシ（オリジナル作成）を配布しています。今年度はそ
のPRの内容に、民生委員制度創設100周年も含めて行うこととします。

5月21日（日）
川越市伊佐沼公園

市報に掲載予定 5月

川口市民児協総会・記念講演の開催予定
5月12日　13：30～
フレンディア

民生委員・児童委員の活動内容等について、市広報誌「広報はんのう」5月号に掲
載予定

5月中

各担当地区内で民生委員・児童委員のＰＲカードとリーフレットを配布して周知・啓
発活動を行います。

5月中市内全域

お揃いの民生委員のロゴの入ったポロシャツを着て、本庄総合公園春まつりにお
いて民生委員音頭を披露します。

同会場において悪質商法被害防止啓発等のチラシやグッズを配布し、悪質商法
の被害防止と交通事故防止を図ります。

市役所入り口に懸垂幕を掛けます。

各自治会館入口に「民生委員強化週間」の立看板を設置します。 5月1日～19日

民生委員・児童委員だよりを発行予定 5月1日に発行し、市内全域に回覧

駅構内にて街頭PR活動を実施。（100周年記念を入れた民生委員・児童委員の
PRティッシュの配布）

5月12日
東武東上線東松山駅、高坂駅

平成29年度民児協連合会総会にて、来賓や委員に向けて活動の取り組みをPRす
る。

5月15日
市役所庁舎内

西武新宿線「狭山市駅」東西自由通路に横断幕を掲出 3月1日～6月30日

地区民児協ごとの民生委員・児童委員のポスター（全11種類）を作成し、公共施設
や自治会掲示板等に掲出

3月30日～9月30日

市行政・社協との協働により地区民児協（全11地区）の取り組みを模造紙2枚に記
載したものを公民館や市役所、狭山元気プラザ、市民会館等にパネルにして掲出

3月30日～6月17日

鴻巣市の市報に掲載 4月広報

地元ＦＭラジオ局（フラワーラジオＦＭ76.1）にてＰＲ放送 5月（1ヶ月間）に放送予定

市報にて民生委員・児童委員の活動について周知。 5月上旬

市役所・支所・出張所に啓発ポスターを掲示。 4月3日～12月28日

市役所電光掲示板にPRメッセージを流す。 5月8日～20日

市HPにて、強化週間についてや民生委員活動内容について周知 5月中

「2017おけがわ春のふれあいフェスタ」にて、民生委員・児童委員および主任児童
委員のブース（昔の遊びなどのコーナー）を設置し、PRカードを配布します。

PRカードを持参し、主に高齢者宅の訪問を実施します。

11
埼
玉
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

本会発行広報誌「埼玉県民児協だより№152（平成29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。

埼玉県広報紙「彩の国だより」平成29年9月号に制度創設100周年および民生委員・児童委員のPR記事を掲載予定で
す。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

5月14日（日）
本庄総合公園

本庄市民児協4

東松山市民児協5

狭山市民児協6

鴻巣市民児協7

上尾市民児協8

5月7日
桶川駅西口公園

桶川市民児協9

川口市民児協2

飯能市民児協3

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

10
群
馬
県



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

市役所庁舎内 市民ギャラリーを活用した活動ＰＲパネル展の実施
5月11日～25日
市役所庁内

横断幕等を用いたＰＲ活動
5月上旬～6月30日
三郷市駅前大橋、新三郷駅前

市内公共施設へのポスター掲示
5月上旬～6月30日
市内公共施設

啓発品の配布（見守り対象者・子育て支援事業参加者等）
5月以降（通年）
市内

市長と児童による１日民生委員体験の実施
8月26日
鷹野文化センター

市民まつりにおけるブースの出店および啓発品の配布
11月3日
三郷市におどり公園

100周年を迎える民生委員児童委員の活動を知ってもらうために、各駅頭にて
「100周年PRリーフレット」等の配布を実施します。

5月12日
東武東上線上福岡駅、ふじみ野駅
周辺

民生委員児童委員の活動を知ってもらうために、リーフレットの全戸配布を実施し
ます。

5月9日～31日

12

熊谷市・行田市・秩父市・深谷
市・蕨市・新座市・八潮市・幸手
市・吉川市・毛呂山町・越生町
民児協

市報にＰＲ記事を掲載 4月、5月

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 流山市民児協
見守り対象者のお宅を訪問し、全民児連作成の100周年リーフレット等を配布予
定。

6月末～7月（予定）

2 浦安市民児協
市で作成したベストを着用し、のぼり旗をたて広報誌「みんせい」等を配布しPR活
動を行う。

5月１4日（予定）
浦安駅および新浦安駅

3 船橋市民児協
「広報ふなばし」5月15日号の１面、2面半に100周年および民生委員・児童委員の
日活動強化週間についての記事を掲載予定。

5月15日（月）発行予定

活動日時／場所　等

5月14日（日）　10：40～11：20
新宿通り（伊勢丹前→アルタ前）

5月14日（日）～16日（火）
新宿駅西口イベントコーナー

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

都内全地区 パネル展、駅頭ＰＲ活動
5月12日～18日を中心に
各区市町村役所等

11
埼
玉
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

13
東
京
都

活動の具体的内容

100周年記念民生児童委員活動普及・啓発パレード

100周年記念民生児童委員活動パネル展「紡ぎゆく100年　子どもに寄り添う70年」

■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

10

ふじみ野市民児協11

普及・啓発テーマ（紡ぎゆく100年　子どもに寄り添う70年）に合わせたパネル等のデータの提供

住民配布用普及・啓発グッズ（ポケットティッシュ、絆創膏）を配布

ミンジーの着ぐるみ貸し出し

100周年記念ＤＶＤの提供

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

12
千
葉
県

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

三郷市民児協

「平成29年は民生委員制度100周年」の、のぼり旗を各市町村民児協へ配付

■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



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

活動日時／場所　等

通年
神奈川県社会福祉会館内

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

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
5月8日～12日
平塚市庁舎

・民生委員活動のＰＲのため街頭キャンペーンを実施
　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
行う。のぼり旗、腕章を用いて、民生委員をアピールする。また、市長等も出席予
定。

5月12日（金）
平塚駅付近

藤沢市16地区民児協の活動を紹介するパネル展を実施。また、パネルには制度
創設100周年をアピールする掲示も行う。

5月1日～16日
藤沢市役所新館１階ロビー

街頭キャンペーン。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３駅で合わせて6,000個配布し、ＰＲを行う。

5月13日（土）
ＪＲ藤沢駅、ＪＲ辻堂駅、小田急湘南
台駅

各地区で民児協の活動パネルを展示し、活動のPRを行う。
6月1日～12月31日
各公民館

5月12日、15日に市内4駅で啓発用グッズを配布し、活動のPRを行う。
5月12日、15日
市内4駅

全地区のパネルを展示し、活動のPRを行う。
10月21日、11月3日
社会福祉大会、市民の日

秦野市民児協の全体研修会で民生委員制度創設100周年記念事業として講演会
を実施する。

5月16日
全体研修会

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

5月12日～17日
市役所１階ロビー

引地台公園にて開催される大和市民まつりにおいて出店し、大和市民児協のパン
フレット・啓発品・民生委員制度創設100周年記念講演会開催のチラシを配布し、
ＰＲを行う。

5月13日～14日
引地台公園

委員各自による全ケース訪問活動の実施
5月12日を中心に随時実施
他に5月31日にも一斉訪問を行う

「広報いせはら」 5月1日号による民生委員制度創設100周年および民生委員・児
童委員の日の周知

市役所1階市民ホールでパネル展を開催。また、会場でチラシやリーフレット、ＰＲ
カード入ティッシュの配布、開催期間中に民生委員による相談コーナーを設置予
定。市の広報には5月15日号にて案内予定。

5月15日～19日
海老名市庁舎

「民生委員制度創設100周年記念講演会」を開催。講演「子ども、青少年、地域、
社会の課題はいま」（講師：水谷修　氏、岩室紳也　氏）市の広報4月15日号にて
募集およびＰＲ予定。強化週間にからめて盛大に行う。

5月22日
海老名市文化会館大ホール

座間市第一地区民児協 区域内の各自治会長へのあいさつまわり等、要援護者名簿の整理 5 月12日（金）～ 18 日（木）

座間市第二地区民児協 区域内の各学校等へのあいさつまわり、要援護者名簿の整理 5 月12日（金）～ 18 日（木）

座間市第三地区民児協 区域内の自治会長、地区社協会長等へのあいさつまわり、要援護者名簿の整理 5 月12日（金）～ 18 日（木）

座間市第四地区民児協
区域内の自治会長、地区社協会長、各学校へのあいさつまわり、要援護者名簿
の整理

5 月12日（金）～ 18 日（木）

座間市第五地区民児協
区域内の自治会長へのあいさつまわり、要援護者名簿の整理および対象者宅の
確認

5 月12日（金）～ 18 日（木）

座間市第六地区民児協 区域内にある介護施設への訪問・タオルの寄付 5 月12日（金）～ 18 日（木）

8
綾瀬市
民生委員児童委員協議会

各地区民児協で作成したPRパネルを掲示し、民生委員・児童委員が活動内容の
紹介や、民生委員・児童委員に関するアンケート調査を行います。

5月12日（金）～18日（木）
綾瀬市役所１階市民ホール

14

神
奈
川
県

海老名市
民生委員児童委員協議会

6

■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

全民児連が作成した民生委員制度創設100周年　PRポスターを掲示しています。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

7

平塚市
民生委員児童委員協議会

1

藤沢市
民生委員児童委員協議会

2

秦野市
民生委員児童委員協議会

3

大和市
民生委員児童委員協議会

4

伊勢原市
民生委員児童委員協議会

5



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

寒川町シニアクラブ連合会総会で啓発用グッズ（リーフレットを入れたポケット
ティッシュ）配布を行う。

4月27日（木）
総会会場

『広報さむかわ』5月1日号に、民生委員児童委員の日活動強化週間について掲載 5月1日（月）

民生委員児童委員の活動に関するリーフレットを、自治会を通じて回覧する。 5月1日（月）

街頭キャンペーン。駅前や庁舎にて啓発用グッズ（リーフレットを入れたポケット
ティッシュ）を配布し、ＰＲを行う。

5月17日（水）
寒川駅、宮山駅、倉見駅付近、庁舎

10
大磯町
民生委員児童委員協議会

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～18日
大磯町役場１階ロビー

活動日時／場所　等

5月13日（土）放送

5月1日～31日
新潟ユニゾンプラザ１階
屋内イベント広場

5月12日～18日
新潟県庁 県民の森

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

市の広報紙に、PRの記事を掲載する。

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。

2 村上市民児協
村上市役所庁舎に民生委員・児童委員の横断幕を掲示し、広く市民への周知を
図る。

5月12日（金）～18日（木）
村上市役所

3 妙高市民児協
ケーブルテレビ「妙高チャンネル」に民生委員・児童委員が出演し、市民に対して
直接活動する。

5月下旬
妙高市役所

市内のFMラジオ内で、民生委員・児童委員のPRを行う。

市報、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紹介記事を
掲載し、同時に民生委員・児童委員名簿も掲載する。

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 高岡市民児協

民生委員児童委員制度100周年記念事業
　民生委員「何でも相談会」の実施
　　　…市民児協役員８名による相談会
　　　…事前予約不要
　　　…高岡市広報誌（市民と市政5月号）に掲載

5月12日（金）　10：00～16：00
高岡市役所8階　803会議室

砺波市が毎月発行する「広報となみ　5月号」配布時に、砺波市民生委員児童委
員協議会が発行する「民児協となみ　臨時号」を一緒に配布し、地区の民生委員・
児童委員の紹介（顔写真）と民生委員・児童委員の役割についてのＰＲを行う。

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。

市内のショッピングセンター（4会場）にて、ポケットティッシュに民生委員児童委員
PRカードを同封し配布します。

5月13日(土)　11：00～12：00
カモン新湊ショッピングセンター、ア
ルビス大島店、太閤山ショッピングセ
ンターパスコ、大阪屋ショップアプリ
オ店

市広報誌「広報いみず」および市社協広報誌｢福祉いみず」の5月号で、民生委員･
児童委員のPR活動を掲載します。

駅、スーパーでの民生委員･児童委員活動PR
（ティッシュ、花の種、リーフレットの配布）

5月12日
町内のスーパーおよび
富山地方鉄道の駅舎

町広報5月号および町ホームページにて民生委員・児童委員の日の周知を行う

16
富
山
県

14

神
奈
川
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

民生委員児童委員活動の充実を図るとともに、市町村民児協の自主的運営と組織整備を推進する事業ならびに具体的福祉活動に対してその経費の一部とし
て助成金を交付する予定です。

寒川町
民生委員児童委員協議会

9

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

15
新
潟
県

活動の具体的内容

民放テレビ番組「ほっとホット新潟」（ＵＸ）にて、「知ってください　民生委員・児童委員」と題し、民生委員・児童委員および
100周年のＰＲを行う。

　『民生委員・児童委員の日』の横断幕を掲出する。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

南魚沼市民児協4 5月12日（金）～18日（木）

民生委員・児童委員ＰＲ展示を行う。

5月12日（金）～18日（木）1 柏崎市民児協

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

4月25日発行
広報となみ5月号
（砺波市内全戸配布）

砺波市民児協2

射水市民児協3

立山町民児協4



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

5 入善町民児協
町長に１日民生委員児童委員を委嘱し、町内の一人暮らし高齢者宅や学童保育
を訪問します。

5月12日（金）　15：30～（１時間程度）
入善町小摺戸地区

6 上市町民児協
民生委員・児童委員のPRカード、チラシ、ティッシュなどを配布し、活動の啓発活
動を行います。（民生委員協議会幟、ジャンパー着用）

5月12日（金）
7：30～8：30　上市駅
11：00～12：00
　　　ショッピングセンター2か所

7 朝日町民児協
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、民生委員児童委員による街頭ＰＲ活動（チラシ・ティッシュ
の配布）を行います。

5月12日（金）　9：45～11：00
コミュニティホールアゼリア、ショッピ
ングセンターアスカ、Ａコープ

市長、議長、社協会長、中学生に「委嘱状」を交付し、「1日民生委員･児童委員」と
して高齢者宅訪問

民生委員・児童委員活動の街頭PR
（パンフレット、クリアファイル、ティッシュ配布）

活動日時／場所　等

4月1日（土）～5月31日（水）

5月10日（水)

5月6日（土)、5月10日（水)

5月5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
金沢市
民生委員児童委員協議会

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。

5月14日（日）
金沢市内各所

七尾市社協広報誌　社協だよりに「民生委員・児童委員の日」記事を掲載します。
4月5日（水）
市内全戸配布

看板を掲げ、活動強化月間を周知します。
5月1日～5月31日
市役所前

3
小松市
民生委員児童委員協議会

民生委員・児童委員の活動周知するため、ポケットテッシュ、100周年リーフレット
を持参し、配布を実施します。

5月12日（金）　16：00～
小松アルプラザ西口

4
輪島市
民生委員児童委員協議会

新聞折り込みチラシ「社協だより」にてPRを行います。 5月初旬

5
珠洲市
民生委員児童委員協議会

100周年チラシ配布します。
5月12日（金）　11：00～
ショッピングプラザ「シーサイド」

6
羽咋市
民生委員児童委員協議会

市広報5月号に『5月１２日は「民生委員・児童委員の日」です』の見出しでPR文書
を掲載します。

4月26日（水）に一斉配布

7
白山市
民生委員児童委員協議会

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。

5月16日（火）　15：00～16：00
イオン松任店外3会場

8
能美市
民生委員児童委員協議会

民生委員・児童委員のPR用ポケットティッシュを幅広く地域住民に配布します。ま
た、市内無線放送、市広報誌への記事掲載、市役所にて懸垂幕を設置します。

5月12日（金）
各地区の商店など

16
富
山
県

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定

①「民生委員・児童委員の日」をPRしたティッシュを2万個作成
②PRカード2万枚購入
③「こんにちは民生委員・児童委員です」2万枚購入
④「このまちとともに次の100年へ」2万部購入
以上の4点を市町村民児協に無償で配布し、広報活動に役立ててもらう

5月21日（日）　9：00～11：00
南砺市役所福光庁舎、高齢者宅
バロー福光店、アルビス福光店

8 南砺市民児協

県担当課と連携し100周年の周知記事の掲載

17
石
川
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

「民生委員・児童委員の日」および民生委員・児童委員になにかあったら相談してほしいことや100周年を迎えた旨をPR
するステッカーを県社協の公用車に貼付し、県内出張時を利用し、周知活動を行います。

　　③県政メールマガジン「メルマガ石川」へ記事の掲載

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

　　①新聞の県広報欄「広報いしかわ」へ記事掲載

　　②テレビスポットで100周年の周知

七尾市
民生委員児童委員協議会

2



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

庁舎南側一面「民生委員・児童委員の日」懸垂幕掲揚し、広く市民にPRします。
4月20日～5月10日
野々市市役所庁舎前

市広報「ののいち」5月1日号にPR文を記載し、市民に周知します。
5月1日
市内全戸配布

「野々市市民生委員児童委員協議会」ののぼり旗をつばき通りの社会福祉協議
会事務所前に立て、通行する市民に周知します。

5月1日～20日

「ののいち　民児協だより」第6号に活動を紹介し、市民に理解していただき、地域
の協力を仰ぎます。

6月1日
市内全戸配布

市内の公共施設「野々市市老人福祉センター椿荘」で、利用者とともに清掃奉仕
を実施し、活動の理解とPRを行います。

5月14日
老人福祉センター

10
川北町
民生委員児童委員協議会

町ふれあい健康センター、老人保健センター前でティッシュを配布しPRを行いま
す。

5月12日(金)～18日(木)

