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　「福祉協力員」は自治会長と民生委員・児童委員の方々の推薦により、宮崎市社会福祉
協議会会長が委嘱し、市内26地区、約1,800名の方がボランティアとして活動されてい
ます。
　それぞれの地域の中で支援を必要とする、高齢者や障がいのある方などに声かけや見守
り活動を行い、日頃から安心して暮らせる地域づくりのために大きな貢献をいただいてい
ます。
　　　　今回、５年間にわたり活動をされた福祉協力員の方々に対し、表彰を行いました。
　　　　また、10年の長きにわたり活動されている福祉協力員の方々につきましては毎年
　　　開催される宮崎市社会福祉大会において表彰させていただいております。
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平成30年度 赤い羽根共同募金お礼
　昨年度実施しました赤い羽根共同募金における実績額は、24,713,252 円でした。
　これだけ多くの募金が寄せられたのも、自治会募金をはじめ、街頭募金、法人募金、学校募金等、多くの皆様からのご支援・
ご協力の賜物であり、深く感謝申し上げます。
　この募金は、県及び市内で活動する福祉団体やボランティアグループ、社会福祉協議会等が平成 31年度（令和元年度）
に実施する地域福祉事業に活用させていただきます。

　本年 12 月、全国で民生委員・児童委員の３
年間の任期が終了し、一斉改選が行われます。
　民生委員・児童委員は地域の中の身近な相談
役で、安心して暮らせる福祉のまちづくりに欠
かせない存在です。
　あなたも民生委員・児童委員として活躍して
みませんか？市民の皆様の積極的なご協力をお
願い申しあげます。

※事前に電話予約が必要に
　なります。
　右記までお問い合わせ
　ください。
　【受付】月曜～金曜
　　　　  8：30～17：00

民生委員・児童委員の一斉改選が行われます
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　かみむらスポーツ教室　様から、「チャリティ運動会」
で集められたご寄付をいただきました。
　今回で３回目となるご寄付は、本会が推進する様々
な地域福祉事業に活用させていただいております。

かみむらスポーツ教室 様

　江坂設備工業株式会社　様から、ご寄付をいただきました。
　永年にわたり、地域福祉の推進に多大なご協力とご理解を
いただいております。
　本会へのご寄付は今回で１４回を数え、毎年、様々な地域福
祉事業に有効に活用させていただいております。

江坂設備工業株式会社 様

あたたかいご支援ありがとうございます



子ども
　平成30年３月の目黒区における５歳女児虐待死亡事件、今年１月の千葉県野田市小４女児虐待
死亡事件、２月の鹿児島県いちき串木野市４歳女児虐待事件等、児童虐待による悲惨な事件が相
次いでいます。
　地域での関係性の希薄化や、子育て世代の孤立や不安、経済的不安等、様々な要因によって児
童虐待の発生件数、相談件数は全国的に増加の一途を辿っています。
　地域の宝である大切な子どもたちを虐待から守るためには、子育て中の親子を孤立させないこ
とや、子どもや親の変化にいち早く気付くような、見守りや支え合いといった地域の取り組みに
加え、関係機関との連携強化が重要となっています。

　宮崎市においても全国と同様に年々、児童
虐待相談件数は増加の一途を辿っています。
　宮崎市で受け付けられた、児童虐待に関す
る相談件数は平成30年度には1,701件と平成
26年度の約４倍となっています。

　「自分の家は大丈夫」「近所や地域などの身近で起こることはない」と児童虐待を遠い場所
での出来事だと思っていませんか？
　児童虐待は、どの家庭や、どの地域でも起こる可能性が十分に考えられます。虐待の内容
は暴力だけではありません。主に以下の４種類に分類されます。

　子育て世代の中には、身近な地域の中に相談
相手等がいない方もいると思われます。
　そのような方たちの中には「ＳＯＳ」を出せ
ず一人で悩んでいる方もいます。そのような方

たちへ声をかけるだけで、見守りへとつながり、
支え合いのネットワークが広がっていきます。
　あなたのやさしい気持ちで、支え合いのネッ
トワークが広がり、児童虐待防止の一歩へつな
がっていきます。
　地域のみなさんの力で「宮崎市から児童虐待
ゼロ」を一緒に目指していきましょう！　

虐待

・殴る、蹴る、叩く
・火傷をおわせる
・溺れさせる
　　　　　　　等

身体的虐待
・子どもへの性的行為
・性的行為を見せる
・ポルノグラフィの
　　　　被写体にする
　　　　　　　　  等

性的虐待

・家に閉じ込める
・食事を与えない
・ひどく不潔にする　
・病気でも病院に
　連れて行かない
　　　　　　　　　等

ネグレクト
（育児放棄

・怠慢）

・言葉による脅し
・無視
・きょうだい間での
　差別的扱い
・家族に暴力をふるうの
　を見せる　　　　　等

心理的虐待

○ 宮崎県中央児童相談所
　　TEL.0985-26-1551　［受付時間］　月～金 ８：30～17：15
　　※緊急の場合は、24時間いつでも受け付けています。

