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5月連休明けを「世帯調査票の整備週間」とし、市内の民生委員・児童委員が一斉
に調査を実施する。

5月7日～5月11日

5月を民生委員・児童委員活動月間とし、ＦＭラジオ放送で民生委員・児童委員活
動に関する広報を行なう。

5月7日～5月31日
ＦＭいるか放送局

5月の活動強化週間の時期にあわせ第54回函館市民生委員児童委員大会を開
催する。

5月22日(火)　13：30～15：00
函館市芸術ホール

第72回小樽市民生児童委員研修総会の開催
　民生委員児童委員の資質向上を図ることを目的に「これからの民生委員・児童
委員活動について」をテーマに研修を行なう。
講師：北海道医療大学准教授　長谷川  聡 氏

5月13日(日)　15：00～16：10
グランドパーク小樽

世帯状況調査の実施
　住民の生活状態を必要に応じ適切に把握するために実施する。

5月1日～5月31日
小樽市内全域

3
室蘭市民生委員児童委員協議
会

室蘭の市民活動として点灯が続いている市内の測量山のライトアップに協賛し、
「民生委員の日」（5月12日）に室蘭市民児協としてメッセージを託す。このメッセー
ジは後日、新聞紙上等に掲載され、込められた想いを広く市民に周知していただ
く。

5月12日(土)
測量山(室蘭市内)ライトアップ

高齢者への安否確認訪問活動

児童生徒の登下校の見守り、あいさつ活動

包括的、個別的な支援活動

5
北海道民生委員児童委員連盟
網走支部 地域・福祉部会

公園遊具の安全確認 市内の公園

学校訪問
第二中学校、呼人小中学校、
中央小学校、西小学校

地域環境調査 通学路ほか

高齢者の安否確認および高齢者台帳整備 未定

学校訪問
第三中学校、南小学校、
潮見小学校

子どもを取りまく環境調査 通学路、公園

8
苫小牧市
民生委員児童委員協議会

「ふれあいコンサート」の開催
　スマイル4ビート（メンバー全員が福祉施設通所利用者で構成するバンド）、苫小
牧東中学校吹奏楽部の演奏、民生委員による合唱、寸劇を上演し、民生委員活
動についてＰＲする。

5月19日　13：30～16：00
苫小牧市民会館　大ホール

市内のＦＭラジオに出演し、「地域包括ケアシステム」の説明と「民生委員・児童委
員のＰＲと活動強化週間」について放送を行なう。

5月15日(火)
ＦＭわっぴー

のぼり旗を立てて、広く市民に「民生委員・児童委員のＰＲ」を行なう。
5月10日～5月16日
稚内市社会福祉協議会玄関前

10
赤平市
民生委員児童委員協議会

新1年生全員に、入学祝い（文房具）を配り、民生委員・児童委員の活動ＰＲを行な
う。

新1年生宅

地域の見回り強化

民生委員活動の啓発（リーフレット活用）

社協と連携し、相談ごと・心配ごと相談の強化

「広報みかさ」5月号に、民生委員・児童委員活動の啓発記事を掲載する。
5月1日発行
新聞朝刊に折込み

各委員が担当地域にチラシ配布を行なう。 5月12日～5月18日

市内の小・中学校4校を、3名の主任児童委員が訪問、啓発活動を行なう。 5月中旬

活動写真の掲示とパンフレットの配布

のぼり旗の掲揚

市広報紙に掲載してＰＲ 滝川市広報5月号

民児協独自の広報紙

14 砂川市民生児童委員協議会 「砂川市あいさつ運動」へ参加する。 5月市内各保育所、小・中・高等学校

15
伊達市
民生委員児童委員協議会
高齢者部会

「おまわりさんと一緒に見回り」活動 特定見守り対象（者）世帯

5月12日～5月18日
全地域

網走市第2地区
民生委員児童委員協議会

6

4

網走市第3地区
民生委員児童委員協議会

7

稚内市
民生児童委員連絡協議会

9

5月12～5月18日

5月12日～5月18日
市役所ロビー

1
北
海
道

函館市民生児童委員連合会1

小樽市民生児童委員協議会2

夕張市第1地区、第2地区、
第3地区
民生委員児童委員協議会

士別市
民生委員・児童委員協議会

11

三笠市
民生委員児童委員協議会

12

滝川市
民生委員児童委員連合協議会

13

取り組み内容

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

平成30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　

（別紙）
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平成30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　

16
伊達市東・西・南・北・大滝地区
民生委員児童委員協議会

民生委員・児童委員パンフレット、民生委員・児童委員活動啓発記事版下を活用
して、ＰＲを行なう。

5月12日～5月18日

17
南幌町
民生委員児童委員協議会

町広報紙で周知を行なう。 5月号

18
上砂川町
民生・児童委員協議会

町広報で民生委員・児童委員を紹介する。町民に、自分の地域の民生委員・児童
委員を知ってもらうという主旨で、名簿形式の掲載を行なう。

町の広報紙に「民生委員・児童委員の日」の由来や活動内容について掲載する。 広報5月号

ＩＰ告知端末機（テレビ電話）を活用し、担当地区の民生委員の氏名を画面上に
アップして全戸配信

5月12日～5月18日

第1回目の協議会の前段に民生委員・児童委員を対象とした研修会を実施。本年
度は生活保護制度と本町の受給者の現状をテーマとした研修会を予定

保健福祉総合センター

20
黒松内町
民生委員児童委員協議会

町防災行政無線にて、民生委員・児童委員の日などについて広報する。 5月12(土)

21
留寿都村
民生委員児童委員協議会

北海道民生委員児童委員連盟から配布された活動啓発記事版下を基に、記事の
掲載を行なう。

5月
村広報誌

啓発チラシの配布 委員の訪問活動時

町広報誌への啓発記事の掲載
5月1日配布
町広報誌5月号

23
洞爺湖町
民生委員児童委員協議会

主任児童委員による学校訪問を実施する。学校関係者と主任児童委員との間で
情報の共有化を図ることで、養育や不登校等の家庭課題に可能な範囲内で早期
に関わりを図るとともに、ケースの複雑化を未然に防ぐことができるよう、必要に
応じた日々の支援・見守り活動につなげている。

5月中旬
町内小中学校

森町桜祭り会場にて、ＰＲ用グッズおよびチラシの配布
5月6日
青葉ヶ丘公園

訪問活動の強化
活動強化週間中
各担当地区の訪問

25 長万部町民生児童委員協議会 ＰＲカードを訪問活動の際に活用する。 5月12日～5月18日

26
せたな町
民生委員児童委員協議会

町広報紙へ民生委員周知記事を掲載 広報せたな5月号

学校訪問
5月9日(水)
町内小中学校

民児協広報紙を作成、配布 5月上旬

高齢者実態を調査。地区の民生委員が1軒、1軒訪問し、直に高齢者と会って実態
を把握し、役場担当者につなげている。

5月1日～5月31日
各担当地区

広報紙に掲載しＰＲ
4月号
全域配布

町広報紙によるＰＲ活動 5月1日

学校訪問
5月中旬
町内全小中学校

30
占冠村
民生委員児童委員協議会

村広報紙にて民生委員・児童委員の紹介

31
増毛町
民生委員児童委員協議会

「民協だより」第47号を作成しＰＲする。
5月上旬
全戸配布

懸垂幕を設置
5月1日～5月31日
町役場庁舎壁面

新聞朝刊に広報折込
5月12日(土)
町内

33
置戸町
民生委員・児童委員協議会

町内小中学校を訪問し、情報交換や最近の児童・生徒の様子等の意見交換を実
施

5月中旬
町内小中学校

29

森町民生委員協議会24

1
北
海
道

愛別町民生委員協議会27

上富良野町
民生児童委員協議会

28

南富良野町
民生委員児童委員協議会

小清水町
民生児童委員協議会

32

壮瞥町民生委員協議会22

月形町
民生委員児童委員協議会

19
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平成30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　

公共機関、大型スーパー、各学校付近に「～ひとりの不幸も見逃さない～ 声か
け・見守り・助け合い」のぼり旗を掲揚

5月12日～5月31日
町内各所

民生委員・児童委員だより「ほほえみ」を発刊
町内全戸配布(公共機関、
町内小中学校には送付)

民生委員・児童委員活動啓発記事版下を活用し、町広報紙に掲載
4月下旬
町内15,000戸配布

民生委員・児童委員活動啓発チラシを町関係機関に設置
5月上旬
町関係機関7か所

啓発チラシによる訪問活動 随時実施

村ホームページでの広報活動

道民連作成のパンフレットを活用することにより、民生委員活動のＰＲを行なう。 5月

道民連作成の活動啓発記事版下を基に、民生委員活動を紹介する。 広報さらべつ5月号

4月に開設された認定こども園の訪問をとおして、地域における子育て体制の構
築に関する意見交換を行ない、今後の活動の参考とする。

5月下旬

村内における高齢者世帯の状況等を把握し名簿を整理するとともに、75歳に到達
する世帯訪問を行なう。

5月

町広報紙へ掲載してＰＲ 広報ひろお5月号

交通安全運動旗の波作戦を兼ねた街頭啓発活動（広尾警察署交通課の協力）
5月16日(水)　13：00～
十勝神社前

39 浦幌町民生委員協議会 広報紙に記事を掲載し、民生委員の紹介を行なう。 4月下旬

町広報紙による活動ＰＲ 5月号

委員研修会において、福祉制度等の研修を行なう。 4月下旬

41
白糠町
民生委員児童委員協議会

町広報紙へ委員名簿等を掲載 広報しらぬか5月号

活動日時／場所　等

5月12日（土）

広尾町
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

啓発チラシを印刷し活動強化週間にあわせて、委員の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

釧路町
民生委員児童委員協議会

遠軽町
民生委員児童委員協議会

34

音更町民生児童委員協議会

中札内村
民生委員児童委員協議会

36

更別村
民生委員児童委員協議会

37

38

1
北
海
道

35

40

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
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平成30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　

活動日時／場所　等

4月下旬

市区町村(単位)民児協名 活動の具体的内容 活動日時／場所　等

4月～5月の定例民協で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を行なう。

5月中
市内

市広報誌に民生委員・児童委員の日にあわせて、民生委員の活動を紹介する。 5月1日号

コミュニティＦＭラジオで民生委員・児童委員の日にあわせて、民生委員の活動を
放送する。

5月8日放送（5月11日再放送）

児童登校時の見守りとあいさつ運動の実施

通学路や公園等に危険個所がないかの点検、子ども110番の家の確認

児童への本の読み聞かせ

3 久慈市民児協
一声運動の実施と訪問活動。安否確認と心配ごと等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
市内

「民生委員・児童委員の日」の周知にあわせ、民生委員・児童委員について理解
を深めていただくため、役割や活動を市広報誌に掲載しＰＲ活動を実施する。

4月15日

「活動強化週間」にあわせ、各地区民児協単位で訪問活動事業の強化に取り組
み、ＰＲを実施

5月12日～5月18日
市内

制度創設100周年記念スローガンの懸垂幕を市役所本庁と支所2か所に掲示、ま
た横断幕を福祉センター2か所に掲示する。

5月7日～5月21日
八幡平市役所、西根総合支所、
安代総合支所、
八幡平市総合福祉センター、
安代福祉センター

市広報誌「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10日

江刺区民児協：主任児童委員と担当区の民生委員が小学1年生のいる世帯へプ
レゼントを持って訪問し、保護者および児童と交流を深める。

5月中
（活動強化週間を中心とする）

前沢区民児協：担当区内の気になる世帯への訪問活動を実施
5月12日～5月18日
前沢区

胆沢区民児協：ＰＲカードを作成し、ＰＲ活動を強化
5月12日～5月18日
胆沢区

衣川区民児協：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、児
童、生徒へのあいさつ運動を実施。ＰＲカードを配布し、地域の方がたとの連帯を
図る。

5月12日～5月16日
衣川区

7 滝沢市民児協

市内3地区（南部・中部・北部）で次の活動を実施
　　・要支援者宅への訪問活動
　　・ポケットティッシュを用いたＰＲ活動
　　・通学路危険個所点検

5月12日～5月18日
市内

8 西和賀町民児協 定例会終了後、町内の特別養護老人ホーム施設長からの講話を実施
5月9日
町内

9 金ヶ崎町民児協
5月5日～5月11日が児童福祉週間、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10日
町内

10 山田町民児協 5月発行の町広報誌に民生委員・児童委員の記事を掲載する。 5月

11 住田町民児協 一斉訪問活動により民生委員・児童委員ＰＲチラシの配布を実施
5月13日
町内

要援護（障がい者、独居高齢者等）世帯や子育て世帯への意識的な訪問

広報（福祉だより等）へ強化期間や委員名簿の掲載

児童の登下校時の見守り活動

心配ごと相談所と連携した相談会の実施

13 九戸村民児協 村広報誌で民生委員・児童委員の日および活動強化週間の周知 広報くのへ 4月号掲載

地域住民に対する民生委員・児童委員活動のＰＲに活用するため、ＰＲリーフレットを55,000部作成。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、リーフレットデータを市町村民児協に送信する。

花巻市民児協

5月中
市内

北上市民児協

野田村民児協 5月12日～5月18日12

3
岩
手
県

二戸市民児協

■ 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29～30年度、「民生委員制度創設100周年　県内民生委員・児童委員統一活動」取組要領を制定しており、ＰＲパン
フレットを作成し市町村民児協等に配布する。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 県・市民児協として、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

八幡平市民児協

奥州市民児協

4

5

6

2

1

4



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

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 塩釜市民児協
塩釜市の広報誌に特集ページを掲載し、民生委員・児童委員について、民生委
員・児童委員活動やその様子等を紹介する。

5月初旬
市内全域配布

2 気仙沼市民児協

民生委員・児童委員の日、児童福祉週間を包含したイベント型周知啓発事業の実
施
・トランペット奏者 長屋伸浩さんによる屋外演奏会
・民生委員制度紹介のパネル展示とリーフレット配布による周知
・プレーワーカーズの協力による子どもの遊び場
・障害福祉施設等の製作品の販売等

5月6日（日）　12：00～16：00
リアスアーク美術館入口広場前

3 登米市南方地区民児協
広報用ポスターを担当地区ごとに掲示
リーフレットを持参して、町内の要援護者（生活保護・準要保護・高齢者・独居世
帯）宅を訪問し、民生委員制度の周知と個別相談を実施する。

5月12日（土）～5月17日（木）

4 栗原市瀬峰地区民児協

瀬峰地区民児協独自のボックスティッシュと県民児協作成のリーフレットを持参
し、各担当地区の高齢者世帯、障がい者のいる世帯、子どものいる世帯、母子・
父子世帯、生活困窮世帯を訪問。常にみなさんの立場で生活や福祉に関する相
談に応じていることをＰＲする。

5月12日（土）～5月18日（金）

町の広報誌に民生委員・児童委員制度について掲載し、周知を図る。 5月初旬

避難行動要支援者宅を消防署員と一緒に訪問し、出火防止と安全避難の啓発運
動を実施する。

5月中

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 湯沢市湯沢地区民児協
民生委員・児童委員のＰＲカードを持参し、区域内の小学校等を訪問する。5月12
日は小学校の運動会、5月13日～5月18日は班別で保育所、老人ホーム、介護施
設を訪問して、広く啓発活動を行なう。

5月12日（土）～5月18日（金）

2 大館市花岡地区民児協
大館市立花岡小学校運動会への招待状を高齢者（特にひとり暮らし）に、安否確
認を含めて配布する。

5月12日（土）～5月18日（金）

3 男鹿市脇本地区民児協
男鹿警察署生活安全課署員とともに、高齢者向けの振り込め詐欺等の阻止チラ
シを配布し、啓発活動を行なう。その際、チラシとともに民生委員・児童委員のＰＲ
カードを配布する。

5月15日（火）　8：50～
脇本マックスバリュー男鹿店前

活動日時／場所　等

5月号に掲載

5月11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 山形市民児協
のぼりを立て、ベスト・腕章を着用のうえ、チラシやＰＲグッズ（カットバンセット）を
配布する。

5月13日（日）　10：30～14：30
イオン山形南店、イオン山形北店

小・中学校を訪問し、意見交換会を実施する。
5月15日～5月18日
町内全小・中学校

広報誌で民生委委員・児童委員を紹介し、活動に対しての理解を図る。
5月15日
町広報紙

市役所庁舎へ『広げよう地域に根ざした思いやり』の横看板を掲出 5月12日～5月末

広報誌へ「民生委員・児童委員の日」の記事を掲載 市広報誌「市民の友」5月1日号

市報へ「民生委員・児童委員の日」の記事を掲載 市報5月1日号

市役所正面玄関へ「民生委員・児童委員の日」懸垂幕を掲揚 5月1日～5月31日

5 酒田市第10民児協
未就学児童とその家族を対象にした子育て応援を、サロン参加者とともに活動し、
交流を持ち、民生委員・児童委員を身近に感じてもらう。

5月12日（土）　9：30～11：30
本楯コミュニティセンター

「広報ふながた」に民生委員・児童委員の日活動強化週間広報を掲載予定 5月号（5月25日発行）

小・中学校登校時、あいさつ運動を実施 5月15日（火）　7：30～8：30

「5月12日は民生委員・児童委員の日です」と入れた広報用ポスター、民生委員・児童委員活動および民生委員制度につ
いて紹介するリーフレットを作成。ポスターを掲示して啓発を行なう。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■県・市民児協として、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

「5月12日は民生委員・児童委員の日です」と入れた広報用ポスター、民生委員・児童委員活動および制度について紹介するリーフレットを作成し、各市町村民
児協へ配布。5月の活動強化週間および日頃の民生委員活動のＰＲのために活用してもらう。

松島町民児協5

5
秋
田
県

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

活動の具体的内容

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

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

6
山
形
県

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

山辺町民児協

村山市民児協

天童市民児協

舟形町民児協6

4

2

3

5



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

「広報おおいしだ」4月号へＰＲ記事掲載 4月25日

「民生委員・児童委員だより」の全戸配布 5月10日

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

のぼり旗の掲揚 5月12日～5月18日

市役所正面玄関にのぼり旗を設置
5月12日～5月18日
市役所正面玄関

市の広報誌へ民生委員・児童委員の日についての記事を掲載 5月1日号掲載予定

活動強化週間として、活動に関するＰＲカード等を配布しながら、訪問活動等を行
なう。

5月12日～5月18日
各担当区域

9 南陽市民児協
民生委員・児童委員活動について、委員紹介とともに広く市報にて広報し、あわせ
て地域での見守り活動を積極的に行なう。

5月1日号市報
市内全戸配布

区長会と民生委員児童委員協議会の合同懇談会において、民生委員児童委員
協議会のＰＲ活動を行なう。

5月12日
地区公民館

支部単位で地区の児童館に訪問し、子どもの様子を見ながら民生委員児童委員
協議会のＰＲ活動を行なう。

5月12日～5月18日（詳細未定）
地区児童館

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

児童委員が心配ごと相談（児童相談）を実施
5月20日（日）　9：00～12：00
国見町観月台文化センター
第2和室

要援護者宅の訪問の実施 5月8日（火）～5月18日（金）

2 川俣町民生委員協議会 要援護者宅の一斉訪問 5月13日（日）

3 天栄村民生児童委員協議会 ひとり暮らし高齢者等宅の全戸訪問
5月下旬
村内

4 石川町民生児童委員協議会
各方部で住民に対してのＰＲをするとともに、第1回全体会（総会）において民生委
員の役割について再確認し、意識の醸成に努める。

5月12日（土）～5月18日（金）

泉崎駅の乗降者にポケットテッシュを配布 5月12日（土）

ひとり親家庭の全戸訪問を実施 5月12日（土）～5月18日（金）

6 棚倉町民生児童委員協議会
町内スーパーにて、民生委員・児童委員の活動内容を紹介する（100周年ＰＲリー
フレット、ＰＲチラシ）。

5月13日（日）
町内のスーパーマーケット2店舗の
出入口周辺

7 三島町民生児童委員協議会
要援護者宅の全戸訪問を実施。訪問時に三島町民児協作成のチラシ、ＰＲカー
ド、ポケットティッシュ等を配布する。

5月13日（日）
各担当地区内

8 金山町民生児童委員協議会 福祉票等の整理を行ないながら、訪問活動およびＰＲ活動を実施する。
5月12日～5月18日を中心に
5月中に実施

9 大熊町民生児童委員協議会 復興公営住宅一斉訪問を実施する。 5月14日（月）～5月18日（金）

民生委員・児童委員が村内小学校前でＰＲカードを配布する。

湯川村全戸の訪問を実施する。

11 田村市常葉方部民児協 要援護者宅の全戸訪問を実施する。 5月12日（土）～5月18日（金）

12 西郷村民生児童委員協議会 各担当地区のひとり暮らし高齢者および高齢者世帯等の訪問を実施する。 5月12日（土）～5月18日（金）

13 滝根方部民児協
福祉票の整備のため、現在の状況確認を兼ねて高齢者世帯、ひとり暮らし高齢者
等を訪問する。

5月中旬

14 大越町民児協 要援護者宅の全戸訪問 5月12日（土）～5月18日（金）

児童の登下校見守り、あいさつ運動を実施する。 5月12日（土）～5月18日（金）

要支援者宅の全戸訪問を実施する。 5月14日（月）～5月21日（月）

地域で福祉票を持たない世帯にＰＲカード・リーフレット等を利用し、訪問する。

児童福祉週間にあわせ、主任児童委員が各小中学校に「子どもたちの笑顔のた
めに」のリーフレットの配布と子育て支援応援のＰＲの実施

要支援者宅の全戸訪問を実施する。

5月12日（土）～5月18日（金）

15

5月12日（土）～5月18日（金）湯川村民生児童委員協議会10

泉崎村民生児童委員協議会5

■ 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り組みの広報等

船引方部民児協16

都路方部民生児童委員協議会

6
山
形
県

7

国見町民生児童委員協議会1

大石田民児協7

東根市民児協8

高畠町民児協10

福
島
県

6



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

17 楢葉町民生児童委員協議会 友愛訪問活動を実施する。 5月12日（土）～5月18日（金）

18 伊達市民児協
民生委員・児童委員の活動内容を紹介するとともに、委員のＰＲも兼ねて、リーフ
レットを全戸配布する。

5月10日（木）

19 霊山方部民児協 民生委員・児童委員が身近な場所で心配ごと相談を実施する。
5月13日（日）　8：30～
各民生委員宅

20 伊達市民児協
民生委員制度創設100周年に際して作成したのぼり旗を活動強化期間内に掲示
する。

5月12日（土）～5月18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
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なう。

5月11日（金）　8：30～
水戸駅南口ペデストリアンデッキ

2
日立市
連合民生委員児童委員協議会

市報に民児委員についての紹介記事を掲載 5月5日号 市報

3
下妻市
民生委員児童委員協議会

活動強化週間の中で、各地区ごとに地域の大型店舗（大型スーパー等）等を設定
する。市民児協の2種類ののぼり旗を立て、民生委員・児童委員ベストを着用した
委員が、民生委員活動を紹介したチラシにメッセージ入りのポケットティッシュを添
えて、来客に配布しながら「気軽に相談を」と呼びかけ、ＰＲ活動をする。

活動強化週間中、地区ごとに1日、
主に午後の時間帯1時間
各地区の大型店舗6店舗

4
笠間市笠間地区・
友部地区・岩間地区
民生委員児童委員協議会

担当区内の強化見回り
活動強化週間中
担当区域

5
つくば市茎崎地区
民生委員児童委員協議会

主任児童委員を中心に、担当地区の小中学校で奉仕活動やあいさつ運動を実
施。活動後は校長等との懇談会や児童と一緒に給食を食べる等、学校との関わり
を強めるとともに、民生委員をより身近に感じてもらえるよう活動する。

5月12日
（日付は学校と調整して決める）
地区内の小学校3校、中学校2校

見守り対象宅に「地区民生委員・児童委員名を記載したＰＲカード」および「振込詐
欺防止啓発用チラシ」を持参し訪問（予定）

「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）

7
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）

8
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（土）
道の駅かわプラザ

5月13日（日）
ジャスコ常陸大宮店、エコス山方店、
道の駅みわ「北斗星」

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
活動強化週間中
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

活動強化週間に防災無線で民生委員・児童委員の活動内容等を放送 活動強化週間中

11
鉾田市旭地区
民生委員児童委員協議会

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」

5月11日～5月18日
鉾田市旭総合支所

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

稲敷市
民生委員児童委員協議会

10

5月12日（土）～5月18日（金）

守谷市南地区
民生委員児童委員協議会

6

■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用ポケットティッシュを各市町村民児協へ送付し、活用してもらう。

