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平成25年度第15回浄土宗民生委員・児童委員協議会中央研修会
浄土宗民生委員・児童委員協議会関東地区研修会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浄土宗民生委員・児童委員協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長加藤正典

　浄土宗民生委員・児童委員協議会の会員の皆さま各地域での活動ご苦労様です。
　また、当協議会にご協力いただき御礼申し上げます。
　私たちを取り巻く環境が大きく変化している中、将来の不安や生活に対する様々な事が問題化しています。
社会的孤立、生活困窮者への支援、災害対策、消費者被害防止の対応、児童虐待防止等課題が分野ごとに一層
広がりを見せています。

　東日本大震災から3年経ちましたが、私ども福島県は、いまだ多くの人々が避難生活を余儀なくされていま
す。その中には、自らも避難者である民生委員・児童委員がおり、困難な状況で活動を継続している地域があ
ります。顔なじみの民生委員による訪問は住民にとって心強い安心の絆となります。しかし、民生委員の避難
先には担当地域の住民がいるとは限りません。
　また、居場所がわかったとしても各地に点在していることから、個人での訪問には限界があると聞いており
ます。

　「孤独死、仮設住宅で19人…　　福島」というニュースがありました。各自治体も孤独死を防こうと様々な
策を講じておりますが、完全に防ぐことは難しく、頭を悩ませているというのが現状です。
　当協議会は、「壁頭宣言」にある「社会に慈しみを」のもとに運営を行っております。皆さまの活動に対し
ましては、支援が必要であると思われる人を把握して、自治体や関係機関と積極的に協働し、社会福祉の増進
に貢献していただくことをご期待いたします。

　尚、平成26年度も中央研修会、地区研修会を開催する予定でおります。貴重な情報交換の場となりますので、
ご参加よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合掌
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平成24年度　浄土宗民生委員・児童委員協議会収支決算書

収入の部 自：平成24年4月1日　至：平成25年3月31日（単位：円）

款　　　　　　項 平成24年度予算額 平成24年度執行額 比較増減（△減） 備　　　考

（1）会費収入 405，000 418，000 13，000

①当該年度会費 375，000 342，000 △33，000 ＠3000円×114名

②過年度会費 30，000 76，000 46，000 ＠3000円×20名、＠2000×8名

（2）助成金収入 1，080，000 900，000 △180，000

①通常助成金 1，080，000 900，000 △180，000
中央研修会40、地区研修会42、

@関紙功労者8（単位：万）

（3）事業収入 54，000 51，000 △3，000

①中央研修会参加費 54，000 51，000 △3，000 ＠3000円×17名

（4）雑収入 30，000 30，044 44

①雑収入 30，000 30，044 44 中央研修会表賀30，000円、

?ｧ44円
（5）繰越金 215，521 215，521 0

①前年度繰越金 215，521 215，521 0 平成23年度より

収　　入　　合　　計 1，784，521 1，614，565 △169，956

支出の部
款　　　　　　項 平成24年度予算額 平成24年度執行額 比較増減（△減） 備　　　考

（1）研修会費 1，020，000 770，000 △250，000

①中央研修会費 420，000 350，000 △70，000
会場使用料、講師講演料、

ｷ費等

②地区研修会費 600，000 420，000 △180，000
北海道10、東北10、東海7、近畿5、

?l国5、九州5（単位：万）

（2）事業費 85，000 64，050 △20，950

①機関紙発行費 65，000 53，550 △11，450 ひろば8号250部

②功労者顕彰費 20，000 10，500 △9，500 記念品代2名

（3）会議費 450，000 554，000 104，000

①理事会費 450，000 554，000 104，000 理事会2回・監査会1回

（4）庶費 85，000 72，178 △12，822

①事務費 70，000 72，178 2，178
郵便振替手数料、通信費、

c弔費等

②事務局費 15，000 0 △15，000 事務局運営費

（5）予備費 144，521 0 △144，521

①予備費 144，521 0 △144，521

支　　出　　合　　計 1，784，521 1，460，228 △324，293

収入合計　1，614，565円　一　支出合計　1，460，228円　＝　差引残高　154，337円（次年度へ繰越）

浄土宗民生委員・児童委員協議会理事長殿
以上提出された、平成24年度浄土宗民生委員・児童委員協議会決算について、監査の結果適正であると認め

たのでこれを証明します。

平成25年5月1日

監事小上泰信　㊥
監事服部照友　㊥
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平成24年度事業報告

