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第１章 計画（第２期）の策定にあたって 

 

１．社会保障制度の変革と計画策定 

 

 2013（平成 25）年 8月 6日の「社会保障制度改革国民会議報告書」をもとに、現在、わが国

の医療・介護・福祉の改革が進められようとしています。伊勢市地域福祉計画・地域福祉活動

計画の第 2期策定は、国の大きな政策転換とほぼ同時進行で進められてきました。 

 この報告書の社会保障制度に対する基本的考え方は、2012 年 8 月 10 日に成立した「社会保

障制度改革推進法」を踏まえ、次のような視点でまとめられています。 

第 1に『自助、共助、公助』を明示し、「自己責任」と「家族・地域の相互扶助」の精神を強

調し、第 2 に財源問題を背景として、社会保障の負担増大を抑制すること、第 3 にその財源は

社会保険料を中心にして、一般税財源からの負担を抑制すること、第 4に消費税増税を理由に、

連帯責任による負担の公平化、をあげています。 

総じて、社会保障の給付の抑制と負担の増加を国民に訴えた内容となっていますが、この４

つの考え方を踏まえ、報告書は「年金、医療、介護、保育、福祉」における具体的な改革の実

行を示唆しました。 

 わが国の社会保障制度は、1951年当時、社会保障制度審議会の「社会保障制度勧告」をもと

に、いわゆる「国民皆年金、国民皆保険」を基本とする仕組みが築きあげられました。これは、

日本国憲法第 25条「生存権」が保障する「国民の健康で文化的な最低限度の生活、社会福祉・

社会保障に対する国の責務」（ナショナル・ミニマム「国民的最低限」）を実現する「公助、共

助、自助」の仕組みとしてスタートしました。 

しかし、今回の報告書では、これまでの考え方から「自助、共助、公助」に大きく舵を切り、

地域における「ローカル・ミニマム（地域的最低限）」の仕組みの立ち上げを求めています。高

齢化、少子化、人口流失、過疎化に歯止めのかからない地域にあっては、まさに地域社会の崩

壊すら危惧されるところです。 

この差し迫った課題をいかに市民に周知し、その危機感を共有できるか、この問題意識が、

第 2期の伊勢市地域福祉計画・地域福祉活動計画に込められた最も大きな願いです。 

 高齢化、少子化、人口流失、過疎化の流れのなかにあって、伊勢市も例外ではなく、この流

れをくい止めることが大きな課題となっています。そのなかで、最も注目すべきは「人口流失」

問題です。若者が仕事を求めて都市部に移住する、若い世代が自分たちのライフスタイル、便

利な生活環境を求めて移住する、それにより地域社会では少子化・高齢化が加速する、このよ

うな閉塞的な流れに歯止めをかけなければ、本当に身近な地域社会が崩壊してしまい、再生が

困難になってしまうと考えます。 

 私たちは、伊勢市地域福祉計画・地域福祉活動計画が、地元再生に立ちあがる市民のパワー

を喚起し、ともに考え、ともに行動する指針として役立てていただけるものとして、計画策定

に関わったすべての人たちの願いを受け止め、第 2期計画の策定に当たりました。 
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２．これからのボランティア活動 ～ボランティア・市民活動の変革～ 

 

 日本で「ボランティア活動」が広く国民に知れ渡ったのは、1995年（平成 7年）の阪神淡路

大震災であり、この時には全国から大勢のボランティアが駆けつけたことから「ボランティア

元年」と呼ばれています。以降、大規模災害の発生時には、多くのボランティアが被災地での

支援活動に積極的に参加することとなりましたが、日常生活を送る身近な地域の活動に目を向

けたボランティア活動はなかなか定着していないのが現状です。 

その背景には、ボランティア活動に対する意識において、「本来は行政がやるべき」、「自己満

足にすぎない」「偽善的だ」、「お節介と思われたくない」、などの考えがあるのかも知れません。

しかし、国民の約６割の方はボランティア活動に参加したいという気持ちがあると言われてい

ます。 

居住する地域や世代などの違いによって価値観や暮らし方の多様化が進み、また高齢化、人

と人とのつながりの希薄化などによって、これまでどおり自治会をはじめとする地域と行政の

連携によるコミュニティの維持も難しくなっています。 

 こういった状況から、様々な年齢層のボランティア活動者の発掘を行い、誰もが気軽に地域

でボランティア活動ができる仕組みづくりを構築し、地域で助け合い、支え合いながら暮らし

ていくことが求められ、その原動力として、「市民の皆さん一人ひとりの力」が必要になってい

ます。 

 

