
 

                              玉城町民生委員児童委員協議会 

民生委員児童委員：３３名 
主任児童委員：２名 

    三重県 

    玉城町民生委員・児童委員協議会 

    資料 
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平成２８年７月現在 

 

                              玉城町民生委員児童委員協議会 

町のデータ 

項   目 内  容 備   考   

総面積 ４、０９１k㎡     

世帯数 ５、７１９世帯     

総人口 １５、７４５人     

１４歳以下人口 ２、３３０人 年少率      １４．８％   

６５歳以上人口 ３、９７６人 高齢化率        ２５．３％ 

７５歳以上人口 ２、００７人 後期高齢化率   １２．７％ 

一人暮らし高齢者世帯 ３３８人     

高齢者のみ世帯 ６３５世帯     

介護保険認定者数 ６４８人     

介護保険サービス受給者数 ６３８人     

身体障害者手帳交付数 ６０６人     

療育手帳交付数 １１６人     

精神手帳交付数 ６２人     

生活保護世帯数 ３６世帯     

2 



平成２８年４月現在 

 

                              玉城町民生委員児童委員協議会 

町のデータ 

高齢者関連施設 ２４か所 介護老人保健施設 ２施設 

    特別養護老人ホーム １施設 

    グループホーム １施設（２ユニット） 

    小規模多機能、サテライト ２施設 

    高齢者専用賃貸住宅 ３施設 

    通所介護事業所 ４事業所 

    通所リハビリ事業所 ２事業所 

    訪問介護事業所 ４事業所 

短期入所施設 ４事業所 

    居宅介護支援事業所 ５事業所 
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平成２８年４月現在 

 

                              玉城町民生委員児童委員協議会 

町のデータ 

障害者関連施設 ８か所 療護施設 １施設 

就労支援センター ３施設 

    生活介護 ３施設 

    相談支援事業所 ２事業所 

児童関連施設 １６か所 保育所 ４保育所（すべて町営） 

    小学校 ４校 

    中学校 １校 

    児童館 ２児童館 

放課後児童クラブ  
４か所（内、２か所は 
児童館） 

    子育て支援センター      １か所 
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平成２８年４月現在 

 

                              玉城町民生委員児童委員協議会 

民生・児童委員組織データ 

民生・児童委員数 ３３人 
男性 ２２人 
女性 １１人 

（新任２２人） 

主任児童委員 ２人 
男性 １人 
女性 １人 

（新任 １人） 

組織 
会長1人  副会長２人 
地区代表４人 

    

  高齢者部会 部会長１人 副部会長１人 委員９人 

  障害者部会 部会長１人 副部会長１人 委員１０人 

  児童部会 部会長１人 副部会長１人 委員１０人 

事務局 玉城町社会福祉協議会     

経験年数別委員数 ３年以下 ２３人   

  ３年以上６年以下 ７人   

  ６年以上 ５人   
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【基本方針】 

 私たちは、住民に寄り添った身近な相談役として、「早期の気づ
き」「早期の対応」に努め、高齢者、障がい者、生活困窮者など援
助を必要としている人が、安心した生活が送れるよう地域の支援
活動に取り組んでいきます。 

また、各団体や地域の様々な人たちと協働し、高齢者や障がい
児者等との交流事業にも積極的に参加し、民生委員の活動を地
域へ広く発信しながら啓発していくことで活動しやすい環境づくり
を強化します。 

さらに、本年は新たな仲間を迎える一斉改選の年にあたります。
福祉情報の収集・提供、意見交換など研修会を通して、委員相互
が情報を共有し地域に密接した活動へと結びつけるよう研鑚に
努めます。 
 

 

                              玉城町民生委員児童委員協議会 

平成２８年度 協議会事業計画 
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【重点事業】 

 

 

