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ここで地域の子ども達を預かっていた

平成４年退任民生委員厚生大臣表彰
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ご　あ　い　さ　つ

津山市民生児童委員連合協議会

　民生委員制度創設１００周年の節目にあたり、津山市の記念誌が発刊できますこと、心から

感謝の気持ちでいっぱいでございます。

　民生委員の前身となる「済世顧問制度」は、大正６年５月１２日、貧しい人々を救うため岡

山県で誕生した制度です。当時の笠井信一岡山県知事が前年（大正５）宮中で大正天皇から県

内の貧困状態を尋ねられたことをきっかけに創設しました。その頃の調査で明らかになった極

度に貧しい岡山県民は、全体の１割に当る１０万人以上といわれています。済世顧問たちは、

貧富の差に関係なく無料で診療する医療機関を開いたり、疲弊した農村の再生に努めたり、困

窮から人々を救済しようと奮闘したのです。

　私は次のことばが大好きです。笠井氏が残した「済世之心須如養花天」（済世の心すべから

く花を養う天のごとくあるべし）つまり、天がどんな花にも分け隔てなく、太陽の光や雨の恵

みを与えるように、済世顧問も困っている人に平等に寄り添って欲しい。まさに天にありては

星、地にありては花、人にありては愛、なのです。今の時代だからこそ、私たち民生委員が、

大切にしなければならない精神が込められていると思うのです。

　さて、今日、地域社会は大きく変容し、福祉をめぐる課題は複雑・多様化しております。社

会的孤立や経済的困窮、児童虐待や認知症高齢者の増加、さらには相次ぐ自然災害などにより、

人びとの生活の安心が大きく揺らいでおり、私たち民生委員に寄せられる期待はいっそう大き

くなっております。

　厚生労働大臣からの委嘱という誇り、使命感と情熱、そして民生委員児童委員信条を胸に、

人びとの「心のよりどころ」となれるよう、さらなる取り組みをすすめてまいりたいと存じます。

　１００周年記念誌発刊にあたり、民生委員の記録は残しておきたいという思いが実現し、編

集委員、関係各所をはじめ多くの方々のお力添えを賜わりましたことに、感謝の気持ちを捧げ

心から御礼申し上げます。この記念誌が民生委員児童委員のさらなる次の時代の指針と発展に

つながりますよう心より願っております。

会　　長 髙　山　科　子

白
紙
の
頁
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祝　　　　　　　辞

　　　　　津　山　市　長

谷　口　圭　三

　このたび、民生委員制度が創設１００周年を迎えたことに伴い、津山市民生児童委員連合協

議会が記念誌を発刊されますことを心よりお慶び申し上げます。

　平素より民生委員・児童委員の皆様には、岡山県に民生委員制度の元となる「済世顧問制度」

が創設されて以降、市民の福祉向上にご尽力いただき、誠にありがとうございます。

　さて、我が国は、少子高齢化、人口減少という国難とも言うべき危機に直面し、地域におけ

る人々の繋がりも希薄化する中、住民の福祉課題、生活課題が多様化、深刻化しています。さ

らに平成３０年７月の豪雨災害といった未曾有の自然災害も発生し、地域における住民同士の

支え合いの仕組みづくりが重要となり、住民の最も身近な存在である民生委員・児童委員への

期待は一層高まっています。

　そのような中、貴会におかれましては、一人暮らしの高齢者や障がい者世帯への訪問や見守

りを行い、生活保護や生活困窮者対策、あるいは高齢者や配偶者、児童に対する虐待という社

会課題に対しても、地域住民をはじめ関係機関などと連携を図りながら解決に向けて支援をい

ただいております。

　これらの活動は、それぞれの時代において強い使命感と情熱を持った先人の意志が今日の民

生委員・児童委員活動に受け継がれているものであり、改めて深く敬意と感謝の意を表します。

　今後とも社会福祉における地域の第一人者として、多くの皆様方との連携により、社会福祉

の増進のためにさらなる第一歩を踏み出していただくことを期待しております。

　結びになりましたが、津山市民生児童委員連合協議会の今後益々のご発展と、皆様のご活躍

とご健勝を祈念申し上げ、お祝いの詞といたします。

祝　　　　　　　辞

社会福祉法人　津山市社会福祉協議会

会　　長 小　山　　　了

　民生委員制度創設１００周年を迎えられましたことを心からお喜び申し上げます。

　民生委員制度は、１９１７(大正６）年に岡山県で創設された済世顧問制度を源として始まり、

今年で創設１００周年という節目を迎えられました。この間、社会情勢も大きく変化し、地域

社会の課題も変わっていくなか、民生委員・児童委員の皆様には、常に地域住民の身近な相談

役として長年受け継がれてきた地域に密着した福祉活動のほか、その時代の課題に合わせた新

しい取り組みなどにも、地域福祉の担い手として積極的に取り組んでいただいておりますこと

に心より敬意を表します。

　今日の津山市の地域福祉があるのは、１００年という長きにわたり、日ごろから地域住民の

皆様からの相談ごとへの対応や地域の見守り活動などを通じて、地域福祉の向上のために献身

的なご尽力をいただいた民生委員・児童委員の皆様の努力の賜物であります。また、皆様の地

道で献身的な活動は、地域福祉の推進において、大きな力となっておりますことに、心からお

礼申しあげます。

　さて、津山市では近年人口減少や少子高齢化が進み、地域のネットワーク等のたすけあいの

力も失われつつあります。また、様々な災害への備えなど、多くの課題も山積みしています。

そうしたなか、津山市では「誰もが安心して暮らせる福祉のまち」を目指して、保健、医療、

福祉の課題を解決するため「津山版地域包括ケアシステムの構築」に取り組んでいるところで

す。

　津山市社会福祉協議会として、皆様の声をしっかりとお聴きしながら、地域の様々なニーズ

に対応できる福祉のまちづくりを進めるべく、今後とも皆様とともに地域福祉の推進に取り組

んでまいりたいと考えています。

　また、この民生委員制度創設１００周年記念誌には、各民生委員・児童委員活動の特徴的・

効果的な取り組み事例や活動の中での思い出深いこと、未来を担う民生委員・児童委員へ期待

すること等、これまでの業績を後世に伝えるべく、活動の歴史も掲載されておりますので、今

後の活動を展望する意味からも誠に意義深いものと考えております。

　結びに民生委員・児童委員の皆様のこれまでのご尽力に改めて感謝を申し上げますとともに、

皆様方のますますのご活躍とご健勝を祈念しまして、お祝いの言葉とさせていただきます。
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民生委員児童委員信条と活動スローガン

民生委員児童委員信条

民生委員児童委員活動スローガン

一．わたくしたちは、隣人愛をもって、社会福祉の増進に努めます。

一．わたくしたちは、常に地域社会の実情を把握することに努めます。

一．わたくしたちは、誠意をもって、あらゆる生活上の相談に応じ、
　　自立の援助に努めます。

一．わたくしたちは、すべての人々と協力し、明朗で健全な地域社会
　　づくりに努めます。

一．わたくしたちは、常に公正を旨とし、人格と識見の向上に努めます。

　全国民生委員児童委員連合会では、民生委員制度創設１００周年を記念し、

これからの民生委員児童委員活動に関するスローガンが、次のとおり決定

いたしました。

これからの民生委員児童委員活動に関するスローガン

支えあう　住みよい社会　地域から

民生委員児童委員マーク　民生委員の歌

　民生委員児童委員の徽章などに用いられているこの

マークは、幸せのめばえを示す四つ葉のクローバーを

バックに、民生委員の「み」の文字と児童委員を示す

双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどって、

愛情と奉仕を表しています。

　民生委員のシンボルマークであるハートでできた四

つ葉を囲むグリーンの円は、人々・地域の暮らしと成

長を表し、１００年の歴史を表す「１００」の文字の

オレンジ色が、やさしさとふれあいを意味しています。

「これからも地域とともに」というキャッチコピーには

これまで地域とともに１００年間歩んできた実績を背

景に、これからもずっと地域の方々と共に歩み続ける

という、民生委員児童委員の想いが込められています。
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「民生委員児童委員１００周年」シンボルマーク
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民生委員制度創設１００周年記念大会宣言

　民生委員制度は、人びとの防貧をめざし、大正６年、岡山県で創設された済世顧問制度に始
まり、翌年、大阪府で創設された方面委員制度が全国に広がり、戦後、民生委員制度と改めら
れ、本年、百周年の節目を迎えるところとなりました。
　この間、時代とともに社会の姿は変化し、それに応じて国民が直面する生活課題もさまざま
に変化してきました。しかし、いつの時代にあっても、私たちの先達は常に「良き隣人」とし
て人びとに寄り添い、身近な相談相手となり、行政などへのつなぎ役となってきました。そう
した実践が人びとの信頼を得、民生委員制度は社会に根付き、我が国が世界に誇るべき財産と
もなりました。
　その活動は、住民の個別相談のみならず、全国の委員の力を結集した「モニター調査活動」
を通じて、社会の見えづらい課題を明らかにし、その解決のための支援制度創設を行政に働き
かけることで社会福祉諸制度の充実に貢献するとともに戦後の世帯更生運動、心豊かな子ども
を育てる運動をはじめ、自らが先頭に立って、より良い社会づくり、福祉のまちづくりに取り
組んできました。
　今日、急速に進む少子・高齢化や地域社会の変化のなかにあって、さまざまな課題が顕在化
し、深刻化しています。　また、相次ぐ大規模災害の被災地にあっては、今も多くの人びとが
厳しい状況に置かれています。さまざまな課題を抱える人びとを支え、地域の課題を解決して
いくために、地域住民自らが積極的に参加し、人びとが支え合う「地域共生社会」の実現がめ
ざされ、私たちにも大きな期待が寄せられています。
　本日、全国二十三万人余の民生委員・児童委員を代表してここに集まった私たちは、先達の
努力と情熱にあらためて思いをいたし、その上にたって「誰もが笑顔で、安全に、安心して暮
らせる社会」の実現に向けて新たな歴史の一歩を踏み出すにあたり、強い決意をもって次のと
おり宣言します。

一、「民生委員児童委員信条」を胸に、常に地域住民の立場に立った活動を行ないます。

一、地域共生社会の実現に向けて、地域のつながり、地域の力を高めるために取り組みます。

一、さまざまな課題を抱えた人びとを支えるために、幅広い関係者、関係機関との連携・協働

　　を一層進めます。

一、我が国の未来を担う子どもたちが健やかに育つことができるよう、子育てを応援する地域

　　づくりに取り組みます。

一、民生委員・児童委員制度を守り、発展させていくため、住民にとってより身近な存在となる

　　よう周知活動に取り組み、その理解を広げます。

平成２９年７月９日

民生委員制度創設１００周年記念　　全国民生委員児童委員大会

❖ 津山大会及び関連事業

民生委員制度創設１００周年記念津山大会及び関連事業

○ 民生委員制度創設１００周年記念津山大会

〜〜〜〜〜〜〜式典プログラム〜〜〜〜〜〜〜

期日：平成２９年 6 月１日（木）　　　会場：ベルフォーレ津山

演　奏　　　　津山消防音楽隊
開会宣言　　　津山市民生委員制度創設１００周年記念実行委員長　　真木　好之
国歌斉唱、物故者への黙祷
民生委員児童委員信条朗読
　　　　　　　津山市民生児童委員連合協議会企画研修委員会委員　　林田　民雄

式　辞　　　　津山市民生児童委員連合協議会会長　　　　　　　　　髙山　科子
来賓祝辞　　　津山市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮地　昭範
　　　　　　　津山市議会議長　　　　　　　　　　　　　　　　　　河本　英敏
　　　　　　　衆議院議員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部　俊子
　　　　　　　岡山県美作県民局長　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　知美
民生委員制度創設１００周年記念特別功労者表彰
　　　　　　　元津山市民生委員児童委員連合協議会会長　　　　　　松本　　晃
　　　　　　　元津山市民生委員児童委員連合協議会会長　　　　　　豊田　道弘
　　　　　　　元津山市民生委員児童委員連合協議会会長　　　　　　岸　　章弘
祝電披露
 

　　　　　　　 「１００周年を迎えて」
　　　　　　　講師　：　堀江　正俊　
　　　　　　　　　　　　（全国民生委員児童委員連合会顧問、
　　　　　　　　　　　　　　前全国民生委員児童委員連合会会長）

閉会挨拶　　　津山市民生児童委員連合協議会副会長　　　　　　　　仲矢　武夫

式　典

記念講演

閉　会

開　会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬称略
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○ 民生委員制度創設１００周年記念津山大会

○ １００周年記念津山大会関連事業
津山市における済世顧問制度のはじまり
　　大正６年５月、岡山県において、当時の笠井信一知事よって創設された済世顧問制度が
　現在の民生委員制度の起源です。翌年には、大阪で方面委員制度が発足し、それ以降、各
　県で独自のものを盛り込みながら、全国に普及しました。
　　津山市で、大正６年最初に済世顧問になったのは、多聞寺住職の清田寂栄氏です。
　　大正７年には、全国で米騒動が広がり、津山でも生活困窮者が増加、病気に悩まされる
　人が多くいたため、寂栄氏の子息の清田寂担氏（大正１１年に済世委員）は、貧困の原因
　が病気にあることに気づき、医療の提供を決意。大正８年、大圓寺をはじめ１６の寺が協
　力して「津山施療院」を創設。当初の診察は大圓寺のお堂で始め、医師は無報酬で治療に
　あたりました。その後、津山施療院は津山病院になり、現在も救護施設津山広済寮として
　貧困救済の意思は引き継がれています。
　　大正１０年、済世顧問の補助機関として済世委員制度が作られ、地域組織として済世会
　が各市町村に作られ、津山でも、昭和２年に津山町済世会が設立、これは現在の津山市社
　会福祉協議会の前身です。
　　昭和３年、妙願寺（戸川町）住職・森康正氏は、その境内の太鼓楼を開放し津山町済　
世会託児所を開設。その後、津山市山下に移転し、津山保育園と改称し現在に至っています。

　津山市民生児童委員連合協議会は、「民生委員・児童委員の日」である平成２９年５月
１２日に、民生委員制度１００周年を記念して、津山市山北津山中央公園の一画にヒマラヤ
杉を植樹し、制度の更なる発展を祈念しました。

１００周年記念津山大会式辞 津山施療院の診療室と
なっていた大圓寺お堂

笠井信一氏の銅像（岡山城前） 清田寂担氏（大圓寺住職）

特別功労者表彰 津山市済世会託児所を設置した
妙願寺太鼓楼

❖ 津山大会及び関連事業
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津　山　市　の　概　要

❖ 津山市の概要

　津山地域は周囲を山々に囲まれた盆地で、北に中国山地をひかえ、盆地の中部を吉井川の清
流が貫流する、豊かな自然につつまれた地である。
　奈良時代の７１３年（和銅６年）に美作の国が誕生して以来、出雲街道など交通の要衝に位
置することから、その政治・経済・文化の中心地として栄えてきた。
　特に、１６０３年（慶長８年）森忠政が美作に入国し、間もなく津山城を築いてからは、城
下町として独特の文化をはぐくんできた。以後、長きにわたり藩政が続き、その幕末から学問
の奨励等が行われ、宇田川玄随、箕作阮甫をはじめとしたわが国の近代化に貢献した幾多の人
材を輩出するなど、教育・文化都市として今日に至っている。
　このような地理的、歴史的、文化的背景は、伝統産業の農林業に加えて、城下４００年の歴
史を持つ商業をはぐくむとともに、昭和５０年の中国縦貫道の開通を契機とする工業団地の造
成・企業誘致などの街づくりにいかされてきた。
　こうした中で、平成１７年２月には、地域的なつながりの深い加茂町、阿波村、勝北町、久
米町との合併を行い、以来、同郷としての一体感の醸成に努め、さらに平成３１年２月１１日
には市制施行９０周年を迎えた。近年Ｂ級グルメ「津山ホルモンうどん」全国２位を獲得でも
有名になり、観光客の増加に力を注いでいる。
　現在、駅前を中心とした中心市街地活性化計画も進行中であり、県北の雄都としてのさらな
る発展が期待されている。