 

 

 

３．第１期策定後の変化 

 

第１期計画（平成 21 年度～平成 25 年度）は、伊勢市総合計画『みんなのまちの計画』

の基本計画「生活・健康・福祉」部門の実施計画として位置づけられていることから、毎

年実施する「伊勢市総合計画の実現状況把握に係る住民実感等調査」の結果を参考に第１

期計画策定後の計画の進捗について検証、分析を行いました。 

 

 

 

伊勢市総合計画の実現状況把握に係る住民実感等調査」の結果（抜粋） 

 

 

１．調査の目的 

   「みんなのまちの計画（伊勢市総合計画）」に対する住民実感等で表わされる指

標についての現状把握。 

 

２．実施期間  平成 19年度から平成 24年度 
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３．調 査 票 

    ４種類（Ａ：「自治と行政のしくみ＋産業」関係、Ｂ：「人権・教育・文化＋

環境」関係、Ｃ：「生活・健康・福祉」関係、Ｄ：「防災・防犯＋交流都市基盤」

関係）のアンケート調査票により調査する。 

 

４．対象者数  発送数：4,000名（各 1,000名×４種類） 

 

５．調査対象者（抽出方法） 

（１）基本事項 

 ・伊勢市住民基本台帳に記載されている方（抽出する時点での伊勢市民） 

 ・調査実施の年度中に、満 16歳以上となる方（≒高校生以上） 

 （２）抽出方法 

 ・性別（男女）、年代別、居住地域（中学校区） 

 

６．調査結果 

Ｃ：「生活・健康・福祉」関係の内容より 

 

問 『障がいのある人が地域や社会に積極的に参加しやすいまちだと思いますか』 

 

  

 

問 『高齢者とこどもが交流していると思いますか』 

 

  

大いに 
思う 

少し 
思う 

どちらとも
いえない 

あまり 
思わない 

思わない わからない 

大いに 
思う 

少し 
思う 

どちらとも
いえない 

あまり 
思わない 思わない わからない 
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問 『困った時に助け合えるような近所付き合いがありますか』 

 

  

 

問 『高齢者や障がいのある人にとって安心して外出できるまちだと思いますか』 

 

 

 

問『こどもや高齢者に対する地域での見守り体制が充実していると思いますか』 

 

 

大いに 
ある 

少し 
ある 

どちらとも
いえない 

あまり 
ない ない 

大いに 
思う 

少し 
思う 

どちらとも
いえない 

あまり 
思わない 思わない わからない 

大いに 
思う 

少し 
思う 

どちらとも
いえない 

あまり 
思わない 

思わない わからない 

わからない 
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問『こどもたちにとって、安心して健やかに成長していけるまちだと思いますか』 

 

 

 

問『あなたは、虐待やＤＶにあったり発見したりしたときに、相談したり通報したり

する機関を知っていますか』 

 

 

 

 

 

 

関連するいつくかの項目について、調査実施期間（平成 19 年度～平成 24 年度）の住民

意識にあまり変化が見られず、住み慣れたまちや地域で安心して暮らしていくうえで、地

域での助け合いや見守りを充実していく必要があると考えられます。 

また、近所どうしのつきあいや、子ども、高齢者、障がいのある人も含む広い世代の交

流がないと感じている人も多く、身近なまちでのふれあいの場の提供が求められています。 

一方、虐待など問題が起きたときに、多くの人が相談できるところを知らないと回答し

ています。 

これらのことから、計画策定後の計画の周知や啓発、計画をもとにした各分野での施策、

事業のあり方を見つめ直す必要があると思われます。 

大いに 
思う 

少し 
思う 

どちらとも
いえない 

あまり 
思わない 

思わ 
ない 

わからない 
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４．背景 

 