「広げよう 地域に根ざした 思いやり」懸垂幕を掲げます。 5月1日(月)～31日(水)

5月5日発行の津幡町広報「つばた」5月号　約13,000世帯配布します。町広報誌の
くらしの情報欄に掲載します。

5月5日発行
約13,000世帯配布

12
志賀町
民生委員児童委員協議会

活動強化週間であることと、民生委員児童委員について掲載します。また、100周
年記念PR活動を兼ねます。

町広報　5月号

役場にPRのための懸垂幕を設置します。 5月1日～5月末

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ッシュを配布し、広報
します。

5月上旬　10：00～10：30
穴水駅、穴水総合病院、いろはスト
アー

全町給食サービスを実施します。

町内75歳以上の一人暮らしの方に、おはぎと無償で提供して下さる方の花の苗を
一緒にお届けします。

14
能登町
民生委員児童委員協議会

①PRカード配布
②リーフレット配布（役場・社会福祉協議会）
③能登町広報誌・データ放送（周知）
④ポスター掲示
を実施します。

5月頃

活動日時／場所　等

5月12日（金）　14:00～14:30
フェニックス・プラザ広場

4月10日（月）～5月18日（木）
福井銀行本店壁面

4月下旬～5月上旬
17市町行政の広報紙

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
「こんにちは民生委員・児童委員です」のリーフレットを全世帯に配布し、民生委員
児童委員のPRをする。

5月12日～18日
旭・和田地区の全世帯

2 福井市成和
各地区に回覧板にて、県子どもNPOｾﾝﾀｰ理事長より「児童虐待の現状と課題」の
講演や映画の上映を広報し、住民の方達に　民生委員児童委員をPRする。

5月17日(水)　19:00～20:50
円山公民館

3 福井市西部
地区内の方が利用するスーパーの玄関前や駐車場においてチラシやティッシュ
ペーパー等を配布しPRする。

5月12日(金)　16：00～
ハーツ学園店駐車場・アピタ福井店

4 福井市南部 一人暮らし高齢者等世帯を各自見守り活動をする。 5月12日～18日

地域内個人配布の「公民館だより」に民生委員のPR活動を掲載。

ジャンバーを着用し公民館に横断幕を取り付け後、未登録の高齢者宅にPRを兼
ねﾘｰﾌﾚｯﾄを持参し、安否確認をする。

6 福井市中部 各担当の対象者全員訪問、並びに新しい対象者の把握 5月12日～18日

7 福井市明道
公民館調理室にて、民生委員が調理し、一人暮らし高齢者に食事サービスを行
う。

5月11日(木)
春山公民館

18
福
井
県

野々市市
民生委員児童委員協議会

9

5月18日（木）

13
穴水町
民生委員児童委員協議会

17
石
川
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

民生委員制度創設100周年「記念碑」の完成除幕式を行い、マスコミ等を通じて、広く県民に民生委員の役割やこれまで
の活動について周知する。

17市町行政が発行する広報紙（5月号）に、民生委員制度の歩みや民生委員の役割、活動について掲載し、県民に民生
委員児童委員活動について理解してもらう。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

福井銀行本店の壁面に「民生委員制度創設100周年」の懸垂幕を掲示し、市民、県民に民生委員の存在や制度100周年
について広報する。

5月9日～18日
松本公民館

福井市北部5

津幡町
民生委員児童委員協議会

11



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

5月上旬配布の足羽公民館だよりに民生児童委員名と担当区域および民生委員
制度創設100周年の内容を掲載し、全戸配布により民生委員の周知を図る。

5月12日の一斉取組みの日を中心に100周年PRグッズを活用し訪問活動等の強
化により、PRとアピール活動を行う。

9 福井市社
地区の小学校校門近くであいさつ運動の展開・民生委員の幟旗で民生委員の周
知を図る。ポケットテッシュと三つ折り名刺型カードを持参、民生委員児童委員の
存在と活動のPRを図る。

5月9日～19日
社地区

一人暮らし高齢者宅に行き、相談に答える活動を強化。

福祉委員・社協会長と連携し活動を共にしていくことを確認する。

一人暮らし高齢者宅にﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭとPRｶｰﾄﾞを持って訪問。

各地区公民館に100周年のリーフレットを配布し、周知を図る。

地域住民へのPR活動(麻生津・清明公民館出入口に幟旗をたてる)

各自治会長宛、民生委員・児童委員の役割などの「民児協だより」　を発行し、町
内回覧を依頼。

地域住民への福祉に関する想いや願いについてのアンケート調査を実施予定。
(地域の課題の把握)

自主研修の実施(原点をみつめて活動しよう!をテーマに)　各公民館、地区ごとにミ
ニ座談会を開催予定。

「ほやねっと川西」（地域包括支援センター）を招いての学習会　「見守り訪問の概
要や基準づくり」の取組みについて

5月12日(金)　14:00～15:00
川西コミュニティセンター

一斉見守り訪問活動(民生委員制度100周年チラシの配布・相談支援活動)
5月13日～15日
川西地区全域

5月15日(月)　川西地区の小・中学校の校門前であいさつ運動を行い、民生委員
児童委員のPRを図る。

5月15日（月）
各小中学校

災害時要援護者名簿を整備し、福祉マップの更新を実施する。
5月9日(火)　13:30
森田公民館

福井警察署生活安全課による高齢者の特殊詐欺被害防止の学習会を高齢者の
サロンで開催。

5月11日(木)　13:30
八重巻公会堂

森田小学校から児童クラブ・児童館まで児童(1年生)の下校時の見守りを行う。
5月15日(月)　13:10
森田小学校

一人暮らしの高齢者宅へ、安否確認と友愛訪問を行う。

小・中学生の登校時見守りと、声かけあいさつ運動を行う。

PRカードを全世帯に持参し、民生委員児童委員の名前と顔を知ってもらう
5月12日～18日
美山全世帯

グループホームみやまを訪問し、入所者の方々との交流を図る。 5月18日 10：00～

福井大学看護学科の学生と、美山地区高齢者の日常に関する情報交換と課題、
今後の取組みについて意見交換。

5月18日 13：30～
美山公民館

17 福井市越廼
高齢者施設で車イス洗いのボランティアを福祉委員と協力して行い、民生委員を
アピールし、福祉委員との連携を深める。

5月12日(金)
こしの渚苑

民生委員児童委員が各地区小中学校の通学路に立ち、登校中の小中学生にあ
いさつと交通安全の指導を行う。

5月8日～12日
地区内小中学校の校門前または通
学路

民生委員と福祉委員がそれぞれの名前と連絡先を記したPRカード をポケット
ティッシュに挟み、地区内全戸配布する。在宅の方には 直接会って自己紹介をす
る。(民児協と地区社協の共同作業)

5月12日～18日
区域内全域

19 敦賀市第１
快適な環境づくりの活動　地域内における公園施設内の遊具等点検、傾木の危
険箇所点検、除草、ゴミ拾い作業を通して、環境美化に努めるとともに民児協の存
在を周知する。

5月18日（木）　9：00～
北地区内公園施設

20 敦賀市第２ 安否訪問時に、民生委員制度100周年について口頭にて周知する。
5月12日（金）～18日（木）
安否訪問対象者宅

西公民館敷地の道路沿いに、5本の「のぼり旗」を立て、地域住民に民生委員児
童委員の存在を周知する。

5月12日（金）～18日（木）
西公民館

量販店を訪れる方に、活動内容を記載した「チラシ」と「ポケットティッシュ」を配布
し、民生委員児童委員の存在と活動内容の啓発に努める。

5月14日（日）　11：00～12：30
量販店　アピタ敦賀店

22 敦賀市第４ 訪問時に「民生委員児童委員100周年を迎えました」と話の中に入れる。
5月12日（金）～18日（木）
一斉訪問活動

福
井
県

18

福井市足羽
5月12日(金)
足羽地区

8

5月9日、5月12日～18日
各公民館

福井市大東10

5月12日～18日福井市九頭龍11

5月12日～18日12 福井市あさむつ

福井市川西

15

福井市清水18

敦賀市第３

5月12日～18日
各担当地区

福井市東足羽

21

福井市美山16

13

福井市森田14



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

23 敦賀市第5
通行量の多い国道8号線沿いに横断幕を設置し、民生委員児童委員の存在を周
知する。

5月12日（金）～18日（木）
国道8号線沿い（疋田地係）

24 敦賀市第６
地域住民に民生委員児童委員の存在を広く知っていただくために、たくさんの人
が集まる粟野公民館に垂幕を掲げる。

5月12日（金）～18日（木）
粟野公民館

強化週間出発会
5月12日　9：30
西山公園　記念碑前

強化週間の横幕設置 市役所・社会福祉協議会建物

要援護者宅への一斉訪問
5月中
市内

学校、福祉施設への訪問 強化週間中

26 あわら市東部
民生委員児童委員の活動と制度創設100周年を周知するチラシを作成して、東部
地区（約650戸）に回覧する。

5月15日
市内

27 あわら市西部
民生委員・児童委員の活動と制度創設100周年を周知するチラシを、①公民館で
来館者に配布、②区民館に掲示、③施設訪問して制度の説明と掲示を依頼する。

5月12日（予定）
公民館ほか

28 越前市連合会
各機関・団体の協力を得てちびっ子フェスティバルを開催する。巨大遊具・ミニ電
車コーナーの担当や、民生委員・児童委員の日の横断幕の掲示などを行う。

5月4日（木）、5月5日（金）
両日とも10：00～16：00
越前市武生中央公園

29 坂井市三国町
早朝、校門前であいさつ運動と見守りを実施。その際に、民生委員のウィンドブ
レーカーとのぼり旗を活用し、民生委員の広報啓発活動を行う。

5月12日（金）～18日（木）
三国町小中学校門前

民生委員制度創設100周年記念ポスターを各自治会、各コミュニティセンター、各
幼保園に配付、掲示板への掲示を依頼し、市民に周知する。

5月12日（金）～18日（木）
自治会、各地区コミセン、各幼保園
の掲示板

民生委員児童委員が担当地区の高齢者宅を訪問し、民生委員制度創設100周年
記念リーフレットを配付、市民に周知する。

5月12日（金）～18日（木）
担当地区の高齢者宅

民生委員児童委員、主任児童委員が担当区域小学校前で朝のあいさつ運動を実
施する。

5月12日（金）～18日（木）
担当小学校門前

31 坂井市春江町 民生委員児童委員の周知を目的に、町内各小学校前にてあいさつ運動を行う。
5月
町内各小学校前

各小学校において、児童登校時のあいさつ運動を行う。

5月12日（金）東十郷小学校
7：25～大関小学校
7：20～兵庫小学校
7：15～木部小学校

民生委員制度創設100周年記念ポスターを各自治会、各コミュニティセンター、各
幼保園に配付、掲示板への掲示を依頼し、市民に周知する。

5月12日～18日　7：30～
各自治会、各コミセン、各幼保園掲
示板

３部会で「福祉施設視察研修」を行い、民生委員活動の啓発を行う。
　　【児童部会】…「坂井こども園」
　　【福祉部会】…「ハーモニーかすみ」
　　【高齢部会】…「木の花」

5月18日（木）　14：30～

永平寺町民生委員・児童委員だよりを町内全戸に配布して、担当地区の民生委
員・児童委員の紹介や活動内容を掲載してＰＲを行う。

5月2日発行Ａ4版　カラー民児協だよ
り発行

町広報紙に活動強化週間の記事を掲載してＰＲを行う。
町の広報紙に記事を掲載
町内　6,200戸配布

100周年の大型ポスターを金融機関で掲示してもらうほか、ちらしをカウンターに置
いてもらい、民生委員児童委員のＰＲを行う。

5月8日～19日
町内の金融機関10か所

永平寺本庁舎正面ロビーに、民生委員・児童委員の活動資料を掲載してＰＲを行
う。

5月8日～19日予定
役場ロビー

登校する子ども達に声掛けをし、見守ることにより、地域における見守り機能を確
保し強化する。

5月12日
町内通学路

より多くの方々に民生児童委員の存在や役割、活動を理解してもらうため、広報、
ケーブルテレビにより啓発を行う。

町広報誌5月号掲載
ＣＡＴＶ放映

民生委員・児童委員のＰＲチラシを持参し区域内の全戸訪問を実施する。

民生委員・児童委員について知ってもらうポケットティッシュを配布し、啓発活動を
行う。

民生委員そろいのベストを着用し、地域の公園の遊具点検を行う。 5月10日（水）

18
福
井
県

南越前町34

5月12日（金）～18日（木）
越前町35

坂井市坂井町32

 鯖江市連合会４単位民児協25

坂井市丸岡町30

永平寺町33
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№
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駅や町内各所の店舗で100 周年PR リーフレットを配布し、広く町民に周知する。
5月12日
ＪＲ美浜駅前（午前中）
ＪＡみはま店前（午前中）

強化週間以外に、民生委員が地元集落で100 周年PR リーフレットを使いＰＲ活動
をおこなう。

5月5日～31日

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12日(金)　10：00
高浜町社会福祉センター

作成したゴキブリ団子を袋詰めし、独居高齢者に配付
5月20日(土)　10：00
高浜町社会福祉センター町内一円

横断幕を町内４地区各所に掲示(掲示料を行政に払っている)
5月12日(金)～20日(土)
町内４地区全て

5月定例会で「若狭・三方五湖ツーデーマーチ」での取り組み内容確認
5月12日（金）　13：30～
リブラ若狭研修室

「若狭・三方五湖ツーデーマーチ」１０㎞コースに参加し、のぼり旗を持って町民児
協をＰＲする

5月20日（土）　9：00～
町内一円（三方地域周辺）

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

・鯉のぼり掲揚事業
　こどもの日や児童週間に合わせ、子どもの健やかな成長を願い、保育園児の参
加のもと、市役所庁舎に鯉のぼりを掲揚する事業を行う。

4月30日
甲府市役所庁舎駐車場

・児童憲章贈呈
　教育関係者に児童憲章の理念を周知するため、市内公立小学校２5校に額縁に
入れた児童憲章を贈呈する。

5月中
甲府市教育委員会

・PR活動
　市役所での懸垂幕を使用したPR活動を行う。

5月8日～18日
市役所

・担当地区の全戸訪問
　100周年PRグッズや民生委員・児童委員活動紹介や資料の配布を行う。

5月12日～18日
各担当地区

3
韮崎市
民生委員児童委員協議会

・記事の掲載
　市広報へ民生委員に関する記事（100周年を含む）を掲載する。

広報5月号掲載予定

4
北杜市（高根地区）
民生委員児童委員協議会

・登下校の見守り（予定）
　危険箇所等の確認および見守り強化（予定）

強調月間週間
登下校通学路および学校付近

5
北杜市（小淵沢地区）
民生委員児童委員協議会

児童・生徒の通学の見守り
5月12日～18日
小淵沢町内通学路

6
北杜市（須玉地区）
民生委員児童委員協議会

・担当民生委員の周知活動
４月の区長会で、地区の担当民生委員が記載されたチラシを配布し、各戸回覧を
してもらう。

4月末～強化週間期間中
各地域

近隣高齢者施設等への訪問

主任児童委員の役割についての検討等

研修会の開催

8
北杜市（長坂地区）
民生委員児童委員協議会

・活動の周知
　民生委員・児童委員の活動内容について説明したチラシを作成し配布する。

5月12日～18日

交通センターに高齢者の運転免許更新の基準等を確認し、高齢者ドライバーに対
し運転に関する注意を促す。

75歳以上の方に以下のアンケートを実施する予定
　　・自動車運転免許の自主返納状況
　　・運転中に危険を感じたこと
　　・交通手段について（非運転者）
　　・その他

民生委員・児童委員ＰＲカードの配布

18
福
井
県

19
山
梨
県

38 若狭町

甲府市
民生委員児童委員協議会

1

都留市
民生委員児童委員協議会

2

美浜町36

高浜町37

未定7
北杜市（大泉地区）
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

民生委員・児童委員「ＰＲカード」の配付

県庁にてPR懸垂幕の掲揚

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

5月2日～19日

北杜市（白州地区）
民生委員児童委員協議会

5月12日～19日9



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

・新入児交通安全見守り活動
　担当地区ごとに登校見守り、声掛けを行う。

5月12日～18日（土日除く）
登校時間帯
各担当地区内の通学路

・小学生のいる家庭への訪問活動
　健康、食事、生活習慣、新学期に慣れたか等チラシを持参し様子を伺う。

5月12日～18日
各担当地区内の小学生がいる家庭

・独居高齢者宅の見守り訪問活動
　毎月訪問しているが、強化週間中にチラシを持参し訪問する。

5月12日～18日
各担当地区内の独居高齢者宅

啓発用チラシ配布

実態調査のためのアンケート

12
甲斐市
民生委員児童委員協議会

民生委員制度創設100周年記年事業
全体研修会講演会　講師（長岡大学）米山宗久准教授
「現在の地域社会に求められる民生委員児童委員活動―活動を知ってもらう―」

5月16日 13：30
甲斐市立竜王図書館2階
視聴覚室

・市長との面会
　民生委員活動への理解を求める。

5月10日
笛吹市役所

・区長会への出席
　民生委員活動への理解を求め、区内での民生委員活動の理解促進を図る。

未定

・民生委員・児童委員の周知
　地区で作成した民生委員・児童委員のワッペンを公民館に掲示する。

・PRカードの配付
　PRカードを使用し、より一層活動の強化を図る。

15
中央市
民生委員児童委員協議会

・訪問活動
　新任委員が多いため、地域での顔の見える関係づくりを進めるため、各家庭へ
の訪問活動に取り組む。（高齢者宅などを中心に）

5月12日～18日および通年

あいさつ運動

見守り運動

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

民生委員制度創設100周年記念大会として総会を開催し、委員の体験発表・障が
い者の太鼓演奏・基調講演を企画し、新聞報道等を通じてPRを行う。

飯田市の広報誌により制度創設100周年および委員の活動を周知する。

2 御代田町民児協 児童の登下校の見守り活動を行う。 5月12日～18日

3 上松町民児協 ケーブルテレビを活用し、民生児童委員の日の広報等を行う。 5月12日～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