　　　　　研修会関係

①中央研修会

・日時　平成24年7月9日10日

・会場　ホテルゑびや

・講師　糸魚川市社会福祉事務所長

　　　　　　　　加藤　美也子氏

・講題　糸魚川市の福祉の現状

・講師　糸魚川市教育委員会博物館

　　　　　　　　　竹之内　耕氏

・講題　糸魚川世界ジオパークー誇

　れる自然と文化一

・参加者数　17名

②地区研修会

★北海道地区

・日時　平成24年12月11日12日

・会場　ホテル札幌ガーデンパレス

・講師　社会福祉法人北海道共同募

　金会事務局長　　　天羽　啓氏

・講題　赤い羽根の現況について

・講師　浄土宗民生委員・児童委員

　協議会理事　　　渡部　徳樹師

・講題　災害時一人も見逃さない運動

・参加者数　5名

《保護司・教誇師・同和推進共催》

★東北地区

・日時　平成24年10月9日10日

・会場　むつグランドホテル

・講師　動物写真家

　NPO法人ニホンザルフィールドステ

　ーション事務局長　松岡　史郎氏

・講題　下北のサルに魅せられて

・講師　浄土宗民生委員・児童委員

　協議会理事長　　加藤　正典師

・講題　中央研修会に参加して

　東日本大震災における民生委員児

　童委員活動状況報告

・講師　浄土宗民生委員・児童委員協

　議会東北支部会長　笹井　岳雄師

　浄土宗民生委員・児童委員協議会

　東北支部副会長　敦賀　中道師

・講題　東日本大震災における民生

　委員児童委員活動状況報告

・参加者数　7名

★東海地区

・日時　平成25年2月1日

・会場　願王寺

・講師　魂のヴォーカリスト

　　　　　　　　杉山　裕太郎氏

・講題　絆～どん底の中で見つけた

、，ヒカリ～

・講師　元愛知県保育士会会長

　　　　　　　　　古森　柴折氏

・講題　こどもにまつわるアレコレ

・参加者数　ll名

《保護司・教誰師共催》

★北陸地区

《中央研修会共催》

★近畿地区

・日時　平成24年10月10日

・会場　ANAクラウンプラザホテ

　ル神戸

・講師　大分教区蓮花寺住職

　　　　　　　　　鶴山　瑞教師

・講題　人を救う四つの方法

・講師　神戸保護観察所長

　　　　　　　　　廣川　洋一氏

・講題　更生保護の課題

・参加者数　5名

《保護司共催》

★中四国地区

・日時　平成25年3月7日8日

・会場　岩国国際観光ホテル

・講師　岩国刑務所総務部長

　　　　　　　　　　山尾　進氏

・講題　刑務所の現状と課題

・講師　全国保護司会連合会副理事長

　　　　　　　　　坂本　宗徳師

・講題　保護司会あれこれ

・講師　浄土宗民生委員・児童委員

　協議会支部長　　岡崎　覚豊師

・講題　めぐりあいの喜び

・参加者数　28名（全体）

《保護司共催》

★九州地区

・日時　平成24年6月11日12日

・会場　ホテルニューオータニ博多

・講師　福岡保護観察所長

　　　　　　　　　荒木　龍彦氏

・講題　慈しむ心にふれて

・講師　作家　　　夏樹　静子氏

・講題　裁判とミステリー

・講師　天台宗善光寺住職　保護司

　　　　　　　　　池田　智鏡師

・講題　一隅を照らす

・参加者数　62名（全体）　　　　’

《保護司・教誰師共催》

　　　　　機関紙発行

・浄土宗民生委員・児童委員協議会会報

　　　「ひろば」の発行1回

　　　　（発行部数250部）

　　　　　会議関係

①監査会

・日時　平成24年4月27日

・会場　宗務庁（京都）会議室

②理事会
【第1回】

・日時　平成24年5月31日

・会場　宗務庁（京都）会議室

【第2回】

・日時　平成24年11月12日

・会場　宗務庁（京都）会議室

③総会

・日時平成24年5月31日

・会場　宗務庁（京都）会議室
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浄堂宗民生委員・児童委員協議論役員名簿
（任期：平成23年4月1日～平成26年3月31日）

