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岡山県知事 笠井信一 氏が
創設した貧民救済制度。
民生委員制度のはじまり。

民生委員・児童委員の成り立ち

済世顧問制度

1917年（大正6年）5月

平成２９年（2017年）は、
この制度創設から１００年



この制度は、県内の市町村
の行政単位を基本とし、篤
志家のような人達を厳選し
て「済世顧問」を委嘱し、
貧困者の調査・相談・就職
の斡旋などを行なった。

民生委員・児童委員の成り立ち

済世顧問制度



大阪府知事 林 市蔵 氏 が
小学校通学区域を担当区域
として、区域内の住民の生
活状態を調査し、その情報
を基に、要援護者に対する
救済を行う制度。

民生委員・児童委員の成り立ち

方面委員制度

191８年(大正７年)１０月



林 市蔵知事は、社会事業の権威として
東京から招かれていた小河滋次郎博士
の協力を得て制度を創設した。

民生委員・児童委員の成り立ち

方面委員制度

林市蔵知事 小河滋次郎博士



民生委員・児童委員の成り立ち

方面委員制度

方面委員の信条



民生委員・児童委員の成り立ち

方面委員制度
方面委員の信条

・隣保親誼の醇風に則り互助共済の精神を以て常に受持ち區域
内に於ける社會的調査を為す

・戸籍の手續きや身の上の事にお困りの方は何事も打解けて相
談に應じ隣人の保護指導に盡します

・生活に餘裕が無く醫者に診て貰へない病気の人には無料又は
軽費で入院診療が出来る様お世話致します

・生活に困る人には其の家庭の事情に應じて金品を給し或は職
業を授けて生計が立直る様に導きます

・身寄りのない老人とか虐待せらるヽ小児のために夫れ夫れの
社會施設の恵みを受けられる様お世話致します



民生委員・児童委員の成り立ち

方面委員制度



民生委員・児童委員の成り立ち

済世顧問制度と方面委員制度
済世顧問制度 方面委員制度

制度創設 1917年（大正6年）5月 191８年(大正７年)１０月

参考にした制度

ドイツのエルバーフェルト市
(現在のヴッペルタール市 )と
ライプチヒ市で行われていた
「救貧委員制度」

ドイツ・イギリス・アメリカの救済
委員や中国の審戸、江戸時代
以来の五人組、岡山の済世顧
問などの各制度を詳細に研究
調査

対象区域 市町村 小学校区（２５００世帯程度）

顧問・委員の任命
要件を満たす者だけ
（全地域に配置されていない）

各校区に１５～２０名

制度創設から１００年

平成２９年
このまちとともに

次の１００年へ

平成３０年
人々によりそい１００年

これからも



民生委員制度のあゆみと関連法令

昭和３（１９２８）年 方面委員制度が全国に普及

７（１９３２）年

「救護法」施行。生活困窮者支援のため昭和４年に成立したが、財
政難のため施行のめどが立たなくなっていた。昭和６年に全国の方
面委員が「救護法実施誓願」を行なった
→ 昭和２１年：生活保護法の制定により廃止

１１（１９３６）年 「方面委員令」公布

２１（１９４６）年
「民生委員令」公布：方面委員は民生委員に改称
「生活保護法」公布

※民生委員は保護事務に関して市町村長を補助する

２２（１９４７）年 「児童福祉法」公布：民生委員は児童委員を兼務

２３（１９４８）年 「民生委員法」公布

４３（１９６８）年
「在宅ねたきり老人実態調査」実施

（民生委員による全国初の調査）

平成６（１９９４）年 主任児童委員制度の創設



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。

民生委員・児童委員とは

身 分

また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を
兼ねており、給与の支給はなく、ボランティアと
して活動しているもので、任期は3年（再任可）。

守秘義務が課せられている



民生委員・児童委員は地域住民の抱える悩みごと
や地域で発見した課題を解決するために、行政へ
の働きかけ、専門機関の紹介、必要なサービスの
紹介や連絡などの役割を果たします。

民生委員・児童委員とは

役 割

地域を見守り、
地域住民の身近な相談相手、
専門機関へのつなぎ役です



民生委員・児童委員とは



・基本的には小学校区単位の編成

・９地区（７小学校）
１小学校区内に複数の地区がある

・1人あたりの受け持ち世帯数
120世帯～312世帯／1名

民生委員・児童委員とは

当市の配置



民生委員・児童委員とは

民生委員児童委員信条
・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

・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

・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

・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

・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



主任児童委員とは

子どもや子育てに関する支援を専門に担当する
民生委員・児童委員です。

小・中学校や児童福祉関係機関などと連携しなが
ら、担当区域をもつ民生委員・児童委員と一体と
なって児童福祉活動を行っています。

主任児童委員は、子育てを社会全体で支える
「健やかに子どもを産み育てる環境づくり」を
進めるために、平成6年1月に制度化されました。
（当市では小学校区に1名配置）



