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岡谷市子育て支援館 こどものくに

岡谷市中央町 1‑11‑1 イルフプラザ 4 階 TEL0266‑24‑8403

2020年3月以降︑コロナ禍で︑様々なイベントや集まりが中止となってきました︒学校の行事への民生児童委員の参加や︑
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長野県民生児童委員だより

懇談会の減少も顕著です︒また高齢者が対象のお茶のみ会がなかなか開けず︑高齢者の現状把握が困難になっています︒

今回の特集では︑﹁岡谷市子育て支援館こどものくに﹂を訪ね︑小さな子を持つ親の状況やコロナウイルス対策を取材︒また明

言う悲鳴のような声は︑電話ではなく対面
でないと受け取れない﹂と強調します︒
コロナ禍で︑子育てをしていても︑話し
相手がいない上に︑仕事以外の理由で預け
ることもなかなかできません︒電話や
SNSでは︑実家の親を心配させないよう︑

▲

利用者の親子2組は「なくて
はならない場所です!」と口
をそろえます。

るく豊かな長寿社会づくりを応援する﹁長野県長寿社会開発センター﹂を訪ね︑シニアの居場所作りのヒントをいただきました︒

150

﹁コロナが長引き︑県外の実家に全く帰
れない母親が︑ホッとできる時間を提供し
たい﹂と館長は話します︒﹁もう無理!と

広々とした館内
で見通しもいい。

消毒と滞在時間制限をし︑親子を受け入れる

現在︑遊具やおもちゃの定期的な消毒な
ど︑コロナ対策を入念にした上で︑滞在時
間の制限︵2時間程度︶を設け︑同時に利
用 人以下として開館しています︒
スタッフは8人︒館長の橋原浩子さんを
はじめ︑保育士・看護師・栄養士と全員が
有資格者で︑利用者の相談に乗るなどのサ
ポートもしています︒
﹁昨年3月から自粛傾向で︑利用者が減
った︒しかし 月末ごろから︑一気に利用
者が増えた︒母親達が自宅での保育に限界
を感じたのでは﹂と館長︒冬季から需要が
増え︑多い時は1日計 人ほどが利用して
います︒
﹁家庭のキッチンや居間などをイメージ
した手作りのコーナーが人気﹂と林委員︒
はいはいの子どもから︑入園前の子まで︑
成長に合わせて遊べるスペースが充実して
います︒ドレスなどのコスプレもスタッフ
の手作り︒遊びながら︑スタッフが母親に
気軽に声がけして︑必要があれば子育ての
相談に乗ると言う体制ができています︒
11

実家に帰れない母親達が悲鳴をあげる事態に

100

新型コロナウイルス

ふれあいの大切さを考える

子育て中の親や高齢者の現状とふれあいの大切さを考えます︒

母親と未就園のこども達が︑日中楽しく
過ごせる子育て広場として人気の﹁こども
のくに﹂︒駐車場完備で広い館内︑お昼寝コ
ーナーや食事コーナー︵現在利用不可︶も
あるため︑コロナ禍以前は︑下諏訪町・茅
野市・富士見町・箕輪町・辰野町など近隣
市町村も含め︑通常なら1日約 人が詰め
掛けていたそうです︒
本誌つなぐの広報委員の林みな主任児童
委員と４月９日に訪ねました︒
200

主に未就園児とその保護者が対象。
開館時間は9:30〜17:30
毎月第二火曜が定休。
はしはら ひろ こ
入館料は無料。登録実費200円。
館長：橋原 浩子さん、
駐車場は5時間まで無料。
インタビューは林広報委員。