市　制　施　行　　昭和４年２月１１日

位　置　と　面　積
　　東　　経　　１３４度００分２５秒
　　北　　緯　　　３５度０３分５８秒
　　海　　抜　　　　　　　　　９９ｍ
　　面　　積　　　　　５０６. ３６㎢

人　口　等　（平成３０年１１月１日現在）
　　人　　口　　　　１０１， ５３０人
　　世　　帯　　　　４５， １１７世帯
　　人口密度　　　　　　２００人／㎢

❖ 民生委員制度関係年表

民生委員制度１００年のあゆみ

◇はじめに

　民生委員制度は、大正６年に岡山県において創設された済世顧問制度が原点です。
以来、１００年の長い歴史を経て、今日の成熟した民生委員制度となる。
　一方、津山市における済世顧問制度は、津山市制施行前の昭和２年に地域組織として発足し
た「津山町済世会」が始まりです。
　社会福祉事業の歴史を振り返ると、次の３つの時期に大別される。

（1）明治時代より第 2 次世界大戦終結まで
　明治初年より大正時代初期までの宗教家、篤志家、富豪などによる教育的宗教的背景をもっ
た救済を目的とする個人的慈善事業の時代である。
　大正時代からは、済世顧問制度の確立による制度化された、いわゆる済世時代となる。そし
て、昭和の激動の時代を迎え、昭和１３年の厚生省の設置と共に社会事業は厚生事業と呼ばれ
その対策は生産力に重点がおかれるようになり、日中戦争から第 2次世界大戦終戦までは戦時
下体制の中で、福祉事業は縮小の苦難の時期となった。

（2）戦後の復興から高度経済成長にわいた昭和後期まで
戦後の混乱の中で、援護事業を重点に始まった。占領軍は国による社会福祉推進を強力に指導
し、児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法、社会福祉事業法など、行政立法が次々に公
布され、昭和２０年代に現代の社会福祉の骨格がほぼでき上った。しかし財政面では不十分な
ものであった。
　昭和３０年代中期以降は、高度経済成長がもたらす生活の変動により、貧富の格差拡大や、
核家族、児童・老人問題など新たな生活不安に対応するための福祉施策として、知的障害者福
祉法（旧精神薄弱者福祉法）、老人福祉法、母子寡婦福祉法が施行され福祉６法の時代を迎える。
このことにより、福祉事業は身体障がい者福祉施設、老人福祉施設、児童福祉施設（保育所）
など各種施設が全国的に普及して行った。また、巾広いボランティア活動が展開されるように
なり新たな広がりを見せてきた。

（3）バブル崩壊で始まった平成から今日に至るまで
　平成に入り急激な少子高齢化の進展に対応するため平成１２年４月に発足した介護保険制度
のもとで、高齢者の「自立支援」「尊厳の保持」を基本理念として予防重視型システムへ転換、
認知症ケアや地域型ケアを推進し新たな取り組みが行われる。一方で、要援護者（利用者）の
増大に伴い担い手不足が生じ、人材確保や育成が急務となっている。
　近年の急激な時代の変化や多様化・複雑化する社会環境の中にあっては、新たな課題へ対応
することが強く求められるようになってきた。
　ここに、津山市における民生委員制度１００年の変遷を振り返って「あゆみ」として、取り
まとめた。
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大正　５年

　　　６年

　　　８年

　　１０年

　　１１年

昭和　２年

　　　３年

　　　４年

　　　６年

　　　７年

　　　８年

　　　９年

　　１２年

　　１９年

　　２０年

　　２１年　９月

　　　　　１０月

笠井信一岡山県知事　済世顧問制度大綱完成

５月１２日　岡山県済世顧問設置規程公布

済世顧問制度創設　清田寂栄済世顧問となる

済世委員　清田寂坦が津山市西寺町大圓寺に地元の医師らが

無償で診療する津山施療院を開院自ら院長になる

１０月１４日　岡山県済世委員設置規程公布

済世顧問の補助機関として済世委員制度がつくられ地域組織

として ｢済世会」が各市町村に生まれる

岡山県済世顧問委嘱１６９人　済世委員２, ３９８人

清田寂坦　済世委員に委嘱（以降方面委員、民生委員に）

津山町済世会発足（初代会長　津山町長　小沼敬三郎）

（現在の津山市社会福祉協議会の前身）

岡山県済世顧問１８２名

済世会託児所開設　妙願寺住職　森康正（津山保育園の前身）

津山市誕生　津山市制施行（初代市長　小沼敬三郎）

津山市済世会（前津山町済世会）

５月１８日　岡山県済世記念日を定める

済世顧問、済世委員を救護法第４条の委員に委嘱

第２回岡山県済世顧問済世委員大会開催（津山市）

岡山、津山、高梁に済世事務所設置

済世委員制度を方面委員制度に改める

清田寂坦　岡山県方面委員選考委員会委員委嘱（昭和25年まで）

岡山県方面委員連盟結成

岡山県方面委員制度を廃止し岡山県厚生委員制度設置

航空機方面委員号献納運動の結果　陸海軍に各１０万円贈る

１２月歳末の同情週間中、各厚生委員の協力を得て済世袋を

収集する。阪神方面並びに岡山地方の空襲罹災者のために

津山、東津山、津山口、院庄の各駅において宿舎の斡旋並び

に相談を受ける

民生委員令公布（方面委員令廃止）

岡山県は厚生委員から民生委員に改称

岡山県民生委員連盟発足

津山市済世援護会を設立（会長平松俊太郎）

生活保護法において民生委員は保護事務につき、市長村長の

補助機関となる

　７年　大阪府方面委員規定公布

　８年　元岡山県知事笠井信一

　　　　北海道長官就任

１２年　市町村済世団体設置推奨

　３年　方面委員制度が全国に普及

　　　　全国 151,558 名

　４年　救護法公布

　　　　７月　元岡山県知事

　　　　　笠井信一氏　死去

　９年　済世顧問､ 委員の徽章制定

１１年　方面委員令公布

１３年　全国方面委員

　　　　全国 59,444 名

　　　　　男 57,678 名

　　　　　女  1,776 名

　　　　社会事業法公布

２０年　全国方面委員緊急大会

　　　　開催（東京）

　９月　生活保護法公布

民生委員児童委員に関する動き年　次 関連事項

（西暦 1916）

（西暦 1927）

（西暦 1945）

昭和２１年１１月

　　　　　１２月

　　２２年　４月

　　　　　１１月

　　　　　１２月

　　２３年　４月

　　　　　　７月

　　　　　　９月

　　２４年１０月

　　２５年　５月

　　　　　　７月

　　　　　１１月

　　２６年　１月

　　　　　　３月

　　　　　　６月

　　　　　１０月

　　２７年　５月

第１回　全国民生委員大会開催（京都）

民生委員一斉改選　岡山県３,４３０名（男３,２４６名　女８４名）

　

第 1回岡山県民生委員大会開催（岡山市）

第１回共同募金運動が全国一斉に展開され民生委員の協力で

成果を上げる　津山市共同募金実績額５６０, ９４９円

「児童福祉法」の制定により児童委員を置き民生委員令によ

る民生委員は児童委員に充てられる

津山市済世援護会発足（前津山市済世会）

民生委員一斉改選

「民生委員法」公布、施行　「民生委員令」廃止

全民連民生委員の歌及び民生委員を讃える歌募集

「花咲く郷土」「光とともに」決定

津山児童相談所が開設される

「花咲く郷土」「光とともに」の作曲発表

「改正生活保護法」公布　新生活保護法により民生委員は保

護実施の協力機関となる

清田寂坦　岡山県民生委員選考委員会委員委嘱

津山市社会福祉協会を設立（前津山市済世援護会）

　初代会長　清田寂坦（初代津山市民生委員連合協議会長）

　　　　　　　　　　　（岡山県共同募金会津山市支会長）

中央社会福祉協議会発足（日本社会事業協会、同胞援護会､

全国民生委員連盟が合体）民生委員は社協の中核として位置

づけられる

岡山県民生委員連盟発展的解消

岡山県、民生委員１人１世帯自立更生運動実施

民生委員信条制定

全日本民生委員連盟解散

津山市社会福祉事務所発足

１１月　日本国憲法公布

民生委員児童委員に関する動き年　次 関連事項

❖ 民生委員制度創設100周年のあゆみ

　　　　全日本方面委員連盟は
　　　　全日本民生委員連盟に改称
１２月　民生委員一斉改選
　　　　全国 122,605 名
　　　　　男 110,793 名
　　　　　女  11,812 名

　４月　厚生省より全民生委員に

　　　　徽章交付

１１月　第 1回　共同募金運動実施

１２月　児童福祉法公布

　　　　厚生省より民生児童委員

　　　　手帳交付

７月　こどもの日制定

１２月　身体障害者福祉法公布

　５月　新生活保護法公布

　３月　社会福祉事業法公布

　　　　岡山県社会福祉協議会設立

　５月　児童憲章制定

　５月　民生委員徽章改定
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昭和２８年１２月

　　２９年　７月

　　３０年　１月

　　　　　　５月

　　３１年１２月

　　３２年１１月

　　３３年　４月

民生委員一斉改選　津山市１３５名（男１２１名　女１４名）

津山市に１０ケ村を編入（田邑、一宮、高野、神庭、高倉

高田、河辺、大崎、広野、滝尾）

楢（勝北町）、堂尾、池ケ原（勝央町）を津山市に編入する

合併記念津山市民生委員大会開催

「世帯更生資金貸付制度」が設けられ民生委員の低所得者対

策活動の有力な資源となる　国庫補助１億円計上

民生委員一斉改選　津山市１９３名（男１４５名　女４８名）

岡山県定数　３, ６９３名（男２, ８３６名　女８５７名）

「福祉の桐」愛育５カ年計画開始

愛育運動生みの親福祉事務所長（籾山稔氏）

戦後の混乱期の中､ 民間福祉活動資金確保のため ｢福祉の桐｣ 植樹運

動が開始される　桐の木は成長が早く5 年で成木収益になることから､ 無

償で提供された6000 本の桐の苗木が民生委員 200 人の協力を得て配布

される6 年目から伐採､ 都合 10 年の長きにわたるのだが､ その間市民の

善意を結集して地域住民総ぐるみによる愛育運動が展開されたことに意義

があり､ この活動の反響は大きく国の機関紙 ｢政府の窓｣ にも掲載される

鶴山観光売店の運営協力

社会福祉協議会の民間福祉活動資金造成のため、桜の期間中

開設される鶴山公園の売店業務の運営に協力する

運営事務局長は民生委員の中から有志を募り、梅の段の売店

に寝泊まりして事業終了まで一切の業務に当たっていた

また、売店従事者には９地区の民生委員協議会から各地区よ

り２名が毎日交替で腕章をつけ無報酬手弁当で奉仕している

事務局長協力者　南部地区民生委員　柏内義雄氏

　　　　　　　　東部地区民生委員　田村美好氏

　　　　　　　　城北地区民生委員　杉山艶子氏

いずれも数年にわたって協力している

売店の収益金は毎年１００万円前後と貴重な福祉事業財源と

なっている　こうして得られた財源を元に民生委員による生

活困窮者への緊急援護費の支給（１万円以内）、福祉金庫の

　４月　世帯更生貸付資金制度創設

　８月　朝日訴訟おこる

　４月　民生委員互助共励事業開始

　　　　会費一委員年額１００円

民生委員児童委員に関する動き年　次 関連事項

昭和３３年　４月

　　３４年　７月

　　　　　　９月

　　　　　１２月

　　

　　３５年１０月

　　　　　　

　　　　　　

　　３６年　４月

　　３７年　８月

　　　　　１０月

　　　　　１２月

貸付（３万円以内の小口貸付、無利子）と国の世帯更生資金

（現在の生活福祉資金）の貸付と３段構えで対応していた

　　（福祉金庫の財源には民生委員 198 名の一口 500円の出資金が入っている）

全社協、民生児童委員協議会が「共同募金の倍加運動におけ

る民生委員の活動要領」を策定

津山市社会福祉協会（財団法人に）

歳末たすけあい運動　家屋補修の実施（第１回）

津山市勝間田町　妹尾建設社長　妹尾長治郎氏の協力で最初

の家屋補修が行われる、社長自らが従業員（大工）を連れて

技術の提供をされる　以来現在も引続き行われている

民生委員一斉改選　津山市１９３名（男１４５名　女４８名）

津山市心配ごと相談所開設（津山中央病院内）

民生委員の相談活動の一環として心配ごと相談所の開設が進

められる　出張相談も開いて住民の心配ごと相談の解決にか

なりの実績を上げていた

　初代所長　清田寂坦（市民連・社協会長）相談員１２名

　◎中央地区民生委員総務（会長）長沢快平氏談

民生委員は昭和 27 年から努める　福祉の桐や家屋補修など

の活動が､ 当時全国的にも注目され､ 大会や研修会に出ると

よく話題になったものだ､ 津山くらい福祉に力をいれている

ところはないと感じた　｢鶴山売店｣ には民生委員が出勤し、

お客さんのためにﾑｼﾛをかついでゆくなど皆よく働いた　当

時は民生委員を初めとして､ 住民参加の福祉活動がとても熱

心で少しでも福祉活動資金を生み出そうとする意気込みが

あった

世帯更生運動を「しあわせを高める運動」に改称

社会福祉統計報告に「民生委員の活動状況報告｣ が加えられ

毎月の活動メモを厚生省に提出することとなる

社会福祉法人　津山市社会福祉協議会設立（財団法人改称）

津山市心配ごと相談所移転（津山保護司会館内）

民生委員一斉改選　津山市１９３名（男１４７名　女４６名）

　５月　民生委員制度４０周年記念

　　　　笠井信一　銅像建設

　　　　岡山市　鳥城公園内に

１１月　児童権利宣言

　３月　民生委員総務制度設置

　　　　知的障害者福祉法公布

　　　　厚生省 ｢心配ごと相談所

　　　　運営要綱｣ を改める

　６月　民生委員徽章改定

１０月　朝日訴訟一審判決朝日氏

　　　　勝訴

　４月　｢世帯更生資金貸付要綱｣

　　　　を通知

　４月　社会福祉協議会基本要綱

　　　　策定

民生委員児童委員に関する動き年　次 関連事項

（西暦 1955）

❖ 民生委員制度創設100周年のあゆみ
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昭和３８年　５月

　　３９年　７月

　　４０年　７月

　　　　　１２月

　　４１年　３月

　◎「福祉の桐」処理委員会の設置

昭和 32 年より 5 カ年計画で植樹された ｢福祉の桐｣ の最初

の桐が 5年を経過し成木となり伐採の時期を向かえる民生委

員により植樹者に伐採可能な桐の木の目安を文書で通知自分

で伐採できる人､ 伐採を依頼する人を調査集約する

伐採を依頼される方には､ 一般からきこりの経験者を雇い､

桐の葉の落ちる秋口から春先まで植樹年順に 5年間にわたり

伐採し､ 市庁舎前の貯木場に集荷する

農山村地域では民生委員､ 町内会長で伐採ﾄﾗｯｸの入る所まで

集荷､ また狭い路地裏に植えられた桐が大きくなり切り出す

ため一旦ドブ川に切り落とし地区の民生委員がドブ川に入っ

てどろんこになって引き上げる等大変な作業であった集荷さ

れた桐は､ 昭和 43 年までに数回にわたり入札売却､ その益

金は 150 万円､ 植樹者の管理料 3割を差し引いて 100 万円の

善意基金が造成された

地域の実態把握のため世帯表の作成（民生委員、町内会長）

民生委員一斉改選　津山市１９３名（男１５０名　女４３名）

無灯火世帯の解消（民生委員による実態調査）

調査の結果２１世帯の無灯火世帯を把握

多くは既存の電柱より遠く離れているために費用がかさみ設

置基準にはずれている家庭

夜、電灯がつかないために昼間に勉強をして遊ぶことができ

ない子どもがいることから市民に呼びかけ、篤志の方々の寄

付金と中国電力の協力を得て解消する

　◎共同募金運動と民生委員活動

　７月　｢老人福祉法｣ が制定され

　　　　民生委員は同法実施の協力

　　　　機関となる

１１月　朝日訴訟東京高裁にて逆転

　　　　判決（朝日茂敗訴）

　７月　母子及び父子並びに寡婦

　　　　福祉法公布

　８月　母子保健法公布

民生委員児童委員に関する動き年　次 関連事項

昭和４１年　３月

　　４２年　５月

　　　　　　７月

　　４３年　１月

　　

