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民生委員・児童委員制度の成り立ち

民生委員制度は、1917
（大正６）年、岡山県
さいせい

の
「済世顧問制度」が始まりです。そして 1918

近年、ニュースや新聞紙上で取り上げられて

（大正７）
年に大阪府において
「方面委員制度」が

いるわが国の地域住民が抱える課題を見ます

発足し、1928
（昭和３）年に同制度は全国に普

と、経済的な困窮者や要援助高齢者
（介護など）

及 し ま し た。 そ し て、2017
（ 平 成 29）年 は、

の問題だけでなく、子どもへの虐待、引きこも

済世顧問制度創設から数えて 100 周年になり

りの青年・壮年、ホームレス、孤立死、認知症

ました。全国民生委員児童委員連合会は 100

介護や子どもの貧困などの新たな課題が顕在化

周年を記念し、世界に類を見ないこの民生委員

しています。

制度をさらに発展させ、次世代に引き継いでい

また、例えば、80 歳代の親の年金などに依

くことを確認し、新たな活動方針である
「民生

存し生活をしている無職の 50 歳代の息子・娘

委員制度創設 100 周年活動強化方策＊１」を提示

の問題を「8050 問題」と呼んでいますが、その

しました。そしてこれからの活動を
「住民とし

ような新たな家族としての生活課題も浮上して

て＝生活者の立場」に立って、広げていこうと

います。そのほか、アルコールや薬物などの依

しています。
大正当時の方面委員は救貧対策を中心に活動

存症や刑余者（刑務所出所者）
の問題にも注目し

を展開していましたが、1946
（昭和 21）年の

なければなりません。
私たちが生活をしていくうえで、困難な状況

民生委員令の公布により
「民生委員」と改称さ

にめぐり合った際、支援のためのさまざまな制

れ、地域の福祉増進のために幅広い活動を展開

度がありますが、それらの制度・サービスが不

してきました。現在全国に約 23 万人の民生委

十分である場合、あるいはまだ制度化されてい

員が、厚生労働大臣委嘱
（任期３年、再任あり）

ない場合には一体どうすればよいのでしょう

の特別職の地方公務員として、無報酬で、地域

か？ こうした地域における暮らしの場で、身

住民の身近な相談相手となり、専門機関へのつ

近な相談相手として存在するのが
「民生委員・

なぎ役として、訪問、地域活動、相談・支援な

児童委員」
（以下、民生委員）
です。

ど幅広い活動を展開しています。

では、民生委員は、どのようなことをする人
なのでしょうか？

いつ頃から始まったものな

主な活動内容と役割
私たちのまわりには、SOS、つまり助けて

のでしょうか？

＊１ https://www2.shakyo.or.jp/old/pdf/news/100_katsudokyoka_hosaku.pdf
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ほしい、という状況を伝えられない人がいます。

の支援や孤独死、虐待を未然に防いだ事例、生

どこに、誰に訴えればよいのか、その方法すら

活保護受給者の自立支援などに向けた取り組み

分からないのです。困っていることに気づかな

などが報告されています。民生委員は特別職の

い人もいます。人権侵害があることや、不条理

地方公務員として住民に寄り添い、
「一人の不

ななかでの暮らしを強いられていることにさえ

幸も見逃さない」覚悟で、ボランティア精神に

気づかないのです。例えば子どもの養育や高齢

のっとり、無給で活動しています。生活者とし

者介護における虐待、振り込め詐欺などの発見

ての視点での活動であって、専門職ではありま

の過程を見ていますと、困っている人は身近な

せんので、抱え込まないで、専門機関や団体に

相談相手がいないことが多くあります。

つなぐ役割を担うことが期待されています。し

確かに、最近は私自身のまわりを見ても、家

かし、実際はかなり困難な生活課題解決に向け

族、親戚、教員、会社の同僚・上司、近隣の人、

たさまざまな支援を、住民やボランティアなど

いずれも、以前より生活についての相談をしに

と一緒に地域資源を用い、活動を継続している

くくなっているのが現実かもしれません。個人

ことが報告されています。また、民生委員の役

情報保護の問題もありますが、知らんぷり社会

割には、これまで述べたもののほかに、地域課

化、つまり他者への関心が薄れてきている証拠

題を可視化し、住民の代弁者として福祉制度・

だと思います。少しのおせっかいすらしない、

政策を提言することもあります
（図）
。

されにくくなってきたのでしょうか。

民生委員活動を継続し、
効果を発揮するための諸課題

さらに、地域における災害時の要配慮者への
接近と支援のことも考えねばなりません。
阪神・
淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、各地で

現在、民生委員のうち、約３分の１の民生委

の豪雨災害など災害の多い日本において、近隣

員が１期３年で辞めています＊３。理由はさま

社会における日常の支え合う力がどれだけ重要

ざまですが、課題解決の困難さや、住民の理解

か、私たちは悲惨な災害のたびに心を痛め反省

のなさ、行政や専門職との連携不足が影響して

してきました。この点では、日
本は対策や支援のありようをめ
ぐって多くの課題を残している
のではないでしょうか。
このようななかで、民生委員
の役割は大きく変化し、かつ住
民、福祉等の専門職、そして国
や地方自治体から期待されてい
ます。現在、民生委員は担当地
区を１人平均、年約165 回の家
。多くの