市内50単位民児協会長がポケットティッシュ、リーフレットを配布する
5月9日（火）
JR岐阜駅、名鉄岐阜駅

市広報誌において、100周年関連記事を掲載 5月1日発行

ラジオ広報番組において活動を紹介する 5月6日放送

コミュニティFM「FMらら」において活動を紹介する

主任児童委員が4か月乳幼児検診時にPRティッシュを配布する

市広報誌において、100周年関連記事を掲載（年間通じてシリーズで掲載）

民生児童委員による全家庭訪問（チラシ・PRカードを配布） 5月12日（金）～18日（木）

町広報誌において、委員活動紹介記事を掲載 5月号

役場庁舎に懸垂幕を掲げる 5月7日（日）～19日（金）

19
山
梨
県

14

昭和町
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

毎年、ポケットティッシュ（委員一人あたり10個）とPRカード（同5枚）を県民児協予算で購入し、配布しているが、100周年の本年は、それに加え、オリジナル
ボールペン（同5本）を作成し、配布した。

池田町
民生児童委員協議会

3

20
長
野
県

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

可児市
民生児童委員連絡協議会

2岐
阜
県

未定
笛吹市（境川地区）
民生委員児童委員協議会

北杜市（武川地区）
民生委員児童委員協議会

10

北杜市（明野地区）
民生委員児童委員協議会

11 5月12日～18日

笛吹市（石和地区）
民生委員児童委員協議会

13

16
4月15日～5月15日
各小学校・中学校

飯田市民児協

21

5月12日
飯田市鼎文化センター

1

岐阜市
民生委員・児童委員協議会

1

■ 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

14市町村へPR懸垂幕を提供し、各役場で掲揚　※具体的な取り組みについては、各市町村（単位）民児協ごとに行っていただくこととする。



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

活動日時／場所　等

5月10日（水）　10：30～10：35分ごろ

5月12日を中心に１週間
日程調整中

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

広報誌への特集記事掲載 4月号

市内小中学生へ記念品の贈呈 5月(予定）

広報誌への特集記事掲載 5月号

法定地区民児協ごとスーパーにおいて来店者に100周年記念のポケットティッシュ
を配布

5月12日
市内のスーパー前

見守り世帯一斉訪問の実施

のぼり旗の掲出

活動日時／場所　等

5月号

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 刈谷市民児協

5月1日号の「かりや市民だより」にて、民生委員・児童委員の紹介ページ（2ペー
ジ）を掲載します。
　　・100周年についての記述。
　　・活動内容等について、文章・イラスト・写真を掲載。
　　・地区名と担当委員名、中学校区と担当主任児童委員名を掲載。

5月1日（月）

3 知立市民児協
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28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（金）～18日（木）

ポスター100枚を作成し、市内公共施設およ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（1,000個）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。

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
鳥羽市
民生委員児童委員協議会

市内ショッピングセンター、スーパーマーケット等、三店舗にてチラシ、ティッシュの
配布、声掛けを実施予定しており、広報用のぼり、ビブス等の備品を使用します。
また当日は、同市の子育て応援キャラクター「ジュジュちゃん」を借用して同市職員
からもご協力をいただく予定です。

5月18日
ぎゅーとら鳥羽東、同西店
5月19日
イオン鳥羽店、鳥羽ショッピングプラ
ザ

2
尾鷲市
民生委員児童委員協議会

市内スーパーマーケット前にてチラシ入り啓発物品（ウエットティッシュ、うちわ）を
配布いたします。当日は同市長、福祉事務所長および民生委員・児童委員約50名
が参加予定です。また街頭啓発活動の実施について市広報紙への掲載も行う予
定です。

5月12日
市内スーパーマーケット前（6箇所）

3
川越町
民生委員児童委員協議会

地域のお祭りへの飲食ブース運営、特産品販売などで参加すると共にチラシ入り
ティッシュ配布やのぼり旗の設置などＰＲ活動を並行して行います。

5月14日～28日
同市児童館、四日市ばんこの里会
館等

4
多気町
民生委員児童委員協議会

町行政・社協・老人会・担当地区・小中学校・保育所・福祉施設等への訪問活動、
町行政テレビを使用した民生委員児童委員制度100周年のＰＲ活動を実施予定で
す。

4月25日～5月15日
担当地区各地、関係機関事務所

SBSラジオでの広報（県の広報枠）

テレビＣＭ放送（100周年も含めたＰＲ）
テレビ番組内での紹介

■ 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

ＣＭ動画の提供

牧之原市1

伊東市2

磐田市3 5月12日～18日

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

23
愛
知
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

愛知県の担当課を通じて、県広報「広報あいち」にＰＲ記事を掲載予定。

■ 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、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

全民児連作成のＰＲグッズ、ポスター等の配布。

4 5月12日（金）～18日（木）岩倉市民児協

22
静
岡
県

24
三
重
県



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

5
伊勢市
民生委員児童委員協議会

商業施設でのチラシ入りティッシュの配布、地域のイベントへの参加などの活動を
通じて民生委員児童委員が身近な相談相手であることを地域の住民へＰＲする予
定です。

4月28日および5月12日～21日
市内ショッピングセンター、スーパー
マーケット計、市内小学校、老人福
祉センター

6
紀北町
民生委員児童委員協議会

児童養護施設「静岡ホーム」への県外視察研修を実施予定です。施設を訪問し、
施設の方々やこども達とふれあうことで民生委員自身に民生委員にできることを
改めて考える機会とします。

5月16日～17日
児童養護施設「静岡ホーム」

7
東員町
民生委員児童委員協議会

スーパーマーケットの入口付近でＰＲカード、チラシ入りティッシュを頒布し、民生
委員、児童委員の立場や役割を地域の方々へＰＲします。

5月12日
町内五地域のスーパーマーケット

8
明和町
民生委員児童委員協議会

担当地区の独居老人、高齢者世帯を一斉訪問し、民生委員手作りの団子を届け
る予定です。住民の方々と改めてお話をする機会を設け、民生委員の活動につい
てより理解とつながりを深めてもらうことが狙いとなっております。

4月16日～23日
担当地区内各所

9
亀山市
民生委員児童委員協議会

同市広報5月1日号にて特集記事を掲載、また民生委員制度100周年に伴い、Ａ４
サイズチラシの全戸配布を行います。

5月1日より順次実施

10
紀宝町
民生委員児童委員協議会

各民生委員が担当地区の高齢者宅等を戸別訪問し、併せてリーフレットを配布
し、民生委員の活動をＰＲします。また同町社協だより６月号にて特集記事を掲載
いたします。なお、社協だよりは町内全戸に配布いたします。

5月12日～18日
同町各所

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 長浜市民児協
長浜市の広報紙「広報ながはま5月1日号」に民生委員・児童委員の記事を掲載し
ます。

広報ながはま5月1日号

2 草津市民児協
民生委員制度創設100周年を迎えるにあたり、市民の方々と一緒に、つながりや
相手を思いやることについて考える講演会を実施します。

5月12日（金）　9：45～12：00
草津市立草津クレアホール

3 栗東市民児協連
民生委員・児童委員の啓発紙入りのポケットティッシュ（100周年バージョンを作成
中）を来店者に配付します。民児協連ののぼり旗を委員が持って立ち啓発を行い
ます。

5月16日（火）　17：30～18：00
市内店舗（6店舗）の入口前

ＪＲ近江高島駅において、早朝の6：40～7：50まで乗降客に対し、啓発資材（民生
委員制度創設100周年ＰＲリーフレット、ポケットティッシュ）を配付して民生委員・
児童委員活動への理解を促します。

5月12日（金）
ＪＲ近江高島駅

各民生委員・児童委員が担当地域の全家庭を訪問、啓発資材（民生委員制度創
設10周年ＰＲリーフレット、ポケットティッシュ）を配付して民生委員・児童委員活動
への理解を求めるとともに、特に気になる家庭に対しては面談して安否確認する
など、見守り活動を実施します。

5月12日（金）～18日（木）

東近江市ケーブルテレビに出演予定です。市民へ民生委員・児童委員の活動に
ついて啓発します。

100周年、活動強化週間について市の広報課を通じて各報道機関へ周知、情報提
供します。

「命のバトン」の点検。特に救命情報用紙の更新と更なる周知、啓発を行います。

町行政が作成している「災害時要支援者名簿」の情報更新に協力します。

7 竜王町民児協
フレンドマート竜王店前でＰＲカードを封入したティッシュペーパーを配付し民児協
活動のＰＲを実施します。

5月12日（金）　17：00～
5月13日（土）　17：00～
5月14日（日）　17：00～
フレンドマート竜王店前

8 豊郷町民児協
老人クラブ連合会や保育所・幼稚園と共催し、高齢者と幼児が一堂に会して、とも
に遊んだり歌ったりしながら交流の輪を広げる「シニア＆キッズ交流会」を開催しま
す。

5月25日（木）　10：１5～11：50
豊郷町民センター
参加者数　約200名

9 愛荘町民児協 愛荘町内の各所に民生委員・児童委員が立ち「あいさつ運動」を実施します。
5月12日（金）～18日（木）
愛荘町内各所

■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

各市町事務局から活動の実施に向けて資料提供等の形で支援の要請があれば、逐次対応予定となっております。

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。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

5月11日（木）（予定）～

活動強化週間の期間内の予定東近江市民児協

5月～8月。特に5月12日からの1週
間を強化週間として活動強化に努め
る。

日野町民児協6

5

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。

高島市高島民児協4

25
滋
賀
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

24
三
重
県



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

活動日時／場所　等

5月17日

民生委員の日の前後

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

災害時緊急伝達訓練の実施
　・緊急連絡網を用いて、伝達事項「福知山で震度６．5の地震が発生。災害時要
支
　 援者宅を訪問し安否確認を行い報告せよ」を連絡。
　・災害時要支援者宅5世帯をめどに安否確認を行う。
　・安否確認終了後、各民児協のルールに従い、報告。

5月12日（金）～18日（木）
各単位民児協全体で実施

市広報誌へ民生委員活動PRを掲載。 5月号に掲載予定

2 福知山市三和地区民児協 街頭啓発や見守り訪問を行う。 5月頃

春の自治会長総会で民生委員の活動紹介を行う。

保育園は小中学校を訪問し、地域交流を行う。

舞鶴市広報紙への民生委員・児童委員関連記事の掲載 広報紙5月１日号に掲載

市内各所への懸垂幕・横断幕掲出 5月初旬～12月

市の広報誌により、100周年と活動のPRを実施予定。 実施時期未定

民児協機関誌「民児協だより第29号」で活動等のPR 4月に全戸配布

6 宮津市民生児童委員協議会 常務会会議時啓発、啓蒙を実施

4月5日　10：00～
福祉センター
5月11日　10：00～
福祉センター

7

宮津市民生児童委員協議会
〔宮津中部・西部・東部・城南
部・城東部・上宮津・栗田・由
良・吉津・府中・日置・世屋・養
老・日ヶ谷地区〕

常務会会議を受けて、全委員に定例会にて伝達（地区定例会）
全員で意識を持ち各自で啓発する

4月5日～11日
地区公民館にて定例会を実施

8
宮津市民生児童委員協議会
主任児童委員会

部会員8名の定例会で意識を持ち啓発する
4月6日
吉津地区公民館

9 府中地区民生児童委員 北部包括支援センター職員に定例会に出席をお願いし、啓発・啓蒙を図る。
4月10日
府中地区公民館

「広報よさの」5月号（町報）に民児協活動紹介の記事を掲載予定 5月8日（月）発行

5月中を目途に社協からのひとり暮らし集いの案内と特殊詐欺防止啓発PRを高齢
者一人暮らし世帯を中心に民生児童委員のPRをかねて配布予定

5月中

11
亀岡市
民生委員児童委員協議会

民生委員・児童委員の日に合せて亀岡市内JR各駅および大型店舗前で街頭啓
発活動を実施。民生委員100周年PRチラシの配布（3000部予定）およびPR横断幕
の掲出

5月12日（金）　7：00～8：00
JR亀岡、並河、千代川、馬堀駅
5月14日（日）　11：00～12：00
アルプラザ亀岡店、西友亀岡店、マ
ツモト大井店、マツモト千代川店

12
つつじヶ丘地区
民生委員児童委員協議会

各委員の名刺に100周年シンボルマーク（小）のシールを貼ってPRする。

13 久御山町民生児童委員協議会
久御山町社会福祉協議会が開催される「ふれあい福祉まつり」に参画し、民生児
童委員の活動等についてPR活動をする。

5月14日（日）　10：00～15：00
久御山町役場中庭周辺

市広報誌（広報むこう5月号）への記事掲載
5月1日発行
全戸配布

市HPへの記事掲載　（http://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/index.html） 5月1日～31日

市庁舎内デジタルサイネージへの記事掲載
5月1日～31日
向日市役所本館１階ロビー

・PRチラシを封入したティッシュの配布
　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
センター等に設置、配布。

・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する懸垂幕は市役所で・横断幕
は公民館などに設置。

与謝野町民生児童委員協議会10

向日市
民生児童委員連絡協議会

14

福知山市民生児童委員連盟1

福知山市夜久野地区民児協3 5月頃

舞鶴市民生児童委員連盟4

綾部市民生児童委員協議会5

5月1日～18日八幡市民生児童委員協議会15

26
京
都
府

■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

評議員会の開催

京都府と協力し、番組（ラジオ：アルファステーション、テレビ：KBS京都）に民生委員が出演し、民生委員活動のPR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



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

16
八幡北地区
民生児童委員協議会

PRチラシを封入したティッシュの街頭配布
5月16日　11：00～
コノミヤ八幡店前

17
八幡中央地区
民生児童委員協議会

民生委員の活動を説明したチラシを全戸配布
5月12日～18日中を目途に
随時配布

PRチラシを封入したティッシュの街頭配布
5月11日（木）　14：00～
ライフ八幡店前、八幡第４幼稚園前

民生委員の名簿・民生委員の活動を説明したチラシを一人暮らしの高齢者等見守
りが必要と感じる世帯に配布

5月12日～18日中を目途に
配布予定

19
八幡東地区
民生児童委員協議会

民生委員の名簿・民生委員の活動を説明したチラシを全戸配布する
5月12日～18日中を目途に
随時配布

民生委員の名簿・民生委員の活動を説明したチラシを全戸配布
5月12日～18日を目途に
随時配布

PRチラシを封入したティッシュの街頭配布を検討中
5月12日～18日
随時配布予定

市広報紙（市内全戸配布）の5月1日号に民生児童委員活動に関する記事を掲載
する。

市フェイスブックなどに日頃の活動と併せて記事を掲載

民生児童委員を学習する小学校６年生とその保護者にPRするため、パンフレット
とティッシュを学校を通じて配布

5月12日
各小学校

PRのための懸垂幕を掲示
5月8日～19日
市役所・支所等

市民児協として単位民児協に取組みに対する支援等の予定
　　啓発物を市民児協で作成・購入

23 木津東部民生児童委員協議会 スーパー等でPRのためのティッシュを配布
5月12日　10：00～12：00
市内各地

24 木津西部民生児童委員協議会 スーパー等でPRのためのティッシュを配布
5月12日　10：00～12：00
市内各地

25 加茂民生児童委員協議会 スーパー、駅前でPRのためのティッシュを配布
5月12日　10：00～12：00
市内各地

26 山城民生児童委員協議会 駅前でPRのためのティッシュを配布
5月12日　10：00～12：00
市内各地

27 精華町民生児童委員協議会

5つの小学校区を単位としてグループ分けを行う。
各校区ごとに啓発日、場所を設定する。
当日、啓発用のティッシュを配布。配布の際、併せて啓発用のタスキとのぼりも活
用。

5月12日～18日の間で各校区を
１日指定。
町内の駅および店舗周辺

28 南山城村民生児童委員協議会 電光掲示板による活動強化週間の啓発・広報
5月12日～18日
南山城村役場

29
（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）

5月中旬
南丹市園部町内

30 京丹波町民生児童委員協議会
京丹波広報4月号に民生委員制度創設100周年記念と活動強化週間を併せての
啓発活動として、民生児童委員の活動等について掲載。

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。また、更新作業では、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。

市の民児協として単位民児協における取組みに対する支援等の取組み実施予定
　　・災害時要配慮者支援事業および、災害時避難行動要支援者台帳更新
　　　作業の説明会開催。
　　・民生児童委員活動PRカードの購入。

32
峰山町・大宮町・網野町・
丹後町・弥栄町・久美浜町民生
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。また、更新作業では、高齢者等見守りも意識しながら地域を回り、PR
カード等も活用し、民生児童委員活動のPRも含めて実施する。