7
福
島
県

8
茨
城
県

常陸大宮市
大宮地区・山方地区・
美和地区・緒川地区・
御前山地区
民生委員児童委員協議会

街頭でチラシを配布してのＰＲ活動9

7



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

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」

5月11日～5月18日
鉾田市役所

市内大型店舗等での活動ＰＲ　（のぼり、腕章使用）
5月下旬頃
市内大型店舗、行政区

事項別担当委員会に分かれての意見交換
5月中旬頃
集会所

13
鉾田市大洋地区
民生委員児童委員協議会

懸垂幕の設置
　標語：「広げよう　地域に根ざした　思いやり」

5月11日～5月18日
鉾田市大洋総合支所

14
小美玉市美野里
民生委員児童委員協議会

施設来場者に名称入りボールペン、消費生活および防犯グッズ等を配布し、民生
委員活動のＰＲを実施

5月12日
トキワ園芸農協花木センター

ひとり暮らし高齢者等への個別訪問を実施 5月12日～5月18日

広報紙（週報）による啓発 5月9日号

16
東海村
民生委員・児童委員協議会

広報紙「広報とうかい」で民生委員・児童委員活動の周知・啓発を行なう。 5月10日号

17
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
町内のスーパー等

18
五霞町
民生委員児童委員協議会

各大字のシニアクラブへ出向き、防災啓発を行なう。
5月
五霞町福祉センター
「ひばりの里」

活動日時／場所　等

調印式
5月10日（木）　14：00～
栃木県警察本部にて

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

活動強化週間にあわせ、ひとり暮らし高齢者の見守りを強化する。
5月12日（土）～5月18日（金）
各地区

「フェスタｍｙ宇都宮」において、ＰＲグッズの配布等を実施し、活動内容の周知を
図る。

5月20日(日)　10：00～15:00
宇都宮城址公園

市庁舎内に横断幕を掲示し、活動内容の周知を図る。
5月1日（火）～6月29日（金）
宇都宮市役所

各地区において実施されている「ふれあいサロン」「子育てサロン」の参加者に活
動をＰＲする。

5月12日(土)～5月18日(金)

公民館事業の子育て広場に訪れる母子に活動ＰＲを実施

ひとり暮らし高齢者等宅を訪問活動し、ＰＲカードやポケットティッシュを配布する。

小学校1年生の子どもがいる世帯を対象に家庭訪問し、ＰＲ活動を実施

地区社会福祉協議会総会時にて、ＰＲカードやポケットティッシュを配布し、日常の
活動状況等について説明をし、ＰＲ活動を実施

地元のスーパーにて、地域の方に対してＰＲ活動を実施

地区の育成会研修会に参加し、民生委員・児童委員は高齢者だけが対象ではな
いことを知ってもらう。

母子家庭を重点的に民生委員活動をＰＲ、いつでも相談にと声かけをする。

最寄りの駅前にて、啓発活動を行なう。

地区内にある福祉施設を訪問し、啓発活動を行なう。

小学校や中学校の校門前で、朝のあいさつ運動やＰＲカードおよびポケットティッ
シュを配布する。

町内回覧板にて、委員活動の紹介や活動強化週間を告知する。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

　人口比での高齢者の交通事故死者数が全国ワースト1であるとともに、高齢者に対する悪質商法被害が頻発している
ことから、栃木県民生委員児童委員協議会長と栃木県警察本部交通部長および生活安全部長による「高齢者の安全確
保に関する覚書」の調印式を行なう。
　この調印により民生委員・児童委員は、高齢者宅訪問時に特殊詐欺等の犯罪被害防止に関する防犯指導を行なうとと
もに、交通事故防止に関する広報啓発活動を行なう。一方、警察本部は、犯罪情報の提供および交通事故防止に関す
る情報を提供するとともに、協議会の研修会等への警察官の派遣や協働した街頭活動等、必要な支援を行なう。

活動強化週間中

足利市

15

宇都宮市

2

1

鉾田市鉾田地区
民生委員児童委員協議会

大洗町
民生委員児童委員協議会

12

8
茨
城
県

9
栃
木
県

8



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

全戸配布の市広報紙により、民生委員の活動を広く広報する。 広報とちぎ5月号

ＰＲポスターを掲示して、民生委員・児童委員の存在をアピールする。 各地区の施設等

4 佐野市
地区単位で、75歳以上のひとり暮らし高齢者の訪問や町会への啓発、スーパー等
での啓発用パンフレット配布を行なう。

5月12日（土）～5月13日（日）

訪問活動をなお一層充実させ、高齢者（特にひとり暮らし）の方の孤独感をなくす
ための努力をするとともに、町の民生委員・児童委員の存在活動をＰＲするため
に、各担当区域を訪問する。

5月12日（土）～5月18日（金）

各学年の授業を参観し、子ども達の現状について理解を深め、民生委員・児童委
員の存在活動をＰＲする。

5月18日（金）　10：30～
菊沢西小学校

「南押原地区地域支えあい推進協議体」において、現在取り組んでいる移送サー
ビスでの利用者の発掘を当民児協が引き受けることになり、今年度の活動強化週
間時に各担当地域を民生委員のＰＲを兼ねて把握する。

5月12日（土）～5月18日（金）

6 日光市 日光市民児協連合会だより「思いやり」に掲載
4月25日（水）発行
全戸配布

おやまブランドまつり会場で、民生委員・児童委員活動ＰＲの街頭啓発を行なう。
4月28日（土）　10:00～
道の駅 思川

「広報小山」に、民生委員・児童委員活動のＰＲ記事を掲載する。 5月1日号

8 真岡市 市の窓口カウンターにおいてＰＲチラシを配布 5月12日（土）～5月18日（金）

「広報おおたわら」で民生委員・児童委員の活動特集を掲載
5月号
（4月25日配布日）

特別支援学級の児童・生徒が所属する団体とさつまいもの苗植えによる交流会を
実施

5月14日（月）予定
大田原市黒羽向町

民生委員の腕章をつけ、児童の一斉下校の際、担当地区小学校の通路に立ち、
見守り活動を行なう。

5月14日（月）～5月18日（金）
担当区内小学校一斉下校時

高齢者宅の見守り訪問を実施する。
5月12日（土）～5月18日（金）
担当区内

11 那須塩原市
市民児協連合会で作成した民生委員・児童委員活動案内リーフレットとＰＲカード
を配布し、地区担当の民生委員・児童委員の周知を図る。

5月12日（土）～5月18日（金）

12 さくら市
民生委員が市内の高齢者のみ世帯を訪問し、福祉チョコレートの配布を行なう。
（定期訪問している世帯以外の世帯にも訪問を行なうことで、民生委員活動を周
知する。）

5月12日（土）～5月18日（金）頃

13 那須烏山市 高齢者世帯等を訪問し、民生委員・児童委員活動のＰＲチラシを配布する。 5月12日（土）～5月18日（金）

市民生委員・児童委員全員対象に認知症サポーター研修・講演を実施 5月16日（水）

活動強化リーフレット・ポケットティッシュを、訪問時および市内主要施設にて手渡
し配布

活動強化週間中

15 上三川町
各担当地区に訪問し社会調査票を作成する際に、連絡先を記入したリーフレット
を配布して、民生委員・児童委員活動の内容を周知し、より町民の方が相談しや
すい環境の場を作成する。

5月中

町内の高齢介護施設を現地調査時に、民生委員・児童委員の日頃の活動をＰＲ
する。

5月14日（月）　14：00頃
町内介護施設

茂木小内にある学童保育を訪問時に、小学生やその保護者、先生方に委員の活
動を報告する。

5月14日（月）　14：00頃
茂木小学校（予定）

広報「いちかい」で民生委員・児童委員の行動宣言を紹介し、町内に配布 4月25日(水)

健康福祉課窓口で民生委員活動のＰＲをパネル展示 5月11日(金)～5月18日(金)

町内のひとり暮らし高齢者等の調査実施 5月中

広報誌で民生委員・児童委員を顔写真入りで紹介し、民生委員・児童委員の活動
をＰＲする。

5月

19 壬生町
区域担当民生委員が、民生委員・児童委員活動ＰＲリーフレット等を使用し、戸別
訪問活動時などに民生委員・児童委員活動をより正しく理解してもらうよう、ＰＲを
実施する。

5月12日（土）～5月18日（金）
一斉取り組み日　5月13日（日）

民生委員・児童委員の啓発グッズを担当地区民生委員が全戸配布を実施する。 5月12日（土）～5月13日（日）

一日民生委員として、町長による高齢者訪問を実施する。
5月12日（土）～5月13日（日）
（実施日は未定）

17

16

14

10

9

7

5

下野市

茂木町

芳賀町

野木町

栃木市

鹿沼市

小山市

大田原市

矢板市

20

18

3

市貝町
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

21 塩谷町 老人クラブ会員の高齢者を対象に、グラウンドゴルフ大会を開催
5月17日（木）
塩谷町老人福祉センター

町発行の広報誌において民生委員・児童委員活動ＰＲのための特設ページを掲
載する。

5月1日（火）～

活動強化週間として地域の見守り活動（訪問）を重点実施する。 5月12日（土）～5月18日（金）

23 那須町
高齢者世帯にリーフレットを配布し、民生委員活動について周知するとともに世帯
調査を実施する。

5月12日（土）～5月18日（金）

町ケーブルテレビで民生委員・児童委員の活動をＰＲする。（文字放送） 5月1日(火)～5月15日(火)

町広報誌で民生委員・児童委員の活動をＰＲする。 5月10日(木)～

町ホームページで民生委員・児童委員の活動をＰＲする。 5月1日(火)～5月31日(木)

活動日時／場所　等

活動日時／場所　等

4月1日発行

5月11日（金）　8：15～

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

市役所入り口に懸垂幕を掛ける。 5月11日～18日

広報5月1日号にて民生委員についての紹介を掲載する。 5月1日

各自治会館入り口に「民生委員強化週間」の立看板を設置する。
5月1日～5月19日
各自治会館

2 狭山市民児協 新茶まつりにおいて活動ＰＲ（子ども向けゲームコーナー、啓発用品配布）
4月29日
狭山市役所

3 鴻巣市民児協 コミュニティラジオ局のフラワーラジオで民生委員制度のＰＲ放送
5月中
鴻巣市

4 鴻巣市赤見台地区民児協 自治会の総会等で民生委員をＰＲしている。

民生委員・児童委員がサロン等に参加し、活動に関するＰＲ活動を展開する。 5月中

市報、市の電子モニターにおいて民生委員の活動について周知を行なう。 5月上旬

市のホームページにて活動強化週間、民生委員活動内容について周知を行なう。 5月中

6 入間市民児協
民生委員・児童委員「ＰＲカード」を活用し、高齢者等要支援者宅の訪問活動を実
施

5月12日～5月18日
入間市内

市が主催する「さくらフェスタ」や「コミュニティまつり」、「ノルディックウォーキング・
ポールウォーキング全国大会」、「健康まつり」などのイベントでのぼり旗を持ち、
ティッシュやチラシを配布し、民生委員・児童委員の周知活動を行なう。

4月～5月
志木市内

各地区内のイベントや、高齢者実態調査時に民生委員・児童委員の周知や振り
込め詐欺の防止、熱中症予防のチラシを配布する。

5月
志木市内

高根沢町

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

本会発行広報誌『埼玉県民児協だより№156（平成30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Ｐ
Ｒ記事を記載。また、次号（7月1日発行）では、各市町村において実施したＰＲ活動等を紹介する予定

埼玉県のスマホアプリ「まいたま」に掲載予定（申請中）

■ 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

10
群
馬
県

那珂川町24

22

7

本庄市民児協1

5 上尾市民児協

志木市民児協

活動の具体的内容

予定なし

ＮＡＣＫ５（モーニングスクェア）にて民生委員ＰＲ放送

9
栃
木
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埼
玉
県
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

地域でのあいさつ運動

登下校の見守り活動

高齢者への訪問、見守り活動

社協ホームページ、市広報での周知、啓発

「2018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カードを配布する。

5月13日（日）
桶川駅西口公園

駅前で啓発品のティッシュを配布する。

ＰＲカードを持参し、主に高齢者宅の訪問を実施する。

10 三郷市民児協
三郷市役所および市内2か所において、民生委員制度を周知する懸垂幕・横断幕
の提示を行なう。

5月1日～5月31日
三郷市役所、三郷駅前大橋、
新三郷駅前ペデストリアンデッキ

5月12日を一斉取り組みの日と定め、すべての民生委員・児童委員が一斉にＰＲ
活動を実施する。

5月12日(土)
市内各所

担当区域の世帯の訪問、市民児協で独自に作成した配布物を利用してＰＲ活動を
行なうと同時に、改めて「社会福祉カード」等の点検整備を実施する。

5月12日(土)～5月31日(木)
市内各所

12 日高市民児協
地区ごとに、地区内各区長との情報交換会を開催し、民生委員・児童委員の活動
について理解を深めるとともに、地区内における課題を確認する。

各地区区長と調整

13 東松山市民児協 ＰＲティッシュの配布
5月12日
東松山駅、高坂駅

14 三芳町民児協
ポケットティッシュへＰＲカードを入れて訪問や会食会などの時に配布して活動強
化週間をＰＲする。

5月中
町内各地

広報おごせ5月号およびホームページに掲載予定

子どもフェスティバルに参加し、小学校との交流を図る。
5月20日（日）
越生町中央公民館

16 嵐山町民児協
各自テーマを持って、普段回りきれないところを重点的にＰＲカードを渡しながら訪
問する。

5月12日～5月18日

17 川島町民児協
世帯訪問調査を「民生委員・児童委員の日　活動強化週間」にあわせて実施する
ことでＰＲ等を行なう。

5月中随時
町内全域

18 横瀬町民児協
避難行動要支援者名簿更新作業に伴う、避難行動要支援者宅訪問による見守り
活動

4月下旬～6月初旬

19 長瀞町民児協
町社会福祉大会において、民生委員・児童委員協議会の活動についてＰＲを行な
う。

5月13日(日)
長瀞町中央公民館

20 小鹿野町民児協

新生児・乳幼児のいる家庭の全戸訪問を実施。児童虐待の予防や委員間の情報
交換を目的とし、主任児童委員・民生委員のペアで行なうが、一部の山間部では
児童がいないため、担当区域外の訪問を手伝うこともある。また、行政機関との連
携強化を図る。

5月を中心に通年

21 蕨市、神川町民児協 のぼり旗を掲示する。
5月12日～5月18日
市庁舎入口、役場玄関前

22 杉戸町民児協
要援護世帯実態調査を実施。民生委員が担当地区の単身高齢者・高齢者のみ世
帯・その他援護が必要な方を訪問し、生活状況の把握を行なう。また、あわせて民
生委員活動のＰＲを行なう。

5月～10月
民生委員の各担当地区、
該当する住民宅

23

熊谷市、川口市、行田市、
秩父市、深谷市、八潮市、
白岡市、飯能市、吉川市、
蕨市、上里町、松伏町、
小川町民児協

市報にＰＲ記事を掲載（蕨市は担当民生委員との連絡方法についても掲載） 5月

24 川越市民児協 ＰＲチラシ・リーフレットを配布（オリジナルチラシを作成）
5月20日（日）
伊佐沼公園「ふれあい福祉まつり」

25
北本市、富士見市、ふじみ野
市、飯能市、加須市、吉川市、
上里町、松伏町民児協

ＰＲチラシ・リーフレットを配布（富士見市はオリジナルチラシを作成）
北本市：ＰＲ用チラシを見守り世帯を中心に配布予定

5月～7月　各市町内全域
（加須市は通年を活動強化期間と
位置づけて活動）

26 坂戸市、幸手市民児協 高齢者向けの交通事故防止・防犯等に係るチラシおよび啓発品を配布
5月12日～5月18日
各市内全域

27
加須市、東松山市、神川町、
毛呂山町民児協

各市町民児協独自の広報誌を作成して配布する。
（毛呂山町は町広報誌と一緒に回覧）

5月
神川町（6月1日発行）

5月14日～5月18日のうち1日を予定
桶川駅東西口付近

越生町民児協

9

8

蓮田市民児協11

15

桶川市民児協

5月12日～5月17日
担当地区内ほか

和光市民児協

11
埼
玉
県

11



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

28 秩父市民児協

ＢＯＸティッシュを持ってうかがい、見守りを行なう。
　・第一地区民児協 （名前・連絡先入りメモを渡す）
　・第二地区民児協 （主に65歳以上ひとり暮らしの方）
　・第三民児協       （主に70歳以上ひとり暮らしの方）
　・原谷高篠民児協 （主に65歳以上ひとり暮らしの方）
　・第五民児協       （主に75歳以上ひとり暮らしの方）
　・吉田民児協       （ゴミ袋と100周年ＰＲリーフレットを持ってうかがう。）

活動強化週間の頃

29 東秩父村民児協
ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯等を訪問し、状況を確認するとともに、災害時要
援護者の把握等を行なう。

5月16日～6月30日
村内全域

活動日時／場所　等

活動日時／場所　等

5月13日（日）　10：40～11：20
新宿通り（伊勢丹前～アルタ前）

5月13日（日）～5月15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

パネル展、駅頭ＰＲ活動
5月12日～5月18日を中心に
各区市町村役所等

各区市町村長等による一日民生委員・児童委員
（パネル展とあわせて実施する場合もある。）

5月～6月（東京の民生委員制度の
始祖である「救済委員」制度が設置
された月）を中心に各区市町村役所
等

活動日時／場所　等

5月15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

民生委員活動のＰＲのため、平塚市役所ホールにてパネル展を実施する。
5月14日～5月１8日
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する。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を行なう。のぼり旗、腕章を
用いて、民生委員をアピールする。

5月14日
平塚駅付近

地区活動紹介をはじめとするパネル展を開催する。
5月1日～5月31日
藤沢市役所本庁舎1階　ラウンジ

街頭キャンペーンとして啓発用グッズ（リーフレットを入れたポケットティッシュ）の
配布を実施する。

5月12日
藤沢駅、辻堂駅、湘南台駅

3
秦野市
民生委員児童委員協議会

5月の民生委員活動強化週間にあわせて、各地区民児協で作成した活動内容な
どを紹介したパネルの展示会を行なう。

5月中
秦野市役所本庁舎1階　ロビー

4 秦野市本町地区民児協 イオン秦野店店舗前でポケットティッシュ、リーフレットを配布しＰＲを行なう。
5月11日　13：00～15：00
イオン秦野店

都内全地区

東京の民生委員制度誕生100周年記念ポスター（B2、B3判）の作製・配布

民生委員制度創設100周年記念 ポスターパネルの貸し出し

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

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

東京の民生委員制度誕生100周年記念パレード

東京の民生委員制度誕生100周年記念パネル展
（内容）パネル展示、サロンエリア（来場者と委員が話せるエリア）、ステージエリア（各区市の民生委員・児童委員による
合唱等を披露するエリア）、遊べるエリア（読み聞かせやゲームなど子ども連れが楽しめるエリア）

■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

当会作成のリーフレットを委員1人あたり40部配布。また、リーフレットのデザインと連動したパネルを作成し、民生委員活
動のＰＲに各市町村民児協で活用してもらう。

住民配布用普及・啓発グッズ（ポケットティッシュ、絆創膏）を作製・配布

一日民生委員・児童委員委嘱式の備品（たすき、委嘱状）の作製・配布

ミンジーの着ぐるみ貸し出し

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

普及・啓発テーマが書かれた「のぼり旗」および、「東京の民生委員制度100周年」と書かれた「タペストリー」を作製・配布

普及・啓発テーマ（みんなでつくろう　地域のつながり　支え合い）にあわせたパネル等のデータの提供

12

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

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

■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月発行の神奈川県社協の機関紙「福祉タイムズ」に、民生委員・児童委員の紹介や活動紹介について掲載いただく。

11
埼
玉
県

千
葉
県

13
東
京
都

14

神
奈
川
県

12



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

大和市民まつりにて民生委員・児童委員のブースを出店し、啓発品（リーフレット
やポケットティッシュ等）を配布し、活動をＰＲする。

5月12日～5月13日
引地台公園

パネル展を開催。啓発品（リーフレットやポケットティッシュ等）を配布し、活動をＰＲ
する。

5月14日～5月18日
大和市役所本庁舎1階　ロビー

委員各自による全ケース訪問活動を行なう。
5月13日を中心に随時実施
市内

「広報いせはら」に民生委員・児童委員の日の周知する。 5月1日号

一斉訪問を行なう。
5月30日
市内

パネル展を開催し、来場者にＰＲカード封入ティッシュを配布する。また、会場内に
は民生委員による相談コーナーを設置する。

5月14日～5月18日
海老名市役所庁舎1階
エントランスホール

海老名市の広報に掲載する。 5月1日号

各地区民児協で民生委員による訪問活動の際、チラシ・ＰＲカード・リーフレットの
配布をしながら、積極的な声かけを行なう。

随時実施
市内

8 座間市第一地区民児協
区域内の各自治会長・小中学校へのあいさつまわり、要援護者名簿の整理を行
なう。

5月12日～5月18日

9 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、集合住宅の世帯
数の調査を行なう。

5月12日～5月18日

10 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、リーフレットおよび地区
民児協広報紙の配布、要援護者名簿の整理を行なう。

5月12日～5月18日

11 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、地区民児協広報
紙の配布、要援護者名簿の整理を行なう。

5月12日～5月18日

12 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
確認をする。

5月12日～5月18日

13 座間市第六地区民児協 区域内にある介護施設への訪問、タオルを寄付する。 5月12日～5月18日

14
綾瀬市
民生委員児童委員協議会

パネル展を開催し、会場にて民生委員・児童委員活動に関するアンケートを実施
する。

5月12日～5月18日
綾瀬市役所1階　市民ホール

15
愛川町
民生委員児童委員協議会

民生委員・児童委員の日活動強化週間展示コーナーをロビーにて実施する。
5月11日～5月18日
愛川町本庁舎1階

16
清川村
民生委員児童委員協議会

清川村内の小中学校、幼稚園、保育所を訪問し、民生委員・児童委員の紹介をと
おして、学校等との連携強化を図る。

5月7日
清川村内小中学校、幼稚園、保育所

17
大磯町
民生委員児童委員協議会

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う。
5月14日～5月18日
大磯町役場1階　ロビー

広報誌「ほほえみ通信」へ記事を掲載する。 5月20日

各自治会組長会議等への出席の際に民児協活動を紹介（ＰＲ）する。
4月～5月
各自治会館

開成町社会福祉協議会が開設する「総合生活相談所（一般相談）」へ協力する。
5月8日、5月22日
開成町福祉会館

開成町
民生委員児童委員協議会

5

6

7

18

■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取り組みならびに具体的社会福祉活動に対し、助成金を
交付する予定

大和市
民生委員児童委員協議会

伊勢原市
民生委員児童委員協議会

海老名市
民生委員児童委員協議会

14

神
奈
川
県

13



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

活動日時／場所　等

5月1日（火）～5月31日（木）
新潟ユニゾンプラザ１階
「屋内イベント広場」

5月12日（土）～5月18日（金）
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

1 長岡市民児協
警察署と合同で、ＰＲ活動を行なう。
「アオーレ長岡」の大型ビジョンにて、民生委員・児童委員ＰＲ映像を放映する。

5月12日（土）～5月18日（金）

2 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、活動の紹介を
する。

5月下旬

3 関川村民児協
「広報せきかわ」お知らせ版に、民生委員・児童委員の活動強化週間の記事を掲
載する。

5月15日（火）

市区町村(単位)民児協名 活動の具体的内容 活動日時／場所　等

1 富山市八尾地域民児協
「民生委員の日」ＰＲ看板を持ち回りで会場に立てて、ＰＲメッセージ入りのティッ
シュを配布してＰＲ活動を行なう。

<活動日>
　・杉原民児協　5月12日(土)
　・八尾民児協　5月13日(日)
　・八尾南民児協　5月14日(月)
　・保内民児協　5月15日(火)
<活動場所・時間>
　・オレンジマート周辺　9：00～
　・Aコープ周辺　9：00～
　・八尾総合病院　8：30～
　・八尾駅　7：00～

ひとり暮らし高齢者や高齢世帯に声かけ・見守り、状況把握

児童福祉の配慮が必要な家庭への訪問や声かけ

3 高岡市民児協

市内ショッピングセンターでの街頭啓発キャンペーン
　　1.民生委員ＰＲティッシュ配布
　　2.ＰＲと同時に平成28年熊本地震義援金募金
　　3.ＰＲと同時に高岡まこと銀行募金

5月22日
イオン高岡店（1～3）
イオンモール高岡（1）

4 黒部市三日市地区民児協
ショッピングセンターにてＰＲチラシとクリアファイル、ティッシュを配り、買い物客に
活動をＰＲする。

5月17日（木）
ショッピングセンターメルシー

5 黒部市生地地区民児協
小学校の校門付近でプラカードを持ち、ＰＲチラシとティッシュを配布して児童を対
象にＰＲ活動を行なう。

5月14日（月）
生地小学校付近

6 砺波市民児協
「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
なう。

4月25日発行
全戸配布

7 南砺市民児協

市長や議長、市社協会長、そして次代を担う中学生に「一日民生委員・児童委員」
を委嘱し、民生委員・児童委員の訪問活動を体験していただき、南砺市内の委員
活動への理解を深める。また、関係機関と協力し、歴史と実績を有する民生委員
制度や委員活動の街頭ＰＲを行なうことで、地域住民へ広く周知を図るとともに、
行政や社協をはじめ幅広い関係機関との連携を強くすることを目的とする。
　　1.委嘱状交付式
　　2.活動体験　高齢者宅訪問
　　3.ショッピングセンターにて街頭ＰＲ ⇒ パンフレット等を配布