（１）地域を取り巻く環境が変化し、高齢化、少子化、人口流出、過疎化が顕著になる一方

で、高齢者の一人世帯や老老介護など地域が抱える課題が深刻化しています。 

（２）近所付き合いが遠のき、地域の絆・つながりが薄くなり、誰がどこに暮らしているの

か、誰が支援を必要としているのか分からなくなってきました。 

（３）人口減少、人口流出、まちの空洞化が加速し、自治会役員、民生委員児童委員、ボラ

ンティアなど、地域で見守りを担う人材が減少し続けています。また、担い手の高齢化、

関わりをもつ人の減少により、地域を支える人の後継者を探すのが困難になっています。 

（４）少子高齢化、人口減少問題に伴い、国の社会保障の考え方が「公助・共助・自助」か

ら「自助・共助・公助」へと変わってきました。 

（５）住民一人ひとりが主体的に地域のことに関わる住民自治のまちづくりが進められてい

ます。 

（６）東日本大震災以降、大地震、津波など大災害の発生に備え、要援護者を支援する仕組

みづくりが求められています。 

（７）子育て世代が地域に根付くことのできる社会の再生、持続可能な地域社会の実現が求

められています。 
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行
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住民と市や社協のサービスを

つなぐしくみが弱体化する 

ことで、住民に必要なサービ

スが届きにくくなっている 

※サービスに行き着かないことで広がる生活不安の度合い（イメージ） 

住
民
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第２章 伊勢市を取り巻く状況 

 

１．人口及び年齢３区分別人口構成比の推移と推計 

  
※国勢調査、将来推計人口（ 国立 社会保障・人口問題研究所）より 
                         

              平 17 平 22 平 27 平 32 平 37 平 42 

人口（人） 134,973 130,271 124,767 118,982 112,564 105,928 

※将来人口推計からは、人口減少が進行する中においても、老年人口の

割合が増え続けていくことが予想されます。 

 

 

２．世帯の状況 

（１）平成２０年、平成２５年の人口、世帯数 

  
人 口 （人） 世帯数  

  
人 口  （人） 世帯数 

平 20 平 25 平 20 平 25  平 20 平 25 平 20 平 25 

進 修  2,887 2,800 1,186 1,213  宮 本  9,998 9,968 3,718 3,843 

修 道  4,418 4,199 1,914 1,899  豊 浜  5,780 5,396 1,807 1,882 

明 倫  5,679 5,349 2,614 2,568  北 浜  6,358 6,222 2,179 2,280 

有 緝  7,687 7,508 3,124 3,207  城 田  6,324 6,400 2,390 2,491 

厚 生  8,852 8,155 3,909 3,804  四 郷  7,017 7,117 2,712 2,901 

早 修  5,283 4,843 2,261 2,183  沼 木  2,176 2,044 753 786 

中 島  6,646 5,974 2,894 2,718  二 見 9,400 9,200 3,240 3,388 

神 社  6,470 6,297 2,559 2,581  小 俣  19,313 19,865 7,384 7,804 

大 湊  3,706 3,496 1,422 1,432  御 薗  9,188 9,042 3,565 3,639 

浜 郷  8,325 8,183 3,294 3,408       

     
 合 計 135,507 132,058 52,925 54,027 

※住民基本台帳資料より 

※人口はこの５年間で約 3,400 人減少していますが、世帯数は逆に約 1,100 世

帯増加しており、核家族化、世帯の少人数化が進んでいることが分かります。 

 

（人） 
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（２）人口、世帯数の増減 

 

※市内中心部では、人口、世帯数とも減少する空洞化が起きています。 

小俣地区では、開発等により、人口、世帯数とも増加しています。 
 
（３）１世帯あたりの世帯人員 

 

※核家族化により、ほとんどの地域では１世帯あたりの人員が３人を下回っ

ています。また、市内中心部では空洞化に伴い、１世帯あたりの世帯人員

が周辺の地域に比べて少ないことが分かります。 
 
（４）高齢者世帯の推移 

 

