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１．特別企画「子どもに向けた活動ＰＲ大作戦」とは？ 

  家族の養育力の不足、育児不安や地域の子育て機能の低下など、子どもを育てる環境は著しく変化

し、児童虐待など子どもが被害者となる事件や事故も深刻さを増しています。子どもを取り巻く環境に

おいて、さまざまな社会的課題を抱えている今日にあって、民生委員児童委員（以下、「児童委員」）は、

地域や学校など、関係する機関・団体と積極的な連携を図っているところですが、道民児連としては、

当事者である“子ども”に対する働きかけにより、子ども自身の受援力を高めていく取り組みも重要で

あると認識しています。 

  これらのことから、この特別企画は、民生委員児童委員の日・活動強化週間でのＰＲ活動の延長とし

て、“地域で見守る児童委員”の存在やその活動内容を、子どもに対してＰＲすることを目的にこの取り

組みを実施しました。 

 

２．実施方法 

  全国民生委員児童委員連合会（以下、「全民児連」）が作成したフリーペーパー「みんせい！」を、さ

まざまな活動の場面で、地域の子どもたち（主に小学校中学年以上を想定）に配布する民児協を募集し

取り組みを進めてもらいました。配布形態の制限はありません。各市町村民児協の多様なアイデアによ

り、フリーペーパーの活用いただきました。実施期間は令和３年度内（令和４年３月 31 日まで）。 

 

【フリーペーパー「みんせい！」とは】 

 児童委員のことを小学校中学年層以上の子どもたちに伝える 

ための冊子です。小学校３年生程度以上で学ぶ漢字に仮名が振 

られており、日本語を母国語としない方々や識字に困難のある 

方にも伝わりやすい工夫がされています。詳しくは全民児連ホ 

ームページ（URL は以下のとおり）をご覧ください。 

仕 様 Ａ４サイズ、中綴じ、８ページ 

ＵＲＬ https://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/child/ 

 

 

３．実施民児協および配布実績 

 実施民児協数 ３６民児協、配布実績 63,835 冊 

区分 提供冊数 実施市町村 

市 58,090 冊 小樽市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、岩見沢市、稚内市、江別市、三笠市、

滝川市、深川市、恵庭市、伊達市、石狩市（14） 

町 村 5,745 冊 長万部町、仁木町、長沼町、月形町、浦臼町、沼田町、鷹栖町、当麻町、愛別町、

剣淵町、初山別村、浜頓別町、湧別町、日高町、浦河町、上士幌町、更別村、大樹

町、本別町、足寄町、白糠町、別海町（22） 

合 計 63,835 冊  
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４．各市町村の取り組み 

(1)市町村民児協（市連合民児協、町村民児協）の報告内容 

№ 民児協名 活動の内容、効果、課題等 

1 旭川市民生委員児

童委員連絡協議会 

①提供冊数 18,300 冊 

②取り組み内容 

・各地区ごとに担当小学校と連絡を取り、効果的な方法で配布する。 

・事前に市民児連会長・副会長・事務局長で教育長を訪問。趣旨を説明 

し、校長会で各学校校長への説明を依頼。 

・小学校校長宛て文書と学級担任用の説明参考資料を会長名にて作成し

併せて配布。 

③活動の効果 

・学校との協力体制が図られた。 

・民生委員児童委員に関心が少ないと思われる世代の保護者に民生委員 

活動の情報を届けることができた。 

・次年度に効果が出ることに期待。 

④活動上の課題 

・コロナ禍で児童と直接関われない。 

・学校との定期的な顔合わせの必要性を感じた。 

・学校行事に参加出来ていないので、先生・児童の反応を感じることがで 

きない。 

2 釧路市民生委員児

童委員協議会 

①提供冊数 7,810 冊 

②取り組み内容 

 ７月１日、正副会長会議にて、「子どもに向けた活動ＰＲ大作戦」を説明。

７月６日、釧路市教育委員会へ当該活動の実施及び配布物について報告。

７月８日～８月２５日、各地区協が担当地区内の小学校を訪問し、「みん

せい！」を紹介し、児童への配布を依頼した。 

 ※市内小学校 26 校、幼稚園(1)、児童館(3)、保育所(2)、子育て支援拠点

センター(1)、※配布部数 7,669 部（委員分 456 部を含む）、※各地区協

活動は、(2)市単位民児協報告に掲載。 

③活動の効果 

 ○学校を訪問する機会として連携を深めることにつながった。 

○児童へ民生委員児童委員を知ってもらえる大きな契機となった。また、

学校からは、児童だけでなく、職員（教員）へも配布したいとの申し出

もあり、民生委員児童委員の認知度を高めることに大きな効果があっ

た。 

④活動上の課題 

学校への配布依頼については、教育委員会への事前連絡（許可ではなく、

内容把握のため）が必要と思われるので、道民児連から道教委へ活動実施に

関する事前連絡及び各市町村教委への周知などを依頼してくれると、円滑

に進められると思う。 
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№ 民児協名 活動の内容、効果、課題等 