5月13日（日）　9：30～11：30頃予定
1.福野庁舎
2.福野地域高齢者世帯宅
3.ショッピングセンターア・ミュー前

8 南砺市利賀地域民児協
ひとり世帯・高齢者世帯に寿入浴券を配布する際に、活動の内容や困ったこと等
の聞き取りをしながら、ＰＲカードを配布する。

4月下旬
利賀地域内

ＰＲカードの全世帯配布
5月12日～5月末
福野地域一円

110番の家ウォークラリー開催の際、ＰＲクリアファイルにＰＲチラシ「こんにちは民
生委員・児童委員です」を入れて参加者へ配布

5月27日
ウォークラリー開催場所

10 南砺市福光地域民児協
担当地区の高齢者宅訪問時にＰＲカードを配布し、民生委員の役割や性格を紹介
する。

5月～6月

11 射水市民児協
市内のショッピングセンターにて、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、チラシとあせて配布する。

5月13日(日)　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

12 上市町民児協
町内の小学校の登校時、子育て支援活動として、校下の民生児童委員が正門前
で児童の見守りや声かけ運動を実施する。（鉛筆配布）

5月14日～5月18日　児童登校時
小学校正門前（6校）

活動の具体的内容

民生委員・児童委員ＰＲ展示を行なう。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

『民生委員・児童委員の日』の横断幕を掲出する。

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

一斉取り組み日前後の1週間
校下一円

9

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

2

南砺市福野地域民児協

富山市浜黒崎校下民児協

16
富
山
県

15
新
潟
県

14



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

5月12日（土）　11：00～12：00
大阪屋ショップ　立山店
スーパーセンターシマヤ　立山店
アルビス　立山インター店

5月14日（月）
6：45～8：00
富山地方鉄道　五百石駅
7：15～8：20
富山地方鉄道　岩峅寺駅

5月15日（火）　11:00～12:00
五百石スーパーむらい

　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か所で街頭ＰＲ活動を行なう。（チラシ・ティッシュの配布）

5月13日（日）　12：00～13：00
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

町長・議長・社協会長・自治振興会長を招き、総会・全体研修会を開催、活動強化
週間にあせて委員全体の資質向上を図る機会とする。

5月13日（日）　13：30～16：30
五叉路クロスファイブ

活動強化週間に、全地区・町内にてふれあいいきいきサロン等を実施。その場で
民生委員・児童委員のＰＲ活動を実施する。

5月12日（土）～5月18日（金）
各地区・町内

活動日時／場所　等

4月1日（日）～5月31日（木）

5月5日（土）

5月11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 金沢市民児協
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する。当日は金沢市長にもご参加いただき、例年よりも新聞報道
等による周知に力を入れる。

5月12日（土）　10：30～11：30
香林坊および武蔵が辻周辺

七尾市社協広報誌、社協だよりに「民生委員・児童委員の日」記事を掲載する。
4月5日（木）
全戸配布

看板を挙げ、活動強化月間を周知する。
5月1日～5月31日
市役所前

新聞折込チラシ「社協だより」にてＰＲを行なう。

社協、市役所にのぼり旗を設置し、市民への周知を図る。

4 珠洲市民児協 ＰＲチラシ配布
5月12日（土）　10：00～
ショッピングプラザ「シーサイド」

5 加賀市民児協
5月12日～5月18日までの活動強化週間中、市役所前のほか、市内各地区会館
等にのぼり旗を掲げる。

5月12日～5月18日
市役所前ほか

6 羽咋市民児協
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

4月27日
全戸配布

7 かほく市民児協 ＰＲチラシを作成し、市内全戸配布 5月1日

8 白山市民児協
民生委員・児童委員の活動を周知するため、ＰＲ用チラシとポケットティッシュを配
布する。

5月13日（日）
アピタ松任店ほか4会場

ケーブルテレビ（テレビ小松）を利用した、民生委員・児童委員活動の紹介、啓発
を行なう。

5月10日（木）～5月16日（水）

市役所にて懸垂幕を設置する。 5月8日（火）　9：00～

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

ティッシュ、リーフレット等によるＰＲ活動立山町民児協

14

活動の具体的内容

「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」をＰＲするステッカーを県社協の公用車に貼付し、周知活動を実施

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

県庁舎1階エントランス電光掲示板に「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」を掲載

本県の委員活動スローガン（助け合う　心でつなごう　地域の未来）を掲載した「のぼり旗」を県社会福祉会館前に設置

七尾市民児協

13

5月12日（土）～5月18日（金）

県政メールマガジン（メルマガ石川）に「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」を配信

ＴＶの県広報番組（石川ほっとニュース）に「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」を放映

■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・児童委員の日」をＰＲしたティッシュを2万個作成
・ＰＲカード　2万枚購入
・「こんにちは民生員・児童委員です」　26,500枚購入
・「このまちとともに次の100年へ」　13,400部購入
・ＰＲクリアファイル　2,800枚購入
以上の5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。

朝日町民児協

5月9日（水）
新聞の県広報欄（広報いしかわ）に「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」の掲載

9

ＴＶ番組（めざましテレビ）での県広報スポットで「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」を放映

5月初旬輪島市民児協3

能美市民児協

17
石
川
県 2

16
富
山
県

15



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

4月20日（金）～4月30日（月）
市役所庁舎前（北側面）

4月20日（金）～5月15日（火）
市役所庁舎前（南側）

市広報「ののいち」5月1日号にＰＲ文を記載し、市民に周知する。
5月1日（火）
全戸配布

「野々市市民生委員児童委員協議会」ののぼり旗を立て、通行する市民に周知す
る。

5月1日（火）～5月15日（火）
社会福祉議会前（つばき通り）

「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
の協力を仰ぐ。

6月1日（金）
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」で利用者ともに清掃奉仕を実
施し、活動の理解とＰＲを行なう。

5月13日（日）
老人福祉センター椿荘

11 川北町民児協 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を行なう。 5月12日～5月18日

「広げよう 地域に根ざした 思いやり」の懸垂幕を掲げる。
5月1日(火)～5月31日(木)
町福祉センター

町広報誌のくらしの情報欄に、記事を掲載
5月5日配布
広報つばた　5月号

活動強化週間の周知記事の掲載
町広報5月号
町内全域

75歳以上ひとり暮らし高齢者宅への見守り訪問を一斉に行なう。その期間は、役
場と文化会館にのぼり旗を設置する。

5月上旬

総会を開催し、活動週間についての意識を高める。
5月18日　15：00～
いこいの村

ひとり暮らし高齢者宅への一斉訪問 活動強化週間中

のぼり旗の設置
5月中
アステラス内

ＰＲカードの配布
5月中
町内高齢者宅

役場正面に、ＰＲ用の懸垂幕を設置 5月1日（火）～5月31日（木）

民生委員・児童委員活動を紹介するカードの入ったポケットティッシュを配布
5月18日（金）　10：30～
穴水駅前、穴水町総合病院前、
いろはストアー前

全町給食サービスの実施。対象は、75歳以上のひとり暮らしの方。3色おはぎと無
償で提供していただいた花の苗を配布する。

5月19日（土）7：00～

ＰＲカードの配布

能登町広報誌・データ放送

ポスターの掲示

活動日時／場所　等

4月16日（月）～9月28日（金）
福井県社会福祉センター

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

れんげ和ん田ぁ～ランド祭りの「アイアイサロン」にて参加者にＰＲ
5月6日　10：00～15：00
和田中フラワーフィルド

各委員がポケットティッシュとＰＲチラシを配布
5月１日～5月17日
和田公民館・旭公民館担当区

2 福井市南部
高齢者に対する見守り活動を行なうとともに、民生委員児童委員のアピールを行
なう。パンフレットの配布

5月12日～5月18日
豊地区・木田地区

1

■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

野々市市民児協

16

15

13

5月中能登町民児協

10

本県民児連では昨年度、制度創設100周年を記念して、県内市町民児協よりこれから・未来に向けた委員活動に向けた石川県スローガンを募集し、応募作品
の中から「助け合う　心でつなごう　地域の未来」を選定した。また、それぞれの地域での委員活動のＰＲに活用できるよう、このスローガンを記載した「のぼり
旗」を作成し、県内市町民児協に配布している。

穴水町民児協

福井県社会福祉センター正面の壁面に民生委員・児童委員ＰＲの懸垂幕を掲示し、市民、県民に民生委員の存在や活
動について広報する。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

福井市東部

12 津幡町民児協

14 志賀町民児協

内灘町民児協

「民生委員・児童委員の日」懸垂幕を掲揚し、広く市民にＰＲする。

宝達志水町民児協

18
福
井
県

17
石
川
県

17

■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

16



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

横断幕を取り付け、全員が北部民児協のロゴ入りベストを着用し、リーフレット持
参で高齢者宅にＰＲを兼ねて訪問予定

5月9日
松本公民館敷地内から地区巡回

主任児童委員も地域内の保育園、小学校、中学校を訪問。安否確認を兼ねて粗
品持参で高齢者宅を訪問

5月17日

期間中、各担当区域の対象者への訪問 5月12日～5月18日

登下校の児童の見守り活動 5月15日～5月18日

5 福井市足羽
活動強化週間の時期にあわせ、5月に配布される「足羽公民館だより」に委員名と
担当地区を明記した案内文を掲載

5月初旬
足羽地区全戸配布

6 福井市社
地区の小学校校門近くにおいて、のぼり旗と腕章をして民生委員があいさつをし
てＰＲ

5月  8日　社南小学校
5月14日　社西小学校
5月18日　社北小学校

啓発活動として、パンフレットを配布
5月15日　15：00～
フレンドマートワイ・プラザ

ひとり暮らし高齢者宅に安否確認 5月12日～5月19日

5月12日が「民生委員・児童委員の日」であることのＰＲ
(麻生津・清明公民館敷地内にのぼり旗を設置)

生活課題を抱える方々との対話を深め、地域内での孤立化とならないよう支援の
強化に繋げるため、要支援者宅を訪問

活動週間をはじめ、その他の時期にも地域の各関係者との意見交換を実施し、課
題の発見とともに、今後の相互協力のあり方を確認

強化期間中、各民生委員がひとり暮らし高齢者等宅を訪問し、広報チラシやＰＲ
カードを配布しながら、声かけ・安否確認

5月12日～5月18日
各地区

民生委員・児童委員が各地区の小中学校で、朝の登校時刻にあいさつ運動を実
施

5月14日　棗小中・鷹巣・国見小中
5月15日　川西中・鶉小・本郷小

包括支援センターを招いて、見守り支援に関する研修会を実施
5月15日
川西コミュニティセンター

小学校下校時の児童の見守りを実施
5月12日～5月18日
森田小学校、森田小中学校教職員

児童館および放課後児童クラブにＰＲリーフレットを配布
森田公民館、児童館、
児童クラブ保育所

民生委員担当区域ごとに住民福祉マップを更新 各自

11 福井市東足羽 ひとり暮らし・高齢者のみ世帯を再度訪問 5月12日～5月20日

民生委員・児童委員と福祉委員の氏名が入ったチラシを持参し、安否確認情報を
把握

5月1日～5月31日
65歳以上の高齢者

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・
今後の取り組みについて意見交換

5月17日　13:30
美山公民館

美山喜寿苑入所者との交流および認知症予防等について講演会開催
5月中
美山喜寿苑

13 福井市越廼 各地区のデイホームに参加して交流を図り、近況などの話し合いを実施
5月16日　越廼公民館
5月31日　居倉センター

担当地区の全戸にティッシュを配って自己紹介
5月7日～5月19日
各担当地区

清水民児協の名前入りジャンパーを着用して小中学校の通学路・校門で子ども達
へのあいさつ運動

5月7日～5月11日
小中学校の通学路校門

自治会長・福祉委員と情報共有し災害時の要支援者名簿を修正、支援マップ作り
に活かす。

5月～6月中

15 敦賀市第1地区
快適な環境づくりの活動を実施。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、ゴミ拾い作業をとおして、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17日（木）　9：00～
北地区公園施設

16 敦賀市第2地区
活動内容を記載した『チラシ』を公民館等、人目のつく所に掲示するとともに、高齢
者宅訪問時にも委員の存在の啓発に努める。

5月12日（土）～5月18日（金）

西公民館敷地の道路沿いに、「のぼり旗」を5本立てて、地域住民に民生委員・児
童委員の存在を周知

5月12日（土）～5月18日（金）、
西公民館

量販店を訪れる方がたに、活動内容を記載した「チラシ」と「ポケットティッシュ」を
配布して、民生委員・児童委員の存在と活動内容を啓発

5月13日（日）　11：00～12：30
量販店　アピタ敦賀店

敦賀市第3地区

福井市あさむつ

福井市川西

8

4

3

7

9

5月11日～5月19日
5月中の予定日程・会場は未定

福井市北部

17

14 福井市清水

12

10

18
福
井
県

福井市中部

福井市大東

福井市森田

福井市美山

17



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

18 敦賀市第4地区
訪問活動の意義は、地域での豊かな人間関係の構築であることをしっかりと認識
して、訪問活動を行なう。

5月12日（土）～5月18日（金）
一斉訪問活動

中郷体育館に横断幕を設置
5月12日（土）～5月18日（金）、
中郷体育館

中郷公民館、愛発公民館が隔月発行する公民館だよりに、民生委員・児童委員
の存在を広く知っていただくためのスペースを確保し、地区全世帯に配布・周知

公民館だより 6月号
全世帯に配布

20 敦賀市第6地区
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幕を掲示

5月12日（土）～5月18日（金）、
粟野公民館

21 小浜市第2地区 雲浜地区民を対象にスティックリング大会を開催して交流しＰＲ
5月19日（土）　午前中
ターミナルセンター

22 小浜市第6地区 ふれあいサロンにおいて高齢者と体操や歌、ゲームで交流しＰＲ
5月16日（水）　13：30～
中名田深野ふれあい会館

23 小浜市 市政広報5月号に民生委員・児童委員の紹介記事を掲載し、市民にＰＲ

24 越前市
各機関・団体の協力を得て「ちびっ子フェスティバル」を開催し、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なう。

5月4日（金）、5月5日（土）
9：00～16：00
越前市武生中央公園

校下ごとに分かれて、小学校の校門前で登校する児童に対して、あいさつ運動を
実施

5月14日
三国町内の校門前

各小学校の地区役員（育成委員等）と交流
5月12日～5月18日
三国町内

民児協のぼり旗設置し民生委員・児童委員の活動をＰＲ
5月12日(土)～5月18日(金)
丸岡支所前通り沿い等

朝のあいさつ見守り活動
5月12日(土)～5月18日(金)
丸岡町内小学校

小学生の登校時に町内小学校の前で民生委員のジャンバーを着用し、のぼり旗
を掲げ、あいさつ運動を行ない民生委員・児童委員を周知

5月中
各小学校前

懸垂幕を各コミニティーセンター、支所へ掲げ市民へ民生委員・児童委員につい
て周知

5月中
各コミニティーセンター
坂井市役所春江支所玄関前

啓発用ポケットティッシュを街頭や見守り・相談に応じたときに配布
5月中　町内
(5月13日、町内スーパー5店で実施)

高齢者を対象とした「サロン」を実施
5月中
各地区

28 坂井市坂井町
町内4地区に分かれ、小学校児童の登校時間にあわせて校門でのあいさつ運動
を実施。民生委員の旗を持ち、活動用のベストを着用しＰＲする。

5月14日　7：25頃
坂井町内4小学校後日
中学校でも実施予定

永平寺町の広報誌5月号に「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」の記事を掲
載

5月2日発行 広報永平寺5月号
全戸配布

民生委員・児童委員の日 活動強化週間（5月12日～5月18日）にあわせ、役場本
庁のロビーにおいて、ポスターやチラシを掲示してＰＲ

5月7日（月）～5月18日（金）
役場本庁ロビー

児童の登校時間に校門前に立ち、児童とあいさつを交わすことで、見守りと信頼
関係づくりに取り組む。また、統一のジャンパーとキャップを着用し、活動の普及啓
発を図る。

5月16日（水）
池田小学校

役場庁舎に強化週間をＰＲする横断幕を設置。横断幕には100周年記念マークを
表示し、民児協の長い歴史と活動について広くアピール

5月9日（水）
役場庁舎

町内の介護福祉施設で清掃等のボランティア作業を行なうとともに、入所者や職
員の方々と交流し、委員活動をＰＲする。

5月9日（水）
特別養護老人ホーム幸寿苑

登校する子どもたちに声かけして見守ることにより、地域における見守り機能を確
保

4月10日
町内通学路

町内民生委員が一堂に会し、年間活動計画の確認と民生委員としての確認、3つ
の専門部会に分かれて研修を開催

5月11日
南条保健福祉センター

32 美浜町 広報紙に「活動強化週間」の記事を掲載し、民生委員をＰＲ 4月

33 高浜町 各地区に横断幕を設置し、民生委員活動をＰＲ
活動強化週間中
町内各地区

34 若狭町
若狭・三方五胡ツーデーマーチ10キロコースに参加し、のぼり旗を持って民児協を
ＰＲ

5月19日（土）　9：00～
町内一円（三方地区周辺）

30

29

27

26

敦賀市第5地区

坂井市三国町

坂井市丸岡町

25

南越前町

春江町

永平寺町

池田町

31

19

福
井
県

18

18



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

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

広報紙「こうふ」５月号へ民生委員・児童委員（主任児童委員）ＰＲ関係記事の掲
載

こいのぼり掲揚（児童福祉週間にあわせて5月11日まで）
4月下旬～5月11日（金）
市役所　駐車場南側

懸垂幕の設置
5月11日(金)～5月18日(金)
市役所駐車場

2
甲斐市
民生委員児童委員協議会

講演会の開催（講師：淑徳大学教授 結城 康博氏）
5月16日
甲斐市竜王図書館　2階視聴覚室

3
中央市
民生委員児童委員協議会
（田富・玉穂・豊富）

各家庭への訪問活動（高齢者宅などを中心）に取り組む。
5月12日～5月18日の活動強化週間
および通年

4
昭和町
民生委員児童委員協議会

あいさつ運動、見守り運動
4月18日～5月14日
各小学校、中学校

市役所での懸垂幕を使用したＰＲ活動
5月2日～5月18日
市役所

担当地区の全戸訪問をし、民生委員・児童委員活動紹介資料を配布
5月11日～5月18日
各担当地区

心配ごと相談事業の実施
5月17日
高齢者生活福祉センター

定時放送にて、民生委員の活動内容についてお知らせする。 5月12日、5月15日

5月の広報にて、民生委員の活動内容をお知らせする。

登下校の見守り

危険個所等の確認および見守り強化

8
北杜市小淵沢地区
民生委員児童委員協議会

児童・生徒の通学見守り
5月12日～5月18日
小淵沢町内通学路

9
北杜市須玉地区
民生委員児童委員協議会

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
していただいている。

4月末～活動強化週間中
各地域

高齢者および高齢者の家族を対象に、終末医療、看取りに関する本人や家族の
考えについてのアンケートを実施

終末医療、看取りに関する勉強会を実施

11
北杜市明野地区
民生委員児童委員協議会

学校に啓発用チラシ（児童・保護者向け）の配布を行なう。 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 長野県下20市町村
市町村の広報誌やケーブルテレビなどを活用し、民生委員・児童委員の日のＰＲ
や委員活動の周知

5月

2 長野県下3市町村 訪問活動の強化（飯田市では「市長の1日民生委員」実施） 5月

3 長野県下2町村 児童の登下校の見守りやあいさつ運動へ参加 5月

19
山
梨
県

県庁にてＰＲ懸垂幕の掲揚

丹波山村
民生委員児童委員協議会

7

5月12日～5月19日（予定）
各地区

甲府市
民生委員児童委員協議会

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

5月2日～5月19日

10

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

民生委員・児童委員「ＰＲカード」の配布

5

強調月間週間
登下校通学路、学校付近

北杜市高根地区
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

■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

北杜市白州地区
民生委員児童委員協議会

20
長
野
県

14市町村へＰＲ懸垂幕を提供し、各役場で掲揚

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

6

19



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

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
中津川市
民生委員児童委員協議会
連合会

のぼり旗を設置をしてＰＲを行なう。
5月12日～
市施設、郵便局等

高齢者向け宅配弁当の配食の際に、ＰＲカードを渡す。 5月12日（土）～5月18日（金）

ケーブルテレビの協力を得て、事前告知として活動強化週間をテロップで流す。 5月7日（月）～5月14日（月）

広報誌カレンダーに「民生委員児童委員の日（12日）」、「民生委員・児童委員活動
強化週間（12日～18日）」と掲載

5月号

3
神戸町
民生委員児童委員協議会

フェスティバルの開催。会場において、ポケットティッシュを配布しながら普及啓発
活動を行なう。

5月20日
ばら公園いこいの広場

活動日時／場所　等

5月から1か月間
県庁内県政情報コーナー

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

1
伊豆の国市、三島市、富士市、
焼津市、南伊豆町

広報誌で活動のＰＲを行なう。 5月

2 富士市 『5月12日は民生委員・児童委員の日』　横断幕掲示
4月20日～5月18日
富士市役所

3 清水町
「100周年記念プレート除幕式」の開催
地元新聞社などに呼びかけ、民生委員制度の歴史と実績について、広報・ＰＲを
行なう。

5月12日（土）
清水町福祉センター

活動日時／場所　等

5月8日（火）
愛知県社会福祉会館

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

ポスターを作成し、市内公共施設および各行政区で掲示を行なう。 5月から概ね1か月間

啓発用ポケットティッシュを配布する。 各委員ごとに設定

2 あま市民児協

役員および児童福祉部会の民生委員・児童委員が、児童館で行なわれる「平成３
０年度美和児童館児童館まつり」において、クイズ等のコーナーの一部を担当し、
地域の子どもや親などの住民とふれあい、交流を図る。また、あま市民児協のユ
ニフォームを着用し活動ＰＲも行なう。

5月26日（土）　10：00～
あま市美和児童館

23

22
静
岡
県

21
岐
阜
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

県民児連理事会・評議員会が開催されるのにあわせ、ポスターパネルの展示等を行ない、ＰＲを行なう。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

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

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■県・市民児協として、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とＰＲカードを県民児協予算で購入し、配布する。

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

ポスターパネルの貸し出しおよびＰＲグッズ等の配布

1

100周年パネルの貸し出し

本巣市
民生委員児童委員協議会

2

パネル（全民児連で昨年作成したパネルの一部）を展示する。

■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・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

岩倉市民児協
愛
知
県

20



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

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
津市
21地区単位民児協

各単位民児協で駅前・スーパーや地区行事等でＰＲ用ティッシュを配り、啓発活動
を実施する予定。

5月12日～5月19日
市内駅前、スーパー、
地区行事会場等

2 津市久居地区
担当地区のひとり暮らし以外の高齢者世帯への積極的なＰＲ活動の推進と子ども
世帯の把握を図るため、訪問活動を行なう。また、地区内に委員空白地区がある
ので、自治会長への訪問も行なう。

5月12日～5月18日

3 川越町
川越町児童館祭（川児祭）への参加・協力し、飲食・ゲームなどのブースを担当。
多世代交流・地域の方がたとのつながりを持ち、民生委員・児童委員活動のＰＲを
行なう。

5月13日（日）　10：00～13：00
おひさま児童館

4 志摩市浜島地区
民児協主催の喫茶式ふれあいサロン来場者に啓発ティッシュを配布して、活動を
ＰＲする。

5月17日（木）
浜島コミュニティセンター誠心館

5 志摩市大王地区
町内で実施する「かつお祭り」の会場で、啓発ティッシュを配布して活動をＰＲす
る。

5月 3日（木）　市営駐車場
5月20日（日）　大王公民館

6 志摩市志摩地区
町内で実施する「あわび王国祭り」の会場で、啓発ティッシュを配布して、活動をＰ
Ｒする。

5月4日（金）
布施田ふれあい公園

7 志摩市阿児地区 スーパーの店頭で、啓発ティッシュを配布して、活動をＰＲする。
5月13日（日）
町内スーパー3か所

8 志摩市磯部地区
各地区の回覧版を活用し、担当民生委員・児童委員の周知および民児協活動の
紹介をする。

5月16日（水）～
町内自治会

9 菰野町 ＰＲチラシ入りのティッシュを配布し啓発する。
5月19日（土）
町内ショッピングセンター6か所

10 東員町 スーパーの入り口付近で、ＰＲカードとティッシュを配布し、啓発する。
5月12日（土）　10：00～12：00
イオンモール東員、ピアゴ、
カネスエ、ラッキーマート