民生委員・児童委員 ８５名
主任児童委員 ７名

民生委員・児童委員の組織

大阪狭山市民生委員
児童委員協議会

（民生委員法第20条）

大阪府民生委員児童委員協議会連合会

全国民生委員児童委員連合会

高齢者福祉部会

障害者福祉部会

児童福祉部会

広報部会

主任児童委員部会



民生委員・児童委員の活動

当市の活動状況
（平成２７年度）

活動内容 一人あたりの件数

調査・実態把握 ２６

訪問・連絡活動 １０６

地域福祉活動・自主活動 ６６

活動日数 １４４

分野別相談・支援 件 数

高齢者に関すること ７４７

障害者に関すること ２７

子どもに関すること ７１６

１人あたり ２３



ひとり暮らし・寝たきり高齢者調査(６月)

民生委員・児童委員の活動

高齢者支援



ひとり暮らし・寝たきり高齢者調査(６月)

民生委員・児童委員の活動

高齢者支援



災害時ひとりも見逃さない運動(１月)

民生委員・児童委員の活動

高齢者支援

新春友愛訪問

災害時に役立つグッズを配布
（歳末たすけあい募金）



救急医療情報キット

民生委員・児童委員の活動

高齢者支援

医療情報などを専用の容
器に入れ自宅内に保管し、
一人暮らしの高齢者や障
がい者の自宅での不慮の
事故など、緊急時に迅速
な救急活動ができるよう
に備えておくもの。



施設見学

民生委員・児童委員の活動

高齢者支援



内部研修会

民生委員・児童委員の活動

高齢者支援



ぽっぽえんまつり（１０月）

民生委員・児童委員の活動

児童支援



ぽっぽえんまつり（１０月）

民生委員・児童委員の活動

児童支援



ぽっぽえんまつり（１０月）

民生委員・児童委員の活動

児童支援



おやこdeぽかぽかクリスマス（１２月）

民生委員・児童委員の活動

｢認定子育てサポーター｣との共同事業



おやこdeぽかぽかクリスマス（１２月）

民生委員・児童委員の活動

｢認定子育てサポーター｣との共同事業



おやこdeぽかぽかクリスマス（１２月）

民生委員・児童委員の活動

｢認定子育てサポーター｣との共同事業



うたはともだちコンサート（１２月）

民生委員・児童委員の活動

｢認定子育てサポーター｣との共同事業



民生委員・児童委員の活動

児童支援（オレンジリボン）



ひとり親家庭相談事業（通年）

民生委員・児童委員の活動

児童支援(主任児童委員)



民生委員・児童委員の活動

ベビーヒーリングタッチ講習会

児童支援(主任児童委員)



民生委員・児童委員の活動

ベビーヒーリングタッチ講習会

児童支援(主任児童委員)



市内施設見学

民生委員・児童委員の活動

障がい者支援



内部研修会

民生委員・児童委員の活動

障がい者支援



要支援者マップの作成（９月）

民生委員・児童委員の活動

要援護者支援

● ひとり暮らし高齢者
● 高齢者世帯
● 寝たきり高齢者
● 障がい者
● 乳幼児がいる家庭



機関誌「さくら」発行

民生委員・児童委員の活動

PR活動



ひきこもりの家族への対応について

民生委員・児童委員の活動

市民向け公開講座



認知症について

民生委員・児童委員の活動

市民向け公開講座



民生委員・児童委員の活動

市民向け公開講座



大阪水上隣保館

民生委員・児童委員の活動

管外研修会



大阪水上隣保館

民生委員・児童委員の活動

管外研修会



野島断層保存館

民生委員・児童委員の活動

管外研修会



野島断層保存館

民生委員・児童委員の活動

管外研修会



人と防災未来センター

民生委員・児童委員の活動

管外研修会



人と防災未来センター

民生委員・児童委員の活動

管外研修会



協力事業

狭山池まつり
（狭山池まつり実行委員会）



協力事業

狭山池まつり
（狭山池まつり実行委員会）



協力事業

はばたきフェスタ
（はばたきフェスタ実行委員会）



協力事業

はばたきフェスタ
（はばたきフェスタ実行委員会）



協力事業

フェスタにんげんばんざい
(大阪狭山市人権協会･大阪狭山市･大阪狭山市教育委員会)



協力事業

フェスタにんげんばんざい
(大阪狭山市人権協会･大阪狭山市･大阪狭山市教育委員会)



・各地区福祉委員会への参加
・各小中学校協議会への参画
・心配ごと相談の実施

協力事業

masanori
戻る
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