
平成２９年度 大阪府民生委員児童委員協議会連合会 事業計画 

                                      

［基本方針］ 

わが国の景気は、緩やかに持ち直しの基調とされていますが、地域社会には、孤立死や虐待、

ひきこもりなどの社会的孤立の問題や、子どもの貧困、介護離職、認知症高齢者やその家族への

支援などさまざまな課題が山積しています。そこで、国では、制度外ニーズへ対応し、「地域共生

社会の実現」に向けて、高齢者・障がい者・子どもと縦割りとなっていた福祉サービスのあり方

の見直しが進められています。 

また、東日本大震災から 6 年、熊本地震から 1 年が経過しようとしていますが、地震だけでな

く、風水害やそれにともなう二次災害など、大規模な災害の発生が日本全国で後を絶ちません。

日頃からの、災害時の避難に配慮が必要な方々の把握や、地域の関係団体と連携した支援体制づ

くりが大変重要となっています。 

 

このような状況のなか、私たち民生委員・児童委員は、常に住民の立場に立った寄り添う相談

援助活動を展開し、高齢者、障がいのある方、生活困窮者など、支援を必要とする方々が安心し

て生活できる地域づくりのために、関係団体や専門機関などとの連携・協働を積極的に進め、要

援護者を地域で支える多様なセーフティネットの構築と、あらゆる人々が地域社会の一員として

尊重される「福祉と共生のまちづくり」の実現に取り組みます。 

 

今年度は、民生委員制度創設 100 周年を記念した活動が全国的に展開されるのにあわせて、本

会としても連動した取組みを行うとともに、来年度に迎える「大阪府方面委員制度創設 100周年」

記念事業の企画・実施を本格的に進めていくなかで、委員会（部会）活動のさらなる活性化を図

っていきます。 

なかでも、調査・研究活動を充実させ、民生委員・児童委員活動の見える化や、活動に役立つ

資料の作成につなげていきます。具体的な取組みとしては、「社会的に孤立している人々への支援」

をテーマに、児童虐待、不登校・ひきこもり、認知症の方の支援などにかかわった事例収集や、

地域団体や福祉施設・ＮＰＯ団体へのヒアリングを通して、支え合い・助け合う地域づくりを進

めるための民生委員・児童委員の役割を明らかにする調査研究事業に取組みます。また、「地域で

の連携した見守り支援の推進」を図るため、見守りに必要な情報の共有や役割分担のあり方など

について、大阪府市町村社会福祉協議会連合会と検討の場を持ちます。 
さらに、民生委員・児童委員の認知度アップや新たな担い手確保をめざし、100 周年を契機と

した PR活動の強化に取り組み、全ての市町村からの参画を得た「広報プロジェクトチーム」メン

バーとともに、「委員参加型」「委員発信型」「コラボ」「画期的かつ斬新」を基本方針として、住

民への理解促進や広報・PR活動の展開につなげていきます。 



［重点事業］ 

１ 住民の立場に立った“寄り添う”相談援助活動の推進 

２ 社会的に孤立している人々への支援の推進 

３ 地域での連携した見守り支援の推進 

４ 府民に向けた広報・PR活動の強化 

５ 民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくりの推進 

６ 大阪府民生委員（方面委員）制度創設 100周年記念事業の企画・推進 

 

［事業内容］ 

１ 諸会議ならびに大会の開催 
 
（１）大阪府民生委員会長連絡会の運営への協力（年 10 回…5 月、8 月を除く毎月） 
 
（２）正副会長会の開催（5 月、8 月を除く毎月。必要に応じ、別途開催） 
 
（３）理事会の開催（必要に応じて開催） 
 
（４）総会の開催（年 2 回…4 月、3 月） 
 
（５）部会、委員会の開催 

①大阪府民生委員（方面委員）制度創設 100 周年記念事業実行委員会 

②記念誌作成委員会【正副会長会】 

③企画検討委員会【企画調査部会】 
   ④ＰＲ活動検討委員会【広報部会】 

⑤調査研究委員会【地域福祉部会、児童福祉部会】 
⑥主任児童委員連絡会 

 
（６）第 69 回大阪府民生委員児童委員大会の開催 

①日時  平成 29 年 5 月 12 日（金）午後 1 時～午後 4 時 00 分 
②場所  大阪国際交流センター 大ホール 
③内容  式典、記念講演ほか 

 
（７）近畿ブロック府県・指定都市民生委員児童委員関係事業会議の開催 

①日時  平成 29 年 9 月 12 日（火）～13 日（水） 
②場所  大阪国際会議場 
③内容  1 日目：全体会、分科会、交流会 2 日目：全体会 

 
 



