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特 集

ご存知ですか？
民生委員・児童委員

表紙写真

皆さんの身近な相談相手として高齢者
の自宅を訪問し、
詐欺の注意喚起を行う民
生・児童委員。
何かあったときに頼れる存
在として、今日も地域の安全・安心を見守
ります。

ご存知ですか？民生委員・児童委員
～ 地域の皆さんの身近な相談相手 ～

鈴鹿市民生委員児童委員協議会連合会の役員の皆さん
※写真撮影時のみマスクを外しています。

地域の皆さんの身近な存在として活動する民生委員・児童委員。市内では、364人の委員が
訪問や見守り、相談など、地域に密着した役割を担っています。
今回の特集では、こうした民生委員・児童委員の活動を紹介します。
平成29年、民生委員制度は
100周年を迎えました！

民生委員・児童委員の歩み

生委員制度は、大 正6 年（1917）に、生活困窮 者の救 済を目的に、
さいせい こ もん せい ど
岡山県で 発 足した「 済 世 顧 問 制 度 」の 創 設 が 始まりといわれて
います 。続いて 、大 正7年（ 1918 ）に 、担 当地 域の状 況の把 握や
救 済が必要な人と救 済機関をつなぐ役割を担う「方面委員制度」が大阪 府
で発足。昭和3年、この制度が 方面委員令の公布により、全国的に統一して
運 用されるようになりました。その後、昭和21年に民 生委員令が公布され、
方面委員は民生委員と改称し、現在に続く制度となっています。
健康福祉政策課
また、昭和22年には児童福祉法が公布され、民生委員が児童委員を兼務
まさひろ
することも明記されました。
安藤 真大

民

民生委員・児童委員とは？

民生委員・児童委員のマーク
幸せのめばえを示す四つ葉の
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・児 童委員は、
「 民 生委員法」に基づいて、厚生労働大臣
から委嘱された非常勤の地方公務員です。それぞれの地域で常に
住 民 の立 場 に立って相 談に応じ 、必 要 な援 助を行 い 、地 域 の
社会福祉の増進に努めています。
民 生 委 員は 、
「 児 童 福 祉法 」により 、児 童 委 員を兼ねており 、
地 域の 子どもたちが元 気で 安心して暮らせるよう 、子どもたち
を見守り、子育ての不安な方や妊娠中の心配事の相談・支援など
を行います。
民 生 委員の 任期は3 年（ 再任の場 合もあり ）で 、給 与はなく 、
ボランティアとして活動しています。

皆さんのお近くで活動しています

民生・児童委員

現在 、市内では民 生委員として3 6 4人の
鈴鹿市民生委員児童委員協議会連合会 組織図
方が、担当地区や市内各所で福祉活動に取
13の地区
委員数
行政区
り組んでいます。
民児協
民 生 委 員は 、市 内13 地 区に設 置された
国府
国府 ・・20（2）
地区民生委員児童委員協議会（地区民児協）
庄野
にそれぞれ所属しており、地区民児協は鈴鹿
加佐登
北西
・・41（4）
石薬師
市民 生委員児 童 委員協議会 連合 会に組 織
井田川
されています。
牧田
牧田 ・・27（2）
各地区民児協では、地域の課題を共有し、
飯野
飯野 ・・24（3）
委員へのさまざまな研修を実 施しています。
河曲
・・29（2）
また 、そ れぞ れ の 地 区 に 設 置 されて い る
河曲神戸
神戸
まちづくり協 議 会と 連 携し 、地 域 住 民 が
一ノ宮 一ノ宮 ・・24（2）
安心して生活できるよう活動を行っています。
鈴鹿市民生委員
児童委員協議会連合会

主任児童委員とは？
民 生 委 員の 一 部は 、厚生 労 働 大臣 から
「主任児童委員」に指名され、子どもや子育
てに関する支援を専門的に担当しています。
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、
平成6年1月に制度化されました。
現 在 市内では 、3 5人の主任児 童 委員が
市内の小 学 校区ごとに配置され、民 生委員
や学 校と連 携・協力しながら 、子育ての支
援 や児 童 健 全育成 活 動などに 取り組 んで
います。