○ 宮崎市子育て支援課
　　TEL.0985-21-1766　［受付時間］　月～金 ８：30～17：15
○ 児童相談所全国共通ダイヤル 「１８９」（いちはやく）

○ 最寄りの警察署 「１１０」
※通告をしても、いつ誰がなどの個人情報が洩れることはありません。
　また、児童虐待でなかったとしても通告者に責任はありません。
　手遅れになる前に通告することが重要です。

児童虐待とは

宮崎市の児童虐待の現状

児童虐待では…と思ったら（児童虐待の通告先）

ら
か

宮崎市から
児童虐待ゼロに！

子ども子ども 守る守る守るを ために
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［宮崎市の児童虐待に関する相談件数の推移］

虐待を未然に防止する取組み
による受理の増加等

面前ＤＶによる児童相談所、
警察からの世帯照会の増加等
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　ボランティアというと近年では災害復
興支援のイメージが強くあると思います
が、普段の趣味や技術を活かせるボラン
ティア活動がたくさんあります。
　市社協ボランティアセンターでは、気
軽にボランティアを体験できるメニュー
を企画しています。
　「人の役に立ちたい！」そんな思いを、
７月～９月のボランティア体験月間でぜ
ひ試してみませんか？
　

　北海道から沖縄までの32都道府県の自治
会・町内会関係者が参加され、宮崎市で全国
大会が行われます。
　宮崎市内には729の自治会が活動されおり、
約97,000世帯が自治会に加入しています。（平
成30年度６月現在）

　宮崎市内での自治会加入率は年々減少傾向
にあります。
　自治会は見守りや支え合い、災害時の助け
合いなど地域づくりの根幹を担っています。
皆さんぜひ自治会へ加入・参加し地域をより
良く盛り上げていきましょう。

本　　　所 香典返し 安部 嘉彦 /￥20,000　鎌田 恭子　石川 かお里　日髙 正利
 篤　　志 内山禅寺 森玄堂（托鉢での浄財）/￥16,642　㈱湖月 /お菓子
佐土原支所 香典返し 奥野 富子　坂本 喜美子　佐藤 和子　小佐治 守　図師 清 /￥20,000
田　野　支　所 香典返し 中田 芳子　西村　久　長倉 厚子　山下 陸夫　米元 厚子　安藤 立信
高　岡　支　所 香典返し 毛利 トミ　樋口 武子　柳原 照美　田口 道雄
清　武　支　所 香典返し 黒木 正治　増田 純一　佐竹 訓志　那須 昭徳　坂元 榮次　黒木 義光（Ｈ31.1.22 受付分）

本　　　所 香典返し 木下 ミツル　柏原 耕藏　福留 陽子　橋口 ユリ子　新屋敷 隆　後藤 逸子
  須田 ミチ子　赤松 初
 篤　　志 エタニティダンスクラブ /￥40,000
佐土原支所 香典返し 河野　初視
 篤　　志 佐土原ライオンズクラブ /￥20,000
田　野　支　所 香典返し 津田 博子　松崎 ミキヤ
高　岡　支　所 香典返し 錦田 建一郎　廣池 トシ　角園 隆紀
清　武　支　所 香典返し 落合 民子　川畑 俊郎　長友 和子　湯浅 嘉尅　黒崎 ハル子

本　　　所 香典返し 塩見 美津子 /￥500,000　小濵 秀美　野﨑 邦男 /￥30,000　井黒 洋子　
  坂元 守雄　平畑 康秀 /￥100,000　木下 サダ子　福澤 幸男　福澤 豊子
 篤　　志 ㈱湖月 /お菓子　宮崎市グラウンド・ゴルフ協会 /￥15,000
佐土原支所 香典返し 東 リツ子　宮原 ツル　木村 喜代美　廣島 祐子
田　野　支　所 香典返し 船ケ山 高敬　川口 律子
高　岡　支　所 香典返し 松元 茂　田代 和久　竹下 弘
清　武　支　所 香典返し 谷口 博　長友 和宏　日髙 牧子　髙橋 恭子　長友 芳子　鬼束 須美子

２
月

３
月

４
月

全国自治会連合会宮崎県宮崎大会が
開催されます
令和元年10月30日（水）・31日（木）
シーガイアコンベンションセンター

日  時　

場  所　

・高齢者施設での話し相手や散歩の付添い
・福祉施設でのイベントの手伝い
・障害児・者キャンプへの参加
・自然保護活動
　※上記は一例です。詳しくは市社協ボランティア
　　センターへお問い合わせください。

