








初めて民生委員・児童委員に委嘱されました。これから活動を始めることとなりますが、何をしたら
よいのか分からず不安です。民生委員・児童委員はどんなことをするのでしょうか。何から始めれば
よいのでしょうか。

これから活動を始めることとなりますが、心構えを教えてください。

⑴

⑵



⑴

⑵

民生委員・児童委員、主任児童委員の基本的な役割は何ですか。

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑴



⑵

地区民児協の主な役割を教えてください

Ⅲ

⑴

⑵

⑶

地区民児協の主な役割を教えてください

⑴

⑵



⑶

⑷

区主任児童委員連絡会の主な役割を教えてください。

⑴

⑵

⑶

主任児童委員の地区民児協での主な役割について教えてください。

⑴

⑵

⑶

⑷

民生委員・児童委員と主任児童委員の連携について教えてください。
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民生委員・児童委員、主任児童委員の活動には「行政協力活動」と「自主的な地域福祉活動」の二つ
の側面があると言われました。どういうことなのでしょうか。

⑴

⑵

会議や行事などの地域福祉活動が忙しく、仕事や家庭との両立に苦労しています。どのように地域福
祉活動に関わったらよいのでしょうか。

地域で、福祉のまち推進事業（略して「福まち事業」）が行われています。民生委員・児童委員として
どのように関わっていけばよいのでしょうか。



福祉推進委員会・町内会等から「見守り・訪問活動」の体制づくりをしたいので協力してほしいと依
頼されましたが、どのようなことから始めればよいのでしょうか。また、会議に出席を求められた場
合には、どうしたらよいのでしょうか。



個人情報保護と守秘義務について教えてください。



支援が必要と思われる世帯については、民生委員・児童委員として対象世帯の個人情報を取得し、ど
のように支援したらよいのかを判断する必要があります。
ただし、個人情報保護法が施行され、地域住民の個人情報保護に対する意識も高まっています。その
ような状況の中で、民生委員・児童委員活動を行うために必要な個人情報を取得する際、注意すべき
ことは何でしょうか。



支援している高齢者に認知症の疑いがあり、日頃の見守りが必要と感じています。地域には、見守り
に協力してくれるという人がいるのですが、守秘義務があるため個人情報を協力者に伝えてはいけな
いのでしょうか。

民生委員・児童委員活動で把握した情報を自分の夫（妻）と共有してもよいのでしょうか。自分は日
頃から民生委員・児童委員活動で忙しく、夫（妻）に手伝ってもらえるとありがたいのですが。

福祉推進委員会・町内会等で災害時要援護者避難支援の取組がはじまりました。その中で、民生委員・
児童委員の持っている情報を提供してほしいと言われていますがどうしたらよいのでしょうか



地域で行っている食事会に参加している高齢者の連絡先を、民生委員・児童委員だけでなく、関わっ
ているスタッフの間で共有する必要があると思いますが、どのようにしたらよいのでしょうか。

担当しているひとり暮らしの高齢者が緊急入院しました。病院から「自宅に連絡しても誰もいないの
で、家族の連絡先を教えてほしい」と依頼されました。連絡先として聞いている長男の電話番号を、
長男本人の同意を得ずに病院に教えてもよいのでしょうか。



民生委員・児童委員活動を通じて得た個人情報を、地区民児協の定例会・事例研究会等で提供しても
よいのでしょうか。

相談者の個人情報が記載された帳票（福祉カード等）の取扱上の注意を教えてください。



福祉カード作成の目的とポイント、取扱上の注意を教えてください。また、訪問時に持ち出しても問
題はないのでしょうか。

福祉カードについて、対象世帯が区内転居した場合の引継方法、自分自身が民生委員・児童委員を退
任したときの後任への引継方法、不要となった場合の取扱いを教えてください。



65歳以上世帯名簿が福まち事業にも提供されていると聞きましたが、どのような内容が提供され、誰
でも見られるようになっていますか。

相談者の個人情報を電磁的データで取扱う場合の注意を教えてください。



◆ 一般支援編 　 　

相談を受けるための基本的な注意事項を教えてください。また、突然、困っていることがあるので相
談したい、と電話を受けた場合や、夜間や休日などに急に相談に来られた場合は、どうしたらよいの
でしょうか。

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

個人情報保護意識が高まっている中、新築マンションなどをはじめ、地域の状況を把握することが
難しくなっています。今後どのように取り組んでいけばいいのでしょうか。



支援している方から「信頼する民生委員・児童委員さんだけに話す」と言われて、打ち明けられた
話があります。区役所や家族にも内緒にしてほしいとのことです。このまま、誰にも伝えなくてよ
いのでしょうか。

多くの課題を抱えた世帯から相談を受けましたが、とても自分では対応しきれません。どうしたらよ
いのでしょうか。

⑴

⑵

⑶

学校から、単にマンパワーとしてボランティアを引き受けてほしい、と頼まれました。どうしたらよ
いのでしょうか。



支援をしている方と数日間連絡がとれず、安否が心配です。どのように対応したらよいでしょうか？

以前から支援している方から、買物を頼まれたり部屋の掃除を頼まれたりするなど、お願いごとがエ
スカレートして、最近では依存されていると感じています。どのように支援をしていけばよいのでしょ
うか。



軽い知的障がいの方が近隣にお住まいです。遠方に住む家族から「日常の金銭管理について支援して
ほしい」と依頼されました。どうしたらよいのでしょうか。

支援していた方からお金を貸してほしいと頼まれました。どうしたらよいのでしょうか。

支援していた方の具合が悪くなり救急車で搬送されました。その際に救急隊から同乗を求められまし
た。どうしたらよいのでしょうか。

支援していた方が入院して、病院から保証人になってほしいと頼まれました。どうしたらよいのでしょ
うか。

担当地区内に住む一人暮らしの高齢者のことですが、生活が心配だと近隣の方から相談されました。
これから、どうしたらよいのでしょうか。また、本人が支援を拒否した場合の関わり方を教えてくだ
さい。



