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（１）民生委員・児童委員の歴史 
 
   ■はじまり・・・ 

・大正  6（1917）年  済世顧問制度 創設（岡山県）  
・大正  7（1918）年  大阪府方面委員制度 創設  

※生活実態の調査のための訪問活動、公共機関連携、 
母子の健康保全、生活困窮者への支援  等 

・昭和  3（1928）年  全府県に方面委員制度 普及 
・昭和 11（1936）年  方面委員令施行 ※方面委員制度が全国統一制度となる 
・昭和 21（1946）年  民生委員令の公布 ※方面委員を民生委員と改変 
・昭和 22（1947）年  児童福祉法公布 ※民生委員と児童委員との兼任 
・平成  6（1994）年  主任児童委員制度の実施 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
（２）民生委員・児童委員の身分 

◆ 民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱される「非常勤の特別職の地方公務員」です。 
◆ 民生委員は児童委員を兼ねることとなっており、また、主任児童委員は児童委員の中から指名 

されることとなっています。（児童福祉法） 
◆ 任期は一斉改選から 3 年間で再任されることもあります。補充の場合は、前任者の残任期間に 

なります。 
◆ 無給のボランティアです。（活動に必要な実費弁償費のみ支給されます。） 

 
（３） 民生委員の定数 
     民生委員法第４条の規定に基づき、大阪府では、厚生労働大臣の定める参酌基準を基にした「大阪

府民生委員定数条例」及び規則で市町村の区域ごとの定数を定めています。 
     大阪府内（政令市・中核市を除く）の民生委員の定数は 5,856 人。大阪府全体では 13,757 人で

す。（平成 28 年 12 月 1 日現在） 

第１章 民生委員・児童委員制度と活動の基本 

１．民生委員･児童委員とは 

 
平成 30（2018）年には、方面委員制度創設から 100 年を迎えます。 

「大阪府民生委員（方面委員）制度創設 100 周年記念事業 スローガン」 

人 々に よりそい 100 年  これからも 
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（４）民生委員・児童委員の基本姿勢／基本的性格／活動の原則 
基本姿勢 民生委員・児童委員は、以下の 3 つの基本姿勢を守って活動しています。 
❖社会奉仕の精神 

社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めています。 
❖基本的人権の尊重 

その活動を行うにあたって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ります。人権、信条、 
性別、社会的身分または門地による差別的、優先的な取り扱いはしません。 

❖政党・政治目的への地位利用の禁止（政治的中立） 
職務上の地位を政党または政治的目的のために利用しません。 

基本的性格 民生委員・児童委員には、以下の 3 つの基本的性格があります。 
❖自主性 

常に住民の立場にたち、地域のボランティアとして自発的・主体的な活動を行います。 
❖奉仕性 

誠意をもち、地域住民との連帯感をもって、謙虚に、無報酬で活動を行うとともに、関係行政機関 
の業務に協力します。 

❖地域性 
一定の地域社会（担当区域）を基盤として、適切な活動を行います。 

活動の原則 民生委員・児童委員の活動には、以下の 3 つの原則があります。 
❖住民性 

自らも地域住民の一員として、住民に最も身近なところで、住民の立場にたった活動を行ないます。 
❖継続性 

福祉課題の解決は時間をかけて行うことが必要です。地域を担当する民生委員・児童委員の 
交代があった場合でも、前任者の活動は必ず引き継がれ、継続した対応を行います。 

❖包括・総合性 
個々の福祉課題の解決を図ったり、地域社会全体の課題に対応していくために、その課題について、 
包括的、総合的な視点にたった活動を行います。 

 
（５）民生委員・児童委員活動の 7 つの働き 

民生委員・児童委員による活動は、その内容により、以下のように７つの「はたらき」に整理されます。 

１ 社会調査のはたらき 担当区域内の住民の実態や福祉需要を日常的に把握します。 

２ 相談のはたらき 
地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談にのり
ます。 

３ 情報提供のはたらき
社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供しま
す。 

４ 連絡通報のはたらき
住民が、個々の福祉需要に応じた福祉サービスが得られるよう、関係行政機
関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をはたします。 

５ 調整のはたらき 
住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が得られるように支援しま
す。 

６ 生活支援のはたらき 住民が求める生活支援活動を自ら行い、また支援体制を作っていきます。 

７ 意見具申のはたらき
活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民生委員
児童委員協議会(略称：民児協)をとおして関係機関等に意見を提起します。 
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（６）民生委員・児童委員活動の実際の流れ 
以下には、民生委員の 7 つのはたらきに基づいて活動をしているＡ委員の一週間の活動の様子（例）

が記載されています。このＡ委員のような活動を行われることが望まれます。 
 

1 日目（日） 

・Ｘ市の民児協で行っているイベントに参加し、高齢者の介護について 

市民Ｂさんが悩んでいる実態を掴んだ。 

（社会調査のはたらき） 

2 日目（月） 

・昨日イベントでつかんだ情報をもとにＢさんと連絡を取り、 

自宅を訪問し、ゆっくり話を聞いた。（相談のはたらき） 

・Ｂさんの希望にそって、介護保険制度で利用できる 

ホームヘルプサービスやショートステイ等のサービスについて 

情報提供した。（情報提供のはたらき） 

3 日目（火） 

 

・Ｂさんの相談内容から適切な市の窓口に連絡し、サービスを 

受けるために必要な対応を依頼した。  

（連絡通報のはたらき） 

4 日目（水） 

・社会福祉協議会やボランティアグループと連絡を取り、 

介護保険制度にはない通院の送迎などのニーズに対し、 

何らかのサービスを受けられるよう、調整を図った。 

（調整のはたらき）  

5 日目（木） 

・家族の外出時など家族では対応しきれない事柄に対して、   

 近所やボランティアグループと連携して、 

留守中の見守りなどを行い、問題の解決に取り組んだ。 

（生活支援のはたらき）  

6 日目（金） 

・市の民児協に対して、Ｂさんのような高齢者の方に対する 

支援の必要性、問題点をまとめ、家族がゆっくり休めるような 

プログラムを行政、社会福祉協議会等が協力して実施しては 

どうかと意見を提起した。 

（意見具申のはたらき）   

7 日目（土） 
・１日目と同様イベントに参加し地域の住民との交流を通じ、地域の実情の 

把握及び福祉需要の把握を行った。  
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（１）民生委員活動をする際の心構え 
   

民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な 
援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。 

（民生委員法（以下「法」という。）第１条） 
 
 
    社会奉仕の精神とは、民生委員・児童委員がその職務に携わるに当たっての根本精神です。つまり、民

生委員・児童委員は社会全体に対する奉仕の精神をもって活動するものであって、職務に対して有形無形
の対価を要求するものでなく、いわゆる民間篤志家としての活動を行うものであることを示しています。法第
６条に民生委員の推薦に関する事項（第１章の「４.民生委員・児童委員の委嘱・解嘱」を参照してくだ
さい。）や法第 10 条で給与を支給しないと規定されているのはこれに対応するものです。 

