
 

平成２８年度事業報告 

１．本年度は一斉改選が行われ、定数変更などにより民生委員児童委員ならびに主任児童

委員併せて 12名増員となり、9,988名が本連盟の会員となった。 

  また、一斉改選により退任された委員各位に対し、本連盟会長より感謝状を贈呈し在

任中のご労苦に対し感謝の意を表した。 

 

２．災害関係では、台風 10号による大雨等により、道東、道北を中心に河川の氾濫等の大

きな被害が発生した。本連盟では特に被害の大きかった道東の４町民児協ならびに避難

所に職員を派遣し、被害状況および民生委員による住民支援活動状況の把握に努めると

ともに、委員の自宅など被害に対する互助共済制度や、「北海道民生委員児童委員災害時

住民救援活動支援金」制度の活用促進を図った。また、被災した 20市町村では災害救助

法が適用されたことから、全民児連から本連盟を経由し被災市町村民児協に対し災害救

援活動支援金が支給されることになり、本連盟では被災状況を勘案し配分を行った。 

  さらに、４月に発生した平成 28年熊本地震災害に関して、全民児連による民生委員児

童委員支援募金の呼びかけに対し、道内の市町村民児協より多くの義援金をお寄せいた

だいた。お寄せいただいた義援金は全民児連にて全国都道府県・指定都市よりの義援金

と合せ熊本県の民生委員児童委員に対する見舞金、住民支援のための民児協活動支援金

として有効に活用された。温かいご支援ご協力に対し厚くお礼と感謝を申しあげる。 

 

３．法人運営関係では、本連盟は平成 25年 4月 1日に公益財団法人への改組以降、公益法

人を所轄する北海道の指導に準拠し適切な法人運営に努めてきたところであり、所轄庁

の検査においても具体的な指摘事項はなく適切な法人運営が認められた。 

  一方で、今後における本連盟組織運営ならびに事業内容の課題と方向性を検討いただ

いた理事小委員会の答申を受け、本年度第２回評議員会において支部選出評議員候補者

の複数選出制を支部あたり１名選出に改め経費の効率化も視野とし、定款の一部変更等

について決議を得た。あわせて、一斉改選にともなう理事・評議員の補欠選任を行い、

法務局への変更登記の手続きなど適切な取り扱いを行った。 

 

４．本年度は、平成 29年に迎える「民生委員制度創設 100周年北海道記念事業」の実施に

向け、記念北海道大会の参加者概数調べをはじめ、記念講演等の講師の依頼調整や 100

周年記念感謝状贈呈対象委員の推薦依頼など、各種準備に取り組んだ。 

また、本連盟重点事業である「住民支え合いマップ（調査）」に関連して、記念事業の

一環として効率的な委員活動を広く取り組んでいただくための研修用ＤＶＤの制作に取

り掛かるとともに、道民児連 100 周年記念誌（仮題）の資料収集や執筆依頼などにも着

手した。 

  さらに、理事小委員会の答申で示された「本連盟に対する支援要請」に関して、北海

道保健福祉部長、福祉局長に対し、正副会長より 100 周年記念事業補助金ならびに大会



 

への支援、本連盟運営事業補助金について要請を行った。 

 

５．事業の実施については、重点推進項目である「第４次地域支援調査（支え合いマップ

調査）」事業の指定２年目として、４か所のモデル指定民児協と１か所の拠点型民児協に

取り組みいただき、近隣住民による自発的な支え合いなどといった活動を整理・記入す

ることにより、住民との連携によるきめ細やかな見守り活動を進めることで効率的な委

員活動の推進を図った。今回の第４次指定より新たに拠点型の指定を行うことでより多

くの委員に取り組んでいただくことが期待できる。 

さらに、全道民児協会長・副会長研究協議会では、民児協運営の諸課題や活動の活性

化、一斉改選への取り組みをなどの協議を通し、民児協会長、副会長としての役割やあ

り方について情報交換を行った。また、本年度は初の取り組みとして従来の分散会協議

に選択制を取り入れて実施し、分散会協議と特別講義のどちらかを選択いただく方式と

し、参加された正副会長より一定の評価が得られた。 

一方、児童虐待や地域の子育て支援対策に向けた取り組みなどに、児童委員・主任児

童委員の役割がさらに期待されていることから、全道児童委員活動研究集会分散会協議

において、子どもたちを支え見守るための取り組みを学ぶとともに、各民児協における

取り組み等について情報交換を行った。 

活動推進講座では、「地域で子育てを支えるために、ＤＶと虐待防止支援について考え

る」をテーマとし、１，２９２名の参加をいただき、住民をはじめ関係機関・団体との

連携をもとに、ＤＶと虐待防止支援について理解を深めた。 

 

６．全国の民生委員児童委員互助事業の退任慰労金が平成 29年度より改正されることに係

り、本連盟における退任慰労金の今後の取り扱いについて、市町村民児協へのアンケー

ト調査を行った。この結果をもとに支部長会議で検討いただき、本連盟より現金給付を

行い市町村民児協により退任記念品を希望する場合は直接業者へ発注する取り扱いに変

更することとなった。 

  また、会員管理に関連して、物故委員並びに中堅民生委員児童委員教室参加者の統計

処理を容易にするため、歴代物故者（参加者）の管理システムを新たに構築した。 

加えて、全民児連会長表彰も平成 29年度より表彰要領が改正される予定であり、先行

して被表彰者を抽出する本連盟会員管理システムの改修を行った。 

  さらに、互助共済事業の関係では給付件数が 363件であり、前年度給付実績額を約 14％

上回った。特に傷病見舞金の申請件数が前年度比で約 32％増加しており、過去５か年の

申請件数の平均と比較しても 27％増加している状況にある。 

 



 

 

公１ 民生委員児童委員の資質向上のための研修事業 
 

ア 研修・研究協議事業 

（ア）全道民児協会長・副会長研究協議会開催事業 

民児協代表者として、社会福祉情勢の理解を深めるとともに、当面する諸課題と民

児協運営等に関する意見交換等を行う目的で実施した。 

  ⑴日 時 平成２８年６月１日㈬13:00～２日㈭12:00 

  ⑵会 場 札幌市・札幌パークホテル 

  ⑶参加者 ７４１名 

  ⑷内 容 

   ①基調講演「民生委員・児童委員活動を取り巻く動向について」 

    講  師 池上 実 氏（全国社会福祉協議会民生部長） 

   ②分散会協議 

(a)分散会協議「当面する諸課題や民児協運営等を考える」 

      ・テーマ１「民児協運営等を考える」 

      ・テーマ２「次期一斉改選に向けて適任者確保を考える」 

      ・テーマ３「新任委員への引継ぎについて考える」 

      ・テーマ４「民児協の研修を考える」 

      ・テーマ５「グループ内で協議、情報交換したい事項」 

   ※分散会運営関係者 

分散会 司会者 運営者 

第１分散会(市会長・副会長) 今井 好彦 会長（士別市民児協） 鬼塚 勝安（道民児連副会長） 

第２分散会(町村会長・副会長) 山川 俊憲 会長（奈井江町民児協） 梅田 絹子（道民児連副会長） 

(b)特別講義「討議の効果的進め方－民児協活動を活発に進めるために－」 

      講  師 杉本 功 氏（道民児連特別講師） 

      司 会 者 北山 真一（道民児連常務理事） 

      運 営 者 佐川 徹（道民児連副会長） 

   ③全 体 会「分散会協議の報告とまとめ」 

    司 会 者 佐川 徹（道民児連副会長） 

    助 言 者 本田 晴子（道民児連会長） 

    報 告 者 各分散会協議の司会者 

   ④講  演「認知症カフェとほっとけ心でアッパレ介護」 

    講  師 田辺 鶴瑛 氏（講談師） 

  ⑸作成・配付資料等 

   ①平成２８年度全道民児協会長・副会長研究協議会ノート 

   ②平成２８年度全道民児協会長・副会長研究協議会関係資料集 

   ③平成２８年度全道民児協会長・副会長研究協議会参加者名簿 

   ④平成２８年度全道民児協会長・副会長研究協議会分散会グループ協議概要 

    (グループ協議概要は、本連盟ホームページにアップロードし随時活用する取り扱いとした) 

 

 



 