3 北海道民生委員児

童委員連盟帯広支

部 

①提供冊数 8,770 冊 

②取り組み内容 

 令和４年２月２８日～３月２日に市内小学校を通じ、帯広市内の児童約

８，０００人に配布した。 

③活動の効果 

 配布をしたばかりであり、まだ効果は見えていないが、児童に民生委員の

存在を知ってもらうことが出来るものと考える。 

 また、民生委員制度の認知度が比較的低いと思われる児童の親世代など

にも認知してもらえるきっかけになるものと考える。 

④活動上の課題 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、民生委員から登下校時の児童

に直接手渡しするなど、民生委員と児童が直接かかわるような活動が出来

なかった。 

4 北見市民生委員児

童委員協議会 

①提供冊数 5,700 冊 

②取り組み内容 

７月、単位民児協に冊子を配布し、担当地域学校への配布を依頼した。

北見市子ども支援課窓口等に冊子の設置を依頼。訪問活動の際に、高齢者

世帯や子どもがいない世帯等への配布・説明を実施。 

③活動の効果 

・ある町内会に説明したところ、町内会長が住民への回覧を勧めてくれた

ため、ＰＲ活動の効果はあったと思う。 

・少数ではあるが、「みんせい！」を見たとの声かけをいただいた。 

・児童にとって子どもを守ってくれる人がいる事を理解してもらえたと

思う。 

・近所の子どもたちから冊子を手に、「学校でもらったよ」、「これ、おば

さんがやっている事だよね」と声をかけられ、嬉しく思いました。 

④活動上の課題 

・コロナ禍の状況により、直接児童と係ることが困難であったため、ほと

んどが各学校長、教頭のみへの説明しか行えなかった。 

・単年度のみでは効果は薄いのではないかと思う。 

5 岩見沢市民生委員

児童委員協議会 

①提供冊数 200 冊 

②取り組み内容 

 １０月８日、地区会長が学校（栗沢小学校）を訪問し、校長先生と面談。

「みんせい！」について説明し、児童への配布を依頼。 

③活動の効果 

 児童に民生委員を知ってもらう良い機会となった。 

④活動上の課題 

特になし。 
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№ 民児協名 活動の内容、効果、課題等 

6 稚内市民生児童委

員連絡協議会 

①提供冊数 1,610 冊 

②取り組み内容 

  稚内市では、提供いただく資料をどの様に取り扱うのか事前協議。各地

区民児協の会長、主任児童委員が、依頼文をもってそれぞれの担当の小学

校へ訪問し、学校長へ直接「みんせい！」を渡して、児童全員に配布する

ように要請。活動日時、場所は資料が届き次第、地区会長に依頼したため、

７月中旬～２１日（夏休み前）に学校へ届けるようにした。 

③活動の効果 

  「みんせい！」を配布することにより、児童へのＰＲのみならず、若い

世代の保護者へのＰＲになるので、大変良いと思う。稚内市では、児童に

分かりやすい資料は、大人、高齢者にも分かりやすいだろうと捉えて、独

自の広報誌にも転載する予定。ＡＣジャパンのコマーシャルやポスター

のＰＲは、ターゲットを中間層に向けての活動であると推察されるため、

ＰＲに厚みを増したいと考えている。 

④活動上の課題 

稚内市では、教育、学校関係機関との連携を密にしており、中学校区に

設置されている「児童生徒ネットワーク会議」にも積極的に参加し、学校

も各地区民児協の例会に参加され、学校の状況等の報告も受けいる。課題

は、市内の民児協が２つの中学校区をまたいでいるので、次期改選期に

て、中学校区と連動してダイレクトに連携がとれるようにする予定。 

7 江別市民生委員児

童委員連絡協議会 

①提供冊数 6,500 冊 

②取り組み内容 

■活動日時：８月中旬（夏休み明け一斉に学校訪問） 

■活動場所：市内小学校 

■活動内容 

 ・教育委員会を通して各小学校長宛に「子どもに向けた活動 PR 大作戦」

配布の依頼文を提出。 

 ・各地区民児協、会長、役員、主任児童委員で担当地域の小学校に普通学

級、特別支援学級児童、教職員に配布依頼をするため、パンフレットを

学校に持参。 

③活動の効果 

・各家庭、子どもたち、学校へのＰＲに役立った。 

・コロナ禍のため、学校とのつながりが薄くなりつつある中、負担になら

ない程度の訪問が出来て良かったと思います。 

④活動上の課題 

特になし。 
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№ 民児協名 活動の内容、効果、課題等 

8 三笠市民生委員児

童委員協議会 

①提供冊数 290 冊＋追加 40 冊 

②取り組み内容 

・児童虐待防止月間（１１月）に合わせ、小学校２校に生徒全員への配布

を依頼しました。主任児童委員が学校訪問し、配布依頼の予定でした

が、コロナ禍のため見合わせ、事務局が学校に届けました。 

・ホームページよりダウンロードした「みんせい！」を活動時に使用でき

るよう、各委員へ１０冊ずつ送付しました。 

③活動の効果 

児童、保護者へのＰＲになったと思います。 

④活動上の課題 

特になし。 

9 滝川市民生委員児

童委員連合協議会 

①提供冊数 1,500 冊 

②取り組み内容 

・活動日時：令和３年１１月１６日（児童虐待防止月間） 

・取組内容：市内小学校（６校）の３年生以上の児童に、フリーペーパー

を配布。 

       ※事前に教育委員会及び市内小中学校校長会にて、趣旨説

明と配布協力依頼を行った。 

③活動の効果 

学校を経由して配布することにより、児童だけではなく職員や保護者

にも民生委員児童委員の存在や活動をＰＲできたため、一定の効果があ

ったと考えている。 

また、テレビコマーシャルが頻繁に放映されている時期だったので、単発

で配布するよりも、より印象に残ったのではないかと思われる。 

④活動上の課題 

特になし。 

10 伊達市民生委員児

童委員協議会 

①提供冊数 1,590 冊 

②取り組み内容 

  10 月 20 日(水)、市民児協児童部会と事務局協働。市役所学校教育課を

経由し、市内各小学校児童へ配布を依頼した。（各小学校全児童数＋予備

分） 

③活動の効果 

  市内小学校全児童へ配布できたため、民生委員児童委員の存在・活動に

関するよいＰＲができたと考える。 

④活動上の課題 

特になし（学校教育課と配布方法を検討したため、スムーズであった）。 
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№ 民児協名 活動の内容、効果、課題等 