▲

特集 コロナ禍での

URL: https://www.city.okaya.lg.jp/soshikikarasagasu/
kosodateshienkan/398/6384.html
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なかなか悩みを話せない傾向があると言
います︒息抜きに友人とカフェに行く︑
と言うのも子どもを伴ってでは難しい状
況が続いています︒
ある日﹁元気がないね︑どうしたの
?﹂と︑こどものくにの受付で︑お母さ
ん に 声 を か け た 館 長 ︒﹁ 自 分 の こ と を 思
って見ていてくれる︑覚えていてくれる
のは嬉しい﹂と涙する母親もいたそうで
す︒﹁このままの状況が続くと︑命を絶
ちたいとさえ考えてしまう可能性があ
る﹂と指摘します︒﹁特に︑日頃こうし
た場所に積極的に顔を出したり︑活動的
なリーダー格だった母親に︑こうした傾
向が出やすいのでは﹂と︑スタッフは心
配しています︒できるだけ声がけをして
話を聞くようにしているそうです︒
一方で︑夫が在宅勤務となったり︑収
入が減ったりした場合︑ストレスが互い
に溜まって関係がギクシャクすると言う
事例も見られるとのこと︒﹁コロナ禍に
おける状況の変化は︑結局︑母親にしわ
寄せがいってしまっているのでは﹂と︑
感じる場面も多いと言います︒

どもを置いてトイレに立つ母親が多いの
もそれが理由ではと考えられます︒﹁ト
イレに行く間だけでも一人になりたい︒
一人の時間がないとおかしくなるという
気持ちの表れでは︒この傾向は︑コロナ
禍になって増えたと感じる﹂と心配そう
に話してくれました︒
そういう場面に遭遇した時は︑﹁大変
でしょう?﹂とただ︑声をかけてあげる
だけでいいとのこと︒﹁本当に辛い時︑
人は逆に元気に振る舞ってみたりして︑
声を上げられない人もいる﹂と分析して
います︒そんな母親達が︑みんなに見守
られているという安心感を持ち︑ホッと
できると感じられる場所になるよう︑ス
タッフの皆さんは心掛けているそうです︒

近隣で見かけたら︑さりげない声がけを
﹁コロナ禍の中で︑私たち民生児童委員
が何かできることがあればぜひアドバイ
ス を ﹂ と 林 委 員 が 館 長 に 問 い か け ま し た︒
﹁見守ることが大事︒母親も一人の女性
であることを理解しながら︑さりげない
見守りを﹂とのコメントをいただきまし
た︒1つ目としてまず目を向けること︒
2つ目として﹁あれお子さん歩けるよう
になったのね﹂など︑さりげなく声掛け
を︒3つ目として傾聴に徹すること︒4
つ目として︑地域や近隣の子育て広場な
どにつなげること︒
﹁子育て支援事業は︑イベントの回数や
利用人数を一定の成果と捉える傾向があ
った︒しかし︑コロナ禍では︑目に見え
る成果は気にせず個別の丁寧な声がけが

おむつ替え室や授乳室、
赤ちゃんの体重を測れる
コーナーもあります。

必要﹂と館長︒これを受けて︑林委員は
﹁もう一度︑原点に戻って役割を考えた
い︒会を開いて成果を望むよりも︑声が
けの仕方を見直す︒コロナ禍を前向きに
捉えて活動していきたい﹂と答えました︒
最後に︑﹁お母さんの心が潤っていないと︑
子どもに愛情をかけられないですから﹂
との館長の言葉が印象的でした︒

長野県民生児童委員だより
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アドバイスは望んでいない︒ただ傾聴すること

﹁実はそう言う母親も︑聴いてほしい
だけで︑アドバイスは望んでいない場合
が多いのでは﹂と林委員︒母親として見
るのではなく︑一人の人間として接する
ことがポイント︒苗字ではなく名前を呼
んで接することも重要だと言います︒
また︑来館するのは︑子どものためと
いうより︑自分のために来ているお母さ
んが多いのが現状︒スタッフに頼み︑子

▲この日勤務していた笑顔が眩しい、
スタッフの皆さんです。

▲はいはい児のコーナーもあり、安心して遊べます。
▲スタッフ手作りのコスプレ衣装は大人気。
▲絵本のコーナーも充実しています。

▲

長野市中御所岡田 98-1 長野保健福祉事務所庁舎 2 階
TEL026-226-3741 URL: https://www.nicesinior.or.jp
理事長：内山二郎氏

