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優勝おめでとう！

見付学区連絡協議会Ｈ24年度決算報告
【収入の部】
前年度繰越金

見付学区子ども会ドッジボールチーム

学区費

【支出の部】

(単位：千円）

見付学区連絡協議会H24年度決算報告

301

優勝おめでとう！

306

見付学区成人式

600

防犯灯電気代・施設光熱水費等

集団回収協力金

800

訴訟費用など

その他補助金・助成金

128 事業費

寄付・協賛金

205

社会教育活動費（敬老会・成人式等）

夏まつり模擬店売上

561

市民運動費（夏祭り等）

その他収入

124

74
1,875
430

総合優勝

［特集］見付学区の民生委員・児童委員

787
8
1,132

次年度繰越金

見付小「昔遊びの会」参加

●みつけ掲示板

82

広報・広聴費（学区報等）

4,486 総支出
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1,363

その他支出（修繕費・備品費ほか）

総収入

手づくり学区報

683

まちづくり助成金

見付学区地域福祉推進協議会

●活動レポート

会議費・学区負担金・印刷・通信費等

各種団体助成金

Ｈ25年2月23日 千種区子ども会ドッジボール大会
低学年女子 優勝
高学年女子 優勝
高学年男子 準優勝 低学年男子 ３位

編集・発行：見付学区連絡協議会

●特集 見付学区の民生委員・児童委員

721 事務費
1,345
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4,486

(注）千円未満の数字を省略して表記したため合計は誤差が出ます。

支援を必要とする人の身近な相談相手です。
民生委員は一世紀近い歴史を持つ日本独自の制度です。その役割は時代とともに変化してきました。
皆さんは「民生委員」と聞いて、どんな人をイメージしますか？

見付学区成人式

見付ＯＢソフトボールクラブ

Ｈ25年1月13日（見付小学校）式典／チェロミニコンサート／パーティ

新成人が母校に集合。盛大な式典後のパーティでは
小学校卒業記念のタイムカプセルが開封されました。

昔とは違う民生委員の役割

見付の民生委員・児童委員、主任児童委員

「生活に困っている貧しい人々の救済を地域で補助する名

見付学区の民生・児童委員は総勢14人。うち12人が概ね自

誉職」というのは昔の民生委員のイメージです。では、現代

分の住む町内会・自治会のエリアを担当区域として活動して

の民生委員はどのような役職なのでしょうか。平成に入って

います。主な支援対象は高齢者と児童や子育てママです。ほ

福祉行政の構造改革が進み、様々な福祉サービスを住民が自

かに障害のある方*や生活保護世帯も民生委員の支援対象です

分で選ぶ時代になってきました。そのような時代の流れを反

が、見付学区ではごく少数になっています。また残り2人の

映して、民生委員の役割は福祉サー
ビス利用の案内役・相談相手へと重

見付学区では高齢者支援と
児童福祉・子育て支援が主な活動

委員は主任児童委員に指名されてい
ます。主任児童委員は担当区域を持

Ｈ25年3月24日 第４２回千種区ＯＢソフトボール選手権大会

点が変わってきました。核家族化と

たず、学区全体の児童福祉や子育て

優勝

少子高齢化がどんどん進む社会に

支援を専門に担当しています。

準決勝：見付 10 - 4 春岡

決勝：見付 11 - 8 高見

恒例の見付小「昔遊びの会」に参加
Ｈ25年1月29日 見付小学校

あって、同じ町内で生活する住民の

民生・児童委員の任期は３年で、

目で、身近なところから高齢者支援

今年が改選期にあたります。見付学

や児童福祉を推進する、学区にとっ

区では9人の委員が継続して委員を

てなくてはならない存在なのです。

続け、5人が新任者と入れ替わる予
定になっています。

そもそも民生委員とは？
民生委員は、民生委員法の定める
ところにより、名古屋市長の推せん
に基づいて厚生労働大臣から委嘱さ
チェロ：櫛田ダナヒュー謙さん
ピアノ：高原里奈さん

タイムカプセルの開封

あやとり・こま・お手玉・羽根つき・けん玉を
見付小１年生に地域の「名人」が教えました。

集

個人情報保護の影響
「見付学区では、他人様のやっ
かいにはなりたくないという世帯

れます。その職務は、社会奉仕の精神をもって常に住民の立

が多く、支援するにも踏み込めない」と古参の民生委員は嘆

場に立って相談に応じ、必要な情報提供や援助を行って社会

きます。民生・児童委員活動の基本は「社会調査」と呼ばれ

福祉の増進に努めるものとされています。身分は「非常勤特

る訪問活動によって、担当区域の世帯の実態を知ることです。

別職の地方公務員」ですが、活動に必要な交通費等の費用弁

しかし、個人情報やプライバシー保護の考え方が広がり、マ

償（月額4524円）を除いて給与は支給されないため、「制度

ンションのオートロックが民生委員の訪問を門前払いしてい

で規定されたボランティア」といえるでしょう。

る現状では、それも困難になりました。

また児童福祉法により、民生委員は児童委員を兼任してい

加えて、支援対象者に関する行政からの個人情報の開示も

編集子も３年前には民生委員でした。初めは半信半疑での参加でしたが、続けるうちに地域のことも徐々に分かり、こう

ます。その中から、児童福祉に関する問題を専門に担当する

きわめて限定的なため、支援に必要な情報を十分に得ること

して学区広報をお手伝いするまでになりました。【編集室】tel: 782-6863 (黒岩) e-mail：Hourensou@lincom.co.jp

「主任児童委員」が指名されます。

ができず、行き届いた活動がしにくい時代になっています。

[4]