11 石狩市民生委員児

童委員連合協議会 

①提供冊数 3,100 冊 

②取り組み内容 

 活動日時は 8 月中旬。石狩市内全小学校の児童へ配付。 

③活動の効果 

 取り組みの効果は、現段階では分からない。 

④活動上の課題 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、委員が直接渡すので

はなく、小学校側での配布をお願いしたが、子どもたちへ配布する方法が

他にあったのではないかという点が課題となった。 

12 長万部町民生児童

委員協議会 

①提供冊数 220 冊 

②取り組み内容 

令和３年１１月２６日（金）、長万部小学校、静狩小学校、学校を通し

て児童へ配布した。 

③活動の効果 

  直接の手渡しは叶わなかったが、一定程度は児童・保護者へ民生委員児

童委員の認知度の向上が計られた。 

④活動上の課題 

  当初は、委員から児童へ直接手渡しする計画であったが、新型コロナウ

イルスの影響により、学校からの配布へ変更した。 

13 仁木町民生委員児

童委員協議会 

①提供冊数 180 冊 

②取り組み内容 

令和３年９月１４日、教育委員会を通じて各小中学校へ配布（対象：小学

４年生以上）。 

 ○小学校分  ９０部 

  仁木小学校 ６４部、銀山小学校 ２６部 

 ○中学校分  ８６部 

  仁木中学校 ５９部、銀山中学校 ２７部 

 ○教育委員会用 ２部 

③活動の効果 

  本フリーペーパーの配布によって、児童・生徒やそのご家族等が町の民

生委員児童委員について再認識するきっかけづくりができた。 

④活動上の課題 

  特になし。 
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№ 民児協名 活動の内容、効果、課題等 

14 長沼町民生委員児

童委員協議会 

①提供冊数 520 冊 

②取り組み内容 

令和３年７月中旬、町内小学校の児童及び教員分４８０部を届けた。 

③活動の効果 

  児童・保護者へ民生委員児童委員の活動を知ってもらうきっかけにな

ったと思うが、効果を実感するような案件は今のところなし。 

④活動上の課題 

  相談内容は、介護・生活困窮の割合が多い児童及び保護者への周知が引

き続き必要。 

15 日高町民生児童委

員協議会 

①提供冊数 200 冊 

②取り組み内容 

７月６日、日高・本町、富川、厚賀各地区の放課後児童クラブを訪問し、

児童への配布を依頼。 

③活動の効果 

  広く活動内容を周知することができた。 

④活動上の課題 

  特になし。 

16 沼田町民生委員児

童委員協議会 

①提供冊数 100 冊 

②取り組み内容 

令和３年１１月３０日、主任児童委員と訪問し配布（小・中学校） 

③活動の効果 

  特になし。 

④活動上の課題 

  コロナ禍であることから民生委員全員での訪問ができず、配布しても

らうことをお願いするしかできなかった。 
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№ 民児協名 活動の内容、効果、課題等 