長野県長寿社会開発センター

90

シニア大学

シニアと地域の
出会いの場作り
賛助会活動支援

誰もがその人らしく生き抜く長寿社会の実現
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❷

信州ねんりんピック
全国ねんりんピック

重点政策に掲げています︒
長野県長寿社会開発センターは﹁誰に
でも居場所と出番がある長寿社会の実
現﹂をと︑次のような4つの柱に沿った
事業を行っています︒

﹁長野県シニア大学﹂は︑学習時間は
時間︒ 歳以上の県内在住者で︑ 〜 歳
代が多いとのこと︒毎年1︐
200人近く
が受講しています︒令和2年度は新型コロ
ナウイルス感染の広がりで休校となりまし
た︒今年度は1︐
000人弱の受講生で再
開し入学式が終了しました︒一般コースは
2年制です︒﹁教養講座﹂では時事問題や
福祉制度︑健康や安全についてなど︒﹁実
技・選択講座﹂では︑芸術・文化・スポー
ツなど︒﹁社会活動講座﹂では︑地域社会
の現状と課題︑経験や知識を地域で生かす
方法などを学びます︒

シニア大学を再開! 専門コースが話題に

小学校でマスク
づくりを教える

60

意識づくり
地域活動
への助成

❸
コーディネートの
仕組みづくり

人づくり

関係団体との
ネットワーク

❶
情報発信

❶シニアの社会参加の機運を高める﹁意
識づくり﹂
❷地域と関わる人材︑地域課題を解決す
る人材を養成する﹁人づくり﹂
❸シニアの社会活動・就業を推進するた
めの各種関係機関・団体と連携し協力
体制を構築する﹁コーディネートの仕
組みづくり﹂
❹シニアが地域の多様な人たちとつなが
り︑健康で活躍できる場づくりを支援
する﹁仲間づくり・健康づくり﹂

▲シニア大専門コース
ビジネスデザインコ
ース授業風景

▲県外の大学ゼミに
定期的に参加をし
て大学生と対話を
重ねる
「おしゃべり
楽校」

コロナ禍で︑高齢者はどう工夫し活動し
ているのか︒﹁誰もがその人らしく生き抜
く長寿社会の実現﹂を目標にした公益財団
法人長野県長寿社会開発センターを訪ねま
した︒長野県シニア大学の運営を核として︑
コーディネーターを県内 地域に配置し︑
地域と関わるシニアの皆さんの人材育成や
仲間づくりと健康づくりを目指して事業に
取り組んでいます︒同センター主任シニア
活動推進コーディネーターの戸田千登美さ
んにお話を聞きました︒

80

❹
仲間づくり
健康づくり

︿右図参照﹀

50

センターの役割は﹁人生二毛作﹂社会を作る

主任シニア活動推進コーディ
ネーターの戸田千登美さん

25

30

大学
ア
シニ

❷
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長野県長寿社会開発センターが掲げる
﹁人生二毛作社会﹂とは︑高齢者が長年
培った豊富な知識︑技術︑経験などを活
かして︑積極的に就業︑創業や社会活動
を行える社会のことです︒
平成 年に︑県の﹁人生二毛作推進県
民会議﹂で︑シニアの活躍の場として︑
就労・社会活動・NPO・ボランティア
など広くある中︑人生 年から 年時代
へ移った今︑シニアの活動団体が連携で
きるプラットフォームが必要と︑シニア
活動推進コーディネーターが配置されま
した︒ 年３月の﹁長野県総合５か年計
画﹂でも︑﹁人生二毛作社会﹂の実現を︑