　　　　　１２月

　　４４年１０月

　　　　　　

　　４６年　７月

　　　　　１２月

　　　　　　

　　４８年　６月

　　　　　　８月

　　４９年　３月

　　　　　　９月

　　　　　１２月

　（昭和４９年津山市の共同募金事例）

県割り当て目標額 250 万円 + 市独自付加目標額 250 万円 = 総目標

額 500 万円募金実績額 563 万円県からの配分額 687 万円（県の割当

目標額を 200%以上も上回っている）

このことから､ 県共同募金会の依頼により中央共同募金会主催の第

3 回全国共同募金論文ｺﾝﾃｽﾄに応募見事入賞、昭和 42 年 3 月全国社

会福祉大会において受賞している､ 論文における民生委員の皆さん

の法人募金篤志募金の協力活動は言うまでもない

民生委員制度創設５０周年記念

　全国民生委員児童委員総会開催（岡山市）

津山市民生委員大会開催

清田寂坦　民生委員連合協議会長　社会福祉協議会長　逝去

東城伊八郎　民生委員連合協議会長　社会福祉協議会長　就任

心配ごと相談所に､ 身体障害者結婚相談の窓口を設ける

倉吉市（社協）心配ごと相談所と提携

民生委員一斉改選　津山市１９３名（男１５０名　女４３名）

津山市心配ごと相談所移転美作労働会館内

　主任相談員　二木秀穂（城北地区民協）相談員１５名

全国民生委員の社会福祉モニター活動として「老人の保健と

医療調査」実施

津山市民生委員連合協議会長　東城伊八郎氏　勇退

　　　同　　　上　　　　　　長沢快平氏　　就任

民生委員一斉改選　津山市１９８名（男１４６名　女５２名）

津山市心配ごと相談所にテレフォン相談窓口開設

老人友愛訪問事業開始「老人家庭友愛協助員カード」設置

岡山県民生委員児童委員協議会発足

「活動メモ」は「活動記録」に改称し内容様式を改善

一人暮らし老人宅〝緊急連絡カード〟の備え付け展開

民生委員一斉改選　津山市１９８名（男１４７名　女５１名）

　７月　心配ごと相談所に国庫補助

　　　　つく

　７月　民生委員 ｢居宅寝たきり

　　　　老人｣ 実態調査

１２月　民生委員一斉改選

　　　　全国 134,245 名

　　　　男     91,949 名

　　　　女     42,296 名

　３月　全民児連映画 ｢明日に生

　　　　きる母親たち｣ 製作

　４月　｢孤独死老人ゼロ運動｣

　　　　全国展開

１２月　民生委員一斉改選

　　　　全国 157,950 名

民生委員児童委員に関する動き年　次 関連事項

（西暦 1965）

　　　　　男 103,072 名
　　　　　女   54,878 名

❖ 民生委員制度創設100周年のあゆみ

戦後生まれた（昭和 22 年 10 月）共同募金運動､ 県下でも民間福祉
施設を多くかかえる津山市は､ 県からの割当て目標額に市独自の付
加目標額を加えて募金を行い､ 実績額は毎年目標額を突破､ 配分額
は目標額を大幅に越えることから市民の皆さんの共同募金に対する
関心が高まり､ 県下で唯一高い実績を上げ模範となっている
その募金の一番の推進者は民生委員で､ 市内 1,200 社に及ぶ法人募
金､ 篤志募金は民生委員の皆さんの足で支えられ募金総額の半分を
占めており､ その活動は現在に引継がれている
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昭和５０年　１月

　　　　　　９月

　　５１年　９月

　　　　　１２月

　　５２年　４月

　　　　　　７月

　　５３年　３月

　　　　　　９月

　　５５年　３月

　　　　　１２月

　　５６年　４月

　　５７年　２月

　　　　　　６月

　　　　　　８月

　　５８年１０月

　　　　　１２月

津山市心配ごと相談所開設１５周年記念特集

「心配ごと相談所の運営と相談員の心構え」発行

津山市城北地区民生委員協議会が、民生委員活動指定地区

となり活動を展開する

１人暮らし老人友愛協助員制度スタート

老人家庭友愛協助員カード設置

明るい家庭推進運動で、市内２７世帯の裸電球を蛍光灯に取

替える（民生委員調査）

「５月１２日」民生委員の日制定

民生委員児童委員活動強化週間「老人介護の実態調査」

父子家庭アンケート調査実施〝生活苦しい〟

民生委員一斉改選　津山市１９５名（男１４４名　女５１名）

前年の民生委員による父子家庭アンケート調査結果から

父子家庭に激励金を贈る（２０名）

民生委員の社会福祉モニター活動として「寝たきり老人の介

護実態調査」を実施

津山市民生委員連合協議会婦人部結成　部長　土路生好野氏

民生委員一斉改選　津山市１９４名（男１３５名　女５９名）

心配ごと相談所に専用電話を設け市民より困りごと相談を受

付ける

第１回　岡山県民生委員児童委員教室開催

新市庁舎が完成する

津山市総合福祉会館新築落成福祉の殿堂ができる

岡山県「痴呆性老人家族介護者実態調査」民協実施協力

民生委員一斉改選　津山市１８８名（男１３２名　女５６名）

津山市民生委員連合協議会長　松本晃氏　就任

　４月　民生委員制度６０周年記念

　　　　岡山県民生児童委員大会

１２月　民生委員一斉改選

　　　　全国 163,197 名

　　　　　男 103,315 名

　　　　　女   59,882 名

　９月　県民児協 ｢父子家庭｣

　　　　の実態調査実施

１２月　民生委員一斉改選

民生委員児童委員に関する動き年　次 関連事項

昭和５９年　６月

　　６０年　６月

　　　　　１１月

　　６１年　２月

　　　　　　４月

　　　　　１２月

　　６２年　３月

平成　元年１２月

　　　３年　９月

　　　　　１０月

津山市民生児童委員連合協議会機関紙創刊号

「津山市民協だより」発行

心配ごと相談所が第３日曜日も開設（毎週水曜日開設２６年目）

在宅一人暮らし高齢者生活実態ニーズ調査実施

　（民生児童委員連合協議会協力）

昭和 55 年に 413 人がこの年 726 人になる､ 1.8 倍に増加　一

人暮らし期間の長期化､ 高年齢化が明らかになってきた　地

域社会とのふれあいと支援が必要なことが分かってきた

「ねたきり老人とその介護者の実態調査」を実施

ねたきり老人 230 名が在宅で療養生活をおくっておられるこ

とが分かる、しかも介護者とともに多くの問題点の実態が明

らかになった

「父子家庭実態調査」実施

民生委員一斉改選　津山市１８５名（男１３３名　女５２名）

第２回「見守り友愛協助員の集い」推進大会開催

　民生児童委員連合協議会の協力

民生委員一斉改選　津山市１８５名（男１３１名　女５４名）

厚生省指定「ふれあいのまちづくり事業」を開始する

福祉総合相談事業、地域生活支援事業、住民参加地域福祉事

業、福祉施設協働事業の４部門について先駆的、開拓的に取

組みを始める

行政を始め連合町内会、民生委員連合協議会、愛育委員会等

多数の団体、施設、市民によって取組みが進められた

津山市福祉総合相談センターを開設

心配ごと相談所、心身障害児療育相談室を改組し、法律相談

等を加えて８つの専門相談を開設する　名称も各相談所名を

統合して津山市福祉総合相談センターとした

　３月　｢丈夫な子どもを育てる母

　　　　親運動｣ から ｢心豊かな子

　　　　どもを育てる運動｣ に名称

　　　　を改め､ 新たな運動を展開

　　　　することになった

　９月　民生委員制度創設７０周年

　　　　記念全国一斉社会福祉モニ

　　　　ター調査

　５月　民生委員制度７０周年記念

　　　　岡山県民生委員児童委員大

　　　　会開催（倉敷市）

　９月　全民児協 ｢在宅痴呆老人の

　　　　介護者実態調査｣ 最終報告

　　　　元号を ｢平成｣ と改める

１２月　民生委員一斉改選

　　　　全国 183,216 名

　　　　　男 103,609 名

　　　　　女   79,607 名

民生委員児童委員に関する動き年　次 関連事項

（西暦 1975）

（西暦 1985）

（西暦 1989）

　　　　全国 172,869 名
　　　　　男 103,322 名
　　　　　女   69,547 名

❖ 民生委員制度創設100周年のあゆみ
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平成　４年　２月

　　　　　１２月

　　　５年　５月

　　　６年　１月

　　　７年　３月

　　　　　　４月

　　　　　１２月

　　　８年　８月

　　　９年　５月

　　１０年１２月

　　１２年　３月

第１回 ｢孫心（まごころ）弁当｣ を実施

生徒が調理した弁当を持って民生委員の協力によりモデル地

区内の一人暮らし高齢者宅を訪問、高齢者の気持ち生活にふ

れる福祉学習を実践する

　（津山商業高等学校、城北地区民生委員協議会連携）

民生委員一斉改選　津山市１８５名（男１２７名　女５８名）

岡山県民児協規約の一部改正（婦人部から女性部へ）

主任児童委員の創設　岡山県定数３２８名

　　　　　　　　　　津山市　　　１４名（男５名　女９名）

津山市民生委員児童委員連合協議会機関紙名改称

「津山市民児協だより」に

｢城西地区見守り友愛協助員の集い｣ 開催

岡山県民児協児童福祉推進委員会設置

民生委員一斉改選　津山市１９９名（男１２７名　女７２名）

父子家庭しあわせ調査を実施（民生児童委員協議会が協力）

市内で 68 世帯が判明、父親の年齢は 40 歳代が一番多く半数（52.9%）

を占めた　悩みについては､｢経済的なこと 22.5%｣ ｢教育 19.6%」「自

分の健康 12.7%｣ などとなった

民生委員制度創設８０周年記念

｢津山市民生委員 ･児童委員大会｣ 開催

民生委員一斉改選　津山市１９９名（男１３３名　女６６名）

　　　　　　　岡山県定数４, １２５名

民生委員法改正により、名誉職から地域福祉の推進者へ

民児協総務は「会長」に変更

　３月　岡山県民児協 ｢活動推進

　　　　基金｣ の設置

１２月　民生委員一斉改選

　　　　全国 188,948 名

　　　　　男 102,066 名

　　　　　女   86,882 名

　５月　市区町村民児協実態調査実施

　１月１７日　午前５時４６分

　　　　阪神 ･淡路大震災発生

　７月　精神保健福祉法公布

１２月　民生児童委員一斉改選

　　　　全国 208,040 名

　　　　　男 104,774 名

　　　　　女 103,266 名

　５月　民生委員制度創設８０周年

　　　　記念　岡山県民生委員

　　　　児童委員大会（岡山市）

１２月　介護保険法公布

１２月　民生児童委員一斉改選

　　　　全国 214,926 名

　　　　　男 113,949 名

　　　　　女 100,977 名

　４月　介護保険法施行

　　　　社会福祉事業法から

　　　　｢社会福祉法｣ に改正

民生委員児童委員に関する動き年　次 関連事項

平成１３年１１月

　　　　　１２月

　　１６年　３月

　　　　　１２月

　　１７年　２月

　　１８年　４月

　　１９年１２月

　　２０年　６月

　　　　　１１月

　　２１年　６月

　　　　　１２月

　　２２年　６月

　　　　　１１月

主任児童委員の配置基準を改正、すべての単位民児協で主任

児童委員の複数配置を実現

民生児童委員一斉改選　津山市２０３名（男１２４名　女７９名）

　　　　　　岡山県定数４, １４６名

津山地域合併協議会を設立

民生児童委員一斉改選　津山市２０２名（男１１８名　女８４名）

　　　　　　岡山県定数４, ３０８名

津山市民生児童委員連合協議会長　豊田道弘氏　就任

平成の大合併（１市３町１村）

津山市、加茂町、勝北町、久米町、阿波村　合併

民生委員制度９０周年記念事業全国一斉活動

民生委員・児童委員発「災害時一人も見逃さない運動」開始

民生児童委員一斉改選　津山市２８３名（男１５５名　女１２８名）

　　　　　　岡山県定数４, ２９７名

１２月　民生児童委員の一斉改選

　　　　全国 224,032 名

　　　　　男 125,756 名

　　　　　女   98,276 名

１０月　全国民生児童委員大会を

　　　　岡山で開催

　　　　障害者自立支援法成立

１２月　民生児童委員一斉改選

　　　　全国 227,287 名

　　　　　男 135,032 名

　　　　　女   92,255 名

民生委員児童委員に関する動き年　次 関連事項

（西暦 2010）

（西暦 2000）

津山市民連協全体研修

　演題「阪神 ･淡路からのメッセージ」

　　　講師　神戸市人と防災未来センター　　　市原聰美氏

　演題「人権について考える」

　　　講師　津山市人権啓発課　　　　　　　　飯島尚教氏

津山市民連協全体研修

　演題「高齢者が地域で安心して暮らす権利を守るために」

　　　講師　竹内法律事務所　　　　　弁護士　竹内俊一氏

　演題「青少年健全育成と係わり方について」

　　　講師　津山市青少年育成センター　指導員　松田宏平氏

津山市民連協全体研修

　演題 ｢成年後見制度について｣

　　　講師　津山市社会福祉事務所　高齢介護課 主査　河野茂夫氏

　演題 ｢児童虐待の現状について｣

　　　講師　岡山県津山児童相談所　子ども支援課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹　嶋田俊幸氏

❖ 民生委員制度創設100周年のあゆみ
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平成２２年１２月

