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お気軽に声を掛けてください
稲城市民生児童委員協議会会長　　

 最勝寺 　 常  生 　
さいしょうじ つね お

　私たち民生委員・児童委員、主任児童委員は、
同じまちに暮らす方々のさまざまな相談に乗り、
見守りや支援の他、必要な関係機関への橋渡しをしています。
　全ての民生委員は、児童委員を兼ねています。主任児童委員は
子どもに関する問題を専門に対応しています。

　こんな時には、お気軽に声を掛けてください。
○障害や高齢の一人暮らしで生活に不安がある。
○福祉サービスの制度や窓口が分からない。
○病気やケガで生活に困っている。
○育児や子どものしつけで悩んでいる。
○虐待らしい様子を目撃した。　

　ご自身や身近な方が「誰に相談していいか分からない」と困っ
た時、ぜひ民生・児童委員へ声を掛けてください。
　きっと解決の糸口が見つかるはずです。

民生・児童委員は地域の身近な相談相手です民生・児童委員は地域の身近な相談相手です
～ひとりで悩まずにご相談ください～～ひとりで悩まずにご相談ください～

新しい民生・児童委員の役員の皆さん

　各地区の民生・児童委員が地域の清
掃活動に参加しています。自分たちの
住む稲城市をきれいにすることで、住
みよいまちづくりを目指しています。

　小・中学校の通
学路で朝のあいさ
つ運動を行ってい
ます。児童・生徒
の安全を見守り、
子どもたちの健や
かな成長を願って
います。

　地域の子どもた
ちの実情を知るた
めに、学校の先生
や児童相談所、子
ども家庭支援セン
ターとも話し合
い、情報交換をし
ています。

▲東京都民生児童委員
協議会キャラクター
「ミンジー」
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民生委員・児童委員とは
　民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地
方公務員です。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねています。
給与の支払いはなく、ボランティアとして活動しており、任期は3年です。
　人格識見高く、広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など
民生委員法に規定された要件を満たす人が、市区町村に設置された民生委員推
薦会によって都道府県知事に推薦され、都道府県知事は都道府県に設置された
地方社会福祉審議会に意見を聴いたあとに厚生労働大臣に推薦、厚生労働大臣
が委嘱します。
　民生委員制度は、ドイツのエルバーフェルト市で行われていた「救貧委員制
度」を参考として大正6（1917）年5月に岡山県知事笠井信一氏が「済世顧問設
置規程」を公布し、済世顧問制度が誕生したことを源にするといわれています。

民生・児童委員の活動を紹介します
　稲城市では、５８人の民生委員・児童委員、主任児童委員が地域のさまざま
な場所で活動しています。
　ここでは、代表的な活動をご紹介します。今回紹介する活動以外にも毎年
一人暮らしの７５歳以上の高齢者と高齢者のみの世帯に訪問を行ったり、高齢
者や障害者などの災害時要援護者の支援や敬老会への協賛、稲城市社会福祉
協議会の福祉バザーへの協力など幅広く活動しています。

○C K.Okawara・
　Jet Inoue

稲城
なしのすけ

　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・児童委員のマーク
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視視察察研研修修
　視察研修を行うことで、福祉を幅広く勉強し
ています。稲城市民生児童委員協議会では、福
祉施設等を協議会全体や各部会ごとに見学し、
知識の習得に努めています。

ふふれれああいいササロロンンでで
介介護護予予防防活活動動

　ふれあいサロンは社会福祉協議会の事業です
が、民生・児童委員と地域のボランティアが企
画・運営を行っています。多くの高齢者に介護
保険を利用せず、元気な生活を送ってほしいと
介護予防に重点を置いた活動をしています。

民民生生・・児児童童委委員員活活動動ののPPRR活活動動
　毎年5月12日は「民生委員・児童委員の日」
です。今年度は、東京都内の民生委員・児童
委員、主任児童委員が新宿に集まりパレード
をしました。また市内でも市役所や第三文化
センターでＰＲ展を開催しました。

稲城市の民生委員・児童委員、主任児童委員名簿

▲福祉施設の見学

▲ふれあいサロンで介護予防活動

稲稲城城市市民民生生児児童童委委員員協協議議会会
　月に1回民生・児童委員全員が集まり、情報
交換をしています。講師を招いて研修を行った
り、勉強会をしています。