● 体験メニュー ●

～わんぱく福祉体験～ 小・中学生対象の体験メニュー

福祉施設での清掃活動
開催日／7月26日㈮　会場／清武地区の福祉施設

介護予防工作のお手伝いボランティア
開催日／7月27日㈯　会場／佐土原地域福祉センター

音声訳ボランティア体験
開催日／７月末実施予定　会場／高岡保健福祉センター「穆園館」

地域に寄り添える子どもボランティア講座
開催日／７月６日㈯　会場／田野公民館 … …

ボランティア体験月間です9月～ は７月
香典返し及び一般寄付
愛のご寄付ありがとうございました。（敬称略・順不同）寄 付 者 名 簿
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本　　　所 香典返し 塩見 美津子 /￥500,000　小濵 秀美　野﨑 邦男 /￥30,000　井黒 洋子　
  坂元 守雄　平畑 康秀 /￥100,000　木下 サダ子　福澤 幸男　福澤 豊子
 篤　　志 ㈱湖月 /お菓子　宮崎市グラウンド・ゴルフ協会 /￥15,000
佐土原支所 香典返し 東 リツ子　宮原 ツル　木村 喜代美　廣島 祐子
田　野　支　所 香典返し 船ケ山 高敬　川口 律子
高　岡　支　所 香典返し 松元 茂　田代 和久　竹下 弘
清　武　支　所 香典返し 谷口 博　長友 和宏　日髙 牧子　髙橋 恭子　長友 芳子　鬼束 須美子

２
月

３
月

４
月

全国自治会連合会宮崎県宮崎大会が
開催されます
令和元年10月30日（水）・31日（木）
シーガイアコンベンションセンター

日  時　

場  所　

・高齢者施設での話し相手や散歩の付添い
・福祉施設でのイベントの手伝い
・障害児・者キャンプへの参加
・自然保護活動
　※上記は一例です。詳しくは市社協ボランティア
　　センターへお問い合わせください。

● 体験メニュー ●

～わんぱく福祉体験～ 小・中学生対象の体験メニュー

福祉施設での清掃活動
開催日／7月26日㈮　会場／清武地区の福祉施設

介護予防工作のお手伝いボランティア
開催日／7月27日㈯　会場／佐土原地域福祉センター

音声訳ボランティア体験
開催日／７月末実施予定　会場／高岡保健福祉センター「穆園館」

地域に寄り添える子どもボランティア講座
開催日／７月６日㈯　会場／田野公民館 … …

ボランティア体験月間です9月～ は７月
香典返し及び一般寄付
愛のご寄付ありがとうございました。（敬称略・順不同）寄 付 者 名 簿
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　「福祉協力員」は自治会長と民生委員・児童委員の方々の推薦により、宮崎市社会福祉
協議会会長が委嘱し、市内26地区、約1,800名の方がボランティアとして活動されてい
ます。
　それぞれの地域の中で支援を必要とする、高齢者や障がいのある方などに声かけや見守
り活動を行い、日頃から安心して暮らせる地域づくりのために大きな貢献をいただいてい
ます。
　　　　今回、５年間にわたり活動をされた福祉協力員の方々に対し、表彰を行いました。
　　　　また、10年の長きにわたり活動されている福祉協力員の方々につきましては毎年
　　　開催される宮崎市社会福祉大会において表彰させていただいております。

福祉協
力員の５年表彰を行いました福祉協
力員の５年表彰を行いました

7月 8月 9月 10月
5日 2日 6日 4日
18日 15日 19日 17日
25日 22日 26日 24日

8日第２木曜 13:30～15:30 10日
4日 5日
11日

第１金曜 13:30～16:00
第３木曜 13:30～16:00
第４木曜 13:30～16:00

第１木曜 13:30～15:30
第２木曜 13:30～15:30

田野総合福祉館

宮崎市総合福祉保健センター

佐土原地域福祉センター

清武総合福祉センター
高岡福祉保健センター 12日

平成30年度 赤い羽根共同募金お礼
　昨年度実施しました赤い羽根共同募金における実績額は、24,713,252 円でした。
　これだけ多くの募金が寄せられたのも、自治会募金をはじめ、街頭募金、法人募金、学校募金等、多くの皆様からのご支援・
ご協力の賜物であり、深く感謝申し上げます。
　この募金は、県及び市内で活動する福祉団体やボランティアグループ、社会福祉協議会等が平成 31年度（令和元年度）
に実施する地域福祉事業に活用させていただきます。

　本年 12 月、全国で民生委員・児童委員の３
年間の任期が終了し、一斉改選が行われます。
　民生委員・児童委員は地域の中の身近な相談
役で、安心して暮らせる福祉のまちづくりに欠
かせない存在です。
　あなたも民生委員・児童委員として活躍して
みませんか？市民の皆様の積極的なご協力をお
願い申しあげます。

※事前に電話予約が必要に
　なります。
　右記までお問い合わせ
　ください。
　【受付】月曜～金曜
　　　　  8：30～17：00

民生委員・児童委員の一斉改選が行われます

Vol.123

　かみむらスポーツ教室　様から、「チャリティ運動会」
で集められたご寄付をいただきました。
　今回で３回目となるご寄付は、本会が推進する様々
な地域福祉事業に活用させていただいております。

かみむらスポーツ教室 様

　江坂設備工業株式会社　様から、ご寄付をいただきました。
　永年にわたり、地域福祉の推進に多大なご協力とご理解を
いただいております。
　本会へのご寄付は今回で１４回を数え、毎年、様々な地域福
祉事業に有効に活用させていただいております。

江坂設備工業株式会社 様

あたたかいご支援ありがとうございます