町内スーパーの前で、民生委員活動のＰＲを行なう。
5月18日（金）　10：00～
町内スーパー前

社協だよりで、民生委員活動の紹介をする。 社協だより6月号（予定）

12 桑名市
市内商業施設の出入口付近にて、民生委員・児童委員のＰＲカード入りのティッ
シュ等を市民に配布して、民生委員児童委員のＰＲを行なう。また、同時に特殊詐
欺防止の啓発活動もあわせて実施

5月13日(日)　13：30～14：30
アピタ桑名店　出入口付近

13 桑名市多度地区
地区内の地域住民、サロン参加者等に民生委員・児童委員のＰＲグッズを活用し
て、周知を行なう。

5月1日～5月31日
地区内の地域、ふれあいサロン等

14 桑名市成徳地区 スーパーにて、民生委員・児童委員の存在や活動について周知
5月12日　10：00～12：00
ピアゴ多度店

公民館で、民生委員・児童委員のＰＲ活動

地域高齢者および子育てに関する相談

地区自治会連合会総会にて回覧でＰＲ活動、各自治会、世帯配布

16 桑名市明正地区
ＰＲチラシ（Ａ4版）とともに、各地域で、各区域の民生委員、通いの場の紹介チラシ
を作成したものをつけて、自治会回覧する。

地域住民を対象に町内にあるショッピングセンターで、チラシやティッシュの配布を
行なう。

役場庁舎にて活動ＰＲ懸垂幕を掲示する。

18

鈴鹿市内13地区
（国府、北西、牧田、飯野、
一ノ宮、白子、南部、西部、
河曲神戸、玉垣、桜島、
東部、栄）

民生委員・児童委員ＰＲのためのポケットティッシュを配布

5月13日（日）
イオンモール鈴鹿、マルヤス鈴鹿西
条店、マックスバリュ鈴鹿中央店、キ
リン堂鈴鹿中央店、ファーマーズ
マーケット果菜彩鈴鹿店、オークワ
高岡店、マックスバリュ長太の浦店、
Ｆ★ＭＡＲＴサーキット通り店、Ｆ★Ｍ
ＡＲＴ鈴鹿インター店、アピタ鈴鹿
店、ザ・チャレンジハウス磯山等

24
三
重
県

紀宝町11

4月11日～4月30日
地区公民館ほか

桑名市精修地区15

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

5月12日（土）～5月18日（金）御浜町17

21



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

19 松阪市中央地区
民生委員・児童委員の役割や活動の内容を掲載した啓発用リーフレットとティッ
シュを配布することで、民生委員・児童委員制度についてＰＲを行なう。

5月12日（土）
ショッピングセンターマーム、
マックスバリュー中央店、
スギ薬局中央店、ビッグ高町店、
なかみち高町店

平生町にぎわい祭りにあわせて、ティッシュとリーフレットを配布
5月27日　10：30～
平生町ゆめの樹通り

小学校の運動会において、ティッシュとリーフレットを配布
5月26日
第二小学校

21 松阪市神戸徳和地区 「民生委員・児童委員の日」活動のＰＲ、ポケットティッシュの配布
5月12日（土）　10：00～11：00
地区内スーパー

22 松阪市幸地区 1時間交替で4班に分かれ、啓発用リーフレット、ティッシュを配布する。
5月12日（土）　10：00～14：00
マックスバリュー川井町店

期間中校区別に分かれ、民生委員・児童委員の役割等について地域住民に対し
啓発活動を予定している。

5月14日　14：00～15：00
大型スーパー2店舗

担当地区のひとり暮らし高齢者宅を訪問し見守り、安否確認活動を予定している。 5月12日～5月18日

24 松阪市北部地区 商業施設にて、地域住民に民生委員・児童委員の存在を知ってもらう。
5月13日（日）
バロー、マーム、
コスモスマックスバリュ

25 松阪市東部地区
スーパー等で地域住民に対して、一言ＰＲとともにＰＲグッズ（ポケットティッシュ）を
配布する。

5月13日（日）　10：00～12：00
地区内のＪＡ、スーパー

買い物客にパンフレット、チラシ入りポケットティッシュを配り、民生委員・児童委員
の存在、活動を知ってもらう。

5月13日（日）　10：00～11：00
ぎゅうとら大黒町店
マックスバリュ川井町店

65才以上の高齢者宅、小中学校、幼稚園、保育園を訪問し、パンフレット、チラシ
入りポケットティッシュを配り、民生委員・児童委員の存在、活動を知ってもらう。

5月12日（土）～5月18日（金）
地区内高齢者宅、小中学校、
幼稚園、保育園

27 松阪市嬉野地区 地区福祉会主催の「ひとり暮らしの集い」会場にて、活動強化週間の宣伝
5月8日（火）　10：00～
嬉野ふるさと会館

店頭にてポケットティッシュ等の配布
5月12日（土）
アピタ三雲店店頭

同地区自治会長会、ボランティア関連団体との合同研修会 5月中

地区内小学校の通学路、遊園地その他の安全点検
（民生委員、地区自治会長、ＰＴＡ役員）

4月～5月中

年に1回、地区の小学校、中学校、保育園に訪問し教職員や保育士との意見交換
を行ない連携を深める。その後、個別の連携が必要な場合は、別途会議を開催す
る。

5月～6月にかけて調整
保育園2か所、小学校2校、
中学校1校

各保育所に園児を送迎に来た保護者にチラシ入りティッシュを配布し、啓発の声
かけを行なう。

5月10日前後
飯南ひまわり保育園

30 松阪市飯高地区
民生委員・児童委員のベストを着用し、飯高駅や周辺施設に街頭啓発活動を行な
う。地域住民や県内外の利用客の多い飯高駅（道の駅）の施設周辺にて、チラシ
入りティッシュなどを配布し、民生委員・児童委員の活動の理解と周知を行なう。

5月12日（土）　10：00～15：00
飯高駅（道の駅）

5月17日（木）
ぎゅーとら鳥羽東、西店

5月18日（金）
イオン鳥羽店、
鳥羽ショッピングプラザ

活動日時／場所　等

5月12日（土）～5月18日（金）

29

松阪市花岡地区

24
三
重
県

25
滋
賀
県

松阪市　三雲地区28

松阪市飯南地区

活動の具体的内容

県内の市町民児協、単位民児協の啓発活動の取り組み事例を取りまとめ、県と県民児協連の連名でマスコミへ資料提
供します。また、取りまとめた取り組み事例を、県のホームページに掲載し、県民に広く周知を図ります。（活動強化週間
前後の取り組みも含みます。）

20

松阪市西部地区26

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

23

商業施設前にてチラシ、ティッシュの配布、声かけを行なう。当日は、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、市職員にも協力してもらう。市民協
は、民生委員広報用ののぼりを持参、全員ビブスを着用し、広報活動にあたる。

鳥羽市31

松阪市　第二地区

22



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

市区町村(単位)民児協名 活動の具体的内容 活動日時／場所　等

1 福知山市
災害発生時の緊急連絡網の機能状況および災害時要支援者の安否確認のあり
方についてシミュレーションする。

5月12日（土）～5月18日（金）
地区ごと

2 福知山市豊富地区民児協 「いい日あいさつデー」に、民児協のユニフォームを着て参加 5月11日（金）

町民向けの通信発行（各自治会の組回覧として配布）

防災マップの見直し

老人ホームへ花植え事業
5月13日（日）
三愛荘・さくら苑

児童の登下校時見守り、「いい日あいさつデー」に参加協力する。 5月11日（金）

ひとり暮らし高齢者を優先にしたふれあいサロンの実施 5月5日～5月18日

緊急時対応訓練（模擬訓練）

災害時福祉マップ作成に係る研修

6 舞鶴市 市のコミュニティラジオに出演し、民生委員・児童委員活動をＰＲする。 5月11日（金）

「民児協あやべ」第30号での活動紹介
4月
全戸配布

市広報誌での民生委員・児童委員活動紹介

民生委員・児童委員の活動内容や、地区で実施するサロン活動のＰＲのため、
「民生委員だより」を作成し全戸配布する。また、行政や学校、関係機関、団体等
にも配布し、地域の身近な相談先である民生委員・児童委員の更なる周知を図
る。

5月12日～5月18日
市内全域

民生委員だよりの配布時期にあわせ、コミュニティＦＭ局の番組に出演し、「民生
委員だより」を全戸配布していることの周知をするとともに、紙面には掲載しきれな
かったことについて広報する。

9
宇治市
岡屋地区民児協、
宇治地区民児協

地区民児協の年間活動紹介や委員の氏名と大まかな担当区域を記載したチラシ
を作成し、「民生委員だより」とともに全戸配布している。

10 宮津市 ＰＲ用紙を差し込んだポケットティッシュの配布

町報「広報よさの」5月号に、民児協活動紹介の記事を掲載予定 5月10日号（予定）

ＰＲを目的に作成した与謝野町民生委員・児童委員活動ＰＲチラシを、町内のスー
パーマーケットで委員が手配りで配布

5月12日（予定）

社協からの「ひとり暮らしの集い」の案内と特殊詐欺防止啓発ＰＲを、高齢者ひとり
暮らし世帯を中心に、民生委員・児童委員のＰＲを兼ねて配布予定

5月中

民生委員・児童委員の日にあわせて、亀岡市大型店舗前で街頭啓発活動実施

5月12日（土）　10：30～11：30
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、
たわわ朝霧

民生委員活動ＰＲチラシの配布およびＰＲ横断幕の掲出

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

市ホームページへの記事掲載 5月12日～5月18日

市庁舎内デジタルサイネージへの記事掲載
5月12日～5月18日
市役所本館1階　ロビー

市広報誌に特集記事を掲載 5月1日号

横断幕の掲示
5月～6月
市内4か所

民生委員・児童委員の氏名、顔写真と担当地区を地図で示した「委員担当区域
図」を掲示し、目で見て分かる民生委員・児童委員の普段の活動内容を地域住民
に知らせる。

活動強化週間中
大山崎町役場1階　ロビー

5月の民生委員・児童委員の訪問活動の趣旨、内容の掲載 町広報誌

新たに65歳に到達した高齢者世帯およびひとり暮らし世帯に対し「命のカプセル」
配布事業の説明に訪問。その際、かかりつけ医や投薬情報を記載する名刺サイ
ズの「安心カード」の活用についてＰＲ

5月

綾部市

宇治市

与謝野町

亀岡市

向日市13

26
京
都
府

福知山市大江地区民児協3

大山崎町

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

15

11

福知山市桃映地区民児協

総合福祉会館福知山市惇明地区民児協

4

5

7

8

12

長岡京市14

23



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

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、公民館や子育て支
援センターなどに設置し、配布。また、商業施設や駅前等で民生委員による手配
り・アナウンスを行なう。

「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。のぼり（公民館等）を設置

17 八幡市八幡北地区
ＰＲチラシを封入したティッシュを街頭で配布、ふれあいサロン5か所、その他3施
設に設置

5月15日　15：00～
コノミヤ八幡店前

18 八幡市八幡中央地区 ＰＲチラシを封入したティッシュを5つの施設に設置 5月1日～5月18日（予定）

19 八幡市八幡南地区 ＰＲチラシを封入したティッシュを街頭で配布
5月10日　14：00～
ライフ八幡店前、八幡第4幼稚園前

20 八幡市八幡東地区 ＰＲチラシを封入したティッシュを4つの施設に設置 5月1日～5月18日（予定）

21 八幡市橋本・西山地区 ＰＲチラシを封入したティッシュを街頭、ママサロンで配布
5月12日～5月18日を中心に
随時（予定）

22 八幡市男山北地区
ＰＲチラシを封入したティッシュの配布。ひとり暮らしの高齢者等見守りが必要と感
じる世帯を対象に検討中

5月12日～5月18日（予定）

23 八幡市男山南地区 ＰＲチラシを封入したティッシュを街頭で配布、2施設に設置
5月18日　10：00～
業務スーパー前

24 京丹後市
災害時要配慮者避難支援事業の災害時避難行動支援者台帳更新作業を集中的
に行なう。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、民生委員・児童委員活動のＰＲも含めて実施する。

活動強化週間中

25 宇治田原町 町内のスーパーマーケットでのＰＲ活動
スーパーサンフレッシュ、
スーパーフレンドマート

民生委員・児童委員をＰＲするための懸垂幕を設置
5月10日～5月21日
市役所、加茂支所、
山城総合文化センター

民生委員・児童委員をＰＲするためののぼり旗を市内各地に設置

市立小学校6年生に学校を通じて、民生委員・児童委員パンフレットを配布
（保護者へのＰＲ）

活動強化週間中に配布依頼

民生委員・児童委員ＰＲコーナーを事務局窓口設置
5月10日～5月21日
市役所社会福祉課　窓口

市広報紙、ホームページでの啓発

27
木津川市
木津東部・木津西部・加茂・
山城民児協

各担当区域内の駅、スーパー等で街頭啓発を実施
5月14日（月）
7：00～　　駅周辺
10：00～　スーパー等

小学校で啓発用ポケットティッシュ配布
活動強化週間中に
学校ごとに1日　1時間程度
町内5小学校

ＰＲチラシ「こんにちは民生委員・児童委員です」を自治会等により回覧 5月2日

29
南丹市園部町
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、民生委員・児童
委員と通所者との交流を行なう。

5月中旬

30 京丹波町
民生委員・児童委員活動のチラシと活動強化週間チラシを封入したティッシュの街
頭配布

5月12日～5月18日を目途
丹波マーケス、
道の駅「味夢の里」「さらびき」「和」、
ＪＲ和知駅前等

京
都
府

26

昨年度に引き続き「民生委員活動環境整備事業」を実施。住民に対するＰＲ事業、相談支援体制整備、支援員制度、その他必要と思われる事業について助成
を行なう。

■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

5月1日（火）～5月18日（金）16

28 精華町

木津川市26

八幡市

24



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

活動日時／場所　等

5月12日（土）　10：00～10：30
大川町公園

5月12日（土）　11：15～12：00
なんばウォーク
くじらパーク
（地下鉄「なんば駅」ほか）

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
交野市
民生委員児童委員協議会

啓発事業「ファミリーフェスタ」
バザーや子どもの遊びのブース等の実施

5月12日（土）　13：00～16：00
交野市立保健福祉総合センター

2
四條畷市
民生委員児童委員協議会

ＪＲ忍ケ丘駅および市内の商店街付近で、啓発用のぼり（旗）を立てて、ＰＲ用紙と
ウェ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を行なう。当日は
四條畷市長と観光大使の谷口智則氏も応援に来ていただき、ケーブルテレビの
Ｊ：ｃｏｍも取材に来る予定

5月13日（日）　10：00～
四條畷市栄通り商店街、
四條畷市忍ケ丘駅前

3
貝塚市
民生委員・児童委員協議会

児童虐待防止啓発のオレンジリボンをつけて市内のひとり暮らし高齢者、ひとり親
家庭を一斉訪問し、民生委員・児童委員の活動ＰＲと見守りを行なう。

5月12日（土）～5月18日（金）
貝塚市内各所

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

担当区域内へＰＲカードや広報紙等を配布する。
5月12日（土）～
明石市内

屋外に貼ることができる民生委員・児童委員ＰＲポスターの掲示
5月12日（土）～
明石市内

市広報誌（5月1日号）に「民生委員・児童委員の日」の広報記事を掲載する。
5月1日（火）
明石市内

2 芦屋市民生児童委員協議会

5月23日（水）～25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、
芦屋市民生委員・児童委員全員が出席する。
　各民生委員・児童委員が、平成30年4月1日時点で課題を持つ世帯を事前に提
出する。約280世帯が毎年提出されており、対象者を今後どう支援するか、継続・
終了の2つに分けた上で、1年間の委員の対応計画を確認する。また、対象者が
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ごとに支援対応を検討する。

5月23日（水）～5月25日（金）
芦屋市役所東館会議室

活動強化週間にあわせ、平成30年度三木市連合民生委員児童委員協議会の総
会・記念大会を開催する。

5月11日（金）　10：30～
三木市文化会館　小ホール

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

市内各所の公共施設にのぼり旗を設置して、民生委員・児童委員のＰＲをする。 5月1日（火）～5月31日（木）

4
猪名川町
民生委員児童委員協議会

町内の駅前広場にて、民生委員・児童委員をより広く知ってもらうため、街頭啓発
活動を実施する。当民児協役員中心でリーフレットなどＰＲグッズを配布

5月11日（金）　午前
日生中央駅前広場

大
阪
府

今年度は大阪府民生委員（方面委員）制度創設100周年を記念し、大阪府・大阪市・堺市の三者共同で一斉啓発活動を行なう。その一環として、ＰＲ用ウェット
ティッシュとリーフレットを作成し、これを大阪府内での民生委員・児童委員活動のＰＲに活用する。また、各民児協でのＰＲ活動実施予定を集約した一覧を本
会ホームページから閲覧できるようにする。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

28
兵
庫
県

27

大阪府内全域（大阪府・大阪市・堺市）で共同して、一斉啓発活動に取り組む。なんば駅周辺では、タスキやベストを着用
した民生委員・児童委員とともに「民生委員・児童委員の見える化」プロジェクトに参加した学生が協力して、大阪府・大阪
市・堺市の三者共同で作成したＰＲ用ウェットティッシュとリーフレットを配布し、街頭啓発活動を行なう。

活動の具体的内容

大阪府民生委員（方面委員）制度創設100周年記念事業として、新たに設置する100周年記念碑の除幕式ならびに献花
式を行なう。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■県・市民児協として、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

明石市民生児童委員協議会1

三木市
連合民生委員児童委員協議会

3

25



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

活動日時／場所　等

5月12日(土）　午前
ＪＡまほろばキッチン、
近鉄大和八木駅

5月12日（土）　午後
ならファミリー、近鉄大和西大寺駅

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 天理市民生児童委員協議会 民生委員活動のパネル展示
5月14日～5月18日
市役所ロビー

5月9日～5月14日
市役所

5月16日～5月18日
南コミュニティセンター

5月20日～5月23日
北コミュニティセンター

広報誌(民児協発行）の全戸配布

ＰＲカード、ＰＲティッシュの全戸配布

4 下市町民生児童委員協議会 下市テレビで、民生委員･児童委員のＰＲを文字で放映 5月12日～5月18日

5 県内ほぼ全市町村 地域内の主要駅、商業施設、道の駅、学校・園等でＰＲティッシュの配布
主要駅の通勤・通学時間、
商業施設の休日集客時間、
学校・園等の登校（園）時間

市区町村(単位)民児協名 活動の具体的内容 活動日時／場所　等

1 和歌山市名草地区民児協
担当地区の高齢者宅を訪問して安否確認や声かけ等の友愛訪問を実施し,高齢
者の方たちに喜ばれている。

5月　第3日曜日前後
地区内各担当地区

2 和歌山市西脇地区民児協
民生委員には守秘義務があり、なんでも気軽に相談できる相手であるということを
知っていただくために、ティッシュを配布し、啓発活動を毎年5月に行なう。

5月13日（日）
スーパー松源　駐車場

3 和歌山市有功地区民児協

有功小学校、有功東小学校、鳴滝小学校の子どもセンターと長寿会、学校の先生
方、児童と一緒に、異世代間の交流行事「共育おもしろ運動会」を開催
　・民生委員・児童委員のＰＲコーナーブース
　・.輪投げ、お手玉入れ、輪ゴムシューター、カーリングゲーム（景品はお菓子）
　・先生方の指導による心肺蘇生法
　・じゃんけん大会

5月12日前後の土曜日
有功小学校体育館

地区担当民生委員は、単位自治会の総会に出席し、地域での活動をＰＲし、民児
協の活動を広く啓発展開している。

4月～5月
各自治会集会所

春まつりの子どもみこし等で子どもたちとの交流 4月15日

5 和歌山市西山東地区民児協
市営住宅約800戸を4名の民生委員で担当しているが、「自分を担当してくれる民
生委員がわからない」という方が多いため、毎年自治会の新任役員研修会に参加
して、ＰＲチラシに各民生委員の担当区分表をついて説明とＰＲを実施している。

5月13日

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

奈
良
県

29

30

和
歌
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

ＰＲ用のぼり旗、ＰＲ用ティッシュ、ＰＲカードを実費にて頒布。活動強化期間はもちろんのこと、行事やイベント時にそれぞれの地域の実情にあった形で活用い
ただいてる。

和歌山市四箇郷地区民児協

王寺町民児協、
奈良市奈良帝塚山地区
民児協等

3

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

4

民生委員活動のパネル展示

県内の駅、商業施設等において地域住民の方にティッシュを配布し、民生児童委員のＰＲなど声かけを行なう。

2 生駒市民生児童委員連合会
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

6
和歌山市雑賀崎・田野地区
民児協

一斉友愛訪問と名づけ、担当地区の気になる家庭を訪問して安否確認や声かけ
等の友愛訪問を実施している。

民生委員・児童委員の日を
基準にして、その前後

7 海南市民児協
高齢者宅および要支援者宅の訪問を実施する。また、児童週間から引き続き、0
～15歳の子どもがいる世帯の訪問を実施する。

5月12日（土）～5月18日（金）

8 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
動の広報を実施する。

5月1日～

市民児協事務局がある新宮市福祉センターの玄関横に「5月12日～5月18日　民
生委員・児童委員の日　活動強化月間」と明記した垂れ幕を設置して啓発する。

5月初旬から約1か月間
新宮市福祉センター

新宮市社会福祉協議会の広報誌「アシスト」に「5月12日～5月18日　民生委員・児
童委員の日　活動強化月間」の主旨を掲載して啓発する。

社協広報誌　5月号（5月初旬発刊）
市内全世帯配布

10
紀の川市打田
民生委員児童委員協議会

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

5月9日（水）　7：30～8：15頃
田中小学校、池田小学校、
打田中学校

11
紀の川市那賀
民生委員児童委員協議会

「ひとり暮らし高齢者（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 高齢者部会全員で、今年は「天然シダ ミニほうき」作成に取り組
む。支所管内に在住する75才以上のひとり暮らし高齢者約270名分を3月末から4
月末にかけて作成し、袋には「天然シダ ミニほうき」、「この地域の民生委員の手
作りです」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日の「民生委
員・児童委員の日」、「活動強化週
間」に向け訪問して手渡す。

町広報誌に「民生委員・児童委員の日　活動強化週間」を、広報誌を通じて住民に
ＰＲする。

町独自の「活動強化週間」のポスターを作成し、活動強化週間であることをＰＲす
る。ポスターは役場庁舎、図書館等町施設等へ掲示する。

役場庁舎が使用するデスクトップ型パソコンの画面に、掲示用ポスターと同様の
画面を掲示し、職員を通じて民生委員・児童委員活動をＰＲする。また、町職員の
会議等を通じて、「民生委員・児童委員の日　活動強化週間」等を周知、広報活動
を支援していただく。

日頃十分な見守りのできていない高齢者二人世帯等を訪問する。(期間中 1回)

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ＰＲする。（期間中 1回）

民生委員･児童委員を知ってもらうため、町の全委員のカラー写真入り一覧表を作
成。要援護者宅へ一斉訪問

5月12日（土）
町内要援護者宅

地域住民に身近な相談相手として知ってもらうため、リーフレット「民生委員･児童
委員は、このまちに笑顔を広げます」を町内190班で回覧（区域担当の民生委員･
児童委員名と連絡先を記入）

5月12日～5月18日
町内全戸

こども園を訪問し、園児に民生委員･児童委員を知ってもらう。
5月17日（木）
ゆらこども園

要支援者の訪問の実施要支援者の訪問を実施。地域の課題を抱えた方のため、
見守り活動をとおして、委員間で課題を共有することで、連帯感を育てる。

5月12日（土）～5月18日（金）
すさみ町内各地

役場、公民館等各種関係機関に民生委員ＰＲポスターの掲示し、民生委員の活動
の周知に努める。

5月12日（土）～5月18日（金）
すさみ町役場・公民館等、
町内各種関係機関

学校訪問を実施。その際、標語と押し花入りのしおりを、小中学校の生徒、先生に
配布し、民生委員、活動の周知を図る。

5月12日（土）～5月18日（金）
町内各小中学校

16 古座川町民生児童委員協議会
5月12日の民生委員・児童委員の日にちなみ、12日を意識づけして、一斉に訪問
する。また、民児協総会後に人の多く集まる場所でＰＲカードを配り、広報啓発を
実施する。