　　２３年　５月

　　　　　　６月

　　　　　１１月

　　２４年　５月

　　　　　　６月

　　　　　１１月

　　２５年　６月

　　　　　１１月

　　　　　１２月

民生児童委員一斉改選　津山市２８３名（男１４７名　女１３６名）

　岡山県定数　４, ２８４名

　（民生委員　３, ７７３名　主任児童委員　５１１名）

津山市民生児童委員連合協議会長　岸章弘氏　就任

５月１２日民生委員の日活動強化週間重点事業

　活動ＰＲチラシ、ポスター作成配布

東日本大震災義援金１４１, ５００円贈る

津山市民連協全体研修

　演題「相談面接における傾聴技法研修伝達講習｣

　　　講師　津山市東部地区民生児童委員　　　仲矢武夫氏

　演題「認知症ささえあうまちづくり講座について」

　　　講師　津山市地域包括支援センター 保健師　大橋慶子氏

　演題「児童虐待～子どもの人権と地域のかかわり」

　　　講師　弁護士 ･虐待防止センター 施設長　鯨京真知子氏

民生委員制度創設９５周年記念　パンフレット作成配布

津山市民連協全体研修

　演題「地域包括センターと民生委員との関わり」

　　　講師　津山市地域包括支援センター 所長　坂手鏡子氏

　演題「かけがえのない大切なこころと命」

　　　講師　津山市健康増進課　　　　保健師　津島良枝氏

津山市民連協全体研修

　演題「証明事務について理解を深める」　

　　　講師　津山市社会福祉事務所生活福祉課　 主幹　畑田泰則氏

　「相談支援の事例」津山市南部地区民協 副会長　井上義信氏

　「地域活動の事例」津山市阿波地区民協 副会長　岸本完治氏

　「こけないからだ体操・ふれあいサロン活動事例」

　　　　　　　　　津山市城東地区民協 副会長　亀田榮三氏

　演題「高齢者虐待を防ぐ」～地域で協働、見守りを～

　　　講師　岡山パブリック法律事務所 社会福祉士　新名雅樹氏

民生児童委員一斉改選　津山市２８０名（男１３９名　女１４１名）

　岡山県定数　４, ３３４名

　（民生委員　３, ８１３名　主任児童委員　５２１名）

津山市民生児童委員連合協議会長　髙山科子氏　就任

１２月　民生児童委員一斉改選

　　　　全国 225,247 名

　　　　　男 135,208 名

　　　　　女   90,039 名

　３月　東日本大震災

　４月　生活困窮者自立支援法

　　　　生活保護法一部改正法成立

１２月　民生児童委員一斉改選

　　　　全国 233,911 名

民生委員児童委員に関する動き年　次 関連事項

平成２６年　６月

　　　　　１２月

　　２７年　６月

　　　　　１１月

　　２８年　６月

　　　　　１１月

　　　　　１２月

津山市民連協全体研修（新任委員研修）

　演題１．「民生委員の活動について」

　　　２．「活動記録の記入について」

　　　講師　津山市社会福祉事務所生活福祉課 主幹　尾原英樹氏

　演題「地域包括支援センターの役割について」

　　　講師　津山市地域包括支援センター センター長　杉井真澄氏

　演題「今民生委員さんに知っておいてもらいたいこと」

　　　講師　美作大学　　　　　　　　　教授　小坂田稔氏

　４月　熊本地震

１２月　民生委員一斉改選

　　　　全国 229,541 名

民生委員児童委員に関する動き年　次 関連事項

津山市民連協全体研修

　演題 ｢人間の苦しみとは何か？」

　　　講師　新天地育児院　　　　　　　院長　龍尾和幸氏

全国一斉モニター調査「社会的孤立を背景として問題を抱え

た世帯の実態調査」の実施

熊本震災義援金２８０, ０００円贈る

津山市民連協全体研修

　演題「防災施策の現状と発生時の緊急対応」

　　１）「熊本地震から見えてきたこと」

　　　講師　美作保健所保健課地域保健班 総括参事　岡田かおり氏

　　２）「県と市の防災施策について」

　　　講師　美作県民局地域政策部地域作り推進課 参事　上河行雄氏

　　　講師　津山市危機管理室　　　　　室長　藤井浩次氏

　　３）「避難行動要支援者台帳について」　

　　　講師　津山市生活福祉課社会援護係 主任　土井天聖氏

民生児童委員一斉改選　津山市２７８名（男１３９名　女１３９名）

岡山県定数４, ３７０名

　（民生委員　３, ８４３名　主任児童委員　５２７名）

津山市民連協全体研修

　演題「改正介護保険制度の概要について」

　　　講師　津山市社会福祉事務所　高齢介護課 主幹　坂手鏡子氏

　演題 ｢民生委員と地域包括支援センターの関わりについて」

　　　講師　津山市地域包括支援センター 主任介護支援専門員　大塚愛氏

　演題「老人福祉地域移行の中での民生委員の役割について｣

　　　講師　岡山県老人福祉施設協議会　会長　小泉立志氏

　演題「マイナンバー制度について」

　　　講師　市行財政改革推進室　　　　室長　杉山義和氏

❖ 民生委員制度創設100周年のあゆみ
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❖ 組織

津山市民生児童委員連合協議会組織と概要

１．組　　　織

津山市民生児童委員連合協議会

単　位　地　区　民　児　協　（各地区会長　１名　　副会長　２名）

城　東　地　区　　　　　民生児童委員　２３名　　主任児童委員　２名

城　西　地　区　　　　　民生児童委員　２２名　　主任児童委員　２名

城　南　地　区　　　　　民生児童委員　２５名　　主任児童委員　２名

城　北　地　区　　　　　民生児童委員　２５名　　主任児童委員　２名

城　下　地　区　　　　　民生児童委員　１４名　　主任児童委員　２名

東　部　地　区　　　　　民生児童委員　１８名　　主任児童委員　２名

西　部　地　区　　　　　民生児童委員　２２名　　主任児童委員　２名

南　部　地　区　　　　　民生児童委員　１９名　　主任児童委員　２名

北　部　地　区　　　　　民生児童委員　１７名　　主任児童委員　２名

加　茂　地　区　　　　　民生児童委員　２３名　　主任児童委員　２名

阿　波　地　区　　　　　民生児童委員　　４名　　主任児童委員　１名

勝　北　地　区　　　　　民生児童委員　２２名　　主任児童委員　２名

久　米　地　区　　　　　民生児童委員　２４名　　主任児童委員　２名

１３地区委員定数計　　　　　民生児童委員２５８名　　主任児童委員２５名

各単位民児協会長１３名　副会長２６名
主任児童委員部会会長１名　副会長２名

構　　成

会　長　１名

主任児童委員部会 地区別定数検討部会 100周年記念誌編集委員会

副会長　２名 監事　２名

企画研修委員会
各単位民児協副会長　１３名

調査広報委員会
各単位民児協副会長　１３名

理事１３名　　（単位民児協会長）

平成２９年　６月

　　　　　１１月

　　３０年　４月

　　　　　　６月

　　　　　　７月

　　　　　１１月

　　３１年　３月

津山市民連協全体研修

民生委員制度創設１００周年記念津山大会（ベルフォーレ津山）

記念講演　

　　　講師　全国民生児童委員連合会（前会長）顧問　堀江正俊氏

　　　演題「１００周年を迎えて」

　演題「子どもの貧困問題への対応について」

　　　講師　NPO法人 山科醍醐子どもの広場　理事長　村井琢哉氏

民生委員制度１００周年記念岡山県・岡山市大会

　　　　　　　　　　　　　　　　（シンフォニーホール）

生活支援コーディネーターへの協力推進

｢住み慣れた地域で生きがいを持って生活を送ることができ

る｣ ように､ 高齢者の支援を行う

津山市民連協全体研修

　演題「発達障害をもつ子を育てて感じたこと」

　　　講師　津山手をつなぐ親の会　　　会長　二木幸子氏

西日本豪雨義援金２８１,０００円 贈る（岡山県に甚大な被害をもたらす）

津山市民生委員・児童委員研修大会

　演題「地域共生社会の実現に向けての先進事例や取り組み

　　　　方」質疑応答含む

　　　講師　豊中市社会福祉協議会 福祉推進室　室長　勝部麗子氏

民生委員制度創設１００周年記念誌発刊

　７月　西日本豪雨災害発生

民生委員児童委員に関する動き年　次 関連事項

❖ 民生委員制度創設100周年のあゆみ
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❖ 概要

２．組織の概要
委 員 定 数
地区担当委員数
主任児童委員数
法 定 民 児 協 数
法定民児協区割
構 成 委 員 数
名 称
事 務 局

役 員

委 員 会

専 門 部 会

定 例 会

研 修 会

民 連 協 活 動

委 員 会 活 動

専 門 部 の 活 動

２８３名
２５５名　男１３８名　女１１７名
　２５名　男　　４名　女　２１名
　１３地区
　旧市域９地区　新市域４地区
　最大人数　２７名　最小人数　５名
　津山市民生児童委員連合協議会
　津山市社会福祉事務所　生活福祉課
　会　長　　　１名　　副会長　２名
　理　事　　１３名　　（地区民協会長）
　監　事　　　２名
　企画研修委員会
　調査広報委員会
　主任児童部会
　１００周年記念誌編集委員会
　地区別定数検討部会
・定例会　　月１回
　民連協の事業運営の検討・協議
　社会福祉事務所、社会福祉協議会からの
　制度改正の情報提供、事務連絡
・理事会（会長会）　必要に応じ
・研修会　（年２回　全委員対象）
・会長（理事）視察研修（初年度・３年目）
・民連協視察研修　（任期２年目）
・全国民生委員児童委員大会　（年１回）
・県民児協主催各種研修　（年４回）
・定例会　研修会開催　関係機関研修会への
　参加、全国研修会への派遣
　あいさつ運動（毎年、民生委員児童委員の
　日５月１２日に市内全小中学校にて行う）
・関係機関会議への委員派遣
・アンケート調査
・企画研修委員会
　　研修大会の企画
・調査広報委員会
　　広報誌の企画、発行
・主任児童部会
　学校等関係機関との情報交換、事例検討
・地区別定数検討部会
　Ｈ３１年度の改選までに適正配置の検討
・１００周年記念誌編集委員会

委員定数等

協議会組織

市民連協について

活動状況

❖ 役員名簿

３．役 員

髙　　山　　科　　子

眞　　木　　好　　之

仲　　矢　　武　　夫

井　　上　　義　　信

仲　　井　　良　　禅

会　　　　　長

副　　会　　長

副　　会　　長

監　　　　　事

監　　　　　事

地　　　区

城  東  地  区

城  西  地  区

城  南  地  区

城  北  地  区

城  下  地  区

東  部  地  区

西  部  地  区

南  部  地  区

北  部  地  区

加  茂  地  区

阿  波  地  区

勝  北  地  区

久  米  地  区

会　　　長

眞　木　好　之 

福　田　幸　夫 

遠　藤　秋　聲 

田　島　美智子 

治郎丸　清　志 

仲　矢　武　夫 

田　渕　廣　美 

井　上　義　信 

髙　山　科　子 

仲　井　良　禅 

大　田　勝　弘 

竹　内　二　男 

山　本　　　進 

副会長（企画研修）

早　川　直　美 

藤　井　義　久 

井　上　治　子 

二　橋　儀　一 
藤　原　邦　子 

易　　　公　恵 

福　田　正　人 

林　田　民　雄 

中　西　静　子 

大　塚　人　美 

小　椋　恵美子 

藤　田　　　勝 

松　永　保　男 

各　地　区　会　長　・　副　会　長

部　会　長

楢　 本　  眞　 弓

副　部　会　長

大 土 井 　亮 　輔

副　部　会　長

中 　原  　弘 　子

主　任　児　童　委　員　部　会

副会長（調査広報）

多　木　晴　彦 

清　水　一　男 

宇那木　　　勉 

平　田　五　六 

松　井　みどり 

須　江　廣　江 

後　　　　　六 

有　本　次　男 

本　多　佐　敏 
都　井　啓　子 

藤　原　好　恵 

森　永　敏　江 

小福田　佐知恵

企画研修委員長

調査広報委員長

平成30年11月１日現在
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❖ 活動紹介

津山市民生児童委員連合協議会活動

１．津山市民生児童委員連合協議会の活動紹介

２．平成３０年度 津山市民生児童委員連合協議会事業

　津山市民生児童委員連合協議会（以後民連協と表記）では、毎月定例会を開催し、社会福祉

協議会や行政、地域の各種団体などと連携を密にしながら、市内の社会福祉の向上と市内で活

動する民生委員・児童委員（定数２８３人）の資質向上を図っています。

　また、民生委員・児童委員の仕事が多岐に渡ることから、民連協では、分野別に研究を行な

うため部会を設置しています。企画研修委員会、調査広報委員会、主任児童部会は連携を密に

しながら諸制度の把握や知識の習得、そして委員への周知にあたっています。

　民連協の特徴的な取り組みとして、毎年５月１２日の民生委員・児童委員の日に、市内の

２７小学校の正門にて朝の登校時に、全委員が「あいさつ運動」を実施しています。

　また、人口減少、急速に進む高齢化、定年後に働く方の増加などによる民生委員の成り手不

足も課題の一つであり、民生委員活動の広報活動に力を注いでいます。

　特に平成２９年は民生委員制度創設１００周年記念事業として、民生委員活動を推進すると

ともに市民への周知のため、５月を民生委員活動強化月間とする懸垂幕を市役所に掲げました。

　また、５月１２日に行われた記念植樹式では、市長、民連協役員を始め、社会福祉協議会や

市職員の参加がありました。

　さらに、６月 1日にはベルフォーレ津山にて民生委員制度創設１００周年記念津山大会を開

催しました。

　民生委員活動は、高齢者世帯の見守りや、ひとり親家庭の支援、高齢者・児童虐待の防止、

災害時の安否確認など多岐に渡ります。そのため、民生委員が相談支援に応じる内容は、高齢

者、障害者、児童、生活保護世帯等、さまざまな分野に渡り、それらの内容に対して適切に対

応していくためには、専門家からの知識・技能の伝承と研修会を通したスキルの習得が欠かせ

ないものです。　こうしたことから、民連協では平成３０年度の活動の指針として、①地域福

❖ 事業紹介

１　理事会
２　各地区民協事業計画決定
３　一人暮し・高齢者等世帯調査の
　　整理
１　民生委員児童委員活動強化月間
（懸垂幕設置）
２　民生委員児童委員の日
（あいさつ運動5/14（月））
３　前年度事業報告・決算報告
１　民生委員児童委員研修会
　　
１　災害時に備える活動研修
　　（危機管理室）
１　子ども・子育て支援研修
　　（こども課等）

１　敬老の日友愛訪問活動
２　民連協会長・副会長研修

①福祉台帳の整備
　緊急連絡カード、友愛共助員カードを
　含む
②福祉総合相談・心配ごと相談
③生活福祉資金事業での協力
④歳末たすけあい家屋補修（生活困窮者）
　事業
⑤小地域ケア会議（２６地区）
⑥福祉座談会及び懇談会の実施
⑦三世代交流事業への協力
⑧ふれあいサロンの実施や周知啓発
⑨認知症に関する事業への協力（あったか声
　かけ運動やキャラバンメイト等）周知啓発

⑩市民後見人への協力
⑪ボランティア養成講座
⑫消費者被害情報
⑬認知症関係（各種講座、ケアパス）
⑭介護おたすけ講座
⑮共同募金・歳末たすけあい募金への協力
　周知（個別・法人・街頭募金など）
⑯赤い羽根まちづくり事業への協力
⑰各種講座・講演会への参加協力
⑱介護者の会・おあしすの会の談笑会への
　参加及び協力
⑲孫心弁当

１　岡山県総合社会福祉大会
　　（10/11）
２　津山市社会福祉大会
３　共同募金運動の展開
１　民生委員児童委員研修大会
２　歳末助け合い該当者調査
　　（家屋補修）

１　歳末たすけあい運動の展開
２　人権啓発活動（法務局など）
１　新年互礼会
２　三役会の開催
１　理事会（本年度の反省・新年度
　　民連協事業計画及び予算審議）
２　新年度地区民協活動計画作成
１　活動記録集計
２　一人暮し・高齢者等世帯調査
３　緊急連絡票・協助員票の確認

月 行　　事　　名 行　　事　　名月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

祉活動の推進、②青少年健全育成の推

進、③人権研修の実施、④災害時に備

える活動の推進を掲げ、全委員を対象

とした研修大会を毎年２回行っていま

す。

　民連協では、民生委員・児童委員へ

の社会的要請と期待を改めて認識し、

高齢者世帯への家庭訪問など、地域で

地道な活動を続ける民生委員・児童委

員活動の支援を行っています。

３．社会福祉協議会との連携事業
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社会福祉制度の内容や情報を提供し、それぞれのニーズに応じたサービスを得られるように関
係機関に連絡し必要により対応を促すパイプの役割をはたす事を活動の基本として実践してい
きます。それには毎月の定例会で関係機関からの情報提供を受け担当地区での情勢の共有化を
図り活動を進めています。
　学習活動
｢学ぶ｣ 事で［気づく］地域における福祉を考える機会をさまざまな研修実践から学びました。
特別養護老人施設、養護学校、障害者支援施設、就労継続支援施設、学校訪問等の視察研修を
おこないました。
　民連協四つの活動の柱の地区での活動
（１）「地域共生社会の推進」　　　　自立支援制度について社協の職員の説明を受けました。

　東は加茂川、西は宮川にかこまれた城東地区。高
齢化率の高い国指定の重要伝統的建造物郡保存地区
の「城東」住宅地の多い「林田」大型店舗が集中し
ている「東津山」これからの三地区の連合町内会
（三十八町内会）を二十三名の民生・児童委員と二
名の主任児童委員で担当し活動しています。｢支え
あう住みよい社会地域から」新たな活動スローガン
を合言葉に住民の立場に立ち、寄り添い相談にのり、

