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民生児童委員とOBが中心となって活動している「竹の会」（高津区）では、
様々なイベントや老人ホームなどで南京玉すだれを披露し、
老若男女問わず喜ばれています。
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大島地区
加藤　猛コロナ禍に於ける活動　

　幸区には、南河原・御幸東第1・2、御幸西第1・2、
日吉第1・2・3の８地区の民児協があります。
　緊急事態宣言で、民生児童委員全員による、5月
定例の幸区民児協総会は書面総会になり、11月の

全体研修会は
中止になりま
した。
　「 民 生 委 員
児 童 委 員 の
日」の活動は、
区役所ロビー
で、民生児童
委員や主任児

童委員の活動内容を紹介するパネル展を開催するこ
とができました。また、気になる方へは、ウエット
ティッシュと安否確認などのメッセージを添えた民
生委員PRカードをセットにして配布しました。受け
取った方からは「ありがとう、元気です。」の電話や
お便りがあり、活動の励みになりました。
　11月には、「幸区民児協だより36号」を発行しまし
た。表紙の村田清子会長の笑顔が素敵です。年１回

の発行ですが、各民児協の活動や情報を楽しんで頂
けるように編集しています。
　私たちの御幸西第1民児協は、民生児童委員29名と
主任児童委員2名（新任は10名）で活動しています。
地域の人口は4万人、世帯数は1万9千、77歳以上のひ
とり暮らし高齢者は330人が生活しています。矢向
駅と鹿島田駅に沿って、工場跡地は高層住宅になり、
朝夕は福祉車輛が走り、保育園の新設が続く、利便
性に富み、生活しやすい街並みです。
　月1回の定例民児協は、広い会場に移し、信条の発
声は代表者が行います。活動記録の記入は詳細表を
活用、活動交付金の説明、障害福祉部会の勉強会や
事例を通して、新任委員の戸惑いを解消し、活動や
知識の向上に繋がるよう考慮しています。ひとり暮
らし高齢者訪問時は、大きな文字の手紙や電話を活
用しています。地域包括支援センター会議は分散や
個々の相談にしています。
　子育てサロン「バンビひろば」や「味葉（あじさ
い）の会」などの再開に向けて、３密を防ぎながら、
新しい日常のふれあい活動の一声は「お元気ですか」
から始めましょう。

御幸西第一地区
網屋　英子「お元気ですか」の一声から

　一昨年の12月3日、カルッツかわさきに於いて民生
委員児童委員（以下、「民生児童委員」という。）の委
嘱を受けた私には全てが初めての経験で、当然のこと
ですが一体何をしたら良いのだろうかという思いであ
りました。右も左も分からない中で地区の活動や会議、
又、研修、家庭訪問等、活動が始まると徐々に民生児
童委員とは何か、おぼろげに理解できるようになって
きました。
　昔、一人住まいとなった母が参加し、お世話になっ
た高齢者ふれあい会食会などに主催側として参加する
と、人の為に役立つ活動に参加できる喜びを感ずるよ
うになってきました。手帳の予定表も民生児童委員関
連の予定が多く記載されるようになりました。
　さて、今般の新型コロナウイルスの騒ぎが始まると、
様相は一変し活動中止のお知らせ文作りと配布が仕事
となってしまいました。自身が三日に一度ではありま
すが人の出入りが大変多い職場で仕事をしている関係
もあり、コロナ感染対策ではマスク、手指消毒の基本
動作に加え、「自身が感染しない」「自身が他人に感染
させない」を基本として行動するようなりました。当
然のことですが人との無用な接触はできるだけ避ける