5月12日および毎月12日前後
民児協総会後

新宮市
民生委員児童委員協議会
（単位民児協7地区）

9

有田川町民児協

5月1日～5月18日

30

和
歌
山
県

15

14

13

12

由良町民生児童委員協議会

すさみ町民生児童委員協議会

5月1日～5月18日

有田川町民児協
支部
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

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
倉吉市
民生児童委員連合協議会

市役所内に横断幕を設置し、活動のＰＲを行なう。
5月2日　15：00～
倉吉市役所　東庁舎

2
倉吉市上井地区
民生児童委員協議会

河北中校区3地区合同研修会にて、他地区の委員と交流し情報交換を行ない、知
識の向上を図る。

5月16日
渓泉閣

民生委員・児童委員のＰＲチラシを作成する。 5月中

地区内に懸垂幕を掲出する。 5月12日～5月18日

3地区合同研修会の開催 5月16日

4 三朝町民生児童委員協議会
町内5つの地区ごとに高齢者、ひとり暮らし等の世帯を訪問し、啓発物品と民生委
員・児童委員に関するチラシ等の配布を行なう。

5月中旬
町内全域

5 北栄町民生児童委員協議会 広報誌への掲載、のぼり旗設置、横断幕設置
5月中
北栄町役場前

6 伯耆町民生児童委員協議会 町広報にＰＲ記事を掲載し、活動を周知するチラシを折り込む。
5月　広報誌
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～5月18日

2
奥出雲町・津和野町・海士町・
知夫村民児協

町内ＣＡＴＶで民生委員・児童委員活動のＰＲ放送 5月12日～5月18日

3 松江市民児協 各地区民児協にて街宣ＰＲ活動 5月12日～5月18日

4 隠岐の島町民児協 各地区部会で交通指導や声かけ等しながらＰＲ活動 5月12日～5月18日

5 益田市民児協 各地区民児協にて要援護者宅へ訪問 5月12日～5月18日

ひとり暮らし高齢者等へ配食サービス実施 5月12日～5月18日

市役所前で市長へメッセージ伝達 5月14日

7 安来市民児協 市内商業施設でポケットティッシュの配布 5月13日

江津市子ども祭へ参画。オレンジリボンを配布し、啓発活動を実施 5月20日

各地区民児協にて一日民生委員・児童委員活動の実施
(小学生もしくは自治会長等に一日民生委員・児童委員活動を委嘱する）

5月12日～5月18日

ＰＲカードを持参し、区域内の全戸訪問を実施

高齢者宅へ特殊詐欺の啓発

10
奥出雲町・飯南町・
邑南町・川本町・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～5月18日

11 川本町民児協 町長が一日民生委員として高齢者の訪問活動を行なう 5月11日

8

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

県庁前に設置されている電光掲示板に民生委員・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

江津市民児協

31
鳥
取
県

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

倉吉市西郷地区
民生児童委員協議会

3

大田市民児協6

5月12日～5月18日出雲市民児協9

32
島
根
県
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

12 津和野町民児協 町長が一日民生委員として高齢者の訪問活動を行なう。 5月17日

町広報に活動記事を記載 4月号および5月号

副町長が一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 5月15日

町内ＩＰ告知放送で、活動強化週間の周知 5月12日～5月18日

75歳以上の世帯を訪問し、ＰＲカード入りポケットティッシュ配布 5月1日～5月31日

主任児童委員は町内保育園を訪問 5月12日～5月18日

14 西ノ島町民児協 小中学校の登校時見守り活動等 5月12日～5月18日

15
雲南市三刀屋・掛合地区
民児協

小中学校の登校時見守り活動等 5月15日

16 浜田市民児協 市長あいさつ・会長の行動宣言 5月12日

地区会長と市長の懇談

市長が高齢者宅、福祉施設へ訪問

18 雲南市民児協 市役所窓口にリーフレットを置きＰＲ活動をする。 5月11日

19 大東地区民児協
警察署提供の小物入れと独自のＰＲチラシを、見守り対象の方へ声かけとともに
配布

5月12日～5月18日

地元スーパーマーケットにて街頭活動

広報誌の全戸配布

あいさつ運動

児童遊園地調査

民児協名入り鉛筆の配布

福祉施設の窓拭き

23 知夫村民児協 保育所・消防署、老人宅訪問 5月12日～5月18日

24 西ノ島町民児協 保育所訪問し、子どもたちと交流。 5月12日～5月18日

25 奥出雲町民児協 有線放送にて周知 5月12日～5月18日

活動日時／場所　等

5月14日（月）　登下校の時間帯
岡山県内の小中学校等

市区町村(単位)民児協名 活動の具体的内容 活動日時／場所　等

1
倉敷市
民生委員児童委員協議会

市庁舎および各支所庁舎へ懸垂幕を掲揚する。
5月7日～5月21日
倉敷市役所・各支所

市内各小学校において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行なう。
5月14日（月）　登校時間
市内各小学校

民生委員活動を推進するとともに、民生委員活動を市民へ周知するため、5月を
民生委員活動強化月間とする懸垂幕を市役所に設置

5月1日～5月31日
市役所庁舎外壁

3
高梁市
民生委員児童委員協議会

市内各小学校において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行なう。
5月14日（月）　登校時間
市内各小学校

4
高梁市松原地区
民生委員児童委員協議会

独居老人宅を訪問して、夜光たすきの配布と安否確認をする。
5月14日(月)
各担当地区

5
高梁市川面地区
民生委員児童委員協議会

町内65歳以上ひとり暮し世帯、高齢者世帯の見守り
5月14日（月）～5月18日（金）
各戸訪問

6
高梁市備中地区
民生委員児童委員協議会

救急医療情報キットの医療情報の内容更新するよう働きかける。
一斉取り組み日を中心に各対象世
帯を巡回

市内各小学校において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行なう。
5月14日（月）　登校時間
市内各小学校

市報5月号に民生委員・児童委員の活動を掲載してＰＲする。
5月1日(火)発送
市内全戸

13

17

20

益田市民児協

加茂地区民児協 5月11日

5月12日～5月18日木次地区民児協

5月16日吉田地区民児協

32

33

美郷町民児協

■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　岡山県済世顧問制度創設日、民生委員・児童委員の日
　「5月14日岡山県一斉取り組み日」　岡山県内26市町村の小中学校等あいさつ運動を通じた見守りを行ない、地域・関
係機関との連携強化を図る。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

マスコミを活用した民生委員制度の歴史、活動等の広報啓発

民生委員制度の歴史、民生委員活動のパネル展示

津山市
民生児童委員連合協議会

2

新見市
民生委員児童委員協議会

7

5月8日

22

島
根
県

岡
山
県

21

29



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

8
瀬戸内市
民生委員児童委員協議会

市内各小学校において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行なう。
5月14日（月）　登校時間
市内各小学校

市内各小学校において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行なう。
5月14日（月）　登校時間
市内各小学校

広報誌に「民生委員・児童委員」の活動についてＰＲ記事を掲載
4月20日（金）配布
広報5月号

10
赤磐市熊山地区
民生委員児童委員協議会

地区内の小学校3校と中学校1校において、登校する児童生徒に朝のあいさつ運
動を行なう。

加藤道強化週間中の登校時間、
各小・中学校
（小学校と中学校は別の日）

11
浅口市
民生委員児童委員協議会

市内各小学校において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行なう。
5月14日（月）　登校時間
市内各小学校

「広報わけ」5月号に、民生委員・児童委員の日および委員活動等について掲載す
る。

4月25日（予定）
全戸配布

地域住民向けＰＲリーフレットを、各委員が担当地域に回覧する。 5月初旬

毎月第2火曜日にさまざまな悩みごとや心配ごとについて相談できる窓口を開設
する。

5月8日（火）　13：00～
早島町地域福祉センター

町内各学校・幼稚園・保育園において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを
行なう。

5月10日（木）　7：30～
町内、学校園5箇所

福祉活動員と合同で、福祉マップ作りや、夏季友愛訪問についての研修と会議を
行なう。

5月28日（月）　13：30～
早島町地域福祉センター

14
矢掛町
民生委員児童委員協議会

町内各小学校において、児童の下校に同行し、見守りを行なう。
5月12日（土）～5月18日（金）
下校時間
町内各小学校

町内各小学校、中学校に登下校する児童、生徒に対して朝のあいさつと見守りを
行なう。

5月14日（月）　登下校の時間帯
町内各地

町広報誌に掲載し、周知を図る。 町広報誌5月号

16
勝央町
民生児童協議会

児童の見守り（登下校時）、高齢者世帯への訪問 5月14日（月）

町内各小学校において、登校する児童に朝のあいさつと見守りを行なう。
5月14日（月）　登校時間
町内各小学校

町内中学校において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを行なう。
5月17日（木）　登校時間
町内中学校

町内各小中学校および通学路において、登校する生徒に朝のあいさつと見守りを
行なう。

5月14日（月）　登校時間
町内各小中学校、通学路

広報「みさき」への掲載により、民生委員・児童委員活動に関する広報・啓発活動
を行なう。

5月10日（木）発行

各家庭設置の告知放送端末での音声放送（みさきネット）により、民生委員・児童
委員活動に関する広報・啓発活動を行なう。

5月12日（土）～5月18日（金）放送

33

赤磐市
民生委員児童委員協議会

9

鏡野町
民生児童委員協議会

15

久米南町
民生委員児童員協議会

和気町
民生委員児童委員協議会

12

早島町
民生委員児童委員協議会

13

18
美咲町
民生委員児童委員協議会

17

岡
山
県

30



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

活動日時／場所　等

5月1日（火）、5月9日（水）、
5月20日（日）
マツダスタジアム

5月1日（火）および
5月11日（金）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 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(日)
呉市役所周辺

2 竹原市民児協 「福祉健康まつり」に参加し、民生委員・児童委員活動をＰＲする。 5月（日程未定）

3 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29日(日)　11：30～(予定)
尾道　本通り商店街

4 福山市民児協
市広報紙で、「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を掲載する。

5月1日発行

5 府中市民児協 地区内の小中学校にて、朝のあいさつ運動を実施 5月12日(土）～5月18日（金）

6 廿日市市民児協
民生協単位で、地域住民や関係機関等に民生委員・児童委員を「知ってもらう」取
り組み（ＰＲカードを地域内の全世帯に配布する等）を実施

5月12日(土）～5月18日（金）

市役所および支所に民生委員・児童委員ののぼり旗を立て、民生委員・児童委員
活動をＰＲする。

5月7日（月）～5月18日（金）
市役所本庁、支所前

広報車によるＰＲ活動の実施
5月～随時
市内全域

8 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。

9 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。

町広報誌に民生委員・児童委員の活動内容を掲載する。 5月1日発行

民生委員・児童委員の日に関わるレクリエーションを実施 5月16日（水）

11 海田町民児協
町広報に「民生委員・児童委員の日」、民生委員・児童委員の活動内容等の記事
を掲載する。

広報かいた5月号
4月末町内全戸配布

町広報に、「民生委員・児童委員の日」、民生委員の活動について掲載 5月発行

4月～5月にかけて、各小学校早朝あいさつや中学校登校見守り、あいさつパレー
ドに参加

4月7日（土）　小学校早朝あいさつ
5月13日（日）　あいさつパレード
5月29日（火）　中学校登校見守り

町広報紙「広報せら」5月号に、民生委員・児童委員活動についての記事を掲載す
る。

せらケーブルテレビにより放映し、町民へＰＲする。

のぼり旗を設置し、民生委員・児童委員活動をＰＲする。

14 神石高原町民児協
乳幼児・小学生児童がいる家庭を訪問。乳児のいる家庭にはお母さんへお菓子
を、幼児・小学生には地元の作業所で製造・販売されているクッキーを持参する。

5月12日（土）～5月13日（日）

34
広
島
県

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

広島東洋カープの野球試合の日に、大型ビジョン（マツダアストロビジョン）に民生委員・児童委員の紹介映像を放映す
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

安芸高田市民児協

府中町民児協

坂町民児協

世羅町民児協13

12

7

10

県広報で、民生委員・児童委員の活動内容等をＰＲする。

5月（日程未定）

5月12日(土)～5月18日(金)
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

活動日時／場所　等

5月1日（火）～5月18日（金）
県庁1階ロビー

6月放送予定

5月10日（木）

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 光市民児協 社協だよりに「活動強化週間」のＰＲと活動内容の紹介（1ページ） 5月10日（木）

2 美祢市民児協 民生委員・児童委員のＰＲカードおよびチラシを持参し、区域内各戸訪問を実施 5月12日（土）～5月18日（金）

町広報誌（平成30年4月号）へ掲載　「民生委員・児童委員の日」「活動強化週間」
について紹介するとともに、民児協の活動の一部を紹介

4月16日（月）発行
全戸配布

ＰＲカードを活用した全戸訪問
5月中
各担当地域

4 和木町民児協
わきあいあい苑で清掃活動（草取り、ガラス窓清掃等）広報誌「わき」に掲載し、Ｐ
Ｒをする。

5月14日（月）　9：00～
特別養護老人ホーム
「わきあいあい苑」

5
岩国市御庄地区
民生委員児童委員協議会

ＰＲチラシを購入し、自治会等へ依頼。班回覧（市広報回覧）へ添付し、民生委員・
児童委員の広報ＰＲ活動を実施

活動強化週間中

6
岩国市玖珂地区
民生委員児童委員協議会

実態調査等での各世帯訪問時にＰＲチラシを配布し、民生委員・児童委員のＰＲ
広報活動を実施

『お元気ですか？』カードを使って訪問見守り 見守り月間中

交通安全に対する見守り 小・中学校前立哨

さまざまな詐欺に巻き込まれないように、チラシなどを使い注意を呼びかける。

地域・福祉団体とのつながり助け合い情報交換を強化する。また、包括・コーディ
ネーターと信頼関係を密にし、協働する。

8
周南市夜市地区
民生委員児童委員協議会

「ふれあい郵便」を実施。ひとり暮らし高齢者および二人暮らし高齢者へ健康福祉
調査の前段として「ふれあいハガキ」を作成し送付している。見守り活動の一環で
はあるが、対象者へ訪問についての理解をいただく。

5月中旬
地区全域

小学校・中学校の校門で民生委員・児童委員のタスキと黄色いジャンバーを着用
して、須々万地区民生委員・児童委員協議会の名称を掲載した「のぼり旗」を持っ
て登校する生徒一人ひとりにあいさつを交わし、見守り活動をしていることを知っ
てもらう。中学校の校門では、保護者の方がたと合同であいさつ運動をし、保護者
にも民生委員・児童委員であることを知ってもらう。

5月14日（月）
7：00～
須々万中学校校門
7：20～
沼城小学校校門

他の地域の「おじさん・おばさん」運動の一斉活動にも参加し、各交差点・横断歩
道で「のぼり旗」を掲げ、ＰＲにつなげている。

地域の「おじさん・おばさん」運動の
一斉活動日

昨年、地区自主防災が全世帯に配布した防災カードボトル（家族全員の情報を記
入したもの）をもとに、ひとり暮らし高齢者世帯を中心に訪問確認する。

家具転倒防止器具の設置推進（主にひとり暮らし高齢者世帯）
寝室へは地区自主防災が無料取り付け説明をしている。

11
周南市熊毛地区
民生委員児童委員協議会

「ひまわり保育園」前で園児のお父さん・お母さん方に「ＰＲリーフレット」を手渡し、
園児たちと元気なあいさつを交わす。

5月14日（月）　8：30～9：10頃
ひまわり保育園

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

市のホームページでＰＲする。 5月9日（水）～1か月程度

市広報誌でＰＲする。 5月9日（水）発行

市広報誌でＰＲする。 5月中発行

ローカルテレビニュースでＰＲする。 5月12日（土）～5月18日（金）

■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

県庁ロビーで民生委員・児童委員活動紹介のパネル、ポスターを展示し、ＰＲポケットティッシュ、ＰＲリーフレットの配布す
る。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

吉野川市民児協1

市広報と社協だよりの発行にあわせ、リーフレット（両面Ａ3）を作成し、市内全戸配布する。

県政番組「大好き山口」で、県内で行なわれている民生委員・児童委員活動を紹介する（取材先は現在募集中）。

周防大島町民児協

周南市今宿地区
民生委員児童委員協議会

周南市須々万地区
民生委員児童委員協議会

周南市須金地区
民生委員児童委員協議会

5月13日（日）～5月20日（日）

3

7

9

10

35
山
口
県

36
徳
島
県

阿波市民児協2
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

活動日時／場所　等

4月上旬

市区町村(単位)民児協名 活動の具体的内容 活動日時／場所　等

「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の記事
を掲載

5月1日
高松市内

『支えあう　住みよい社会　地域から』 懸垂幕を新たに作成し、掲示
5月11日（金）～5月18日（金）
高松市役所本庁舎

2
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、毎年地域のみなさんに楽しんでもらってい
る。その際、民生委員・児童委員のＰＲとしてのぼりを立て、啓発用ティッシュを配
布している。また、各地区で実施予定や報告について、観音寺市社会福祉協議会
広報紙「えがお」に掲載し、自治会加入世帯と事業所の窓口等に配置し、活動を
広く周知している。

4月7日～
単位民児協ごとに日時を設定
市内11か所

3
さぬき市
民生委員児童委員協議会
連合会

市内の各幼稚園・保育所（園）の正門前にのぼりを設置し、登園・登所する子ども
と保護者に対し、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をする。
また、実施状況を市のケーブルテレビで放送する。

5月8日（火）
市内の各幼稚園・保育所（園）

4
東かがわ市
民生委員児童委員協議会
連合会

市内3地区ごとにポケットティッシュとパンフレットを配布し、民生委員・児童委員活
動のＰＲを行なう。

5月
市内3地区にわかれて実施

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
町内主要スーパー

6
三木町
民生委員児童委員協議会

町内のスーパーマーケット等で、来店客に対してチラシ、ポケットティッシュを配布
し、ＰＲ活動を行なう。

5月7日（月）　11：00頃～
町内のスーパーマーケット３店

7 直島町民生児童委員協議会 周知記事の掲載 5月号広報紙

役場側道にのぼりを立て、啓発活動を行なう。 5月7日～5月17日

大型スーパーでＰＲカード等を配布し、啓発活動を行なう。 5月

宇多津町社協通信に啓発活動を掲載 6月号

9
綾川町
民生委員児童委員協議会

のぼり旗を使用するとともに、チラシとポケットティッシュを配布して、広く地域住民
の方に、民生委員・児童委員の存在や活動を知ってもらうためのＰＲ活動を実施
する。

5月12日(土)～5月18日(金)
町内施設（役場、支所、保育所等）

パネル展
5月11日～5月17日
琴平町役場　1Fロビー

ＰＲティッシュ配布
5月下旬
町内

ティッシュにパンフレットをホッチキス留めしたものを配布する。
5月中旬のうち1日　午前
町内スーパーマーケット2か所

多度津町内の128自治会に、県民児協のパンフレットを回覧する。 5月2週目の金曜日

12
まんのう町
民生委員児童委員協議会

庁舎にスローガン入りのぼりを設置する。 5月12日(土)～5月18日(金)

■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

民生委員活動ＰＲ用パンフレットとポケットティッシュを作成

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

10

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布

多度津町
民生委員・児童委員協議会

11

■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す。

高松市
民生委員児童委員連盟

1

宇多津町
民生委員児童委員協議会

37
香
川
県

8

琴平町
民生委員児童委員協議会
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

市区町村(単位)民児協名 活動の具体的内容 活動日時／場所　等

1 松山市民生児童委員協議会 第31回松山市民生児童委員大会の開催
5月23日（水）
松山市総合コミュニティセンター

市広報への記事掲載 5月1日号

FⅯ放送で民生委員・児童委員について紹介 5月1日～5月12日

3 八幡浜市民生児童委員協議会

総会・研修会の開催
「地域でともに生きる社会に向けて～事例で共有する～」
（民生委員・児童委員とのかかわりが深い市社協職員を講師に、過去の事例報告
と活動のためになる情報提供を行なうことにより、地域でともに生きる社会に向け
て考える機会をつくる）

5月18日（金）　13：30～
八幡浜市役所

4 大洲市民生児童委員協議会

○研修会の開催
「最近の消費者トラブル事例と未然防止策」
（市商工産業課相談員を講師に、消費生活トラブル及びその対処法について理解
することで、被害防止の契機とする）

5月10日（木）15：00～
大洲市総合福祉センター

5
四国中央市
民生児童委員協議会

啓発ポスターを各委員が担当地区内の公民館、集会所、掲示板等へ貼り出す。 5月

6
四国中央市金田地区
民生児童委員協議会

町民運動会開催場所でＰＲ活動を行なう。 5月上旬～中旬頃

7 西予市民生児童委員協議会 ポスターの掲示（各担当地区の公民館、集会所等） 5月頃～

町広報において、民生委員・児童委員の日および強化週間をＰＲ

町社協の社協だよりに活動内容、活動状況等を掲載してＰＲ

9 伊方町民生児童委員協議会
町内特別養護老人ホームでの庭木剪定や花壇の草引き等ボランティア。あわせ
て身近な地域の相談役として対話活動を実施し、入所者の心身の健康保持と安
定した生活が送れるよう取り組む。

活動強化週間中

10 鬼北町民生児童委員協議会 訪問強化とＰＲカードの活用 5月中

11 西条市民生児童委員協議会
『身近な福祉のおてつだい　あなたのまちの民生委員児童委員』の懸垂幕を設置
してPRを行なう。

5月11日（金）～5月18日（金）
市役所本庁、3支所

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 北川村民生児童委員協議会 村内一斉放送で民生委員・児童委員活動を紹介する。 5月12日(土)

歩道橋に横断幕を掲示する。 5月7日(月)～5月18日(金)

市役所の大型スクリーンにおいて、ＰＲ映像を放映 5月12日(土)～5月18日(金)

3
香南市赤岡町
民生児童委員協議会

担当地区内の65歳以上の高齢者宅を訪問し、緊急時に備え、世帯状況、健康状
態、緊急時連絡先等の台帳確認調査を実施

5月中

4
いの町本川地区
民生委員児童委員協議会

登下校中の子どもたちおよび地域住民の見守りの実施および国道沿いの清掃活
動

5月18日(金)

5
四万十町大正地区
民生委員児童委員協議会

民生委員が手作りしたちらし寿司を地区の80歳以上の方全員に無償で配布 5月23日(水)

6
三原村
民生委員児童委員協議会

民生委員・児童委員ＰＲチラシを村内全戸へ配布 5月12日(土)～5月18日(金)

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

2

■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・児童委員の日」活動広報用ポスターを作成し、各市町民児協に配布

今治市民生児童委員協議会

松前町民生児童委員協議会

南国市民生児童委員協議会2

39
高
知
県

38
愛
媛
県

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

8
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平成30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　

活動日時／場所　等

4月中旬

市区町村(単位)民児協名 活動の具体的内容 活動日時／場所　等

ショッピングモールにて、民生委員・児童委員（主任児童委員）のＰＲティッシュを
配布する。

5月13日（日）　10：00頃～
大牟田ゆめタウン、
イオンモール大牟田

「広報おおむた」5月1日号に民生委員に関する記事を掲載。訪問時の様子写真や
民生委員の活動に対する思いなどを掲載

5月1日
広報おおむた

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11日（金）13：30～5月18日（金）
市庁舎正面玄関横

ショッピングモールにおいて、啓発用ベストを着用し、民生委員・児童委員の新ス
ローガンを印刷した「のぼり」を持った民生委員・児童委員が、啓発用チラシを入
れたウェットティッシュを市民に配布する。

5月11日（金）　14：30頃～15：30頃
ゆめタウン久留米店

民生委員・児童委員の新スローガンを印刷した「のぼり」を地区の公共施設に設置
するとともに、啓発用チラシを入れたポケットティッシュを地区住民に配布する。

5月12日（土）～5月18日（金）
市内公共施設

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活動を行なう。

5月26日（土）　9：00～11：00

飯塚市ホームページにＰＲ記事掲示
4月中旬～6月中旬
飯塚市ホームページ

「広報いいづか5月号」にＰＲ記事掲載 5月初旬　広報いいづか

のぼり旗を立て、スーパーや駅前等でＰＲチラシを配布する。または、全戸訪問を
実施する。

5月12日（土）～5月18日（金）
市内各所

飯塚市民生委員協議会ののぼり旗を地区の公共施設に設置する。
4月下旬～5月中旬
市内公共施設

要援護高齢者宅を一斉訪問およびＰＲグッズの配布
5月12日を中心に約1か月間
市内各地区

市広報誌へのＰＲ記事等の掲載 5月　市広報

民生委員・児童委員の活動内容周知のためのＰＲ記事の掲載 5月1日号　市広報

市のコミュニティ放送に民生委員・児童委員が出演し、活動内容をＰＲする。
5月12日（土）～5月18日（金）
ＦＭ八女にて放送

7 大川市 全戸配布される市報（5月1日号）にＰＲ記事を掲載する。 5月1月号　市報掲載

市広報誌においてＰＲ文と各校区会長名簿を掲載する。 5月1月号　市報掲載

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月号　市報掲載

5月は強化月間として、訪問回数を増やす。
5月中
豊前市内

社協だより5月号にて民生委員の日ＰＲ記事掲載 5月

民生委員・児童委員のスローガンを印刷した「のぼり」を事務局に設置
5月中
市総合福祉センター

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の配布
5月12日（土）　時間未定
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なっているが、
特に活動強化週間に重点的に行なう取り組みとして、期間中、市民児協全体で、
見守り対象者への一斉訪問を行なうことで、市民の方がたに民生委員・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（土）～5月18日（金）
市内全域