 

２ 大阪府民生委員（方面委員）制度創設 100 周年記念事業の企画・推進 
 平成 28 年度は、実行委員会を組織し、予算や推進体制、企画内容、記念大会会場などについて

検討を行うとともに、100 周年記念スローガンの決定など、計画的に準備を進めてきました。 
 平成 29 年度は、記念大会の開催準備や記念誌作成など各企画の具体化を図るため、各部会の事

業を本記念事業と関連付けて推進し、委員会（部会）活動のさらなる活性化をめざします。 
 

 
（正副会長など 15名）     （正副会長会） 

 
 

（企画調査部会）    （広報部会）   （地域福祉部会、児童福祉部会、 

                             主任児童委員連絡会役員会） 

 

市町村民児協からメンバーを選出 

（１）100 周年記念大会の開催準備 
①大会日程ならびに次第・プログラムの決定 
②大会記念品等の作成 
③大会参加者人数等の調査、参加案内 
④計画的な開催準備 

 
（２）大阪府民生委員（方面委員）制度創設 100 周年記念誌の作成（平成 30 年度発行） 

①「100 周年記念誌」の編集・作成準備 
  記念誌作成委員会の開催、市町村民児協への原稿依頼・写真等の提供依頼など 
②「概要版」（全委員に配付予定）の編集・作成準備 

 
（３）民生委員・児童委員が活動しやすい環境整備づくりにむけた取組み 

①相談援助のハンドブック作成 
個別支援・プライバシーの問題にかかる民生委員・児童委員の効果的な援助方法につ

いて共有化を図るため、平成 28 年度に実施したヒアリングと相談技法研修会の内容をも

とに、ハンドブックの作成を行う。 
②相談援助に関する研修会の開催 

 相談援助のハンドブックを教材に、研修会を実施するとともに、市町村民児協におけ

る活用を呼びかける。 
③地域での連携した見守り支援の推進検討（大阪府市町村社会福祉協議会連合会と協議） 

民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくりをめざし、地域での連携した見守り支

援を推進するため、検討を行う。 
 
（４）効果的な広報・PR 活動の展開 

①100 周年広報企画の検討、広報プロジェクトチームによるワークショップの開催 
 府内の各民児協（連）から 1 名ずつ参画いただいた「広報プロジェクトチーム」にお

いてＰＲプログラムを企画立案。その内容をＰＲ活動検討委員会において具体化、実施

実行委員会 記念誌作成委員会 

企画検討委員会 調査研究委員会 ＰＲ活動検討委員会 

【100周年記念事業推進体制】 

広報プロジェクトチーム 



する。あわせて、各市町村民児協におけるＰＲの検討も行い、各市町村におけるＰＲ活

動の強化につなげる。 
②民生委員・児童委員の日ＰＲグッズの市町村民児協との共同作成 
③広報紙研修会の開催 
④Well おおさか 100 周年記念号の発行（平成 30 年 2 月） 

 
（５）社会的に孤立している人々への支援にむけた支援の推進 

①調査研究委員会における調査研究事業の企画検討 
社会的に孤立している人々への支援（主に児童虐待、不登校・ひきこもり、認知症の

方の支援をテーマとする）にかかわった個別支援事例の収集や、地域・社会福祉施設・

ＮＰＯ等と連携した支援の取組みのヒアリングを通して、民生委員・児童委員の役割の

見える化やさまざまな機関とのネットワークの構築につなげるため、社会的に孤立して

いる人々への支援にむけた調査研究を行う。 
②個別支援事例の収集、まとめ（個別支援事例研究チーム） 
③地区ヒアリング、社会福祉施設・ＮＰＯ団体等の取材、まとめ（ヒアリング調査チーム） 
④社会的に孤立している人々への支援を考える研修会の開催 

 
 
３ 地域福祉推進者としての民生委員・児童委員活動の展開 
平成 28 年度は、「民生委員・児童委員が活動しやすい環境整備にむけた調査報告書」にもとづ

き、大阪府府民児協連としての取り組みとして、個別支援・プライバシーの問題にかかる民生委

員・児童委員の意識や考え方の共有化を図るため、ヒアリングと相談技法研修会の実施を通して、

ハンドブック作成にむけ、検討を重ねました。 
また、「災害時要援護者支援体制づくりに関する調査報告書」をとりまとめ、情報共有を含めた

具体的な「地域での支援体制・協働体制づくり」にむけて今後の取組みの方向性を示しました。   
平成 29 年度は、この 2 つの報告書に沿って、活動の具体化ならびに推進を図るため、研修会の