（２）「子ども子育て支援の推進」　　子どもの貧困問題を考える　をテーマに学習。
（３）［人権研修の実施］　　　　　　市の人権啓発課の担当者より講演を受けました。
（４）「災害時に備える活動の推進」　危機管理室より今後起きると予測される災害に対応する
　　　　　　　　　　　　　　        住民のなすべき方法について学習しました。
　地域活動と子どもの見守りの地区での活動
家庭訪問、独居老人の安全確認、生活状況把握に努める、地域の生活環境の調査・報告。こけ
ないからだ講座、サロン、地域の行事等、健康と福祉の集まりには長年継続して福祉コーナー
を設置して福祉の相談と情報を提供してきました。
朝夕の子どもの見守り活動、校門前でのあいさつ活動、地域での親子の交流を深め課題を抱え
る親子を早期に発見し、つなぎ、支える日常活動。
　子ども委員会　
城東地区にじいちゃん、ばあちゃんの生き方、子どもに昔の遊びと文化を伝えていく、子ども
の居場所つくり、高齢者の健康講座を目的に「じば子のおうち」ができ、子ども達が活動する
中から地域支援のもと「子ども委員会」が出来ました。その目的は子ども達のパワーをじいちゃ
ん、ばあちゃんに吸収していただき、元気に子ども達が地域作りに参加していただく事。
子ども委員会の活動目標
①地域とつながる為の活動　　　　　高齢者宅訪問、見守り活動　等
②地域とのつながりを活かした活動　認知症徘徊模擬訓練、防災訓練等
③地域を知る為の活動　　　　　　　地域探検、マップ作り等
④啓発活動　　　　　　　　　　　　チラシの配布、活動発表等
これらの活動に民生児童委員も、地域の方と共に参加し活力ある地域づくりに努めています。２．地区における民生委員児童委員活動
３．今後の民生委員・児童委員活動に向けて

１．地区の紹介

城東地区民生委員児童委員協議会

地区の概況

人　口 世帯数 高齢化率 児童数 生徒数

８, ８５２人 ４, ２１６世帯 ３１, ２％ ４１４人 １９７人

地区民協の構成

民生委員・児童委員数
（内 主任児童委員数）

定　数 実　数

２５人
（２人）

男性 女性 合計

１４人
（１人）

１１人
（１人）

２５人
（２人）

　受け止める手、つなぐ手、身近な相談相手となり必要な場合
は関係機関につなぐこれからの福祉はお互いに支え合う地域づ
くりを重視して、住民に寄り添い継続的に支え住民の代弁者と
なり意見をのべる。民児協は各委員が悩みを話し合い情報交換
を行いお互いに支えあい、共に活動を進めていくことが必要で
あります。「我が事、丸ごと」の「地域共生社会」の実現をする
為には民生児童委員の役割が益々重要になってくると思います。

上田　博子　　　木下　敏彦　　　寺本眞佐子　　　小原　立正　　　眞木　好之

上藤　清志　　　安藤　嘉啓　　　米澤　和恵　　　荒井　幸治　　　山田　康照

本松美由紀   　　木下　治　　　　田邊　潤子　　　林原　治　　　　鎌田　守

常本　武史　　　北村　高子　　　高原　省子　　　江原　一夫　　　髙山　以津

田村くにみ　　　早川　直美　　　多木　晴彦　　　武本　義徳　　　中原　弘子

地区民協名簿（平成３０年11月１日現在）

主任児童委員 主任児童委員

H30.4.1 現在

H30.11.1 現在

福祉相談就労継続支援 A型事業所視察

❖ 単位地区活動紹介
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組んでおります。
　城西地区民協は、民連協開催後、８名で構成する運営委員会を毎月開催しています。運営委
員会では、会長挨拶、民連協定例会報告の後、翌月スケジュールの確認、協議事項、定例会で
の研修内容の検討決定、各委員からの提言等を行っています。
　また、毎月第三木曜日に開催する地区民協定例会では、民生委員信条唱和、研修（講話）、
会長挨拶の後、民連協事務局の津山市役所担当者からの伝達、津山市社会福祉協議会担当者か
らの伝達をして頂いた後、翌月スケジュールの確認、協議事項、翌月以降の研修予定連絡、各
委員からの発言等を行っています。

　津山市の中心津山城の西に位置する城西地区民協
は、２４人の民生委員児童委員で構成されています。
　連合町内会は、中央支部、鶴城支部、城西支部の
３支部にまたがり、全３６町内会と１拘置所をカ
バーしています。
　津山市中心部共通の悩みであります高齢化、少子
化、人口減少の問題を抱えながらも、各委員は高齢
者世帯、一人暮し高齢者、児童の見守りに日夜取り

　平成２８年１２月以降、定例会での研修に力を入
れており、ほぼ毎月、定例会の最初に３０～４０分
の研修を行っています。
　視察研修は毎年春秋の２回ですが、宿泊を伴うの
は３年に一回、委嘱期間最後の年だけとしておりま
す。また、民生委員と愛育委員が共同で行う行事と
して健康福祉まつりがあります。
　城西地区の公民館や連合町内会の活動は、城西ま
ちづくり協議会を中心に、城西まるごと博物館の開

２．地区における民生委員児童委員活動

１．地区の紹介

城西地区民生委員児童委員協議会

地区の概況

人　口 世帯数 高齢化率 児童数 生徒数

5, ９５７人 ２, ９４６世帯 ３７, ４％ ２２８人 １０６人

地区民協の構成

民生委員・児童委員数
（内 主任児童委員数）

定　数 実　数

２４人
（２人）

男性 女性 合計

１２人
（０人）

１２人
（２人）

２４人
（２人）

催など極めて活発で、これに出動する回数も大変
大きなものがあります。しかし、これによって地
域との繋がりが強化され、見守りに関する情報が
入り易くなるなど、民生委員活動にプラスになっ
ております。中でも平成３０年に始まった城西ま
ちづくり協議会主導の「城西見守り台帳」の記入
と運用は、地域住民が皆で見守りする制度で、こ
れが軌道に乗ると、住民福祉に大きく貢献できる
ものと期待されています。
　また、学校との繋がりは以前から強く保持しています。小中学校での挨拶運動、授業参観は
長年続いており、一部の中学校には毎月訪問しております。
　民生委員児童委員が係わる環境が大きく変化する中、民生委員児童委員信条の５項目を実践
して津山市民の福祉向上に微力を尽くしたいと活動を続けております。

牧　　悦子　　　奥　　直子　　　朝日ツヤ子　　　松永美智子　　　井上久美子

絹田　惠子　　　宮地　正信　　　宮岡　史朗　　　直本　稔昭　　　岡村　法秀

久下　和彦   　　藤本　和秋　　　藤田　公久　　　徳永　忠晴　　　高山　礼子

佐藤　洋子　　　竹内　節子　　　土居　敏廣　　　岡田　昌依　　　清水　一男

藤井　義久　　　福田　幸夫　　　青木　早苗　　　太田　睦美
主任児童委員主任児童委員

H30.4.1 現在

地区民協名簿（平成３０年１１月１日現在）
定例会会場の『城西公民館』前で

定例会風景

西小学校 PTAふれあいまつり

西小学校給食試食会日帰り視察研修（松江市すまいる苑）

❖ 単位地区活動紹介

H30.11.1 現在
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に、みんな仲良く”をモットーとして、各種研修会、定例会等々で課題を出し、知恵を出し合っ
たり、経験者の助言を受けたりしながら日々活動しています。
　現状では少子高齢化が益々進んでいます。平成２９年版厚生労働白書の中でも２０１７年（平
成２９年）に発表された日本の将来推計人口（２０１７年推計）によると、現在の傾向が続け
ば、２０６５年には我が国の人口は８８０８万人、高齢化率は約３８％に達するという厳しい
見通しが示されています。
　一方では、大規模自然災害が全国で頻発しており、当地域も平成１０年には台風１０号によ
る水害で多くの被災者を出しました。こうした自然災害対策も住民を含めた地域共通の大きな

　城南地区は民生児童委員２５名、主任児童
委員２名、計２７名で活動しています。民生
児童委員（以下民生委員）の基本は、住民と
の信頼関係にあります。その役割は住民と行
政、関係機関等を結びつける「つなぎ役」と
言われています。しかし、決して福祉の専門
家・福祉業務に携わった者が就任していると
は限りません。当協議会では“ざっくばらん

課題となっています。
　民生委員活動においては、行政機関、社会福祉協議会はもとより、自治会、町内会、自主防
災組織等々との連携が益々重要であり、日頃からの緊密な関係づくりが大切になります。特に
一人暮らしの高齢者や、高齢者世帯、自主避難が困難な方々の生活上の課題の把握が欠かせま
せん。いざという時には、いかにして速やかに地域の各組織の方々と協力し支援していくかと
いう「協力体制づくり」が喫緊の大きな課題の一つと考え、日々取り組んでいるところです。

２．地区における民生委員児童委員活動

１．地区の紹介

城南地区民生委員児童委員協議会

地区の概況

人　口 世帯数 高齢化率 児童数 生徒数

９, ２８４人 ４, ４８６世帯 ３１, ８％ ３９９人 １９２人

地区民協の構成

民生委員・児童委員数
（内 主任児童委員数）

定　数 実　数

２７人
（２人）

男性 女性 合計

１４人
（１人）

１３人
（１人）

２７人
（２人）

住民自治活動の取組
　佐良山地区には、「高齢者お互いさま福祉員」
制度があり、現在、高齢者家庭の近隣者約１００
名が活躍しています。役割は声かけ見守り活動、
連絡活動です。要支援家庭が増えていく中、町内
安全福祉推進会議でもこの仕組みを大切に育て地
域ぐるみで支え合っています。民生委員もこの活
動に参加し福祉の推進に努めています。

子ども食堂の取組
　平成２９年７月、食事で子ども達を見守るボラ
ンティア活動「オレンジツリー平福」が立ち上が
りました。毎月の最終土曜日、公会堂に子ども達
１０人程度が集い、町内会を始め民生委員等各種
団体のメンバーがスタッフとなり、食事、遊び、
学習を行っています。子ども達が無償で参加でき
るよう地域の方の手助けや食材の提供を受け、互
いにつながり合う活動を目指しています。

河本　順一　　　坂手美惠子　　　村上　佳春　　　山本　教公　　　畑　　節子

近藤　謙郎　　　佐藤　米子　　　田淵　壽志　　　遠藤　秋聲　　　井上　治子

藤澤つや子   　　宇那木　勉　　　溝口善三郎　　　横田　信一　　　柴田　泰弘

右手　聰　　　　佐々木篤美　　　松本　三枝　　　津本　恭子　　　溝口　俊一

新田　進　　　　河野　廣江　　　福本　映子　　　田口　睦子　　　八木　和子

山本真由美　　　河部　信康

地区民協名簿（平成３０年１１月１日現在）

主任児童委員主任児童委員

H30.4.1 現在

❖ 単位地区活動紹介

H30.11.1 現在
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地区における民生委員・児童委員活動　
1）民生委員・児童委員活動
（1）４つの柱を基に、毎月の定例会に講師を招き、２時間半程度の研修を行います。
（2）東苫田・西苫田両公民館行事及び、地域内の関係行事に積極的に参加しています。
（3）高齢者、要支援者、母子父子家庭、生活保護等の各世帯への声掛け・見守りそして、小、中
　　学校児童生徒の登下校時の見守り活動を行っています。
（4）地区内での防災訓練等への積極的参加や勉強会活動を行っています。
（5）美作大学生が取り組む「食品ロス削減活動」への協力として、年に１～ 2回、昼食を提供

地区の変遷
　城北地区は昭和 50 年の中国自動車道開通を機
に区画整備事業による市街化が進み、住宅地と共
に商業集積エリアとして市内で最も多くの人口を
抱える地域となり、現在に至っています。

　　する「ポカポカ食堂」に民生委員が高齢者の
　　方に声をかけ、参加しています。

（6）「孫心弁当」は平成 3年度に始まり、【高校生
　　の福祉教育の一環として、地域内のひとり暮
　　らしの高齢者の方々とふれ合い、あたたかい
　　心を育む】という目的で津山市社会福祉協議
　　会と城北地区民生委員が、県立津山商業高等
　　学校家庭科クラブ有志の生徒さんと共に実施

２．地区における民生委員児童委員活動

１．地区の紹介

城北地区民生委員児童委員協議会

地区の概況

人　口 世帯数 高齢化率 児童数 生徒数

１８, ９９８人 ８, ３１３世帯 ２４, ９％ １, １４１人 ５９２人

地区民協の構成

民生委員・児童委員数
（内 主任児童委員数）

定　数 実　数

２７人
（２人）

男性 女性 合計

１５人
（２人）

１１人
（０人）

２６人
（２人）

　　され、今年で第 28 回目となりました。生徒
　　さん手作りのお弁当とみそ汁とメッセージ　
　　カードを民生委員が生徒さんと一緒にひとり
　　暮らしの高齢者のお宅に訪問し手渡していま
　　す。
2）主任児童委員活動

（1）地域内小・中学校と連絡、調整活動を実施し、
　　サポート会議や諸行事等、学校からの相談な
　　どに、関係地区の民生委員、児童委員と連携
　　し、解決の為、協力し取り組んでいます。

（2）地区内の 4 小学校と 3 中学校の現状把握と、
　　情報交換の為、民生委員と共に毎年 1月と 5月に定期的に学校訪問を行っています。

（3） 地区内の4小学校の登下校時の見守り活動と、年に5回の校門での朝のあいさつ運動を行っ
　　ています。また、小学校の挨拶運動以外の月には、今年の 12 月より中学校でも朝のあい
　　さつ運動を実施することとなりました。
3）今後の民生委員・児童委員活動
　地域で暮らすすべての方々が、安全安心に生活できるよう、訪問・見守り活動を密に行い、
ひとり暮らし、高齢者、生活支援の方々の話を伺い、行政担当部署や、包括支援センターとの
地域での繋ぎ役として、より良い地域づくりになるよう努力したいと思います。

竹下　元則　　　安東　良盛　　　日笠真由美　　　船木美佐穂　　　髙橋　良子

田島美智子　　　赤堀　猛道　　　米澤　真弓　　　竹内　敏子　　　二橋　義一

籔内真由美   　　小川　哲子　　　後藤　征廣　　　三浦　元治　　　北村　憲史

野﨑　英一　　　平田　五六　　　永�　富夫　　　新家大器雄　　　小林かず子

小林　昌之　　　木元　德次　　　井上　典子　　　川上　眞弓　　　　　　　　

大土井亮輔　　　岡田　敏文

地区民協名簿（平成３０年１１月１日現在）

主任児童委員主任児童委員

H30.4.1 現在

西苫田地区防災訓練

孫心弁当

城北研修 ピースガーデン倉敷の様子

❖ 単位地区活動紹介

H30.11.1 現在
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（１）高齢者の見守り・相談・支援
　城下地区の高齢化率は４１．３％と高く、特に高齢者 1 人世帯及び高齢者夫婦世帯は５００
世帯を超え、民生委員・児童委員 1人当たり３６世帯と多い。
民生委員児童委員は、各担当地区の高齢者世帯を定期的に個別訪問あるいは電話、買い物など
で出会った際の声掛けなどによる見守り、介護サービスなどの相談、包括支援センターへの仲
介などを行っています。　最近では、台風・豪雨などの際に、津山市の避難準備・勧告に従い、
要支援登録者や 1人暮らし高齢者などへの避難準備の確認連絡、避難所への誘導などを行って
います。
　また各町内において、老人会などと連携して、毎週、定期的に開催される「こけないからだ

　城下地区民児協は、民生委員・児童委員 14 名
と主任児童委員 2名で構成され、連合町内会城北
支部（１4 町内会）と城南支部（８町内会）を担
当区域として、高齢者および児童の見守り・相談・
支援などの活動を行っています。主な活動は次の
通りです。

講座」の世話人として活動し、参加する高齢者との
交流、出欠確認による体調・生活状況の変化を確認
し、大いに見守りに役立っています。
（２）生徒・児童の見守り・学校との連携
　主任児童委員を中心に、児童の登校・下校時の見
守り活動を行うほか、定期的に小学校の校門前での
挨拶運動を行っています。  新年度には、新入学児
童の家庭訪問も行います。