17 当麻町民生委員児

童委員協議会 

①提供冊数 310 冊 

②取り組み内容 

 令和 3 年度より新規で実施する「児童に対する交通安全見守り活動」

（下校時見守り活動）の開始にあたり、令和 3 年７月９日午前１０時に

当協議会正副会長及び主任児童委員並びに事務局の４名で当麻小学校を

訪問し、校長・教頭に対し新規事業の趣旨説明行った。その際に、フリー

ペーパー「みんせい！」についても全校児童に配布頂くよう依頼し手渡し

た。 

③活動の効果 

  当協議会では、民生委員児童委員として住民からの認知度について話

し合われてきたこともあり、今年度より小学校児童の下校時見守りを実

施することで民生委員児童委員としての周知をしようとの結論になり、

年度当初から実施に向けて準備をしてきた。フリーペーパー「みんせ

い！」の配布と下校時見守り活動の開始時期が同時期となったことで、子

ども達にも存在を理解してもらえるのではないかと思われる。 

④活動上の課題 

  フリーペーパー「みんせい！」は、マンガ等を取り入れ、子ども達にも

分かり易い内容となってはいるが、民生委員児童委員が実際に活動して

いる所を子ども達が見なければ、その存在について実感が湧かないので

はないかと思われる。 

18 愛別町民生委員協

議会 

①提供冊数 65 冊 

②取り組み内容 

  例年、「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」にあわせて学校訪問

を実施しているが、本年度は訪問を実施せず、民生委員児童委員のＰＲの

ため教育委員会を通じて小学校・中学校に冊子の配布を依頼した。 

③活動の効果 

  当初は、会長、主任児童委員、事務局職員で学校へ持参する予定であっ

たが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、学校訪問を実施すること

ができなかった。 

④活動上の課題 

  特になし。 
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№ 民児協名 活動の内容、効果、課題等 

19 剣淵町民生委員・

児童委員協議会 

①提供冊数 120 冊 

②取り組み内容 

  １１月１５日(月)、会長・副会長、主任児童委員、事務局職員の５名で、

剣淵小学校を訪問し、学校長へフリーペーパー「みんせい！」を渡し、全

校児童・教職員へ配布を依頼し、意見交換を行った。 

③活動の効果 

  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、小学校の地域参観日が令和

２年度に続いて中止となり、学校と民児協の関係性が希薄となる中、民生

委員児童委員と小学校長が意見交換できる貴重な機会ができた。教職員

にも配布し、まずは民生委員児童委員について興味を持ってもらいたい

という願いは伝わったと思われる。 

④活動上の課題 

  特になし。 

20 初山別村民生委員

協議会 

①提供冊数 40 冊 

②取り組み内容 

  令和４年２月８日午後４時、小学校へ会長、事務局で訪問し、校長先生

へ「みんせい！」を説明し、児童への配布を依頼。 

 学校へ児童、教員分として３９部を届けた。各クラス担任から配布すると

のこと。（村立初山別小学校） 

③活動の効果 

  配布児童のほか、ご家族に対しても民生委員児童委員の活動が周知で

きた。 

④活動上の課題 

 特になし。 

21 湧別町民生委員児

童委員協議会 

①提供冊数 200 冊 

②取り組み内容 

  主任児童委員３名が町内６校の小学校を訪問し、学校を通して３年生

以上の児童にフリーペーパーを配布した。 

 ・時期 … ７月１５日、２１日、２３日 

 ・場所 … 町内小学校６校 

 ・対象 … 町内小学３年生以上の児童（１８５名） 

③活動の効果 

  配布対象児童のほか、家族に対しても民生委員児童委員活動への理解

が深められた。 

④活動上の課題 

  民生委員児童委員活動への理解を深めてもらうため、継続的な活動が

必要。 
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№ 民児協名 活動の内容、効果、課題等 

22 日高町民生委員児

童委員協議会 

①提供冊数 200 冊 

②取り組み内容 

  ７月６日、日高・本町、富川、厚賀各地区の放課後児童クラブを訪問し、

児童への配布を依頼。 

③活動の効果 

  広く活動内容を周知することができた。 

④活動上の課題 

 特になし。 

23 上士幌町民生委員

児童委員協議会 

①提供冊数 180 冊 

②取り組み内容 

 ○７月 6 日、上士幌小学校３年生から６年生までの児童１名に１冊ずつ

配付。 

 ○７月 12 日、上士幌中学校学校訪問の際持参し、希望者のみ配付してい 

  ただけるよう依頼。 

③活動の効果 

  特になし。 

④活動上の課題 

  特になし。 

24 更別村民生委員児

童委員協議会 

①提供冊数 150 冊 

②取り組み内容 

  ７月１４日、更別小学校、上更別小学校の３年生以上へ配布を依頼。 

③活動の効果 

 特になし。 

④活動上の課題 

  特になし。 

25 大樹町民生委員児

童委員協議会 

①提供冊数 280 冊 

②取り組み内容 

  １２月２日、主任児童委員、事務局職員３名で大樹小学校を訪問し学校

長と意見交換を行い、その際に、全校児童、教職員への配布を依頼した。 

③活動の効果 

 民生委員児童委員の役割や活動を児童にＰＲすることができた。 

④活動上の課題 

 特になし。 
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№ 民児協名 活動の内容、効果、課題等 

26 別海町民生委員児

童委員協議会 

①提供冊数 970 冊 

②取り組み内容 

  ７月初旬に、町内各小学校へ配布。 

③活動の効果 

 冊子になっており、漫画風に説明しているので、民生委員児童委員の存

在がわかり、仕事内容とかについても児童でも理解できる。 

④活動上の課題 

  配布のみで、民生委員児童委員が直接渡しているわけではないので担

当地区の委員の顔がわからない。 

 

 

(2)市単位民児協の報告内容 

№ 市町村 単位民児協名 活動内容、日時、場所等 

1 小樽市 長橋地区民生児童委員

協議会 

11 月 15 日、小学生（３年生～６年生）にフリーペーパ

ー200 部を配布した。（小樽市立長橋小学校） 

2 旭川市 中央地区民生委員児童

委員協議会 

10 月 13 日、地区内に小学校がないため、隣接する地区

の小学校を訪問し教頭先生に配布を依頼。（日章小学

校） 

3 旭川市 大成地区民生委員児童

委員協議会 

10 月 6 日、教頭先生に配布を依頼。（知新小学校会議

室） 

4 旭川市 朝日地区民生委員児童

委員協議会 

11 月 18 日、会長・主任児童委員で訪問。校長・教頭が

対応。「みんせい！」を通して周知の要請。子どもたち

の近況や学校のコロナ禍対応を確認したり、民児協だ

よりを通して、委員の活動を紹介するなど情報交換を

した。（朝日小学校校長室） 

5 旭川市 啓明地区民生委員児童

委員協議会 

11 月 2 日、児童虐待防止月間に会長・主任児童委員２

名で学校を訪問し、校長先生に「みんせい！」の配布を

依頼。同時にオレンジリボンを教職員分・ＰＴＡ役員分

６０個の配布も依頼。（啓明小学校） 

6 旭川市 東光地区民生委員児童

委員協議会 

11 月 11 日 

・民生委員ＰＲポスターの掲示を依頼。 

・「みんせい！」の配布を依頼。 

・地区民児協の委員と活動状況を紹介（委員配置図付き

広報紙持参） 

・コロナ禍での学校教育活動について伺う。（千代田小

学校） 
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№ 市町村 単位民児協名 活動内容、日時、場所等 

7 旭川市 豊岡地区民生委員児童

委員協議会 

10 月 21 日、校長と面談し「みんせい！」の配布を依

頼。（豊岡小学校・東町小学校） 

8 旭川市 愛宕地区民生委員児童

委員協議会 

10 月 27 日、校長・教頭に「みんせい！」の配布を依

頼。（愛宕東小学校・愛宕小学校） 

9 旭川市 新旭川地区民生委員児

童委員協議会 

10 月 11 日～14 日、会長・主任児童委員が訪問し、校

長・教頭に配布を依頼。（東五条小学校・新富小学校・

正和小学校） 

10 旭川市 北星地区民生委員児童

委員協議会 

10 月 26 日、校長に「みんせい！」の配布を依頼。民生

委員児童委員の役割等の説明も依頼。（大町小学校校長

室） 

11 旭川市 旭星地区民生委員児童

委員協議会 

11 月 4 日 

・会長、副会長、主任児童委員で訪問。 

・教職員及び全生徒への配布を依頼。 

・ＰＲポスターの掲示を依頼。 

・校長と情報交換を実施。 

 （北光小学校校長室） 

12 旭川市 近文・川端地区民生委

員児童委員協議会 

10 月 14 日、「みんせい！」を担任の先生から全児童に

配布を依頼。１１月児童虐待防止月間にＰＲポスター

の掲示を依頼。（近文小学校） 

13 旭川市 春光西地区民生委員児

童委員協議会 

11 月 2 日、副会長が訪問。全児童に直接説明をしたか

ったが、コロナの関係で全校児童が一堂に集まること

がない状況から、「学級担任用」の資料を参考に児童た

ちへの説明を依頼。ＰＲポスターの掲示も依頼。（向陵

小学校） 

14 旭川市 春光中央地区民生委員

児童委員協議会 

11 月 10 日・11 月 15 日、隣接地区の会長・副会長と訪

問。校長に配布を依頼。学校の様子を聞いたり、委員活

動の学校に対するお手伝い等を話し合った。隣接地区

の会長と訪問。校長に配布を依頼。校長より民生委員児

童委員の役割についての質問があった。（北鎮小学校・

末広小学校） 

15 旭川市 春光台地区民生委員児

童委員協議会 

11 月 1 日、会長・副会長で訪問。校長・教頭・総務の

先生とどのように渡したら良いか考えた。民生委員の

ことを理解してもらうため、校長から朝礼時に話して

もらい、各クラスで担任から詳しく児童に話して「みん

せい！」を配布。（高台小学校） 
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№ 市町村 単位民児協名 活動内容、日時、場所等 