東部

箕田
若松

・・26（2）

玉垣

玉垣

・・20（1）

桜島

桜島

・・19（1）

白子

白子

・・54（5）

栄

栄

・・23（3）

南部

稲生
天名
合川

・・30（4）

西部

久間田
椿
深伊沢 ・・27（4）
鈴峰
庄内

※（ ）内の数字は、主任児童委員の人数

気軽にご相談を！

民生・児童委員さんの声

私自身、母の介護を通じて地域の皆さんに助けられた経験がありました。
こうした経験を生かせると思い、民生・児童委員をお受けしました。
委員となってから2年ほどになりますが、地域の皆さんからさまざま
な相談を受けています。例えば、
「自分からは自治会に言いにくいので、
代わりに頼んでほしい」や、
「 遊び場にハチの巣があるので危ない」
という
子どもたちからの相談などです。いずれもちょっとした相談ですが、私たちが
地域の皆さんから頼られている、皆さんの身近な相談相手であるんだなと
実感しています。
まだ2年という短い期間ですが、民生・児童委員としての経験は、
とても
勉強になります。これからも、皆さんの心のよりどころとなるよう、地域で
か え こ
頼られる存在でありたいと思います。
藤井 華恵子 さん

民生・児童委員さんの主な活動内容
民生・児童委員には、
民生委員 法に基づく
守秘義務があるため、
相談内容の秘 密は
必ず守ります。気軽に
ご相談ください。

民生・児童委員は、担当の区域内で一人暮らしの高齢者や
障がいのある方の安 否 確 認や見守り、子どもたちへの声掛
けなどを行っています。また、失業や経済的困窮、医療や介
護の悩み 、妊娠や子育てへの不安など 、生活上の悩み事や
心配事の相談に応じ、必要に応じて公的機関や専門機関と
のつなぎ役になります。
さらに 、特 殊 詐 欺 撲 滅 や 認 知 症 予 防 活 動 の 普及啓 発 、
子ども・子育てサポートに関する行政からの情報などの発信、
地域における高齢者の居場所づくりや子育て世帯の交流の
促 進を図る場として、身近な公民館や自治 会 集会所を活用
してサロン活動も行っています。

相談・支援

地域住民
との交流

見守り活動

安全・安心な
まちづくり

しげのぶ

浅野 重伸 さん

子育て支援

専門機関への
つなぎ役

子どもたちへの
あいさつ運動・
登校の見守り活動

民生・児童委員さんの
活動のひとこま
高齢 者宅への
動
訪問・見守り活

研修 会への参加

これからの民生・児童委員
新型コロナウイルス感染 拡大の影 響により、昨年度から本来の民 生委員活動が思うように行
えず、地域でのサロン活動や自己研さんのための研修会など、一部の活動を自粛しています。しか
し、このコロナ禍で経済活動の縮小 、外出の自粛などから 、悩み事や心配事を抱えている方は 、
より一層地域から孤立する傾向にあります。
そのため、地域に根差し、地域に密着して活動する民生・児童委員の重要性が再認識されており、
感染対策の徹底を図りながら、地域での見守り活動を通じて、困り事を抱える方の支援のつなぎ
役が行えるような取り組みが一層求められています。
しゅん こ

鈴鹿市民生委員児童委員協議会連合会 会長 岸 俊子さん にお聴きしました
地 域の「パイプ役」としての重要性
以前は、高齢 者宅の訪問や見守り活動が中心でし
たが、近年は社会情勢の変化を受け、ひきこもりや児
童虐待、生活困窮への対応など、相談内容が多岐にわ
たり 、複 雑 化しています 。また 、新 型コロナウイルス
感染症の影響は、地域のつながりを希薄にし、今まで
以上に地域内の住民同士の交流の機会を奪う傾向に
あります。こうした状況下だからこそ、地域の「パイプ役」
として 活 動 する民 生・児 童 委 員の重 要 性 が 増して
いると 思います 。