また、「常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行う」とされていますが、これは地域住民
を対象に幅広く相談に応じ、生活困窮者、障がい者、高齢者、母子・父子家庭、低所得階層の人々をは
じめ様々な理由により社会的な支援が必要と考えられる者に対しては、必要な援助を行うことを意味しま
す。 

 
 
（２）人格識見の向上と知識、技術の修得 
   

民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に 
努めなければならない。（法第２条） 

 
   民生委員としての倫理と識見及び知識、技術の習得に努力することが求められています。 

    「人格識見の向上」は、すべての個人に欠くことのできないものですが、民生委員はその職務が経済的、社
会的に、または心理的に生活上の問題や悩みを持つ人々に対して、援助することであり、そのためには何より
も民生委員自身が人格識見ともにすぐれていることが大切であり、不断にその向上を図ることが民生委員と
して職務を遂行するに不可欠であるといえます。 

    その職務を遂行するうえでは、前提として人格識見のすぐれていることが必要であることはいうまでもありませ
んが、単に善意と情熱だけでは必ずしも十分とは言えません。今日における民生委員活動の対象は多種多
様であり、人々の抱える悩みも複雑化しています。 

こうした人々に適切な援助活動を行うためには、社会福祉関係の法令やその他の関係法令、生活福祉
資金貸付制度などに対する的確な認識、社会・経済の動向、地域住民の生活の実態把握、社会調査、
ケースワーク、グループワークなどの科学的な原理や手法やボランティア活動などの住民参加による地域福
祉・在宅福祉を推進することが重要であり、このような活動なくしては民生委員の実効ある活動は望めませ
ん。 

    しかしながら、これら広い分野にわたる知識及び技術の修得は実際には難しいことです。それぞれの分野に
は専門的な仕事を職業とする社会福祉主事、医師、心理学者などがいますので、民生委員はこれらの専
門家と協働し援助活動にあたることが必要です。 

２．民生委員の職務内容 
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    なお、社会福祉の発展は、その制度を年々複雑化してきており、用いられる技術の進歩にはめざましいも
のがあり、これら知識及び技術の修得については、民生委員個人としては、関係行政機関から配布される
手引、参考文献、広報誌、機関紙等の理解に努め、組織としての民児協は、調査や指導の技術について
の研究及び修養の場とする必要があります。 

 
 
（３）職務遂行に当たっての倫理規定 
   

民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を 
守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、 
且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。（法第１５条） 

 
 

このことを要約すると、次のようになります。 
 
 

民生委員は、経済的、精神的又は肉体的にハンディキャップを有する人を相手にすることが多く、これらの
要援護者に対して優越的感情を持ちやすい立場にありますが、民生委員と要援護者とは、人間として尊重
されるべき点においては同じです。いいかえれば、人格の点では対等の立場にあるということを忘れてはなりま
せん。常に人間尊重を基本とし、相手の立場に立つ必要があります。 
 
 

 
民生委員が職務の遂行に当たって、要援護者の私生活に立入り、その一身上の問題に介入することが

多いので、要援護者の生活上、精神上、肉体上の秘密に触れることが多く、その知り得た秘密については、
固く守らなければなりません。このことは、今日、家族の協力を得て、民生委員活動が行われることの多い中、
民生委員自身はもとより家族にも十分自覚をしてもらい、秘密の保持について細心の注意を払う必要があり
ます。 

 
 
 

このような平等取扱いは近代的国家の原則であって、わが国においても憲法 14 条に法のもとの平等とし
て規定されています。 

◆個人の人格を尊重すること（人間尊重） 

◆秘密を守ること（守秘義務） 

◆差別的または優先的な取扱いはしないこと   
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（４）政治的利用は厳禁 
 

民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。 
前項の規定に違反した民生委員は、解嘱せられるものとする。（法第１６条） 

 
 

① 民生委員法による政治的活動の制限 
民生委員の政治的活動の制限にかかる法第１６条は次のとおり解釈されています。 

 

逐条解説 

○ 「職務上の地位」とは、民生委員が民生委員という立場で、調査を行い、要援護者の支援活動 
などを行う場合に認められている職務遂行上の地位をいう。 

 
○ 民生委員は、要援護者の私生活にまで立ち入って支援活動を行うという立場にあることから、その 

職務上の地位を政治的に悪用した場合、その弊害は計り知れないものがあるため、民生委員は、 
その地位を政治的に利用してはならないと規定されたもの。 

 
○ しかしながら、この規定は民生委員が民生委員の職務を離れて、一個人として政党に加入し、 

または政治的活動を行うことまでを禁止したものではない。 
 

○ 従って、自らの担当区域外での政治活動については、職務上の地位を利用したものでないことは 
明白であるため、問題はないと解されるが、担当区域内での政治活動については、職務上の地位 
を利用したか否かの判定が非常に困難であることから、当該区域内における政治的活動はできる 
限り避けるべきである。 

 
 

② 府としての考え方 
民生委員の政治活動に関して、民生委員法では、民生委員が職務を離れ、一個人として政治活動を

行うことまでを禁止しているものではありません。 
    しかしながら、地域住民との信頼関係のもとに活動する民生委員には、地域住民から誤解を招くような行

動を慎み、あるいは、地域住民の理解を得られるよう努力することが求められており、また、今日まで築き上
げられた民生委員制度への住民の信頼を揺るがすことのないよう、特に慎重な対応を期する必要がありま
す。 
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（５）民生委員の職務 
民生委員の具体的職務については、法第 14 条に列挙されています。 

 
① 生活状態の把握 

 
住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと（第１項第１号） 

    
民生委員は、その担当区域内の実情を掌握することにより、地域住民に対して適切に相談・援助を行え

る態勢を整える必要があることから、住民の生活状態を日頃から全般的に把握するとともに、個別の援助が
必要な人については、援助に必要な情報を収集して、緊急の場合に備えて資料（福祉票など）をまとめて
おくことで、広範囲にわたる民生委員活動の基礎が出来ます。 

なお、調査に当たっては、個人の人権尊重と利益保護の観点から、プライバシーを侵害することのないよう
配慮して行動する必要があります。 

 
②相談・援助活動 

   
援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように 

生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと（第１項第２号） 
 
民生委員が行う相談・援助活動の対象者は、いわゆる福祉六法（生活保護法、児童福祉法、身体障

害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法）や売春防止法など公
的施策による福祉の措置を必要とする人のほか、地域福祉の観点に立って行われる民間福祉活動の対象
者、さらに物的援助のみならず、精神的な援助を必要とする人も含みます。 