役職名 地区 教区 No 寺院名 氏名 〒 住　　　　所

理事長 東　北 福　島 14 満藏寺 加藤　正典 973－8401 いわき市内郷小島町台ノ上2番地

副理事長 東　海 伊　勢 135 蓮浄寺 堤　　康雄 515－1205 松阪市大石町550

理事 北海道 北　二 11 天徳寺 渡部　徳樹 086－1122 標津郡中標津町西二条北3－1

理事 東　北 岩　手 16 称名寺 笹井　岳雄 028－3452 紫波郡紫波町片寄鶉森6－3

理事 関　東 東　京 241 良信院 村山　好信 135－0022 江東区三好3－7－5

理事 北　陸 新　潟 1 善導寺 佐藤　耕哉 941－0063 糸魚川市清崎10－3

理事 近　畿 滋　賀 169 正壽院 成田　哲秀 523－0817 近江八幡市浅小井町500番地

理事 中四国 山　口 14 浄泉寺 岡崎　覚豊 742－0417 岩国市周東町下久原1404

理事 九　州 福　岡 39 常福寺 堀田　定俊 808－0008 北九州市若松区大字小竹715

監事 東　海 尾　張 165 善雁寺 服部　照友 492－8355 稲沢市片原一色町道上67番地

監事 近　畿 和歌山 88 極楽寺 小上　泰信 649－0133 海南市下津町下545

事務局長 関　東 東　京 241 良信院 村山　好信 135－0022 江東区三好3－7－5

罪撲24難獲撮鍵宗撲墾委量・児董萎貫砺議譲表彰者縮簿

10年勤続表彰

北海道第一 No14 光圓寺 木立　整以

新潟 No　1 善導寺 佐藤　耕哉 “安心のよりどころ、長年社会に貢献したお年寄りの体が不自由になった時、病
@には長くいれない等、こんな現状に心を痛め人と人とのつながりの大切さを教

ｦて頂きました。合掌

伊勢 No135 蓮浄寺 堤　　康雄 昨年12月に主任児童委員5期目を迎えました。子育て支援等協力をさせて頂いて
ｨりますが、現実はなかなか厳しいものがあります。社会のパイプ役となって頑
｣りたいと思います。

滋賀 Nα169 正壽院 成田　哲秀
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平成4年、第2土曜日が休日になって以来“サタデイ・プラザ、を始めて23年
ﾚ、喜んでお寺に集う子供達にこちらが励まされ続けています。歌・クイズ・手
iなど民児協の出前サービスも受けて地域の子育てに役立てば…　　と。干支の
pネル描きも年中行事の一つとして期待されています。これを色々な教材のネタ

奈良 No84 西方寺 中村　良忠 このたびは栄誉ある賞を頂きまして誠にありがとうございました。昨今子供たち
�謔閧ﾜくいろいろな問題が毎日のようにテレビや新聞紙上を賑わしています。
ｽ成6年に主任児童委員として委嘱されてから出来るだけ毎朝通学路で安全指導
�ｵながら「おはよう」「気をつけて」と声掛けをしています。挨拶を返せない
q、恥ずかしそうにする子、返事を返してくれる子色々な子がいます。挨拶ので
ｫない子の多いこと！今後も出来るだけ子供たちに声をかけ、見守りを続けたい
ﾆ思います。このたびはありがとうございました。

20年勤続表彰

東京 No　241良信院 村山　好信 母から受け継ぎ早くも20数年、浄土宗民生委員・児童委員協議会の存在を多くの
方に知ってほしいと思います。

30年勤続表彰

大分 Nα45 長泉寺 小田　恭壽 永年勤続の表彰を頂き心から感謝申し上げます。孤掌鳴り難しという言葉があり
ﾜすが、一つの手では音は出ません。二つの手がそろって始めてパンという音
ｪ出ます。今日迄37年間多くの民生委員のご協力のお陰で活動する事ができまし
ｽ。ありがとうございました。

50年勤続表彰

山口 Nα14 浄泉寺 岡暗　覚豊 昨年図らずもこ門主貌下より民生児童委員永年勤続の感謝状を賜り恐縮に存じま
ｷ。昨年11月をもって委員を退任致しました。長い間色々と御世話様になり心か
迪范逅¥し上げます。
�y宗の民生児童委員各位の益々の御活躍を祈念し御礼と致します。ありがとう

ｲざいました。
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平成25年度　浄土宗民生委員・児童委員協議会　収支予算書