いつまでもこの地域で暮らしていただくために
現在、社会は少子高齢化やコロナ禍に直面していますが、高齢者が同じ地域内で一生涯、安全・
安心に暮らしていただくことが大切です。そのため、訪問活動を通じて、会話の中で情報を聞いて専
門機関へつなぐなど、高齢者にストレスなく暮らしていただくための活動が重要になってきています。
また、以前は地域全体で子どもたちを育てるという環
境がありましたが、今では徐々に薄れてきています。地域
ぐるみで子育てをすることで、子どもたちに「いつまでも
ここで暮らしたい」と思ってもらえるような活動を進めて
いきたいです。

身近な相談相手
▲民児協スズカ

● 民生・児童委員に相談するには
お住まいの地区で活動する民生・児童委
員を知りたいときは、地区市民センター
または健康福祉政策課（
へお問い合わせください。

382-9012）

民生・児童委員は皆さんにとって気軽に相談ができる
身 近な存 在 です 。悩 み 事 や心 配 事が ありましたら 、
いつでもご相談ください。
私たち民 生・児 童 委員のこうした思いや活動内容
を皆さんに知っていただき、より身近に感じていただ
くため 、連合 会では年2回「 民 児協スズカ 」を発 行し
ています。広報すずかへ折り込んでいますので、ぜひ
ご覧ください。

今回の特集に関するご意見・ご感想は健康福祉政策課
382-9012
382-7607
kenkofukushiseisaku@cit y.suzuka.lg.jp
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地域の交流の場づくり
稲生地区夢協子ども食堂開設
7 月18 日㈰
い

の

や

稲生地区にある本照寺で子ども食 堂「稲乃屋」
が開設され、
子どもたちと地域住民の皆さんにカレー
が振る舞われました。
旧集落と新興住宅とが入り混じり、住民同士の交
流が課題となっていた稲生地区。この課題を解決す
るため、夢ある稲生ま
ちづくり協議会が地
域の交流の場づくり
のために始めた事業
が
「子ども食堂」
で、
毎
月第3日曜日に食事を
提 供しながら 、全世
代の交流を進めます。

オンラインでHello！

7 月 30 日㈮

国際交流協会主催により、友好都市アメリカ・ベル
フォンテン市とのオンライン交流会が行われました。
参加したのは、
鈴鹿市から中学生・高校生10人と末松
市長、
廣田教育長、
ベルフォンテン市から同市の学生の
皆さんとベン・スターラー市長。
交流会では、
本市の生徒
が英語でローカルスポットを紹介したビデオの上映やベ
ン市長による市長室案内、
ベルフォンテン市の学生によ
る学校紹介などが行われ、
両市の友好を深めていました。

目指すは
ディビジョン1昇格

8 月16 日㈪

三重ホンダヒートの皆さんが表敬訪問されました。
１月に開幕する国内ラグビーの新リーグ
「ジャパンラ
グビーLEAGUE ONE」
では、
ディビジョン2
（2部リー
グ）
で戦うことになった三重ホンダヒート。
古田凌キャ
プテンは「自分たちのラグビーで勝ちまくって、ディビ
ジョン1
（1部リーグ）
へ昇格したい。
地域を盛り上げた
い」
と、
新リーグに向けて意気込みを語りました。
りょう

次回の募集は
12月５日号掲載分です
●原稿規格／タイトル 15 文字程度・
本文 80 文字程度
●申込み／10月11日㈪から15日㈮までに、
郵 送 、フ ァ ク ス ま た は 電 子 メ ー ル
（〒513-8701 住所不要、 382-2219、
johoseisaku@city.suzuka.lg.jp）で
情報政策課へ。なお、確認のため、郵送・
ファクス・電子メール送信後は、タイトル・
氏 名・電 話 番 号を 電 話で 情 報 政 策 課
（ 382-9036）へご連絡ください。
●注意事項／営業、政治、宗教活動と認められ
るものは、お断りします(企業・自営業者の活
動を含む) 。
※当事者間のトラブルについて、市は一切関
与しません。