＊２

庭訪問をしています

住民からさまざまな相談を受け、
24 時間地域住民とともに暮ら
しています。そして、災害時へ

図

民生委員・児童委員の役割
住民への寄り添い

公的な福祉を効果的に
機能させるための存在

・よき隣人、よき友人
・見守り役
・身近な相談相手
・何とかしてくれる存在
・存在による安心感

・行政の「補助機関」
「協
力機関」
・手当、給付に必要な「証
明」
・公的な支援への「つな
ぎ役」

民生委員・
児童委員の活動

地域課題の可視化と必要な支援の創出
・社会調査による地域の実情の把握
・見えづらい課題の可視化
・民生委員児童委員協議会による継続的
調査活動、意見具申
・公的な福祉制度の創設・充実への反映

民間社会福祉活動の中核
・あくまで民間奉仕者
・市町村社会福祉協議会の
基盤整備と協働（生活福祉
資金、心配ごと相談）
・共同募金運動の協力者（歳
末同情募金→歳末たすけ
あい）

時代を先取りした
課題解決への取り組み
・民生委員児童委員協議会による課題解
決への組織的活動（10 年ごとの「活動
強化方策」）
・時代を先取りした新たな課題への対応

※全国民生委員児童委員連合会「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討
委員会 中間報告」
（2016 年 11 月）より筆者作成

＊２ 厚生労働省
「平成 29 年度福祉行政報告例の概況」https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/17/dl/gaikyo.pdf
＊３ 全国民生委員児童委員連合会
「これからの民生委員 ･ 児童委員制度と活動のあり方に関する検討委員会 報告書」
（2018 年 3 月）
https://www2.shakyo.or.jp/old/pdf/zenmin_summary/minseiiin_korekara.pdf

2019.6 国民生活

13

消費者問題

アラカルト
います。「給料をもらっているのだろう、もっ

び地域力を高めるために

と支援しろ」と言われたり、夜中や早朝に電話

（2）
さまざまな課題を抱えた人々を支えるために

をかけてくるなど、民生委員の役割を誤解して

（3）
民生委員制度を守り、発展させていくために

いる住民も多いようです。一般住民への福祉教

それぞれについて簡単に触れておきましょ

育はもちろんですが、ヒューマンサービスにか

う。まず
（1）です。今日生じている地域生活者

かわる行政職員や専門職そして地方議員にも、

の課題は、一部の専門職や関係者だけで解決で

民生委員の役割についての正しい知識と連携協

きるような問題ではありません。生活は 24 時

力のあり方等について、学んでもらう必要があ

間 365 日、そして何年も続くのですから、日

ります。そして対応策を各自治体で設定しなけ

常生活における住民同士の支え合いや助け合い

ればなりません。

がなければ暮らしは成立しません。あいさつ運

多様で複雑な課題解決に向け、民生委員が安

動や声掛け、サロン活動、子育てへの応援など

心して活動でき、その力を日常的に発揮し、そ

の具体的な諸活動を支える組織やしくみ作りが

して発揮した力が生かされるような基盤作りが

重要です。自治会・町内会、NPO、消費者団

求められています。民生委員への精神的な負担

体やさまざまな団体が小地域で連携することが

軽減や相談体制・研修の充実など、もっと行政

課題解決をしていく地域力を高めます。

が努力・協力しなければなりません。と同時に、

次に
（2）です。支えるためには、課題を抱え

民生委員は所属する地域における単位民生委員

た人たちへ接近できるかにかかっています。民

児童委員協議会
（以下、民児協）
での研修、市町

生委員は、専門職に比べ、地域での生活者とし

村、県レベルでの体系的な研修が必要です。生

て、仲間としての立場から気になる人を早期に

活者としての経験知を普遍化し、さまざまな専

発見できます。積極的な訪問活動や声掛けが必

門職につなぐための知恵や方法を習得する必要

要です。また、相談を気軽にしてもらえる場と

があるのです。

機会が必要です。内容によっては、専門職につ

そのことは、逆に、生活課題を解決していく

なげることが必須です。さらに、地域の社会福

のにかかわる諸機関・団体が民生委員任せにし

祉協議会
（以下、社協）
や社会福祉法人・福祉施

ないで、最後（解決）
まで、一緒に寄り添い結果

設などとの日常的な連携が求められます。

を出すことになるのです。

最後に
（3）です。制度を維持し発展させてい

より充実した制度に、
そして生き生きと活動していくために

くためには、単位民児協の財政基盤と事務局機

民生委員が対応し、支援する課題が変化して

体との協働や定例会の充実も大切です。そして

いることは既に触れたとおりです。そのような

組織として、民生委員個人を支える体制づくり

なかで、民生委員活動による負担感が心身とも

も大切です。例えば、顧問弁護士の委嘱や精神

に増大し、３年ごとの改選では、なり手不足が

科医を通して民生委員が安心して活動できる体

生じている地域があることは事実です。ここ

制を用意している都道府県民児協があります。

では、より充実した制度にし、そして民生委員

このように、民生委員個人として力をつけて

活動を活発にしていくために、大きく分けて３

いくことと同時に組織として民生委員を支援し

つの重点項目を提示し解決の方向性を示してお

ていく体制、何より、国や自治体としての基盤

きます。

の充実が望まれています。住民として仲間とし

（1）民生委員活動を理解し、協力し応援する住
民の醸成、そして地域のつながり作りおよ

能の確立が必要です。また、単位民児協と市町
村社協、共同募金会など地域福祉推進機関・団

ての民生委員を応援して、安心で住みよい地域
社会づくりをしていきましょう。
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