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私たちの身近な相談相手

以下の活動でも地域に寄り添っています

災害時の要援護者の
支援態勢づくり。

子どもの登下校時などの
見守り、学校や自治会の
行事のお手伝いなど。

住民が心配事、
困り事がある場合に

必要な支援先へとつなぐ。

1人暮らし高齢者宅への
訪問、声かけ、
見守り活動。

子育ての悩み、
家族の介護のことなど、
住民の生活上の相談対応。

こんなとき
どうしたらいいの？

もしもの備え、
どうしよう？

地域の暮らしに
寄り添ってもらいたい

高齢者の
1人暮らしは心配…

子育て・家族のことで
困ってる…

　皆さんがお住いの地域に、「民生委員・児童委員」と呼ばれる方々がいるのをご存じですか。
　地域のつながりが薄れる中、高齢者や障がいのある方、子ども、子育てや介護をしている方などが、
周囲に相談できず孤立してしまうケースが増えています。そういった方々が住み慣れた地域で安心し
て暮らせるよう、関係機関と協力しながら活動するボランティアが「民生委員・児童委員」です。
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「広報なにわ」は、毎月16,000部発行しています。1部あたりの発行単価（前月の4月号）は約44.6円でした。
そのうち約3.7円を広告収入で賄っています。
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ワーク

どうやって相談したらいいですか？

相談したい旨と、担当の民生委員・児童委員を教えて欲しい旨をお伝えください。担当民生委員から
の連絡や訪問を依頼する場合は、ご都合のつく時間帯などもお伝えください。

相談内容は秘密にしてくれますか？

民生委員・児童委員には、民生委員法により守秘義務が課せられていま
す。この守秘義務は退任後も継続して課せられるので、安心してご相談く
ださい。

子どもたちが安全安心に生活できるよう、小・中学校の先生
方と児童・生徒の様子について情報交換。

●区内小・中学校との情報交換会

高齢者や障がい者の安否確認や見守り。
子どもたちへの声かけ。

●見守り活動

子育ての不安や悩みを持つ保護者をサポート。
●子育てサロン

民生委員・児童委員の活動を知ってもらうため、区民まつり
や親子サマーフェスタなどのイベントで啓発活動を実施。

●啓発活動

私の地区の協議会、どんなところ？
例えば

…

どんな人が委員をしているの？
　住民の中で地域の実情をよく知り、社会
福祉に熱意のある方が地域の推薦や承認
を経て選ばれます。大阪市では民生委員・
児童委員約4,000人、うち主任児童委員約
600人が委嘱されています。

主任児童委員とは？
　民生委員・児童委員の中でも、児
童福祉に関する活動を専門に担当
しています。いじめ・不登校・児童虐
待など相談内容に応じて、地域担当
の児童委員の活動をサポートして
います。

民生委員・児童委員とは？
　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、無報酬のボランティア
として、身近な相談相手・関係機関への「つなぎ役」
を担います。また、全ての民生委員は児童福祉法に
よって児童委員も兼ねており、子育てに関するさま
ざまな相談や支援も行っています。

こんなお悩みや心配はありませんか？

よくあるご質問

連携
協力

　  生活支援課
6647-9805

問合
TEL

区

区
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ひとりで悩まないで

愛情と奉仕を表した
民生委員マークの
バッジが目印です！

民生委員・
児童委員、
主任児童委員

支えあう 住みよい社会 地域から ５月１２日は、民生委員・児童委員の日です。

Interview

●この活動を始めたきっかけは？
父が長年、民生委員・児童委員を務めており、地域の方に親
しまれていましたので、自分も活動を始めようと思いました。

●民生委員のやりがいはどんなことですか？
主任児童委員として、地域での見守りや訪問を通して、保護者の方や子ども
たちと顔見知りになり親しくなれたこと。そして子どもたちの成長する姿を
見られたことが嬉しいです。

●活動の中で心がけておられることは？
1人で悩まないで、地域には気軽に相談できる民生委員・児童委員、主任児
童委員がいることを知ってもらえるよう心がけています。

●新型コロナウイルス感染症で活動への影響はありますか？
学校行事の入学式、卒業式、運動会などに出席できず、学校での子どもたち
の様子が分かりませんでした。また、「親子サマーフェスタ」についても昨年
は中止となり、11月に「なにわっこフェスタ」として開催されましたが、少人
数での開催となったため、主任児童委員の参加を見合わせました。

●最後に、一言お願いします。
子どもは地域の宝です。幸福で、いきいきと育つには地域の思いやりと温か
さが大切だと思います。子どもたちが安心して過ごせるよう地域の皆さんと
一緒に見守りを続けていこうと思います。