（イ）全道児童委員活動研究集会開催事業 

子どもを取り巻く様々な問題に対し、児童委員、主任児童委員としての活動を協議

し、子どもの支援者としての活動促進を図ることを目的に実施した。 

⑴日 時 平成２８年８月２３日㈫13:00～２４日㈬12:00 

  ⑵会 場 札幌市・札幌パークホテル 

  ⑶参加者 ４５２名 

  ⑷内 容 

   ①基調講演「東日本大震災から５年－子どもたちの現状と課題－」 

    講  師 鎌田 真理子 氏（いわき明星大学人文学部現代社会学科教授） 

   ②分散会 

    ・テーマ１「子育て中のお母さんの孤立を防ぐために」 

    ・テーマ２「子どもの問題の発見と虐待などへの対応（民児協や周辺機関との協

力）のために」 

    ・テーマ３「地域の状況を知り、子どもとの交流や地域団体との連携を進めるた

めに」 

    ・テーマ４「いじめ、不登校、非行問題に関する情報の把握や学校との交流を深

めるために」 

    ・テーマ５「グループごとで協議、情報交換したい事項」 

   ※分散会運営関係者 
分散会 司会者 助言者 

第１分散会 
(合同) 

加藤 義信 委員 
(室蘭市追直地区民児協児童委員) 

家村 昭矩 氏 
(名寄市立大学短期大学部特任教授) 

第２分散会 
(合同) 

藤田 真知子 委員 
(旭川市東旭川地区民児協主任児童委員) 

多田 伝生 氏 
(児童養護施設旭川育児院院長) 

第３分散会 
(児童委員) 

橘 勝治 委員 
(富良野市民児協児童委員) 

藤原 里佐 氏 
(北星学園大学短期大学部教授) 

第４分散会 
(主任児童委員) 

所 とみゑ 委員 
(北見市第５地区民児協主任児童委員) 

大場 信一 氏 
(児童養護施設札幌南藻園園長) 

   ③全 体 会「分散会協議の報告とまとめ」 

    司 会 者 梅田 絹子（道民児連副会長） 

    助 言 者 大場 信一 氏（児童養護施設札幌南藻園園長） 

    助 言 者 本田 晴子（道民児連会長） 

        報 告 者 各分散会協議の司会者 

   ④講  演「児童虐待防止に向けて今私たちにできること～子どもだけでなく親も

助ける手助けを～ 

    講  師 島田 妙子 氏（一般財団法人児童虐待防止機構理事長） 

  ⑸作成・配付資料等 

   ①平成２８年度全道児童委員活動研究集会ノート 

   ②平成２８年度全道児童委員活動研究集会関係資料集 

   ③平成２８年度全道児童委員活動研究集会参加者名簿 

   ④平成２８年度全道児童委員活動研究集会分散会グループ協議概要 

    (グループ協議概要は、本連盟ホームページにアップロードし随時活用する取り扱いとした) 

 

 



 

（ウ）中堅民生委員児童委員教室開催事業 

民児協運営、民生委員児童委員の中核的な役割を担うリーダーを養成するために必

要な知識や技術の習得を図ることを目的に実施した。 

⑴日 時 第１日程 ７月１３日㈬10:30～１５日㈮14:30 

第２日程 ７月２０日㈬10:30～２２日㈮14:30 

  ⑵会 場 札幌市・アパホテル札幌 

  ⑶参加者 ７６名（第１日程４８名・第２日程２８名） 

  ⑷作成・配付資料等 

   ①第２８回中堅民生委員児童委員教室ノート 

   ②中堅教室報告書の作成 ７５０部（参加者レポートと演習広報紙作品等掲載） 

⑸プログラムの構成 

区 分 プログラム／講師 

 ラジオ体操 ・２、３日目の朝（大通公園） 

１
日
目 

オリエンテーション ・グループ構成と役割分担（３日間の教室の準備） 

研修１(講話) 
・「民生委員児童委員活動の実際」 

・講師 本田 晴子（道民児連会長） 

研修２(講義) 
・「討議の効果的すすめ方～民児協活動を活発にすすめるために～」 

・講師 杉本  功 氏（道民児連特別講師） 

２
日
目 

研修３(講義) 
・「相談支援活動のすすめ方」 

・講師 川本 俊憲 氏（小規模多機能型居宅介護センター支心代表） 

研修４(講義・演習) 
・「読みやすい広報紙づくりのポイント」 

・講師 長谷川雅広 氏（オフィス・マルマ代表） 

研修５(グループ討議) ・フリートーキング 

３
日
目 

研修６(講義) 
・「組織のリーダーとは～チームワークとリーダーシップ」 

・講師 松本 純 氏（ＧＯＯＤリレーションズ研究所代表） 

研修７(説明) 
・「民生委員児童委員による住民支え合いマップの取り組み」 

・説明 馬川 友和（道民児連事務局主査） 

レポート作成 ・レポート作成・提出（説明） 

修了式 ・修了証授与・閉会 

  ⑹参加者管理システムの構築 

    受講要件ならびに参加過去歴を管理するためのシステムを構築した。 

 

（エ）民生委員児童委員活動推進講座開催事業 

変化する社会福祉に関する制度や施策等について理解を深めることで、住民の支援

を進めるための内容や姿勢等を習得することを目的に実施した。 

  ⑴テーマ「地域で子育てを支えるために・ＤＶと虐待防止支援について考える～」 

  ⑵内 容 

①講 義「地域で子育てを支えるために」 

    講 師  由起子 氏（大阪府認定子ども家庭サポーター） 

   ②事例研究 

    助言者  由起子 氏（大阪府認定子ども家庭サポーター） 

  ⑶日時・会場・参加者 

札幌会場 ９月 ５日㈪ 13:00～16:00 北海道自治労会館  ２６４名 

    旭川会場 ９月 ６日㈫ 13:00～16:00 旭川トーヨーホテル ３３７名 



 

函館会場 ９月 ８日㈭ 13:00～16:00 函館市民会館    １５８名 

釧路会場 ９月１２日㈪ 13:00～16:00 釧路プリンスホテル ２９５名 

北見会場 ９月１４日㈬ 13:00～16:00 北見芸術文化ホール ２３８名 

                        合計 １，２９２名 

  ⑷作成・配付資料等 

   ①第１８回民生委員児童委員活動推進講座ノート（会場毎に作成） 

 

（オ）民生委員児童委員専門研修事業 

社会福祉情勢の変化を捉え、民生委員児童委員活動を進める上での留意点の確認や、

多様なニーズへ対応するために必要な知識や技術の習得を図ることを目的に実施した。

（北海道受託事業） 

  ⑴研修プログラム（研修時間：10:20～14:50） 

   ①講 義 １  共通テーマ「これからの民生委員児童委員活動について」 

   ②分散研修・内容（各分散研修を下記メニューより幹事支部が選択） 

    分散研修①（相談援助関連） 
・「相談と面接の実際」 
・「民生委員児童委員活動とメンタルヘルス」 
・「子どもに関する事例から学ぶ」 
・「子どもの発達とその支援について」 

    分散研修②（民生委員活動関連） 
・「活動記録の記入の実際」 
・「民生委員発住民支え合いマップ」 
・「民生委員児童委員活動と個人情報保護法」 

    分散研修③（生活課題関連） 

      ・「認知症高齢者を地域で支えるために」 
      ・「消費者トラブルへの支援」 
      ・「高齢者等に対する犯罪被害の実態と対応」 
      ・「家庭裁判所の仕事」 
      ・「災害に備える民生委員活動」 
      ・「改正介護保険法と地域包括支援センター」 
      ・「民生委員児童委員活動と社会福祉協議会」 
      ・「民生委員児童委員活動と共同募金運動」 

  ⑵作成・配付資料等 

   ①平成２８年度民生委員児童委員専門研修ノート（管内毎に作成） 

  ⑶実施日時・会場・参加者等 

№ 管内 幹事支部 実施期日 実施会場 参加者 

1 石狩 恵庭市支部 平成28年８月９日㈫ 恵庭市民会館 228名 

2 渡島 北斗市支部 平成28年10月５日㈬ 北斗市総合文化センター 205名 

3 檜山 檜山地区支部 平成28年８月30日㈫ 乙部町民会館 79名 

4 後志 後志地区支部 平成28年10月７日㈮ 岩内地方文化センター 85名 

5 空知 空知地区支部 平成28年７月28日㈭ 岩見沢平安閣 296名 

6 上川 上川地区支部 平成28年６月８日㈬ 旭川市大雪クリスタルホール 162名 

7 留萌 留萌市支部 平成28年９月21日㈬ 留萌市中央公民館 101名 

8 宗谷 稚内市支部 平成28年６月29日㈬ 稚内市総合福祉センター 142名 

9 ｵﾎｰﾂｸ  北見市支部 平成28年７月７日㈭ 北見芸術文化ホール 239名 

10 胆振 苫小牧市支部 平成28年６月21日㈫ ホワイトパークサンシャイン 257名 



 

№ 管内 幹事支部 実施期日 実施会場 参加者 

11 日高 日高地区支部 平成28年９月30日㈮ 日高合同庁舎 68名 

12 十勝 帯広市支部 平成28年７月26日㈫ 十勝川温泉笹井ホテル 230名 

13 釧路 釧路地区支部 平成28年８月４日㈭ 釧路センチュリーキャッスルホテル 215名 

14 根室 根室市支部 平成28年10月13日㈭ 根室市総合文化会館 78名 

合計 14か所 2,385名 

 