活動強化週間期間中

31

全市町村を対象に民生委員活動環境整備事業を実施する。

八幡南地区
民生児童委員協議会

18

橋本・西山地区
民生児童委員協議会

20

5月1日京田辺市民生児童委員協議会21

木津川市民生児童委員協議会22

京丹後市民生児童委員児童委
員協議会

活動強化週間期間中

事業内容は住民に対する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。

26
京
都
府

■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



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

活動日時／場所　等

本会ホームページ

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 摂津市民生児童委員協議会
子どもフェスティバルに民児協として参画。
ＰＲとして独自に作成したキズバンドも配布予定

5月14日（日）
大正川河川敷

2
貝塚市民生委員・児童委員協
議会

民生委員児童委員が不在（欠員）の町を中心に高齢者宅等を個別訪問、PRグッ
ズを配布し、民生委員児童委員の活動を周知する。

活動強化週間内
市内

3
四條畷市民生委員児童委員協
議会

ＪＲ駅2ヶ所および市内の商店街やスーパーの付近で、啓発用のぼり（旗）を立て、
ＰＲ用紙とポケットティッシュを配布しながら民生委員・児童委員活動のＰＲを行い
ます。

5月14日（日）
JR忍ケ丘駅および四條畷駅・商店
街・スーパー駅前・保育所・バス停等

活動日時／場所　等

庁内、民間広報板

5月上旬頃
記者資料配付

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 西宮市民生委員・児童委員会
「市政ニュース」（月２回発行・全戸配布）の記事の中に、活動紹介を掲載する予
定。

市政ニュース5月10日号

民生委員制度創設100周年を記念し、100周年記念誌（芦屋市民児協作成）を芦
屋市民児協総会にて配布。発行数300部（芦屋市の民生委員・児童委員150部、
関係機関150部予定）

5月12日（金）
芦屋市役所東館会議室

「福祉を高める運動研究会」の実施。
5月24日（水）～26日（金）の３日間を午前午後の６コマに分け開催する研究会で、
芦屋市の民生委員・児童委員全員が出席する。
支援が必要な高齢者、障がいのある人、児童等の世帯が経済的に援助が必要で
あるかどうか，見守りを続けるべきか、貸付世帯であるかなどを、行政・社会福祉
協議会・地域包括支援センター等関係機関とともに、民生委員・児童委員の発表
するケース毎に支援対応を検討する。

5月24日（水）～26日（金）
芦屋市役所東館会議室

活動強化週間に合わせ、平成29年度三木市連合民生委員児童委員協議会の総
会を開催します。

5月12日（金）　9：30～
場所：市民活動センター

市広報誌（5月号）に「民生委員・児童委員の日」の広報記事を掲載します。 5月1日（月）

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をします。 5月1日（月）～31日（水）

活動日時／場所　等

5月13日
　午前：イオンモール橿原
　午後：ならファミリー

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 生駒市民生児童委員連合会 民生児童委員の活動紹介パネル展（5月9日～25日）

5月9日～15日
　生駒市役所
5月16日～19日
　南コミュニティーセンター
5月20日～25日
　北コミュニティーセンター

2 下市町民生児童委員協議会 地元ケーブルテレビで民生児童委員のPR 5月12日～18日

28
兵
庫
県

29
奈
良
県

27
大
阪
府

市町民児協より要望があれば実施する。

三木市
連合民生委員児童委員協議会

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

　民生児童委員の存在を広く地域の方に知っていただくために、県内の商業施設で、PR用のティッシュの配布。

■ 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

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/）

■ 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

大阪府民生委員児童委員連合会広報部会にて、今年度は「地域で困っている高齢者やその周りの方々」に民生委員・児童委員を周知するために、ＰＲ用ポ
ケットティッシュ、安心カードを市町村民児協（連）と共同作成し、地域でのＰＲ活動に活用する。

■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

ポスター掲示

「災害に備えた民生委員・児童委員活動に関する調査（モニター調査）」報告書の記者資料配付、県ホームページへの掲
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

2 芦屋市民生児童委員協議会



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

3 安堵町民生児童委員協議会　 宣伝カーで町内を巡回 5月10日

4 香芝市民生児童委員連合会 保育園・幼稚園の登園時に立哨し、親子にPRティッシュを手渡す(顔を知ってもらう）
5月15日
保育園　7：30～
幼稚園　8：30～

5 県内市町村民児協
駅周辺、スーパー、学校等でPRティッシュの配布
のぼり旗を立ててPR
など

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 海南市民児協
65歳以上の一人暮らしの高齢者および75歳以上の二人暮らし世帯を訪問し、見
守り活動を実施します。

5月12日～18日

2 田辺市民生児童委員協議会

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。今年は制度創設100周年であることのほか、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ています。

5月1日～

3
紀の川市打田民生委員児童委
員協議会

民生委員・児童委員の日に、打田管内の小、中学校において、登校時、民生委
員・児童委員のＰＲポケットティッシュを配布し、啓発活動を行います。

5月12日（金）　7：30～8：15頃
田中小学校、池田小学校、打田中学
校

4
紀の川市那賀民生委員児童委
員協議会

・独居老人（75歳以上）への友愛訪問とそれに伴うおみやげグッズづくり
　那賀民児協　高齢者部会（29名）全員が「防災頭巾」作成に取り組む。支所管内
の該当者約270名分を４月中に作り、袋には「防災頭巾・この地域の民生委員で
す」のステッカーを入れ、安否確認・ＰＲ活動に取り組む。

5月連休明けから5月12日「民生委員
の日」に向け訪問し手渡す。

・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」並びに「民生委員制度
創設100周年」であることを広報誌を通じて住民にＰＲする。

5月1日～18日（強化週間）

・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、民生委員制度100周年であることと活動強化週間で
あることをＰＲする。

5月1日～18日（強化週間）
役場庁舎、図書館等町施設等

・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。

5月1日～18日（強化週間）

・町職員の会議等を通じて、「民生委員制度100周年」および「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いただく。

5月1日～18日（強化週間）

・民生委員活動を浸透させる。
　日頃十分な見守りができていない高齢者二人世帯等を訪問する。（期間中１回）

5月1日～18日（強化週間）

保育所への家族の送迎時にあいさつ運動を兼ねて民生委員児童委員の活動をＰ
Ｒする。（期間中１回）

5月1日～18日（強化週間）

7 上富田町民生児童委員協議会

・就学前児童家庭への訪問活動
　児童委員活動の一環で就学前の児童（今回は１歳児）の持つご家庭を訪問し、
ご家庭のご様子や子どもの育児などのご相談に応じ、また、絵本の配布なども行
う。絵本配布については、上富田町の「ブックスタート事業」で予算化され、目的
は、言葉や絵とふれあうことで、言葉の発達や想像力、考える力を育てると共に読
み聞かせを行うの中で、子どもの心の発達を促すものです。この訪問活動事業の
趣旨としては、昨今、児童虐待に伴う痛ましい事件や事故が発生してきており、そ
ういったことのないよう事前に家庭を把握し、地域の子育て力の強化を図ることに
つながることを趣旨として実施するものです。

5月～3月
町内約120件が対象

町長に応援マークピンバッジの贈呈を行う。 活動強化週間内

街頭にて100周年PRリーフレットを配る スーパーの店頭にて

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

上北条小学校児童の登校時（7：30～8：00）に玄関前で大きな声であいさつ（声か
け）を行う

5月10日～12日　7:30～
上北条小学校

100周年を迎えるにあたって、民生児童委員の活動PRを上北条公民館報に載せ
ていただく

5月号

PRのためのリーフレット作成 未定

30

和
歌
山
県

29
奈
良
県

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

有田川町民生委員児童委員協
議会　支部

6

古座川町民生児童委員協議会8

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

倉吉市上北条地区民生児童委
員協議会

1

有田川町民生委員児童委員協
議会

5

31
鳥
取
県



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

成徳小学校児童と共に登校（民生児童委員PR、あいさつ運動、交通安全）
5月12日（金）　7：30～
成徳地区内

３地区合同研修会（東中学校区）
「地域福祉の現状とこれからの取り組み」

5月13日（土）　17：30～
成徳公民館

小中学校との意見交換会（学校を通じて民生児童委員活動の重要性を生徒・保
護者に伝える）

5月末日～6月2日の間
成徳地区内

3 三朝町民生児童委員協議会
一斉訪問（町内5つの地区毎に高齢者、独居等の世帯を訪問し、チラシ配布や活
動内容の紹介等により民生児童委員をPR）

5月中旬
町内全域

4 智頭町民生児童委員協議会
5月12日の民生委員・児童委員の日に併せ、昨年全民協から配布された「このま
ちとともに次の100年へ」パンフレットを駅前など街頭に立って配布する。

5月12日　夕方
駅前商店街等

5 若桜町民生児童委員協議会 担当区域内の援護者宅への一斉訪問
5月12日～18日
町内担当区域

ショッピングセンターで100周年のぼり旗を持ちＰＲ活動
5月12日　17：00～18：00
ショッピングセンターアプト

広報車の町内ＰＲ・・・広報車2台で町内を回りＰＲ活動を行う。 役場本庁舎、分庁舎をスタート

町報5月号に記事を掲載。

チラシを全戸配布。 ４月末

のぼり旗を使用してのＰＲ活動
5月12日～18日
大栄庁舎前、北条庁舎前

横断幕を使用してのＰＲ活動
5月1日～31日
大栄庁舎前

広報北栄への掲載
5月号
全戸配布

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 各市町村民児協 市・町庁舎へ懸垂幕の設置 5月12日～18日

2
浜田・奥出雲町・邑南町・津和
野町・海士町・知夫村民児協

町内CATVで民生児童委員活動のPR放送。 5月12日～18日

各地区民児協にて街宣PR活動。

各地区部会で交通指導や声掛け等しながらPR活動。

4 益田市・知夫村民児協 各地区民児協にて要援護者宅へ訪問。 5月12日～18日

5 大田市民児協 独居高齢者等へ配食サービス実施。 5月12日～18日

6 安来市民児協 市内商業施設でポケットティッシュ、リーフレットの配布。 5月14日

児童福祉部会にて江津市子ども祭へ参画。オレンジリボンの配布等。 5月28日

各地区民児協にて一日民生委員児童委員活動の実施(小学生等に一日民生児童
委員活動を委嘱する）

5月12日～18日

8
出雲市・奥出雲町・飯南町・美
郷町・西ノ島町民児協

PRカードを持参し区域内の全戸訪問を実施。 5月12日～18日

9
川本町民児協、津和野町民児
協

町長が１日民生委員として高齢者の訪問活動を行う。 5月12日、5月16日

町広報４月号に活動記事を記載。

町長が１日民生委員として活動、ポケットティッシュの街頭配布等。

町内IP告知放送で、活動強化週間の周知。

11
海士町・西ノ島町民児協
雲南市掛合地区民児協

小中学校の登校時見守り活動等。 5月12日～18日、5月15日

倉吉市成徳地区民生児童委員
協議会

2

琴浦町民生児童委員協議会6

7 伯耆町民生児童委員協議会

北栄町民生児童委員協議会8

31
鳥
取
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

県庁前に設置されている電光掲示板に民生児童委員の活動等を紹介。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

松江市民児協
隠岐の島町民児協

3 5月12日～18日

32
島
根
県

江津市民児協7

5月15日美郷町民児協10



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

地区会長と市長の懇談。

市長が高齢者宅、福祉施設へ訪問。

警察署と連携し独居高齢者宅へポストカードの配布。

地元スーパーマーケットにて活動PRパネル展示、リーフレット配布等。

雲南市吉田地区民児協 町内福祉施設において窓拭き等の奉仕活動。 5月16日

活動日時／場所　等

5月

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
総社市
民生委員児童委員協議会

100周年記念ポスターを公民館、町内会掲示板等に掲示する
随時
市内

高齢者の安否確認

チラシ（PR用）の配布

救急医療キットの設置確認

3 新見市民児協 市報5月号に民生委員児童委員の活動を掲載し、ＰＲします。

4 早島町民児協 心配ごと相談・児童相談
5月9日　13：00～
早島町地域福祉センター

5 里庄町民児協
地域住民へのパンフレット配布
一人暮らし世帯の訪問

5月
里庄町内

6 矢掛町民児協
地域福祉講演会　「地域支え合い活動について」
講師：ご近所福祉クリエーター　酒井　保　氏

5月9日　10：30～12：00
矢掛町農村環境改善センター

7 鏡野町民児協
一斉改選で3分の2の委員が新任となったので、高齢者のみ世帯を重点的に訪問
する。

活動強化週間を中心に適宜

8 久米南町民児協 町内小・中学校でのあいさつ運動
5月12日　7：30～
町内小・中学校校門前

活動日時／場所　等

5月3日　13：09～13：44
平和大通り

5月3日～5日　11：00～17：00
平和記念公園南側

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 呉市民児協 呉みなと祭において，広報パレードを実施する
4月29日(土)
呉市役所周辺

2 尾道市民児協 尾道みなと祭の「一般パレード」に参加し，民生委員児童委員活動をＰＲする
4月23日(日)　11：30～(予定)
尾道　本通り商店街

3 福山市民児協
福山市5月号広報紙で「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」の日程および民
生委員児童委員の活動内容，民生委員制度創設100周年の案内を掲載し，市民
に周知する

5月

4 三次市民児協 市広報に民生委員児童委員の活動紹介記事を掲載する 5月10日(水)発行

5月8日益田市民児協12

5月12日
雲南市民児協、雲南市加茂地
区民児協

13

32
島
根
県

33
岡
山
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

マスコミを活用した広報

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

高梁市川面地区民児協2 5月12日～18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

ポケットティッシュ・広報用のぼりを作成し、市町村民児協へ配布

34
広
島
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

・ブース出展
　民生委員・児童委員の役割や活動を紹介するためのブースを3日～5日の3日間出展する。パネルの展示，子ども向け
昔遊びコーナー，マスコットキャラクターの「広島県版ミンジー」との記念撮影，活動ＰＲチラシやグッズの配布を行う。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

・パレード参加
　民生委員制度が創設100周年を迎えることをＰＲするとともに民生委員・児童委員の存在を知ってもらうため，フラワー
フェスティバルのパレードに参加する。揃いの浴衣を着て民生音頭を披露するほか，活動をＰＲする横断幕・幟旗・うちわ
を持って総勢300名で行進する。広島県民児協のマスコットキャラクターの「広島県版ミンジー」が乗る花車を出す。

5月3日（水）～5日（金）開催のひろしまフラワーフェスティバルへの参加（広島市民児協と広島県民児協の共同実施）



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

市広報に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。（全戸配布）

民生委員児童委員活動をＰＲするのぼり，ポスターを公民館等の公共施設に掲示
する。同ポスターについては，各委員も自宅等に掲示する等の活用を試みる。

江田島市民児協江田島地区 町内3か所の港で啓発ティッシュを配布する

江田島市民児協能美地区 担当区域内高齢者宅を訪問し，啓発ティッシュを配布する

広報紙に100周年関連記事を掲載する 5月1日(月)

民生委員・児童委員の日に関わるレクレーションを行う 5月12日(金)

8 世羅町民児協
広報紙「広報せら5月号」に民生委員児童委員活動についてＰＲするとともに，せら
ケーブルテレビにより放送する

5月12日(金)～18日(木)

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 下松市民生児童委員協議会 市広報に民生委員・児童委員活動を周知する記事を掲載する。
5月1日号
市広報「潮騒」

2 光市民生委員児童委員協議会
市広報誌と社協広報誌の発行日に合わせてＰＲチラシ（裏面に民生委員の担当
地区と電話番号を記載）を作成し、市内全戸配布する。

5月10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

市HPでPRします。 5月10日（水）～1ヶ月程度

市広報誌でPRします。 5月10日（水）発行

市広報誌でPRします。 5月1日（月）発行

ケーブルテレビのニュースに文字放送でPRする予定です。（予定） 5月中旬頃

町広報誌でPRします。 5月10日（水）発行

町HPでPRします。 5月1日（月）～1ヶ月程度

4 石井町 町の広報誌にてPR 5月15日（月）

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

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、民生委員制度創
設100周年についての記事を掲載。例年よりスペースを増やして掲載予定。

5月1日
高松市内

「広げよう　地域に根ざした　おもいやり」懸垂幕を掲示。
5月12日（金）～18日（木）
高松市役所本庁舎

2
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」の実施。
　市内の各幼稚園・保育所（園）の正門前で幟を設置し、登園・登所する子どもと
保護者に対してポケットティッシュとリーフレットを手渡しながら声かけする。また、
実施状況をさぬき市ケーブルテレビで放送する。

5月10日（水）
市内の各幼稚園・保育所（園）

36
徳
島
県

37
香
川
県

大竹市民児協5

5月（日程未定）6

府中町民児協7

34
広
島
県

35
山
口
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

地域住民の方々に民生委員を知っていただくために作成した、マグネットステッカーとポケットティッシュの展示。マグネッ
トステッカーは、民生委員・児童委員や各市町民児協や社協へ配布し自家用車や公用車へ貼り活用している。

期間中パンフレットとポケットティッシュは展示台に置き、自由にお持ち帰りいただく。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

展示コーナーには、民生委員・児童委員の活動を知っていただくために市町より活動写真を集め、パネル加工し展示をす
る。活動を紹介したパンフレット、併せて今年度迎える100周年ポスターを貼り100周年もアピールする。