16 旭川市 末広南地区民生委員児

童委員協議会 

11 月 15 日・11 月 16 日、隣接地区の会長と訪問。校長

に実施要綱と学級担任用資料について説明し配布を依

頼。校長と教頭に「みんせい！」と学級担任用資料の説

明をして配布を依頼。校長・教頭の履歴や居住先を聞

き、定年後は民生委員になるよう勧め、今後も協力を惜

しまないことを伝える。（末広小学校・春光小学校） 

17 旭川市 神居東地区民生委員児

童委員協議会 

10 月 4 日・10 月 15 日、校長と面談し、「みんせい！」

の配布を依頼。学校との連携を密にして協力する旨伝

える。（雨紛小学校、神居東小学校） 

18 旭川市 神居西地区民生委員児

童委員協議会 

11 月 17 日、会長・副会長・主任児童委員で訪問。校長

に配布を依頼。（神居小学校・台場小学校・富沢小学校） 

19 旭川市 忠和地区民生委員児童

委員協議会 

10 月 29 日、児童虐待防止月間（１１月）を前に学校を

訪問し、校長に配布を依頼。（忠和小学校校長室） 

20 旭川市 江丹別地区民生委員児

童委員協議会 

7 月 21 日・8 月 25 日、コロナ禍の中、児童に直接対応

することは難しく、教頭に配布を依頼。教頭と対話し、

担任の先生に主旨を伝え児童への配布を依頼。（嵐山小

中学校、江丹別小中学校） 

21 旭川市 永山西地区民生委員児

童委員協議会 

10 月 1 日、担任から生徒に説明と「みんせい！」の配

布を依頼。（永山南小学校） 

22 旭川市 永山東地区民生委員児

童委員協議会 

10 月 9 日・10 月 12 日、校長に民生委員の活動紹介と

「みんせい！」の配布を依頼。ＰＲポスターの掲示も依

頼。（永山東小学校、永山西小学校・永山小学校） 

23 旭川市 東旭川地区民生委員児

童委員協議会 

11 月 24 日、校長に「みんせい！」の配布とＰＲポスタ

ーの掲示を依頼。会長・地区担当委員数名・主任児童委

員２名で訪問し、懇談の中で学校の様子を聞いたり、民

生委員への協力依頼について話し合った。（旭川第５小

学校、旭川第１小学校・旭川小学校） 

24 旭川市 千代田地区民生委員児

童委員協議会 

10 月 15 日、「みんせい！」の配布とＰＲポスター掲示

を依頼。情報交換をしながら協力体制の構築を確認。Ｐ

ＴＡ会員（旧も含む）からの民生委員候補者推薦につい

ても依頼。（旭川第３小学校・共栄小学校） 

25 旭川市 東豊中央地区民生委員

児童委員協議会 

7 月 27 日、例年の学校訪問の活動時に「みんせい！」

を持参し、担任から一言添えて児童に配布するよう依

頼。（東栄小学校） 
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№ 市町村 単位民児協名 活動内容、日時、場所等 

26 旭川市 東部東光地区民生委員

児童委員協議会 

10 月 13 日 

・「みんせい！」の配布依頼。 

・ＰＲポスターの掲示依頼。 

・地区広報紙と児童虐待防止のための資料を持参。 

（東光小学校） 

27 旭川市 神楽地区民生委員児童

委員協議会 

10 月 1 日 

・会長、副会長、会計で学校訪問。 

・「みんせい！」の配布を依頼。 

 （神楽小学校） 

28 旭川市 神楽岡地区民生委員児

童委員協議会 

10 月 27 日、会長・主任児童委員、副会長・会計で各学

校を訪問。子どもへの話し方の例を伝え、「みんせい！」

の配布とＰＲポスターの掲示を依頼。（神楽岡小学校・

緑新小学校） 

29 旭川市 緑が丘地区民生委員児

童委員協議会 

10 月 11 日・10 月 20 日、学校玄関先にて配布を依頼。

コロナ禍においての訪問は少し迷惑気味だった。校長・

教頭に「みんせい！」の配布を依頼。（緑が丘小学校、

西御料地小学校校長室） 

30 旭川市 西神楽地区民生委員児

童委員協議会 

11 月 2 日、校長を介して各学年担任へ配布を依頼。（西

神楽小学校） 

31 旭川市 東鷹栖地区民生委員児

童委員協議会 

10 月 29 日、校長をはじめ、教職員に「みんせい！」の

説明をして全児童への配布を依頼。（近文第一小学校・

近文第二小学校） 

32 旭川市 末広地区民生委員児童

委員協議会 

10 月 13 日 

 ・「みんせい！」の持参と趣旨説明。 

・地区民児協だよりを参考に民生委員の活動内容と状

況の簡単な説明。 

・現在の学校状況について情報交換。 

（末広北小学校） 

33 旭川市 末広東地区民生委員児

童委員協議会 

10 月 7 日、「みんせい！」の配布を依頼。毎月１回月初

めに活動している街頭声かけ活動について紹介。オレ

ンジリボン（学校職員分）を持参し配布。（陵雲小学校） 

34 釧路市 橋南地区民生委員児童

委員協議会 

7 月 14 日、橋南南部地区協と合同で学校訪問し、校長・

教頭先生へ「みんせい！」を説明し、児童への配布を依

頼。（市立釧路小学校） 

７月 15 日、（市民児協）事務局より「みんせい！」を受

領し、小学校へ 150 部を届けた。（市立釧路小学校） 
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№ 市町村 単位民児協名 活動内容、日時、場所等 