⑷講師等一覧 
№ 管内 講義１ 分散研修① 分散研修② 分散研修③ 

1 石狩 

中野 孝士 氏 
(北海道民生委員児童委

員連盟特別講師) 

阿部 俊一 氏 
(石狩振興局保健環境部

児童相談室地域支援課

長) 

菅原 裕子 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

山内 勝 氏 
(北海道警察本部生活安

全企画課課長補佐) 

2 渡島 

家村 昭矩 氏 
(名寄短期大学部特任教

授) 

長部 友太 氏 
(渡島総合振興局保健環

境部保健行政室企画総務

課主任保健師) 

菅原 裕子 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

加藤 悦子 氏 
(函館市保健福祉部高齢

福祉課主査) 

手塚加津子 氏 
(函館市保健福祉部高齢

福祉課主任) 

3 檜山 

家村 昭矩 氏 
(名寄短期大学部特任教

授) 

菊地 学 氏 
(渡島総合振興局保健環

境部八雲地域保健室健康

支援係長) 

菅原 裕子 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

三橋 玲子 氏 
(厚沢部町保健福祉課課

長補佐) 

4 後志 

大内 髙雄 氏 
(北海道民生委員児童委

員連盟特別講師) 

成田 直子 氏 
(後志総合振興局保健環

境部岩内地域保健室健康

推進課長) 

菅原 裕子 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

大平 伸子 氏 
(倶知安町地域包括支援

センター係長) 

5 空知 

大内 髙雄 氏 
(北海道民生委員児童委

員連盟特別講師) 

細道 麗華 氏 
(空知総合振興局保健環

境部保健行政室健康推進

課主任保健師) 

馬川 友和 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

湯川 真澄 氏 
(岩見沢市健康福祉部介

護課主査) 

6 上川 

大場 信一 氏 
(児童養護施設札幌南藻

園園長) 

工藤 康子 氏 
(上川総合振興局保健環

境部保健行政室企画総務

課主任保健師) 

本田 真子 氏 
(上川総合振興局保健環

境部保健行政室企画総務

課主査) 

馬川 友和 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

小野寺 好史 氏 
(北海道警察旭川方面本

部生活安全課生活安全・

少年係長) 

7 留萌 
大場 信一 氏 
(児童養護施設札幌南藻

園園長) 

大場 信一 氏 
(児童養護施設札幌南藻

園園長) 

菅原 裕子 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

三橋 裕二 氏 
(北海道警察旭川方面本

部生活安全課課長補佐) 

8 宗谷 

大場 信一 氏 
(児童養護施設札幌南藻

園園長) 

髙木 美明 氏 
(上川総合振興局保健環

境部児童相談室稚内児童

相談室分室長) 

北山 真一 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局長) 

佐藤 由美 氏 
(稚内市地域包括ケアセ

ンター長) 

9 ｵﾎｰﾂｸ  

篠原 辰二 氏 
(一般社団法人 Wellbe 

Design 理事長) 

鈴木 麻美 氏 
(オホーツク総合振興局保健

環境部北見地域保健室企画

総務課主任保健師) 

中村 孔也 氏 
(オホーツク総合振興局保健

環境部北見地域保健室企画

総務課保健師) 

北山 真一 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局長) 

篠原 辰二 氏 
(一般社団法人 Wellbe 

Design 理事長) 

10 胆振 

中野 孝士 氏 
(北海道民生委員児童委

員連盟特別講師) 

宮田顕一郎 氏 
(胆振総合振興局保健環

境部児童相談室判定援助

係長) 

馬川 友和 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

石橋 創 氏 
(苫小牧市福祉部総合福

祉課福祉相談担当主査) 

      



 

      

№ 管内 講義１ 分散研修① 分散研修② 分散研修③ 

11 日高 

篠原 辰二 氏 
(一般社団法人 Wellbe 

Design 理事長) 

阿部 弘美 氏 
(胆振総合振興局保健環

境部児童相談室地域支援

課長) 

馬川 友和 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

篠原 辰二 氏 
(一般社団法人 Wellbe 

Design 理事長) 

12 十勝 

中野 孝士 氏 
(北海道民生委員児童委

員連盟特別講師) 

岸田 真弓 氏 
(帯広高等看護学院副学

院長) 

北山 真一 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局長) 

瀬川 寿恵 氏 
(地域包括支援センター

帯広けいせい苑地域コー

ディネーター) 

太田 由里 氏 
(地域包括支援センター

帯広けいせい苑認知症地

域支援推進員) 

13 釧路 

篠原 辰二 氏 
(一般社団法人 Wellbe 

Design 理事長) 

岡本 智子 氏 
(釧路総合振興局保健環

境部保健行政室健康推進

課主任保健師) 

繰上 奈津子 氏 
(釧路総合振興局保健環

境部保健行政室健康推進

課保健師) 

菅原 裕子 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

小野 信一 氏 
(釧路市社会福祉協議会

事務局長) 

14 根室 

篠原 辰二 氏 
(一般社団法人 Wellbe 

Design 理事長) 

阿部 敏昭 氏 
(根室振興局保健環境部

児童相談室地域支援課

長) 

菅原 裕子 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

篠原 辰二 氏 
(一般社団法人 Wellbe 

Design 理事長) 

 

（カ）民生委員児童委員初任者研修事業 

新たに委嘱された民生委員児童委員が、継続して地域住民への相談・支援活動が行

えるよう基礎的知識の習得を図ることを目的に実施した。（北海道受託事業） 

⑴研修プログラム（研修時間：10:30～15:15） 

   ①講義１「地域福祉と民生委員児童委員活動」 

   ②講義２「民生委員児童委員の基本的役割について」 

   ③講義３「児童相談所との連携について」 

   ④説 明「活動記録の記入と民生委員児童委員の組織、共済事業等について」 

  ⑵作成・配付資料等 

   ①平成２８年度民生委員児童委員初任者研修ノート（管内毎に作成） 

   ②民生委員児童委員活動記録Ｑ＆Ａ 

   ③ブックレット「林市蔵」 

⑶実施日時・会場・参加者等 

№ 管内 幹事支部 実施期日 実施会場等 参加者 

1 石狩 千歳市支部 平成29年２月３日㈮ 北ガス文化ホール 239名 

2 渡島 函館市支部 平成29年１月17日㈫ 函館市民会館 192名 

3 檜山 檜山地区支部 平成29年１月16日㈪ 江差町地域振興センター 39名 

4 後志 小樽市支部 平成29年２月25日㈯ 小樽経済センター 109名 

5 空知 深川市支部 平成29年２月７日㈫ プラザホテル板倉 227名 

6 上川 名寄市支部 平成29年２月22日㈬ 名寄市総合福祉センター 159名 

7 留萌 留萌地区支部 平成29年３月15日㈬ はぼろ温泉サンセットプラザ 38名 

8 宗谷 宗谷地区支部 平成29年３月９日㈭ 稚内市総合福祉センター 59名 

9 ｵﾎｰﾂｸ  北見市支部 平成29年２月９日㈭ 北見市民会館 217名 



 

№ 管内 幹事支部 実施期日 実施会場等 参加者 

10 胆振 胆振地区支部 平成29年２月27日㈪ 登別市民会館 197名 

11 日高 日高地区支部 平成29年２月17日㈮ 新ひだか町公民館 46名 

12 十勝 十勝地区支部 平成29年１月25日㈬ 十勝川温泉笹井ホテル 170名 

13 釧路 釧路市支部 平成29年２月14日㈫ 釧路プリンスホテル 159名 

14 根室 根室地区支部 平成29年１月23日㈪ 暴風雪のため中止し、釧路管内と合同開催  

合計 13か所 1,851名 

 

⑷講師等一覧 
№ 管内 講義１ 講義２ 講義３ 説 明 

1 石狩 

中野 孝士 氏 
(北海道民生委員児童委

員連盟特別講師) 

北山 真一 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局長) 

阿部 俊一 氏 
(石狩振興局保健環境部

児童相談室地域支援課

長) 

長谷川 稔 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

2 渡島 

尾形 良子 氏 
(北翔大学スポーツ学部

健康福祉学科准教授) 

北山 真一 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局長) 

掛田 知希 氏 
(渡島総合振興局保健環

境部児童相談室子ども支

援課長) 

長谷川 稔 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

3 檜山 

大内 髙雄 氏 
(北海道民生委員児童委

員連盟特別講師) 

北山 真一 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局長) 

掛田 知希 氏 
(渡島総合振興局保健環

境部児童相談室子ども支

援課長) 