11 筑紫野市 市の広報誌で、民生委員・児童委員の活動の紹介などをＰＲする。 市の広報誌（5月1日号）

市報5月1日号に記事を掲載。民生委員・児童委員の役割や名簿の記載、5月の
友愛訪問活動を周知する。

5月
市内全戸

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、5月の民生委
員・児童委員強調月間のＰＲを放映する。

5月
春日市役所 1階窓口

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（土）～5月31日（木）
市内全域

民生委員・児童委員ＰＲの「懸垂幕」を設置
5月
春日市役所

5

6

8

9

10

12

■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～5月18日）を中心に、民生委員・児童委員活動を積極的にＰＲできる
ようＰＲカード・リーフレットを購入し、市町村民生委員事務局に配布した。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

1

2

柳川市

4

豊前市

小郡市

春日市

行橋市

八女市

飯塚市

大牟田市

久留米市

40
福
岡
県
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平成30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　

5月12日（土）　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

5月12日（土）　16：00～
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

5月12日（土）　16：00～
マックスバリュ御笠川店、
マルキョウ川久保店、
イオン乙金ショッピングセンター

5月12日（土）　16：00～
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

14 宗像市 市広報誌に民生委員・児童委員の日の紹介 5月15日号

15 太宰府市 市広報紙にて民生委員の日ＰＲおよび活動の周知を行なう。 5月

16 古賀市 古賀市ホームページにて、民生委員活動の啓発を行なう。 5月12日（土）～5月18日(金）

17 福津市 市広報誌に民生委員・児童委員の日の特集記事の掲載 5月15日号

市広報誌に民生委員・児童委員の日に関する啓発記事を掲載する。 5月

全戸設置されている防災無線により啓発を行なう。 5月12日（土）

高齢者世帯を中心に訪問を実施、ＰＲチラシを配布する。 5月12日（土）～5月18日(金）

広報紙「宮若生活5月号」にて、民生委員・児童委員活動内容や、活動強化週間で
の取り組み等について掲載する。

5月

民生委員・児童委員の日講演会（ 講師：津田　晃代氏）
5月14日（月）　13：30～
マリーホール宮田

20 嘉麻市 市広報誌へのＰＲ記事の掲載 5月

21 朝倉市

地域活動強化企画として朝倉市・東峰村合同による全員研修会を開催予定。内
容として平成29年7月九州北部豪雨災害による被災地状況・活動報告、ＤＶＤによ
る映像研修および記念講演として浄土真宗本願寺派栄法寺住職を招き「命の尊
さ」を演題とした講演を予定。この研修を受け、各民生委員が戸別訪問を行なう際
のＰＲおよび情報収集の必要性を再確認していく。

5月13日（日）　13：00～17：00
らくゆう館（朝倉市杷木）

22 みやま市 市広報誌へのＰＲ記事の掲載 5月1日号

活動強化週間（5月12日～5月18日）の間に、市内の駅や大型スーパー等の22か
所において、民生委員・児童委員の啓発チラシ入りティッシュを配布し、街頭啓発
を実施

5月12日～5月18日

糸島新聞にて、民生委員・児童委員の日および活動強化週間の広報掲載 5月10日（木）

広報に民生委員の取り組みを掲載する。

町内イベントにてＰＲティッシュ配布 5月26日(土)

民生委員のパンフレット(福岡県発行分)、ＰＲティッシュを高齢者世帯・障がい者世
帯に配布

随時

小学校区ごとに分かれて、小中学校の投稿の見守り、高齢者の相談活動をする。

小学校区ごとに分かれて、小中学校の投稿の見守り、高齢者の相談活動をする。
5月6日（日）～5月19日（土）
校区単位

広報誌でのＰＲ活動 5月15日（火）発行

26 篠栗町 「広報ささぐり」にて特集記事を掲載。民生委員・児童委員についての紹介

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なう。
5月12日（土）～5月18日（金）
町内

民生委員・児童委員ＰＲ用の旗を庁舎内入口に設置する。
5月1日（火）～5月31日（木）
町役場

28 新宮町 広報誌へのＰＲ記事の掲載 5月

29 久山町 民生委員・児童委員のポスターを役場ロビーに設置する。
5月12日（土）～5月18日（金）
市内公共施設

30 粕屋町 町広報誌へＰＲ文掲載 5月

18

19

23

24

宮若市

糸島市

25

27

うきは市

13

那珂川町

宇美町

志免町

大野城市 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。

40
福
岡
県
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民生委員・児童委員がジャンパーを着用し、町内小中学校通学路にてあいさつ運
動を行なう。

5月

町広報誌へのＰＲ記事等の掲載 5月

民生委員・児童委員の活動を紹介したパネル展示を行なう。
5月11日（金）～5月31日（木）
水巻町役場 1階ロビー

民生委員・児童委員の日の「のぼり」を立て、ＰＲ用ティッシュを配布する。
5月（日程未定）
ＪＲ水巻駅・東水巻駅、
大型ショッピングセンター前（3か所）

33 岡垣町
岡垣町内の2店舗にて、民生委員・児童委員のスローガンを印刷した「のぼり」をた
て、ＰＲグッズを配布する。

5月15日（火）　16：00～
イオン岡垣店、ハローデイ岡垣店

ＪＲ遠賀川駅前にて、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（土）　7：00頃～、
　　　　　　　　 18：00頃～
ＪＲ遠賀川駅

町内の全世帯を各戸訪問し、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（土）～5月18日（金）
町内全世帯

35 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する。

5月15日（火）
トライアル小竹店前

36 桂川町
商工まつりの会場に来てくれた方に対して、民生委員・児童委員のチラシを配布
する。

5月13日（日）　9：30～
桂川町住民センター前広場

町広報誌へ民生委員・児童委員のＰＲ記事掲載 5月　町広報誌

民生委員・児童委員のＰＲパンフレット配布
5月12日～5月18日
各担当地区

38 東峰村
町内3地区にわかれ、ゼッケンの着用、のぼり旗を使用して町指定ゴミ袋、ＰＲチラ
シを配布する。

5月12日（土）　10：00頃～
町内のスーパーマーケット3か所

39 大刀洗町
広報にて普段の民生委員・児童委員活動内容（サロン・見守り・相談業務等）につ
いて紹介

5月　広報誌

40 大木町 啓発活動として民生委員の活動の内容が記載されたウェットティッシュを配布
5月11日（金）　15：00頃
町内公共施設

41 広川町
町内3地区にわかれ、ゼッケンの着用、のぼり旗を使用して町指定ゴミ袋、ＰＲチラ
シを配布する。

5月12日（土）　10：00頃～
町内のスーパーマーケット3か所

42 香春町
スローガンを印刷したのぼり旗を立て、民生委員・児童委員（主任児童委員）のＰ
Ｒティッシュおよびチラシを配布する。

5月24日（木）
道の駅かわら、町内スーパー

民生委員・児童委員の「のぼり」を糸田町役場入口前に設置する。 5月12日（土）～5月17日（木）

糸田町役場、道の駅いとだ、糸田町立緑ヶ丘病院にて、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（土）～5月17日（木）

44 赤村 小中学校の校門前において、あいさつ運動をする。
5月14日(月)～5月18日(金)
7：40～8：15
小中学校校門前

45 苅田町 ひとり暮らし高齢者宅を訪問して、ＰＲカードを配布
5月12日～
ひとり暮らし高齢者宅

46 みやこ町
みやこ町民生委員児童委員協議会総会を開催し、委員相互の連携を深め、資質
の向上を図るとともに、認知症の方への接し方・対応方法について研修会を行な
う。

5月11日（金）　9：30～
みやこ町コミュニティセンター

47 吉富町
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（土）～5月18日（金）
町内公共施設

48 上毛町 民生委員ベストを着用して学校訪問（視察、校長との情報を交換）
5月15日（火）　14：00
町内各小学校

道の駅、スーパー、農協で、民生委員児童委員協議会のスローガンを印刷したの
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紙で紹介す
る。

5月12日（土）　13:00～
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

民生委員ベストを着用して学校訪問（視察、校長との情報交換）
5月15日（火）　14：00頃
町内各小学校

糸田町

築上町49

31

34

37

遠賀町

32

43

筑前町

芦屋町

水巻町
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

活動日時／場所　等

通年
県内各地

市区町村(単位)民児協名 活動の具体的内容 活動日時／場所　等

民生委員・児童委員パネル展の実施
5月13日（日）～5月18日（金）
佐賀市役所本庁1階　市民ホール

市広報番組への出演 5月中

2
佐賀市勧興地区
民生委員児童委員協議会

小学生の民生委員・児童委員体験
日程調整中
地区内

3
佐賀市循誘地区
民生委員児童委員協議会

のぼり旗の設置
5月7日（月）～5月31日（木）
校区公民館

4
佐賀市赤松地区
民生委員児童委員協議会

のぼり旗の設置
日程調整中
校区・自治公民館

5
佐賀市西与賀地区
民生委員児童委員協議会

ＰＲ用ティッシュの配布
5月15日（火）
校区公民館

ＰＲ用ティッシュやＰＲカードの配布

のぼり旗の設置

7
佐賀市巨勢地区
民生委員児童委員協議会

ＰＲ用ティッシュの配布
5月10日（木）
市内大型商業施設

8
佐賀市兵庫地区
民生委員児童委員協議会

ＰＲチラシ、ＰＲ用ティッシュの配布
5月14日（月）　午前中
市内大型商業施設

9
佐賀市高木瀬地区
民生委員児童委員協議会

ＰＲ用ティッシュの配布
5月12日（土）
地区内の商店等

10
佐賀市北川副地区
民生委員児童委員協議会

「民生委員の集い」の実施
　参加者：地区内の福祉関係者と民生委員（150名程度）
　内　 容：式典および外部講師による福祉に関する講演会

5月12日（土）　10：00～12：00
校区公民館

11
佐賀市本庄地区
民生委員児童委員協議会

のぼり旗の設置 5月12日(土)～5月18日(金)

12
佐賀市鍋島地区
民生委員児童委員協議会

小学校児童の集団下校見守り
日程調整中
地区内各所

小学校でのあいさつ運動
5月14日(月)
小学校

近隣地区と合同でのＰＲ用ティッシュの配布
5月15日(火)
運転免許センター

1

民生委員・児童委員活動に関するポスターパネルを、関係機関に貸し出す。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

佐賀市
民生委員児童委員協議会

13

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

佐賀市嘉瀬地区
民生委員児童委員協議会

6

活動の具体的内容

日程・場所調整中

佐賀市久保泉地区
民生委員児童委員協議会

41
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

民生委員・児童委員の紹介記事を掲載
4月13日発行
「市報とす」5月号

市役所に「民生委員・児童委員の日」の懸垂幕を掲揚 5月12日（土）～5月18日（金）

市報に活動掲載

ＰＲカードを持参し、個別訪問

16 伊万里市西地区民児協 地域の小中学校における登下校見守り活動
5月14日（月）
伊万里小学校、啓成中学校

地域住民へのチラシおよびグッズの配布

ポスターパネル展示

一斉訪問 5月13日（日）

小学校登下校見守り活動
5月14日（月）
立花小学校

19
伊万里市
黒川地区・波多津地区民児協

清掃活動を通じた子どもたちへの理解啓発活動
5月12日（土）
青嶺中学校

20 伊万里市大川地区民児協 地域の小中学校における登下校見守り活動
5月14日（月）～5月16日（水）
大川小学校

21 伊万里市松浦地区民児協 全戸訪問 5月13日（日）

ユニフォームを着用しチラシ等の配布

立看板の設置

相談コーナーの設置

23 伊万里市山代地区民児協 地域の小中学校における登下校見守り活動
5月14日（月）～5月18日（金）
山代東小学校、山代西小学校、
山代中学校

24
武雄市
民生委員児童委員連絡協議会

市報5月号に「民生委員・児童委員の活動について」の紹介記事を掲載 5月1日(火)～

25
武雄市全地区
民生委員・児童委員協議会

のぼり旗の設置
5月12日（土）～5月18日（金）
各町公民館

のぼり旗の設置
5月12日(土)～5月18日(金)
市内一円

市報に民生委員・児童委員の活動についての紹介記事掲載 市報5月号

27
小城市
民生委員児童委員連絡協議会

訪問活動の強化 5月12日(土)～5月18日(金)

地域の清掃活動
5月9日（水）
町内各地

ＰＲチラシの配布
5月9日（水）　14：00～16：00
地区内スーパー（1か所）

のぼり旗の設置
5月12日(土)～5月18日(金)
市役所塩田庁舎

地域の清掃活動
5月11日（金）
町内2か所

のぼり旗の設置
5月11日（金）～5月18日（金）
市役所嬉野庁舎周辺

30
基山町
民生委員児童委員協議会

町広報誌「広報きやま」に活動についての紹介記事掲載 5月1日号

「こどもまつりｉｎみやき」への参加を通じ、地域住民や子どもたちに対する理解啓
発活動

5月13日（日）
みやき町コミュニティセンター
「こすもす館」

町内各小学校の下校時見守り活動
（一緒に下校し安全指導、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（火）～5月17日（木）
町内4小学校の通学路

高齢者宅の訪問とＰＲカード等の配布
5月12日(土)～5月18日(金)
各地区

32
玄海町
民生委員児童委員協議会

小中学生の登校指導（通学バスに同乗し、児童生徒の登校における登校経路の
確認と交通指導を行なう。）

5月中旬
玄海みらい学園付近

多久市
民生委員児童委員連絡協議会

日程等調整中

鹿島市
民生児童委員連絡協議会

嬉野市塩田町民生委員児童委
員協議会

嬉野市嬉野町
民生委員児童委員協議会

31

15

伊万里市立花地区民児協

みやき町
民生委員児童委員協議会

26

22

17 伊万里市東地区民児協

18

14

29

28

伊万里市東山代地区民児協

5月12日（土）
Ａコープ、まつばや六仙寺店

41
佐
賀
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5月13日（日）
ファインズTAKEDA

鳥栖市
民生委員児童委員連絡協議会
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

のぼり旗の設置
5月11日（金）～5月18日（金）
町役場、町総合センター、
福富ゆうあい館、町社協

懸垂幕の設置
5月1日（火）～5月31日（木）
役場庁舎

町広報誌(5月号)へ活動内容を特集記事で掲載、あわせて民生委員名簿も掲載 5月中旬

ケーブルテレビで町広報紙5月号特集の紹介と4月の民生委員児童委員協議会全
体会の様子を放映

5月12日（土）～5月18日（金）

民生委員・児童委員の自宅玄関に「民生委員・児童委員」の看板プレートを設置
4月10日（火）～
民生委員・児童委員自宅

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
民生委員・児童委員および主任児童委員によるＰＲチラシ等を、広場利用者へ配
布し広報に努める。活動に参加する委員は、長崎市民生委員児童委員協議会の
ベストを着用し、のぼりを掲げて活動する。

5月13日(日）
長崎駅前高架広場

市役所内に設置されるモニターに民生委員・児童委員の役割を放映
5月1日～5月15日
市役所庁舎1階　ロビー

はっぴいＦＭの市政情報提供番組「キラっ都させぼラジオ版」に出演し、民生委
員・児童委員の活動内容などを紹介する。

5月11日（金）予定

「5月12日は民生委員・児童委員の日」の懸垂幕を掲示
5月12日～5月31日
市役所庁舎

民生委員の日に垂れ幕を掲示
5月12日
市役所

各団体、行政の方にも出席していただき、総会を行なう。
5月12日
市コミセン大会場

4 雲仙市瑞穂町 地域の小中学生の登校時間にあわせて見守り
5月14日～18日　7：00～8：00
各自治会、小中学校近辺

5 壱岐市 あんしん見守りボトル配布事業

6 東彼杵町
5月11日（金）～5月13日（日）東彼杵町商工会支所主催の「そのぎ茶市」開催にあ
わせ、青少年の安全・安心を目的にパトロールを実施する。

5月11日（金）　11：00～20：00
5月12日（土）　13：00～20：00

7 佐々町 一斉行動実践として、佐々中体育祭においてＰＲチラシを配布
5月20日
佐々中グランド

各委員により、訪問台帳や避難要支援者名簿等の書類の整理と確認 5月12日～5月18日

ジャンバー着用でのあいさつ運動
5月14日～5月18日
各委員担当地区

9 長崎市横尾地区
民生委員の腕章を着用し、小・中学校の通学路にて児童・生徒へのあいさつ・見
守りを行なう。

5月15日（火）　7：15～8：00
地区内通学路

10 長崎市東長崎地区
民生委員・児童委員に関するパンフレットやチラシ、ティッシュをセットにして、店舗
入口付近で買物客に配布。参加する委員は「ベスト」を着用しＰＲする。

5月12日（土）
地区内大型店舗3店

11 長崎市三重地区
ＰＲファイル（ＰＲチラシ同封）を日常活動以外の世帯、各地区50世帯訪問し、民生
委員・児童委員活動の広報および地域の実態把握に努め、今後の活動に活か
す。

5月12日～5月18日
各委員担当地区

12 壱岐市郷ノ浦町民児協
中学校あいさつ運動（声かけ運動）に参加。声かけ時には、名札・ジャンバーを装
着し、大きな明るい声で行なう。

毎月第2火曜日　7：30～8：00
（行事により変更あり）

13 壱岐市勝本町民児協

放課後児童クラブ「あそぼうね」が主催する「こどものひろば」のメインテーマ「心豊
かな子どもを地域で育む」を目標として、昔遊びの伝承や世代間交流を行ない、毎
年多くのの親子が参加する。活動強化週間の取り組みとして、民児協が全面的に
共催し、地域住民とのふれあいにより活動をＰＲしている。

5月3日
勝本町ふれあいセンターかざはや

14 壱岐市芦辺町民児協 環境美化活動として空き缶拾い等
5月10日
定例会後実施

15
南島原市有家地区
民生委員児童委員協議会

自然の中で、学校や家庭、地域社会が一体となった体験活動により、郷土愛を育
てることを目的とした『自然と遊ぼう2018』に参加し、ポケットティッシュ(民生委員・
児童委員の広告入り)を配布し、活動の広報に努める。

4月29日(日)　10：00～14：00
ありえ俵石自然運動公園

白石町
民生委員児童委員協議会

42

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

3

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

33

長崎市民児協では、地区より要請があれば、市民児協ベスト等の貸出・資材の提供を行なう。

佐世保市2

大村市

長崎市小ヶ倉地区8

41
佐
賀
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

活動日時／場所　等

5月12日(土）
熊本市内アーケード

5月15日(火）
熊本県立劇場

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

「九州国際スリーデーマーチ」と共催で行なわれる「あしながボランティアウォーク」
に八代市民児協として、のぼり旗を持ち、ジャンバーを着て、民生委員・児童委員
活動をＰＲする。

5月13日(日）
くまがわ河川敷運動公園

金剛校区民児協が小中学生を対象として、登校時あいさつ運動を実施
5月14日、5月16日、5月18日
金剛校区

2
人吉市
民生委員児童委員協議会

トートバックにＰＲファイルとチラシをセットし、来場者に配布
4月28日(土）
人吉お城まつり会場

3
荒尾市
民生委員児童委員協議会

民生委員活動のＰＲのティッシュ、チラシ配布
5月
荒尾シティモール入口

天草市子ども民生委員委嘱状交付
　この事業は、地域社会の一員としての自覚と思いやりの心を育て、地域のお年
寄りに対するあいさつ運動や訪問活動の実施、また、地域の方がたと関わること
で、地域のつながりの大切さを学び、自ら進んで行動できる児童を育て、地域福祉
の増進と共生社会の構築を図ることを目的に、天草市社会福祉協議会が平成27
年度から取り組んでいる事業である。
　天草市社会福祉協議会会長から、子ども民生委員としての委嘱状交付と、あわ
せて認知症サポーター養成講座の受講進めているが、小学校区担当の民生委
員・児童委員も参列し、委嘱後の子どもたちと一緒になって、地域における活動に
取り組んでいる。
　天草市社会福祉協議会では、小学校の統廃合が落ち着く平成31年度には、天
草市内の全小学校で委嘱状を交付する予定である。

【新規】
　天草市立本渡南小学校
　天草市立本渡北小学校
　天草市立亀川小学校
　天草市立牛深東小学校
　天草市立栖本小学校
【継続】
　天草市立本渡東小学校
　天草市立本町小学校
　天草市立佐伊津小学校
　天草市立楠浦小学校
　天草市立牛深小学校
　天草市立御所浦小学校
　天草市立倉岳小学校
　天草市立新和小学校
　天草市立天草小学校
　天草市立河浦小学校

福祉台帳更新
期間中
天草市内全域

小規模多機能ホーム帽子岳の里を訪問し、研修会を行なう。 天草市栖本民児協

5
菊池市
民生員児童委員協議会

民生委員ジャンパーを独自に作成したので、ジャンパーを着用し民協総会と研修
会を実施している。また、会員の民協制度への理解促進および外部への周知も行
なっている。

5月18日(金）　13：30～
菊池市福祉会館

6
宇土市
民生委員児童委員協議会

民生委員・児童委員についてのＰＲ記事を掲載。
（内容：活動内容の紹介と相談案内）

広報うと5月号

7 大矢野町民児協 町内3店舗前で、ＰＲカードとポケットティッシュの配布
5月9日（定例会終了後）
キャモン、Aコープ、さんぱーる

8 松島町民児協 ひとり暮らし高齢者宅訪問し、ＰＲカードと一緒にタオルを配布 5月10日～順次

9 姫戸町民児協 ひとり暮らし高齢者の集いを開催
5月14日～
姫戸老人福祉センター

10 龍ヶ岳町民児協 こいのぼりの掲揚
4月下旬～
大道・樋島保育園ほか

11 宇城市不知火町民協
毎年75歳以上のひとり暮らし高齢者に対して紅白まんじゅうを配布し、見守りや安
否確認の活動を行なっている。（平成29年度実績：241人）

5月8日
町内

小学校登校時のあいさつ運動を実施。各学校正門等に立ち、のぼり旗を持って、
委員統一のユニホームを着用し、青少年の健全育成、児童の安全確保を図る。

5月12日～5月18日
各学校

下校時見守り活動の実施。各小学校、危険箇所等に立ち、犯罪、事故の防止に
努める。

5月12日～5月18日
各学校

ＰＲポスターを各学校や公共施設等に配布・掲示（全委員集合写真入り）

各世帯へＰＲカードを配布

社協だよりに記事掲載を予定

13
美里町
民生委員児童委員協議会

75歳以上のひとり暮らし世帯および80歳以上の2人暮らし世帯を訪問し、かつお
パックを配布

5月中旬～下旬
各担当地区

■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100周年記念パレードの開催

民生委員制度100周年記念　熊本県・熊本市民生委員児童委員大会

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

八代市
民生委員児童委員協議会

1

合志市
民生委員児童委員協議会

5月中

12

天草市
民生委員児童委員協議会

4
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

地域内のひとり暮らし高齢者への声かけ訪問
5月中旬、各地域ごと
（通年、毎月実施）

児童委員として、児童月間でもあるので、児童福祉施設を訪問。児童発達支援を
学び日々の活動に役立てる。

5月8日の定例会の日
放課後等デイサービス
スマイルキッズ訪問

腹赤小学校 校門前3か所であいさつ・見守り 5月7日～5月11日

六栄小学校　校門前3か所で交通指導・あいさつ運動 5月7日～5月11日

清里小学校　校門前、信号機のある通学路で交通指導・あいさつ運動 5月7日～5月11日

長洲小学校　上区　担当地区のそれぞれの場所
　　　　　　　　 下区　長洲小学校正門前であいさつ・見守り

5月7日～5月18日

16
大津町
民生委員児童委員協議会

「ひとり暮らし高齢者」および「二人暮らし高齢者」世帯の調査を行なって状況を把
握し、担当地域の当該世帯を訪問して在宅福祉サービスに関する情報のサービ
スをお届けし、希望や悩みを関係機関（特に、地域包括支援センターおよび町社
会福祉協議会）につなぐ活動を計画している。
　訪問に際しては、災害支援金を活用して揃えたベスト（背に「大津町民生委員児
童委員協議会」名、胸に民生委員章を記している）を着用し、民生委員・児童委員
の活動の見える化を図る。