※この他、県内 10 地域に支部事務局を設置

設立：平成元年 5 月

新型コロナウイルス

ふれあいの大切さを考える
その
公益財団法人
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また︑今年で4期生となるシニア大学
また企業の社会貢献事業と連携して︑Ｉ
専門コースは︑定員 人1年制で 時間
Ｔを活用したビデオ通話サービス︵Ｚ
oom︶がスマホでも使えるようにと︑支
ほど学習します︒地域の課題に向き合っ
部毎にセミナーも行いました︒9月から今
て解決するスキルを持ったリーダーやプ
年1月まで 支部で 回開催し︑延べ 人
ロデューサー的な人材を養成︒基礎科目
が受講しました︒今年1月から3月にかけ
は全員で︑専門科目はゼミ方式です︒
代の現役会社員の参加もあり︑社会的な
ては︑﹁シニア﹂と﹁シニアを求める側﹂
起業やNPOへの就労につながった事例
が出会う場である﹁タウンミーティング﹂
など様々︒第二の人生を切り開いていく
を︑Ｚoomを活用して実施できました︒
様子に戸田さんはコーディネーターとし
このようなオンライン交流を図る取り組
てのやりがいを感じてきました︒
みについては﹁ＩＴ活用技術の習得は︑遠
隔医療や新たな学びにもつながる﹂と高い
受講生や卒業生が地域で生き生きと活動
評価を受けました︒反響も大きく︑シルバ
食品ロスと貧困を解決する﹁フードバ
ー人材センターなどと企業とが連携した新
ンク﹂の活動をする人︑地域の婚活アド
たなＩＴ活用実践への広がりも期待されて
バイザーになった人︑居場所など課題に
います︒
対して実践的なアプローチがしたいと子
また県外の大学ゼミから﹁学生のフィー
ども食堂を運営する人︒など︑シニア大
ルドワークで何かできないか﹂との相談を
学を経て︑第二の人生の目標に向けて生
受け︑ 人前後のシニアと若者がオンライ
き生きと活躍する人が増えています︒﹁社
ンで対話交流する﹁おしゃべり楽校﹂も実
会 の た め に 自 分 た ち が な ん と か し よ う ︒ 施しました︒
という意識が高まった﹂︒シニアが社会参
﹁スマイル・プロジェクト﹂で交流
加をしたいと思い立っても︑なかなか相
談する窓口が少なかったのですが︑ 地
﹁コロナ禍でも社会のためにできること
域にコーディネーターが配置されたこと
を﹂と︑手作りマスクを作る﹁スマイル・
で︑卒業生同士や団体同士︑関係機関と
プロジェクト﹂を各支部で企画︒シニアの
の連携がスムーズになったといいます︒
皆さんに呼びかけ︑5︐
000枚弱を作成し
また︑特に専門コースの受講生の意識
が高く︑国連で採択された持続可能な開
発 目 標 S D Gs へ の 理 解 や ︑ 相 次 ぐ 災 害
で︑自らが何かしなければという意識が
芽生えてきた様子がうかがえます︒
30

コロナ禍の中︑オンラインで交流を図る

10

１．佐久支部（佐久保健福祉事務所）
電話：0267‑63‑3141

10

２．上小支部（上田保健福祉事務所）
電話：0268‑25‑7124

３．諏訪支部（諏訪保健福祉事務所）
電話：0266‑57‑2910

24

４．伊那支部（伊那保健福祉事務所）
電話：0265‑76‑6863

５．飯伊支部（飯田保健福祉事務所）
電話：0265‑53‑0464

400
８．大北支部（大町保健福祉事務所）
電話：0261‑23‑6507

９．長野支部（長野保健福祉事務所）
電話：026‑228‑7023

小学校の畑づくり
サポーターとして
活躍するシニア

▲中学生とシニア
の「哲学ウォーク」
打合せ

ました︒児童養護施設︑小学校︑福祉施設
などに配布したところ︑参加したシニアか
ら﹁社会のために役立っている気がする﹂
という感想がありました︒女性の手芸グル
ープや個人参加に加え︑男性の挑戦もあり
ました︒
また︑﹁ マ ス ク を 福 祉 施 設 に 届 け に 行 っ
たら職員が疲弊していた﹂と気がついたシ
ニアの方々のアイデアで︑
﹁絵手紙プロジェ
クト﹂が立ち上がりました︒佐久地域では︑
小中学校へシニアが教えに行き︑絵手紙
1︐
000枚弱の巡回展示も行われました︒
活動の広がりとして︑中学生とシニアが
対話をしながら山を歩く﹁哲学ウォーク﹂
にも参加しました︒コロナ禍でもできる活
動であることから主に山好きのシニアが参
加し︑互いを理解し合うことができました︒
﹁コロナ禍であってもできる事はある︒
これからもシニアと若者が対話を通じてお
互いを知り合う機会をもっと増やしていき
たい﹂と戸田さんは話していました︒

10．北信支部（北信保健福祉事務所）
電話：0269‑62‑3725

35
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▲通信会社と連携し開催したスマートフォン
セミナー。シニアの関心の高さに驚き
▲若者×シニア「シニアと若者を結ぶ、
対話と気づきのワークショップ」
▲フレイル予防市民ナビゲーターとして
研修で寸劇を披露するシニア