開催や調査研究事業等に取組みます。 
 

（１） 地域住民の立場に立った“寄り添う”個別援助活動の推進 
①相談援助のハンドブック作成 ＜再掲＞ 
②相談援助に関する研修会の開催 ＜再掲＞ 

 
（２）地域での連携した見守り支援の推進検討（大阪府市町村社会福祉協議会連合会と協議） 

＜再掲＞ 
（３）福祉と共生のまちづくりに向けた取組みの推進 

①社会的に孤立している人々への支援にむけた調査研究事業の実施 ＜再掲＞ 
②社会的に孤立している人々への支援を考える研修会の開催 ＜再掲＞ 
 

（４）社会福祉協議会、NPO 等の関係機関・団体との連携強化 
①日常生活圏域における小地域ネットワーク活動への参加協力 
②セーフティネットの構築および充実 



４ 児童委員活動の推進 
平成 28 年度は、社会的に孤立している人々（親子）の課題を整理し、支援の取り組み（居場

所づくりなど）や関係機関との連携のあり方について検討を行いました。 
平成 29 年度は、児童虐待や不登校・ひきこもりなどの個別支援事例の収集や、地域・社会福

祉施設・ＮＰＯ等と連携した支援の取組みのヒアリングを通して、民生委員・児童委員の役割の

見える化やさまざまな機関とのネットワークの構築につなげるため、社会的に孤立している人々

への支援にむけた調査研究事業に取り組みます。 
 
（１）社会的に孤立している人々への支援にむけた調査研究事業の実施 ＜再掲＞ 

 

（２）主任児童委員活動の推進 
① 主任児童委員連絡会役員会および全体会の開催 
② 主任児童委員ブロック事業の充実 
③ 児童委員との連携強化および協働の推進 

 
（３）児童虐待防止に向けた取組みの推進 

① 児童虐待防止に向けた関係機関との連携・強化 
② 府民を対象とした児童虐待防止キャンペーンおよび子育て支援への積極的参加 

 
（４）他機関、団体との連携、ネットワークの強化 

① 大阪府子ども家庭センターとの連携強化 
② 教育関係機関、保育施設等とのつながりづくりおよび連携強化 

 
 
５ 府民に向けた広報・PR 活動の強化 

平成 28 年度は、一斉改選に向けたＰＲグッズの作成と、大阪府方面委員制度創設 100 周年に

むけた民生委員活動のＰＲについて検討するとともに、ＰＲ手法の研修会を開催し、効果的なＰ

Ｒ活動についての知識を学びました。 
平成 29 年度は、この知識を生かして、100 周年記念事業としてのＰＲプログラムの企画立案

と発信にむけた準備を進めるとともに、市町村におけるＰＲ活動の検討と実践により、各市町村

でのＰＲ活動の強化を図ります。 
 
（１）100 周年広報企画の検討、広報プロジェクトチームによるワークショップの開催 ＜再掲＞ 

 
（２）「民生委員・児童委員の日」活動強化週間における市町村民児協事業への支援強化 

①ＰＲグッズの市町村民児協との共同作成 ＜再掲＞ 
 
（３）広報紙研修会の開催 ＜再掲＞ 
 
（４）「WELL おおさか」の企画および発行（平成 30 年 2 月） ＜再掲＞ 



（５）市町村民児協概況調査の実施 
 
（６）大阪府社協機関紙「福祉おおさか」による情報提供 

①地域で活躍する民生委員・児童委員さんの連載（偶数月）など 
 
 
６ 市町村民児協運営、民生委員・児童委員活動充実に向けた支援 

（１）市町村民児協に対する活動助成金の交付 
①市町村民児協活動振興事業（民児協事業および児童委員活動、テーマ助成）への助成 
②市町村民児協の機関紙発行への助成 
③中核市への民生委員児童委員大会開催への助成 
④指定民児協への助成 
⑤その他、民児協事業の振興に資する事業への助成 

 
（２）共同募金たすけあい資金の運営ならびに内容の検討 
 
（３）各種資料の作成・配付 

①民生委員・児童委員活動に必要な資料の作成 
②民生委員・児童委員活動に必要な資料の収集・配布 

    イ 民生委員・児童委員のひろば 
ロ 単位民児協会長のための情報誌 View 
ハ 児童委員活動の手引き 
ニ 民生委員児童委員必携 
ホ 新任民生委員・児童委員の活動の手引き 
へ その他 

 
（４）事務担当者会議の実施 

 
 