                              玉城町民生委員児童委員協議会 

平成２８年度 協議会事業計画 

１．会務の運営 

 （１） 定例会 毎月１回 

 （２） 役員会 毎月１回 

２．部会活動 

 （１） 専門部会 高齢者部会・障がい者部会・児童部会 

 毎月開催 

 （２） 地区部会 外城田・田丸・有田・下外城田の４地区 

 偶数月開催 
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【重点事業】 

 

                              玉城町民生委員児童委員協議会 

平成２８年度 協議会事業計画 

３．民児協活動の強化事業  

  ・心配ごと相談事業 毎月１０日、３０日実施 

  ・あいさつ強化デーへの協力 毎月第３火曜日  

  ・勉強会（楽笑会グループ） 奇数月開催 

  ・登下校時安全パトロール 
外城田地区：第２月曜日、田丸地区：第２水曜日 

有田地区・下外城田地区：随時 

  ・絵手紙訪問事業 

  ・生活福祉資金貸付事業への協力 

  ・民生委員活動の住民への啓発・ＰＲ 

  ・「民生委員・児童委員の日」活動強化週間事業 

  ・入所式・入学式、修了式・卒業式への参列 

  ・小・中学校訪問 

  ・県内民児協視察研修 

  ・必要な知識・技術習得のための研修事業 8 



                      

【重点事業】 
 

 

                              玉城町民生委員児童委員協議会 

平成２８年度 協議会事業計画 

４．各専門部会の主な活動 

 ・高齢者部会            町内高齢者施設との交流・支援活動 

自主研修会 

 ・障がい者部会 施設交流美化運動 

はっぴぃサークル活動の支援 

障がい者運動会の支援 

わかば学園視察と見学 

 ・児童部会 小中学校・保育所・児童館の訪問 

青少年を育てる会へ所属 

小学校開放デー利用した交流 

9 



                      

【重点事業】 
 

 

                              玉城町民生委員児童委員協議会 

平成２８年度 協議会事業計画 

５．行政機関・社会福祉関係団体との連携と事業協力 

  ・桜まつりチャリティバザー参加協力             ４月 

  ・田丸城跡クリーン作戦 年２回 ５月・１０月 

  ・元気ですたまきまつり ６月 

  ・福祉協力員との合同研修 ７月 

  ・敬老祝い金配付事業 ９月 

  ・赤い羽根街頭募金 １０月 

  ・福祉を支える勉強会（社協と共催） １０月 

  ・歳末安否確認事業「歳末まごころ弁当」配食 １２月 

  ・玉城町社会福祉大会 ２月 

  ・楽笑会 下外城田・有田／外城田・田丸地区 ６月／１１月 
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【重点事業】 

 

                              玉城町民生委員児童委員協議会 

平成２８年度 協議会事業計画 

６．研修会・会議等への参加  

７．主任児童委員による学校・保育所訪問事業 
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                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

■ 給食サービス     

  

 ７５歳以上の一人暮らしの方を対象
に申請いただいた方に月2回（７・8月
休）お弁当（昼食）を届ける。 
 お弁当づくり及び配達はボランティ
アに依頼。 
  利用者 ２７人/１９０人  
       延べ４５６食（平成27年度）   

  原資：共同募金配分金 

◆民生委員の役割 
申請書に民生委員意見欄があり担当
者が記入する。 
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                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

■ 楽笑会 

   （らくしょうかい） 
    

  

 一人暮らしの高齢者の方の地域参
加の場として、世代を超えた交流を学
校区単位内で行う。 

レクリエーションや食事を一緒に取る。 

  平成２７年度・・４か所開催 

    （下外城田 ５人/２２人、 

     有田    ９人/４０人、 

     外城田  １１人/３４人） 
     田丸   １７人/４７人） 

社協との共催 
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                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

■ 歳末まごころ弁当     

  

 ７５歳以上のお一人暮らしの方（希望
者）を対象に年末の安否確認を兼ねて
お弁当の配付を行う。 

 

  利用者 １５４人/１９０人（平成２７年度） 
  原資：歳末募金配分金 

希望者の確認と弁当の配付 
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                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