﹁コロナ禍で︑孤立感がひしひしと伝わ
ってきた﹂と戸田さん︒シニア大学は休
校を 余 儀 な く さ れ ま し た が ︑ こ の 間 も ︑
各支部で受講生や卒業生などの会員に便
りを出していました︒

長野県民生児童委員だより
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長野県長寿社会開発センター支部

６．木曽支部（木曽保健福祉事務所）
電話：0264‑25‑2218

７．松本支部（松本保健福祉事務所）
電話：0263‑40‑1911

▲

令和３年７月1日

訪問

長や委員とコミュニケーションを図
南牧村

って、第三者の目でリポートしてい

松本市里山辺地区民生児童委員協議会

アンケートで︑高齢者のニーズを探る︒
OBと一緒に作る﹁つながろう会﹂とも
連携して活動を︒

12

主任児童委員で副会長の小岩井
松本市里山辺地区は︑美ヶ原
里美さんは﹁アパートや住宅が
高原西麓へ︑薄川が形成した扇
新築され︑赤ちゃんが月 人程
状地に位置し︑豊かな水を利用
度生まれる地域﹂と説明します︒
した水田が広がっています︒市
この地区では今年4月から赤
街地まで車で 分程度と便利で
ちゃん訪問を再開しました︒副
人口は約12︑000人︒民生児
会 長 の 模︵ ばく ︶清 子 さ ん は 会 長
童委員が 人︑うち主任児童委
と同級生でもあり︑三役の円滑
員が2人です︒
な連携が運営を支えています︒
会長の赤羽節夫さんは︑本誌
また︑コロナ対策をしつつ︑
つなぐの広報委員でもあります︒
ふれあい会食会の代わりに︑
月にはカイロを︑2月にはおま
んじゅうを訪問による配布を行
い︑大変喜ばれました︒
﹁コロナ禍で活動が減るなか︑
高齢者が何を困っているのかを
見直すいい機会﹂と︑民児協が
主催で﹁生活アンケート﹂を今
年3月に実施しました︒ 人に
区ごとに配布し︑無記名で回答︒
%回収できました︒
結果として︑困っていること
は︑自分の健康︑災害時の避難︑
雪かき︑草取りなど︒また力を
入れてほしい活動は︑訪問や声
がけ︑日常の安否確認︑行政へ
の橋渡し︑ふれあい健康教室や
会食会︑カイロのプレゼントな
ど︒住民同士や委員と会って交
10

422

だより
記者が地区民児協におじゃまし、会
松本市

く「訪問」コーナーです。

22

10

▲前列左から３番目が会長の赤羽さん、その右が副会長の
小岩井さん、最後列右から4番目が副会長の模さん。

61

▲9つの町会ごとに配布した生活アン
ケートの写真

流する場が求められていることが
わ か り ま した︒﹁ 結 果 を し っ か り
読み込んで︑今後の活動に生かし
ていたきい﹂と三役︒
また︑昨年6月には︑松本市社
協の里山辺地区生活支援コーディ
ネーターの野澤好子さんと協働で︑
委員や町会長のOBに声がけし
﹁つながろう会﹂を発足︒ 人程
度が集まり︑勉強会を経て︑高齢
者の散歩支援ボランティア活動を
実施しました︒それがきっかけで︑
休むところが少ないことがわかり︑
手作りの白いベンチを制作︒地区
の各所に設置の準備を進めていま
す︒
﹁みんなで見守ることが大事︒
つながろう会をはじめ︑地域連携
を大事にして︑できることを一つ
一つやっていきたい﹂と赤羽さん
は結びました︒

15

6

長野県民生児童委員だより
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訪問

▲民生児童委員の皆さん。前列真ん中が会長の上村さん。その後が
副会長の高見澤さん。会長の左隣が副会長の井出さん。

15

65

▲三役と主任児童委員の2人に話をうかがいました。

坂良人副村長が出席し︑コロナ禍
での活動︑特にワクチン接種への
協力について触れ︑労いました︒
南牧村では︑段階的に 歳以上は
5月 日に︑ 歳以上は 日にそ
れぞれ2回目の集団接種を終えま
した︒委員も当事者の相談に乗り︑
接種当日もスムーズに終了したと
のこと︒﹁ワクチンを打って︑
ほっとした﹂との高齢者の反応が︑
定例会でサポートした委員から報
告されていました︒
また︑子どもたちの登下校の見
守りを自主的に行ったり︑包括支
援センター主催の﹁からっ茶カ
フェ﹂運営に協力したりするなど︑
地道に見守り活動を続けています︒

