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民生委員・児童委員は地域における
相談･支援を担っています

〒525-0072　草津市笠山7丁目8-138　県立長寿社会福祉センター内　Tel.077（567）3929

民生委員・児童委員は厚生労働大臣から委嘱されます
民生委員・児童委員は、市町の民生委員推薦会で選考され、都道府県知事に推薦されます。

都道府県知事は選ばれた人について都道府県に設置された
社会福祉審議会に意見を聴くよう努め、

厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。

民生委員・児童委員の任期と職務は……
民生委員・児童委員の任期は1期3年です。

期を重ねるごとに住民との信頼関係が深まり円滑な活動ができます。
職務は実情把握、相談助言、情報提供等や、住民の福祉の増進を図るための活動を行います。

民生委員・児童委員に給与は支給されません。

民生委員・児童委員の組織は……
民生委員・児童委員の全員が、市町内の小地域ごとに
設置された民生委員児童委員協議会に参加します。
（町においては、その区域をもって1区域とされています。）

各協議会は、互選された会長のもとに定例会議を毎月開いています。
地域の福祉問題や担当している世帯への援助方法の検討などを行い、

日頃の活動を推進するうえで大切な場です。

民生委員・児童委員の担当区域は……
委員一人ひとりに担当する区域が定められています。

民生委員・児童委員は、人口規模の区分等により、70～360世帯を基準に一人配置されます。
主任児童委員は、民生委員児童委員協議会の規模に応じて配置されています。

滋賀県では約3,300名の民生委員・児童委員（内約300名が主任児童委員）が活動しています。

民生委員・児童委員には守秘義務があります
民生委員・児童委員は、民生委員法により守秘義務が課せられています。
住民一人ひとりの人権とプライバシーを尊重し、秘密を保持します。
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民生委員・児童委員は厚生労働大臣から委嘱されます

民生委員・児童委員の任期と職務は…

民生委員・児童委員の組織は…

民生委員・児童委員の担当区域は…

民生委員・児童委員には守秘義務があります
民生委員・児童委員は、民生委員法により守秘義務が課せられています。

住民一人ひとりの人権とプライバシーを尊重し、秘密を保持します。

委員一人ひとりに担当する区域が定められています。
民生委員・児童委員は、人口規模の区分等により、70～360世帯を基準に一人配置されます。

主任児童委員は、民生委員児童委員協議会の規模に応じて配置されています。
滋賀県では約3,300名の民生委員・児童委員（内約300名が主任児童委員）が活動しています。

民生委員・児童委員の全員が、市町内の小地域ごとに
設置された民生委員児童委員協議会に参加します。

（町においては、その区域をもって１区域とされています。）
各協議会は、互選された会長のもとに定例会議を毎月開いています。
地域の福祉問題や担当している世帯への援助方法の検討などを行い、

日頃の活動を推進するうえで大切な場です。

民生委員・児童委員の任期は１期３年です。
期を重ねるごとに住民との信頼関係が深まり円滑な活動ができます。

職務は実情把握、相談助言、情報提供等や、住民の福祉の増進を図るための活動を行います。
民生委員・児童委員に給与は支給されません。

民生委員・児童委員は、市町の民生委員推薦会で選考され、都道府県知事に推薦されます。
都道府県知事は選ばれた人について都道府県に設置された

社会福祉審議会に意見を聴くよう努め、
厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。

民生委員・児童委員は地域における
相談・支援を担っています
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民生委員・児童委員はこのような
活動を行っています

　少子･高齢化が進み、家庭関係や地域社会におけるつ
ながりが薄れてきているなかで住民同士が支え合い、誰
もが安心して住み続けることができる地域づくりが求め
られています。
　こうしたなか、常に住民の立場に立って相談に応じ、必
要な援助などを行う民生委員・児童委員（※主任児童委員）
の役割がますます重要になってきています。

　民生委員・児童委員は、広く社会の実情に通じ、社会
福祉の増進に熱意のある住民が、地域から選ばれ活動し
ます。民生委員・児童委員の役割を一言でいうならば「地
域のつなぎ役」です。
※民生委員・児童委員の中には児童福祉の問題を専門的に担当する主任
児童委員がいます。
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民生委員・児童委員は、
つながりあって
地域を支えます。

　少子・高齢化が進み、家庭関係や地域社会におけ
るつながりが薄れてきているなかで住民同士が支え
合い、誰もが安心して住み続けることができる地域づ
くりが求められています。
　こうしたなか、常に住民の立場に立って相談に応
じ、必要な援助などを行う民生委員・児童委員（※主任

児童委員）の役割がますます重要になってきています。

　民生委員・児童委員は、広く社会の実情に通じ、社
会福祉の増進に熱意のある住民が、地域から選ばれ
活動します。民生委員・児童委員の役割を一言でい
うならば「地域のつなぎ役」です。
※民生委員・児童委員の中には児童福祉の問題を専門的に担当する
　主任児童委員がいます。
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※民児協（連）
　民生委員児童委員
　協議会（連合会）



民生委員・児童委員、主任児童委員は

こんな活動をしています！！

滋賀県民生委員・児童委員キャラクター

【びわっ湖ミンジー】

・東京都で産まれた民生委員・児童委員のキャラクターの滋賀県版です。
・ペンギンは集団生活をする中で協力して子育てをします。民生委員・
児童委員の地域での支えあいや社会全体で子育てを応援する活動から、
ペンギンをイメージキャラクターにしています。

『びわっ湖ミンジー』とは・・・

滋賀県民生委員児童委員協議会連合会SHIGA

※地域によって、活動の内容や
範囲は違います。

※コロナ禍においては、内容を
変更したり工夫をして活動
をしています。

SHIG
A



民生委員・児童委員、主任児童委員PR動画

（全国民生委員児童委員連合会作成）

『民 Say! Rap!』

IGA

現役　民生委員・児童委員、主任児童委員の

地域の方の
声

声

地域の皆さんや委員の仲間の
お力で、色々な事を学び自分自
身の成長にもつながっていま
す。地域住民の方が安心して生
活いただけるよう、寄り添って
いきたいと思います。 Y. M.

不安いっぱい戸惑いがちでは
ありましたが、先輩方、地域の
皆様等に支えていただき、心強
く思っています。
ホッとされた笑顔に出会える
ととてもうれしく、改めてつな
がりの大切さを感じています。

M. T. 

赤ちゃん訪問や幼児の集い等
で、子どもや保護者さんの笑顔
に出会えるとホッとして嬉し
くなります。直接のお出会いが
難しい状況ですが、子育て中の
方のお役にたてる事が少しで
も出来ればと思っています。

T. T.

民生委員・児童委員を受けて８
年目になり、地域住民の身近な
相談相手として行政へのつな
ぎ役、住民の見守り活動を行っ
ています。皆さんからいただく
「ありがとう」の声が活動のや
りがいと励みになって日々頑
張っています。 Y. M.

子どもの事を気軽に相談でき、
悩んだり落ち込んだりした時
にもじっくり話を聞いてくれ
る民生委員さんは、お母さんの
ような存在です。地域の子ども
たちのために熱心に動いてく
ださり、必要な情報をいち早く
届けてくれるので、安心して子
育てしています。 C. K.

人に話しにくい事を聞いてい
ただき、ありがとうございま
す。困った時、すぐに相談でき
るので安心です。 Y. N.

２期目民生委員・児童委員

地域住民（一人暮らし高齢者）

１期目　主任児童委員

１期目民生委員・児童委員

地域住民　子育て中保護者

３期目民生委員・児童委員
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