長谷川 稔 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

4 後志 

尾形 良子 氏 
(北翔大学スポーツ学部

健康福祉学科准教授) 

北山 真一 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局長) 

阿部 俊一 氏 
(石狩振興局保健環境部

児童相談室地域支援課

長) 

長谷川 稔 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

5 空知 

尾形 良子 氏 
(北翔大学スポーツ学部

健康福祉学科准教授) 

北山 真一 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局長) 

齊藤 雅章 氏 
(空知振興局保健環境部

児童相談室相談支援係

長) 

長谷川 稔 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

6 上川 
大内 髙雄 氏 
(北海道民生委員児童委

員連盟特別講師) 

北山 真一 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局長) 

城地 智浩 氏 
(北海道旭川児童相談所

相談支援係長) 

長谷川 稔 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

7 留萌 
尾形 良子 氏 
(北翔大学スポーツ学部

健康福祉学科准教授) 

北山 真一 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局長) 

城地 智浩 氏 
(北海道旭川児童相談所

相談支援係長) 

長谷川 稔 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

8 宗谷 
尾形 良子 氏 
(北翔大学スポーツ学部

健康福祉学科准教授) 

北山 真一 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局長) 

上田 剛和 氏 
(北海道旭川児童相談所

稚内分室児童福祉司) 

長谷川 稔 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

9 ｵﾎｰﾂｸ  

尾形 良子 氏 
(北翔大学スポーツ学部

健康福祉学科准教授) 

北山 真一 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局長) 

古川 智恭 氏 
(オホーツク総合振興局

保健環境部児童相談室地

域支援課長) 

長谷川 稔 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

10 胆振 

尾形 良子 氏 
(北翔大学スポーツ学部

健康福祉学科准教授) 

北山 真一 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局長) 

古川 智恭 氏 
(胆振総合振興局保健環

境部児童相談室地域支援

課長) 

長谷川 稔 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

11 日高 

大内 髙雄 氏 
(北海道民生委員児童委

員連盟特別講師) 

北山 真一 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局長) 

幅 三平 氏 
(胆振総合振興局保健環

境部児童相談室子ども支

援課長) 

長谷川 稔 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

12 十勝 

大内 髙雄 氏 
(北海道民生委員児童委

員連盟特別講師) 

菖蒲 信也 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局次長) 

西館 公男 氏 
(十勝総合振興局保健環

境部児童相談室地域支援

課長) 

長谷川 稔 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 

13 釧路 

大内 髙雄 氏 
(北海道民生委員児童委

員連盟特別講師) 

北山 真一 
(北海道民生委員児童委

員連盟事務局長) 

阿部 敏昭 氏 
(釧路総合振興局保健環

境部児童相談室地域支援

課長) 

長谷川 稔 
(北海道民生委員児童委

員連盟主査) 



 

イ 民生委員児童委員（民児協）活動支援事業 

（ア）民生委員児童委員（民児協）活動支援事業（講師等派遣） 

市町村民児協よりの要請にもとづき、研修・学習会において民生委員児童委員に係

る講義や事務的な説明を行うため、役職員の派遣ならびに外部講師の紹介等を行い委

員のスキルアップを図ることを目的に実施した。 

  ⑴講師等派遣 

   ①旭川市民生委員児童委員連絡協議会大会 

    平成 28年 5月 12日㈭：旭川市・旭川市公会堂（本田会長） 

   ②浄土宗民生委員児童委員協議会中央研修会 

    平成 28年 6月 6日㈪：札幌市：ホテルガーデンパレス札幌（菖蒲次長） 

③網走ブロック５町民生委員児童委員合同研修会 

    平成 28年 7月 12日㈫：大空町・東藻琴農村環境改善センター（本田会長） 

   ④利礼地区民生委員合同研修会 

    平成 28年 10月 24日㈪：利尻富士町・利尻富士町総合交流促進施設「りぷら」（北山局長） 

   ⑤空知管内町民生委員児童委員研修会 

    平成 29年 1月 27日㈮：岩見沢市・岩見沢市民会館（北山局長） 

   ⑥増毛町民生委員児童委員協議会研修会 

    平成 29年 1月 30日㈪：増毛町・増毛町保健センター（長谷川主査） 

  ⑵視察研修受入 

   ①幕別町民生委員児童委員協議会 

    平成 28年 6月 27日㈪：札幌市・かでる２．７（北山局長） 

   ②西郷村民生児童委員協議会（福島県） 

    平成 28年 7月 5日㈫：札幌市・かでる２．７（北山局長） 

   ③士幌町民生児童委員協議会 

    平成 28年 7月 12日㈫：札幌市・かでる２．７（北山局長） 

   ④美深町民生委員協議会 

    平成 28年 7月 27日㈬：札幌市・かでる２．７（北山局長） 

   ⑤黒松内町民生委員児童委員協議会 

    平成 28年 8月 5日㈮：札幌市・かでる２．７（菖蒲次長） 

  ⑶視聴覚教材等の貸出 

   ①市町村民児協研修資材の貸出（ビデオ・ＤＶＤ等） 

    ７件 

 

（イ）民生委員制度創設１００周年記念事業の取り組み 

  ⑴100周年記念「住民支え合いマップ」現任委員取組ＤＶＤ収録、手引き作成 

   ①ココサロン御前水（室蘭市御前水・御崎地区民児協）映像収録 

    平成 28年 8月 25日㈭：室蘭市・日鋼御前水クラブ 

   ②富良野市民児協インタビュー映像収録 

    平成 28年 9月 29日㈭：富良野市・富良野市総合保健センター 

   ③夕張市民児協訪問活動映像収録 

    平成 28年 9月 30日㈮：夕張市 

   ④住民支え合いマップ引継ぎ研修会モデル事業（富良野市民児協）映像収録 



 

    平成 29年 1月 16日㈪：富良野市・富良野市総合保健センター 

 

 

 

公２ 道民への普及啓発事業及び調査研究事業 
 

ア 民生委員児童委員に関する調査研究事業 

（ア）調査研究事業 

⑴地域支援調査（住民支え合いマップ調査） 

地域の実態ならびに住民の動きを把握し、住民と協働した活動ならびに関係機

関・団体への円滑な橋渡しや連携へと結びつけることを目的とした、第４次地域支

援調査（住民支え合いマップ調査）事業モデル指定民児協の２年次目の取り組みを

実施した。 

   ①調査モデル指定民児協（５民児協） 

    ・旭川市神楽地区民生委員児童委員協議会（モデル指定型） 

    ・岩見沢市第４方面民生児童委員協議会（モデル指定型） 

    ・苫小牧市大成地区民生委員児童委員協議会（モデル指定型） 

    ・東川町民生委員児童委員協議会（モデル指定型） 

    ・北見市民生委員児童委員協議会（拠点型） 

   ②調査モデル指定実施期間 

    平成２７年４月～平成２９年３月（２か年） 

   ③調査モデル指定助成金 

    ・モデル指定型 年間１００，０００円（２年間で２００，０００円） 

    ・拠点型    年間１５０，０００円（２年間で３００，０００円） 

   ④調査事業実施内容 

    ・第４回現地指導 

     北見市民生委員児童委員協議会 

      平成 28年 6月 29日㈬ 9:30～13:30 北見芸術文化ホール 

     東川町民生委員児童委員協議会 

      平成 28年 6月 30日㈭ 10:00～14:00 森林体験研修センター 

     旭川市神楽地区民生委員児童委員協議会 

      平成 28年 7月 1日㈮ 10:00～14:00 旭川市神楽公民館 

     岩見沢市第４方面民生児童委員協議会 

平成 28年 7月 2日㈯ 10:00～14:00 岩見沢市生涯学習センター 

     苫小牧市大成地区民生委員児童委員協議会 

      平成 28年 7月 3日㈰ 10:00～14:00 苫小牧市西町総合福祉会館 

     指導内容 ①演習１「宿題実践型・支え合いマップ研修」 

          ②演習２「宿題実践型・支え合いマップ研修」 

③全体協議・講師講評 

          講師 住民流福祉総合研究所長 木原 孝久 氏 

    ・モデル民児協実践報告会 

      平成 28年 9月 27日㈫ 13:30～17:00 ホテルポールスター札幌 



 