２．地区における民生委員児童委員活動
３．今後の民生委員児童委員活動に向けて

１．地区の紹介

城下地区民生委員児童委員協議会

地区の概況

人　口 世帯数 高齢化率 児童数 生徒数

２, ５２８人 １, ３６９世帯 ４１, ３％ ８５人 ４１人

地区民協の構成

民生委員・児童委員数
（内 主任児童委員数）

定　数 実　数

１６人
（２人）

男性 女性 合計

６人
（０人）

１０人
（２人）

１６人
（２人）

　 入学式・卒業式・運動会などの小・中学校の行事に出来るだけ出席するほか、学校ボランティ
ア活動に参加し、校外学習・校内清掃美化などのお手伝いを行い、また城下地区民協としても、
学区の小・中学校を各年 1 校ずつ巡回訪問することにより、学校との情報連絡を緊密にして、
学校や児童の実態把握に努めています。
（３）福祉施設視察・研修
　 城下民児協として、毎年、地元の高齢者介護施設、保育園や児童養護施設などを訪問視察し、

各種福祉の実践的な知識・情報を習得すると共に、
関係施設との連携を図っています。
　平成３０年度は、津山市に２か所しかない病児
保育施設「方舟（はこぶね）」の視察研修を行い
ました。急病などで通園・通学出来ない幼児・児
童を預かってもらう病児保育施設が、特に共働き
あるいは一人親家庭の就労・生活支援としての重
要性を改めて認識しました。

　団塊の世代の高齢者入りに伴い高齢者が急増する一方、一人親家庭・子どもの貧困問題が顕
在化しており、民生委員児童委員・主任児童委員の見守りの限界を超えてきています。今後、
民生委員児童委員、愛育委員、町内会役員、老人会、PTA 父兄会などの連携ネットワークを
機能させる地域包括ケアシステムの早急な構築が望まれる。城下地区では、城北・城南支部そ
れぞれにおいて、体制作りの緒に就いたばかりであるが、民生委員児童委員としても、積極的
に推進の一翼を担うことが求められています。

菅田　正臣　　　福島　毅　　　　岡本　雅子　　　小松　純子　　　藤田千津子

内田　静子   　　松井みどり　　　岩野　道弘　　　三好多惠子　　　藤原　邦子

大峪　弘　　　　治郎丸清志　　　勝山  敏　　　　秋山まゆみ　　　　　　　　

細場満里子　　　間庭　早苗
主任児童委員主任児童委員

H30.4.1 現在

地区民協名簿（平成３０年１１月１日現在）

校門前でのあいさつ運動

こけないからだ講座

病児保育施設『方舟』の視察研修

❖ 単位地区活動紹介

H30.11.1 現在
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1）東部地区の実態
　東部地区は清泉、成名、高野の三小学校区で編成されている。かつては自然豊かな田園地帯
であったが、近年急速に都市化が進み、特に高野地区では商店や工場、住宅等が増えており変
貌が著しい。一方周辺の地区では、過疎化、高齢化が進み、支援を必要とするひとり暮らしや
高齢者世帯が増加している。
　民生委員一人あたりの担当世帯数は、４００世帯を大幅に超える地区もあれば、１００世帯
に満たない地区もあり、担当世帯数の見直しを余儀なくされている。

2）活動内容
【定例会】毎月一回三地区の公民館を輪番に会場と
し、実施している。協議内容は、民生委員信条の朗
読、「民生委員のための地域福祉活動Q＆A」の黙読、
会長挨拶に続き社会福祉事務所、社会福祉協議会よ
り連絡事項、配布物の説明、副会長より市民児連協
定例会の報告がある。健康や仕事上の都合で、全員
出席が困難な実態もあるが、会長による中央の情勢
報告や委員相互の情報交換などができて、充実した

会になっている。
【研修】全委員が高齢者部会と児童福祉部会のいずれかに所属し、研修計画を立て、講師を招
く等して資質の向上を目指している。児童相談所や鶴山塾、介護施設等の見学も行っている。
実際に見たり現場の話を聞いたりすることで知識や認識が深まり、地域での活動に役立ってい

２．地区における民生委員児童委員活動

１．地区の紹介

東部地区民生委員児童委員協議会

地区の概況

人　口 世帯数 高齢化率 児童数 生徒数

１０, ９８２人 ４, ６１６世帯 ２５, ９％ ６４７人 ３０３人

地区民協の構成

民生委員・児童委員数
（内 主任児童委員数）

定　数 実　数

２０人
（２人）

男性 女性 合計

９人
（１人）

１１人
（１人）

２０人
（２人）

る。代表者が受けた研修の内容は、他の委員にも伝え学びを共有している。
【地域との連携】学校訪問（小学校、中学校）挨拶運動、小中学校関係者との情報交換（年一回）、
乳幼児と保護者とのふれあいの場、赤い羽根募金活動、こけない体操などをとおして、地域の
人たちとのかかわりを深めている。活動を通して、地域の実態や、支援を必要とする人の情報
なども得やすくネットワーク作りの場にもなっている。乳幼児の育成支援活動として、高野公
民館において毎月第二木曜日にたんぽぽクラブを開催している。対象者は就園前の乳幼児と保
護者とし、子供たちに遊びの場の提供と、親同士の情報交換の場となっている。
【委員相互の親睦】年一回宿泊を伴う研修旅行、新年互礼会を実施し、親睦を図っている。
【機関紙「かもがわ」発行】年一、二回地域の概要（児童数、高齢化率）、新任委員抱負、行事
の記録、所感などを委員が寄稿し編集している。
3）今後の民生委員活動に向けて　
　担当世帯数が多い地区では人の出入りが激しく、情報が得にくい為に、必要な支援ができに
くい実態がある。近年自然災害等が多発しており、一人の犠牲者をも出さないための安全対策
も大きな課題である。また貧困や児童虐待、ひきこもりなど、見えにくいところにもさまざま
な問題が潜んでいる。これら多岐にわたる問題に対応していくためには、孤立した人を作らな
い地域づくりが求められる。「人としての尊厳」が守られる社会をめざして、地域の人や関係
機関と手を携えてその役割を果たしていきたいと考える。
　民生委員に求められものが増えていく中で、次期後継者が見つかりにくいという厳しい実態
もある。　

H30.4.1 現在

平成３０年１１月１６日高松市亀阜地区民協との研修・交流会

平成３０年８月１７日児童相談所での研修

地区民協名簿（平成３０年１１月１日現在）

早瀬　重治　　　易　　公惠　　　山本百合子　　　本郷　順子　　　能勢　雄吉

須江　廣江　　　竹内　裕旨　　　甲田　明子　　　板坂　士郎　　　野々上京子

飯綱美枝子　　　仲矢　武夫　　　妹山　滋　　　　中谷　光夫　　　金島　幸子

松岡　惠子　　　神田　聖子　　　廣瀬　隆行　　　早瀬真由美　　　菅田　芳明
主任児童委員主任児童委員

❖ 単位地区活動紹介

H30.11.1 現在
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りん』を平成 30 年 9 月 13 日公民館でオープンしました。
　これは、どなたでも参加できるオープンカフェで各地域（町内会単位）を順番に巡り、昔の
ように気楽に楽しめ、行ってみたいなあ～と思える憩いの場を作りました。
　素敵な飲み物と、お菓子を食べながら、お話をしたり、手芸や折り紙、将棋で楽しみました。
囲碁、トランプ、オセロ等も用意しています。とても和やかな一時でした。
　おしゃべりに華が咲くと、地域で困ってる人とか問題のある家庭のこと等聞くことができま
す。助けを求めている高齢者や子供たちの存在を素早く察知し、民生児童委員・市役所・包括
支援センターが一緒になってプライバシーを守りながら保護活動を行ないます。

　西部地区民協は、旧津山市西部の二宮・田邑・
院庄の三地区で構成され、過疎・少子高齢化の中、
大型賃貸住宅の進出という、相反する環境の中で、
孤独と自身の体調に悩みながら、引きこもり状態
で暮らす高齢者・中高年は、少なくありません。又、
子供の貧困が問われています。
　そこで、「まちづくり」の一環として民生児童
委員と愛育栄養委員が協働し、出前カフェ『めぐ

『夏休みわくわく教室』の支援
　児童委員の活動として、小中学校との連絡会議は年２回行いますが、直接子供達と係ること
が少ないため、実態が解りにくい現状があります。そこで、直接子供に係ることで、民生児童
委員が地域の子供と知り合いになりやがて、相談できて話せる大人になって貰いたいと願い「夏
休み　わくわく教室」を立ち上げました。
　夏休みを利用し、小学生を対象に４日間実施しました。宿題のやり残しや、解らない所等又、
万華鏡作りや草木染の体験をしました。休憩時間には、紙芝居や手品で楽しみ、お昼には愛育
栄養委員・民生児童委員と元民生委員が協力して作った美味しいご飯を頂きます。又、高校生

２．地区における民生委員児童委員活動

３．今後の民生委員児童委員活動に向けて

１．地区の紹介

西部地区民生委員児童委員協議会

地区の概況

人　口 世帯数 高齢化率 児童数 生徒数

７, ７２９人 ３, ５２７世帯 ２８, ３％ ４００人 ２２３人

地区民協の構成

民生委員・児童委員数
（内 主任児童委員数）

定　数 実　数

２４人
（２人）

男性 女性 合計

１５人
（０人）

９人
（２人）

２４人
（２人）

の工作指導も夏休みの宿題に多いに貢献しています。
　これを支えて下さったのは、地元出身の教職員ＯＢの皆様が指導に当たり・民生児童委員・
愛育栄養委員は指導者の補佐と昼食作り、配膳等準備から片付けを担当しました。
　参加者は始めて以来１日１００名を超える数となり、子供達は久しぶりに友達と会える事で
とても楽しそうに、目が活き活きと輝いていました。保護者の方や子供達から指示されている
事と思っています。

出前カフェ『めぐりん』の展開
　地域の高齢者が、行ってみたいな～と、思って
頂ける活き活きとした楽しい憩いの場として、又
やがて高齢者をもてなす心優しい児童の姿が見ら
れ、安心して老後が向かえることが出来ることを
願い内容の充実を図りながら展開していきたいと
思っています。

『夏休みわくわく教室』の支援
　子供達が夏休みの良い思い出になるよう又、活動を通じ、児童虐待の早期発見、子供の貧困
の一助にもつながる事であり力強く支援します。
高齢者の訪問・見守り活動の充実
　高齢者の増加は著しく、地域行事への参加も増え訪問・見守りが難しくなっています。その
事から地域の課題として連合町内会や各種団体の協力が得られ、訪問・見守りが充実できるよ
う提案を行います。

H30.4.1 現在

出前カフェ『めぐりん』

西部地区定例会

地区民協名簿（平成３０年１１月１日現在）

主任児童委員 主任児童委員

森数　弘行　　　高山　大治　　　原口富三郎　　　畑田　雄史　　　津本　洋祐

野村　園江　　　後　　莊六　　　畑　　利雄　　　福田　正人　　　西山　太郎

立垣　幸子　　　妹尾　康子　　　高橋　正子　　　石本　月子　　　西岡　義輝

髙橋　富子　　　塚本　公男　　　鳥取かよ子　　　木下　宥正　　　田渕　廣美

内山　溫彦　　　山本　修介　　　政岡千恵美　　　中畝眞須美

❖ 単位地区活動紹介

H30.11.1 現在
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１）主な民生委員・児童委員活動
（1）災害時一人も見逃さない運動
　　「民生委員・児童委員発　災害時一人も見逃さ
　　ない運動」は、全民児連の主唱により民生委員制
　　度創設９０周年記念事業として、平成１８年４月
　　から全国の法定単位民児協、市区町村民児協、都
　　道府県・指定都市民児協において展開されました。

地区の変遷
　南部地区は１９５４年（昭和２９年）に、津山市が１市１０村との合併を行いましたが、そ
の時河辺村、大崎村、広野村の三村を統括する組織として設立された組織で、大崎村・広野村
は農村地帯であり、河辺村は旧市に隣接する地域でした。
　その後、昭和５０年の中国縦貫道の一部開通を契機として、大崎地区・河辺地区は国分寺地
区・大崎地区に工業団地が造成され、企業誘致が進んだことを契機として人口も増加し、就業
形態も大きく変化して参りました。

　　これを受けて、平成１９年４月から高齢者世帯・要援護者世帯などの見守り・支援ネットワー
　　クを構築することを目的としてマップづくりを行い、現在はマップづくり・見守り・声掛
　　け活動を継続しています。

２．地区における民生委員児童委員活動

３．今後の民生委員児童委員活動に向けて

１．地区の紹介

南部地区民生委員児童委員協議会

地区の概況

人　口 世帯数 高齢化率 児童数 生徒数

１０, ０６８人 ４, ２４２世帯 ２６, ２％ ５７２人 ２７４人

地区民協の構成

民生委員・児童委員数
（内 主任児童委員数）

定　数 実　数

２１人
（２人）

男性 女性 合計

１３人
（０人）

８人
（２人）

２１人
（２人）

（2）福祉・人権関係制度等の研修
　　相談・支援活動の充実を図るために、毎月講師を招いて関連する福祉関係制度等の研修を
　　定例会で１時間程度実施しています。

（3）地域内の関係行事への積極的参加
　　民生委員・児童委員活動の一環として、民生委員・児童委員の関係する地域・団体等が行
　　う行事（小学校・町内会等）へ積極的に参加し、地域内のネットワークを構築する活動を
　　推進しています。
２）主な主任児童委員活動

（1）小学校・中学校との連携
　　地区内の小学校・中学校との連絡・調整活動
　　を実施し、学級崩壊等のさまざまな課題解決
　　のために、関係地区の民生委員・児童委員と
　　連携して事案の解決に取り組んでいます。

（2）学校訪問活動
　　毎年地区内の小学校・中学校の現状把握のた
　　め、主任児童委員を中心として民生委員・児
　　童委員と一緒に訪問活動を行っています。
（3）挨拶運動の実施
　　地区内の小学校児童の登下校時に於ける見守り活動は、地域住民と共同して取り組み、
　　津山東中学校の生徒には毎年５月の民生委員・児童委員活動として行っている挨拶運動と
　　は別に、各学期に一回民生委員・児童委員と一緒に朝の声掛け運動を行っている。

　平成３１年４月からは、地域住民が“いつまでも・安心して・安全に生活できる地域”づく
りを目指して民生委員・児童委員が主体的に地域ネットワークを構築する取り組みを行います。
具体的には地域住民の生活支援・見守り活動を、地域住民・関係団体・行政等が連携して取り
組むネットワークを構築することだと思っています。

H30.4.1 現在

地区民協名簿（平成３０年１１月１日現在）

主任児童委員主任児童委員

中尾　栄子　　　井上　義信　　　廣野　雅信　　　忠政　幸夫　　　茅野　康成

清原　義治　　　小栗加代子　　　有本　次男　　　山口　葉子　　　岡　須美子

中島　真子   　　芦田美喜子　　　須江　保　　　　四橋　英二　　　目瀬　精一

正木　秀明　　　末澤　啓次　　　廣岡　義正　　　林田　民雄　　　　　　　　

森　　良美　　　滋澤　陽子

地区民協定例会での研修

赤磐市赤坂地区民協との交流会

❖ 単位地区活動紹介

H30.11.1 現在
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が増加し、若者層が非常に多く、高齢化率は津山市で一番低い地域です。北部地区は少子高齢
化地域と若者層地域に二極化しています。
　私達は、子ども達と心の絆を築く活動の第一歩として、津山市で２番目の約５００名の児童
数が在籍する一宮小学校で、いち早く平成２２年から、校門の前で地区の民生児童委員全員で、
あいさつ運動を実施しています。児童・生徒との豊かな人間関係を構築するため、現在では一
宮・高田・高倉の小学校及び北陵中学校・中道中学校に拡大し、毎月あいさつ運動を展開する
とともに、「民生委員・児童委員の日」の５月１２日にも行っています。
　また、委員活動をより活発にするため、北部地区民児協は運営委員会の充実強化を図ること
としました。運営委員会は、会長・副会長などの活動経験豊かな委員から就任１期目の委員ま

　北部地区は、津山市の中北部に位置し、一宮・
高田・高倉の３地区からなり、西は日本三大虚空
蔵の萬福寺を有する黒沢山から、東は烏ヶ仙まで
の山並みの裾野に広がる地域です。
　高田・高倉は少子化により、児童数は減少傾向
にある一方で、高齢者数は年々増加傾向にあって、
高齢化率は津山市の平均を常に上回っています。
これに対し、東一宮は近年宅地化が進み新興住宅