表紙を作品発表の場、地域の紹介の場にと考え
ています。日ごろ写真を趣味にしていらっしゃる
民生児童委員の方々の地域の風景やお祭りな
どの風物詩を撮った写真を募集します。
デジカメで撮った作品の電子データをCDRに入れて、
撮影者のプロフィール、写真の内容に関する説明を
添えて県事務局までお送りください。
詳細は県事務局（026-225-1613）
まで。

下諏訪の地にあった大きな石を加工しようとノミを入
諏訪大社下社春宮 れたところ、石から血が流れだしたため石仏として祭
ったという伝説を持つ「万治の石仏」。その名の通り
「万治の石仏」 「万（よろず）のことが治（おさまる）」石仏としてご利益が
あるそうです。来年は７年に一度の奇祭、御柱祭です。
撮 影
proﬁle 民生児童委員として現在３期目となります。
岡谷市岡谷地区民生児童委員
最近の携帯電話はカメラ機能が優れている
もりした
まさひで
ので、出かけ先で気に入った風景を見つける
森下 正秀 さん
と、たくさん写真を撮って楽しんでいます。

表紙写真募集!!

表紙写真紹介

南牧村は︑県の東端︑山梨県に
隣 接 し ︑ 標 高 1 ︑0 0 0 メ ー ト ル
以上の高冷地です︒レタスなど全
国ブランドの高原野菜が有名で︑
大規模農業で成功した村として知
ら れ て い ま す ︒﹁ 武 田 信 玄 の 影 響
で甲州気質﹂と会長の上村弘幸さ
んは話し始めます︒開拓精神があ
り︑よく働き忍耐力がある︒一方
で頑固で義理堅いとも言われてい
ます︒

民生児童委員は 人︑うち2人
が主任児童委員です︒﹁コロナ禍
で︑入学式や卒業式など︑学校と
の関係が薄くなっている︒働きか
けて︑少しでも出席して民生児童
委員の存在を知ってほしい﹂と話
す上村会長︒
﹁高齢者には手厚い支援がある
村︒しかし子どもがいる家庭の環
境は都市部と変わらないと感じ
る﹂と話すのは︑主任児童委員の
大笘理良さん︒そこで︑﹁地域の子
どもたちや親にとって︑知ってい
る近所のおばさんになりたい﹂と
同じく主任児童委員の井出さとみ
さんは話します︒
﹁若い人と︑祖父母世代の豊か
さの物差しが変わっている﹂と上
村会長が言うと︑﹁小中の教員との
合同懇談会を要望したい﹂と副会
長の高見澤陸己さんが説明します︒
同じく副会長の井出いそ子さんは
﹁自分自身が︑最期までこの村に
いたい︒体を大事にしつつ︑地域
の仲間と︑活動をしていきたい﹂
とおだやかに答えました︒
定例会には︑地域包括センター︑
社会福祉協議会︑行政職員も必ず
出席し︑情報共有しています︒取
材した5月 日の定例会には︑有

長野県民生児童委員だより
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顔の見える関係を大事に︒民児協から各機関へ
積極的に声がけし連携を図っていきたい︒

南牧村民生児童委員協議会

18

13

令和３年度長野県民生委員児童委員協議会連合会事業計画
「支えあう 住みよい社会 地域から」〜住民の笑顔、安全、安心のために〜
Ⅰ

事業の方針（抜粋）

※一部省略・要約して掲載しています。

昨年の新型コロナウイルス感染症の出現は、日常生活や経済活動などに非常に大きな影響をもたらし続けています。
民生委員・児童委員は、感染拡大の防止を念頭に，「新しい生活様式」の下で知恵を出し合いさまざまな工夫を凝らしながら、つ
ながりや見守り活動を継続しています。
ウィズコロナ、ポストコロナの時代にあっても、常に寄り添い、
「住民の笑顔、安全、安心」の実現に貢献できるよう、昨年、県
民児連も加わり県社協が中心となりまとめた長野県地域福祉活動計画「信州ふっころプラン」も念頭に次の事業を進めてまいります。