     北見市民生委員児童委員協議会（第 4次拠点指定） 

     旭川市神楽地区民生委員児童委員協議会（第 4次モデル指定） 

     岩見沢市第４方面民生児童委員協議会（第 4次モデル指定） 

     苫小牧市大成地区民生委員児童委員協議会（第 4次モデル指定） 

     東川町民生委員児童委員協議会（第 4次モデル指定） 

     室蘭市御前水・御崎地区民生委員児童委員協議会（第 2次モデル指定） 

    ・現地活動実態調査 

     北見市（八鍬伊代子委員） 平成 28年 6月 28日㈫ 

     旭川市（永山東地区民児協） 平成 28年 6月 30日㈭ 

     苫小牧市（中村陽子委員） 平成 28年 7月 3日㈰ 

     室蘭市（信田有子委員） 平成 28年 7月 4日㈪ 

   ⑤作成・配付資料等 

    ・第４回地域支援調査現地指導ノート 

    ・モデル民児協実践報告会ノート 

    ・現地指導マップ作成報告 

   ⑥報告書の作成 

    ・27・28年度第４次モデル指定 

「地域支援調査モデル指定地区の取り組み」報告書 720部 

   ⑦関連事業調査、視察、派遣等 

・小地域ネットワーク専門講座 平成 28年 11月 9日 新ひだか町公民館 馬川 

主査 

    ・支え合いマップフォローアップセミナー 平成 28年 11月 20日 富山県滑川市  

菖蒲次長、馬川主査 

⑵市町村民児協基本調査 

  市町村民児協の運営・事業等の充実を図る基礎資料とするため、市町村民児協の

基本事項の調査を行った。 

 ①調査対象 

  ・道内市(単位)町村民生委員児童委員協議会 

   市民児協３４ 町村民児協１４６ 市単位民児協２７３ 

 ②調査方法・項目 

  ・調査方法 調査票を市町村民児協事務局に郵送し回収 

  ・調査項目 組織運営（規約、計画、部会・委員会等の設置） 

        活動内容（研修、調査、広報等の実施状況） 

 ③調査時点 

  平成２８年４月１日（一部項目については２７年度実績） 

 ④基本調査報告書の作成 

  ・市町村民児協基本調査報告書            １，３００部 

  ・市町村民児協基本調査報告書（市単位民児協） ホームページに掲載 

 

イ 一般道民への普及啓発事業 

（ア）ホームページ開設事業 

一般住民に対する民生委員児童委員活動の啓発、相談先の分からない一般住民のニ



 

ーズ把握と相談先の紹介、民生委員児童委員に関する質問への回答などを目的にホー

ムページの開設を行った。 

   ・民生委員児童委員とは 

   ・活動内容（委員の活動内容） 

   ・道民児連のご紹介（組織の概要、事業計画・報告書、収支予算・決算書他） 

   ・新着情報 

   ・質問コーナー（住民等からの質問、相談への対応） 

   ・リンク（関係機関・団体） 

   ・市町村民児協事務局専用ページ（書類掲示システム）更新回数１３回 

 

（イ）民生委員・児童委員の日（５月１２日・済世顧問制度の創設日）」ならびに「民生委

員児童委員活動強化週間事業（５月１２日から５月１８日まで）」、民生委員児童委員

活動資料の作成・配付事業 

民生委員児童委員制度の源となる済世顧問制度が創設された５月１２日を「民生委

員児童委員の日」、以後１週間を「民生委員児童委員活動強化週間」とし、日常活動の

点検や要支援者に対する世帯訪問や相談活動などを行うことで、活動の一層の充実を

図るとともに、地域住民の委員活動への理解と協力を促進するために実施した。 

  ⑴民生委員・児童委員の日（５月１２日・済世顧問制度の創設日）」ならびに「民生委

員児童委員活動強化週間事業（５月１２日から５月１８日まで）」の推進 

・新しい福祉制度等についての研修会の開催 

・訪問活動の展開 

・福祉票や世帯票の点検・整理の促進 

・独自広報紙の発行などＰＲ活動の展開（資材の提供・頒布） 

・地域住民の状況把握の促進 

・福祉サービスに関する情報の提供促進 

・相談・支援活動の充実促進 

   民生委員児童委員活動強化週間の取り組み項目に含めて活動を促進するとと

もに、各種研修・研究事業の中で情報交換等を行うことで取り組みの充実を

図った。 

・児童委員活動の充実強化 

     児童委員、主任児童委員活動の充実強化に向け、地域の子どもの健やかな育

成を願い子どもや家庭を支援する役割の展開について協議を行うとともに、

関係情報を提供した。また、子どもの生活環境の点検や関係機関との連携と

いった民児協の取り組みに関する情報の提供、主任児童委員の活動事例の提

供などにより取り組みの促進を図った。 

・災害時の要援護者支援の取り組み 

     全民児連が提唱する「民生委員・児童委員発災害時一人も見逃さない運動」

に継続して取り組み、災害時の要援護者支援名簿や要支援者マップの整備を

すすめるとともに、避難支援の体制整備に向けた取り組みを民児協の特徴や

地域性を活かしつつ、関係機関・団体と連携した取り組みの促進を図った。 

⑵市町村民児協が行う住民への広報活動や支援活動のための各種資材の作成、配布、

頒布の実施。 



 

・民生委員児童委員パンフレット（世帯訪問用）の配付 

   民生委員児童委員活動への理解と協力を図るために、世帯訪問用（戸別配布

用）パンフレットの作成・配布を行った。 

（配布数：４８民児協１１６，１４６枚、原稿データ配信数：２０民児協） 

・身分証明書付ネームプレートのホームページへのアップロード 

・道民児連ロゴマークの普及 

・民生委員児童委員活動啓発用版下（印刷用原稿）の配布 

（原稿データ配信数：２０民児協） 

・全民児連作成広報媒体の周知協力 

  ⑶民生委員児童委員活動に関する資料の作成・配布 

    ・平成 28年度全道民児協会長・副会長研究協議会関係資料集（再掲） 

・平成 28年度全道民児協会長・副会長研究協議会分散会グループ協議概要(再掲) 

    ・平成 28年度全道児童委員活動研究集会関係資料集（再掲） 

    ・平成 28年度全道児童委員活動研究集会分散会グループ協議概要（再掲） 

    ・第 28回中堅民生委員児童委員教室報告書（再掲） 

・民生委員児童委員活動記録Ｑ＆Ａ（再掲） 

・27・28年度第４次モデル指定「地域支援調査モデル指定地区の取り組み」報告 

書（再掲） 

・市町村民児協基本調査報告書（再掲） 

 

（ウ）関係機関・団体等との普及啓発事業 

  ⑴各関係機関・団体等の理事、評議員、委員への就任協力 

    ・理 事 

      全国民生委員児童委員連合会  北海道社会福祉協議会 

    ・評議員 

      全国民生委員児童委員連合会  北海道社会福祉協議会 

  北海道共同募金会  北海道青少年育成協会 

    ・委員（構成団体含） 

      北海道社会福祉審議会民生委員審査専門分科会 

      全国社会福祉協議会民児協活動振興事業専門委員会 

      北海道社会福祉協議会生活福祉資金貸付審査等運営委員会 

      北海道福祉サービス運営適正化委員会委員選考委員会 

      北海道福祉のまちづくり推進連絡協議会 

      北海道共同募金会「歳末たすけあい運動」推進会議 

      地域での見守り活動連携会議 

      北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり推進会議 

      女性相談援助関係機関等連絡会議 

    ・後援・協賛等 

      平成 28年度ひとりの不幸もみのがさない住みよいまちづくり全道運動 

      平成 28年度全道町内会活動研究大会 

      第 65回全道身体障害者福祉大会小樽大会 

      創立 50周年記念北海道青少年育成大会 



 