様々な援助を必要とする人々に対して、各人の能力に応じて自立した日常生活が送れるよう、奉仕者と
しての立場で、相談・助言を行うことが民生委員に求められています。 

 
③福祉サービスの利用援助 
 

    援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を 
行うこと（第１項第３号） 

 
福祉サービスの利用にあたっては、援助を必要とする人の意向にできる限り沿った形でサービスが利用でき

るよう民生委員が情報提供等の援助を行うことが求められています。 
現在では、利用者が自ら事務所を選ぶことができますので、事業者は他の事業者との差別化を図るため、

多様な内容のサービスを提供する傾向にあります。それぞれの事業者が提供するサービスの内容を把握し、
その情報を利用者に適切に伝え、利用者の納得のいく事業者選択を支援することも民生委員の重要な職
務となります。 

 
④社会福祉を目的とする事業を経営する者・社会福祉に関する活動を行う者との連携・支援 

 
    社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、 

その事業又は活動を支援すること（第１項第４号） 



1 － 8

社会福祉法第４条「地域福祉の推進」の主たる推進役として位置づけられた「社会福祉を目的とする事
業を経営する者」、「社会福祉に関する活動を行う者」と密接に連携することによりその活動の支援を行うも
のです。たとえばホームヘルパーの派遣など在宅サービスのみでは対応できない寝たきりの高齢者や保育ニー
ズを必要としている世帯などに対し、老人福祉施設や児童福祉施設の紹介、或いは社会福祉に関する活
動を行う人（ボランティア等）に関する情報を提供するなどの方法により、できるだけ早く問題を解決すること
が必要です。 

そのためには、民生委員は常日頃より社会福祉を目的とする事業を経営する者や社会福祉に関する活
動を行う者に関する情報を把握するとともに、三者間の連携・支援体制を構築していくことが肝要です。 

社会福祉施設の有する専門的設備や機能を単に入所利用者のためのみでなく、広く地域の住民等に開
放して地域社会に役立てるいわゆる「社会福祉施設の社会化」の動きもあり、その意味からも、民生委員は
地域福祉の推進に向け、日頃から地域福祉施設と連携がとれるよう努めていくことが必要です。 

 
⑤ 福祉事務所等関係行政機関の業務に対する協力 

 
     社会福祉法に定める福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）その他の関係行政機関 

の業務に協力すること（第１項第５号） 
 

これは民生委員の協力機関を明確にしたものです。 
「その他の関係行政機関」とは、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、女

性相談所、保健所、公共職業安定所、一般職業訓練所及び身体障害者職業訓練所、家庭裁判所、
学校、年金事務所などです。 

「業務に協力する」とは、関係行政機関がその権限に基づいて継続して行う事務又は事業について、民
間奉仕者として、外部から協力するという意味で、ここにいう業務とは、関係行政機関が行うすべての業務の
うち、社会福祉に関するものに限られます。 

 
参考： 昭和 25 年の生活保護法の全面改正までは、民生委員は市町村長の補助機関とされていまし

たが、この改正により民生委員は「市町村、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に
協力する」と改められました。 

当時の民生委員法において、この点が必ずしも明確でなく、福祉行政の効果的な実施に支障
をきたすおそれがあったので、昭和 28 年の民生委員法の一部改正の際に本号を加えることにより、
民生委員の職務として福祉に関する事務所その他の社会福祉行政機関に協力することが明示さ
れました。 

 
⑥ 住民の福祉の推進の増進を図るための活動 

 
  民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動 

を行う。（第２項） 
 

これまでの掲げた、主に援助を必要とする者をはじめとする個々の住民の生活上の問題や行政・福祉関
係者を対象とする活動だけでなく、民生委員を地域の担い手としてとらえ、ボランティア活動の推進や地域の
福祉課題に対して住民の理解を求める活動など、地域福祉の増進を図る活動を民生委員の活動として位
置づけています。 
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（１）児童委員／主任児童委員の沿革 

児童福祉法の前身とも言うべき少年救護法(昭和8年)において「少年救護委員｣を設置し､性行不良な
少年に対し､救護業務を実施していました｡ 

昭和21年に至り､旧生活保護法が施行され､民生委員が生活保護法の補助機関として活動することに
なり､生活問題に関する民生委員と少年の救護に関する少年救護委員との一元化を図るため､昭和21年
の民生委員令において｢少年救護委員ハ民生委員令二依ル民生委員ヲ以テ之二充ツ｣とされました｡これ
が現在の児童福祉法に受け継がれ「民生委員法による民生委員は､児童委員に充てられたものとする｣と規
定されています｡ 

児童福祉法で､民生委員がこれを兼ねることとした理由については､少年救護委員と民生委員を兼ねてい
た実績があること､民生委員と児童委員の双方が､対象世帯に児童問題と生活問題に関して別々にかかわ
り合うことは支援の効率と効果とをそぐものであり､さらに該当世帯にとっても困惑するであろうという考えに基づ
くものです｡ 

また、都市化の進行及び家族形態の変容等児童を取り巻く環境の変化を背景に、平成13年12月1日
に児童福祉法が改正・施行され、児童委員の職務の見直し・拡大が行われるとともに、平成６年に制度化
されていた「主任児童委員」が法定化されました。 

 
（２）児童委員／主任児童委員活動をする際の心構え 

少子高齢化や、核家族化に伴う育児不安や子育ての孤立に加え、児童虐待やいじめ、不登校等、支援
を必要とする児童や家庭を巡る問題が複雑・深刻化している中、日々地域に根ざした活動をしている児童
委員や主任児童委員に対する期待は非常に大きいものとなっています｡ 

活動にあたっては、児童等に対する施策や専門機関が果たす機能等をよく知り､子ども家庭センター（児
童相談所）､保健所及び保健センター､警察署等との連絡を密にすることが大切であり､早期発見､早期対
応を心がけるべきです。 

特に児童委員については、民生委員活動と同様､担当区域内の実情を把握することも求められていま
す。 

 
（３）児童委員の職務 

児童委員の職務としては､児童福祉法第16条～第18条､母子及び父子並びに寡婦福祉法第10条に
規定された、児童、妊産婦及び母子及び父子並びに寡婦等が対象となっています｡ 

その内容は､次のとおりです｡ 
（※は、児童委員としての活動について、これまで以上の取組や新たな取組が求められている職務内容） 

① 
◆担当区域内の児童･妊産婦及び母子・父子家庭、寡婦の生活実態等を的確に把握し、把握した

問題、状況等を正確に記録し、その後の児童委員活動に利用すること。なお記録にあたっては、児
童票を参考にすること。 

② ◆市町村長、子ども家庭センター所長(児童相談所長)から依頼された調査を実施、報告すること。 

③ 
◆子ども家庭センター所長（児童相談所長）から委ねられた児童またはその保護者に対する指導を

行うこと。 

④ 

◆市町村等から意見を求められた場合に、事実に基づき意見具申を行うこと。また児童等に関する施
策及びその実施、児童を取り巻く家庭環境・社会環境等に関して、改善が必要と認められる場合
には、自発的に関係機関に意見具申を行うこと。但し、意見提出は、児童委員協議会または主任
児童委員に対して行うこと。 