■ いきいきサロン     

  

 地域の集まりやすい場所（公民館な
ど）を利用して、誰でも気軽に参加でき
る交流の場を住民主体（ボランティア
スタッフ）で開催する。 
 現在サロン：いきいきサロン栄町、ふれあいサロン、勝
田町サロン、下田辺サロン万年青の会、サロン玉城苑の５
カ所 

高齢者中心の集まりの中で、サロンのス
タッフとして活動の要になっている。 
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                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

■ ぴんの会     

  

 ６５歳以上のお一人暮らしの方を対
象に当事者同士が集まることで共有・
共感の時間をもち、仲間づくりのきっか
け、意欲の引き出しを図る。 

 

  登録者 ５５人 

対象者への周知 

16 



             

  

 

                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

■ はっぴぃサークル     

  

 町内在住の特別支援学級又は特別
支援学校に通学する小学生から高校
生までを対象に学校の長期休暇を利
用した地域の居場所づくりを行う。 

 

   参加者 小学９人、中学７人、高２人 

 障害者部会（児童部会）にスタッフと
して参加。 
 このほか、高齢者部会では介護施設等へ
のボランティア支援にも出向く。 
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                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

■ 見守り・防災関連事業 

  ・ほのぼの便り 
    

  

 ７５歳以上のお一人暮らしの方を対
象に希望者において、月1回ボランティ

ア作成の「絵手紙」を配付し、心のふ
れあいを通してひとり暮らしの不安解
消を図る。 

 

  利用者 １４７人/１９０人（平成２７年度） 

絵手紙の配付 

18 



               

  

 

                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

■ 見守り・防災関連事業 

・防災啓発「備えトコ」配布 
    

  

 災害予防対策として災害弱者となる
７５歳以上のお一人暮らしの方を対象
にグッズを配布。年に１度の確認と情
報確認をする。 

 

 ・災害カード ・簡易スリッパ  

 ・緊急ホイッスル  

 ・えいようかん（２本） 
   配布数 １９０人（７５歳以上全員） 

直接訪問し配布 
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                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

■ 見守り・防災関連事業 

・要援護者名簿の確認 
    

「高齢者世帯台帳」 
   ６５歳以上のお一人暮らしの方のデータを基に、地域包括支援センター（町  

  直営）、社協、民協の三者が共有する。 

   民協は担当エリアの動向を把握する。 

   データの提出更新は包括が行う。 

       内容は、介護有無・災害時の支援・給食サービスの利用・連絡先等   

       など15項目。 

「要援護者台帳」（町所有システム） 
   高齢者・一人暮らしにかかわらず、手上げ方式による台帳整備を行ってい 

  る。町からの調査依頼を受ける。 

 町の事業として、７７歳・８８歳・９９歳の高齢者に敬老の日を前に、毎年１万
円の敬老祝い金の配布がある。担当エリアの対象者を訪問する。 

・敬老祝い金の配布 
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                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

■ 募金活動     

  

  

共同募金（10月）・歳末募金（12月） 

赤い羽根街頭募金活動への参加 

                （１０月１日） 
 田丸駅、アスピア玉城、笑みの市、  

 グッディ、Ａコープ 
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                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

■ 心配ごと相談     

  

 毎月10日・30日に、相談窓口を開設。 

 どこに相談してよいか分からないな
どの困りごとについて次の相談窓口へ
の情報提供・案内を行う中間的な役割
をもつ。 

 相談員： 
 民生委員・行政相談員・人権擁護員 

任期中相談員にあたる 
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                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

■ 貸付事業 

 ・生活福祉資金 
    

                         低所得世帯・高齢者世帯及び障がい  

                       者世帯に対して資金の貸し付けを行い、 

                       経済的自立、社会参加等の促進を図り安 

                       定した生活を送れるよう支援を図る目的の 

                       貸し付け 

 

 