Ⅱ

事業の重点（抜粋）

※一部省略・要約して掲載しています。

１

災害に備える委員活動の推進
行政機関や地域の関係団体と連携・協力しながら、災害に備える活動の取り組みを進めます。
２ 地域社会での孤立・孤独をなくす運動の推進
日々の相談・見守り活動を充実させる支援を行うとともに、行政や地域の関係団体等と協力しながら共助の取り組みを進めます。
３ 地域における子育て支援活動の推進
児童虐待や犯罪被害等から子どもを守り、課題を抱えた親子を早期に発見し、つなぎ、支える活動に取り組みます。
４ 生活困窮世帯（生活困難家庭）への相談支援活動の推進
生活困窮者自立支援制度における民生委員・児童委員の行政等への協力や必要な情報共有など生活就労支援センター「まいさ
ぽ」等関係機関との連携を進めます。
５ 民生委員･児童委員が活動しやすい環境づくりの推進
委員相互の情報交換を活発に行える定例会となるよう情報提供などの支援を行い、行政との懇談会等の機会を通じ要望を示し、
活動しやすい環境づくりを推進します。
６ 市町村民児協の組織強化の推進
地域版活動強化方策作成の支援･協力を行うとともに、コロナ禍で活動の経験などが積み難かった一期目委員のフォローアップ
について検討します。
７ 広報活動の充実
ホームページの充実を図るとともに、県との連携を強化しながら広報に努めます。

Ⅲ

事業実施計画

※研修のみ掲載/研修の期日等は、変更になることがあります

民生児童委員の CM が放送されます

研修会・セミナー等の開催

AC ジャパン
「2021 年度支援キャンペーン」
のお知らせ

①民生委員児童委員協議会会長研修
令和３年８月２６日（木）（中南信会場：県伊那文化会館）
令和３年８月２７日（金）（東北信会場：ホクト文化ホール）
②主任児童委員研修
令和３年１１月４日（木）（中南信会場：松本市浅間温泉文化会館）
令和３年１１月５日（金）（東北信会場：長野市若里市民文化ホール）

全民児連が AC ジャパンの支援を受ける
ことになり、民生児童委員を知ってもら
うことを意図した広告が、7 月から
テレビ・ラジオで放送されます。

重要なお知らせ

民生委員・児童委員研修（1期目委員対象及び2期目以上委員対象）は動画視聴形式とします
今年度標記研修については新型コロナウイルス感染拡大防止などの観点から、例年のような集合形式の
研修は行わず、動画を制作し各単位民児協毎に視聴・意見交換していただく研修とします。
「民生委員児童委員活動にかかる『事例学習』」をテーマに動画を制作し、ＤＶＤを配布します。
各民児協定例会時などに併せて、全委員が動画を視聴いただきますようお願いします
（1期目委員、2期目以上委員で分けることはしません）。
詳細については各市町村民児協事務局へ別途通知します。

広報委員／委員長 月岡 幽美子（飯山市）
・山口 三千夫（上田市）
・赤羽 節夫（松本市）
・林 みな（岡谷市）・ 顧問／熊井 文弘

広報委員
リレー日記

今回コロナ禍の中﹁岡谷市子

育て支援館﹂を取材し︑母親と

子ども達が家庭のような雰囲気

でのびのびと過ごせ︑専門スタ

ッフによって食事や健康面にも

きめ細やかなサポートが行われ

ていることを感じました︒人と

の交流が減り母親がひとりで悩

みを抱えながら育児をしなけれ

ばならない状況はあるかと思わ

れます︒﹁お子さんだけでなく︑

お母さん達にも寄り添って声掛

けしたり応援をする︒個別の丁

年代に突入し︑

寧な声がけが必要﹂という館長

また︑人生

さんの言葉が印象に残りました︒

シニア世代が第二の人生を切り

開いていくための準備として︑

シニア大学は大きな起点になっ

ていることを感じました︒第二

の人生をどのように過ごすか︑

知識・技術を学び社会に再び貢

献できることはまさに健康維持

や生きがい作りにつながります︒

高齢者人口の割合が増加してい

る現在︑社会はシニアの出番を

幽美子

必要としています︒その中にお

月岡

いて︑今後もシニア大学はます

委員長

ます進化していくことでしょう︒
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