35 釧路市 橋南東部地区民生委員

児童委員協議会 

7 月 15 日、校長先生へ連絡。今回の活動及び「みんせ

い！」を説明し、児童への配布を依頼。学校訪問時に持

参することとした。（市立桜が丘小学校） 

同日、かしわ保育園、東部子育て支援拠点センターへ連

絡し、今回の活動及び「みんせい！」を説明し、保護者

への配布を依頼。 

8 月 23 日、（市民児協）事務局より「みんせい！」を受

領。３施設へ届け、配布を依頼。配布部数 350 部。（市

立桜が丘小学校、かしわ保育園、東部子育て支援拠点セ

ンター） 

36 釧路市 橋南南部地区民生委員

児童委員協議会 

7 月 14 日、橋南地区協と合同で学校訪問し、校長・教

頭先生へ「みんせい！」を説明し、児童への配布を依頼。

（市立釧路小学校） 

７月 15 日、（市民児協）事務局より「みんせい！」を受

領し、小学校へ 150 部を届けた。（市立釧路小学校） 

37 釧路市 橋南北部地区民生委員

児童委員協議会 

7 月 14 日、校長先生、教頭先生と面談、今回の活動及

び「みんせい！」を説明し、児童への配布を依頼。130

部配布。（市立城山小学校） 

38 釧路市 緑ヶ岡地区民生委員児

童委員協議会 

7 月 21 日、学校訪問し、校長・教頭先生へ「みんせい！」

を説明し、児童への配布を依頼。夏休み明けに、３～６

年生を対象に、配布することとなった。（市立清明小学

校） 

8 月 23 日、小学校へ「みんせい！」２５０部を届け、

配布を依頼。（市立清明小学校） 

39 釧路市 桜ヶ岡地区民生委員児

童委員協議会 

7 月 9 日、主任児童委員が学校を訪問し、校長先生と面

談、今回の活動及び「みんせい！」を説明し、児童への

配布を依頼。（市立興津小学校） 

同日、主任児童委員が訪問し、園長・所長と面談、今回

の活動及び「みんせい！」を説明し、施設へ置いていた

だくことを依頼。（望洋幼稚園、さくら保育所） 

7 月 21 日、望洋幼稚園及びさくら保育所 100 部を届け

た。 

8 月 25 日、興津小学校へ児童及び教員分 158 部を届け

た。 
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40 釧路市 武佐地区民生委員児童

委員協議会 

7 月 12 日、主任児童委員が学校を訪問し、校長先生、

教頭先生と面談、今回の活動及び「みんせい！」を説明

し、児童への配布を依頼。学校からは、児童及び教員分

として７３部を希望された。（市立武佐小学校） 

7 月 14 日、主任児童委員が学校を訪問し、校長先生、

教頭先生と面談、今回の活動及び「みんせい！」を説明

し、児童への配布を依頼。学校からは、児童及び教員分

として 226 部を希望された。（市立湖畔小学校） 

同日、釧民児協事務局へ必要部数の報告し、必要部数を

受け取り、武佐及び湖畔小学校へ届けた。299 部。 

41 釧路市 白樺地区民生委員児童

委員協議会 

7 月 9 日、地区正副会長が学校を訪問し、校長先生と面

談、今回の活動及び「みんせい！」を説明し、児童への

配布を依頼。学校からは児童及び教員分として 125 部

を希望された。（市立東雲小学校） 

7 月 14 日、学校へ児童及び教員分の１２５部を届けた。

学校では、夏休み前に担任教諭を通じ、各クラスに全児

童に配布する。あわせて、各教諭にも配布する。（市立

東雲小学校） 

7 月 19 日、地区正副会長が学校訪問し、校長先生と面

談、今回の活動及び「みんせい！」を説明し、児童への

配布を依頼。学校からは、児童及び教員分として、170

部を希望された。夏休み後に配布する予定。（市立朝陽

小学校） 

8 月 3 日、小学校へ 170 部を届けた。（市立朝陽小学校） 

42 釧路市 橋北地区民生委員児童

委員協議会 

7 月 14 日、地区会長が学校を訪問し、校長先生・教頭

先生と面談、今回の活動及び「みんせい！」を説明し、

児童への配布を依頼。学校からは児童及び教員分とし

て 150 部を希望された。（市立中央小学校） 

同日、学校へ児童及び教員分の 150 部を届けた。学校

では、夏休み前（7/14～21 の間）に担任教諭を通じ、

クラスごとに配布するとのこと。（市立中央小学校） 

43 釧路市 共栄東部地区民生委員

児童委員協議会 

7 月 7 日、校長先生・教頭先生と面談、今回の活動及び

「みんせい！」を説明し、児童への配布を依頼。学校か

らは、児童及び教員分として 340 部を希望された。（市

立共栄小学校） 

7 月 14 日、学校へ児童及び教員分の 340 部を届けた。

学校では、夏休み前に先生たちによる各クラスでの配

布を実施するとのこと。（市立共栄小学校） 
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44 釧路市 共栄北部地区民生委員