▲稲城市民生児童委員協議会の全体会議

防防犯犯・・防防災災活活動動
　地域の安全・安心を守るために市内一斉防犯
パトロールや地域防災訓練に参加し、住みよい
まちづくりを目指しています。

▲市内一斉防犯パトロール

〈民生委員・児童委員〉

電話住所氏名地区
377－8974矢野口1593－2栗山　和子

矢野口

377－4388矢野口1185－2原田　正行

377－2936矢野口3750堀江　光枝

377－5473矢野口439角田　賢司

378－7968矢野口2307城所　和子

377－6121矢野口2029青木　�子
377－9690矢野口48－5原田　勝子

377－9464矢野口2219鈴木　恵子

377－6796矢野口2650
シャトルパーク101号前田ひろ子

377－5154東長沼419－2齋藤　信一

東長沼

377－2252東長沼60山田　佳昭

377－8570東長沼951工藤シゲ子

377－9545東長沼1990渡邉　雅子

377－8705東長沼1711－1上野えり子

377－6912東長沼735宮崎　信子

378－3587東長沼1700－9山本　和子

379－1259東長沼2131－3加藤眞知子

377－4001大丸1378町田　伸一

大丸

377－4774大丸1070－7鷹野　洋子

377－7237大丸92－13宮森　京子

377－7500大丸630－3－502村川　正子

378－1915大丸2143－25常田エツ子

377－6135大丸61－19松崎美枝子

378－5878大丸168－5 中  河  西  忠  裕 
な こう さい ただ ゆき

378－5015押立352斉田　益代

押立 378－2716押立1710－3 庚  塚 　克子
こう づか

377－5276押立688 土  方 　保道
ひじ かた

377－2369百村1064田久保晴夫

百村 377－1165百村242－1松浦貴代子

377－9631百村1132－3佐野　幸代

331－5678坂浜1084中山　宏司

坂浜 331－0711坂浜3173－3中村　�子
331－5969坂浜2891市村　和子

　

電話住所氏名地区

350－3339平尾3－1－1
平尾住宅21－204長森由美子

平尾

331－5674平尾3－1－1
平尾住宅25－203木村　信幸

331－5432平尾3－7－5
平尾住宅64－309末松　妙子

331－3783平尾2－72－4上條満喜子

331－5090平尾1－28－13馬場　 房  義 
ふさ よし

331－2279平尾3－7－5
平尾住宅68－108近藤　 宗  人 

むね と

350－2148平尾2－3－3平野千代子

331－3028平尾2－17－10武田　洋子

331－3447平尾2－99－8 最勝寺  常  生 
さいしょうじ つね お

331－8763平尾3－7－5
平尾住宅57－301 向山 　千代

むこうやま

379－6335向陽台3－11－1清水千佳子

向陽台

378－7763向陽台4－2－Ｂ－901若松　和子

378－9340向陽台5－9－2－405 金  田 　節子
かね だ

377－8459向陽台1－6－4中村　達也

379－5215向陽台6－1－3－201梅澤　文之

378－6692向陽台5－10－3－506船水　睦美

350－2158長峰3－26－1秋草　君枝長峰

331－4692若葉台1－21
Ｄ－301木戸　宏子

若葉台
350－0184若葉台2－12

Ｃ－205 當  野 　　彰
とう の

350－0626若葉台3－1－1
Ｈ－1103武田よし子

331－6944若葉台4－10－7五十嵐和世

〈主任児童委員〉

電話住所氏名
379－4899矢野口1472－4佐藤久美子

377－9424大丸536－5－1－417山崎　和美

379－4147向陽台1－17－13 狩  野 　和枝
か の

331－9456若葉台4－11－7小林モトエ

民生・児童委員の
一斉改選について
　3年間の任期満了に伴い全国一斉
に改選が行われ、稲城市では58人
の方が厚生労働大臣から民生委員・
児童委員を委嘱されました。任期は
平成25年12月1日から平成28年11
月30日までです。
　なお、新任者15人を含めた新しい
民生委員・児童委員、主任児童委員
は左表のとおりです。

▲東京都民生児童委員協議会
キャラクター「ミンジー」
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のののののののののののののの活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動ににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいてててててててててててててての活動について

　東京都では民生・児童委員協力
員を設置しています。民生・児童
委員と協力し高齢者アンケートの
配布を行ったり、支援の必要な市
民を発見して、民生・児童委員へ
情報提供を行ったりしています。
　稲城市では、現在5人の民生・児
童委員協力員が活動しています。
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▲市役所ロビーでのＰＲ展

▲新宿でのパレード

▲ＰＲ展を見学する�橋市長