5月1日（月）～19日（金）
県庁１階エントランスホール・パネル
展示コーナー

5月1日(月)～31日(水)

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

吉野川市1

阿波市民児協2

東みよし町民児協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

・県民児協総会後に、民生委員制度創設100周年を記念し、街頭パレードを実施する。
　街頭パレード出発前のセレモニーでは、県知事にご臨席いただく予定。パレードでは、高松市内保育園児の鼓笛隊を先
頭に、約70名の県内民生委員・児童委員の代表が高松市内商店街（約650ｍ）をＰＲパンフレットとポケットティッシュを通
行人に配布しながら歩く。

民生委員活動ＰＲ用パンフレットとポケットティッシュを作成し、4月上旬に各市町民児協に配付し、活動強化週間に向け
た取り組みに活用いただいている。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

5月19日（金）
高松市内商店街

高松市民生委員児童委員連盟1



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

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している。うどんづ
くりや雲辺寺登山、お楽しみ会など、毎年地域の方が、楽しんでいるが、その際、
民生委員・児童委員のPRとしてのぼりをたてたり、啓発用ティッシュを配布してい
る。各地区で実施する予定や報告については、観音寺市社会福祉協議会広報紙
【えがお】に掲載し、自治会加入世帯（16,000世帯）と、事業所の窓口等に配備し、
活動を広く周知している。

5月5日を皮切りに、市内11カ所で実
施。
日時・場所については、単位民児協
にて決定。

4
東かがわ市民生委員児童委員
協議会連合会

市内３地区の単位民児協ごとに、民生委員・児童委員関係のパンフレットおよびポ
ケットティッシュを配布し、民生委員・児童委員の活動をＰＲする。

5月上旬
市交流プラザ、スーパー等

5
土庄町
民生委員児童委員協議会

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する。
5月下旬
土庄町内

6
三木町
民生委員児童委員協議会

町内の駅でのPR活動。朝の通勤通学時間帯にチラシおよびティッシュを配布す
る。

5月15日または22日　7：00～8：00
町内の３駅

7 直島町民生児童委員協議会 5月号広報に周知記事の掲載。
5月
直島町内

「民生委員・児童委員の日、活動強化週間」の機関に役場側道にのぼりを立て、
啓発活動を行う。

5月12日（金）～18日（木）

大型スーパーでＰＲカード等を配布し、啓発活動を行う。 5月

宇多津町社協通信に啓発活動を掲載。 6月号

町広報5月号に、民生委員制度に関する記事を掲載する。 5月

パネル展の開催。
5月12日～18日（土、日、祝除く）
8：30～17：15
町役場１階ロビー

10
多度津町
民生委員・児童委員協議会

町内のスーパーにおいて、民生委員のチラシおよびティッシュを配布し、呼びかけ
を行う。

5月12日～18日のうち１日
町内のスーパー2カ所

11
まんのう町
民生委員児童委員協議会

毎年3月に開催している福祉まつりあるいは文化祭において民生委員専用ブース
を設け、パネルの展示・民生委員児童委員活動PRパンフレットとポケットティッシュ
配布等をとおして民生委員児童委員について知ってもらうＰＲ活動を実施してい
る。また、本年は民生委員制度創設100周年として、町福祉大会時にもＰＲ活動を
予定している。

3月

活動日時／場所　等

5月12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

民生・児童委員の役割等明記したポスターを掲示する。
5月中
松山市総合福祉センター内
1階ロビー

民生委員制度創設100周年横断幕の設置（設置済み）。
2月～12月
松山市総合福祉センター南側3階

発送文書や資料等へ『民生委員制度創設100周年記念』およびマーク等を印字し周知を図
る。

H29年3月～H30年3月

第30回松山市民生児童委員大会メイン看板および資料等へ『民生委員制度創設100周年
記念』を明記し啓発を図る。

6月13日
松山市総合コミュニティセンター

2 八幡浜市民生児童委員協議会

１．平成２９年度総会を開催。
２．総会終了後、研修会を開催。
「認知症サポート研修」　講師：八幡浜市保健センター
高齢化の進展に伴い、認知症が増え地域問題となっている。市と民生委員、関係機関が
協力し認知症サポートを実施しているが、民生委員一斉改選に伴い新任民生委員が増え
ているため研修会を開催する。

5月17日（水）　13：30～
八幡浜市役所大会議室

3 伊予市民生児童委員協議会
強化週間に関わらず年間を通して、民児協ジャンパーを作成して、見守り・訪問・研修会な
ど活動時に着用し、住民へ向けてPRする。また、社協福祉まつり　あい・愛フェスタへの参
加とその他地域行事への参加をして、PR活動を実施予定。

11月19日（日）
伊予市総合保健福祉センター

民生委員制度創設100周年および民生委員活動について、四国中央市報5月号に掲載
し、市民に周知を図る。

一部地区民児協では、春の運動会開催日に、民生委員活動を来場者に周知する。

愛
媛
県

37
香
川
県

38

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定

県民児協で作成した民生委員児童委員活動のパネルと横断幕、のぼりを、各市町民児協へ貸し出している。

宇多津町
民生委員児童委員協議会

8

琴平町
民生委員児童委員協議会

9

県民児協で民生委員児童委員活動ＰＲパンフレットとポケットティッシュを作成し、各市町民児協へ無償配付している。

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

5月12日の民生委員・児童委員の日に合わせ、新聞広告を掲載する。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

松山市民生児童委員協議会1

四国中央市内四国中央市民生児童委員協議会4



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

5 久万高原町民生児童委員協議会
毎年、県から啓発ポスターの掲示依頼があり、「民生委員・児童委員啓発ポスター」を活動
区域内の最適と思われる場所（地域の公民館や集会所、商店等）に掲示することで、「身
近な相談役」であることを周知する。

5月12日～5月18日
公民館・集会所・商店等に掲示
※期間後も可能な限り掲示依頼

6 松前町民生児童委員協議会 社協だより一面を使用し、民生児童委員の活動紹介・創設100周年の紹介 社協だより5月号

社協の福祉フェスタ（11月予定）にて例年行っている民協ブースで啓発活動し、100周年記
念のティッシュを配る予定です。その際毎年の取り組みですが、さんまを焼くブースや来場
者の似顔絵を描くブースを民生児童委員が担当します。

11/19
砥部町中央公民館(社協フェスタ)、

民児協でジャケットを作り、町内のイベントや施設訪問、通学時の児童の見守り時に着用
しPRを行っている。

活動時

8 伊方町民生児童委員協議会

・特老入所者との対話活動
　町内の特別養護老人ホーム（つわぶき荘）を訪問し、身近な地域の相談役として、悩み
の相談相手になり、入所者の心身の健康保持と安定した生活が送れるよう入所者に声か
け目かけを行う。

強化週間中（日時未定）
つわぶき荘

訪問活動の強化

ＰＲカードの活用

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 室戸市民生委員・児童委員協議会
室戸警察署の協力を仰ぎ、市内のパレード、広報車による民生委員の活動内容PR　※午
前中のみ全体パレード、その後、各地域に分かれ、担当地域でのチラシ、名刺カードを配
布しながらのPR活動

5月12日(金)

2 安芸市民生委員・児童委員協議会 リーフレットの配布、記念樹の植樹、市役所に懸垂幕を掲げる等 検討中

民生委員制度90周年の時に埋めたタイムカプセルの掘りおこし 10月を予定

100周年のPRのために村全体を巡回 9月頃までに実施予定

4 芸西村民生委員児童委員協議会 高齢者と子供の見守り活動 5月予定

5
いの町伊野地区
民生委員児童委員協議会

清掃活動
5月11日(木)
国道33号線沿い周辺

6
いの町本川地区
民生委員児童委員協議会

登校中の子どもたち及び地域住民の見守り、国道沿いの清掃活動 5月19日(金)

要援護者一斉訪問活動 5月12日(金)～18日(木)

一斉訪問に伴う定例研修会(独居老人、高齢者世帯等の把握及び事例研修) 5月末を予定

8 三原村民生委員児童委員協議会保育所、小学校、中学校への訪問活動 毎年5月

活動日時／場所　等

5月4日（木・祝）　17：26～
博多どんたくパレード会場（福岡市
博多区呉服町交差点～福岡市中央
区天神福岡市庁舎）

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

民生委員100周年記念行事を行う。
①記念式典
　　・委員全員パレード（篠栗公園か文化会館へ国道（２０８号線）
　　・課題発表（関係者および児童・生徒による福祉活動事例発表）
　　・リレートーク（地域福祉と民生委員について　現状と課題・・・今後の方向性）

5月21日（日）　13：00～15：30
大牟田文化会館ホール

②併行事業
　　・100周年「記念誌」発行
　　・民生委員制度の歴史、活動状況紹介写真展示・ビデオ上映
　　・市庁舎に懸垂幕
　　・市広報、新聞各紙、「ＦＭたんと」により民生委員活動および
　　　100周年事業の広報を行う。

38
愛
媛
県

40
福
岡
県

39
高
知
県

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

北川村民生委員児童委員協議会3

大月町民生委員児童委員協議会7

砥部町民生児童委員協議会7

活動強化週間を中心に
各地区

9 鬼北町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

第56回福岡市民の祭り「博多どんたく港まつり」パレードに、「～民生委員制度創設100周年記念～福岡県・福岡市民生
委員児童委員どんたく隊」（総勢200名）として、福岡市民児協と合同で参加。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

大牟田市1



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

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（金）　10：00頃～
　5月18日（木）
市庁舎正面玄関横

市内中心市街地の商店街を啓発用のベストを着用し、啓発用のぼりを持ちながら
パレードを行う。

5月12日（金）　11：00～12：00頃
六ツ門町六角堂～西鉄久留米駅

啓発用チラシを入れたポケットティッシュを市民に配布する。
5月12日（金）　12：00～12：30頃
西鉄久留米駅東口広場

3 直方市
民生委員児童委員ジャンパー着用で、「春の遠賀川河川敷一斉清掃」に参加し、
ＰＲ活動を行う。

5月27日（土）　9：00～11：00
遠賀川河川敷

飯塚市公式ホームページに民生委員・児童委員のＰＲ記事を掲載する。 4月中旬～6月中旬

飯塚市広報誌「広報いいづか」5月号に民生委員・児童委員のＰＲ記事を掲載す
る。

5月

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

5月12日（金）～18日（木）
市内各所（スーパーや公民館）

100周年記念ポスターを掲示する。
3月～5月
市内公共施設（57カ所）

店舗入り口付近で、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。（100周年ロゴマークあり）

5月中
市内スーパー・ショッピングモール他

100周年に係るスローガン、もしくは民生児童委員活動をＰＲする文言で、懸垂幕
を製作予定。

6月～7月
市庁舎

「制度創設100周年・地域福祉活動と民生委員（案）」の内容で、活動内容ＰＲ記事
の掲載。

5月1日号
市広報「広報やめ」

コミュニティ放送「ＦＭ八女」へ出演し、「制度創設100周年・地域福祉活動と民生委
員（案）」の内容で、活動内容をＰＲする予定。

5月17日（水）
コミュニティ放送「ＦＭ八女」への出演

行政区の総会および行政区長会との懇親会等での民生委員の活動内容の紹介。

5月
各行政区総会時・公民館等
行政区総会等での民生委員による
活動内容のＰＲ

7 筑後市
民生委員・児童委員が担当区域において、民生委員・児童委員活動ＰＲチラシを
配布する。

5月12日(火)～18日(金)
市内全域

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

民生委員制度100周年記念小旗を市庁舎に設置する。
5月8日（月）～31日（水）
市庁舎

民生委員制度100周年記念ポスターを市庁舎および市内公共施設に設置する。
5月8日（月）～31日（水）
市庁舎および市内公共施設

市の広報誌において民生委員制度創設100周年ということで民生委員の特集ペー
ジを１ページ作成し民生委員活動等を紹介する。

5月1日（月）
市広報誌

社協機関紙においてＰＲ文と各校区会長名簿を掲載する。
5月1日（月）
社協機関紙

10 中間市 民生委員・児童委員および主任児童委員に関する周知チラシを全戸配布予定。 5月10日（水）

民生委員ジャンパーを着用してのＰＲカード入りティッシュおよびチラシの配布

5月12日（金）
10：30～11：30、15：30～16：30
（総合保健福祉センターあすてらす
のみ午後は17：00～18：00）の1日2
回
小郡市役所、総合保健福祉センター
あすてらす、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12日（金）～18日（木）
市内全域

12 筑紫野市 民生委員・児童委員の活動の紹介などをＰＲしていく。
5月1日号
市広報誌

40
福
岡
県

久留米市2

飯塚市4

柳川市5

八女市6

大川市8

行橋市9

小郡市11



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

100周年記念を周知する特集記事を掲載し、併せて、民生委員・児童委員の役割
や5月の友愛訪問活動を周知する。

5月1日（月）
市報かすが5月1日号

市役所１階（市民課側）窓口の広告付き番号案内システムにおいて、民生委員制
度創設100周年を周知するため、行政情報を流す（文字情報と画像のみ）。

5月1日（月）～31日（水）

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12日（金）～31日（水）

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
600個配布する。

5月12日（金）　16：00～
西鉄ストアー牛頸店、エフコープ生
協大野城店、マックスバリュ若草店、
南コミュニティセンター、西鉄下大利
駅（西口、東口）、西鉄白木原駅、ＪＲ
大野城駅、イオン㈱下大利店、いせ
やフーズクラブ下大利店

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
400個配布する。

5月12日（金）　16：00～
ジョイント大野城店、マックスバリュ
御笠川店、マルキョウ㈱川久保店、
イオン㈱大野城店、サトー食鮮館山
田店、ダイレックス大野城店

１面で民生委員・児童委員の活動をＰＲ
5月15日号
市タウンプレス

各単位民児協でイベントや事業に参加する際に、ベストを着用してPR 5月

16 太宰府市
市の広報誌にて民生委員の日ＰＲおよび活動の周知を行う。また、隣組回覧にて
自治会への周知も併せて行う。

日時未定
各地

17 福津市
福津市一日民生委員体験活動
戸別訪問活動、グループふれあい活動等

7月21日（金）　9：00～

18 宮若市

民生委員・児童委員の日講演会を実施。併せて来場者に啓発グッズを配布する。
演題「スクールソーシャルワーカーによる環境調整～子ども達が安心して勉強でき
るように～」
講師：宮若市教育委員会スクールソーシャルワーカー　大石　浩美　氏

5月12日（金）　13：00～
マリーホール宮田

19 嘉麻市 市広報誌へのＰＲ記事の掲載 5月

民生委員制度100周年のスローガン（市内民生委員等から募集して決定したもの）
を印刷した懸垂幕を市役所庁舎に掲げる。

日時未定
みやま市役所庁舎

福祉フェスタの時に民生委員・児童委員のＰＲティッシュを配布する。
日時未定
山川市民センター（仮）

広報に民生委員の取り組みを掲載する。 広報

町内イベントにてPRティッシュ配布。 5月27日(土)、12月10日(日)

民生委員のパンフレット(福岡県発行分)を高齢者世帯・障がい者世帯に配布。 随時

活動100周年記念ジャケット作成。 10月頃

民生委員・児童委員100周年ＰＲ用の「のぼり（旗）」を庁舎内入口に設置する。
5月12日（金）～18日（木）
志免町役場

民生委員・児童委員の各担当地区で、見守り活動の強化を行う。
5月12日（金）～18日（木）
志免町内

23 新宮町 広報誌へのＰＲ記事の掲載 5月

町広報誌に民生児童委員に関する記事を掲載
5月
久山町内

久山町HPに民生児童委員に関する記事を掲載
5月
久山町HP上

役場や町内の施設（公民館や集会所等）にポスターを掲示
5月
久山町役場、町内の施設

役場玄関にのぼりの設置
5月
久山町役場

40
福
岡
県

22

久山町24

宗像市15

みやま市

那珂川町21

20

大野城市14

春日市13

志免町



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

町広報誌４月１０日号にて、民生委員ＰＲの特集記事掲載
4月
町広報誌

町庁舎玄関前にスローガンを印刷した懸垂幕を掲示する。
5月から3月
町庁舎

町庁舎玄関ロビーにてＰＲ記事の掲示
5月1日～31日
町庁舎

中学校運動会にてＰＲ行進
5月21日（日）
水巻町内各中学校

駅・スーパーマーケットにて、民・児委員のＰＲグッズを配布する。（啓発パンフレッ
ト・冷蔵庫扉マグネット）

5月15日（月）　10：00～
イオン岡垣・パーデ―岡垣

懸垂幕を町庁舎壁面に掲揚。
5月中旬～6月中旬
町役場

ＪＲ遠賀川駅にて、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（金）　7：00～、16：00～
ＪＲ遠賀川駅