5月11日（定例会終了後）～6月末
各委員の担当地区

方面委員制度設立100周年ＰＲポスターを、社会福祉協議会施設内に掲示し周知
を図る。

100周年ＰＲを兼ねて「友愛訪問」として、各該当世帯を訪問し、チラシを配布する。

18
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

19
西原村
民生委員児童委員協議会

村長に一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（4班体制で村内全域を訪問）。

5月11日（金）予定
西原村内

町広報誌によるＰＲ 5月号

各小学校にて一斉に見守り・あいさつ運動を行なう。　（各校区ごと）
5月11日（金）　7：30～8：00
各小学校正門

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、町内全戸を訪問し配布する。
5月12日～5月18日を中心に
全世帯訪問

22
芦北町
民生委員児童委員協議会

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、
芦北町役場からファーマーズマーケット「でこぽん」まで、チラシとポケットティッシュ
を配布しながらパレードする。

5月10日(木）　10：30～
芦北町役場⇒
ファーマーズマーケット「でこぽん」

23
氷川町
民生委員児童委員協議会

ＰＲパンフレットを受け持ち地区に世帯配布する。
5月～6月
担当地区全世帯

24
津奈木町
民生委員児童委員協議会

町内の河川敷の草刈り作業、町内の保育園の園庭の草刈り作業
活動強化週間中　9：00～12：00
町内

25
湯前町
民生委員児童委員協議会

町内6か所の交差点にて、交通指導を兼ねてあいさつ運動を実施している。 5月12日～5月18日　通学の時間帯

26
水上村
民生委員児童委員協議会

水上村の唯一の中学校である水上中学校の体育祭に全委員が参加し、村民・学
校職員、児童達と競技にも参加し交流している。

5月13日
水上中学校

27
相良村
民生委員児童委員協議会

訪問活動強化

玉東町
民生委員児童委員協議会

長洲町
民生委員児童委員協議会

菊陽町
民生委員児童委員協議会

5月中
各当該世帯宅

御船町
民生委員児童委員協議会

14

15

17

20
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

活動日時／場所　等

4月下旬～5月
県内各市町村

市区町村(単位)民児協名 活動の具体的内容 活動日時／場所　等

1 大分市民児協

記念集会およびパレードの実施
・集会の前に小学生4名を一日民生委員・児童委員に委嘱
・大分市民児協約800名の民生委員が参加し、記念集会を開催
・集会終了後、会場から大分駅北口までパレード（校区ごとにＰＲ用プラカード持
参）
・中心部3か所で、通行人にチラシ、ポケットティッシュを配布し広報活動を実施

5月15日（火）
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）

別府市長を一日民生委員に委嘱し、ひとり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活動を行なう。

11：00～または16：00～
友愛訪問（緑丘地区）
街頭ＰＲ（ＪＲ別府駅東口）
施設訪問(調整中）

啓発のリーフレットとティッシュを配布し、民生委員の活動ＰＲを行なう。

心配ごと相談会の開催 5月9日（水）　9：00～

ひとり暮らし高齢者（75歳以上）世帯への訪問活動
5月11日（金）
町内全域

4 臼杵市民児協
ＰＲ効果を高めるため、スローガンを書いたのぼりを作成し、活動時だけでなく、強
化週間中は、各地区のコミュニティセンターなど地域住民が集まる場所に立ててＰ
Ｒを行なう。

小学校の授業参観後、学校との懇談会を開催

各自の担当地区で定期訪問ができていない高齢者宅や、災害時要支援者世帯を
訪問し、チラシなどでＰＲ活動を行なう。

6 津久見市民児協
社会福祉法人豊友会の主催する「うばめ園祭」で、活動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を行なう。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で紹介する予定

5月20日（日）　11：00～
つくみん公園

商業施設前2か所でＰＲ活動
5月13日（日）　8：00～
神田楽市前
スーパーコマツ前（日時未定）

各地区で70歳以上のひとり暮らし高齢者宅に、安否確認を兼ねて自宅訪問を行な
う。

主任児童委員による学校訪問

町内の商業施設6か所に分かれ、パンフレット・ポケットティッシュを配布し、ＰＲ活
動を行なう。

5月9日（水）　16：00～
道の駅みえ、新鮮市場、
まるみや、三重駅、
トキハインダストリー三重店、
ＨＩＨヒロセ

ケーブルTVに取材を依頼し、ＰＲ活動の様子を市内全域に映像をとおし、周知す
る。

9
豊後大野市緒方地区
民生児童委員協議会

活動強化週間を利用し、児童・生徒ならびに教師と顔を合わせる場と設定し、あい
さつ運動を実施

5月14日～5月16日の3日間（予定）
7：30～8：00
緒方小・中学校

10
豊後大野市犬飼地区
民生児童委員協議会

小学校・中学校前でのぼり旗を立て、小中学生に「あいさつ運動」と「交通安全運
動」を実施する。

5月１日　7：10
犬飼小学校、中学校前

11 由布市挾間町民児協 社協の自動車による、挟間町全域の広報活動
5月15日　9：00～14：00
挟間町内

12 由布市庄内町民児協
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交流
会を開催し、団体間での情報共有を行なうことで庄内町の地域力向上を図る。

5月下旬

活動強化週間のＰＲ用にのぼりを購入し、町内全地区の公民館前等に設置する。
活動強化週間～5月末日
町内公民館等

各民生委員がチラシやティッシュを持って、高齢者世帯や気になる家庭を訪問し、
見守り活動の強化を図る。

活動強化週間～5月末日
町内全域

町および社協広報誌にＰＲ文を掲載し、民生委員活動の周知を行なう。 活動強化週間～5月末日

14 玖珠町民児協

町社会福祉協議会から役場を経て、市内中心部まで横断幕を掲げパレードを行
なう。途中、役場で町長へ、情報の提供および民生委員・児童委員に対する行政
の協力体制等についての要請文書を渡す。その後トキハまで、チラシを配布しな
がら町内商店街を行進する。最後にパレード到着地のスーパー等でチラシ配布を
行なう。

5月15日（火）
玖珠町中心地商店街等
行進経路（社協～役場～トキハ）

15 姫島村民児協
老人クラブ主催の行事（おせったい）に来場する高齢者に向けて、民生委員活動Ｐ
Ｒのティッシュやチラシを配布し、声かけを行なう。

4月21日（土）　11：00頃
老人憩の家「白寿苑」

臼杵市上北・下北地区民児協5

活動の具体的内容

県民児協で、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を行なう。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

杵築市民児協

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

別府市民児協

中津市山国町民児協3

2

日時調整中

豊後大野市三重地区
民生児童委員協議会

九重町民児協
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

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
民生委員児童委員協議会

のぼり旗、横断幕を掲げ、「困ったら一人で悩まないで相談してください。」と呼び
かけながら、民生委員・児童委員の活動を地域住民へ周知を図るために、民生委
員・児童委員ＰＲリーフレット、ポケットティッシュ、ボールペンを配布し、市民に向
けた広報活動を実する。

5月13日（日）　13：00～14：30
中心市街地（デパート前）

都城市の民生委員・児童委員を知ってもらう。（ＰＲカードを持っての訪問）

民生委員・児童委員の活動を知ってもらう。

15地区単位民児協でのぼり旗の掲揚（広報・啓発活動）

3
日南市
民生委員児童委員協議会

民生委員・児童委員活動の広報・啓発
市内の「まなびピア」のロビーを借用し、パネルを配置し各地区民児協の活動の様
子等の写真掲載と、「日南市福祉のまちづくり応援フェスティバル」での民児協
コーナー内で、子どもたちの描いた絵などの展示を行なうとともに、パンフレット等
を配布する。

5月1日～5月12日
まなびピア　ロビー

4
小林市
民生委員児童委員協議会

民生委員・児童委員の日活動強化週間にあわせて、民生委員の自宅前および市
役所にのぼり旗を掲げ、ＰＲ活動を行なう。また、訪問活動を強化して行なう。

5月12日～5月18日

5
小林市須木地区
民生委員児童委員協議会

味噌づくりを行ない、それを持参してひとり暮らし高齢者宅を訪問し、安否確認を
行なう。

5月12日～5月18日

6
西都市
民生委員児童委員協議会

民児協理事・関係機関等が街頭にて、地域住民に対して、活動の内容や役割に
ついて、啓発チラシや啓発グッズを活用して周知する。

5月11日（金）　16：50～
Aコープさいと店

7
西都市内
各民生委員児童委員協議会
（6地区）

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等で見守り訪問する
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
行なう。

4月～5月
担当区域

8
西都市三納地区
民生委員児童委員協議会

毎年5月定例会後に、三納地区3か所程に分かれて、のぼり旗を立て、民生委員・
児童委員パンフレットを配布し、広報周知に努める。

5月交換民児協開始前　13：30～
三納地区

子どもの通学時見守り活動を実施
　小中学校の通学路の危険箇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、子どもの通学安全指導を行なう。自動車運転者や通行人に
も民児協ＰＲを兼ねる。

期間中
各地区単位
（飯野北部・南部、加久藤、真幸）

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がい者宅を、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
各地区単位
（飯野北部・南部、加久藤、真幸）

登下校時の交通安全運動や、ひとり暮らし高齢者訪問等の見守り活動

のぼり旗の掲揚

11
川南町
民生委員児童委員協議会

町内の商店街を、ごみ拾いをしながら行進する。その際に、民生委員・児童委員
ののぼり旗を掲げ、住民や商店などにパンフレット等を配布して、民生委員・児童
委員活動への理解、協力などの呼びかけを行なう。

5月8日(火)
民児協定例会終了後、約1時間程度
川南町商店街

12
西米良村
民生委員児童委員協議会

西米良村シルバー人材センター（高齢者見守り事業）と合同による傾聴研修およ
び意見交換会の実施

5月8日(火)
西米良村保健センター

5月12日～5月18日

「民生委員・児童委員の日　活動強化週間」（5月12日～5月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）にあわせ、5月11日に物故民生委員・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

■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

9

10

宮
崎
県

45

宮崎県民児協のロゴマークを入れたのぼり旗を単位民児協分作成し、配布を行なう。

5月
町内

5月1日～5月31日
市内全域

えびの市
民生委員児童委員協議会

高鍋町
民生委員児童委員協議会

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

都城市
民生委員児童委員協議会

2

■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

大分市民児協が行なうパレードに同行し、ＰＲ活動を支援する。

県内各地の主な取り組みを県民児協広報誌「愛」に掲載し紹介、ＰＲ活動の活性化を図る。

44
大
分
県

活動強化週間実施要領やＰＲカードを配布し、各民児協へ取り組みの呼びかけを実施

活動強化週間の取り組み予定調査を実施

44



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

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

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
を行なうほか、繁華街での広報活動を行なう。

5月12日（土）～5月18日（金）
鹿児島市内各所

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
糸満市
民生委員児童委員協議会

民生委員が把握している気になる子どもたちと一緒にカレー作り、軽スポーツなど
をとおして体を動かしてリフレッシュすることを目的として実施する。

5月12日（土）
市内公民館

2
北谷町
民生委員児童委員協議会

町長を一日民生委員として委嘱。民生委員と一緒に高齢者宅を訪問（友愛訪
問）、懇談する。

5月中旬
北谷町内6行政区

3
那覇市
民生委員児童委員連合会

県民広場での広報セレモニー後に、赤嶺駅から首里駅までの各駅周辺にて一斉
にチラシ配布を行なう。

5月11日（金）
モノレール各駅周辺

活動日時／場所　等

5月12日～5月18日
市役所ロビー

市区町村(単位)民児協名 活動の具体的内容 活動日時／場所　等

札幌市の区社協（10区） 広報誌で民生委員・児童委員の特集、ＰＲ等 5月

活動日時／場所　等

5月4日～6月13日
仙台市役所

5月1日～5月31日
青葉区役所、宮城野区役所、
太白区役所、泉区役所

5月1日～5月31日
若林区役所

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 青葉区 ポスター掲示
仙台市二日町分庁舎入口、
区事務所内

パネル展示  (10月中旬 区民まつりでも展示)
5月14日～5月18日
区役所ロビー

ＰＲ用ポケットティッシュの配布
5月上旬
ＪＲ陸前原町駅前

3 若林区 パネル展示 区役所ロビー

4 太白区 パネルを展示し民生委員よる説明およびチラシ・ＰＲツール配布等
5月14日～5月18日
区役所ロビー

パネル展示
5月11日～5月18日
区役所ロビー

「在宅高齢者世帯調査」での対象世帯訪問にあわせて、各地区民児協の広報資
材を活用しながら、民生委員活動の周知活動を行なう。

6 青葉区木町地区 ＰＲカード、リーフレットの配布 町内、市民センター等

ＰＲチラシの配布
児童館、コミュニティセンター、
町内会

ＰＲポスターの掲示
町内会、コミュニティセンター、
小学校等

8 青葉区片平地区 ＰＴＡ、子供会、新任民生員の訪問時に、ＰＲカード等を配布

庁舎に懸垂幕を掲示

庁舎に横断幕を掲示

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

庁舎に懸垂幕を掲示

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

47

46

鹿
児
島
県

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

宮城野区

泉区5

■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

札幌市民生委員児童委員協議会　活動パネル展

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

青葉区東六地区

2

7

49
仙
台
市

48
札
幌
市

沖
縄
県

45



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

地区高齢者重点訪問時に、ＰＲカード等を配布

ＰＲポスターの掲示
小中学校、コミュニティセンター、
商店等

教職員に対して、リーフレットの配布 小学校5校

10 青葉区通町地区 ＰＲポスターの掲示 地区内の各町内会掲示板

11 青葉区国見地区 高齢世帯、子育て世帯への訪問時に、ＰＲチラシを配布

12 青葉区荒巻地区 ＰＲ活動 地区内スーパー

13 青葉区中山地区 ＰＲチラシを配布 地区内全戸

14 青葉区北仙台地区 ＰＲチラシの配布
市民センター、コミュニティセンター、
町内会等

北六小学校新入生の下校時防犯ボランティア（民生委員ビブス着用）に延べ25名
動員

4月9日～4月13日

在宅高齢者世帯調査時に、各担当地域の高齢者世帯へＰＲカードを配布

16 青葉区小松島地区 ＰＲポスターの掲示 町内、コミュニティセンター等

17 青葉区折立地区 各委員が担当地区の訪問先にＰＲカードを配布

18 青葉区宮城西地区 ＰＲカード、チラシ配布の配布 担当地区内

ポスターの掲示とＰＲチラシの配布 市民センター、児童館

訪問活動の強化

20 宮城野区幸町地区 ＰＲカード配布

ポスター掲示 各町内の掲示板、集会所等

区民児協に協力し、ポケットティッシュの配布 ＪＲ陸前原町駅

訪問活動の強化 活動強化週間中

みんなの相談室開設
5月12日～5月18日
東仙台よろこびの会事務所内

各戸を訪問し、春夏秋冬だより（地区民児協ＰＲ紙）を配布、また、全町内会でも回
覧してもらう。

5月12日～5月18日

23 宮城野区新田地区 ＰＲカードとティッシュの配布、訪問活動 5月12日～5月18日

24 宮城野区鶴ケ谷東地区 ＰＲカード、チラシの配布 町内、各施設等

活動強化週間を中心に、担当エリアのひとり暮らし高齢世帯を訪問して、ＰＲカー
ドを配布する。

5月14日～5月18日

活動強化週間や高齢者世帯調査期間に訪問して、リーフレットを配布

ＰＲチラシの配布
5月中旬
各町内会長、児童館、小学校、
中学校、コミュニティセンター

対象者宅を訪問して、ポケットティッシュ、リーフレットを配布する。（強化週間後も
必要に応じて利用）

5月12日～5月18日

民生委員・児童委員名入りポケットティッシュの配布
保育所、小・中学校、
ＪＲ福田町駅、高砂駅、
市民センター

強化週間訪問活動、サロン活動

チラシの回覧 17町内会

チラシの配布 市民センター、児童館

区域担当委員が訪問カードを配り、安否確認運動を行なう。

ポケットティッシュの配布 ＪＲ駅前（2駅）

ティッシュ配布 ＪＲ仙石線　陸前高砂駅前

町内会広報 コミュニティセンター、児童館等

中学校への広報

宮城野区高砂第一地区

宮城野区高砂第二地区

宮城野区高砂第三地区

15

宮城野区榴岡地区19

25

26

27

28

29

宮城野区原町地区

宮城野区東仙台地区

宮城野区鶴ケ谷西地区

宮城野区宮城野地区

青葉区北六地区

青葉区上杉地区

21

22

9

49
仙
台
市

46



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

高齢者、育児保護世帯を訪問し、100周年ＰＲリーフレットを配布する。 5月1日～5月31日

受持世帯の高齢者に民生委員・児童委員ポケットティッシュを配布

所属する町内会ごとの回覧板を媒体として、民児委員の担当地区の紹介

大和地区内の福祉団体(社協・町内会)の委員を対象とした学習会の開催

32 若林区荒町地区 各町内会会長を通じて、ＰＲリーフレットを配布 11町内会

33 若林区連坊地区 高齢者、ひとり世帯への見守り活動でＰＲリーフレットを配布

34 若林区南小泉南地区
地区社協と協働で行なう、ひとり暮らし高齢者の見守り活動時に、民生委員ＰＲの
チラシと市指定ゴミ袋を配布

35 若林区若林地区
各担当者がひとり世帯・二人世帯への見守り活動として、ＰＲカード・ＰＲポスター
を配布

36 若林区六郷地区 見守り活動の一環として、ＰＲカード等の配布

37 若林区七郷地区 要援護者の見守り活動として、ＰＲリーフレットを配布 5月13日(日)

38 太白区鹿野地区 ＰＲグッズを配布しながらの訪問活動 町内、施設等

ＰＲカードを配布しながらの訪問活動

在宅高齢者調査時にＰＲチラシを配布

浄化活動および通学路危険個所確認の際にＰＲカードを配布する。

在宅高齢者世帯調査時にＰＲカードを配布する。

ＰＲチラシの町内回覧と地域団体へ配布する。

地区民児協だより発行および拡大版を掲示 町内会掲示板

地区内巡視活動と民児協サロンの実施

一斉訪問活動

42 太白区中田地区 ＰＲリーフレットの配布 町内、老荘大学入学式等

43 泉区南光台地区
小中学生の登校時パトロールを兼ね、地区民児協ベストを着用して民生委員活動
のＰＲ活動を行なう。

44 泉区泉中央地区
小学校周辺の清掃活動を兼ね、地区民児協ベストを着用して民生委員活動のＰＲ
活動を行なう。

地区内3小学校
(七北田，市名坂、野村)

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

西区民児協
学校へ民生委員・児童委員、主任児童委員の周知を図るため、プリントおよびリー
フレットを配布。また公民館へも設置する。

5月10日～5月31日
西区内市立小学校、公民館

活動日時／場所　等

5月12日（土）～5月18日（金）
区民児協、地区民児協、
市内小中学校、行政機関

活動強化週間の前後

宮城野区燕沢地区

太白区八木山地区

太白区東中田地区

太白区西多賀地区

42

■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

区役所の正面入口前に「各区民生委員児童委員協議会」のぼり旗を立て、民生委員の活動等を紹介したチラシ等を区民
へ配布する。

若林区大和地区

50

30

31

39

40

5月1日～5月31日
市内10区役所

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

 民生委員活動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を行なう。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

区役所ロビーにて「民生委員制度創設100周年」パネルの展示

活動の具体的内容

活動強化週間のポスターを作成し、各施設に掲示を依頼して活動のＰＲを行なう。51
千
葉
市

さ
い
た
ま
市
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

活動日時／場所　等

5月8日（火）～5月18日（金）
庁舎1階　展示スペースＣ
（地下鉄側入口すぐのスペース）

4月～5月末（予定）
8階エレベーター前　掲示板

5月9日（水）～5月15日（火）
全32駅に設置

5月8日（火）～5月14日（月）
全38編成×18か所＝684か所

5月8日（火）～5月14日（月）
全16編成×2か所＝32か所
（2号車・3号車の各1か所）

5月21日（月）～6月22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 鶴見区
鶴見区三大まつりのひとつ、「三ッ池公園文化・環境フェスティバル」にて、ＰＲ活
動を実施（ＰＲ用ポケットティッシュ、鶴見民児協だよりの配布）

5月12日（土）　午前中
三ッ池公園

2 鶴見区豊岡地区 高齢者・障害者等見守り対象者を一斉訪問
5月13日（日）
地区内

市民児協作成パネルと各地区で作成してもらった各地区取り組み紹介を展示
5月10日～5月24日
区役所区民ホール

映画上映会を開催。活動強化週間の一環で、民生委員・児童委員の福祉への理
解を深めるための研修会を毎年5月に開催。当日は民生委員のＰＲチラシの配布
や市民児作成パネル展示もあわせて行なう。

5月29日　13:30～
神奈川公会堂

4 西区
活動強化週間にあわせて、民生委員・児童委員のパネル展を開催し、会場内で民
生委員・児童委員が活動内容を説明を行なう。また、広報よこはま5月号西区版に
パネル展の開催のお知らせを掲載する。

5月14日（月）～5月18日（金）
西区役所1階　区民ホール

5 中区 パネル展の開催
5月7日(月）～5月10日（木）
中区役所　本館1階
展示スペース（予定）

6 南区 庁舎内に、民生委員の活動内容等を紹介するパネルを展示
5月11日（金）～5月21日（月）
南区役所4階　福祉保健課

7 港南区

　区役所1階イベント・展示スペースにて、民生委員・児童委員ＰＲパネルおよび各
地区民児協の活動紹介を掲示し、民生委員・児童委員が区役所来訪者に対し直
接ＰＲ活動を行なう。パネル展では各地区民児協が案内係を担当し、区民に直接
ＰＲを行なう。

5月10日（木）～5月16日（水）
区役所1階

8 旭区
民生委員ＰＲパネル展を実施。期間中、各地区の民生委員が交替で、パンフレット
や作作製したＰＲティッシュを配布しながら、来庁者に見学を呼びかける。また、見
学している人へパネルの説明をする。

5月10日～5月16日　10：00～16：00
（最終日のみ13：00まで）
旭区役所1階　情報発信コーナー

民生委員パネル展
5月2日～5月9日
磯子区役所1階　区民ホール

街頭での民生委員チラシ配布活動
5月12日
JR磯子駅周辺、磯子区役所前

民生委員・児童委員パネル展の開催
区民児協、区主任児童委員連絡会の紹介と、21地区の民児協が自らの活動を紹
介するパネルを1枚ずつ展示。本件のＰＲ記事を「広報よこはま」4月号に掲載す
る。

4月23日～5月17日
港北区役所2階

街頭ＰＲを実施。港北区民児協ポケットティッシュ、民生委員・児童委員、主任児童
委員紹介リーフレット配布

民生委員・児童委員、主任児童委員紹介パネル（2枚程度）の展示

港北区マスコットキャラクター着ぐるみ『港北区ミズキー』の活用など

民生委員・児童委員パネル展を開催。民生委員・児童委員の紹介、各地区の活
動に関するパネルを展示する。平日は、2名の民生委員がパネルの説明、民生委
員の紹介、アンケート協力依頼を行なう。

民生委員紹介パンフレット、絆創膏等のＰＲグッズ配布

5月10日に広報委員会によるイベント実施（バルーンアート）

3

横浜市営地下鉄（ブルーライン）における車内情報装置（ドア上部の電光掲示板）広告の掲出
内容は、『5月12日は民生委員・児童委員の日　身近な相談相手、見守り役として活動しています。お問合せは区役所民
生委員担当へ。』

横浜市社会福祉センターにおけるパネル展の実施

横浜市営地下鉄（ブルーライン）における駅貼りポスターの掲出

横浜市営地下鉄（グリ－ンライン）におけるドア横ポスターの掲出

横浜市福祉保健研修交流センター「ウィリング横浜情報資料室　企画展」
　テーマ：「身近な地域の見守り役　民生委員・児童委員」　～みんなの笑顔のために～
　主催：ウィリング横浜　共催：横浜市民生委員児童委員協議会

11

10

9

神奈川区

■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

横浜市庁舎におけるパネル展の実施

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

都筑区
5月8日～5月16日
都筑区役所　区民ホール

52
横
浜
市

磯子区

5月16日（水）　14：00～15：00
東急東横線日吉駅改札口前

港北区
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

5月12日が『民生委員・児童委員の日』であることや民生委員の役割などについ
て、広報を行なう。

　