３．児童委員／主任児童委員の職務内容
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⑤ 
◆関係機関との連携に努めるとともに、子ども家庭センター（児童相談所）、福祉事務所、児童福

祉司、母子・父子自立支援員、社会福祉主事の行う業務に協力すること。 

⑥ 

◆要保護児童（児童虐待を受けたと思われる児童を含む）を発見した場合は、子ども家庭センター
（児童相談所）・福祉事務所に通告すること。また、住民から要保護児童の通告を受けた場合も
速やかに通告すること。 

◆被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに子ども家庭センター（児
童相談所）、大阪府所管課等に通告すること。また、住民から被措置児童等虐待を受けたと思わ
れる児童の通告を受けた場合も速やかに通告すること。 

 （＊被措置児童等虐待とは、里親、ファミリーﾎｰﾑ、乳児院、児童養護施設、知的障がい児施設、児童心

理治療施設、児童自立支援施設等で生活する児童に対する施設職員等による虐待をいいます。） 

 

※⑥、⑦関連 
かつては、隣近所の住民が、困ったり、悩んだりしている子どもや子育て中の親を早期に発見し、適

切に対応する、いわゆる地域の「見守り」機能を果たしていた。しかしながら、地域の連帯感や人間関
係の希薄化に伴い、従来のように機能しなくなっていることから、府や市町村、主任児童委員と連携し
ながら、保護や支援を要する子どもや親の発見等に努めること。 

特に児童虐待の予防、早期発見・対応という観点から、現在市町村ごとに「要保護児童対策地
域協議会」の設置を進めており、同協議会の構成委員である主任児童委員との連携に努め、情報
収集や見守り、身近な相談、市町村や子ども家庭センター等の関係機関へのつなぎに努めること。 

⑦ 
◆要保護児童や非行のおそれのある児童、及びその保護者に対し、関係機関の助言を得て、適切

な助言・指導を行うこと。 

⑧ 
◆里親及び保護受託者の開拓に努め、希望者に対して、管轄の子ども家庭センター（児童相談

所）に申し込みをするよう助言すること。 

⑨ 
◆児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、福祉手当、母子福祉年金、母子・父子・寡婦

福祉貸付金等の制度の周知に努めること。 

⑩ 
◆妊産婦及び乳幼児の保護者に対して、母子健康手帳の活用や乳幼児の健康診査等、各種保

健サービス・制度の利用に関して、助言すること。 

⑪ 

◆児童の健全育成のためのボランティア活動、地域活動等への児童の参加を促進するとともに、地域
の母親クラブ、子育てサークル、保育所等を拠点とした子育てネットワーク、地域母子保健組織等
の活動に対し、援助・協力すること。 

※⑪関連 
地域の子育て支援活動の中で、とりわけ市町村における子育てサークルへの支援については、市町

村からの活動情報の提供や、活動への協力依頼に基づき、主任児童委員と連携しながら、積極的な
参加・協力に努めること。 

⑫ 
◆地域の児童文化財の具体的資料を収集し、都道府県及び市町村児童福祉審議会等関係機関

に提供するとともに、児童の交通事故防止対策や児童館等の設置促進等、よりよき地域の環境づ
くりに努めること。 
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（４）主任児童委員の職務 
主任児童委員は､児童福祉に関する事項を専門的に担当し､次の業務を通して区域担当児童委員の

活動に協力します｡ 
(※は、主任児童委員としての活動について、これまで以上の取組や新たな取組が求められている職務内容） 
① 児童委員と共通する職務 

 
上記職務のうち④～⑫  

但し、④について、児童委員からの自発的な意見提出があった場合は、関係機関に当該意見を提
出すること。なお、主任児童委員は、直接関係機関に対し意見具申することができる。 

 

※⑥、⑦関連 
かつては、隣近所の住民が、困ったり、悩んだりしている子どもや子育て中の親を早期に発見し、適切

に対応する、いわゆる地域の「見守り」機能を果たしていた。しかしながら、地域の連帯感や人間関係の
希薄化に伴い、従来のように機能しなくなっていることから、府や市町村、児童委員と連携しながら、保
護や支援を要する子どもや親の発見等に努めること。 

特に児童虐待の予防、早期発見・対応という観点から、現在、市町村ごとに「要保護児童対策地
域協議会」の設置を進めており、市町村からの求めに応じ、同協議会の構成委員として参画し、児童
委員との一層の連携に努め、情報収集や見守り、身近な相談、市町村や子ども家庭センター等の関
係機関へのつなぎに努めること。 

 

※⑪関連 
地域の子育て支援活動の中で、とりわけ市町村における子育てサークルへの支援については、市町

村からの活動情報の提供や、活動への協力依頼に基づき、児童委員と連携しながら、積極的な参
加・協力に努めること。 

現在、保育所で実施する地域子育て支援センターでは、地域の子育て支援機関やボランティア、子
育て中の親のグループなどとともに、同センターを拠点としたネットワークを構築して子育て支援をすすめて
いくために、「わんぱくっ子育成推進会議」の設置に取り組んでおり、保育所（市町村）からの求めに応
じ、同会議の構成委員として参画し、他の構成委員及び児童委員と連携しながら地域の子育て支援
に努めること。 

② 

関係機関と区域を担当する児童委員との連絡調整 
市区町村､子ども家庭センター（児童相談所）､福祉事務所､保健所及び保健センター､学校､教

育委員会等の関係機関との連絡を密接にし､児童及び児童を取り巻く家庭環境･社会環境について
区域を担当する児童委員と連携して詳細な情報収集を行うこと｡ 

また､市区町村､子ども家庭センター（児童相談所）､福祉事務所等の行政機関からの個別事例
にかかる調査･指導等の依頼については､原則として区域を担当する児童委員に対して行われるので､
必要に応じて援助･協力すること｡ 

③ 

区域を担当する児童委員への協力・援助 
地域における児童健全育成活動や母子保健活動、子育て支援活動の推進に関しては､関係機

関､特に､児童館や地域子育て支援センター、子育てサークルなどの関係者と密接に連携し､児童委員
と一体となって積極的に活動する｡ 

また､個別事例を扱う必要がある場合については､区域を担当する児童委員と調整･相談のうえ､協
力して､これを行うこと｡ 

④ 
民児協事業の企画､実施への援助 

民児協組織内においては､児童問題の把握と、民児協が児童委員活動に関わる事業を企画･実
施する場合の援助･協力者(スタッフ)として､その活動に関わること｡ 
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民生委員・児童委員の推薦を受ける者の要件については、民生委員法第６条に規定があります。 
同条及び厚生労働省から選任に当たって示される方針に基づき、大阪府では、次のとおり「大阪府民生委