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12日（金）　15：00～
ゆめタウン遠賀店

民生委員制度100周年記念のスローガンを印刷した横断幕を公共施設に設置す
る。

4月中旬～（予定）
遠賀町役場敷地内

広報誌に民生委員・児童委員の活動、民生委員制度100周年のＰＲを掲載。
5月10日（水）
遠賀町広報誌

民生委員・児童委員がジャンパーを着用し、あいさつ運動。
5月
町内小中学校通学路

町広報誌へのPR記事等の掲載。 5月

全民児連より送付されてきた「100周年記念PRパンフレット」「民生委員・児童委員
活動PRポスター」を掲示。

5月
町内の公共施設

29 小竹町
背中と胸に「小竹町民生委員児童委員協議会」とプリントされたジャンバーを全員
が着用し、ＰＲカード入りのティッシュを配布。

5月15日（月）
トライアル小竹店前

30 東峰村
３施設の園児保護者および児童に対し民生委員・児童委員活動ＰＲ物品（活動内
容を記したフリクションペン）を配布をする。

5月10日（水）
小石原保育園、美星保育所、東峰学
園

31 香春町 民生委員・児童委員の日の周知および啓発記事を掲載。 町広報誌「広報かわら」5月号

32 糸田町
民生委員・児童委員のスローガンを印刷した「のぼり」を町内の公共施設に設置す
る。

5月12日（金）～18日（木）
町内公共施設

33 川崎町
民生委員・児童委員のリーフレット、川崎町民協で作成した民生委員・児童委員と
印字したボールペンを街頭で配布する予定。

5月12日（金）～18日（木）の期間の
いずれか１日
川崎町内

34 大任町 民生委員・児童委員活動紹介 広報「おおとう」5月号

35 赤村 児童・生徒の登校時間に小中学校の校門前にのぼり旗を持って、あいさつ運動。
5月12日(金)～18日(木)
　7：40～8：15頃
各小中学校

36 苅田町 一人暮らし高齢者宅を訪問して、ＰＲカードを配布。
5月12日（金）
一人暮らし高齢者宅

37 みやこ町
平成29年度みやこ町民生委員児童委員協議会・研修会
総会後、町緊急通報システムについての研修会

5月12日（金）　9：30～
みやこ町コミュニティセンター
「いこいの里」

38 築上町
道の駅、スーパー、農協で、民生委員児童委員協議会ののぼり旗を掲げ、ＰＲ
ティッシュを配布する。また、その様子を町の広報誌で紹介する。

5月12日（金）　13：30～
築上町物産館メタセの杜、ルミエー
ル、ＪＡ福岡京築椎田支店

40
福
岡
県

水巻町25

岡垣町26

遠賀町27

芦屋町28



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

活動日時／場所　等

5月26日（金）
佐賀市内調整中

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
北川副地区
民生委員児童委員協議会

自治会・校区社協等と合同で、研修会を行い、民生委員児童委員の活動について
理解を深める

5月12日（金）
北川副公民館

2
巨勢・兵庫・大和・東与賀　各地
区民生委員児童委員協議会

大型商業施設等でティッシュ等を配布し、ＰＲ活動を行う
5月12日（金）前後
各大型商業施設等

公民館等にのぼり旗を立て、ＰＲ活動を行う
日時未定
本庄公民館

チラシをもって全世帯を訪問する
5月頃
地区内

本庄民児協広報誌『絆』の発行（全世帯配布）
5月頃
地区内

100周年を記念した懸垂幕の掲示（１幕）
5月1日（月）～31日（水）
唐津市役所本庁・

100周年を記念したのぼり旗の掲示（各地区２本×２０地区）
5月1日（月）～31日（水）
各地区公民館

4月発行の『市報とす5月号』で民生委員児童委員の紹介記事を掲載

市役所に「民生委員・児童委員の日」の懸垂幕の掲示

ケーブルテレビの「テレビ広報とす」に鳥栖市民生委員児童委員連絡協議会会長
が出演し、民生委員活動を紹介

6
鳥栖地区
民生委員児童委員協議会

独居高齢者との茶話会を開催する 5月12日（金）～18日（木）

7
鳥栖北地区
民生委員児童委員協議会

自宅で介護を行っている世帯への訪問活動を実施する 5月12日（金）～18日（木）

ＰＲカードの配布

高齢者の全世帯を訪問し、現状把握を行う

緊急連絡網の再調査、整備を行う

緊急連絡網の再調査、整備を行う

公民館等に民生委員・児童委員の相談ﾌﾞｰｽを設置し、相談等に応じる

高齢者宅への訪問活動を実施する

地区のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ従事者との食事会を開催する

5月の市報に掲載（民生委員児童委員活動内容）

5月に100周年ＰＲリーフレットを全戸配布する

多久ケーブルテレビ放映（民生委員児童委員活動内容および100周年）

市報5月号に「民生委員・児童委員の活動について」のお知らせを掲載予定 市報掲載5月1日（月）

各町民生委員・児童委員協議会にのぼり旗を掲出 5月12日（金）～18日（木）

・鹿島市民生児童委員連絡協議会研修会
　市内全民生委員がつどい、100周年にちなんだ内容で講演をしてもらい、民生委
員としての心構えなどを研究する

5月30日（火）
鹿島市生涯学習センターエイブル

のぼり旗の設置　強化週間用ののぼり旗を立てＰＲを行う
5月12日（金）～18日（木）
市内一円

市報掲載　100周年記念も併せて、民生委員の活動ＰＲを行う 市報掲載（市報5月号記事掲載）

41
佐
賀
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

 知事の一日民生委員（佐賀県民生委員児童委員協議会）
　　・委嘱状交付式
　　・一人暮らし高齢者世帯への見守り訪問（佐賀市内）
　　・民生委員・児童委員との懇談

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

若葉地区
民生委員児童委員協議会

9 5月12日（金）～18日（木）

本庄地区
民生委員児童委員協議会

3

唐津市
民生・児童委員連絡協議会

4

鳥栖市
民生委員児童委員連絡協議会

5

5月12日（金）～18日（木）
田代地区
民生委員児童委員協議会

8

基里地区
民生委員児童委員協議会

5月12日（金）～18日（木）10

多久市
民生委員児童委員連絡協議会

5月3日（水）～9日（火）11

武雄市
民生委員児童委員連絡協議会

12

鹿島市
民生児童委員連絡協議会

13



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

町内2地区に分かれて美化活動の実施（小雨決行、雨天中止） 5月12日（金）

新たに嬉野市民生児童委員の腕章の作成 5月12日（金）

嬉野市役所嬉野庁舎周辺に、民児協活動についての啓発用幟旗を設置する 5月12日（金）～18日（木）

塩田津周辺美化活動の実施（小雨決行、雨天中止） 5月12日（金）

嬉野市役所塩田町庁舎周辺に、民児協活動についての啓発用幟旗を設置する 5月10日（水）～18日（木）

16
大町町
民生委員児童委員協議会

町長との意見交換会（民児協役員8名出席予定）
5月16日（火）　17：00～
町長室

100周年記念リーフレットの全戸配布 5月配布

100周年を記念した横断幕の掲示 5月以降の予定

・こどもまつりinみやき
　上記イベントについて、民児協も協力団体として参加、協力し、地域住民や子ど
もたちとの交流を深める。また、その際「みやき町民児協ポロシャツ」等を着用し民
生委員・児童委員のＰＲを行う。

5月14日（日）
みやき町コミュニティーセンター
「コスモス館」

・町内各小学校の下校時サポート
　①児童と一緒に下校し、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

5月8日（月）～17日（水）
町内4小学校の通学路

みやき町民児協ポロシャツ、または、ベストを着用し、民生委員・児童委員のＰＲ
　　・2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する
　　・みやき町民児協ポロシャツを着用し、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

19
有田町
民生委員児童委員協議会

ＰＲカードの全世帯ポスティング 5月12日（金）～18日（木）

町内公共施設数カ所で、のぼり旗の設置を行う
5月11日（木）～19日（金）
役場、総合センター、福富ゆうあい
館、町社協

懸垂幕の設置
5月1日（月）～19日（金）
役場庁舎（東壁）

町広報誌5月号へ民生委員・児童委員の平成28年度活動内容の紹介を特集とし
て掲載する

5月中旬

ケーブルテレビで広報誌5月号特集の紹介と4月全体会の様子を放映する 5月13日（土）～19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 長崎市民児協
長崎市の広報誌「広報ながさき」5月号に記事を掲載し広報活動を行う。
　＜掲載内容＞　・民生委員制度創設100周年について
　　　　　　　　　　　・民生委員･児童委員の活動について

5月上旬
長崎市民向け

2 長崎市東長崎地区民児協

・民生委員制度創設100周年パンフレットと民生委員･児童委員PRカードに「東長
崎地区民児協」のスタンプを押して、ポケットティッシュ1個を付けたものを1セットと
して事前に準備（680セット）し、人が多く集まる大型商店の入口付近の広場で来店
客の方々に配布し宣伝する。
・「民生委員・児童委員」と印したオレンジベストを委員全員着用にて広報活動を行
う。

5月6日（土）
イオン東長崎店、エレナ東長崎店、
まるたか東長崎店

3 長崎市福田地区民児協
「地域で高齢者を支えましょう」を目標に、認知症サポート養成講座を開設する。そ
のため、地区内の各自治会掲示板に開催内容のポスターを掲示し、地域住民に
周知し、参加呼びかけを行う。

5月13日（土）　10：00～12：00
福田地区公民館

民生委員制度創設100周年にあたり、民生委員・児童委員の活動を広く市民に理
解してもらうために啓発パレードを実施（佐世保市および佐世保市社協と合同）。
その際に100周年記念横断幕、啓発用ポケットティッシュ、チラシを市民へ配布す
る。

5月14日（日）　13：30～
佐世保三ケ町・四ケ町アーケード内

民生委員制度創設100周年を節目として、本年より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
を広く市民に周知し理解を深める。

5月1日から1ヶ月間
佐世保市役所庁舎に掲示

市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等
　　民生委員制度創設100周年記念として、民生委員・児童委員活動の啓発およ
び地域福祉のさらなる充実に向けた気運の醸成を図ることを目的に基本計画を策
定しており、その基本計画のもと事業を実施および推進していく。

市内の全世帯に各町内会・自治会を通して民生委員制度創設100周年のPRチラ
シを回覧し周知を図る。

5月初旬
各自治会

各地域ごとに「子ども民生委員」を選出し、ひとり暮らし高齢者宅への見守り訪問
を体験させる。

5月14日頃
各地域

42
長
崎
県

佐
賀
県

41

嬉野市嬉野町民児協14

嬉野市塩田町民児協15

上峰町民生児童委員協議会

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

佐世保市民児連4

島原市民児連5

17

みやき町
民生委員児童委員協議会

18

白石町民生児童委員協議会20



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

島原市第五小学校6年生（54名）と安中地区民児協（17名）で、グラウンドゴルフ大
会を通して児童の健全育成を図る。

5月13日（土）　8:30～
島原第五小学校運動場

大会終了後、自分の町内の民生委員と共にひとり暮らし高齢者宅を訪問して交流
を深め、社会福祉の大切さを体験させる（子ども民生委員活動）。

5月13日（土）　11：00～
安中地区の各家庭

7 大村市民児連
民生委員制度創設100周年記念大会のポスター・チラシを作成し、広く市民へ周知
し参加を呼びかけている。

5月12日（金）
大村コミュニティセンター
さくらホール

8 西海市崎戸地区民児協

5月12日の民生委員・児童委員の日に合わせて、西海市役所崎戸総合支所の協
力を得て、崎戸町内を車両でパレードし、主要箇所で民生委員・児童委員の活動
内容等の説明を行っている。（人員）民生委員・児童委員13名、社協職員、西海市
役所崎戸総合支所職員

5月12日（金）　11：00～12：00
崎戸町内

学校訪問 各小中学校

登下校時の声かけ運動 市内（各地区）通学路

あいさつ運動 市内各地区

担当区域内を防犯パトロール
活動強化週間中　16：00～18：00
担当区域内

独居老人見守りネットワーク対象者重点パトロール
活動強化週間中
担当区域内

活動日時／場所　等

5月22日（月）　13：00～
熊本県庁長国寺（熊本市内）

民生委員・児童委員パレードで使用
予定（時期未定）

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
宇土市
民生委員児童委員協議会

広報誌に民生委員・児童委員の日について記事掲載（活動内容の紹介と総合案
内）および民生委員・児童委員の氏名を掲載します。

広報5月号

2
上天草市大矢野町
民生委員児童委員協議会

5月12日民生委員の日に併せ、住民にもっと民生委員の活動を周知することおよ
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する。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月17日（水）　9：30～10：15
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）

児童福祉部会では、毎年町内の保育園、小学校、中学校を交互に訪問し学校の
概要説明を受けるとともに、授業を参観し、改めてお互いの役割を理解したうえで
情報を交換し、協働のあり方について確認しています。29年度は町内の2保育園
を訪問予定です。

10月　愛光園
11月　松島保育園

高齢者福祉部会では、毎年町内の高齢者施設を訪問し施設の概要、見学を行
い、改めてお互いの役割を理解したうえで情報を交換し協働のあり方について確
認しています。29年度は町内の老人保健施設を訪問予定です。また、当民児協で
はボランティアグループ名を「なの花会」として施設の慰問を行っています。

8月
松朗園（高齢者福祉部会）
6月
ひかりの園グループホーム慰問
（なの花会）
9月
ファミリー倶楽部慰問（なの花会）

障がい者福祉部会では、毎年町内の障がい者施設を訪問し施設の概要、見学を
行い、改めてお互いの役割えお理解したうえで情報を交換し、協働のあり方につ
いて確認しています。29年度は町内の老人施設を訪問予定です。

７月　きずなの里

龍ヶ岳小・中学校を訪問し、学校における教育の方針や諸問題についての話し合
いと、授業の見学および給食を児童・生徒と一緒にいただく。

9月頃
龍ヶ岳小・中学校

龍ヶ岳小4年生(10歳)を対象に「つなし」の祝いとして、男雛と女雛の折り紙とメッ
セージを書き込んだ額縁をプレゼントする。

1月下旬
龍ヶ岳小学校

龍ヶ岳町民児協はボランティアサークル名を「椿会」と称し、上天草市ボラ連に所
属しており、道路ゴミ拾いや、公園等の除草などを実施する。11月のボランティア
月間にあわせ、上天草総合病院駐車場の除草および清掃を行う。

11月上旬

42
長
崎
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

県内の取り組みについて、県行政へ情報提供を行い、活動を周知する。

島原市安中地区民児協6

南島原市内各単位民児協9

東彼杵町民児協10

43
熊
本
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

熊本県知事表敬訪問および民生委員の父・林市藏氏の墓参り

100周年PR横断幕（2枚）とポスター350枚およびチラシ60,000枚作成

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

上天草市松島町
民生委員児童委員協議会

3

上天草市龍ヶ岳町
民生委員児童委員協議会

4



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

姫戸岳小・中学校を訪問し、学校における教育の方針や諸問題についての話し合
いと、授業の見学および給食を児童・生徒と一緒にいただく。

6月頃(または9月)
今年度は姫戸小

民生委員よるボランティアグループ「銀杏会」を結成しており、上天草市ボラ連に
所属しており、11月のボランティア月間にあわせ、道路ゴミ拾いや、公園等の除草
または老人福祉センターの清掃などを行う。

11月上旬

10月第4週土曜日に、高齢者向け運動会「さわやか秋祭り」を社協と共催してい
る。各地域の対抗戦になっているので「民生委員」として各地域の応援も兼ねて各
プログラムの準備等も行う。

10月下旬

6
合志市西部
民生委員児童委員協議会

・下校時見守り活動
　各小学校の下校時間にあわせ、各小学校の通学路の危険箇所等にて、揃いの
ジャンバーを着用、またのぼり旗を持って交通安全見守り活動を実施する

5月12日
各小学校通学路

7
合志市西部
民生委員児童委員協議会

・ＰＲカード配布
　新任委員を中心に、要支援者のみならず地域（区）住民の方へ、民生児童委員
周知のためＰＲカードを配布する。

5月中
各区

8
合志市東部
民生委員児童委員協議会

・PRポスター掲示・回覧
　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する、ま
た地域によってはチラシを区の回覧でＰＲし、民生児童委員の存在を地域住民の
方々に周知する。

5月中
各区

9
天草市本渡北
民生委員児童委員協議会

訪問活動を行うにあたり、不測の事態に備え、ＡＥＤの取り扱い、心肺蘇生法の仕
方、認知症の方の気持ちを知る学習を行う。

5月11日（木）　14：30～
天草市社会福祉協議会
本渡支所会議室

10
天草市本渡西
民生委員児童委員協議会

　担当地区内小学校（楠浦小学校）が子ども民生委員活動の共働、助言、支援で
民生委員・児童委員と子ども民生委員の情報交換と意識の向上を図る。

学校と日程調整中

11
天草市有明
民生委員児童委員協議会

地域による子どもの見守り活動の強化を目的に、管内小学校の3校を訪問し、教
職員との意見交換会を実施（担当地区内の小学校を訪問）

5月12日（金）
13：30～大楠小学校
13：30～島子小学校
15：30～浦和小学校

福祉台帳の更新に伴って、町内の全戸訪問を実施します。
5月8日（月）～6月30日（金）
御所浦町全域

地域福祉ネットワーク台帳の更新に伴って、町内全戸訪問を実施します。
10月1日（日）～31日（火）
御所浦町全域

『こんにちは赤ちゃん事業』の実施に伴い乳児のいる家庭を主任児童委員と担当
地区の民生委員が訪問します。

随時実施　御所浦町全域

13
天草市倉岳
民生委員児童委員協議会

一人暮らし高齢者宅へゴキブリ団子を配布し、安否確認を行う。 5月17日（水）

14
大津町
民生委員児童委員協議会

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の訪問調査を実施しま
す。合わせて、ボランティアサービスの紹介を行います。また、子どもたちや高齢
者の見守り活動を継続していきます。