※高齢・障がい福祉課資料 高齢化率（毎年 10 月 1 日）より 

（人） 

（人） 

（人） 

（％） 
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（５）75歳以上世帯の推移 

 
※高齢・障がい福祉課資料 高齢化率（毎年 10 月 1 日）より 

 

※平成 20年と平成 25 年を比べると、高齢化率は 27.35％・約３ポイント、

75 歳以上人口の割合を示す後期高齢化率も 14.28％・約２ポイントの  

上昇となっています。 

※65歳以上、75歳以上で構成される世帯が増加し続けています。 

特に、高齢者の１人世帯の増加が著しいものとなっています。 

 

 

 

 

３．住民票による人口動態 

 

 
※戸籍住民課資料より 

 

※人口動態では、転出・転入による「社会動態」、出生・死亡による    

「自然動態」とも減少傾向にあり、人口減少が進んでいることが分かり

ます。 

 

 

（人） 

（％） （人） 



10 

 

４．合計特殊出生率の推移 

  

 

※三重県の情報”みえ DATABOX” より 
 

※「合計特殊出生率」は、一人の女性が一生に産む子供の平均数を示し

ます。全国平均はほぼ横ばい傾向ですが、三重県においてはやや変動

しています。伊勢市は、平成 23 年度までは増加していましたが、平成

24 年度には 0.05ポイント減少しています。 

 

 

 

 

５．要介護認定者の推移 

   

  

※介護保険課資料より 

 

※高齢化が進む中、全体で要介護認定者数も増加しています。 

 

 

（人） 

（人） 

要介護５ 

要介護４ 

要介護３ 

要介護２ 

要介護１ 

要支援２ 

要支援１ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E6%80%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90%E4%BE%9B
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６．障がいのある人の状況 

 

（１）各障害者手帳所持者の推移 
                                   （人） 

 平 20 平 21 平 22 平 23 平 24 

身体障害者手帳 6,497 6,621 6,673 6,799 5,278 

療育手帳 775 793 813 839 804 

精神障害者保健福祉手帳 444 491 533 585 627 

計 7,716 7,905 8,019 8,223 6,709 

 

（２）障がい種別にみる身体障害者手帳所持者の推移 
（人） 

 平 20 平 21 平 22 平 23 平 24 

視覚障害 458 462 458 457 337 

聴覚・平衡機能障害 877 873 842 847 654 

音声・言語そしゃく機能障害 90 92 88 93 71 

肢体不自由 3,481 3,528 3,559 3,614 2,757 

内部障害 1,591 1,666 1,726 1,788 1,459 

 

※高齢・障がい福祉課資料より 

 

 

 

 

７．自治会加入世帯数の推移 

 

※市民交流課資料より 

※世帯数は全体で増加していますが、自治会加入世帯数は平成 23 年以

降、減少傾向にあり、５年前の平成 20 年度より 600世帯減少していま

す。 

 

（世帯） 
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８．民生委員児童委員の状況        

 

（１）定数と欠員の状況               ※平成 25 年 12 月 1 日改選時 

  平成 19 平成 22 平成 25 

定数 （人） 296 298 302 

充足 （人） 283 291 286 

（充足率） 95.61% 97.65% 94.70% 

欠員 （人） 13 7 16 

 

（２）年齢構成及び男女比 

    
（人） 

  平 19 平 22 平 25    平 19 平 22 平 25 

30 歳代 0 1 1  男 125 123 128 

40 歳代 15 8 8  女 158 168 158 

50 歳代 57 51 35  総計 283 291 286 

60 歳代 142 176 159      

70 歳代 69 55 83      

総計 283 291 286      

※年齢構成では、60歳代が大半を占めています。平成 19 年と平成 25年を

比較すると、40 歳代は約８ポイント減少する一方で、70 歳代では約５

ポイント上昇するなど、高齢化していることが分かります。 

 