べきと自己判断し毎日をすごしております。市民児協、
地区民児協の活動が再開されれば当然、参加致します
が、町内会活動も大幅に縮小され自粛ムードだけが続
いている中、残念ながら活動にこれといった工夫がで
きません。民生児童委員には自主的活動が求められる
ようですが、新任委員にはあまりにも経験と知識が不
足しているのが現状ではないでしょうか。
　コロナ問題は今後も継続すると思われますが、これ
を機に組織として如何に活動すべきか『セミナー』で
も開いて頂けたらと思う所存でございます。
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　玉川民児協（民生児童委員29名、主任児童委員2名）
の今年度の活動を報告致します。
　玉川民児協では例会に先立つ役員会（会長、副会長、
会計、書記）を、毎回実施しています。しかし、今年
度４月の総会は会合を中止して総会資料を手渡し、期
限を設けて意見等を求めました。5月は例会を中止し、
資料を手渡すのみとしました。6月以降の例会では、
それまでは会議テーブル（3人がけ）をロの字型に配
置していましたが、役員以外は全員前向きに座り、各
テーブル2人がけとしました。役員は前列で皆と向き
合いますが、距離をとる配置とし現在に至っています。
　わいわいクラブ「子育てサロン」は、昨年まで2つ
の会場を借り、0歳児と1 〜 3歳児を分け、ほぼ毎月
実施していました。今年度はコロナ感染の経過を見
つつ、推進協議会で検討してきましたが、結局中止
となりました。
　シルバーサロンは2つの会場で、主に年配者を対
象にお茶やコーヒーと菓子を提供し交流する場です
が、現在まで中止になっています。
　一人暮らしの高齢者会食会は、10月から再開しま
した。予想以上に参加者が多かったため、次回から

同日ですが開催時間を違え、2つのグループに分け
て実施する予定です。又、懇親関係は現在まで全て
中止しています。
　玉川地区には、12町内会があります。このコロナ
禍で、連合運動会が中止、各町内での行事も多くの
ものが中止になりました。その中でも感染防止をし
つつ、実施した行事もありました。
　一例ですが、私の所属している下沼部町会は、４
名の民生児童委員がいます。敬老のお祝いは、私た
ちの担当です。70歳以上の方に敬老の日の前までに、
菓子セットをお渡ししています。該当者が複数いる
世帯には、菓子の種類を変えています。配布当日は
町内会館で理事へ菓子セットを渡し、班長経由で該
当者へ渡します。今年度は感染防止に配慮し理事が
町内会館に来る時間を分散化しました。今年度も計
500個近い数を無事に敬老のお祝いとして該当の各
世帯へ届けることができました。
　新型コロナウイルスの第3波で感染者が増えつつあ
る現在、当面はこれ以上活動を狭めずに、さらに中
止になっている行事等が再開できる可能性を、皆で
知恵を出し合って探っていければと思っています。

新型コロナウイルス禍での玉川民児協の今年度の活動
中
原
区

高
津
区

玉川地区
菊池　洋一

リモートと対面とで～ウィズ・コロナでの活動～　 高津第一地区
星野　憲司

新任者研修
　一昨年の12月に、新任者が活動に困らないように
実施しました。
委員間の連絡はネット配信
　ＰＣやモバイルでの同報配信を、コミュニケー
ションのツールにしています。役員会議事録や各種
会議、行政からの要請その他。入手した情報は、そ
の日のうちに、すぐに、みじかく、こまめに発信。
情報の共有化が、組織の活性化の原点です。
夏季自主研修・地震と台風に備えて
　一昨年の台風19号は、４つの町会で床上浸水があり、
死亡者が出ています。ハザードマップから、想定され
る危険を正しく認識して、まずは、自分の安全を守り、
どのように行動したらよいか理解して、普段の活動に
生かし、そのためのデータ整備をしてもらっています。

安否確認と声かけ
　一人暮らし高齢者の会食会ができなくなり、月に２回
以上、安否確認をしています。道であったときには、「お
変わりありませんか」の声かけを、笑顔で励行しています。
「うめの里」は中断
　2009年から続けている3歳未満の母子を対象とした
子育てサロンは、3月末まで中止としました。

恵まれた施設環境を生かして
　当地区内には、区役所、福祉パルたかつ、大山街道
ふるさと館、町会会館等の施設があります。密になら
ないように工夫して、１０月３日には全員が集まり、
会議を開催しました。今後も、テレワークと顔が見
える全体会議を併用して活動していきます。
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宮前第一地区
中里　文雄