5月1日～31日
町内全域

15
菊陽町
民生委員児童委員協議会

5月中を「友愛訪問」月間とし、各民生委員が担当区域にお住いの65歳以上の一
人暮らし高齢者と高齢者夫婦のみの世帯を訪問する。

5月中
各当該世帯宅

16
産山村
民生委員児童委員協議会

県道周辺の空き缶・ゴミ拾いの清掃活動
5月中旬（予定）
県道周辺

17
小国町
民生委員児童委員協議会

小国町の各世帯に命のバトンを配付しています。このバトンの中に救急情報シー
トを入れていますが、緊急連絡先等の変更があると思われますので、確認作業を
行います。特に1人暮らし世帯を中心に訪問します。

5月12日から１週間を予定。
小国町全域

民生委員制度創設100周年および身近な相談役としての民生委員児童委員制度
について、改めて町民へ周知を図る。

5月中旬
広報誌にて

熊本地震を経験した民児協として、緊急時における救命知識の習得のため、消防
署員による救急救命講習を受講する。

5月上旬
御船町役場または上益城消防署

19
嘉島町
民生委員児童委員協議会

現在、震災に伴う生活支援シートの作成に伴い訪問調査を3月～6月末までの機
関で実施しています。

20
益城町
民生委員児童委員協議会

益城町社協と協働で益城町内にお住まいのひとり暮らし高齢者の方を対象に、
「ふれあい交流会」を開催します。自宅に閉じこもりがちなひとり暮らしの方に外出
の機会を設け、楽しい時間を過ごしていただき、参加者同士の交流の図ることを
目的としており、会のなかで民生委員・児童委員の活動をＰＲする時間を設けてい
ます。

（予定）
6月7日（水）、6月14日（水）、
6月16日（金）
阿蘇熊本空港ホテルエミナース

21
山都町
民生委員児童委員協議会

民生委員・児童委員のＰＲカードを持参し、町内全都を訪問し配付いたします。 5月12日～18日を中心とした5月中

43
熊
本
県

上天草市姫戸町
民生委員児童委員協議会

5

天草市御所浦
民生委員児童委員協議会

12

御船町
民生委員児童委員協議会

18



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

校区小学校の児童の登校時における安全見守り・あいさつ運動
5月8日～18日
通学路、校門前

ひとり暮らし・二人暮らしの高齢者の方で見守りが必要な方の訪問、支援のニー
ズ調査

4月～6月まで
担当地区

23
氷川町
民生委員児童委員協議会

5月12日から6月初めにかけて「ご存知ですか？あなたの地区の民生委員・児童委
員」というＡ4両面刷りのチラシを受け持ち地区の全戸に配布し、活動内容等の周
知に取り組む。

5月12日～6月初め
担当地区

24
湯前町
民生委員児童委員協議会

小学校周辺の通学路6か所であいさつ運動と交通指導を兼ねて実施している。民
生委員のジャンパーを着用し、委員それぞれ活動強化週間内に2日間実施するよ
うにしている。

5月12日～18日の中で各委員２日
間。7：00から30分程度
通学路の交差点6か所

25
苓北町
民生委員児童委員協議会

町内小学校区（4区）であいさつ運動

日時未定
町内小学校区（４区）
・坂瀬川小学校
・志岐小学校
・富岡小学校
・都呂々小学校

26
荒尾市
民生委員児童委員協議会

100周年に伴い、民児協をＰＲのするポケットティッシュと100周年講演会チラシ
5000枚を配付

5月16日　10：30～11：30
荒尾シティモール入口

27
芦北町
民生委員児童委員協議会

芦北町役場からファーマーズマーケットでこぽんまでパレードを実施。そのあと、で
こぽん前でチラシとポケットティッシュの配布による民生委員・児童委員の活動を
PR。

5月10日　10：30～12：00
芦北町役場～ファーマーズマーケッ
トでこぽん

活動日時／場所　等

4月下旬～5月にかけて
県内各市町村の中心部や個別訪問
にて

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
民生委員児童委員協議会

大分市内の民生委員・児童委員約800名が参加しての記念集会を開催予定。集
会では、市内の小学生児童4名とたかもも（高崎山キャラクター）を一日民生委員・
児童委員に委嘱し、大会宣言を採択。その後、横断幕を先頭に各単位民児協が
スローガンを書いたプラカードを掲げ市内中心部をパレード。また、同時に市内中
心部で風船やチラシの配布、市の広報車によるPR活動を行う。

5月15日（月）
　9：50～記念集会（大手公園）
　10：20～市内パレード
　　（大手公園～大分駅府内中央口）

2
別府市
民生委員児童委員協議会

別府市長を一日民生委員に委嘱し、一人暮らし高齢者宅を友愛訪問し、その後に
ＪＲ別府駅東口にて別府市宣伝部長「べっぴょん」と一緒に民生委員・児童委員の
ＰＲ活動のための啓発活動を行う。

友愛訪問対象西地区およびＪＲ別府
駅東口

民生委員による心配ごと相談会の開催。 5月10日（水）　9：00～

民生委員・児童委員による独居高齢者（世帯）宅訪問活動
5月12日（金）
町内全域

4
臼杵市下北・上北地区
民生委員児童委員協議会

小学校の授業参観への参加や、学校との意見交換会の開催。
5月16日（火）
下北小学校
上北小学校

5
津久見市
民生委員児童委員協議会

社会福祉法人豊友会の主催する「うばめ園祭」の会場にて、「民生委員・児童委員
の日 活動強化週間」の横断幕を掲げ、来場者にパンフレットとポケットティッシュを
配布してＰＲを行う。活動の様子は、津久見市社会福祉協議会のホームページお
よびフェイスブックにて紹介する予定。（URL   http://tsukumi-shakyo.jp/）

5月21日（日）　11：00～
つくみん公園

救急あんしんポット、災害要援護者台帳登録者の一斉確認を行う。
　①緊急あんしんポット配布者の名簿をもとに配布シート記載内容の確認

5月～7月

　②災害要援護者台帳登録者名簿の整備 5月～8月

7
杵築市
民生委員児童委員協議会

主任児童委員で学校訪問を行う。 5月12日（金）～18日（木）

8
豊後大野市犬飼地区
民生児童委員協議会

小・中学生を対象に「あいさつ運動」「交通安全運動」の実施
5月9日（火）
地区内の小・中学校校門前、通学路

町の広報車で挾間町内をまわり、広報活動を行う。

ニーズ調査を基にして民生委員・児童委員のＰＲカードを持参し担当地区を訪問
する。

10
由布市庄内町
民生委員児童委員協議会

老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会連合会、それぞれの庄内支部との懇
談会を行う。

5月下旬

11 玖珠町民生児童委員協議会 町内パレードと民生委員活動周知のためのリーフレット配布。
5月23日（火）
玖珠町メルサルンホールから玖珠町
役場を経由、トキハまで行進予定

43
熊
本
県

44
大
分
県

長洲町
民生委員児童委員協議会

22

■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

県民児協において、民生委員・児童委員の役割や活動内容を紹介したパンフレットとポケットティッシュを作成し、5月12日
の｢民生委員・児童委員の日｣を中心に各地域で戸別訪問や街頭配布などにより、民生委員・児童委員活動のPRを行う。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

中津市山国町民児協3

竹田市
民生委員児童委員協議会

6

由布市挾間町
民生委員児童委員協議会

5月12日（金）～18日（木）9



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

12
姫島村
民生委員児童委員協議会

4月15日（土）　11：00頃
老人憩の家「白寿苑」

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 宮崎市民児協
「民生委員制度創設100周年記念パレード」を開催。また、パレードの後、のぼり
旗、横断幕を掲げながら、市内デパート前においてＰＲパンフ、ポケットティッシュ、
ボールペンを配布し、市民に向けた広報活動を実施。

5月14日（日）　13：00～14：30
パレード：
　栄町街区公園から高千穂通り
ＰＲ活動：
　宮崎市中心市街地
　（山形屋・ボンベルタ橘前）

リーフレットを作り各戸配布する。

地域交流事業等のリーフレットを作り配布する。

のぼりを各公民館に立てる。

3 都城市高崎地区民児協 のぼりを立てる。
5月12日～18日
高崎全域

・施設入居者訪問
　　・4名ずつ　2つのグループに分かれて、6施設「6名｣を訪問する。
　　・懐かしい昔話や、今の故郷の話をして、和やかに過ごす。
　　・自宅のある周辺や、海・山の景色を写真に撮り、額に入れて、手土産にする。

5月16日(火)
日南市内6施設

・100周年シンボルマーク入りのリーフレット配布
　高齢者世帯へＰＲ

5月12日から１週間
活動強化週間期間中

5 須木地区民児協 味噌づくりを行い、それを持って一人暮らし高齢者宅を訪問し、安否確認を行う。 未定

6

串間市単位民児協（６地区）
福島地区・北方地区・大束地
区・本城地区・都井地区　・市木
地区

串間市民生委員児童委員協議会で計画している串間市民秋祭りパレード参加に
ついて各地区民児協も委員の理解と協力をもってPR活動に取り組んでいく方針で
ある。

11月3日
串間市内

市庁舎へ懸垂幕、各地区支所へ看板の設置 5月1日（月）～ （１年間予定）

街頭啓発活動
5月12日（金）　16：30 ～
Aコープ西都店

・子どもの通学時見守り活動を実施
　　・小中学生の通学路の危険か所に民児協ジャケットを着用し、民児協名入り
　　　横断旗（指導用）を持って、子どもの安全指導を行う
　　・自動車運転者や通行人等へ民児協活動のＰＲも兼ねる

各地区単位で期日を設定
　飯野地区：期間中
　加久藤地区：5月17日
　真幸地区：期間中

・ひとり暮らし高齢者宅訪問活動
　担当地区内の気になる高齢者や障害者宅を通常訪問とは別に、丁寧に訪問し
ふれあいと相談に応じる

期間中
上江地区

要配慮者や地域で気になってい方の訪問活動（ＰＲカードを活用）
5月9日～15日
各担当地区

清掃活動を兼ねたＰＲ活動
5月9日～5月15日の期間中で1日
町内の公園

10
門川町
民生委員児童委員協議会

町内2校の中学校で、登校時に学校周辺に旗を持って立ち、朝のあいさつ運動を
兼ねてＰＲ活動を実施する。

これから学校と日程が重ならないよ
うに調整。(5月～6月中)
　門川中学校　　　7：10～8：00
　西門川中学校 　7：10～7：50

11 五ヶ瀬町民児協
民生委員・児童委員のPRカードを持参し、区域内の高齢者宅に訪問を実施しま
す。

5月15日～19日

宮
崎
県

44
大
分
県

45

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定

県民児協にて民生委員・児童委員の役割や活動内容を紹介したパンフレットとポケットティッシュを作成し、各市町村民児協へ配布を行う。
（チラシ1人につき10枚、ポケットティッシュ1人につき10個）

■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）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。

民生委員・児童委員の日（5月12日）に合わせ、物故民生委員児童委員合同追悼式を開催。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

活動強化週間実施要領やＰＲカードを配布し、各民児協へ取組の呼びかけを実施。

活動強化週間の取組予定調査を実施。

5月12日～18日の活動強化週間

5月12日～18日
山之口全域

都城市山之口地区民児協2

鵜戸地区民児協4

7

えびの市民児協8

三股町
民生委員児童委員協議会

9

西都市民児協



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

12
西米良村
民生委員児童委員協議会

・ふれあい昼食会
　村内特別養護老人ホームを訪問し、民生委員児童委員と施設入所者との交流
を深め、今後の民生委員児童委員活動に活かすことを目的とし、交流会および昼
食会を行う。

5月開催予定

活動日時／場所　等

５月１２日を中心とした約１か月間
鹿児島県社会福祉センター周辺

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 鹿児島市民生委員児童委員協議会
民生委員・児童委員のＰＲ用リーフレット等やポケットティッシュを配布しながら担当区域の
家庭訪問を行ったり、繁華街での広報活動を行います。

5月12日（金）を中心とした活動強化
週間内
鹿児島市内各所

2 阿久根市民生委員児童委員協議会
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います。

5月12日（金）
阿久根市内各所

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
大宜味村
民生委員児童委員協議会

幼稚園児の絵画を村役場に掲示した後、民生委員・児童委員、福祉課、社協で村
内をパレードし、2箇所の保育所園児との交流を行う。

4月28日（金）
村内

那覇市広報啓発セレモニー、市長への一日民生委員委嘱等。
5月12日（金）
県民広場（セレモニー等）

那覇市役所正面壁面への懸垂幕の掲揚。那覇市役所ロビーにて、各単位民児協
活動広報パネル展示会の開催。

強化週間中
那覇市役所

3
石垣市
民生委員児童委員協議会

地元新聞各紙面にて民生委員活動についてエッセイを投稿。（民生委員がリレー
で投稿）

5月12日～

活動日時／場所　等

5月1日～14日
地下鉄駅24カ所

5月12日～18日
市役所ロビー

5月

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

札幌市の区社協（10区） 広報誌で民生委員・児童委員の特集、100周年PR等 5月

活動日時／場所　等

5月1日発行

4月～6月の間に
区毎、市域で計5回

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

市内単位民児協 ポスター掲示・チラシ配布 それぞれの地区

45
宮
崎
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

県民児協で制度創設100周年ののぼり旗を作成し、県内の各単位民児協に２本ずつ配布する予定です。

47
沖
縄
県

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

那覇市
民生委員児童委員連合会

2

46

鹿
児
島
県

■県・市民児協として実施するPR活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

民生委員・児童委員をPRするノボリを立てる

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

49
仙
台
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

仙台市政だよりに特集記事掲載（A４　見開き2ページ）

パネル展示（区役所ロビーや民間会館）

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

48
札
幌
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

札幌市地下鉄駅掲示板『札幌市からのお知らせ』で100周年ポスターの掲示

札幌市社会福祉協議会の広報誌『やさしい街5月号』で民生委員・児童委員の特集、100周年PR等

■ 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

子育てサロンや地域のイベントで若い世代へPRするための100周年PR風船を作成し、単位民児協へ配布した。

札幌市民生委員児童委員協議会　活動パネル展



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

活動日時／場所　等

活動日時／場所　等

活動日時／場所　等

5月9日（火）～18日（木）
横浜市役所1階展示スペース

5月中
横浜市社協8階掲示板

5月9日～17日
地下鉄ブルーライン各駅、グリーンラ
イン車両内

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
磯子区・旭区・鶴見区・中区・港
北区・南区・戸塚区・神奈川区・
港南区

民生委員制度創設100周年記念パネル展
5月中
各区役所展示スペース

2 鶴見区 三ッ池公園フェスティバルにおける啓発用ティッシュの配付
5月20日（土）
三ッ池公園

3 中区・旭区 区発行広報紙5月号に、民生委員・児童委員の活動紹介記事を掲載
5月号
区内全戸配布

4 旭区
民生委員制度創設100周年記念講演会
（スライドショー、講演会、コンサート）

5月12日（金）　午後
旭公会堂

5 神奈川区 民生委員制度創設100周年記念・区制90周年記念　映画上映会
5月26日（金）　午後
神奈川公会堂

6 戸塚区
エフエム戸塚　区役所インフォメーション内にて『民生委員制度は100周年』として、
活動内容等紹介。1日5回放送。

5月1日～15日
エフエム戸塚

地区の民生委員児童委員、主任児童委員の紹介チラシを作成し、地区内全戸配
布。

100周年広報グッズのポスター（Ａ4）を地区内で回覧および掲出を行う。

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 宮前区民生委員児童委員協議会
区役所市民ホールにて、各地区民児協の民生委員児童委員の活動紹介DVDの放映及び
相談コーナーの開設。また、パネルの展示や啓発物（リーフレットやボールペン）を配布す
ることによりPR活動を行う。

5月9日～12日　10：00～15：00
宮前区役所2階　市民ホール

2 川崎区民生委員児童委員協議会
川崎駅東西自由通路にて、チラシ、ウェットティッシュをセットし配布する。配布時は民児協
のベストを着用し、のぼり旗を立て民生委員児童委員の広報を行う。

5月12日　午後
川崎駅東西自由通路

3 幸区民生委員児童委員協議会
区役所の展示コーナーにて活動パネル展、ポスターなどを掲示しPR活動を行う。また、掲
示物の前にチラシやリーフレットを置き、自由に持ち帰れるにする。

5月1日～15日
幸区役所１階展示コーナー

4 高津区民生委員児童委員協議会
高津区役所エントラスにおいて、リーフレットを配布することにより、広報活動を行
う。

5月9日（火）　10：00～11：00
高津区役所エントラス

51
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

活動強化週間用ポスターを作成し市内の全単位民児協へおよび市内の小中学校へ配付

活動週間用リーフレットを作成（10,000部）し市内全民生委員へ配付し啓発活動を実施

主に5月12日～18日の強化週間に
実施するが、リーフレットは増刷をし
年間を通して啓発活動をしている。

50

さ
い
た
ま
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

活動強化週間における全市的な取り組みは予定しておらず、秋頃の活動PRに向けて検討を行っているところです。
また、全国大会の様子の放映などを検討している、民生委員大会を平成３０年１月に予定しているところです。