      平成 28年度北海道・東北ブロック家族会精神保健福祉促進研修会 

      第 66回北海道社会福祉大会 

      平成 28年度ブロック別町内会活動研究大会 

      平成 28年度歳末たすけあい運動 

  ⑵関係機関・団体に対する啓発と連携 

    ・関係会議等への参画 

      平成 28年度北海道薬物乱用防止指導員連合協議会総会 平成 28年 4月 15日 

共同募金助成決定にかかる事務説明会 平成 28年 4月 18日 

平成 28年度赤い羽根セミナー 平成 28年 6月 22日 

小規模多機能型居宅介護センター支心設立 10周年祝賀会 平成 28年 7月 30日 

平成 28年度交通安全運動「秋の推進会議」 平成 28年 8月 29日 

      平成 28年北海道功労賞贈呈式 平成 28年 10月 14日 

      平成 28年度第１回歳末たすけあい運動推進会議 平成 28年 10月 26日 

      平成 28年度北海道福祉のまちづくり推進連絡会議 平成 28年 10月 31日 

平成 28年度第２回歳末たすけあい運動推進会議 平成 28年 12月 21日 

平成 28年度地域福祉推進関係団体担当事務職員連絡会議 平成 29年 1月 23日 

      平成 28年度地域での見守り活動連携会議 平成 29年 1月 30日 

      平成 28 年度北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり推進会議 平成 29 年

2月 9日 

      平成 28年度青少年育成関係団体懇談会 平成 29年 2月 10日 

      高齢者の権利擁護を考える集い 平成 29年 2月 13日 

      平成 28年度北海道自殺対策連絡会議 平成 29年 3月 2日 

  ⑶全国民生委員児童委員連合会事業の協力及び東北県・指定都市民児協との連携 

上部団体である全国民生委員児童委員連合会運営への参画及び大会、各種研修会

への参加、圏域を同じにする東北県・指定都市民児協と連携を図ることで、委員活

動の向上等に係る情報収集を行った。 

    ・大会、研修等への参加 

      平成 28年度都道府県・指定都市民児協事務局会議 

平成 28年 5月 23日㈪～24日㈫ 東京都 １名出席 

      平成 28年度北海道・東北ブロック道県・指定都市民児協会長等会議 

       平成 28年 6月 23日㈭～24日㈮ 宮城県仙台市 ６名出席 

      平成 28年度全国主任児童委員研修会（東日本） 

       平成 28年 8月 1日㈪～2日㈫ 千葉県千葉市 １９名参加 

      平成 28年度第 85回全国民生委員児童委員大会 

       平成 28 年 10 月 20 日㈭～21 日㈮ 香川県高松市１０７名参加（北海道参

加団８１名） 

      平成 28年度全国児童委員研究協議会 

平成 29年 2月 3日㈮～4日㈯ 千葉県千葉市  １２名参加 

      平成 28年度全国民生委員指導者研修会（全国民生委員大学） 

       平成 29年 2月 15日㈬～17日㈮ 神奈川県葉山町 １名参加 

    ・全国民生委員児童委員連合会理事会への参画（本田会長） 

      第１回理事会 平成 28年 5月 6日㈮ 東京都 



 

      第２回理事会 平成 28年 9月 6日㈫ 東京都 

      第３回理事会 平成 29年 2月 21日㈫ 東京都 

    ・全国互助共励事業企画連絡会議への参画（本田会長） 

第１回企画連絡会議 平成 28年 5月 6日㈮ 東京都 

第２回企画連絡会議 平成 29年 2月 21日㈫ 東京都 

・全国互助共励事業運営委員会への参画（本田会長、佐川副会長） 

      第１回運営委員会 平成 28年 5月 18日㈬ 東京都 

      第２回運営委員会 平成 29年 3月 7日㈫ 東京都 

    ・全国民生委員児童委員連合会評議員会への参画（本田会長、佐川副会長） 

      第１回評議員会 平成 28年 5月 18日㈬ 東京都 

      第２回評議員会 平成 28年 9月 13日㈫ 東京都 

      第３回評議員会 平成 29年 3月 6日㈪～7日㈫ 東京都 

    ・全国民生委員児童委員連合会評議員セミナーの参加（本田会長、佐川副会長） 

      平成 28年 9月 14日㈬ 東京都 

    ・全国民生委員児童委員連合会公務審査会（本田会長） 

第１回審査委員会 平成 28年 6月 9日㈭ 東京都 

第２回審査委員会 平成 28年 9月 12日㈪ 東京都 

第３回審査委員会 平成 28年 11月 14日㈪ 東京都 

第４回審査委員会 平成 28年 3月 17日㈭ 東京都 

・全国民生委員児童委員連合会総務部会への参画（佐川副会長） 

第２回総務部会 平成 28年 8月 24日㈬ 東京都 

第３回総務部会 平成 28年 11月 1日㈫ 東京都 

拡大総務部会  平成 29年 1月 31日㈫ 東京都 

・全国民生委員児童委員連合会広報・研修部会への参画（梅田副会長） 

第１回広報・研修部会 平成 28年 7月 25日㈪ 東京都 

第２回広報・研修部会 平成 28年 9月 30日㈮ 東京都 

第３回広報・研修部会 平成 28年 11月 7日㈪ 東京都 

    ・民生委員制度創設 100周年記念事業企画推進委員会（本田会長） 

      第７回企画推進委員会 平成 28年 4月 27日㈬ 東京都 

      第９回企画推進委員会 平成 28年 9月 23日㈮ 東京都 

      第10回企画推進委員会 平成 28年 11月 9日㈬ 東京都 

    ・これからの民生委員・児童委員制度や活動のあり方に関する検討委員会（本田会長） 

      第３回検討委員会 平成 28年 4月 21日㈭ 東京都 

      第４回検討委員会 平成 28年 6月 9日㈭ 東京都 

      第５回検討委員会 平成 28年 10月 31日㈪ 東京都 

    ・全国社会福祉協議会民児協活動振興事業専門委員会（北山局長） 

      書面審査 平成 28年 9月 13日㈫ 

    ・民生委員制度創設 100周年記念事業 全国モニター調査 

    ・平成 28年熊本地震民生委員児童委員支援募金への協力 

      募金実績 3,168,792円（150市町村民児協） 

  ⑷全民児連作成民生委員児童委員活動に関する資料の配布協力 

    ・児童委員活動の手引き第 41集 



 

    ・新任委員候補者向け説明用パンフレット 

    ・個人情報の取り扱いに関するパンフレット 

    ・単位民児協運営の手引き 

    ・啓発資料「人権課題への理解を深めるために」 

    ・民生委員制度創設 100周年記念広報グッズ（ピンバッジ、ポスター等） 

    ・民生委員児童委員活動記録記入の手引き 

⑸北海道社会福祉協議会との連携 

本連盟正副会長、理事が北海道社会福祉協議会の運営への参画及び大会等への参

加協力を通して情報収集を図るとともに、北海道社会福祉協議会民生・児童委員部

会の運営にあたり、本連盟理事が代表会員として参画し、北海道社会福祉協議会に

おける民生委員児童委員関連事業との連携を図った。 

    ・北海道社会福祉協議会正副会長会議への参画（本田会長） 

      第３回正副会長会議 平成 28年 11月 30日㈬ かでる２．７ 

      第４回正副会長会議  平成 29年 2月 10日㈮  かでる２．７ 

      第５回正副会長会議 平成 29年 3月 1日㈬  かでる２．７ 

    ・北海道社会福祉協議会理事会への参画（本田会長、佐川副会長） 

      第２回理事会 平成 28年 9月 30日㈮  かでる２．７ 

      第３回理事会  平成 28年 12月 16日㈮ かでる２．７ 

      第４回理事会 平成 29年 2月 10日㈮  かでる２．７ 

      第５回理事会 平成 29年 3月 13日㈪  かでる２．７ 

    ・北海道社会福祉協議会評議員会への参画 

（鬼塚副会長、梅田副会長、森田理事、日向理事） 

      第２回評議員会 平成 28年 12月 16日㈮ かでる２．７ 

      第３回評議員会 平成 29年 3月 1日㈬   かでる２．７ 

      第４回評議員会 平成 29年 3月 13日㈪  かでる２．７ 

    ・顕彰審査委員会（本田会長） 

      平成 28年 7月 8日㈮（書面審査） 

・生活福祉資金貸付審査等運営委員会（梅田副会長）  

第１回運営委員会 平成 28年 5月 13日㈮ かでる２．７ 

第２回運営委員会 平成 28年 7月 15日㈮ かでる２．７ 

第４回運営委員会 平成 29年 1月 27日㈮ かでる２．７ 

    ・民生・児童委員部会総会への参画 

第１回民児部会 平成 28年 5月 11日㈬ ホテルポールスター札幌 

      第２回民児部会 平成 29年 3月 5日㈪ ホテルポールスター札幌 

    ・平成 28年度北海道社会福祉大会への協力 

平成 28年 9月 7日㈬ 札幌市教育文化会館 ４名協力 

    ・平成 28年度北海道地域福祉推進関係団体担当事務職員連絡会議 

      平成 29年 1月 23日㈪ かでる２．７ 馬川主査 

    ・平成 28年度生活福祉資金貸付事業研修会（民生委員対象：道社協事業） 

      平成 28年 9月 16日㈮ 第二水産ビル 

⑹北海道警察との連携 

   ・北海道警察交通部長感謝状の受贈 



 