員・児童委員推薦要領」を定めています。 
（１）民生委員・児童委員及び主任児童委員の選任  
 
 
第２ 民生委員･児童委員の選任 

１ 基本方針 
（１） 民生委員･児童委員の改選は、民生委員･児童委員としての適任者を確保することを主眼として行

われるものであることから、社会福祉に対する理解と熱意があることはもちろん、地域実情に通じ、民生
委員・児童委員として積極的な活動が期待できる者を選出すること。中でも、次に掲げる活動において
は積極的な活動が期待できるかどうかを十分検討すること。 

      ア 低所得者の実態把握と援助活動（福祉票の整備状況、生活援助活動実施状況、生活福祉
資金貸付制度に対する協力状況等） 

      イ 高齢者世帯、母子・父子世帯等の実態把握と援助活動 
      ウ 障がい者世帯の実態把握と援助活動 
      エ 児童委員としての活動（児童及び妊産婦のいる世帯の実態把握と援護活動、児童の健全育成

活動への参加状況、要保護児童等に対する実態把握及び関係機関への連絡通報、要保護
児童連絡協議会（虐待防止ネットワークを含む。）への参画状況等） 

      オ 各種報告の提出（民生委員･児童委員活動記録等） 
      カ 民生委員・児童委員協議会その他関係諸会合への出席 
      キ 小地域見守り活動等地域福祉推進のための各種の事業・行事等への参加協力 
      ク 福祉事務所、子ども家庭センターその他関係機関の業務に対する協力 
      ケ 災害時等の要援護者援助活動 

コ 共同募金、歳末助け合いその他各種行事に対する参加協力 
      サ 地域福祉のネットワークづくりに対する参加協力 
      シ ボランティア活動振興のための活動 
 

（２） 人権の尊重を基本としながら、社会福祉についての理解と関心を深めるとともに、住民参加による地
域福祉の推進を図ること、また、福祉と保健・医療の連携を図ることが重要な課題となっているので、特に、
これらの問題について十分な理解と関心を有し、かつ、積極的な活動ができる者を選任するよう努めるこ
と。 

 
（３）日頃から地域住民の相談・支援活動を行う民生委員・児童委員は、その活動の中で地域住民の個

人情報に接することになることから、個人情報の取り扱いや、その保護に関し高い意識が求められる。これ
らを考慮し、人権感覚豊かな者の選任に特に留意すること。 

 
２ 適格要件 

民生委員・児童委員の適格要件については民生委員法（昭和２３年法律第１９８号。以下「法」とい
う。）第６条に規定されているが、法第１条、第２条、第１１条、第１４条、第１５条及び第１６条の規
定の趣旨を考慮すると、概ね次のとおりである。 

  （１）民生委員・児童委員としての適格者 
     ア 社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識があり、社会福祉の活動

に理解と熱意があり、責任感が強い者。 
     イ 民生委員・児童委員の職務に十分な理解と熱意を有し、指導力及び実行力があり、長期間継続

４．民生委員・児童委員の委嘱・解嘱

「大阪府民生委員・児童委員推薦要領」（抜粋） 
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して積極的な活動が期待できる者。 
    ウ 当該市町村議会の議員の選挙権をもち、原則として担当予定地域に居住しており、地域の実情に精

通し、かつ地域住民の信望があり、住民が気軽に相談に行ける者。ただし、担当予定地域に適任者
がいない場合に限り、近隣地域（当該市域外を除く）に居住する者を一期のみ推薦することができる。
なお、例外については厳格な運用とすることとし、理由書を提出すること。    

    エ 児童委員として、児童及び妊産婦の保護、保健その他福祉の仕事に関心をもち、児童の心理を理
解し、児童に接触して指導することができ、また、児童から親しみをもたれる者。 

    オ 生活が安定しており、家族がいる場合は、家族の理解と協力が得られ、健康であって、民生委員・児
童委員活動に必要な時間を割くことができる者。 

 （２）民生委員・児童委員としての不適格者 
    ア 当該市町村議会の議員の選挙権を有しない者。（法第６条） 
    イ 民生委員・児童委員としてふさわしくない非行のあった者。（法第１１条第１項第３号） 
    ウ 民生委員・児童委員としての立場や活動を政党又は政治的目的のために利用した者。又は、その恐

れのある者。（法第１６条） 
    エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第６号に規

定する暴力団員又は大阪府暴力団排除条例(平成２２年大阪府条例第 ５８号)第２条第４
号に規定する暴力団密接関係者 

 
３  年  齢 

今日の地域及び地域住民を取り巻く社会情勢が推移する中にあって、民生委員・児童委員が地域住民の
信頼を得、その期待に応えるためには、住民生活の実態に即応した柔軟な対応、機敏な行動力に加えて新し
い時代感覚等が強く望まれていることから、選出に当たってはできる限り若がえりに努めるとともに、次の点に留
意すること。 
（１） 選任に当たっては、７５歳未満の者であること。 

ただし、例外として次のいずれにも該当する場合に限り、現職民生委員に限り一期（３年）のみ 
７５歳以上の者を再任することができる。なお、将来にわたって積極的な活動が行えるとともに、児童・
子育ての問題についても、より積極的な活動が図られるようできる限り若返りに努めるとともに、例外につ
いては厳格な運用とすることとし、理由書を提出すること。 

① 推薦するにあたって７５歳未満の適任者がいないこと 
② 本人の同意、意欲があり、かつ体力に不安がないこと 
③ 推薦会等からの積極的な推薦があること 
④ 市町村民生委員協議会の役員に就任しないこと  

 （２） 年齢要件の計算時点は委嘱予定年月日現在とし、計算方法は、年齢計算ニ関スル法律（明治
３５年法第５０号）の規定によること。 

 
４ 留意事項 
（１）民生委員・児童委員の選任は、真の適格者を求めることを主眼とすべきものであって、地域団体等の

役員の機械的交替や割振りであってはならない。また、適格な候補者が定数まで得られない場合でも、
政治的その他の理由で便宜的に選任しないこと。 

（２）議会の議員は、政治活動の面で種々誤解を招きやすいので原則として避けること。 
（３）公務員は原則として避けること。ただし、地域の事情等によりやむを得ない場合には、民生委員・児童

委員活動に支障がない者を選任すること。なお、この場合においては任命権者の「承諾書」（様式第７
号）及び理由書を提出すること。 

 （４）民生委員・児童委員は、その従事している職業は問わないが、特に社会福祉の推進にふさわしくないと
思われる者は原則として避けること。 

 （５）職業その他従事している事業が多忙である者、留守がちな者は原則として避けること。 
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  （６）傷病のため民生委員・児童委員として職務を遂行することが困難な者は避けること。 
  （７）民生委員協議会の適切な組織運営を確保するため、民生委員・児童委員の男女比は、極端に偏