52
横
浜
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

横浜市役所展示スペースにおける民生委員PRパネル展

横浜市営地下鉄各駅、車両ドアにポスター掲示

■ 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

100周年記念事業として広報啓発を目的とした講演会やチラシ作成などを行う場合は、申請により、1区3万円を上限に補助金を交付

横浜市社協内掲示板でのPRポスター展示

5月中泉区いちょう団地地区民児協7

53
川
崎
市

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

活動日時／場所　等

5月1日～31日
市役所本庁舎等

5月12日～18日
あじさい会館1階ロビー

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

活動写真の展示

100周年記念チラシの配布およびポスターの掲示

活動日時／場所　等

5月8日（月）～18日（木）
新潟市役所

5月1日（月）～18日（木）
新潟市役所

5月7日（日）予定

5月6日（土）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

連合会の共通ジャンパー（背中に「新潟市民生委員児童委員」とロゴ入り）を着て
の、地域内活動。
　・あいさつ運動
　・交通安全指導等、単位民児協により異なる。

5月～6月
単位民児協で異なる

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

民生委員活動啓発用懸垂幕掲示
5月10日（水）～16日（火）
静岡市葵区役所外壁

民生委員活動啓発用資材を通行中の市民に配布
5月12日（金）　11：30～
静岡市葵区呉服町通り商店街

民生委員活動啓発用懸垂幕掲示
5月1日（月）～31日（水）
静岡市駿河区役所外壁

民生委員活動啓発用のパネル展示・チラシ設置
4月下旬～6月中
駿河区内生涯学習センター ロビー

民生委員活動啓発用資材を通行中の市民に配布
5月12日(金)　11：00～
イトーヨーカドー静岡店、アピタ静岡
店

54

相
模
原
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

・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

■ 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

職員による人的支援

あじさい会館（福祉会館）１階ロビーにてPRコーナーを設置し、市内２２地区民児協の活動写真の展示と100周年記念ポ
スターの掲示等を実施

5月17日
光が丘公民館

光が丘地区民児協

市内22地区の活動写真を作成して貸出

市民児協で作成したリーフレットの配布

市民児協で作成したジャンパーのぼり旗の貸出

B2サイズの活動紹介パネルを作成して貸出

55
新
潟
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

新潟市役所本館正面に 懸垂幕を設置

ＴｅＮＹいきいき新潟にて、民生委員制度創設100周年・児童委員制度創設70周について放送

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

新潟市役所本館１階に民生委員の100周年と新潟市の歩み。民生委員の活動の紹介をパネル展示

市報にいがたにて民生委員・児童委員の紹介記事を掲載

■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

・民生委員・児童委員の啓発用メモ帳を毎年作成。
　静岡市民児協常任理事会にて、5月１２日に全区一斉に「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《100周年マーク入り》および民生委員ＰＲカードをビニール袋に入れたも
の)の準備を行う

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

静岡市葵区民児協1

静岡市駿河区民児協2

56
静
岡
市



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

民生委員活動啓発用懸垂幕掲示
5月12日(金)～18日(木)
静岡市清水区役所外壁

民生委員活動啓発用資材を通行中の市民に配布

5月12日(金)　11：00～14：00
清水エスパルスドリームプラザ、ザ・
ビック蒲原店、タイヨー由比蒲原店、
ベイドリーム清水、イオン清水店、フ
レスポ静岡

民生委員活動啓発用パネル展示
5月12日(金)～18日(木)
静岡市　清水保健福祉センター入
口・ロビー

活動日時／場所　等

5月16日（火）　13：30～
アクトシティ大ホール

強化週間期間中

活動日時／場所　等

5月1日（月）

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
盟千種区支部

活動強化週間の5月に、広報なごや区版（１２面）に特集を組んで広報を行う予
定。

5月1日（月）

2
名古屋市民生委員児童委員連
盟千種区支部

区役所広報スペース「あじさいひろば」にて、沿革や紹介など100周年にちなんだ
民生委員に関するパネル展示を行う予定。

5月1日（月）～１か月間
千種区役所　あじさいひろば

3
名古屋市民生委員児童委員連
盟東区支部

・第65回東区民生委員・児童委員大会
　活動強化週間にあわせて区内の民生委員・児童委員が一堂に会し､今日の地
域福祉の諸問題に取り組むため活動の重点事項を確認し、活動の強化を図ると
ともに、講演会を開催し民生委員・児童委員として必要な知識修得の機会とする。

5月11日（木）
名古屋国際ホテル

4
名古屋市民生委員児童委員連
盟東区支部

・民生委員・児童委員活動のPR
　全民児連のPRリーフレットを使用して組み回覧（区域内の全自治会への回覧
板）を行い民生委員・児童委員の役割等を区民に周知。

5月
東区内全域

5
名古屋市民生委員児童委員連
盟北区支部

例年、児童福祉週間および民生委員活動強化週間に合わせて、北区支部の広報
活動を行っている。毎年、北区支部の広報物品を作成し、北区役所管内および楠
支所管内の区民の方へPRを行っている。平成29年度はPRチラシに制度創設100
周年シンボルマークシールを貼って配布を行う。

①5月9日（火）　10：00～
　北区役所正面玄関等
②5月11日（木）　9：30～
　楠支所および楠地区会館

6
名古屋市民生委員児童委員連
盟北区支部

活動強化週間中ではないが、制度創設100周年シンボルマークを印刷した北区支
部PRうちわを作成し、学区の夏祭り等で配布を行う。

7月～8月
学区夏祭り等

7
名古屋市民生委員児童委員連
盟瑞穂区支部

瑞穂区支部において制作した民生委員・児童委員活動映像のDVDを支部全委員
に配付。DVDを活用した民生委員活動の啓発に取り組む。

通年

8
名古屋市民生委員児童委員連
盟中川区支部

・第45回 中川区民生委員･児童委員大会
　活動強化週間にあわせて区内の民生委員･児童委員が一堂に会し、今日の地
域福祉の諸問題に取り組むため活動の重点事項を確認し、活動の強化を図ると
ともに、講演会を開催し民生委員･児童委員として必要な知識修得の機会とする。

5月10日（水）
名古屋マリオットアソシアホテル

57
浜
松
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

・第6回浜松市民生委員児童委員大会の開催
　　第1部：民児協会長表彰等　　第2部：全員研修

・ＰＲ活動
　　強化月間中、民生委員の車両にＰＲのマグネット貼り啓発を行う

■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

民生委員・児童委員の啓発用チラシの作成(平成27年度）し各区へ配布した。

静岡市清水区民児協3

民生委員・児童委員の啓発用パネルを作成(平成25年度）し各区へ配布した。

56
静
岡
市

58

名
古
屋
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、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が、100周年記念
として、広報なごや1面・2面での特集を組んで広報を行う予定。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

活動日時／場所　等

5月号

5月中旬頃～

5月1日（月）～31日（水）
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

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

下京民生児童委員会
4月15日号の市民しんぶん区民版に，下京民生児童委員会では，皆さんの相談に
応じるために，社会福祉協議会との合同研修会を実施している旨の記事を掲載。

4月15日号

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

各区役所に懸垂幕を設置し広く周知を行います。

ＰＲカード、リーフレット等を活用してＰＲ活動を行います。

活動日時／場所　等

5月12日(金)　17：30～18：30
南海高野線 堺東駅前および周辺

活動日時／場所　等

活動日時／場所　等

活動日時／場所　等

5月3日　13：09～13：44
平和大通り

5月3日～5日　11：00～17：00
平和記念公園南側

59
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

京都市の広報誌「市民しんぶん」5月号に，民生委員の取組について記事を掲載し，100周年についても普及啓発を図
る。

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。平成２９年度は民生委員制度創設100周年をイメージし
たデザインとしている。なお，掲示期間は一定5月１日から３１日としているものの，引き続き掲示可能な方にはそのまま
掲示していただくよう，協力を依頼している。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

民生委員制度の普及啓発を図るためのリーフレットを作成。5月以降，地域住民の自宅訪問時などに配布し，活用を進め
る。

61
堺
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

民生委員・児童委員の日に民生委員児童委員等が駅頭および周辺に立ち、全民連作成啓発用リーフレット・堺市民児連
100周年ＰＲウェットティッシュの配布と啓発パネル・のぼりを活用して活動の啓発を行なう

60
大
阪
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

全民児連作成ポスター※（Ｂ2版）を活用し、市役所・区役所・地域集会所で掲出します（約400か所）

新たな取り組みとして、市営地下鉄の駅構内へポスターを掲出します（約70か所）

■ 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

　　区民児協で取り組む広報活動で使用するリーフレット、ＰＲカードの購入を行い、区民児協へ配付する。

5月12日を中心に1～2週間程度
区役所内、地域掲示板等

1 各区民生委員児童委員協議会

5月12日を中心に1～2週間程度
区役所・地域集会所・地下鉄駅構内

②ブース出展
　民生委員・児童委員の役割や活動を紹介するためのブースを5月3日～5日の3日間出展する。パネルの展示、子ども向
け昔遊びコーナー、マスコットキャラクターの「広島県版ミンジー」との記念撮影、活動ＰＲチラシやグッズの配布を行う。

①パレード参加
　民生委員制度が創設100周年を迎えることをＰＲするとともに民生委員・児童委員の存在を知ってもらうため、フラワー
フェスティバルのパレードに参加する。揃いの浴衣を着て民生音頭を披露するほか、活動をＰＲする横断幕・幟旗・うちわ
を持って総勢300名で行進する。広島県民児協のマスコットキャラクターの「広島県版ミンジー」が乗る花車を出す。

5月3日（水）～5日（金）開催のひろしまフラワーフェスティバルへの参加（広島市民児協と広島県民児協の共同実施）

62
神
戸
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

各地区にて、PRカード、リーフレット、パンフレットを活用し、啓発活動を行います。

63
岡
山
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

・活動ＰＲ用リーフレット作成
　笠井信一知事と初代民生委員とされる藤井靜一氏に焦点を当て、発祥の地岡山を紹介するもの

・新聞広告（岡山県民児協との合同事業）
　5月12日 当日に制度の啓発のために新聞紙面に広告を行うもの。

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定

街頭キャンペーンを行う単位民児協があり、その際の配布物として、全民児連発行の100周年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。

・新聞折り込み広告
　5月10日にＡ４サイズのチラシを用いて、岡山市全域に新聞折り込みを行うもの。

活動強化週間周辺

64
広
島
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



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

活動日時／場所　等

4月中旬～6月上旬

5月12日（金）～25日（木）
ウェルとばた2階　交流プラザ

5月12日（金）　13:00～15:00
ウェルとばた2階　交流プラザ

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。
5月12日（金）　13:30～
門司市民会館

担当地域での日頃の見守りや相談活動の中で、支援を必要とする方を把握する
ため、「福祉台帳」の整備・更新作業を行います。

4月中旬～6月上旬

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。 4月中旬～

「民生委員・児童委員の日」に合わせ、小倉北区民生委員・児童委員協議会総会
を開催します。

5月12日（金）　13:00～
北九州市立男女共同参画センター
「ムーブ」

小倉北区役所内で、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
小倉北区役所内

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、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、会場内に民生委員・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14日（日）　13:30～15:30
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9日（火）～25日（木）
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25日（木）　13:30～
若松区役所 特別会議室

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。

5月26日（金）～6月2日（金）
若松区役所内

担当地区の支援を必要とする人を把握し、継続的かつ適切に支援するために福
祉台帳を作成します。

4月中旬～6月上旬

民生委員・児童委員活動啓発パネル展を実施し、啓発活動に努めます。
4月18日～5月2日
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。
5月12日（金）　13:30～
レインボープラザ7階 71会議室

支援を必要とする人を継続的かつ適切に援助するため、北九州市・八幡西区・区
内３３地区民児協が協働し、5月12日を基準日とした実態等の再確認により、福祉
台帳を作成します。

4月中旬～6月上旬

八幡西区内３３地区全ての民生委員・児童委員が一堂に会し、総会を開催しま
す。活動方針や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18日（木）　13:30～16:00
黒崎ひびしんホール 大ホール

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民生委員制度創設100周年の記念講演を行い、民生委員活
動の機運を高めます。

5月16日（火）　9:30～
ウェルとばた2階 多目的ホール

活動強化週間に合わせて、PRカードを戸畑区内全民生委員・児童委員に配布し
ます。PRカードの活用を通じ、民生委員活動について、広く市民に周知します。

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。

4月中旬～6月上旬
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北
九
州
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

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）。作成した福祉台帳は行政に提出し、情報を共有します。

・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、委員による相談対応、活動紹介を行います。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

・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や民生委員児童委員協議会の幟等を掲示します。

門司区民児協

小倉北区民児協

1

2

小倉南区民児協3

若松区民児協

6

5

7

4

八幡東区民児協

八幡西区民児協

戸畑区民児協



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

活動日時／場所　等

5月14日（日）
天神周辺

5月4日（木）
天神周辺

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 東区民児協

・地域と連携し、要援護者と子どもの安心安全への見守りを強化する。
・民生委員・児童委員PRちらしを区役所ロビー、関係課窓口に設置する。
・区役所１F広報用モニターで、ＰＲメッセージや活動等を放映し広報する。
・市政だより(東区版)に、民生委員制度創設100周年の広報を行う。
・民生委員制度創設100周年の広報のための街頭啓発を行う。
・民生委員制度創設100周年ポスターの掲示。

2 博多区民児協

・ＰＲ懸垂幕を区役所庁舎に掲示する｡　（5/12～18）
・区役所１Ｆ広報用モニターでＰＲメッセージを放映する。
・民生委員児童委員ＰＲカードによる地域での訪問、　啓発活動を行う。
・地域や学校と連携し，登下校時に児童の安全安心への見守り，声かけ活動を
　行う。
・市政だより(博多区版)に民生委員児童委員活動の紹介やＰＲ記事を掲載する｡
・民生委員各自による福祉票の点検整理を行う。
・全員に腕章
・公民館だよりに掲載
・100周年　街頭キャンペーン（ノベルティ配布）

3 中央区民児協

・各地区で街頭キャンペーンを実施(12～18日)
・民生委員活動ＰＲの懸垂幕を区役所庁舎に掲示。
・区役所１F広報用モニター（４台）でＰＲメッセージを放映。
・小学校や地域団体または住民と連携し，児童の安全を見守る取り組みに協力。
・民生委員・児童委員の活動について，自治協だより公民館だより等に掲載。
・市政だより（中央区版）に，民生委員児童委員活動の紹介記事を掲載。
・民生委員各自による福祉票の点検整備。

4 南区民児協

・ＰＲ懸垂幕を区役所庁舎に掲示する(5/1～31)。
・民生委員・児童委員ＰＲカード・チラシ・ティッシュを配付し、民生委員・児童委員
　およびその活動の周知を図る。
・区役所１Ｆ広報用モニターにおいて、ＰＲ用メッセージを放映する。
・福祉票の整備を行う。
・市政だより（南区版5/1号）にＰＲ記事を掲載する。
・登下校時に声かけ、見守りを強化する。
・要支援家庭の見守りを強化する。
・登下校時の青パトに乗車する。
・公民館だよりに活動PR記事を掲載してもらう。
・のぼり旗を公民館に立てる。

5 城南区民児協

・民生委員・児童委員ＰＲカードによる地域での訪問・啓発活動
・民生委員各自による福祉票の点検整備
・地域との連携による要援護者、子どもなどを主眼とした地域福祉活動への取り
　組み
・活動強化週間期間中における区役所庁舎への懸垂幕の掲示
・区役所ロビーでの民生委員活動のＰＲ映像（ＤＶＤ）放映
・市政だより(城南区版)に民生委員活動等の紹介記事の掲載
・城南区ＨＰトップページにＰＲスクリーン画像掲載
・城南区各地区で街頭キャンペーン実施【100周年記念事業】

6 早良区民児協

・街頭キャンペーンの実施（西新商店街，サザエさんの着ぐるみ参加）
・街頭キャンペーンの様子を市政だより早良区版で紹介し，民生委員・児童委員
　の100周年をPRする。
・福祉票の点検整理を行なう。
・民生委員・児童委員PRリーフレットの活用を図る。
・通学路において登下校時に、声掛けやＰＲカードの配布を行なう。

7 西区民児協

・姪浜駅・ＪＲ九大学研都市駅で，横断幕を掲示のうえ，民生委員・児童委員のＰＲ
　グッズを配布する。
・各地区民児協においても，民生委員・児童委員のPRグッズを配布する。
・区役所の庁舎に懸垂幕（標語掲載）を掲示する。
・市政だより西区版に，民生委員・児童委員の活動記事を掲載する。
・西保健所内に新たに設置したデジタルサイネージに民生委員活動内容を掲示
　する。
・民生委員・児童委員各自による福祉票の点検整備を実施する。
・民生委員・児童委員ＰＲリーフレット「民生委員・児童委員をご存知ですか」を地
区民児協の活動として地域団体等に配布し，活動の周知を図る。
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福
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■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

街頭キャンペーンの実施（民生委員の活動内容等を印刷したクリアファイルおよび全民児連作成の100周年記念チラシを
歩行者等に配布）

市役所ロビー等において，デジタルサイネージを放映する。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

市役所にて横断幕を掲示する。

「博多どんたく港まつり」のパレード参加（民生委員音頭を踊りながら，横断幕，のぼりを掲げパレードを行う）

活動強化週間中



平成29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　 (別添）

№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

活動日時／場所　等

5月12日～18日のいずれか
林市藏氏銅像周辺

5月12日～18日の期間で
実施予定

67
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

民生委員制度創設100周年記念事業熊本県大会顕彰事業として、熊本県民児協と合同で林市藏氏銅像周辺の清掃活
動を実施

熊本市長および各区長によるひとり暮らし高齢者の見守り同行訪問

■県・市民児協として、市区町村(単位)民児協における取り組みに対する支援等の取り組み実施予定

単位民児協で実施する該当キャンペーンのノベルティを，市民児協にて作成・購入

福岡市民児協作成の法被，横断幕，のぼりを貸し出し