※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事
に限ります。

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、当面の間、窓口での受け付けを
中止します。

旭が丘Jゴスペルクラブ
ロバの子ゴスペルクラブ
090-9915-6972
とき／毎月第4木曜日10時30分～12時
ところ／ほのぼのハウス(中旭が丘4-7-2)
内容／Jゴスペルという日本人のための
オリジナルゴスペルで愛をテーマに歌って
います。年齢を問わず誰でも参加できます。
参加料／100円 申込み／電話で ※キー
ボードが弾ける方を歓迎します。

認知症の人と
家族の会のつどい
下野和子

370-4620

対象／本人、
家族、
関心のあ
る方どなたでも とき／10月
13日㈬13時～15時 ところ／
牧田コミュニティセンター
内容／悩み相談、
情報交換、
介護家族との交流 参加料
／100円

演劇公演
キャスト・スタッフ募集
劇団花さつき 長谷川 080-5106-9978
http://gekidan-hanasatsuki.la.coocan.jp/
対象／キャスト：前川定五郎の芝居に参
加でき、自分で稽古場に来られる方 ス
タッフ：講演会当日に参加できる方 と
き／令和4年3月12日㈯ ところ／文化
会館 申込み／電話またはホームペー
ジで ※キャストに応募された方には、
後日稽古日などをお知らせします。

鈴鹿錬成会
柔道教室生徒募集
鈴鹿錬成会 090-7609-2450
384-3741
対象／どなたでも とき／火・木・土
曜日19時～21時 ところ／市武道
館、
神戸高校ほか 内容／元気に楽
しく礼法と受身を身に付けて、
相手
を思いやる気持ちと強い体を作りま
しょう。 申込み／電話またはホー
ムページ(鈴鹿錬成会で検索)で

秋の山野草展示会
べっぷ 鈴鹿山野草の会
別府 090-9029-4886
とき／10月23日㈯・24日㈰
9時～17時 ところ／鈴鹿
ハンター1階 サブコート
内容／山野草の展示会と即
売 ※新入会員募集中。初
心者も大歓迎です。

うつ・心神不安定・
自信喪失の方の相談室
しげ た

重田隆康 372-1951
内容／仕事関係や人間関係など、
悩みを持つ方の相談を受け付け
ています。企業勤務、
大学講師の
経験を生かし、精神的なバック
アップやアドバイスをします。
相談料／無料 ※詳しくは、
電話
でお問い合わせください。

屋根・外壁塗り替え
セミナー
(一社)市民講座運営委員会
0120-689-419
対象／どなたでも とき／10月
13日㈬・14日㈭9時45分～12時
ところ／文化会館 内容／塗装
工事の前に消費者が知っておく
べき知識を分かりやすく説明し
ます。 参加料／無料 申込み
／電話で

みな歌
田邉明子 386-0830
とき／10月14日㈭13時30分～15
時30分 ところ／ふれあいセン
ター ふれあいホール(南玉垣
町6600) 内容／童謡や唱歌な
ど懐かしいメロディをみんなで
歌いましょう。 申込み／不要
※気軽にご参加ください。

ひめトレポールで
膣トレしよう
H・Bフィットネス
松尾 090-8330-8852
とき／毎月第1金曜日19時30
分から ところ／市武道館
内容／骨盤底筋や膣を締めて
尿漏れを防止しましょう。
体幹
を鍛えて姿勢美人になりましょ
う。 参加料／1,000円 ※気
軽にお問い合わせください。
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学 べる
憩 える