でが、様々な立場で意見を述べることによって、
組織の硬直化を防いでいます。
　運営委員会は民生児童委員の資質の向上と福祉
活動の充実を目的とし、外部講師による研修会や
施設訪問などの行事を実施しています。各行事は、
２名の担当者が企画から関係機関との連絡・調整、
そして終了まで責任を持って行い、運営委員会及
び定例会で各行事の進捗状況を随時報告します。

２．地区における民生委員児童委員活動

１．地区の紹介

北部地区民生委員児童委員協議会

地区の概況

人　口 世帯数 高齢化率 児童数 生徒数

９, ７７８人 ３, ８６３世帯 ２１, ８％ ６７２人 ３４１人

地区民協の構成

民生委員・児童委員数
（内 主任児童委員数）

定　数 実　数

１９人
（２人）

男性 女性 合計

７人
（０人）

１２人
（２人）

１９人
（２人）

　これにより、北部地区委員全体で各行事の進み具合を把握し情報の共有化を図るとともに、
連帯意識も高まり会議で積極的に発言する機会も増え、民生児童委員としての自覚と責任感が
醸成されてきました。
　また、他の民児協の活動事例を今後、民生児童委員活動に活かしたいと考え、積極的に交流
促進に努め、平成２８年は兵庫県城崎民児協、平成３０年は津山市東部地区民児協及び滋賀県
草津市の民児協と交流会を実施しました。
　交流会では、活動内容を発表し、事例を通して問題点や対応策等について意見交換を行い、
今後の地域の福祉活動に役立てています。
　全国に先駆けて、大正６年に民生委員制度の源となる済世顧問制度を、笠井信一岡山県知事
が創設しましたが、その済世顧問に津山地区で最初に就任したのは、高田地区にある多聞寺住
職清田寂栄です。清田寂栄は美作地区の社会福祉事業の推進者として活躍し、西寺町の大圓寺
住職清田寂坦氏とともに地域の社会福祉に大きく貢献しました。私達は、地元から輩出した先
人の「奉仕の精神」を心にとどめ、また民生児童委員として福祉活動に専念してきた先輩諸氏
の思いをこれからも引き継いでいきたいと考えています。
　今後、世の中が人口減少対策で AI（人口知能）、ロボット、テレビ電話等が普及して行くか
もしれません。しかし、私達の見守りは肌と肌の触れ合い、手と手のぬくもり、心と心の絆が、

H30.4.1 現在

地区民協名簿（平成３０年１１月１日現在）

主任児童委員 主任児童委員

小谷　啓子　　　永�　裕子　　　得能　誠　　　　中島　章夫　　　杉浦千恵子

髙山　科子   　　田中　英夫　　　中西　静子　　　小島　俊美　　　山本　月江

森本　新子　　　宮崎　曉美　　　太田　常子　　　高山　武仁　　　本多　佐敏

影山　茂　　　　川口　幸治　　　平田しのぶ　　　難波天留美

小学校校門前でのあいさつ運動

他都市民児協との交流会

施設訪問研修

きっと相手に勇気と希望を与えることと思いますし、何
ものにも代えがたいことです。住民の最も身近な相談相
手である民生児童委員への期待は、一層大きなものと
なっています。
　これからも、他の民児協との交流会、施設訪問、研修会
などを積極的に実施し、地域福祉の推進者として、住民の
要望に的確に対応できるよう自己研鑽に努めてまいりたい
と思っています。

❖ 単位地区活動紹介

H30.11.1 現在



津山市 民生委員制度創設100周年記念誌 4948 津山市 民生委員制度創設100周年記念誌

立死、孤独死も何時、誰に起きるかもわからないのが現実です。今、２０２５年問題が言われ
ていますが、介護が必要となった時、どうするか真剣に考えています。
　さて、加茂民児協の活動ですが、独居・高齢者世帯の所をできる限り 1カ月に１回は訪問し
て声をかけ目を配り、変わった様子があれば、地域の支援センターや行政機関に通報、相談し
適切な対応をしていくようにしています。また地区毎に問題の種類も違いますので他地区の委
員とグループで情報交換したり、年 1回の研修旅行では他県の施設見学や民生委員との交流を
しています。また、年 1回は加茂小学校と加茂中学校を訪問しています。朝、登校時に校門前

　加茂町は津山市の最北端に位置し、山を越
えれば鳥取県という地区もあります。山間地
が多く若い人口がだんだん少なくなっている
のは他の地区と同様の現象です。耕作放棄地
が増えイノシシや鹿が田畑を荒らし野菜を作
ることも難しくなっているのが現状です。高
齢化率も平均４１. ５％ですが、地区によっ
ては６０％を越えているところもあります。
一人暮らしの高齢者も多くなっています。孤

で「おはよう」と声をかけます。
　1町 1校になったので遠方の児童生徒はバスで登校してきます。その後1時限を参観します。
最初参観した時はびっくりしました。私たちの頃は教科書とノートだけだったのですが、今は
副教材や画像での学習です。その後、校長先生や教頭先生にお話を聞き、先生方もいろいろ勉
強されたり工夫されたりして指導されているのだと感じました。
　昨年、民生委員制度が発足して１００年目ということでしたが、その時代時代で民生委員の
役割も変わってきたことと思います。戦中戦後の物のない時代、食糧難の時代、高度成長期の
時代、そのような時、民生委員の先輩方はどんな活動をされていたのでしょうか。そして少子
高齢化、核家族化が進んでいる今、私たちの任務は何でしょうか。１００周年という節目にあ

２．地区における民生委員児童委員活動

１．地区の紹介

加茂地区民生委員児童委員協議会

地区の概況

人　口 世帯数 高齢化率 児童数 生徒数

４, １９６人 １, ８１８世帯 ４１, ５％ １８６人 ９２人

地区民協の構成

民生委員・児童委員数
（内 主任児童委員数）

定　数 実　数

２５人
（２人）

男性 女性 合計

１０人
（０人）

１４人
（２人）

２４人
（２人）

たり、先般 1泊研修旅行の途中バスの中で鑑賞した映画「石井十次先生」の見返りを求めない
大きな愛情、慈悲の心ある活動に感銘を受けました。何時も頭の隅に置いていたいと思います。
加茂民児協も情報を収集し、共有し行政機関や関係の方々の協力をいただき、住み慣れた地域
で何時までも健康で楽しい日々を送っていけるよう加茂地区民協も、住民の方と協力し、少し
でも喜んでもらえたらと思います。高齢者から昔の話を聞き、元気をもらっています。

地区民協名簿（平成３０年１１月１日現在）

主任児童委員 主任児童委員

H30.4.1 現在

北村　直子　　　川上　直江　　　倉本　信二　　　常藤　敦子　　　武川　広子

牧　　悦子   　　大塚　人美　　　都井　啓子　　　能勢　朱美　　　前原　知子

仲井　良禅　　　藤木　克博　　　小林　元樹　　　三浦　妙美　　　中塚　惠子

鍋島津矢子　　　山本　洋一　　　小玉　定男　　　泉水　圭治　　　小鴉　浩二

森岡美和子　　　住田　剛毅　　　平山　淑子　　　宇佐美七重

❖ 単位地区活動紹介

H30.11.1 現在
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阿波地域における民生委員・児童委員活動

今後の民生委員活動に向けて
　阿波地域の民生委員活動としては、高齢者世帯の見守りやひとり親家庭への支援、高齢者虐
待の防止、災害時の安否確認など多岐に渡ります。そのため民生委員が相談支援に応じる内容
は、高齢者、障害者、児童、生活保護世帯等、さまざまな分野に渡り、それらの内容に対して
適切に対応していくためには、専門家からの知識技能の伝承と研修会を通じたスキルの取得が
欠かせません。
　今後も民生委員・児童委員が安心して活動を続けられるように研修の充実に努めてまいります。

津山市阿波地域の概要
　阿波地域は県北東部、東経１３４度
６分４８秒、北緯３５度１４分５秒、
海抜４２５メートル（旧阿波村役場）
に位置し、面積は４２. ０７平方キロ
メートルです。
　阿波地域（旧阿波村）は、明治２２
年６月１日に町村制施行後、阿波村と
して誕生し、一村を存続してきました

２．地区における民生委員児童委員活動

１．地区の紹介

阿波地区民生委員児童委員協議会

地区の概況

人　口 世帯数 高齢化率 児童数 生徒数

５０４人 ２１８世帯 ４６. ０％ １９人 １０人

地区民協の構成

民生委員・児童委員数
（内 主任児童委員数）

定　数 実　数

５人
（１人）

男性 女性 合計

１人
（０人）

４人
（１人）

５人
（１人）

小椋惠美子　　　藤原　好恵　　　大田　勝弘　　　長瀧千加子　　　髙矢美諭紀
主任児童委員

が、平成１７年２月２８日に津山市へ編入合併し、今日に至っています。
　津山市民生児童委員連合協議会（以下民連協と称する）の取り組みとして、毎年５月１２日
の民生委員・児童委員の日に加茂小学校の朝の登庁時に全員が「あいさつ運動」を実施してい
ます。
　また、阿波地域では高齢化率が４６％と高く、連合町内会阿波支部が毎年行っている敬老の
つどい、阿波地域安全推進大会、又、市民の健康と福祉のまちづくり推進会議等にも参加し、
支援しています。

H30.4.1 現在

地区民協名簿（平成３０年１１月１日現在）

　津山民連協では毎月定例会が開催さ
れ、会長副会長が出席しています。こ
の会議で決定された事項等について阿
波地区民生委員児童委員協議会を、津
山市社会福祉事務所及び健康増進課、
津山市社会福祉協議会、地域包括支援
センター等の職員とともに開催し、諸
制度の把握や知識の取得、そして委員
への周知にあたっています。

阿波地域安全推進大会出発式

共同募金、グッズ募金

阿波出張所 定例会の風景

❖ 単位地区活動紹介

H30.11.1 現在
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（１）福祉施設ボランティア活動
　毎年１２月に委員全員で地区内の障害者施設で奉仕作業
訪問を続けています。男性委員は施設内外の窓拭き、女性
委員はオムツの裁断と縫製、窓拭きが主な作業です。作業
をしながら日頃出会う事のない入居者の皆さんと、「こん
にちは」と笑顔で挨拶を交し合い、お手伝いをさせて頂く
ことにほのぼのとした喜びを感じています。委員同士協力
しながら作業を進め、出来上がった時には満足感や達成感

　勝北地区民生委員児童委員協議会では、日頃の見守りや支援・相談活動のほか、地域や学校
行事への参加等を通じて地域住民や児童・保護者とのふれあいを楽しみながら、つながりを深
める活動に取り組んでいます。
　多くの先輩委員が永年、継続してきた大切な活動を引継ぎ、民児協の《和》をモットーに関
係機関・団体と連携しながら地域住民が安心して暮らせる地域づくりを目指しています。

を共有し、活動を通して私たちの方がしあわせをいただいています。
（２）“こけないからだ勝北大会”運営協力活動
　勝北地区では全２９ヶ所のコミュニティで、毎週一回の介護予防運動集会「こけないからだ
体操」が行われ、毎年１０月に全地域が集い、年一回の“こけないからだ勝北大会”が開かれ

２．地区における民生委員児童委員活動

１．地区の紹介

勝北地区民生委員児童委員協議会

地区の概況

人　口 世帯数 高齢化率 児童数 生徒数

６, １７５人 ２, ６６５世帯 ３６, １％ ２８２人 １５４人

地区民協の構成

民生委員・児童委員数
（内 主任児童委員数）

定　数 実　数

２４人
（２人）

男性 女性 合計

１１人
（０人）

１３人
（２人）

２４人
（２人）

ています。平成２４年から実施され、本年で第七回目を迎えました。第一回目より受付・案内・
駐車場係として運営を愛育委員と共にサポートしています。
　日頃、一緒に活動している地域の皆さんと交流し、介護予防の大切さを伝える講和、体操、
歌等を聴き、観て、参加して、…楽しいひと時が「あっ」と言う間に過ぎていきます。今後、
加速する高齢化社会に向けて「少しでも長く自立した健康生活を送っていきたい」と、みんな
で決意を新たにしています。

（３）“「生きいき勝北っ子」を育む会”運営協力活動
　民生委員児童委員、愛育委員栄養委員等で構成される

「生きいき勝北っ子」を育む会が主催の「勝北っ子ふれあ
い会」は、自然との関わりの中でネイチャーゲームを通し
て友達や親子のふれあいを楽しむことを目的とした集い
で、本年で第七回目を迎えました。
　民生委員児童委員はゲームの場所移動の誘導や見守り等

との交流に楽しんでいます。
（４）今後の民生委員児童委員活動に向けて
　急速な少子高齢化の進行、世帯構造の変化、人間関係が
希薄化する中、地域においてはさまざまな課題を抱え、支
援を必要とする人々が増加しています。「地域の身近な相
談者」として、地域から認知、信頼されるためにも、継続
した地道な活動と研鑽が必要です。
　地域の誰もが、地域の中で安心して生活していけるよう、

「地域共生社会」の実現に向けて、地域住民に寄り添い、地域のニーズに応じた活動に取り組
んでいきます。

H30.4.1 現在

を通して、平素はふれあうことの機会が少ない大勢の親子

こけないからだ勝北大会

勝北っ子ふれあい会

赤い羽根街頭募金・勝北ふるさと祭り

地区民協名簿（平成３０年１１月１日現在）

主任児童委員 主任児童委員

大澤　安惠　　　岸名　悦子　　　⻆野　一女　　　武山　五月　　　影山　一明

山本　和義　　　森永　敏江　　　竹内　二男　　　　田　葉子　　　安東　敬子

河本　明美   　　竹内　洋子　　　藤田　勝　　　　上原　泰彦　　　松本　知也

寺坂　武夫　　　中谷　肇　　　　土井　正　　　　湯浅　洋子　　　河田かよ子

武下　和正　　　安東　秀子　　　土井　美鈴　　　小林　久子

❖ 単位地区活動紹介

H30.11.1 現在
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徒・子育て世帯などの身近な支援者として見守り・相談・支援活動を行っています。毎月開催
される地区民協の定例会には行政・社会福祉協議会・包括支援センターの専門職員も出席し、
知識の習得・情報交換・情報共有を図り地域住民ならびに個々の民生委員が抱える様々な悩み
や課題の解決に向け取組んでいます。また民連協による全体研修や各種研修会で委員の識見の
向上にも努めています。
　民連協では５月１２日の民生委員・児童委員の日に市内全小学校での挨拶運動を実施してい
ます。久米地区には小学校４校・中学校１校があり、挨拶運動の他にも小学校訪問・中学校訪
問を行い学校と連携した児童生徒の見守り・支援活動に繋げています。また乳児から就学前の
子ども・保護者を対象とした支援活動『すくすく久米』を福祉ボランティア久米・愛育栄養委

　久米地区民生委員児童委員協議会は、平成１７年２月
２８日の合併により津山市となった旧久米郡久米町の久
米町民生委員児童委員協議会を前身とし、現在は津山市
民生委員児童委員連合協議会（民連協）１３地区民協の
『久米地区民生委員児童委員協議会（地区民協）』とし活
動しています。久米地区民協は現在、民生委員２４名・
主任児童委員２名の計２６名で高齢者・障害者・児童生

員・女性民生児童委員により毎月開催。社会福祉協議会が行っている『心配ごと相談』や共同
募金活動への参加・小地域ケア会議への参加等、地域の一員として地域福祉向上のための活動
を行っています。