収入の部 自：平成25年4月1日至：平成26年3月31日（単位：円）

款 項 平成25年度予算額 平成24年度予算額 比較増減（△減） 備　　　考

（1）会費収入 447，000 405，000 42，000

①当該年度会費 402，000 375，000 27，000 　　　　　　弓翌Rρ00円×134名

②過年度会費 45，000 30，000 15，000 ＠3ρ00円×15名

（2）助成金収入 1，080，000 1，080，000 0

①通常助成金 1，080，000 1，080，000 0 中研40、地区研60、機関紙6、

�J者顕彰2（単位：万）

（3）事業収入 60，000 54，000 6，000

①中央研修会参加費 60，000 54，000 6，000 ＠3ρ00円×20名

（4）雑収入 30，000 30，000 0

①雑収入 30，000 30，000 0 利息・表賀等

（5）繰越金 154，337 215，521 △61，184

①前年度繰越金 154，337 215，521 △61，184 平成24年度より

収　　入　　合　　計 1，771，337 1，784，521 △13，184

支出の部

款 項 平成25年度予算額 平成24年度予算額 比較増減（△減） 備　　　考

（1）研修会費 1，060，000 1，020，000 40，000

①中央研修会費 460，000 420，000 40，000

②地区研修会費 600，000 600，000 0 7地区

（2）事業費 85，000 85，000 0

①機関紙発行費 65，000 65，000 0 ひろば作成費

②功労者顕彰費 20，000 20，000 0 記念品代

（3）会議費 330，000 450，000 △120，000

①理事会費 330，000 450，000 △120，000
理事会1回、監査会1回、

ラﾙ代等

（4）庶費 115，000 85，000 30，000

①事務費 100，000 70，000 30，000 慶弔費・郵便料金等

②事務局費 15，000 15，000 0 事務局運営費

（5）予備費 181，337 144，521 36，816

①予備費 181，337 144，521 36，816

支　　出　　合　　計 1，771，337 1，784，521 △13，184

収入合計　1，771，337円 支出合計1，771，337円　＝　差引残高　0円
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浄土宗民生委員・児童委員協議会

　東北地区理事笹井　岳雄

災害時の安否確認について
　あの東日本大震災発生から、早いもので3年が経過

いたしました。

　岩手・宮城・福島の3県で被災され亡くなられた

方々の御冥福をお祈りいたしますと共に、災害に会わ

れた皆様にお見舞い申し上げます。

　また、震災に際しまして義援金等にご協力いただき

ました多くの皆様方に、被災県の一人として遅ればせ

ながら御礼申し上げます。

　3月11日。今迄経験したことがなかった強くて長い

揺れを感じました。私は盛岡におりましたが、停電し、

交通機関（JR）も全線運休となり、電話も通じませ

んでした。午後3時過ぎ、自坊から携帯電話で「寺が

被災したので早く帰ってくるよう」との連絡が入りま

した。路線バスとタクシーを乗り継ぎ、ようやく午後

8時30分頃、自坊に到着しました。一通り被害状況を

見ましたが、夜間であり、翌日に連絡等をすることに

してその日は食事をとって就寝しました。

　12日には、有線電話は使用できましたので、町役場

へ文化財損傷の連絡、総代・役員へ被災した旨連絡、

大工・左官・建具屋へ修理等と見積依頼をいたしまし

た。

　そのような中、民生・児童委員として、担当地区内

の高齢者の一人暮らし、二人暮らし、障害者の安否確

認の依頼がありました。

　時間をみつけて有線電話で大半は確認できましたが、

一軒だけ電話未加入の所がありました。そこで自宅を

訪ねましたが留守でしたので、地区の公民館長や区長、

お隣等に尋ね、ようやく盛岡の娘さん宅に居ることを

確認し、町社会福祉協議会宛、3日後に報告すること

ができました。

　その後、私の町では災害時の高齢者・障害者の安否

確認の方法について、地区ごとに考えるよう指導があ

りました。

　地区民児協でも、このことについて協議いたしまし

たが、とても民生委員だけで安否確認をすることは困

難な場合もあるので、地区の役員（自治会長・区長）

や隣…近所の方々の協力をいただいて、安否確認と必要

であれば避難をしていただくということになりました。

　東日本大震災では、岩手県内の民生・児童の方々

20余名が亡くなられました。この方々は沿岸地域の市

町村の方で、津波により、担当地区内の高齢者・障害

者の安否確認のため尊い命を犠牲にされたと推察いた

します。

　二度とこのようなことがおきぬよう対策を講じてい

ただきたいと存じます。

浄土宗民生委員・児童委員協議会

　関東地区理事村山　好信

中央研修会報告
　15回目になります中央研修会は、関東支部担当でメ

ルパルク東京にて平成25年11月18日19日の2日間にわ

たり開催されました。浄土宗社会国際局長・宮林雄彦

上人、東京教区長・鈴木宏侑上人、当協議会理事長・

加藤正典上人並びに各理事上人等総勢20数名の方々の

ご参加を得て行いました。

　第1日目は「少子高齢化による墓地等の承継者不存

在に関する諸問題について」という表題について弁護

士の矢澤夏子先生を講師にお招きして講習会を行いま

した。多くの資料をもとに法律上から、慣習上からと

多肢にわたる面からお話を伺いました。今回は児童委’

員・民生委員という立場だけでなく、それに加えて僧

侶である我々に何が出来るのか、どんな指導ができる

のか、切実な問題であり質問等を交えて有意義な講習

会でした。

　次の日は、各参加者による前日の講習を受けての事

例を話し合い、その後、マイクロバスで移動し、東京

都江東区にある児童と高齢者の総合施設である「グラ

ンチャ東雲」を見学しました。この施設は、高齢者の

「健康づくり」「生きがいづくり」、子供たちの「健や

かな成長」を担う施設として、高齢者と子どもたちが

世代を越えて交流できる場として、年々利用者が増加

しているとのことでした。施設長より館内をくまなく

案内して頂き研修を致しました。

　帰りは、銀座を抜けて東京駅で解散となりました。

来年度は、東海地区担当のようです。伊勢松坂で会い

ましょう。