７ 関係団体との連携 

（１）全国会議、研修会への参加 
①全国民生委員児童委員連合会 評議員会 
②全国民生委員児童委員大会（東京都、7 月 9 日～10 日） 
③民生委員・児童委員のための相談技法研修会 
④全国主任児童委員研修会（西日本） 
⑤全国民生委員児童委員リーダー研修会 
⑥全国児童委員研究協議会 
⑦全国民生委員指導者研修会（全国民生委員大学） 
⑧近畿ブロック府県・指定都市民生委員児童委員関係事業会議（大阪府、9 月 12 日～13 日） 
⑨都道府県・指定都市民児協事務局会議 
⑩その他、民生委員・児童委員活動の推進に必要な会議、研修会等 



（２）他団体への委員会等への参画 
団体名 応 嘱 役 職 名 

1 全

民

連

 

全国民生委員児童委員連合会  評議員 
2 全国民生委員児童委員連合会 部会委員 
3 

大

阪

府

関

係 

大阪府社会福祉審議会委員 
4   民生委員審査専門分科会 分科会長 
5   児童福祉専門分科会委員 
6   地域福祉専門分科会委員 
7 大阪府介護保険審査会委員 
8 大阪府地域福祉推進審議会委員 
9  地域福祉支援計画推進分科会委員 

10 大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会委員 
11 大阪府子ども施策審議会ひとり親家庭等自立促進部会委員 
12 大阪府後期高齢者医療審査会委員 
13 大阪府国民健康保険審査会委員 
14 大阪府高齢者医療懇談会委員 
15 大阪府防災会議委員 
16  大阪府国民健康保険運営協議会委員 
17 

大
阪
府
社
会
福
祉
協
議
会
関
係 

役 員 
理事  2 名 (総務企画部) 

18 評議員 4 名 (総務企画部) 
19 福祉おおさか編集委員会委員   (総務企画部) 
20 福祉と共生のまちづくり推進会議委員 (総務企画部) 
21 大阪児童福祉推進基金運営委員会委員 (総務企画部) 
22 ボランティアファンド運営委員会委員 (総務企画部) 
23 ボランティア・市民活動センター運営委員会委員 (地域福祉部) 
24 地域福祉専門研修委員会委員 (地域福祉部) 
25 研修運営委員会委員 (福祉人材支援 C・研修 G) 
26 民生委員児童委員研修企画会議 企画委員 (福祉人材支援 C・研修 G) 
27 生活福祉資金運営委員会 運営委員長 (生活支援部) 
28 和田岬福祉基金・石掛清子基金運営委員会委員 (生活支援部) 
29 大阪後見支援センター運営協議会委員 (後見支援 C) 
30 選考委員会委員 (運営適正化委員会) 
31 苦情解決小委員会委員 (運営適正化委員会) 
32 社会貢献基金運営委員会委員 (施設福祉部) 
33 

そ

の

他

の

関

係

団
体 

大阪府共同募金会評議員 
34 大阪ふれあいキャンペーン実行委員会委員 
35 青少年育成大阪府民会議常任委員 
36 社会を明るくする運動大阪府実行委員会委員 
37 大阪府済生会 理事 
38 大阪府社会福祉事業団 理事・評議員 

 



（３）大阪府内イベント・研修会への参加 
①大阪府社会福祉大会 
②小地域ネットワーク活動リーダー研修会 
③その他、民生委員・児童委員活動の推進に資する会議、研修会等 
 
 

８ 民生委員・児童委員の相互扶助・志気高揚に向けた取組み 
（１） 慶弔 

①叙勲および褒章受章者へのお祝い金の贈呈 
②物故民生委員・児童委員に対するご香料の供養 
 

（２）全国民生委員互助共励事業の実施 
①公務関係給付金（公務死亡、公務傷害・疾病）の給付に関する審査、送金の実施 
②一般給付金（死亡、傷病・疾病、配偶者死亡、退任慰労、災害）の給付に関する審査決定、

送金の実施 
 

（３）表彰にかかる推薦事務等の実施 
①全国民生委員児童委員会長表彰の候補者の推薦 
②大阪府社会福祉協議会会長表彰の候補者の推薦 
③社会福祉事業功労者に対する厚生労働大臣表彰（民生委員優良活動団体）にともなう大阪

府への推薦 
④全国社会福祉協議会会長表彰にともなう大阪府社協への候補者の推薦 
⑤その他、民生委員・児童委員の志気高揚に資する表彰の候補者の推薦 
⑥社会福祉事務職員に対する大阪府民児協連会長感謝状の贈呈 
⑦子どもさわやか賞の贈呈 

 