     平成 29年 1月 20日㈮ 北海道警察本部 ４名出席 

ウ 市町村民児協活性化事業 

（ア）モデル指定民児協への助成 

（イ）２１世紀における北海道の民生委員児童委員活動指針の取り組み 

誰もが安心して暮らせる地域福祉の確立を目指す「21 世紀における北海道の民生委

員児童委員活動指針」に沿った市町村民児協の自主的活動を促進するため、活性化事

業のモデル民児協を指定し、活動指針への取り組みに必要な事業経費や活動基盤整備

等への助成を行い、民児協活動の充実した活動展開の促進を図った。 

⑴２１世紀における北海道の民生委員児童委員活動指針の取り組み 

「民生委員児童委員活動指針」にもとづき、「道民の誰もが安心して暮らせる地域福

祉」の確立を目標に、指針に沿った自主的な活動取り組みの継続を図った。 

①子育て支援等への働きかけ 

②障がい者の自立生活などへの支援 

③引きこもり、孤立、要介護高齢者への支援 

④福祉コミュニティづくりに向けて 

⑤民生委員児童委員協議会の活性化 

⑥災害時要援護者支援対策などの取り組み 

⑵平成２６年度特別事業指定地区（４か所） 

    ・室蘭市民生委員児童委員協議会（民児協活性化） 

     指定期間 ３年間（平成 26年度～28年度） 

     助成金額 １００，０００円 

    ・美唄市民生児童委員協議会連合会（子育て支援、民児協活性化） 

     指定期間 ３年間（平成 26年度～28年度） 

     助成金額 １００，０００円 

    ・上士幌町民生委員児童委員協議会（引きこもり、孤立、要介護高齢者支援） 

     指定期間 ３年間（平成 26年度～28年度） 

     助成金額 １００，０００円 

・平成 26年度活性化事業選考委員会 平成 26年 3月 20日 道民児連役員室 

  ⑶平成２７年度一般事業指定地区（２か所） 

・石狩市花川南第二地区民生委員児童委員協議会（子育て支援、民児協活性化）  

指定期間 ２年間（平成 27年度～28年度） 

   助成金額 １００，０００円 

    ・旭川市神楽地区民生児童委員協議会（災害時要援護者支援） 

指定期間 ２年間（平成 27年度～28年度） 

    助成金額 １００，０００円 

   ・平成 27年度活性化事業選考委員会 平成 27年 3月 26日 道民児連役員室 

  ⑷平成２７年度特別事業指定地区（２か所） 

・小樽市民生児童委員協議会（民児協活性化） 

指定期間 ３年間（平成 27年度～29年度） 

    助成金額 １００，０００円 

    ・北海道民生委員児童委員連盟帯広支部（災害時要援護者支援） 

指定期間 ２年間（平成 27年度～28年度） 



 

    助成金額 １００，０００円 

   ・平成 27年度活性化事業選考委員会 平成 27年 3月 26日 道民児連役員室 

  ⑸平成２８年度特別事業指定地区（４か所） 

・北海道民生委員児童委員連盟網走市支部（「今村氏講演会」） 

開催日時 平成 28年 7月 5日㈫ 

    助成金額 １３０，０００円 

    ・浜頓別町民生委員児童委員協議会（「今村氏講演会」） 

開催日時 平成 28年 7月 6日㈬ 

    助成金額 １３０，０００円 

   ・平成 28年度活性化事業選考委員会 平成 28年 6月 11日 道民児連役員室 

・旭川市民生委員児童委員連絡協議会（民児協活性化） 

指定期間 １年間（平成 28年度） 

    助成金額 ２４６，０００円 

    ・夕張市民生委員児童委員協議会（子育て支援） 

指定期間 １年間（平成 28年度） 

    助成金額 １００，０００円 

   ・平成 28年度活性化事業選考委員会 平成 28年 7月 22日 道民児連役員室 

（ウ）北海道民生委員児童委員災害時救援活動支援事業 

  ⑴台風 10号大雨災害現地調査 

    ・平成 28年 9月 2日㈮～3日㈯：南富良野町、清水町、新得町 

     職員の派遣 菖蒲次長、長谷川主査 

  ⑵全民児連「民生委員・児童委員災害救援支援金」の送金 

・災害救助法が適用された道内 20市町村民児協に対して、全民児連の支援金を送金 

・支援金額 ９００，０００円 

（エ）民生委員制度創設 100周年記念事業の取り組み 

  ⑴100周年記念誌の発行準備 

  ⑵100周年記念民生委員児童委員活動啓発事業諸準備 

 

 

 

他１ 民生委員児童委員の互助共済及び福利厚生等事業等 

 

ア 互助共済・連絡事業 

民生委員児童委員互助共済事業では、活動中の事故、疾病や災害等に対する見舞金、

死亡弔慰金の給付を行った。また、会員の死亡に際し本連盟会長の弔辞を代読いただく

とともに、在任１年以上で退任された民生委員児童委員に対し、全社協退任慰労金に替

えて記念品（楯・プレート）を贈呈して委員の福利面の充実を図った。互助共励事業で

は、活動指針推進のための民児協活性化モデル事業実施民児協の継続指定を行った。 

 

 

 

 



 

（ア）民生委員児童委員互助共済事業の運営 

⑴互助共済事業給付決定額 

区   分 
北海道分 全国分 合 計 

件数 金 額 (円) 件数 金 額 (円) 件数 金 額 (円) 

死亡弔慰金 83 1,760,000 83 2,010,000 166 3,770,000 

 公務死亡 1 100,000 1 150,000 2 250,000 

 一般死亡 42 1,260,000 42 1,260,000 84 2,520,000 

 配偶者死亡 40 400,000 40 600,000 80 1,000,000 

傷病見舞金 262 2,948,000 262 2,958,000 524 5,906,000 

 
公務疾病 0 0 0 0 0 0 

公務傷害 6 430,000 6 440,000 12 870,000 

 一般傷病 256 2,518,000 256 2,518,000 512 5,036,000 

災害見舞金 18 758,000 18 335,000 36 1,093,000 

退任慰労金   2,073 8,915,000 2,073 8,915,000 

合 計 363 5,466,000 2,436 14,218,000 2,799 19,684,000 

⑵互助共済事業運営委員会の開催 

 ・第１回互助共済事業運営委員会 

日 時  平成２９年３月５日㈰ 

    場 所  ホテルポールスター札幌 

（イ）市町村民生委員児童委員協議会活性化事業（再掲） 

   ・モデル民児協の指定 

（ウ）民生委員児童委員会員システムの運用 

   ・道内全民生委員児童委員データ管理（会員データ修正、登録等） 

       ・被表彰者候補者の抽出および表彰履歴の登録に関するシステムの改修 

（エ）民生委員・児童委員活動保険取扱事務 

    ・一括加入ならびに委員交代、新規委嘱に係る手続き取扱い 

 

イ 広報紙発行事業 

広報紙を通して、変化する福祉制度や行政施策、本連盟が進める各種事業、道内委員

の活動状況などの情報を提供することを目的に広報紙の作成配布を行った。 

（ア）広報紙「アンテナ道民児連」の発行 

発行回数 年４回発行 

発行規格 Ａ４版、８ページ、表紙カラー印刷 

発行部数 １回１０，８００部（全会員に配布） 

   掲載内容 

⑴アンテナ道民児連１９２号 

    ・特 集  巨大民児協をどう動かす（音更町） 

    ・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 平成 28年度春の褒章・叙勲 

    ・この人 古谷 美恵子 委員（共和町民生児童委員協議会） 

    ・ﾌﾞｯｸﾚﾋﾞｭｰ ミライの授業 

    ・ﾍﾙｼｰﾗｲﾌ 自然災害から身を守る(1)豪雪災害 

⑵アンテナ道民児連１９３号 



 

    ・特 集  子どもを守るネットワーク（稚内市） 

    ・この人  三田 裕子 委員（美瑛町民生児童委員協議会） 

    ・ﾌﾞｯｸﾚﾋﾞｭｰ おやすみ、ロジャー 魔法のぐっすり絵本 

    ・ﾍﾙｼｰﾗｲﾌ 自然災害から身を守る(2)豪雨災害① 

⑶アンテナ道民児連１９４号 

    ・特 集 市町村民児協基本調査の結果から① 

    ・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 平成 28年度秋の褒章・叙勲 

          北海道警察本部交通部長より感謝状 

    ・ﾌﾞｯｸﾚﾋﾞｭｰ 九十歳。何がめでたい 

    ・ﾍﾙｼｰﾗｲﾌ 自然災害から身を守る(3)豪雨災害② 

⑷アンテナ道民児連１９５号 

    ・特 集 市町村民児協基本調査の結果から② 

    ・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 平成 29年度事業計画、収支予算 

    ・ﾌﾞｯｸﾚﾋﾞｭｰ 誰とでも 15分以上 会話がとぎれない!話し方 66のルール 

    ・ﾍﾙｼｰﾗｲﾌ 自然災害から身を守る(3)火山災害 

 

ウ 全道物故民生委員児童委員慰霊祭事業 

   地域の問題を抱える住民の相談・支援に献身的に尽くしてきた民生委員児童委員で、

在任中に亡くなられた委員、１期以上務められ退任後亡くなられた方を対象とした慰

霊祭を執り行った。 

（ア）慰霊祭の執行 

⑴日 時 平成２８年６月１２日㈰ １０：００ 

  ⑵会 場 札幌市円山公園内 北海道物故方面委員慰霊碑前 

  ⑶祭 司 北海道民生委員児童委員連盟 

  ⑷本年度合祀数   １５０柱 

  ⑸累計合祀数 ９，５４５柱 

（イ）物故者管理システムの構築 

   合祀履歴と累計数を管理するためのシステムを構築した。 

 