  （３）経験年数 

 
※平成 25 年度の一斉改選での経験年数を見ると、全体の約 30％が新たに民生

委員・児童委員となり、各経験年数からは再任による者が減少しています。 
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９．ボランティアの推移               

（１）ボランティア活動者数、ボランティアセンター登録者の推移 

 
 

（２）ボランティアセンター登録団体、個人ボランティア登録者の推移 

 

※社会福祉協議会資料より 

 

10．伊勢市内の老人クラブ数と会員数の推移 

 

※高齢・障がい福祉課資料 補助金申請のあった老人クラブ より 

※平成 20年度と比較すると、市内の老人クラブ数、加入会員数とも、年々

減少傾向にあります。 

（人） 

（団体） 

（人） 
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11．こども会等活動助成団体の推移          

 

  
※社会福祉協議会資料より 

※こども会、親子会、自治会等がこどもを中心に行っている子ども行事

の費用の一部を助成（１行事につき 10,000 円）しています。平成 25

年度は申請件数が減少しました。 

 

 

 

12．ふれあい・いきいきサロン活動等の推移      

 

 

※社会福祉協議会資料より 

※住民、ボランティア、福祉団体等が、高齢者、障がいのある方、子育

て世代、乳幼児等が気軽に集える交流の場として月 1回行っています。

参加者も増加しています。 

 

 

（人） （回） 

（団体） 
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13．高齢者ふれあい食事サービス事業の推移       

 

 
※社会福祉協議会資料より 

※70 歳以上の独居高齢者を対象に、民生委員児童委員が中心となって、ボラ

ンティア等と協力し、会食会（昼食）を実施しています。高齢者同士、住

民とのふれあい交流の場となっています。 

 

 

 

 

14．地域見守り活動助成事業の推移          

 

 
※社会福祉協議会資料より 

※自治会、老人クラブ、ボランティアなどが実施する高齢者や登下校時の見

守り、通学路の危険箇所の巡回等の活動に対し助成しています。 

 

（人） 

（団体） 

（実施数） 
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15．高齢者乳酸菌飲料等宅配サービス事業の推移    

 

 
※社会福祉協議会資料より 

※70歳以上の一人暮らしの方に、乳酸菌飲料等の宅配を販売事業者に委託し配

達することで、利用者の安否を確認します。健康状態に異状が認められたと

きは、速やかに関係機関に必要な連絡を行う。  

 

 

 

16．人口 100人あたりの空家数（賃貸用住宅の空家含む） 

 

 

    ※H22 国勢調査人口-みえ DataBox、H20 住宅土地統計調査空き家総数-e-stat より 

 

※人口 100人あたりの空家数は、伊勢市は 5.46 となっています。県内で

は、過疎化の進行する地域で数値が高くなっていることが分かります。 

 

（人） 
（回） 
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17．生活保護の状況          

 

（１）被生活保護世帯・人員の推移      ※生活支援課資料（毎年３月末の数）より 

 

（２）年齢階層別の生活保護受給者の推移 

  

（３）相談件数の推移 

 
※被生活保護世帯、被保護者とも年々増加し、平成 25 年 3 月には、人口の約１％

に到達しています。年齢別では、19歳～49歳、50 歳～64歳、75歳以上で増加が

みられます。相談件数も増加傾向にあります。 

（人・世帯） 

18歳以下 

19～49 歳以下 

50～64 歳以下 

65～74 歳以下 

75歳以上 
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第３章 計画の策定体制 

 

１．伊勢市地域福祉計画策定推進委員会、策定等検討委員会 

 

  計画の策定にあたっては、平成 25年 6月に「伊勢市地域福祉計画策定推進委員会」を設置

し、計画内容の審議・検討を進めました。 

 一方、議論に際しては、庁内の福祉をはじめ、関係分野の所属が横断的な視野で議論でき

るよう、「伊勢市地域福祉計画策定等検討委員会」を設置し、策定推進委員会で議論する内容

などを検討しました。 

また、庁内の連携を図り、各分野が策定するさまざまな行政計画との整合を図っていくこ

とが重要であることから、策定等検討委員会委員も策定推進委員会に出席しました。 

 