ることのないよう努めること。また、年齢構成にも配慮し、選任すること。 
  （８）元民生委員・児童委員であった者の選任に当たっては、前任期の解嘱理由が解消していることを確 

認すること。 
  （９）地区住人に対して、民生委員・児童委員制度について周知を徹底し、制度に対する理解と認識を

深めることにより、適格者の確保に努めること。 
 
第７ 主任児童委員の選任 

１ 適格要件 
主任児童委員は、児童福祉に関する事項を専門的に担当する民生委員・児童委員として委嘱されるこ

とから、選任に当たっては、「第２ 民生委員・児童委員の選任」によるほか、次の事項に十分留意のうえ、
主任児童委員としての適任者を選任すること。 

  （１） 児童委員と一体となった活動の展開を図ることから、社会福祉、特に児童福祉及び主任児童委員
の職務について、十分な理解と熱意を有するとともに、地域の実情に通じ、次に例示するような専門的
な知識・経験を有し、地域における児童健全育成活動の中心となり、積極的な活動が期待できる者
を選任すること。 

ア 児童福祉施設等の施設長若しくは児童指導員、若しくは保育士等として勤務した者又は里親として
児童養育の経験のある者 

    イ 学校等の教員の経験を有する者 
    ウ 保健師、助産師、看護師、保育士等の資格を有する者 
    エ 子ども会活動、青少年（育成）指導員活動、少年スポーツ活動、少年補導活動ＰＴＡ活動、校

区福祉委員会等で児童福祉に関する活動、その他の児童健全育成活動の実績を有する者 
 
２ 年   齢 
（１） 原則として６５歳未満の者を選任すること。 

ただし、例外として、本要領「第２ 民生委員・児童委員の選任 ３ 年齢」の規定に留意し、 
７５歳未満の者を選任することができる。なお、例外については厳格な運用とすることとし、理由書を 
提出すること。 

 
３ 留意事項 

（１）主任児童委員は、子ども家庭センター等の児童福祉関係機関と児童委員との連絡・調整や児童
委員活動に対する援助・協力業務など、地域を担当する児童委員と一体となって児童福祉分野を中
心に活動し、子育て家庭や児童の身近な存在であることが求められていることから、多様な家庭状況
の理解のもとに、柔軟な対応や機敏な行動力に加えて新しい時代感覚を有し、活発な活動が期待で
きる若年層委員の選任に努めること。 

（２）地域における児童健全育成活動や母子保健活動の推進など、これらの問題に理解と関心を有す 
る女性の積極的な選任に努めること。また、定数が複数である場合は半数が女性となるよう選任するこ
と。 

（３）「１ 主任児童委員の選任について」の（１）ア～エに例示する者のほか、児童の健全育成に関
する専門的知識を習得し、地域において積極的に活動している者の選任についても配慮すること。 

（４）「１ 主任児童委員の選任について」の（１）ア～エに例示する者においても、現職の教員等公 
務員は、原則として避けること。 
ただし、地域の事情等によりやむを得ない場合は、主任児童委員活動に支障がない者を選任すること。
なお、この場合においては、任命権者の承諾書（様式第７号）及び理由書を提出すること。 
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（２）候補者の推薦手続き 
民生委員法第５条には、「民生委員は、都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣がこれを委嘱する。

都道府県知事の推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について、都道府県に設置
された地方社会福祉審議会の意見を聴くよう努めるものとする」と規定されています。 

 
   推薦手続きの流れ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ※市町村民生委員推薦会の構成（民生委員法第８条第２項） 

当該市町村の区域の実情に通ずる者のうちから、市町村長が委嘱する。 
なお、委員については、改正前の民生委員法第 8 条第 2 項各号を参考として、 
特定の分野に偏ることなく構成されるよう配慮する。 

        ＜参考＞改正前の民生委員法第８条第２項 
委員は、当該市町村の区域の実情に通ずるものであって、次の各号に掲げるもののうちから、 
それぞれ二人以内を市町村長が委嘱する。 

① 市町村の議会の議員 
② 民生委員 
③ 社会福祉事業の実施に関係のある者 
④ 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 
⑤ 教育に関係のある者 
⑥ 関係行政機関の職員 
⑦ 学識経験のある者 

身分委嘱 
（主任児童委員指名） 

（意見を聴くよう努める） （担当区域の委嘱） 

 民生委員推薦会で審査する候補者は、 
 おおむね次のような経緯で推薦される。
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（３）委 嘱 
   民生委員法第５条第１項で、「民生委員は都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣が委嘱する。」

と定められています。これは、民生委員の職務の重要性にかんがみ、国の社会福祉行政の最終責任者である
厚生労働大臣が委嘱することとしているものです。 

   なお、児童委員については、児童福祉法第 16 条第 2 項に「民生委員法による民生委員は、児童委員に
充てられたものとする。」と規定されているので、特別な手続きを経ることなく児童委員として委嘱されたことにな
ります。 

 
（４）任 期 
   民生委員の任期は３年となっており、補充の民生委員の任期は前任者の残任期間です。 
   なお、再任は妨げられません。 
 
（５）解 嘱 
   民生委員は、任期満了による辞職のほか、本人の意思表示があれば任期中であっても辞任することができ

ます。そのほか次のような場合には民生委員法第 11 条により、本人の意思表示にかかわらず解嘱の対象とな
ります。 

   ① 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合  
   ② 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合  
   ③ 民生委員たるにふさわしくない非行のあった場合  

民生委員の解嘱は、委嘱と同様に、知事の具申に基づいて厚生労働大臣が行います。 
 
（６）担当地区 
   民生委員法第13条に「民生委員は、その市町村の区域内において、担当の区域又は事項を定めて、その

職務を行うものとする。」と担当について規定しています。 
   担当の区域は、具体的には各市町村の民児協が定めることとなっています。 

  

＜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。 
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（１）民生委員･児童委員制度の源流 
  わが国における民生委員制度の創設は、いつごろ、どのような理由で生まれ、そしてどのようなあゆみをたどってき
たのでしょうか。まずその源流をたずねてみましょう。 

 
岡山県に創設された済世顧問制度：大正 6（1917）年 

【エピソード１】 
大正 5（1916）年 5 月、宮中で開催された地方長官会議の場で、当時の岡山県知事であった 

笠井信一氏は、大正天皇から「県下の貧民の状況はどうか」との御下問を受けた。 
笠井知事はすぐに岡山県内の貧困者の実情を調査し、悲惨な生活状態にある者が県民の一割に 

達していることが判明した。この事態の重大さに同知事は、日夜研究を重ね、ドイツのエルバーフェルト市 
で行われていた「救貧委員制度」を参考にして、大正 6（1917）年 5 月、「済世顧問設置規定」を 
公布、民生委員制度の源と言われる済世顧問制度が生まれた。 