支援している方に、民生委員・児童委員として対応できないことを頼まれて、断ったところ、恨まれ
て嫌がらせをされるようになりました。どこに相談したらよいのでしょうか。

関係機関からある家庭の見守りをお願いされました。自分だけではなく、支援対象の家庭の近隣の方
に協力をお願いしたいのですが、守秘義務違反になるのでしょうか。

市の研修会の日程と、自分の地域の日程が重ってしまいました。どちらを優先すべきなのでしょうか。



活動を始めて困ったことや、分からないことがあった場合には、どこに相談したらよいのでしょうか。



◆ 事例編 　 　

（１）　高　齢　者

支援している方が認知症ではないかと家族から相談を受けました。どうしたらよいのでしょうか。

支援している方の家族から、用事があり出かけたいが、残して出かけられないので、留守番に来てほ
しいと頼まれました。どうしたらよいのでしょうか。

ひとり暮らしの高齢者の認知症が進み、ひとりで生活することが難しくなってきたときは、どうした
らよいのでしょうか。

介護保険の利用について相談されました。どうしたらよいのでしょうか。

支援外の用件（ごみ出し、鍵や通帳・現金の管理、病院への付添い等）を頼まれました。どうしたら
よいのでしょうか。



ひとり暮らしと分かったときの初期対応は、どうしたらよいのでしょうか。

近隣の方から、ひとり暮らし高齢者の姿を見かけなくなって心配だと相談されました。どうしたらよ
いのでしょうか。

ひとり暮らし高齢者の具合が悪いとき、民生委員・児童委員はどうしたらよいのでしょうか。

ペットを飼っている支援している方が入院したとき、あるいは死亡したときのペットの扱いはどうし
たらよいのでしょうか。



高齢者に対応した住宅に改修したいと相談されました。どうしたらよいのでしょうか。

支援している方が亡くなりました。お香典についてはどうしたらよいのでしょうか。

サービス付き高齢者向け住宅に入居したいと相談されました。どうしたらよいのでしょうか。

担当している地区に、高齢者の虐待が疑われる世帯があるのですが、どうしたらよいのでしょうか。



（２）　子ども・家庭

近隣の方から、子どもを虐待しているようだとの連絡を受けました。学校からはあまり情報を得られ
ません。どうしたらよいのでしょうか。

担当している地区に、育児不安から子どもの虐待につながる恐れのある子育て家庭があるのですが、
どうしたらよいのでしょうか。

配偶者から暴力を受けていてつらいと相談されました。どうしたらよいのでしょうか。

不登校の児童には、民生委員・児童委員としてどこまで関わったらよいのでしょうか。



小学校低学年の一人っ子の家庭で、母親が突然の長期入院となりました。父親は夜勤のため、子ども
に食事をさせ、寝かせてから仕事に出かける状態です。近隣の方から「夜一人でいる子どもがかわい
そうなので、何かよい方法がありませんか」と相談を受けました。どうしたらよいのでしょうか。

20代で幼児２人の母子家庭の方から「働くために子どもを預けたいのですが、預かってくれる人はい
ないでしょうか」と相談を受けました。どうしたらよいのでしょうか。

（３）　障がい児・者

障がい害（身体障がい・知的障がい・精神障がい）や発達障がい等の相談窓口と申請手続について教
えてください。

担当地区内の障がい児（者）施設との関わり方について教えてください。

（４）　生活保護

新しく生活保護を受給することになった方の情報が提供されました。訪問しなければいけないので
しょうか。



生活に困窮している世帯から生活保護の申請について相談されました。どうしたらよいのでしょうか。

生活保護受給者の生活態度について疑問を感じたとき、又は近隣の方から苦情があったときはどうし
たらよいのでしょうか。

ひとり暮らしの生活保護受給者が自宅で亡くなった場合、どうしたらよいのでしょうか。

（５）　災害時支援

災害時に備えて、民生委員・児童委員として取り組むべきことは何でしょうか。

災害時に備えて、福祉推進委員会・町内会等とどのような協力関係をつくればよいのでしょうか。



証明事務の留意事項、証明すべきでないものを教えてください。

民生委員・児童委員活動への理解を地域に広めていきたいのですが、どのようなことから始めればよ
いのでしょうか。

⑴

⑵

災害時に、民生委員・児童委員は、まずどのように行動すべきでしょうか。



民生委員・児童委員の広報を行うには、民生委員・児童委員の氏名、電話番号及び担当地区を明らか
にすることが効果的と思いますが、問題ないでしょうか。また、民生委員・児童委員の個人情報はど
の範囲に公開するべきなのでしょうか。

主任児童委員の役割が学校や地域でも知られていません。どうしたらよいのでしょうか。



任期中に体調不良となり、民生委員・児童委員を務めるのがつらくなってきました。退任手続につい
て教えてください

引継ぎについての留意事項を教えてください。



後任を探すことも民生委員・児童委員の役割なのでしょうか。

民生委員・児童委員は無報酬と聞きました。活動に必要な経費はどのようにすればよいのでしょうか。

市民児協会費について教えてください。



 「民生委員・児童委員証」等を紛失してしまいました。どうしたらよいのでしょうか。

民生委員・児童委員は、選挙運動ができますか。

民生委員・児童委員は議員になれますか。

民生委員・児童委員は、公職者の後援会に入会できますか。また、その役員になれますか。
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