児童委員協議会 

７月７日、校長先生・教頭先生と面談、今回の活動及び

「みんせい！」を説明し、児童への配布を依頼。学校か

らは、児童への配布了解。児童だけでなく教員への配布

も希望するとの申し出あり。（市立青葉小学校） 

7 月 8 日、学校へ児童及び教員分の 300 部を届けた。

学校では、夏休み前に配布するとのこと。（市立青葉小

学校） 

45 釧路市 愛国東部地区民生委員

児童委員協議会 

7 月 8 日、校長先生と面談、今回の活動及び「みんせ

い！」を説明 し、児童への配布を依頼。学校からは、

児童及び教員分として 290 部を希望された。（市立光陽

小学校） 

7 月 8 日、校長先生、教頭先生と面談、今回の活動及び

「みんせ い！」を説明し、児童への配布を依頼。学校

からは、児童及び教員分として 415 部を希望された。

（市立芦野小学校） 

46 釧路市 愛国西部地区民生委員

児童委員協議会 

7 月 12 日、校長先生と面談、今回の活動及び「みんせ

い！」を説明し、児童への配布を依頼。学校からは、児

童及び教員分として 691 部を希望された。（市立愛国小

学校） 

7 月 12 日、センター長と面談、今回の活動及び「みん

せい！」を説明し、センターへの配置を依頼。（愛国児

童センター） 

7 月 14 日、学校へ児童及び教員分の 691 部を届けた。

学校では、夏休み前に担任教諭からクラスごとに配布

するとのこと。（市立愛国小学校） 

7 月 14 日、「みんせい！」を 39 部届け、センターに配

置してもらう。（愛国児童センター） 

47 釧路市 美原地区民生委員児童

委員協議会 

7 月 12 日、学校訪問し、校長・教頭先生へ「みんせい！」

を説明し、児童への配布を依頼。３年生～６年生を対象

に、配布することとし、260 部を希望された。（市立美

原小学校） 

7 月 16 日、小学校へ「みんせい！」260 部を届け、配

布を依頼。学校では、夏休み前に、３年生以上を対象に、

各クラス担任から配布するとのこと。（市立美原小学

校） 
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48 釧路市 鳥取東部地区民生委員

児童委員協議会 

7 月 13 日、学校訪問し、校長・教頭先生へ「みんせい！」

を説明し、児童への配布を依頼。鳥取小学校 352 部、

新陽小学校 98 部を希望された。（市立鳥取小学校、市

立新陽小学校） 

7 月 16 日、小学校２校へ「みんせい！」450 部を届け、

配布を依頼。学校では、夏休み前に各クラス担任から配

布するとのこと。（市立鳥取小学校、市立新陽小学校） 

49 釧路市 鳥取西部地区民生委員

児童委員協議会 

7 月 12 日、校長先生、教頭先生と面談、今回の活動及

び「みんせい！」を説明し、児童への配布を依頼。学校

からは、児童及び教員分として 1,320 部を希望された。

（市立鳥取西小学校、市立鶴野小学校、市立山花小学

校） 

7 月 14 日、各学校へ児童及び教員分の 1,320 部を届け

た。学校では、夏休み前に先生たちによる各クラスでの

配布を実施するとのこと。（市立鳥取西小学校、市立鶴

野小学校、市立山花小学校） 

50 釧路市 昭和地区民生委員児童

委員協議会 

7 月 12 日、校長先生と面談、今回の活動及び「みんせ

い！」を説明し、児童への配布を依頼。学校からは、児

童及び教員分として 740 部を希望された。（市立昭和小

学校） 

7 月 16 日、学校へ児童及び教員分の 740 部を届けた。

学校では、夏休み前に先生たちによる各クラスでの配

布を実施するとのこと。（市立昭和小学校） 

51 釧路市 大楽毛地区民生委員児

童委員協議会 

7 月 13 日、校長先生と面談、今回の活動及び「みんせ

い！」を説明し、児童への配布を依頼。学校からは、児

童（3~6 年生）及び教員分として 150 部を希望された。

（市立大楽毛小学校） 

7 月 20 日、学校へ児童及び教員分の 150 部を届けた。

学校では、夏休み明け先生たちによる各クラスでの配

布を実施するとのこと。（市立大楽毛小学校） 
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52 釧路市 阿寒地区民生委員児童

委員協議会 

7 月 13 日、校長先生と面談、今回の活動及び「みんせ

い！」を説明し、児童への配布を依頼。学校からは、児

童（3~6 年生）及び教員分として 115 部を希望された。

（市立阿寒小学校、市立阿寒湖義務教育学校） 

7 月 13 日、施設管理者へ今回の活動及び「みんせい！」

を説明し、施設への配置を依頼。（阿寒放課児童クラブ、

阿寒湖温泉子ども交流館） 

7 月 21 日、学校へ児童及び教員分の 115 部を届けた。

学校では、夏休み明けに先生たちによる各クラスでの

配布を実施するとのこと。（市立阿寒小学校、市立阿寒

湖義務教育学校） 

7 月 21 日、２施設へ 15 部を届け、配置を依頼した。

（阿寒放課児童クラブ、阿寒湖温泉子ども交流館） 

53 釧路市 音別地区民生委員児童

委員協議会 

7 月 5 日、地区会長及び事務局が学校を訪問し、校長先

生と面談、今回の活動及び「みんせい！」を説明し、児

童への配布を依頼。学校長からは、配布取扱いに関し、

校長会にて確認のうえ、回答するとのこと。（市立音別

小学校） 

7 月 13 日、学校長より「みんせい！」配布の件、了解

の連絡あり。（市立音別小学校） 

7 月 16 日、学校へ「みんせい！」56 部を持参し、配布

を依頼した。（市立音別小学校） 

54 北見市 第 1 民生委員児童委員

協議会 

6 月、担当地区小学校に連絡・相談をし、夏休み前に生

徒に配布していただくこととなり、学校に持参した。 

55 北見市 第 2 民生委員児童委員

協議会 

6 月 28 日～7 月 5 日・7 月 9 日・12 日・13 日・8 月 5

日・11 日・14 日、担当地域小学校の各校長及び教頭へ

説明をし、生徒へのＰＲを依頼した。町内会長へのＰＲ

活動も実施した。 

56 北見市 第 3 民生委員児童委員

協議会 

6 月 29 日、会長・主任児童委員３名（他民児協１名含

む）と共に、対象小学校２校の校長・教頭へ「みんせ

い！」の内容・配布主旨を説明し、児童への配布協力を

依頼。 

57 北見市 第 5 民生委員児童委員

協議会 

8 月 16 日、配布依頼文書を添付し、児童センター職員

に「みんせい！」を児童への主旨の説明・配布を依頼し

た。第５委員３４名には、担当地域の児童の登下校の見

守りの際に配布するよう指示した。 

    

    

    



20 

 

    

№ 市町村 単位民児協名 活動内容、日時、場所等 

58 北見市 第 6 民生委員児童委員

協議会 

7 月 21 日、担当地域小学校に冊子を届け、夏休み前・

ＨＲ・道徳等で取り扱っていただくよう依頼。 

59 北見市 第 7 民生委員児童委員

協議会 

10 月 11 日、会長・主任児童委員と共に学校を訪問。主

旨を説明し、生徒への配布を依頼。 

60 北見市 第 8 民生委員児童委員

協議会 

7 月 9 日、担当地域小学校を訪問し、児童への冊子配布

を依頼した。 

61 北見市 第 9 民生委員児童委員

協議会 

学校を訪問し主旨を説明。全児童に、担任より配布をし

ていただいた。（少数学校のため全児童に配布） 

62 北見市 第 10民生委員児童委員

協議会 

9 月 12 日、担当地域小学校を訪問、主旨を説明し配布

を依頼した。 

63 北見市 第 12民生委員児童委員

協議会 

主任児童委員２名により、担当地域小学校３校に対し、

児童への配布依頼を行った。 

64 北見市 第 13民生委員児童委員

協議会 

夏休み明け、担当地域小学校を訪問し、主旨を説明し児

童への配布を依頼した。（高齢者・低所得者が多い）団

地を訪問し、戸別配布を依行った。 

65 北見市 第 14民生委員児童委員

協議会 

6 月 30 日・7 月 7 日・10 月 29 日、担当地域小学校３

校の校長先生に説明・配布依頼をした。 

66 岩見沢市 第 12方面民生委員児童

委員協議会 

10 月 8 日、地区会長が学校を訪問し、校長先生と面談。

「みんせい！」について説明し、児童への配布を依頼。

（栗沢小学校） 

67 稚内市 北地区民生児童委員協

議会 

7 月 12 日、稚内市立中央小学校へ配布依頼。会長、主

任児童委員が小学校へ持参。 

68 稚内市 中央地区民生児童委員

協議会 

7 月 15 日、稚内市立港小学校へ配布依頼。会長、主任

児童委員が小学校へ持参。 

69 稚内市 南地区民生児童委員協

議会 

7 月 15 日、稚内市立南小学校へ配布依頼。会長、主任

児童委員が小学校へ持参。 

70 稚内市 東地区民生児童委員協

議会 

７月８日、稚内市立東小学校、稚内市立潮見が丘小学

校、稚内市立声問小学校へ配布依頼。会長、主任児童委

員が小学校へ持参。 

71 稚内市 天北地区民生児童委員

協議会 

７月８日、稚内市立増幌小学校、稚内市立天北小学校へ

配布依頼。例会に参加した委員が小学校２校に渡す。 

72 稚内市 宗谷地区民生児童委員

協議会 

7 月 19 日、稚内市立富磯小学校、稚内市立宗谷小学校、

稚内市立大岬小学校へ配布依頼。会長が小学校へ持参。 
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73 江別市 江別西地区民生委員児