 
資料：全国社会福祉協議会『民生委員制度 40 年史』

この制度は、現在の民生委員制度とその精神においては基本的に一致するものですが、その特徴は、県内の
市町村行政区域を基本とし篤志家を厳選簡抜して知事が委嘱し、少数有為の済世顧問が貧困者の相談相
手となり、精神的感化と物質上の斡旋等の方法によって、あくまでも防貧活動を推進しようとしたものでした。 
 
 

大阪府に創設された方面委員制度：大正 7（1918）年 
【エピソード２】 

大正 7（1918）年秋の夕暮れ、大阪府内のある理髪店で
当時の林市蔵・大阪府知事が散髪をしていた。鏡に写る街の
風景を見るともなしに見ていた林知事は、ある一点に釘付けに
なった。それは、40 歳くらいの母親と女の子が夕刊を売る姿であ
った。散髪を終えた知事は、その夕刊売りに近づき 1 部買って話
しかけた後、その足で近くの交番に立ち寄り、この夕刊売りの家
庭状況の調査を依頼した。 

後日、巡査から次のような報告があった。街角で見かけた母
親は、夫が病に倒れ、3 人の子どもを抱え、夕刊売りでやっと生
計を立てている。子どもたちは、学用品を買えず、学校にも通っ
ていない。知事は、自らの幼いころの貧しい生活を思い起こすと
同時に、このような母子は他にもいるはずだと考えた。 

そこで、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、管内をいくつかの方面、今でいう地域
に分け、それぞれの方面に委員を置き、各委員が地域で生活
状況の調査と救済などの実務にあたった。 

方面委員制度…現在の民生委員制度の始まりである。 
 

資料 全国社会福祉協議会『民生委員制度 40 年史』

５．民生委員･児童委員制度のあゆみ
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この制度は、大阪府知事林市蔵が、府の最高嘱託であり社会事業の権威とされた小河滋次郎博士の協力
を得て、考案・創設されたものです。 

本制度は、名称を「方面委員」と名づけ知事の委嘱による名誉職とするものでした。市町村小学校通学区域
を担当区域とし、区域内の一般生活状態の調査と生活改善方法の攻究、要救護者各個の状況調査と救済
方法の適否の攻究、救済機関の適否調査と要新設機関の攻究、日用品受給状態の調査と生活安定方法の
攻究などを職務とするものでした。 

特に、本制度の特徴として、以下の 2 点が挙げられます。 
 

◆「社会測量」を重視して、これを二つに分け、いわゆる社会調査（社会的健康診断）ケース・スタディ 
（社会的対処診断）を通して濫給・漏給を防ぎ、効果的、合理的、徹底的な救済を行おうとしたこと 
◆委員の選任については、「無産階級に接触する機会の多い職業」の者で「当該地方土着または準土着の 

常識的人格」を具備する人物を選び、民間篤志家による民間社会事業の発達を期待したものであったこと 
 

以上の二つの制度の創設が発端となって、この種の制度はその後各府県独自の名称に基づいて次々と全国
各地に波及し、昭和初期にはほとんどの府県に類似の委員制度が創設され、地方の任意的制度として全国的
なものになっていきました。 
 
（２）方面委員令の制定により全国統一の制度へ：昭和 11（1936）年 

1920 年代より深刻化した慢性不況による国民大衆の窮迫化と社会不安の増大を背景として、全国の委員
は昭和 2（1927）年に第 1 回全国方面委員大会を開き、「救護法」早期制定を求める決議を行うとともに、
組織・運営上の統一を図るために、方面委員制度に関する法規の制定を建議する決議を行いました。 

「救護法」は昭和 4（1929）年に制定後、昭和 7（1932）年に実施され、「救護事務に関し市町村長の
補助する」委員として方面委員があてられました。 

また、この執行のために方面委員制度の全国統一に向けた法制化が必要とされ、昭和 11（1936）年に
「方面委員令」が勅令により制定されることになりました。 

ここに初めて全国共通の名称とする「方面委員」の設置が、統一的な制度として発足し、現行の民生委員制
度の原型が確立されました。 
 
（３）方面委員から民生委員へ：戦後の制度刷新  

◆民生委員令：昭和 21（1946）年 
方面委員制度は、敗戦後、新しい憲法の下で民主主義国家としての再建に即して刷新強化していくこと

が内外から要請され、昭和 21（1946）年の旧生活保護法制定にあわせ、「方面委員令」に代わって「民
生委員令」が制定されました。ここでは名称が「民生委員」と改められるとともに、生活保護事務に関して民
生委員が市町村長の補助機関として位置づけられました。 

また、児童福祉法が昭和 22（1947）年に制定され、その中で民生委員はすべてこの法律の児童委
員を兼ねることとされました。 

 
◆民生委員法：昭和 23（1948）年 

民生委員の役割が国民生活にとって一層重要であり、国会の議決を得た、法律に基づく制度にする必
要があるとの声が高まるなかで、昭和 23（1948）年に「民生委員法」が制定されました。ここに、民生委
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員制度はそれまでの勅令から法律に基づく制度に発展し、今日に受け継がれるものとなりました。 
そのなかで、特に注目されるのは、民生委員の位置づけをめぐって、公的扶助の実施は有給専門の吏員

によって行われるべきであるという要請や、当時の占領軍総司令部による強い指示を受けたことにより、昭和
25（1950）年の生活保護法の全面改正の時点で、民生委員は市町村長、福祉事務所長、社会福祉
主事などの求めに応じて、その事務の執行に協力するという「協力機関」としての位置づけに変わっていった点
が挙げられます。 

 
◆「保護指導」から「住民の立場に立った相談、援助」へ：平成 12（2000）年民生委員法改正 

   平成 11（2000）年に、社会福祉事業法が抜本的に改正され、新たに社会福祉法が成立し、社会
福祉に関係する法律や制度の改革、整備が進められました。これにあわせ、平成 12（2002）年、約 50
年ぶりに民生委員法が改正され、名誉職規定が廃止されるとともに、以下の柱で改正が行われました。 

 
 

・ 「保護指導」から「住民の立場で相談・援助」（第 1 条） 
・ 「生活状況を審らかに把握」から「必要に応じて把握」（第 14 条の 1） 
・ 社会福祉事業の経営者・社会福祉活動を行う者（ボランティア）との連携・活動支援 

（第 14 条の 4） 
 
 

措置から契約による福祉へ移行するためには、自立した個人を支える必要があり、隣人愛を信条とする民
生委員・児童委員にその任を改めて託したともいえます。 

具体的には、改正前の民生委員法における民生委員・児童委員の立場は、支援を必要とする人に対して
「保護指導する」役割でしたが、改正後は「常に住民の立場に立って」（第1条）「援助を必要とする者がその
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように」（第 14 条の 2）支援を行う役割が明記され
ました。 