 

 

 

２．作業の進め方 

 

計画策定に当たっては、住民アンケートや地域懇談会を実施し、住民生活における課題の

解決のための方策について、できる限り住民の意見を反映できるよう検討しました。 

これらの作業を進めるにあたっては、「国等による障害者就労支援施設等からの物品等の

調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）」（平成 25 年 4 月施行）、「伊勢市にお

ける障害者就労支援施設等からの物品等の調達方針」（平成 25年 8月）に基づき、以下の作

業を市内の障害者就労支援施設で実施しました。 

 

    ・住民アンケート実施の際の印刷、封入、宛名貼り作業 

    ・住民アンケート結果のデータ入力作業及びイメージ読み取り作業 

 

    また、「伊勢市と皇學館大学との連携に関する協定書（平成 20 年７月 11 日）」に基づき、

以下の作業を皇學館大学と連携し実施しました。 

具体的な作業では、地域懇談会の運営に関し、同大学現代日本社会学部教授と学生がその

支援にあたりました。 

 

・アンケート結果分析業務 

・地域懇談会開催支援業務 

・計画作成支援業務 
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３．アンケート調査の実施 

 

（１）アンケート調査の概要 

 

本調査は、地域との関わりや地域活動への参加状況などの実態を把握するとともに、意見、

提言を広く聞き、計画に反映することを目的に実施しました。 

設問項目について、策定推進委員会、策定等検討委員会で、第１期の計画策定時に実施し

たアンケートが非常に設問数が多かったことなどの意見をもとに見直しました。 

 
 

○調査の種類  ：一般市民対象アンケート調査 

○調査地域   ：市内全域 

○調査対象者  ：平成 25年 10月 31日現在、伊勢市在住の 20歳代以上の方 

の中から無作為に抽出 

         （抽出の区分） 

            ・住所（学区根拠の町名による中学校区） 

            ・性別  

            ・年齢（20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、 

60歳代、70歳代、80歳代） 

○対象数    ：4,000人 

○調査期間   ：①平成 25年 11月 15日～平成 25年 11月 30日 

○調査方法   ：調査票による本人記入方式 

       郵送配布・郵送回収による郵送調査方法 

○回収結果   ：回収数 1,838 ・ 回収率 46.0％ 

          （参考）第１期策定の際の実施状況 

            ・対象者  ：4,000人 

            ・回収結果 ：1,497人・37.4％ 

 

 

◎アンケート調査の結果の概要 

  問；あなたの世帯の家族構成はどのようになっていますか。 

 
○夫婦のみ世帯、二世代世帯を合わせると 73.94％（前回 67.2％）となり、核家族化が 

進んでいます。 
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問；日常生活の上で「地域」ということを意識した場合、あなたの考える「地域」とは、次

のどの範囲ですか。 

      

 

 
○多くの回答者が、より身近な顔の見える関係が形成される自治会程度の大きさを「地域」

と捉えていると考えられます。 

 

問；暮らしの中で相談や助けが必要なとき、あなたは誰(どこ)に相談しますか。（複数回答） 

 

・家族や親戚など身内の人 1547  ・社会福祉協議会 160 

・知人・友人 718  ・民生委員児童委員 80 

・市役所などの行政機関 499  ・相談する人がいない 86 

・近所の親しい人 309  ・その他 30 

・職場の親しい人 231  

 

問；あなたは、福祉に関することで困ったとき、気軽に相談できるようにするためには、ど

のような取り組みが必要だと思いますか。（複数回答） 

 

・市の相談窓口の充実    1087 

・福祉施設、事業所、医療機関・薬局等に   533 

相談窓口をつくる  

自治会等の区域程度 小学校区くらい 中学校区 
くらい 

伊勢市全域 
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・社会福祉協議会の「総合相談窓口」の充実      515 

・自治会やまちづくり協議会などに身近な   395 

相談窓口をつくる  

・地域包括支援センターなどの相談機関の充実  372 

・民生委員の相談体制の充実    274 

・特にない、分からない     260 

・その他           39 

 