 低所得世帯であって、生活福祉資金貸付の対象とならない者への小口資金
貸付（最高３万円 

・町世帯更生資金 

いずれも貸付世帯に対しての相談援助及び指導を行う 
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                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

    

  

 各種団体・町内企業・住民より構成さ
れ、地域福祉共育推進団体として発足。 

 障がいのある方をはじめ、子供から
お年寄りまでみんなが安心して生活で
きる町づくりを目指し、助け合い支え合
いの輪を少しでも広げて行く活動の企
画・実施を行う。 

 地域活動計画にあたる「地域ふくし
力向上計画」を策定。 

 

・社協の委員会へ民生委員及び福祉協力
員から1名参加 

・その他委員会による事業活動への参加 

■ 元気ですたまき委員会 
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                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

    

  

・毎月第３火曜日あいさつデー 

 民生委員、福祉協力員、あいさつ人
（登録者）、元気ですたまき委員及び
社協職員が、田丸駅、保育所、小・中
学校を中心に街頭で挨拶を行う。 

 

・地域福祉座談会 

  地域福祉力が弱まりつつある中、自分たちの 

 町は自分たちで良くすることを、住民が自ら考え 

 意識し地域を考える機会の場とし、地域のコミュ 

 ニケーションアップを目指す。 

■ 元気ですたまき委員会 

   事業活動への参加 
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                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

    

  

・元気ですたまき体操 

 子どもから高齢者までの誰もが一緒
に取り組め、有酸素運動と筋力トレー
ニングで体力向上、介護予防など町民
の健康維持増進を図り、福祉向上へと
つなぐ。 

定例会開始前に、毎回体操を取り入れる。 

■ 元気ですたまき委員会 

   事業活動への参加 
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                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

■ 元気ですたまき委員会 

    

27 

３．南へ のびる 熊野道（くまのみち） 
  初瀬街道（はせかいどう）は 

  みやこ（都）道（みち） 
  伊勢街道は 祈り道（みち） 
  三つの街道 ここに交（まじわ）る 

   ※くりかえし 

 

４．大事な歴史 大事な未来 

  もっと大事な 今がある 

  大事な仕事 大事な家族 

  もっと大事な わたしの元気 

  今日も元気です 私の街 

  げんき たまき 私の街 

   ※くりかえし 

 

『元気です たまき』 
 

作詞・作曲 高石ともや 

 

１．魚町 上町（かんまち） 勝田町 

  ぐるり殿町 大手町 

  登れば 二の丸 田丸城 

  遠い歴史 街を見おろす 

  今日も元気です 私の街 

  げんき たまき 私の街 ラララララ・・・ 
 

２．流れる宮川 外城田川 

  みどり的山 国束山（くづかさん） 
  春は花咲く 桜道  

  秋はかき・くり 季節はめぐる 

    ※くりかえし 



            

  

 

                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

    

  

・元気ですたまきまつり 

 広く町民の方へ福祉の啓発を行う。 

元気ですたまきまつり：各福祉団体及
び地域活動団体などの参加を得て、そ
の活動を理解し、福祉・健康・ボラン
ティアに関心を寄せる機会として開催
する。 

社協主催 民協コーナーを開設 

 「防災」などをテーマに取り組む 
 

■ 元気ですたまき委員会 

   事業活動への参加 
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                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

    

  

民生委員OBで構成。 

地域福祉増進への協力ほか。 

あいさつ運動や災害時支援への協力
等。 

 

  設立：平成１９年１２月 

  現在２１人 

 
 

■ 福祉協力員 

29 



             

  

 

                              玉城町民生委員児童委員協議会 

活動紹介 

    

  

外出支援サービス（元気バス） 

 町内の交通弱者を中心に、予約式の乗り
合いバスによって支援を行う。携帯端末で
の予約機能があり。 

 

 

 

地域包括ケアシステムが 

平成２７年１０月から始まった。 

地域資源の大きな担い手になっていま
す。 
 

■ 元気バスを使った地域福祉 
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