Interview

●この活動を始めたきっかけは？
当時の浪速区民生委員児童委員協議会会長
からの推薦によって活動を始めました。

●民生委員のやりがいはどんなことですか？
地域社会や家族の実情を調査し、課題を見つけることによって援助
が届いたときにやりがいを感じます。

●活動の中で心がけておられることは？
相談者のプライバシーや秘密を守ること。
地域住民の困り事を「我がこと」として受け止め、あらゆる相談を
「丸ごと」受け止めるように心がけています。

●新型コロナウイルス感染症で活動への影響はありますか？
電話やインターホンによる安否確認などには限界があり、支援を必
要とされている方の状況が把握できないという課題が生じています。

●最後に、一言お願いします。
これからも身近な地域ニーズに合わせた活動をしていきたいと思い
ます。専門機関や専門職との連携を一層強め、課題解決につなげて
いく予定ですので、地域の皆さん、関係機関の皆さんの協力をお願い
します。

（主任児童委員）
のご紹介民生委員・児童委員

恵美地域の取り組みとして、
子どもたちが安心安全に登
校できるよう、朝の見守り
や、お年寄りへの声かけなど
行っています。

年に1回、認知症高齢者への
声かけ訓練の実施や、児童
に対しては毎週、月曜日に正
門前にて朝のあいさつ運動
を行っています。

昨年より、1月・8月に社会福
祉協議会の見守りリストに
掲載されている方々に、電話
による安否確認を行ってい
ます。

高齢者の方々の見守りをか
ねた配食サービスの実施や、
子どもたちの登下校時には、
あいさつをしながら地域の
方々と見守り活動をしていま
す。

月2回、高齢者向け喫茶を開
催しています。身近な話題で
気軽におしゃべりができ、大
変喜ばれています。地元なの
で、足の不自由な方も参加さ
れます。

商業地に近い地域ですが、
都会のなかの“小さな村”の
ように、人と人とのつながり
を大切にするよう活動してい
ます。

児童の通学路における見守
り活動の実施や、子育てサロ
ンの開催などを通して安全・
安心の町づくりを目指し活
動を行っています。

子どもたちの「おはよう」「さ
ようなら」の元気な声を楽し
みに、安全で安心して登下校
ができるよう、地域で見守り
活動をしています。

コロナ禍で活動が制限され
ますが、子育てサロンや地域
行事へ協力しながら、児童・
高齢者の見守りも頑張って
います。

塩草地区

委員長
幡地 郁雄さん

地域の子どもたちが健やか
に育つよう、子ども食堂や生
活支援等の活動を各団体と
一緒に行っています。

浪速地区

委員長
谷口 英代さん

難波中2丁目1～7／日本橋3丁目／
日本橋4丁目7～17／
日本橋5丁目9、10、17、18／
日本橋西1丁目1～8／日本橋東1丁目

● 日本橋地区の住所
下寺1～3丁目/日本橋東2～3／
日本橋4丁目1～6／
日本橋5丁目1～8、9（一部）、11～21／
日本橋西1丁目9/日本橋西2丁目

● 日東地区の住所恵美須西1～3丁目／
恵美須東1～3丁目

● 恵美地区の住所
敷津東1丁目1～3、5（一部）、6～9／
敷津東2～3丁目1、2（一部）、3～11／
敷津西1丁目1～11、12（一部）／
敷津西2丁目

● 敷津地区の住所
大国1～3丁目／戎本町1丁目／
戎本町2丁目（一部）

● 大国地区の住所

浪速西1～4丁目／浪速東1～3丁目／
芦原2丁目5（一部）／久保吉1丁目5～6／
木津川2丁目3～5

● 浪速地区の住所

塩草1～3丁目／稲荷1～2丁目／
桜川1～2丁目／湊町1丁目3～4／
湊町2丁目2

● 塩草地区の住所
幸町1～3丁目
● 幸町地区の住所

立葉1～2丁目／桜川3～4丁目／
木津川1～2丁目／久保吉1～2丁目／
芦原1～2丁目

● 立葉地区の住所
元町1～3丁目／難波中1丁目／
難波中2丁目8～ 11／難波中3丁目／
湊町1丁目1～2／湊町2丁目1／
敷津東1丁目4～5／敷津西1丁目12

● 難波元町地区の住所

「広報なにわ」・区役所ホームページに広告を掲載しませんか？ ただいま広告主様募集中です。
　　　　 総務課（企画調整）　　　6647-9683　 　   6633-8270　https://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/page/0000252041.htmlTEL FAX問合

民生委員・児童委員は、相談者を必要な支援へとつなぎます。

区 ＝区役所