宮
前
区

多
摩
区

似顔絵入りの「民生委員だより」（メッセージカード）で心をつなぐ

　一昨年12月の民生委員児童委員一斉改選に伴い、
我が登戸地区民児協でも、会長・副会長・会計の
三役が交代し、新体制にて活動を開始しました。
　しかし、3月に始まったコロナ感染拡大に伴い
種々の活動が自粛の対象となりました。中でも新
任民生委員児童委員研修会の中止は、新任委員が
メンバーの半数近くを占める登戸地区民児協の活
動に大きな影響がありました。
　定例会の中止や訪問活動の制限・事例研究発表
ができない等、種々の制限の中、電話による安否
確認を中心に活動を展開してきました。
　漸く9月より赤十字社費・社協賛助会費の集金等
通常に近い形で活動できるようになりました。10月
の定例会においては懸案の活動記録の記入方法につ
いての勉強会を実施することができました。
　また、区民児協常任理事会での情報交換は新任会
長として毎回色々と学ぶことができ、その後の単
位民児協の活動・運営に大いに生かすことができ
ました。
　今後の課題として、新任民生児童委員が多いこ
とから、社会福祉協議会と民生児童委員活動の関

連性等についての勉強会を実施したいと思います。
　民児協は高齢者が多く、三密を避ける・手洗い・
マスクの着用等一人一人がコロナ感染防止対策を
徹底しての活動を行っています。
　コロナとの共生は難しいと思いますが、元気に
活動をしていきたいと思います。

登戸地区
木澤　静雄コロナ禍における民生児童委員活動について

　私たち宮前第1地区民児協は民生児童委員25名、
主任児童委員2名での構成です。
　日頃より地域包括ケアシステム構築を目指し、子
育て親子の出会い・交流の場として「子育てサロン
はとポッポ」や高齢者が仲良く集えるカフェ「なか
よし　サロン」を毎月開催してきました。
　ところが、現在のコロナ禍で三密を避ける為、こ
れらの事業はすべて、今までの様な開催ができなく
なりました。また、「ひとり暮らしの高齢者」の見
守りも感染拡大防止を考えると戸別訪問を頻繁に行
うのは難しいです。
　地域包括ケアシステムの推進では、『地域の人と
人との関係を大切に、繋がる事、そして顔が見える
関係作りが一番大事』そういった思いで今まで活動
してきました。しかし、このコロナ禍ではそれは一
番やってはいけない事で、活動ができなくなってし
まいました。
　そんな中で私たち民生児童委員が日頃気になって
いる地域の方へ「民生委員だより」と云う手紙（メッ
セージカード）をポスティングする事にしました。
その「民生委員だより」には自分の似顔絵を入れま

した。写真ではリアル過ぎ、似顔絵だから出せる
温かさを伝えたかったのです。感染防止から普段で
もマスクをして顔の半分が隠れていることが多いの
で、表情が分からず不安や寂しさがありますね。
　「民生委員だより」に似顔絵が入った事で親しみ
を感じていただき、メッセージを添えることで、何
か困ったら連絡・相談をしていただければとの思い
です。時節の情報チラシを添え、工夫をしています。
たまには迷惑に
ならない程度に
電話の利用も混
ぜながらの活動
です。
　高齢者だけで
なく、こんにち
は赤ちゃん訪問
時には「マスク
着用の下はこんな顔です」の意味合いで「お誕生お
めでとう」のメッセージを添えることもしています。
早くこのコロナ禍が過ぎ去り、今までの日常生活が
戻ることを祈っています。