図書館の魅力

快適空間

『刀』
子どもから大人まで幅広くご利用いただける憩いの
場
「図書館」
。
その魅力についてお伝えしていきます。
10月のテーマコーナーは
「刀」
です。
武器としてだけで
はなく、
美術品、
文化的価値もある日本刀。
その魅力
が伝わる本をご紹介します。

『浮世絵に描かれた刀剣と勇士の世界』
（狩野博幸／監修 河出書房新社）

歴史に残る合戦や忠臣蔵
の名場面など、
幕末から明
治にかけて活躍した浮世絵
師が、
刀剣と勇士の姿を描
いた作品を紹介。
歌川豊国、
豊 原国 周が描いた歌舞伎
殺し場で、
刀を持
の強 請 場、
ち見得を切る役者の艶姿の
名場面も収録。
うた

がわ とよ くに

とよ はら くに ちか

ゆ

すり

ば

えん

し

『日本刀大全 決定版』
（原田道寛／著 河出書房新社）
し かい

斯界の第一人者が愛と執
念で綴った、
日本刀鑑定の
世界。
造刀術の発達、
新古
の比較、
吉光の偽物、
村正の
伝説、
目利き心得など、
日本
刀に関する重要な事柄と、
著者ならではの貴重なエピ
ソードを収録。
【紹介文は株式会社図書館流通センターの書誌詳細より引用】

刀由来の言葉
日本語には刀由来の
言葉が数々あり、
そのよ
うな言葉を通
じて、
日本刀
を身近に感じ
てみましょう。

しのぎ

けず

「鎬を削る」

刀身中央の一番厚みのある
部分の鎬 筋が削れ落ちるほ
どの激しく争う様子を表現
しのぎ すじ

モータースポーツお宝探検隊 vol.6
しゅう ろく

そのしぶとい走りから
「マムシの秀 六 」の異名をとり、
ファンを沸かせた名レーシングドライバー佐々木秀六さん
（74歳 鈴鹿ハイツ）
。
レースデビューは1968年のことでした。
マシンは、
昼夜のアルバイトを掛け持ちし、
やっとの思いで
手に入れたトヨタ・スポーツ800。
しかし、
速く走らせるため
には、
空気をスムーズに吸入し、
気化した燃料を効率よく
燃焼させる部品
「エアファンネル」
がどうしても必要でした。
「誰よりも速く走りたい」
「マシンの性能を最大限に引き
出したい」
そんな思いから、
当時としては高価な3,000円の
エアファンネルを購入するために、
3日間水だけで過ごし、
費用を捻出したそうです。
その後佐々木さんは、
さまざまなクラスに活躍の場を
移し、
連戦連勝。
1980年には全日本Ｆ3チャンピオンにま
で昇りつめました。
佐々木さんの
レース人生の
「原
点」
となった思い
出のエアファンネ
ル。
今でもあの頃
の情熱を宿しなが
ら、美しい輝きを
放っています。
▲今も美しいエアファンネルと当時の写真
■中野能成
（鈴鹿モータースポーツ友の会 事務局）

「向こう三軒両隣」
。
古くから親しい近所付き
合いや支え合いの気持ちを表す言葉としてよ
く使われますが、
民生・児童委員はこうした支
え合いの気持ちを制度化したものとして長い
歴史を有します。
今回の特集の取材で
「委員の皆さんの活動
を例えると？」
という質問をさせていただいた
ところ、
専門機関へのつなぎ役という意味では
「パイプ役」
、
地域の皆さんの相談や意見をお
聴きするという意味では
「スポンジ役」
など、
さまざまな例え
言葉をいただきました。
まさに一つの言葉では言い表せない
ほど、
その活動内容は多岐にわたります。
どれも決して目立つ
ものではありませんが、
皆さんに安心感を与え、
地域のつなが
りを保つ大切な活動です。
例え言葉はさまざまでも、
共通するのは
「地域の皆さんの
ために」
という思い。
その思いが今日も皆さんの生活を陰で
支えています。
（正）