また、社会福祉法では「福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員」であるという、要
援護者を社会的に包み込み支え合う（ソーシャルインクルージョン）という考え方が示されています。つまり、民
生委員・児童委員は要援護者を支援する立場にありますが、同じ地域住民として生活し、対等平等な存在と
してお互いに助け合いながら共生しているという意識をもつことが大切であるということが示されています。 
 なお、平成 6（1994）年に設置された、主任児童委員については、平成 13（2001）年 11 月に、児童
福祉法の一部改正で法定化され、子育て支援活動や児童虐待防止活動強化の契機となっています。 

  なお、全国民生委員児童委員連合会は、昭和 42（1967）年から 10 年おきに「民生委員・児童委員強
化方策（要綱）」を策定して、活動の方向を示しています。 
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民生委員･児童委員活動強化方策（要綱）  対比 

策定年度と標題 基本的性格と民児協活動等 重点活動 
昭和 42(1967)年 

5 月 12 日 
制度創設 50 周年を
期しての民生委員児
童委員活動強化要
綱 

○基本的性格の明確化 
「自主性」「奉仕制」「地域性」 
 

○「活動の基本」体得 
「社会調査」「相談助言」「資源の活用」 
「世帯票の整備、活動記録と報告」 
 

○民生委員活動の基盤強化 
(1) 民生委員協議会の組織活動の強化 
(2) 社会福祉協議会の強化と地域福祉活動の 

推進 

(1) しあわせを高める運動
の強化推進 

(2) 心配ごと相談所の普
及充実 

(3) 社会福祉モニター活動
の展開 

(4) 出かせぎ者、勤労青
少年と家庭を結ぶ運
動の展開 

(5) 子どもを事故から守る
運動の展開 

(6) 共同募金運動の強化
推進 

昭和 52(1977)年 
3 月 9 日 

｢これからの民生委員
児童委員活動｣ 
―制度創設 60 周年
を期しての活動強化
方策― 

○民生委員の基本的性格とはたらき 
民生委員の基本的性格 
｢自主性｣｢奉仕制｣｢地域性｣ 
民生委員活動の三つの原則 
｢住民性｣｢継続性｣｢包括･総合性｣ 
民生委員活動の五つのはたらき 
｢社会調査｣｢相談｣｢福祉サービス、情報提供｣｢連
絡通報｣｢意見具申｣ 

○民生委員活動の基盤強化 
(1)｢民生委員の日｣｢民生委員児童委員活動   
  強化週間｣の制定実施 
(2)民生委員児童委員協議会組織の整備と活動 

強化 
(3)共同活動の積極的展開 
(4)研修の強化 
(5)財政と事務局体制の確立 

(1) 在宅者福祉のための
個別援助活動とネット
ワークの強化(個別活
動の展開) 

(2) 福祉のまちづくり運動
の促進(環境制度の
改善整備) 

昭和 62(1987)年 
2 月 27 日 

｢21 世紀に向けての
民生委員児童委員
活動｣ 
―制度創設 70 周年
を期しての活動強化
方策― 

○民生委員の基本的性格とはたらき 
民生委員の三つの基本的性格 
｢自主性｣｢奉仕制｣｢地域性｣ 
民生委員活動の三つの原則 
｢住民性｣｢継続性｣｢包括･総合性｣ 
民生委員活動の七つのはたらき 
｢社会調査｣｢相談｣｢情報提供｣｢連絡通報｣｢調
整｣｢支援体制づくり｣｢意見具申｣ 

○民生委員活動の推進体制の充実強化 
(1) 民生委員協議会の運営強化 
(2) 共同活動の積極的展開 
(3) 計画的･組織的活動の推進 
(4) 社会福祉協議会との連携の強化 
(5) 研修の強化 
(6) 財政と事務局体制の確立 

(1) 個別援助活動の強化
(2) 在宅援助のためのネッ

トワークづくり 
(3) 福祉のまちづくりへの協

力 
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民生委員･児童委員活動強化方策（要綱）  対比 

策定年度と標題 基本的性格と民児協活動等 重点活動 
平成 9(1997)年 

4 月 21 日 
｢地域福祉の時代に
求められる民生委員･
児童委員活動｣ 
―80 周年活動強化
方策― 
 

○活動展開のための視点 
(1) 基本的人権の尊重 
(2) 住民の福祉需要の把握 
(3) 自らの活動の点検･評価 
(4) 地域を基盤とした活動の展開 
(5) 先駆的･先見的活動の展開 
(6) 関係機関･施設･団体との連携･協働活動の推

進 
○民生委員･児童委員の原則 

民生委員･児童委員の基本姿勢 
｢社会奉仕の精神｣｢基本的人権の尊重｣｢政党･
政治的目的への地位利用の禁止｣ 
民生委員･児童委員の三つの基本的性格 
｢自主性｣｢奉仕制｣｢地域性｣ 
民生委員･児童委員活動の三つの原則 
｢住民性｣｢継続性｣｢包括･総合性｣ 
民生委員･児童委員活動の七つのはたらき 
｢社会調査｣｢相談｣｢情報提供｣｢連絡通報｣｢調
整｣｢生活支援｣｢意見具申｣ 

(1) 個別援助活動の強化
(2) 在宅援助をすすめるネ

ットワークづくり(見守り
と支援のための連携体
制) 

(3) 福祉のまちづくり 
(4) 子育て環境の整備、

児童委員活動の推進
(5) 協働活動の積極的展

開 
(6) 民児協の機能強化 

平成 19(2007)年 
7 月 5 日 

｢広げよう地域に根ざ
した思いやり100周年
に向けた民生委員・児
童委員行動宣言｣ 
―民生委員制度創
設 90 周年活動強化
方策― 

○民生委員・児童委員｢広げよう 地域に根ざした
思いやり｣行動宣言 
(1) 安心して住み続けることができる地域社会づくり

に貢献します。 
(2) 地域社会での孤立・孤独をなくす運動を提案

し、行動します。 
(3) 児童虐待や犯罪被害などから子どもを守る取り

組みを進めます。 
(4) 多くの福祉課題を抱える生活困難家庭に粘り

強く接し、地域社会とのつなぎ役を務めます。 
(5) 日頃の活動を活かし、災害時に要援護者の安

否確認を行います。 

(1) 気がかりな人や身近に
頼る人がいない地域
住民を発見し、進んで
声をかけ、相談にのり、
福祉サービスにつなぎ、
見守るなど継続して支
援します。 

(2) 地域住民の立場に立
って、個人の秘密を守
り、誠意をもって活動し
ます。 

(3) 地域福祉の担い手とし
て、地域を耕し、専門
職や福祉の実践者な
どとともに協働します。 

 
 