童委員協議会 

8 月中旬、地区会長、役員、主任児童委員で担当地域の

小学校に普通学級、特別支援学級児童、教職員に配布依

頼のため、パンフレットを学校に持参した。 

74 江別市 江別北地区民生委員児

童委員協議会 

8 月中旬、地区会長、役員、主任児童委員で担当地域の

小学校に普通学級、特別支援学級児童、教職員に配布依

頼のため、パンフレットを学校に持参した。 

75 江別市 江別南地区民生委員児

童委員協議会 

8 月中旬、地区会長、役員、主任児童委員で担当地域の

小学校に普通学級、特別支援学級児童、教職員に配布依

頼のため、パンフレットを学校に持参した。 

76 江別市 江別東地区民生委員児

童委員協議会 

8 月中旬、地区会長、役員、主任児童委員で担当地域の

小学校に普通学級、特別支援学級児童、教職員に配布依

頼のため、パンフレットを学校に持参した。 

77 江別市 野幌北地区民生委員児

童委員協議会 

8 月中旬、地区会長、役員、主任児童委員で担当地域の

小学校に普通学級、特別支援学級児童、教職員に配布依

頼のため、パンフレットを学校に持参した。 

78 江別市 野幌南地区民生委員児

童委員協議会 

8 月中旬、地区会長、役員、主任児童委員で担当地域の

小学校に普通学級、特別支援学級児童、教職員に配布依

頼のため、パンフレットを学校に持参した。 

79 江別市 大麻東地区民生委員児

童委員協議会 

8 月中旬、地区会長、役員、主任児童委員で担当地域の

小学校に普通学級、特別支援学級児童、教職員に配布依

頼のため、パンフレットを学校に持参した。 

80 江別市 大麻西地区民生委員児

童委員協議会 

8 月中旬、地区会長、役員、主任児童委員で担当地域の

小学校に普通学級、特別支援学級児童、教職員に配布依

頼のため、パンフレットを学校に持参した。 

81 江別市 文京台地区民生委員児

童委員協議会 

8 月中旬、地区会長、役員、主任児童委員で担当地域の

小学校に普通学級、特別支援学級児童、教職員に配布依

頼のため、パンフレットを学校に持参した。 

82 深川市 深川地区民生児童委員

協議会 

８月１７日、小学校に対し、５・６年生児童への配付を

依頼（深川小学校） 

83 深川市 一已地区民生児童委員

協議会 

９月２８日、小学校に対し、５・６年生児童への配付を

依頼（一已小学校、北新小学校） 

84 深川市 音江地区民生児童委員

協議会 

７月２９日、小学校に対し、５・６年生児童への配付を

依頼（音江小学校） 

85 深川市 納内地区民生児童委員

協議会 

７月２８日、小学校に対し、５・６年生児童への配付を

依頼（納内小学校） 
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86 深川市 多度志地区民生児童委

員協議会 

７月２８日、小学校に対し、５・６年生児童への配付を

依頼（多度志小学校） 

87 恵庭市 島松地区民生委員児童

委員協議会 

９月８日、民児協会長が学校へ出向き、校長と会い、３

年生以上へ配布を依頼。（島松小学校） 

88 恵庭市 和光地区民生委員児童

委員協議会 

11 月 4 日、地区民児協会長が学校へ出向き、校長と会

い、３年生以上へ配布を依頼。（和光小学校） 

89 恵庭市 恵庭地区民生委員児童

委員協議会 

12 月 13 日、地区民児協会長、総務が学校へ出向き、校

長、教頭と会い、３年生以上へ配布を依頼。（恵庭小学

校） 

90 恵庭市 柏地区民生委員児童委

員協議会 

10 月 6 日、地区民児協会長が学校へ出向き、校長と会

い、３年生以上へ配布を依頼。（柏小学校、若草小学校） 

 

 

５．事業結果のまとめ並びに今後の方向性 

 この取り組みは、緊急的な特別企画だったにも関わらず、２６市町村民児協、９０市単民児協、合わせ

て１１６民児協にお取り組みいただきました。提出のあった報告書をみると、 

 ○若い世代の保護者へのＰＲになる。 

 ○家族に対しても民生委員児童委員活動への理解が深められた。 

 ○民生委員児童委員と小学校長が意見交換できる貴重な機会ができた。 

 などの意見が寄せられ、当初のねらいどおりの結果が確認できたところです。また、各市町村民児協の

既存の取り組みにフリーペーパー「みんせい！」を活用した事例の報告もあり、多様なアイデアにより活

動が展開されています。 

 一方、課題として、 

 ○民生委員児童委員が実際に活動している所を子ども達が見なければ、その存在について実感が湧か

ないのではないか？ 

 ○民生委員児童委員活動への理解を深めてもらうため、継続的な活動が必要。 

 などの指摘もいただいており、事業の継続性や他の実践も絡めた重層的な取り組み、それらのモデル

開発の必要性も確認できたところです。これらのご指摘を踏まえ、次年度以降は、民生委員児童委員の

日、活動強化週間の取り組みとしてこの事業を位置づけ、継続していきたい所存です。 

（道民児連事務局） 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 

特別企画「子どもに向けた活動ＰＲ大作戦」実施報告書 

（令和４年３月発行） 

公益財団法人 北海道民生委員児童委員連盟 

〒060-0002 札幌市中央区北２条西７丁目 

北海道立道民活動センター ４階 

TEL 011-261-2181 ／ FAX 011-261-3081 

 