＊ 障害のある方：「障害」は「障碍・障礙（しょうがい）」と同義で「さわり・妨げ」という意味の当用漢字表記の熟語。近年「害」のもつ否定的なイメージを避けるために「障がい」と書く
流れがあるが、「がい」の意味が不可解なため今回は採用しなかった。ただし「障害者」とすると「障害を及ぼす人」という意味にもとれるため、「障害のある方」とした。（編集室）
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みつけホウレンソウ

［特集］見付学区の民生委員・児童委員

】

親子の広場

ふれあいサロンみつけ

学区の特性に合わせて、精力的に活動しています。

みつけ防災会ジュニア
リーダーが大活躍
見付学区防災訓練 H25年 3月2日
学区の住民、見付消防団、みつけ防災会など

高齢者同士のふれあいの場づくり

見付ふれあい食事会

見付学区地域福祉推進協議会との連携事業
参加料200円 タクシー代補助あり

延べ160人が参加し、各種訓練と起震車体験
を行いました。特にＡＥＤの取扱訓練では、

3月・5月・11月の年３回、地域の高齢者の方々などをお招きし、歌や健康体操、

小学４年〜中学２年生のみつけ防災会ジュニ

手芸工作などのアトラクションの後、ボランティアさん手作りの季節の献立を

０歳から就園前のお子さんとその保護者の方

皆で楽しむ交流会です。学区担当の保健師による健康相談などもあり好評です。

が気軽に集い、子育てについて自由に話せる

アリーダー11人が指導を担当しました。

広場です。予約不要で出入り自由。学区担当

高齢者を訪れ、見守る

の保健師さんや保育士さん、育児に関する専
門家も随時参加。気楽に子育て相談ができ、

ふれあい弁当

タイムリーな情報も得られます。

「ひとり暮らし高齢者をあた
楽しいおしゃべりが長生きの秘訣

高齢者の輪の中へ

たく見守る運動」の一環とし
て、見守りを希望するひとり

暮らし高齢者の方を定期的に訪問し、様子伺いや相談などを
行っています。また、この機会を利用した活動として、夏季
を除く年５回、ひとり暮らし高齢者の方への配食サービス
（1食200円）を組み合わせて実施しています。

顔見知りの民生委員がお出迎え

調理ボランティアさんが大活躍

見付学区 民生委員児童委員協議会（略称：見付民児協）

よく聴いて、支援情報を提供し
専門機関・施設に「つなぐ」
援助を必要とする人が、能力に

事項を確認したり、委員相互の情報交換、活動の打ち合わせなどを行います。
また、民児協では自主的な委員研修会を実施し、知識やノウハウの向上に努めています。
なお、毎年８月には、名古屋市と千種区の民生・児童委員大会がそれぞれ開催されます。

なり、区域担当の児童委員と連れ立って、生後3カ月から6カ月の

また最も適したサービスを利用

ふれあいサロンみつけ

初めての赤ちゃんが誕生されたご家庭を訪問。地域の子育て支援

● ６月２６日 (水) 10:00 〜 11:30

していただくため、関係機関や

情報などをお届けしています。（市外からの転入世帯で、初めて

千種区在宅サービスセンター

民生・児童委員には
徹底した守秘義務が
課されています。

活動をしています。

tel 763-1531 (千種区社会福祉協議会）

の赤ちゃんが1歳までのご家庭へも訪問しています）
またその後の健全な発育を見守るため、年1回、エンゼル訪問した
親子（2歳まで）をお招きする「エンゼル同窓会」を行っています。

● このほかに、市や区の研修会への出席、福祉関係の行事への参加要請に応じます。

千種区社会福祉協議会（略称：社協）への事業協力
社会福祉協議会は、半官半民の性格を持つ民間福祉事業団体です。ここが行う賛助会員

見付コミュニティセンター
tel 789-7160
講師：みつけ防災会 小塚達也さん

学区連絡協議会や見付小学校を中心とするコ

【参加費】１組50円（保険料含む）

ミュニティ活動に連携し、納涼みつけ夏まつ

問い合わせ：主任児童委員まで
倉田 782-8644 水貝782-2956

り、敬老会、成人式、防災訓練などの各種行
事や事業に参加協力し、つながりのある福祉

見付ふれあい食事会の

のまちづくりを推進しています。

調理ボランティアさん募集中！

募集、赤い羽根共同募金および歳末たすけあい募金への活動協力のほか、生活福祉資金

● 地域福祉推進協議会 ● 見付学区子ども会

や寝具クリーニングサービスの募集広報などへの協力を行っています。

● みつけ防災会

[2]

● ８月２６日 (月) 10:00 〜 11:30

「子育てママの防災教室」

地域と連携してあたたかな福祉のまちづくりを推進しています。

● 敬老の日には、数え88歳・100歳の方に、行政からの敬老金品をお届けしています。

●９月８日(日) 10:30〜
本山生活文化会館４階

千種区が発祥の赤ちゃん訪問事業。地域の主任児童委員が中心と

リストに基づいて訪問し、支援に関する情報提供をするとともに、支援要望を伺う
などの実態調査を行います。

見付学区 敬老会

情報提供などの援助を行います。

がら調整するなど、「つなぐ」

● 新たに支援対象となった「ひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯」を区役所からの

見付小学校

でいただけるように相談に応じ、

福祉施設などと連携・相談しな

行政への協力事務

●８月３日(土) 16:30〜

どんぐり保育園の保育士さんと楽しくお遊び

エンゼル訪問／エンゼル同窓会

応じて自立した日常生活を営ん
月1回、民生・児童委員と主任児童委員全員が集まり、区や上部団体からの連絡・依頼

納涼みつけ夏まつり

● 保健委員会

等

納涼みつけ夏まつり（バザー参加）

保健委員会主催の高齢者健康教室に参加

[3]

問い合わせ：民児協会長 金谷 782-5087