横断幕の設置
5月1日（火）～5月31日（木）
戸塚区総合庁舎、戸塚駅側

ＦＭ戸塚区役所インフォメーションで周知
5月1日（火）～5月15日(火）
（1日3回放送予定）

区役所庁舎内　窓口で周知（ポケットティッシュの配布など） 5月14日（月）～5月18日（金）

タウンニュース戸塚区版への掲載依頼 5月上旬

13 栄区
区民児協で発行している広報紙「さかえ民児協だより」を市民に配布し、民生委
員・児童委員、主任児童委員の活動についてＰＲする。

5月17日　午後
本郷台駅前広場、FUJIスーパー前

14
泉区
下和泉地区民児協

孤独死を防ぐことを目的に、ひとり暮らし高齢者を対象に家庭訪問を行なう。
5月12日から2週間程度を予定
地区内

活動紹介パネル展
5月12日～5月21日
区役所　区民ホール

「広報よこはま」瀬谷区版にＰＲ記事を掲載 5月号

区民児協広報紙「おとずれ」第51号の発行、班回覧

市区町村(単位)民児協名 活動の具体的内容 活動日時／場所　等

各地区民児協より1名参加して、川崎駅東西自由通路にて川崎区民児チラシ（青）
とウェットティッシュをセットにして配布し、広報啓発活動を行なう。

5月16日（水）　14：00～
川崎駅東西自由通路

市政だより川崎区版（5月号）1面に、「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する。

5月1日（火）発行

総会および記念講演会の開催
5月10日　13：00～16：00
幸区役所会議室

区役所にて、民生委員・児童委員会の活動紹介
5月1日（火）～5月16日（水）
幸区役所1階　展示コーナー

3
中原区
民生委員児童委員協議会

区内民生委員・児童委員および主任児童委員へ「こんにちは民生委員です」リー
フレットを配布し、民生委員・児童委員の日にあわせて広報活動を行なう。

4月定例地区民協開催日（9日）～
5月末

4
高津地区
民生委員児童委員協議会

キラリデッキ（ノクティ口、ＪＲ武蔵溝ノ口駅、東急口）の南口ロータリーにおいて、
通行中の市民にティッシュを手渡しし、民生委員・児童委員の活動について広報
啓発を行なう。

5月11日（金）
キラリデッキ　溝の口駅南口

5
宮前区
民生委員児童委員協議会

区民祭で使用したパネルの展示、啓発物配布、各地区民児協活動の紹介ＤＶＤの
放映、相談コーナーの開設など

5月15日（火）～5月18日（金）
10：30～15：30
宮前区役所2階　市民ホール

区内地区民生委員児童委員協議会へのＰＲチラシを配布

区民協より配布されたチラシを基に、以下活動のいずれかを実施。
・町会、自治会に配布し回覧
・町会、自治会において、民生委員パンフレットの配布および説明
・老人会、こども文化センター、公園等において、民生委員パンフレットを配布
・いこいの家、町会会館へ民生委員パンフレットの配置
・活動事例発表と意見交換会の開催
・最寄り駅でのチラシ配布

7
麻生区
民生委員児童委員協議会

ＰＲグッズの100年リーフレットを配布
5月11日（金）　13：00～
麻生区役所ロビー

川崎区
民生委員児童委員協議会

幸区
民生委員児童委員協議会

多摩区
民生委員児童委員協議会
各地区民児協

6

1

2

戸塚区

15

12

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

区、地区で広報啓発費に活用できる補助金を申請方式で給付している。（年間1区上限3万円）

瀬谷区

5月1日～5月31日

53
川
崎
市

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

52
横
浜
市

民生委員・児童委員ＰＲパネルを作成し、希望区・地区へ貸し出している。
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

活動日時／場所　等

5月11日
相模原市役所

5月1日～5月31日
あじさい会館

活動日時／場所　等

5月1日（火）～5月17日（木）
新潟市役所

5月6日（日）予定

市区町村(単位)民児協名 活動の具体的内容 活動日時／場所　等

各単位民児協
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（あいさつ運動、交通安全指導など単位民児協により異なる）を行
なう。

5月～6月
（単位民児協により異なる）

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8日（火）～5月16日（水）
静岡市葵区役所外壁

民生委員活動ＰＲチラシを通行中の市民に配布
5月12日（土）　13：30～
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（火）～5月30日（水）
静岡市駿河区役所西側外壁

民生委員活動啓発用のパネル展示(100周年パネル含む）・チラシ設置
5月7日（月）～5月21日（月）
市駿河区役所北側ロビー

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(土)　11：00～
イトーヨーカドー静岡店、
アピタ静岡店

民生委員活動啓発用横断幕掲示
5月11日(金)～5月18日(金)
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(土)　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、イオン清水店

民生委員活動啓発用パネル展示、チラシ設置
5月11日(金)～5月18日(金)
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14日（月）　13：30～
アクトシティ大ホール

活動強化週間期間中

■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7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のマグネットを貼り、啓発を行なう。

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

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

市報「にいがた」にて、民生委員・児童委員の紹介記事を掲載

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

相模原市役所正面入り口に、啓発横断幕を掲示する。

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

相模原市あじさい会館のロビーに、啓発パネルを展示する。

地区のＰＲに関する活動に、補助金を出している。

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)の準備を行なう。

57
浜
松
市

静
岡
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

毎年、民生委員・児童委員の啓発用メモ帳を作成

■ 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

静岡市清水区民児協3

静岡市駿河区民児協2

56

50



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

活動日時／場所　等

5月1日（火）

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

全民児連のＰＲリーフレットを使用し、組回覧（区域内の全自治会の全自治会への
回覧板）を行ない、民生委員・児童委員の役割等を区民に周知する。

5月10日（木）
名古屋国際ホテル

全民児連のＰＲリーフレットを使用し、組回覧（区域内の全自治会の全自治会への
回覧板）を行ない、民生委員・児童委員の役割等を区民に周知する。

5月
東区内全域

5月9日(水)　10：00～
北区役所正面玄関等

5月10日(木)　9：30～
楠支所、楠地区会館

3
名古屋市民生委員児童委員連
盟中川区支部

第４６回　中川区民生委員・児童委員大会を開催。活動強化週間に合わせて区内
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習得の機会とする。

5月9日（水）
名古屋マリオットアソシアホテル

活動日時／場所　等

5月1日（火）～5月31日（木）
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

市民しんぶんの「区版」

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
各学区の活動写真を掲載したチラシを全戸回覧および各学区での事業でも配布
し、より「身近な相談相手」としての周知に取り組むためＰＲチラシを作成

5月15日
市民しんぶん下京区版とともに
全戸回覧

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 大阪市北区
たすきやポロシャツ等を着用したスタッフ(民生委員・児童委員)が通行人に対し
て、啓発グッズ(リーフレット、ウェットティッシュや区民児協作成グッズ等)の配布を
行なう。

5月12日(土)
ＪＲ天満駅周辺

区役所に懸垂幕、区役所周辺にのぼりを設置
5月11日(金)～5月18日(金)
区役所および区役所周辺

ポスターを掲出
5月11日(金)頃～
区内大阪メトロ駅構内、
大阪シティ信用金庫、地域の掲示板

3 大阪市福島区 区の広報紙5月号に「民生委員・児童委員の日」の紹介記事を載せる。 5月発行

4 大阪市此花区 新スローガンの懸垂幕およびのぼりを区庁舎前に設置
5月11日(金)～5月18日(金)
此花区役所

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。今年度は、昨
年、100周年記念として市独自で作成した広報映像についての案内を掲載予定

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

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

例年、「民生委員・児童委員の日」としてポスターを作成している。掲示期間は5月1日～5月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

大阪府・大阪市・堺市の共同啓発活動として、たすきやベスト等を着用したスタッフが通行人に対して、啓発グッズ（リーフ
レット、ウエットティッシュ）の配布を行なう。
主催：大阪府、大阪市、堺市、大阪府民生委員児童委員協議会連合会、大阪市民生委員児童委員協議会、堺市民生委
員児童委員連合会

民生委員・児童委員制度についてＰＲ

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

5月12日（土）
11：15～1時間程度を予定
なんばウォーク（くじらパーク）
高島屋前（高島屋正面入口前）、
マルイ前（御堂筋側）

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

民生委員・児童委員の制度概要および問い合せ先を掲載

大阪市都島区2

60
大
阪
市

1
名古屋市
民生委員児童委員連盟
東区支部

児童福祉週間および民生委員・児童委員の日 活動強化週間にあわせて北区支
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
なう。

名古屋市
民生委員児童委員連盟
北区支部

2
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

区役所でロビーパネル展を開催
　パネル展示、広報用ＤＶＤ放映、啓発物品の配布、のぼりの設置、区のホーム
ページ掲載

5月8日（火）～5月18日（金）
区役所1階ロビー

「民生委員・児童委員の日　活動強化週間」の懸垂幕の掲示
5月11日（金）～5月18日（金）
区役所前

「民生委員・児童委員の日　活動強化週間」の懸垂幕、ポスター掲示
4月20日（金）～5月18日（金）
区役所前、駅広報板（15か所）

懸垂幕の掲示
5月1日(火)～5月31日(木)
西区役所

西区広報紙にＰＲ記事掲載 5月号

区役所住民票等発行窓口の広告液晶モニターでＰＲ
5月1日(火)～5月31日(木)
西区役所

「親子のつどい」において、会場の大正区コミュニティセンターホールの壁に「民生
委員制度創設100周年」の横断幕を掲示する。

持参していただいた写真を使って「民生委員制度100周年」のメッセージが入った
缶バッジを作る。

「民生委員・児童委員の日」として、区広報誌に記事掲載 区広報誌5月号

懸垂幕の掲出
5月1日(火)～5月31日(木)
区役所1階　エントランス

のぼりの掲出
5月1日(火)～5月31日(木)
区役所入口両サイド

懸垂幕 『支えあう　住みよい社会　地域から』 を区役所庁舎壁面に掲示
4月1日～翌年3月31日
西淀川区役所

区役所広報紙「きらり☆にしよど」5月号に民生委員活動等（大阪府下民生委員制
度創設100周年含む）を掲載する。

5月1日発行予定
区内各戸配布

街頭啓発活動（啓発グッズ等を配布）を実施する。
5月12日　11：00～1時間程度
ライフ歌島店

10
大阪市西淀川区
地区協議会

12地区協議会がそれぞれ日時・場所を設定して街頭啓発活動（啓発グッズ等を配
布）を実施する。

5月を活動強化月間として各地区協
議会が、5月12日を中心に5月中に
日時・実施場所（駅頭・スーパーマー
ケット周辺）を設定して実施

11 大阪市生野区 一斉街頭啓発 5月12日

各地区委員長10人による啓発活動を実施。100周年記念ののぼりを立て、100周
年記念たすきと旭区民生委員児童委員協議会の赤色キャップを着用し、啓発グッ
ズに加え、旭区民生委員児童委員協議会オリジナルの啓発グッズを配布する。

5月12日(土)　11：00～12：00
千林商店街「千林くらしエール館」前

民生委員の歴史や活動がわかるパネル展示を開催。民生委員の歴史や民生委
員・児童委員、主任児童委員の活動がわかるパネルを展示し、啓発パンフレットを
配布

5月14日(月)～5月27日(日)
9：30～21：30
旭区民センター　区民ギャラリー

区庁舎周辺（敷地内）および区庁舎1階にのぼりを設置し、活動強化週間ポスター
を庁舎内に掲示、周知啓発用ポケットティッシュを窓口で配布するとともに、「民生
委員・児童委員」紹介のアナウンスを行なう。

区青パトに全民連の標語「支えあう住みよい社会地域から」を掲示したマグネット
をつけ、区内パトロール走行の際に「民生委員・児童委員」紹介のアナウンスを行
なう。

子育て支援事業の「 愛　Love  こども　フェスタ 」開催時に受付にて、民生委員・
児童委員の周知啓発用のリーフレット・ポケットティッシュを配布するとともに、民
生委員・児童委員協議会コーナーで民生委員・児童委員の紹介ポスター掲示等を
行なう。

5月25日（金）　10：30～14：30
区民センター全館
鶴見図書館（多目的室）

14 大阪市阿倍野区

民生委員制度創設100周年記念事業啓発イベント
「パネル展・福祉相談コーナーおよび子育て支援イベント」
　パネル展は、民生委員制度の変遷やその活動、またそれぞれの時代の出来事
などについての紹介パネルを展示。福祉相談コーナーでは、生活上の心配ごとや
困りごと、福祉サービス、子育ての悩みなどの相談コーナーの設置する。また、子
育て支援イベントでは、主任児童委員と一緒に作ってたのしむコーナーやステー
ジイベントを開催

5月10日（木）～5月12日（土）
10：30～16：00
あべのハルカス近鉄本店7階・8階
縁活スペース「街ステーション」

7

9

12

13

大阪市大正区

大阪市鶴見区

5月27日
大正区コミュニティセンター
3階ホール

大阪市西淀川区

5月1日(火)～5月31日(木)
区庁舎・区庁舎周辺、区内全域

大阪市旭区

大阪市中央区5

6 大阪市西区

大阪市浪速区8

60
大
阪
市
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

5月12日（土）　11：00～
地下鉄我孫子駅周辺、
南海　沢ノ町駅

5月12日（土）　時間未定
阪堺線我孫子道駅、安立町駅

5月13日（日）　10：00～
沢之町公園、ライフ南住吉店

5月19日（土）　10：00～
ライフ住吉店(府立病院前)

たすき・腕章・ジャンパー等を着用した民生委員が春まつり参加者に対して、啓発
グッズ(ウエットティッシュや区民児協作成ティッシュ等)の配布を行なう（のぼりを使
用する予定）。

5月6日（日）　10：00～
東粉浜小学校(春まつり会場)

たすき・腕章・ジャンパー等を着用した民生委員が連合運動会参加者に対して、啓
発グッズ(市民児協作成啓発グッズや区民児協作成ティッシュ等)の配布を行なう
（のぼりを使用する予定）。

5月20日（日）　9：00～
大和川中学校(連合運動会)

区民児協作成ティッシュを配布
5月24日（木）を中心に
長居地区

東住吉区民生委員・児童委員100周年記念フェスティバルを開催。映画上映・ゲー
ムコーナー・フードコーナー・パネル展示等

5月13日（日）　11：00～16：00
区民ホール、区役所3階会議室等

懸垂幕掲示
5月12日（土）～5月18日（金）
区役所壁面

啓発物品（ＰＲカード入りポケットティッシュ）配布
5月12日（土）～5月18日（金）
窓口案内

活動日時／場所　等

5月10日（木）　15：30～
堺東駅前

5月12日（土）　10：00～
なんば駅等

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

堺市各区
民生委員児童委員協議会
（堺・中・東・西・南・北・美原）

区民まつりにおいて、民児協ブースの設置および民生委員・児童委員広報啓発活
動

東区 5月13日（日）
以降、他区は平成30年中に順次実
施

活動日時／場所　等

活動日時／場所　等

5月12日（土）
岡山市北区丸の内二丁目
笠井信一銅像周辺

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

広島市安芸区民児協
活動強化週間中に、安芸区内の単位民児協ごとに、区域内の人が集まる場所
で、民生委員・児童委員ののぼり旗を掲げ、ＰＲポケットティッシュを配布する。

日時は未定
ＪＲの駅や福祉センター等

16

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

市内民生委員・児童委員の有志が、「民生委員・児童委員の日」に元岡山県知事 笠井信一銅像周辺に集まり、済世顧問
制度創設者である笠井信一氏を顕彰する。

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

街頭キャンペーンを行な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ＰＲチラシや市民児協で作成したＰＲチラシを必要部数提供

大阪市東住吉区

15

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、啓発活動を行なう。

61
堺
市

■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

64
広
島
市

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

活動の具体的内容

堺市民児連役員・行政による市民への駅頭での民生委員児童委員のＰＲ活動
（堺市版　民生委員・児童委員ＰＲリーフレット等の配布）

■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

大阪市民児協にて作成したリーフレット、ウェットティッシュ、ケースを利用して、5月12日（土）11：00～12：00の1時間程度、大阪市内全区で一斉街頭キャンペー
ンを実施（大阪市24区民児協）する。たすきやベスト等を着用したスタッフが通行人に対して、啓発グッズ（リーフレット、ウエットティッシュや区民児協作成グッズ
等）の配布を行なう（のぼりを使用する予定）。

大阪市住吉区

上記の取り組みは、広島市民児協の平成30年度「モデル区民児協事業」に指定しており、年間10万円の助成金を交付することとしている。同様の取り組みが
他区でも広がるよう、実施後は会議や研修で報告してもらう予定である。

大阪府・大阪市・堺市の民児連・行政による大阪府民生委員（方面委員）制度創設100周年記念碑　除幕式・林市蔵像献
花式および広報啓発活動

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

60
大
阪
市

たすき・腕章・ジャンパー等を着用した民生委員が通行人や買物客に対して、啓発
グッズ(市民児協作成啓発グッズや区民児協作成ティッシュ等)の配布を行なう（の
ぼりを使用する予定）。
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

活動日時／場所　等

4月中旬～6月上旬

5月14日（月）～5月18日（金）
※活動紹介およびよろず相談は
　5月15日（火）～5月17日（木）
　黒崎市民ギャラリー

北九州市政だより（5月1日号）
全戸配布および全区組回覧

市区町村(単位)民児協名 活動の具体的内容 活動日時／場所　等

担当地区の支援を必要としている人を把握し、継続的かつ適切に援助するために
「福祉台帳」を作成する。

4月中旬～6月上旬

活動強化週間にあわせ、門司区民生委員児童委員総会を開催する。
5月11日（金）　13：30～
門司市民会館

日頃の見守りや相談活動の中で、担当地区の支援を必要としている人を把握し、
計画的・継続的な支援を実施するため、「福祉台帳」の整備・更新作業を行なう。

4月中旬～6月上旬

「民生委員・児童委員の日」にあわせ、小倉北区民生委員・児童委員協議会総会
を開催する。

5月11日（金）　13：00～
北九州市立男女共同参画センター
　「ムーブ」

担当地区の支援を必要としている人を把握し、継続的かつ適切に援助するために
「福祉台帳」を作成する。

4月中旬～6月上旬

活動強化週間にあわせ、区内２4地区の民生委員・児童委員が一同に会し、総会
を開催します。総会の開催にあわせて、会場入り口に民生委員・児童委員の活動
啓発パネルを掲示し、啓発活動に取り組む。

5月13日（日）　12：30～13：40
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」を作成する。

4月中旬～6月上旬

若松区役所正面玄関に民生委員・児童委員ののぼり旗を掲示する。
5月中旬
若松区役所　正面玄関

活動強化週間にあわせ、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する。

5月29日（火）　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
5月中旬
若松区役所内

担当地区の支援を必要としている人を把握し、継続的かつ適切に支援するために
「福祉台帳」を作成する。

4月中旬～6月上旬

民生委員・児童委員活動紹介パネル展を実施し、啓発活動に努める。
4月17日～5月１日
八幡東区役所　市民ホール

活動強化週間を迎えるにあたり、八幡東区民生委員児童委員協議会総会を開催
5月11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」を作成する。

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、総会を開催する。
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
びを深める。

5月16日（水）　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、総会を開催する。活
動方針の周知徹底や研修会を行ない、民生委員活動の充実を図る。

5月16日（水）13：30～
ウェルとばた　2階　多目的ホール

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」を作成する。

4月中旬～6月上旬

活動強化週間にあわせて、ＰＲカードを戸畑区内民生委員・児童委員に配布し、Ｐ
Ｒカードを活用した民生委員活動の周知を行なう。

4月中旬～6月上旬

戸畑区内12の市民センターおよび戸畑区役所に民生委員・児童委員の幟の掲示
やＰＲチラシの配布を行ない、民生委員活動の周知を行なう。

5月1日～5月31日
戸畑区内　全市民センター
戸畑区役所

■県・市民児協として実施するＰＲ活動等、取り組み予定

6

5

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する（5
月12日を調査基準日とする）。作成した福祉台帳の集計数は行政に提出し、情報を共有する。

5月12日が「民生委員・児童委員の日」であることと、上記民生委員・児童委員活動啓発パネル展の開催について、市報
および北九州市社協広報紙に掲載し、市民の方へ周知する。

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

民生委員・児童委員活動啓発パネル展を開催する。
委員活動紹介パネルや民生委員児童委員協議会ののぼり等を会場内外に掲示し、ご来場者の方へ、民生委員・児童委
員による活動紹介や日頃の不安や悩みへのよろず相談も行なう。

門司区民児協1

北
九
州
市

7

4

戸畑区民児協

小倉北区民児協

小倉南区民児協3

2

65

八幡西区民児協

活動の具体的内容

八幡東区民児協

若松区民児協
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№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

活動日時／場所　等

活動強化週間中

5月4日（金）
天神周辺

活動強化週間中

活動強化週間中

活動強化週間中

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

民生委員・児童委員ＰＲカード、リーフレット等の配布と職務の再確認をする。

地域と連携し、高齢者・障がい者等の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チラシを設置する。 区役所内、関係課窓口

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。 区役所1F

市広報誌、東区ホームページに、民生委員の活動等紹介を行ない広報に努める。 市政だより東区版

地区民生委員活動ＰＲポスターを掲示する。 各地区公民館、町内掲示板等

ＰＲ懸垂幕を掲示する｡
5月12日～5月18日
区役所庁舎

広報用モニターでＰＲメッセージを放映する。 区役所1Ｆ

民生委員・児童委員ＰＲカードによる地域での訪問、啓発活動を行なう。

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
なう。

市広報誌に民生委員・児童委員活動の紹介やＰＲ記事を掲載する｡ 市政だより博多区版

民生委員各自による福祉票の点検整理を行なう。

全員が腕章を着用

公民館だよりに掲載

各地区で活動強化方策を策定

民生委員活動ＰＲの懸垂幕に掲示 区役所庁舎

広報用モニターでＰＲメッセージを放映 区役所1F

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

市広報誌に、民生委員・児童委員活動の紹介記事を掲載 市政だより中央区版

民生委員各自による福祉票の点検整備

ＰＲ懸垂幕を掲示する。
5月1日～5月31日
区役所庁舎

民生委員・児童委員ＰＲカード、チラシ、ティッシュを配布し、民生委員・児童委員
およびその活動の周知を図る。

広報用モニターにおいて、ＰＲ用メッセージを放映する。 区役所1Ｆ

福祉票の整備を行なう。

市広報誌にＰＲ記事を掲載する。 市政だより南区版5月1日号

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。

活動ＰＲ記事を掲載する。 公民館だより

のぼり旗を立てる。 公民館

1

博多区民児協2

中央区民児協3

南区民児協4

「博多どんたく港まつり」のパレードに参加する。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なう。

東区民児協

■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（ＰＲリーフレットの配布等）

市広報物（市政だより各区版）による活動紹介

■ 県・市内の市区町村(単位)民児協の取り組み予定

市役所ロビー等において、デジタルサイネージによる放映

市役所に横断幕を掲示

66
福
岡
市

55



№
都道府県・
指定都市名 取り組み内容

平成30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　

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、子ども等を主眼とした地域福祉活動への取り組み

懸垂幕の掲示
活動強化週間中
区役所庁舎

民生委員活動のＰＲ映像（ＤＶＤ）放映 区役所ロビー

市広報誌に民生委員活動等の紹介記事の掲載 市政だより城南区版

城南区ホームページブランディングエリアにＰＲ画像掲載

街頭キャンペーンの実施

福祉票の点検整理を行なう。

民生委員・児童委員ＰＲリーフレットやＰＲカードの活用を図る。

通学路において登下校時に、声かけやＰＲカードの配布を行なう。

駅に横断幕を掲示のうえ、民生委員・児童委員のＰＲリーフレット入りのティッシュ
を配布する。

姪浜駅、ＪＲ九大学研都市駅

各地区民児協ごとに、民生委員・児童委員のＰＲリーフレット入りのテュッシュを配
布する。

懸垂幕（標語掲載）を掲示する。 区役所庁舎

民生委員・児童委員の活動記事を掲載する。 市政だより西区版

テレビモニターに、民生委員活動内容を掲示する。 西区役所1階

デジタルサイネージに民生委員活動内容を掲示する。 西保健所1階

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。

活動日時／場所　等

5月12日（土）　11：00～12：00
長国寺

5月12日（土）　14：00～15：00
サンロード新市街～下通アーケード

5月15日（火）　9：20～15：00
熊本県立劇場

市長同行
5月31日（木）
14：00～17：00（予定）
場所は今後選定
区長（5区）同行
日時、場所ともに今後調整

城南区民児協5

早良区民児協

西区民児協7

6

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周年記念熊本県・熊本市民生委員児童委員大会の顕彰事業として、熊本県民児協および熊本市
民児協役員により林市蔵氏墓参を行なう。

■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

市民児協作成のはっぴ、横断幕、のぼりの貸し出し

民生委員制度創設100周年記念熊本県・熊本市民生委員児童委員大会の顕彰事業として、熊本県内民生委員・童委員
が参加し、熊本市内繁華街においてパレードを行なう。また、熊本県立濟々黌高等学校吹奏楽部および九州学院高等学
校チアダンス部にも協力を依頼している。

民生委員制度創設100周年記念熊本県・熊本市民生委員児童委員大会の開催

高齢者見守り訪問活動へ市長および区長が同行する。平成26年度より活動強化週間中に行なっている事業で、平成28･
29年度は熊本地震により実施できていなかった。平成30年度は、民生委員制度創設100周年記念大会を活動強化週間
中に行なうため、時期をずらして実施する。
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