問； 以下の団体や機関を知っていますか。 

 

 
○支援センター｢ブレス｣、障害者総合相談支援センター｢フクシア｣など、障害者関係の機

関については、「まったく知らない」人が大半を占めています。また、市民活動センタ

ーやボランティアセンターなど、住民の自発的な活動を支援するための機関についても

「まったく知らない」人が多くみられます。 

 

問；あなたは、ふだん、ご近所とどの程度の付き合いをしていますか。 
 

 

よく知っている 名前だけ知っている 
まったく 

知らない 
無回答 
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問；現在あなたがお住まいの地域について、どのように思いますか。 

 

 

 

問；あなたは地域でどんな活動に参加していますか。（複数回答） 

 

・地域の伝統行事や祭り 409 

・自治会、まちづくり協議会など 291 

・子ども会、老人会、婦人会 247 

・ＰＴＡ活動 126 

・ボランティア活動 122 

・消防団や地域の自主防災隊 68 

・子どもの見守り、子育て支援 41 

・高齢者、障がいのある人の生活支援 36 

・民生委員児童委員の活動 12 

・特にない 970 

・その他 39 

思う まあまあそう思う あまり思わない 思わない 
どちらとも

いえない 無回答 
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問；あなたのお住まいの地域がもっと住みやすくなるために、今後、どのような活動が必要

だと思いますか。（複数回答） 

 

・防犯活動など地域の安全を守る活動 657 

・幅広い世代が交流する活動 618 

・避難訓練や災害発生時の支援 577 

・高齢者の日常生活を支援する活動 517 

・地域を元気にする活動 381 

・地域の美化・環境を整備する活動 380 

・子育てを支援する活動 250 

・ボランティアの養成や支援 133 

・スポーツの指導などこどもの健全育成 129 

・障がいのある人の日常生活、社会参画を支援する活動 114 

・特にない 223 

・その他 32 

 

 

 

 

４．地域懇談会の開催 

 

    住民の声を聞き、地域性をもった取り組みを展開していけるよう、地域懇談会を開催し、

課題の把握を行いました。 

   実施にあたっては、第１期策定の際、実施した地域懇談会での各会場の参加状況などを

踏まえ、参加に対する呼びかけ方法を見直し、市が開催日時や会場、開催規模を一方的に

決めるのではなく、実施先の地域と調整し、できる限り多くの参加が得られるよう、総連

合自治会常任委員会や設立済みの地区みらい会議の役員の皆さんに協力を呼びかけまし

た。 

呼びかけに応じていただいた団体には開催の目的などを説明し、開催日時や会場等を調

整しながら実施しました。その結果、さまざまな地域の活動の担い手（自治会、老人会、

子ども会、民生委員児童委員など）の方が積極的に参加していただき、福祉に関する情報

提供、ワークショップ形式や懇談形式による住民との意見交換を実施しました。 

 

 （開催状況） 

実 施 日 会 場 実 施 先 参 加 

平成 25 年 11月 13日（水） 

19：00～20：30 

浜郷地区コミュニティ

センター会議室 

浜郷地区まちづくり

協議会 
20 名 

11 月 25 日（水） 

19：00～20：30 
中島幼稚園 遊戯室 

中島地区まちづくり

協議会 
31 名 

12 月 10 日（火） 

19：00～20：30 
船江会館 集会室 船江連合会 21 名 

12 月 12 日（木） 

19：00～20：30 

四郷地区コミュニティ

センター会議室 

四郷地区まちづくり

協議会 
18 名 

12 月 18 日（水） 

19：00～20：30 
上地町公民館 

城田地区連絡協議

会 
14 名 
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12 月 19 日（木） 

19：00～20：30 

小俣老人福祉会館 

集会室 

小俣地区まちづくり

協議会 
26 名 

平成 26 年  1 月 17 日（金） 

19：00～20：30 

神社地区コミュニティ

センター会議室 

神社地区まちづくり

協議会 
16 名 

1 月 29 日（水） 

19：00～20：30 
二見町今一色公民館 高城まちづくりの会 49 名 

2 月 24 日（月） 

19：00～20：30 

一之木ふれあいセン

ター 
厚生まちづくりの会 18 名 

  ９団体 213 名 

 