STATION

Cafe
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主任児童委員
倉橋　美弥子

麻
生
区

各区における主任児童委員の活動状況
主
任
児
童
委
員

麻生東第二地区
長嶋　亨コロナ禍の中での再開

　このコロナ禍の中で、日頃の活動を大幅に制限さ
れることが増えてきました。その一つが、子育てサ
ロンです。感染の拡大が懸念される3月から、開催を
中止せざるを得ませんでした。
　この自粛生活の中で、特にお
年寄りや乳幼児の行き場所や居
場所、育児にとまどう若いお母
さんの情報交換や支え合いの場
が少なくなってはいないでしょ
うか。小さい子を抱えて引っ越
して来たばかりのあるお母さん
からは、親しい友人もいないの
で、なかなか話せる人がいなくて心細かったとの声
もありました。育児に対して同じ悩みを持つお母さ
ん同士が集うことで多少でもその不安を共有し、減
らすことができるのではないか、子育てサロンには、
そんなプラス面もあると思うのです。そのためもあ
り、麻生東第二地区ではこの7月から、向原会館と
細山会館での子育てサロンを再開しました。
　感染の恐れが全くないわけではありませんが、感
染対策を充分にとった上で再開に踏み切りました。
以下の点に、特に注意しています。

　・事前事後の消毒の徹底（おもちゃ、手の触れる場
　　所など）
　・最大限の換気の徹底（窓の開放、換気扇の活用など）
　・3密の回避（密にならないような声かけなど）
　・参加者、スタッフの体調管理（マスク着用、手指
　　の消毒など）
　・参加者の連絡先の確認（登録名簿に住所記入のお
　　願いなど）
　参加者だけではなく、私たちスタッフも日頃の検温
はもちろん、感染予防と感染拡大防止の意識を強く持
つことが何よりも大切だと思います。再開後は毎回10
組前後の参加があり、やはり不自由な生活の中で待っ
てくれていたのかなと感じています。参加の様子を見
ても、お母さん同士が自然に距離を置き、日頃の感染
予防の習慣がしっかりと身についているようです。ま
た現状では、事前予約などの人数制限は必要ないと感
じています。ただ、今後の推移を見ながら、臨機応変
に改善していかなければならないでしょう。
　一日も早いコロナ禍の終息を祈りつつ、90分ほどの
時間ですが、子育てサロンがますます安心安全な地域
のお母さんや子ども達の憩いの場となるよう活動して
いきたいと思います。 

　コロナで3月から5月いっぱいまで公立の小・中
学校は休校になりました。卒業式、入学式などの行
事はもちろん、学校での会議もほぼ開かれません。
主任児童委員はそれぞれ担当する学校に主任児童
委員のパンフレットを持参し、先生たちと地域の
子どもたちについて情報交換を行っていました。6
月になって学校が再開され「あいさつ運動」で子ど
もたちの顔を見られた時はとても嬉しかったです。
　子育てサロンもなかなか開催できません。12月
いっぱい、今年度いっぱいの中止が決まった地域
が多いです。そんな中、夏以降に再開した地域も
あります。事前予約・人数制限・体温チェック・
アルコール消毒・換気など通常以上に気を使って
開催しています。中には公園で行ったり、ZOOM
を使ってオンラインで行ったりと色々工夫して開
催しています。
　部会も書面で開いたり、広い部屋で開いたりして
います。外での活動ができない分、子育てガイドブッ
クで勉強会をしたり、行政の方に来ていただき研修
をしたり、新任の方と一緒に自分たちの知識を深め
ることもしています。

  まだまだ先の見えないこのコロナ禍、地域で安心
して子育てができるように、私たちがどの様な活動
ができるか？どの様な活動が求められているか？考
えていかなくてはと思います。

（麻生区）
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菅第二地区
小池　多惠子

　今年度の全国大会は新型コロナウイルス感染の収
束が見通せない状況の中、晴天に恵まれた10月22
日（木）に「新横浜プリンスホテル」で開催されま
した。
　本大会は当初、群馬県高崎市において２日間にわ
たり3,500名規模で開催される予定でしたが、日程
を1日に、プログラム、規模を縮小して200名で実
施されました。
　川崎市からは市民児協の森昭司会長、幸区民児協
の村田清子会長、多摩区菅第二地区の小池多惠子会
長の３名が参加しました。会場入口での消毒、マス
ク着用、ソーシャルディスタンス、舞台上ではパー
ティション、マイクの消毒等々対策が万全に取られ
ており安心して参加出来ました。
　コロナ禍にあっても「地域共生社会」の実現に向
けた決意を≪大会宣言≫し、次のシンポジウムで
は「民生委員制度100周年」後の活動のあり方につ
いて同志社大学、上野谷加代子名誉教授をコーディ
ネーターとして話し合われました。コロナは人類に
何を問うているのか、今後の幸せさがし、幸せづく
りの活動について様々な意見が交換されました。