エ 退任委員感謝状贈呈事業 

在職１年以上の退任者に対し、退任記念品の贈呈に併せて本連盟会長より感謝状を

贈呈し、在任中の労苦に対し感謝の意を表すため実施した。 

   ・感謝状贈呈者 ２，０７３名 

 

オ ＦＡＸ情報・道民児連事務通信事業 

ＦＡＸを活用し、ＦＡＸ情報及び事務通信を発行送信し迅速な情報提供を図った。 

（ア）ＦＡＸ情報 

送 信 先 単位民児協会長、地区・市支部、町村民児協事務局 

    送信回数 ０回 

（イ）ＦＡＸ情報 

送 信 先 地区・市支部、町村民児協事務局 

    送信回数 ９回 



 

    送信内容 ①春の褒章・叙勲受章者（照会） 

         ②民生委員制度創設 100周年記念大会（平成 29年度全国大会）の日程 

         ③平成 28 年度全国主任児童委員研修会(東日本)の開催案内、平成 28

民生委員児童委員のための相談技法研修会開催案内 

         ④民生委員・児童委員リーダー研修会開催案内 

         ⑤秋の褒章・叙勲受章者（照会） 

         ⑥全民児連会長退任にともなう弔辞の変更 

         ⑦「民生委員・児童委員活動保険」一斉改選時の新任委員加入手続き 

         ⑧平成 29年度全民児連会長表彰推薦要領一部訂正 

         ⑨全民児連新会長就任にともなう弔辞の変更 

 

カ 支部長セミナー、地区(振興局)・市支部長、町村民児協会長、事務局長会議開催事業 

   市町村民児協の運営や活動の充実を推進するため、その牽引役である地区支部なら

びに市支部の支部長を対象としたセミナーの開催、本連盟事業を推進するため支部

長・町村民児協会長、事務局長会議を開催した。 

（ア）支部長セミナー開催事業 

   期 日 平成２８年４月７日㈭～８日㈮ 札幌市・ホテルポールスター札幌 

   参 加 ４６支部 ４６名 

   概 要 説明①「金融詐欺防止啓発のための取り組みについて 

        説明 小林 一矢 氏（北海道財務局理財部金融第三課上席調査官） 

       分散会協議、全体協議 

作成・配付資料等 

   ①平成２８年度道民児連地区・市支部長セミナーノート 

   ②平成２８年度道民児連地区・市支部長セミナー資料 

 

（イ）地区・市支部長、町村民児協会長、事務局長会議開催事業 

   期 日 平成２８年１０月２８日㈮ 札幌市・ホテルポールスター札幌 

   参 加 ２８２名 

   概 要 平成 29年度道民児連事業、平成 28 年度民生委員児童委員初任者研修、平

成 29～31年度委託研修幹事支部の調整 

作成・配付資料等 

   ①平成２８年度道民児連市支部長、事務局長会議ノート 

   ②平成２９年度道民児連事業資料 

  

 

 

Ⅳ 法人運営管理事業 

 

ア 本連盟組織・事業等の運営推進 

   正副会長会議、理事会、評議員会、監事監査、支部長会議を開催し、本連盟の運営

ならびに強化を図った。 

（ア）正副会長会議の開催 

   第１回正副会長会議 平成 28年 4月 28日㈭  13:00～ 本連盟役員室 



 

   第２回正副会長会議 平成 28年 6月 11日㈯   17:00～ 本連盟役員室 

   第３回正副会長会議 平成 28年 8月 23日㈫  12:30～  札幌パークホテル 

第４回正副会長会議 平成 28年 9月 26日㈪  15:00～ 本連盟役員室 

第５回正副会長会議 平成 28年 12月 9日㈮   15:00～ 本連盟役員室 

第６回正副会長会議 平成 29年 2月 20日㈪  13:00～ 本連盟役員室 

（イ）理事会の開催 

   第１回理事会 平成 28年 5月 11日㈬ 13:00～ ホテルポールスター札幌 

   第２回理事会 平成 28年 10月 4日㈫ 13:00～ ホテルポールスター札幌 

   第３回理事会 平成 29年 3月 5日㈰   14:00～ ホテルポールスター札幌 

（ウ）評議員会の開催 

   第１回評議員会 平成 28年 5月 27日㈮ 13:00～ ホテルポールスター札幌 

   第２回評議員会 平成 29年 3月 27日㈪ 13:00～ ホテルポールスター札幌 

（エ）監事監査の実施 

平成 27年度事業・財務監査 平成 28年 4月 28日㈮ 10:00～ 本連盟役員室 

   平成 28年度中間事業・財務監査 平成 28年 12月 15日㈭ 15:00～ 本連盟役員室 

（オ）地区・市支部長会議の開催 

   平成 29年 3月 27日㈪ 11:00～ ホテルポールスター札幌 

（カ）北海道業務完了検査（道補助金、委託金） 

平成 28年 4月 26日㈫ 13:30～ 本連盟役員室 

（キ）表彰、褒章、叙勲 

   ・各種表彰 

     厚生労働大臣表彰（６名） 

     全国社会福祉協議会長表彰（１７名） 

     北海道関係表彰 

      北海道社会貢献賞（８０名） 

      北海道社会福祉協議会会長表彰（２４９名） 

     全国民生委員児童委員連合会長表彰 

      優良民生委員児童委員協議会表彰（３地区） 

      永年勤続単位民生委員児童委員協議会会長表彰（１５名） 

      永年勤続民生委員児童委員表彰（３８１名） 

      永年勤続民生委員・児童委員功労表彰（１０名） 

    ・春の褒章、叙勲（１５名・敬称略） 

     褒 章  

藍綬褒章  荒木 幸子（釧路市・現）  中村 幸雄（留萌市・現） 

      柴田 房子（江別市・元）  滝川  隆（天塩町・元） 

      馬場 泰俊（様似町・元）   

     叙 勲  

瑞宝双光章 中村 公一（函館市・現）  岩橋 尊和（釧路市・現） 

       大徳 道賢（長万部町・現） 福井 全雅（津別町・現） 

小川 賢二（西興部村・現） 中島 安雄（北広島市・元） 

瑞宝単光章 田原 久美子（江別市・現） 芦野 正城（新得町・現） 

       千葉 元（標津町・元）   川村 テチ子（利尻富士町・元） 



 

    ・秋の褒章、叙勲（１５名・敬称略） 

     褒 章 

藍綬褒章  小形 良一（北見市・現）  本田 英昭（帯広市・現） 

      室﨑 悦子（北見市・現）  永江 和子（倶知安町・元） 

     叙 勲 

旭日単光章 内田 秀雄（帯広市・元） 

瑞宝双光章 郷 玲子（帯広市・現）   上野 曻龍（紋別市・現） 

      奈良 博道（室蘭市・元）  五十嵐 幸江（江別市・元） 

      北林 和彦（千歳市・元）  田岸 謹一（古平町・元） 

      田中 哲男（長沼町・元）  工藤 良子（利尻町・元） 

瑞宝単光章 中村 満雄（せたな町・現） 小岩 高慶（今金町・元） 

      表谷 政枝（喜茂別町・元） 籠尾 信太郎（滝上町・元） 

（ク）弔 慰 

    ・弔慰規程による弔慰金贈呈 ４３件 ４３０，０００円 

 

イ 民生委員制度創設 100 周年記念事業の取り組み 

（ア）制度創設 100周年記念北海道民生委員児童委員大会実行委員会 

   第１回実行委員会 平成 28年 10月 4日㈫ ホテルポールスター札幌 

   第２回実行委員会 平成 29年 3月 5日㈰ ホテルポールスター札幌 

 

ウ 予算対策運動等の推進 

   民生委員児童委員活動に関した国・道に対する予算対策運動等に取り組んだ。 

（ア）制度創設 100周年記念北海道民生委員児童委員大会に対する補助要望 

    ・平成 28年 6月 2日㈭ 北海道庁 保健福祉部長に要望書提出 

（イ）道民児連事業補助金要望 

    ・平成 28年 6月 2日㈭ 北海道庁 福祉局長に要望書提出 

 

エ 公益法人制度として求められる適正な法人運営 

   公益財団法人として求められる事業・財務報告書類等適正な運営を行った。 

（ア）定期提出書類 

・２８年度事業報告、収支決算定時提出（北海道庁へ電子申請） 

    ・２９年度事業計画、収支予算定時提出（北海道庁へ電子申請） 

（イ）立入検査 

    ・平成 29年 1月 20日㈮ 本連盟役員室 指摘・指導事項なし 

（ウ）その他 

    ・年末調整等説明会 平成 28年 11月 29日 わくわくホリデーホール 

 