２．地区における民生委員児童委員活動

１．地区の紹介

久米地区民生委員児童委員協議会

地区の概況

人　口 世帯数 高齢化率 児童数 生徒数

６, ５４７人 ２, ７０９世帯 ３８, ６％ ３０６人 １６１人

地区民協の構成

民生委員・児童委員数
（内 主任児童委員数）

定　数 実　数

２６人
（２人）

男性 女性 合計

１４人
（０人）

１２人
（２人）

２６人
（２人）

　民生委員の役割は地域の状況を把握し、地域住民の身近な相談相手となり、行政や関係機関
とのパイプ役となる事だと考えます。
　現在、津山市全体の高齢化率は約２９％であるが、久米地域の高齢化率は３８. ６％　その
中でも一部地域では約６０％近くの高齢化率となり、若い方との同居であっても日中において
は高齢者のみを含めると高齢者独居や高齢者世帯率は更に増加します。地域における大きな問
題として高齢化世帯の増加、認知症高齢者の増加、生活困窮者の増加や、ひとり親家庭の増加、
児童虐待や子どもの貧困問題、不登校やいじめ問題の増大、地域コミュニティの崩壊と変化す
る様々な状況の中において、地域住民や家族が抱える問題も複雑化し民生委員の活動がますま
す重要となってきています。また近年、多発している自然災害への対応など地域からの期待も
更に大きくなり民生委員が抱える問題も増大してきています。
　こうした中で必要となってくるのは、一人の民生委員だけが問題を抱えるのではなく民生委
員相互の連携や助け合い、そして民生委員の活動を地域住民の方々に知っていただき理解と協
力を得ることが活動に最も必要になる事だと考えます。高齢化が進む地域においては民生委員
の高齢化、なり手がいなくなる等、今後への課題もしっかりと考えていかなければなりません
が、私たち民生委員児童委員は地域の一員として、地域と協力しながら、地域の人々が住み慣
れた地域で、安全に安心して暮らせるよう身近な相談相手・行政や関係機関とのパイプ役とし
ての活動を続けて地域福祉の向上に努力していきます。

H30.4.1 現在

地区民協定例会

共同募金 小地域ケア会議

地区民協名簿（平成３０年１１月１日現在）

主任児童委員 主任児童委員

小福田佐知惠　　田丸　史　　　　岡　　隆彦　　　奥　　勝美　　　　木　通子

宮原　都　　　　國米　宏美　　　秋山あい子　　　松永　保男　　　重松　富子

太田　憲江　　　原田　正江　　　池田　裕子　　　山本　進　　　　早瀬　一幸

井上　康信　　　西本　康洋　　　髙橋　英一　　　山﨑　健男　　　土居　利文

松下　博　　　　小林　寿美　　　小林　秀次　　　神谷　君子　　　　　　　　

楢本　眞弓　　　庄司　幸惠

❖ 単位地区活動紹介

H30.11.1 現在
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2）主任児童委員の現状と活動
　現在、市内の民生委員児童委員数は２８３名ですがその内の２５名が主任児童委員として部
会活動をしています。主任児童委員の役目としては、学校や各関係機関と連携しながら、児童
を取り巻く家庭環境や社会環境についての情報の把握や、地域ぐるみで子育てを行う為の啓発

1）主任児童委員部会の変遷と活動
　平成に入り、少子化の進行や児童虐待の深刻
化、不登校問題等の課題が顕在化するなか、平
成６年に主任児童委員制度が創設されました。
平成１６年に、児童福祉に関する事柄を専門的
に担当する活動が明確化され、平成２８年には、
児童福祉法の改正に伴い、すべての児童が適切
な養育を受けること、子どもたちの健やかな成
長と発達・自立等が保障されることが法律上で
明確にされました。

達障害」をテーマとし、その理解を深めるために北小学校通級教室の校長先生や、療育センター
長様に講話をお願いしました。また、年に一度、近隣の美咲町・鏡野町・久米南町の主任児童
委員との交流を兼ねて、合同視察研修も行っています。
　本年度は、障害者支援施設と児童福祉に関わる特色ある学校施設の一体化の取り組みとして、
国内唯一で、岡山県内にあります障害者支援施設「岡山健康の森学園」の訪問研修を行いまし

活動、関係諸団体と連携した児童健全育
成活動、さらに児童の権利が侵害されて
いるケースなどには、各関連機関や地域
の担当児童委員と連携を図り協力して解
決にあたります。年間活動としては、主
任児童委員活動のさらなる充実を目指
し、子供を取り巻く環境や育成に必要な
事案の勉強会や研修会の実施。鶴山塾・
児童相談所・各児童館・幼稚園等の訪問
研修を行っています。昨年度よりは、「発

２. 主任児童委員部会の活動

１. 部会紹介

主任児童委員部会

た。開かれた施設として、支援を必要とする方々の可能な限りの自立と充実した生活を目指す
学園施設でした。先生の「子どもたちは、ここで穏やかに過ごしています」との言葉に安堵し、
個々の生活環境の下、この学園で穏やかに生活できる幸せを感じ、幸せのかたちも人それぞれ
であることを実感しました。そして先生方の学園への向き合い方に感銘し、ぬくもりを感じた
研修でした。この研修で、高校卒業後
も、このような学びの場があり、就労
支援も受けることが可能であることを
学び、主任児童委員としても、このよ
うなケースの家庭と施設や関連機関と
のパイプ役になる為の責務を実感しま
した。

3）今後の主任児童委員活動
　近年、地域共生社会としての「地域
力」が求められていますが、必要とさ
れる個々の課題が顕在化しにくい状況となっており、主任児童委員が地域の方々と共に地域の
行事に参加し、子ども達や家庭との繋がりを深めていくことの必要性を感じています。心を痛
めている子ども達が、主任児童委員や地域の人々からの温かいまなざしや励ましを受けたり、
それを感じることで、子ども達や家族の方々へのエールとなり勇気づけられることができたら
と考えて活動をしています。今後の活動として地域の諸関連機関や団体と連携しながら、地域
づくりや児童育成活動への参加・協力そして、学校行事への参加や学校支援、ボランティアへ
の協力を行い、主任児童委員として地域や学校で、自身の地域ならではの必要で可能な取り組
みを理解し、子育て支援、活動を行いたいと考えています。そして、これらの連携の枠組づく
りの一助となり、子ども達や地域、学校が求めていることを早期に理解し、子育て家庭にも寄り
添うことができるよう、委員の資質向上の為の主任児童委員活動を目指したいと思います。

部会の構成

民生委員・児童委員数
（内 主任児童委員数）

定　数 実　数

２５人
男性 女性 合計

５人 ２０人 ２５人

H30.4.1 現在

地区の概況

人　口 世帯数 小学校 中学校 児童数 生徒数

５, ３５１人 ２, ６８６人 ２７校 ８校 ５, ３５１人 ２, ６８６人

❖ 主任児童委員活動

H30.11.1 現在
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国勢調査年
人　　　口

昭和３０年
１１３，９３８人

昭和４０年
１０３，６３９人

昭和５０年
１０３，５２７人

（津山市社会福祉事務所資料）

委嘱月は各年１２月 1日付け
平成３０年は 7月 1日現在

（保護率千分比）

現在の市域による人口（津山市統計資料）

（津山市社会福祉事務所資料）

昭和６０年
１１０，５４２人

平成　７年
１１３，６１７人

平成１７年
１１０，５６９人

平成２７年
１０３，７４６人

（津山市健康増進課資料）

（津山市社会福祉事務所資料）

調査年
高齢化率

平成　５年
１５.７８%

平成１０年
１８.６６%

平成１５年
２２.６６%

調査年
高齢化率

平成２０年
２４.２４%

平成２５年
２６.４６%

平成２９年
２９.４３%

年
出生数

平成１８年
１,０７２人

平成２２年
９９６人

平成２６年
８７０人

平成２９年
８２１人

年次
平成　３年
平成　７年
平成１２年
平成１７年
平成２２年
平成２７年

高齢者
１３０
１２７
２０２
２６９
３４８
３８０

母　子
１７
１０
２０
２９
２１
１４

障害傷病
１６６
１５５
１８４
２８２
３０２
２３０

その他
１９
１８
２９
４４
９１
５８

世帯数
３３２
３１０
４３５
６２４
７６２
６８２

人　数
４５１
３９６
５５４
７８９
８９６
７８２

保護率
５.１２
４.４７
６.１８
７.１　
８.３１
７.５８

昭和４３年
１９３

昭和４６年
１９８

昭和４９年
１９８

昭和５２
１９５

昭和５５年
１９４

昭和５８年
１８８

昭和６１年
１８５

委嘱年
委嘱数

平成元年
１８５

平成４年
１８５

平成７年
１９９

平成１０年
１９９

平成１３年
２０３

平成１６年
２０２

平成１９年
２８３

委嘱年
委嘱数

平成２２年
２８３

平成２５年
２８０

平成２８年
２７８

平成３０年
２８１

委嘱年
委嘱数

各　種　統　計　資　料西日本豪雨災害と民生児童委員活動

❖ 資料❖ 西日本豪雨災害

１．国勢調査人口の推移

２．高齢化率の推移

３．出生数の推移　（暦年）

４．生活保護受給世帯の推移

５．民生委員・児童委員・主任児童委員委嘱人数の推移

　平成３０年７月５日から降り始めた雨は記録的な雨量となり、岡山県内では豪雨災害の大き
な爪痕を残しました。特に、県南地域の倉敷市、総社市を中心に豪雨と河川の堤防決壊などで
７月２７日現在、死者６１名、行方不明者３名（全国の死者２２０名、行方不明者１２名）、
家屋の全半壊や床上、床下浸水など未曾有の大災害となりました。     
　津山市においても降り始めから７月７日までの総雨量が４２１ミリに達し、 大雨の特別警報
が発令され避難指示や避難勧告が出るなど、近年にない記録的な豪雨となり災害救助法が適用
されましたが、幸いにも犠牲者が出ることはありませんでした。また、７月に入ってからは連
日３５度を超える記録的な猛暑日が続き、観測史上最高の３７．４度を記録しました。　  
　一方、台風も多発し西日本に上陸または接近し、暴風や豪雨による災害が発生するなどの異
常気象が続きました。       
　このような中で、民生児童委員は高齢者世帯を訪問するなど安否確認の活動に努めました。

○ 平成３０年７月豪雨　津山市被害状況
平成30年11月９日現在

【人的被害】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計０人

【住家関係】　　　　　　　合計２９３棟

津山市危機管理室資料

【非住家被害】　　　　　　合計２１５棟

・死者・行方不明者　　０人
・重傷　　　　　　　　０人
・軽傷　　　　　　　　０人

・全　　壊
・半　　壊
・一部損壊
・床上浸水
・床下浸水
・そ の 他

３棟
１棟
２３棟
７１棟
１９５棟

０棟

・全　　壊
・半　　壊
・一部損壊
・床上浸水
・床下浸水
・そ の 他

７棟
１棟
１２棟
４２棟
１５３棟

０棟
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津山市民生児童委員連合協議会歴代役員紹介

会　　　　　長

清　田　寂　坦

東　城　伊八郎

長　澤　快　平

松　本　　　晃

豊　田　道　弘

岸　　　章　弘

髙　山　科　子

副　　会　　長

田　村　　　真

松　本　　　晃

土路生　好　野

檜　山　卓　夫

和　田　正　之

河　本　正　雄

武　川　　　毅

湯　浅　秀　夫

松　下　四　郎

犬　飼　忠　義

豊　田　道　弘

立　石　朝　子

高　田　憲　正

山　本　節　子

岸　　　章　弘

神　尾　吉　勝

髙　山　科　子

眞　木　好　之

仲　矢　武　夫

昭和２５年１１月　～　昭和４２年　７月

昭和４２年　７月　～　昭和４６年１１月

昭和４６年１２月　～　昭和５８年１１月

昭和５８年１２月　～　平成１６年１１月

平成１６年１２月　～　平成２２年１１月

平成２２年１２月　～　平成２５年１１月

平成２５年１２月　～　現　　在

昭和４６年１２月　～　昭和５２年１１月

昭和４６年１２月　～　昭和５８年１１月

昭和５２年１２月　～　昭和６１年１１月

昭和５８年１２月　～　平成　元年１１月

昭和６１年１２月　～　平成１０年１１月

平成　元年１２月　～　平成　４年１１月

平成　４年１２月　～　平成　７年１１月

平成　７年１２月　～　平成１３年１１月

平成１０年１２月　～　平成１３年１１月

平成１３年１２月　～　平成１６年１１月

平成１３年１２月　～　平成１６年１１月

平成１６年１２月　～　平成１９年１１月

平成１６年１２月　～　平成１９年１１月

平成１９年１２月　～　平成２２年１１月

平成１９年１２月　～　平成２２年１１月

平成２２年１２月　～　平成２５年１１月

平成２２年１２月　～　平成２５年１１月

平成２５年１２月　～　現　　在

平成２５年１２月　～　現　　在

在　　　任　　　期　　　間

在　　　任　　　期　　　間

❖ 歴代役員紹介

区　　　　　　　　　　　分

計

平成１５年度 平成２０年度 平成２５年度 平成２９年度

内容別
相　談
支　援
件　数

分野別
相　談
支　援
件　数

在 宅 福 祉

健 康 ・ 保 健 医 療

子 ど も の 地 域 生 活

生 活 費

仕 事

住 居

日 常 的 な 支 援

介 護 保 険

子 育 て・母 子 保 健

子 ど も の 教 育・学 校 生 活

年 　 金 ・ 保 　 険

家 族 関 係

生 活 環 境

そ の 他

高 齢 者 に 関 す る こ と

子 ど も に 関 す る こ と

障 害 者 に 関 す る こ と

そ の 他

（津山市社会福祉事務所資料）

1,642

535

606

406

90

134

646

371

92

311

63

269

220

991

3,882

1,025

462

1,007

6,376

1,002

533

1,171

312

79

214

2,204

372

79

593

111

327

346

1,424

4,399

1,859

731

1,778

8,767

852

493

1,621

383

119

245

3,494

321

174

616

101

373

544

1,901

6,039

3,104

521

1,573

11,237

917

558

1,213

131

53

150

3,558

410

135

638

79

260

542

1,701

5,749

2,664

420

1,512

10,345

調 査 ・ 実 態 把 握

行事・事業・会議への参加協力

地 域 福 祉 活 動・自 主 活 動

民 児 協 運 営・研 修

証 明 事 務

要保護児童の発見の通告・仲介

訪 問 回 数

連 絡 調 整 回 数

活 　 　 動 　 　 日 　 　 数

主 任 児 童 委 員 活 動

5,060

3,678

3,001

2,048

358

320

16,231

5,042

16,878

4,216

5,162

6,098

3,682

303

123

25,677

8,729

24,718

3,613

6,255

10,593

4,755

282

144

30,377

11,297

29,889

1,759

3,121

5,510

10,790

4,514

326

46

30,363

10,278

28,754

2,336

６．民生児童委員・主任児童委員年度別活動件数

❖ 資料



津山市 民生委員制度創設100周年記念誌 6362 津山市 民生委員制度創設100周年記念誌

〜 編  集  後  記 〜

　大正６年に岡山県で発足した済世顧問制度が原点となって、昭和２１年に民
生委員令、昭和２３年には民生委員法が公布され、平成２９年で民生委員制度
創設１００周年の記念の年を迎えました。
　近年、社会を取り巻く環境は少子高齢化や人口減少社会の到来など社会環境
が急激に変化する中で、子どもや高齢者、障がい者など、弱者に対する虐待、
社会的孤立、生活困窮者の増加や凶悪事件など様々な社会問題が多発する傾向
にあります。
　このような中にあって、市民の皆さんが住み慣れた地域で安心して豊かな生
活を送ることができる社会を実現するためには民生委員児童委員、主任児童委
員の役割は益々重要になって参りました。
　この度、民生委員制度創設１００年という大きな節目にあたり、津山市民生
児童委員連合協議会では記念事業として、記念大会の開催に合わせて記念植樹
式を行うとともに記念誌を発刊する運びとなりました。
　発刊にあたり、ご協力いただきました関係各位に対して感謝を申し上げます。
とりわけ民生委員ＯＢの竹内章雄氏、大野木一氏には多大なるご尽力とご協力
賜り誠に有難うございました。今後とも津山市民生児童委員連合協議会へのご
理解とご協力をお願い申しあげ、お礼のご挨拶といたします。

津山市民生児童委員連合協議会　　　
　　　　１００周年記念誌編集委員会

	 	 	 	 	 	
　　　　	委員長　　眞木　好之	 	 	 	 	 	
　　　　	委員　　　仲矢　武夫　　　遠藤　秋聲　　　治郎丸清志
　　　　　　　　　	竹内　章雄　　　大野木　一
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