　次期開催は京都府・京都市です。新型コロナ感染
症の収束を切に祈念し無事開催を期待しています。 

第89回　全国民生委員児童委員大会

　例年５月に緑ヶ丘霊園内の「民生委員児童委員
の碑」の前で理事全員が参列して執り行われてお
ります「川崎市民生委員児童委員顕彰式典」は、
今年度新型コロナウイルス感染拡大防止のため10
月9日に常任理事のみの参列で行われました。
　当日の天候は、当初曇りの予報でしたが台風の
影響で肌寒く本降りの雨のなか、川崎市民児協　
森会長、川崎市社会福祉協議会　佐藤会長からの

挨拶では民生委員児童委員の碑にふれて、「2つの
石のデザインは、母の字を表現していて母の様に
暖かく石の様に強い心で活動を続けて頂きたい」

「碑文の《隣人愛》の精神で、ともにつくる最幸
のまち川崎を具現化する大きな力となってくださ
い」、そして冨岡顧問からは「コロナ禍で人と人が
疎遠になりがちだが身体に気をつけて奉仕の精神
で活動をして下さい」と皆さまからご挨拶を頂き
ました。
　この顕彰式典では同時に勤続20年の会長表彰状、
この1年間に亡くなられました7名の委員の功績と
労苦に感謝する感謝状の贈呈も行われました。
　「雨降って地固まる」のことわざのように、コロ
ナ禍のなか全委員がひとつになって地域福祉の強
化に取り組んでいかなければと強く思った式典で
した。

令和２年度　川崎市民生委員児童委員　顕彰式典 常任理事
村田　清子
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日時：令和２年 10 月 27 日（火）13 時 30 分
会場：川崎市役所第３庁舎 18 階講堂
　今年度の受賞者は２５年勤続が８名、２０年が１名、15
年が５名、１０年が１３８名。例年は民生委員児童委員大
会の場で表彰が行われていましたが、今年度は新型コ
ロナの影響により大会が中止となったため、受賞者（１０
年表彰は各区の代表７名）を招いて、表彰式のみ市役
所で執り行われました。
　福田市長のあいさつでは、民生委員児童委員に対
するねぎらいの言葉と共に、民生委員児童委員が地
域を見守っていることの価値などについてお話があり
ました。

期日：令和２年 10 月 22 日（木）
会場：新横浜プリンスホテル
※会場を「Ｇメッセぐんま」から変更し、規模を縮小して開催

全国民生委員児童委員連合会会長表彰           
◎優良民生委員児童委員協議会
　　菅第２地区民生委員児童委員協議会

◎永年勤続単位民生委員児童委員協議会役員表彰
　　村田　清子（日吉第２）

◎民生委員・児童委員功労者表彰
　　野出　絹江（中央第１）

　　三ツ森　のり子（小田）

　　田村　恒子（橘第３）

◎永年勤続民生委員・児童委員表彰
　　川崎区１名、幸区１名、中原区１名

　　高津区２名、多摩区１名　

　受賞者を代表して大戸第３地区民児協の森田啓子会
長があいさつを述べ、最後に写真撮影をして閉会とな
りました。
　コロナ禍での表彰式ということで、主催者側の出席
者は福田市長のほか市民児協の正副会長４名、来賓は
市社協の佐藤会長が参列され、やや緊張した雰囲気の
中、つつがなく式は進行しました。
　３０分間という短い時間でしたが１５年以上の受賞者全
員が市長から直接、表彰状を授与され、市長と並んでの
写真撮影といった例年にはなかった恩典もあって、受賞
者にとってはささやかながらも思い出深い表彰式になっ
たと思います。

期日：令和２年 11 月 13 日（金）
会場：メルパルクホール
※開催中止

厚生労働大臣表彰　　　　　　　　　　　　　
◎民生委員・児童委員功労者
　　岩瀬　京子（大師第１）

　　壁　　宜昭（麻生東第１）

全国社会福祉協議会会長表彰　　　　　　　　
◎民生委員・児童委員功労者
　　佐野　啓子（小杉第１）

　　鈴木　正視（柿生第３）

　　網屋　英子（御幸西第１）

7

川崎市民生委員児童委員功労者表彰式

令和２年度　表彰受賞者の紹介

第89回全国民生委員児童委員大会 令和２年度　全国社会福祉大会
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　　 情報誌編集委員　仁上　勝之

❹その他、ご意見などございましたらお書きください。
【　講　　　師　】
・小林先生にもう一度講演をお願いいたします。
・仕事を休んで渋々参加したのだが、小林先生の講演がわか
　りやすく、具体的で「実践できそうだ」と安心した。最後の
　方が早足になってしまったので、本を購入したいなと思って
　いる。ありがとうございました。
・民生委員はキャッチャーである、投げられたボールは受け
　なければいけない。という例えがとても心にひびいた。今
　後の活動の心がまえが出来た。
・具体的な内容で、わかりやすかった。このようなお話は、　
　　　もう少し早めにお聞きしたかったです。民生委員活動

とはどういうものか。どうしてやったらよいのか。多少、不
安が柔らぎました。ありがとうございました。

【 コ ロ ナ 関 連 】
・コロナのため活動があまりなく、どこまでやったらどうした
　ら？と分からない事ばかりでしたが、少しだけわかった感じ
　です。ただ引き受けて良かったかなと思いました。

【オンライン研修】
・是非オンラインでの研修にしていただきたいと思います。
【　会　　　場　】
・会場内が寒かった。暖房は、気温に応じて入れてほしい。

　新型コロナウイルスが一向に収まる気配を見せません。令和2年は日本列
島が、いや世界中がコロナの脅威に晒され、振り回された年であったと言っ
ていいでしょう。私たち民生児童委員の活動も大幅に制限
されました。分けても新任の民生児童委員の戸惑いは想
像に難くありません。そんな中、「コロナ禍の活動について」
の原稿をお願いしたところ、各区の各地域からそれぞれ
の苦労したことや、工夫した活動の様子が寄せられました
ので、一読の上参考にしていただければ幸いです。

　10月19日に川崎市総合福祉センターホール（エポックなかはら）にて、国際医療福祉大学小林
雅彦教授をお招きして行われました。当日は、コロナ感染症対策として、午前・午後の２回とし、また、
入り口では検温と手指のアルコール消毒を行い、会場内もアルコール消毒するなど十分配慮しな
がら実施されました。新任委員と地区会長あわせて459名の参加がありました。

編　集　後　記

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

理解できた

難しかった　どちらともいえない

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

わかりやすかった

どちらともいえない　無記名

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

ちょうどよい

長すぎる　短すぎる　 無記名

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

参考になる

あまり参考にならない　どちらともいえない

❶本日の研修会についてお伺いします。
（１）研修内容について（４２１回答）

❷今後、オンライン研修を実施した場合、
　ご自宅などで受講することは可能ですか。（４１９回答）

❸今後、研修で取り上げてほしいテーマや
　講師などお書きください。（55回答）

（２）研修会の内容は今後の活動の参考になると思いますか。
　　（４２０回答）

（３）講師について（４２１回答）

（４）研修時間について（４２５回答）

　新任民生委員児童委員研修会の
アンケート結果について

情報誌編集委員会

委 員 長 小谷田　實

副委員長 仁上　勝之

委　　員 横島　正志

内田　　章

竹内　敬二

浮岳　亮仁

小池　多惠子

森　眞澄

倉橋　美弥子
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0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

事例　　　　 知識　 子供 スキル 災害　　　　　 その他

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

受講可能　　　　　　　受講できない　 わからない

無記名 高齢者

Topics