 

  

（地域懇談会で出された主な意見） 

高齢者の生活 

・一人暮らし・高齢者夫婦だけで暮らしている世帯が増えている。老老介護 

・家族の理解のなさ、疎遠 

・見守る人がいない、困ったときどう相談すればいいのかわからない 

・地域の横のつながりが希薄 

・独居老人の家はどこなのか分からない 

・一人暮らし高齢者は、買い物に行きにくい、病院への通院が困難 

・ゴミ出し(遠い人で 500～600ｍも離れている）が困難 

・孤立する人が増加している、閉じこもりがち、ひとりぼっちと思っている 

・高齢者の楽しみが少ない。以前まであった老人会がなくなってしまった 

・民生委員、市役所、社協の連携、確認が不十分である 

障がいのある人の生活 

・障がい者をもつ家族への負担が大きい 

・障老介護の対策 

・自宅での介護は限界 

・障がい者支援センターには職員が 4人しか居らず、１人当たり 200件のケー

スを抱える 

・作業所や民間では受け皿が満杯、地域の中で作業所に行けない 

子ども 

・子供が近くに住んでいないという不安 

・将来、子供もいない、親戚も少ないという状況で、自分たちが年をとった時

に誰がどう支援していくのか 

・不審者が登下校中の児童に声をかけることがある 

・小学生の登下校の見守り支援をしてくれる人材がいない、高齢化している。 

・子ども会がなくなってきている 

・小学校が統合され、地域に小学校がなくなる。今まで培ってきた特色・雰囲

気・文化が子どもたちに伝えられなくなる。歴史が途絶えてしまうかもしれ

ない 

民生委員・見守り 

・高齢者が増加したため、民生委員だけでは見守りができない 

・民生委員の限界、支える人の限界、民生委員になりたがらない 
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・民生委員と仕事の両立は難しく民生委員をする人は高齢者ばかりになる 

・民生委員の仕事の範囲が広く、仕事量が多く負担がかかっている 

・民生委員の数が少ない。体調不良のとき代わりがいない 

・自治会役員が 1年 1年で交代していて、十分な連携ができない 

・地域によって活動に温度差がある 

・ボランティアが少ない（特に若者） 

・それぞれの団体で活動をしているが、団体間の繋がりがない 

情報・連携 

・若者世代の福祉の関心が低く、福祉に関する情報の共有化が不十分である 

・区長・民生委員の連携が不十分。情報共有ができていない 

・地域の問題意識が薄い 

・要援護者のプライバシーとの兼ね合いが難しい 

・要援護者としてリストアップされていない者に対しての支援をどうするか 

世代間交流 

・地域で会議やイベントがあった時、いつも決まったメンバー 

・若い人が少ない、若い世代は地域に興味のない人が多い 

・近所付き合いをしない、自治会に入らない。いざという時の近所の付き合い

はあまりない 

・子どもたちが公園などで悪いことをしていても注意しない 

・交流活動が少ない、世代間交流の場がほしい 

・認知症の親と子の交流がない、老人会と小学生との交流がない 

空き家対策 

・人口流出でこれからますます空き家が増える。物寂しい雰囲気 

・空き家が増えると不安、防犯の見回りが大変 

・空き家が老朽化し、ゴミが不法投棄されている。ポイ捨てタバコから空き家

へ引火してしまう可能性がある 

災害に関すること 

・一人暮らし高齢者などへの情報伝達の方法が不十分 

・要援護者の範囲が広く、十分に支援ができない 

・個人情報の関係で災害時の要支援者が誰か把握できない 

・要援護者の緊急の避難の時に頼れる人がいない、緊急の連絡先を知らない 

・近隣に支援が必要な人がいるが、どんな支援が必要か把握できていない 

・防災・減災・防犯への取り組みを各地域がばらばらに行っている 

・隣近所が要援護者を助けろというが自分で精一杯なので無理 

・聴覚障がいのある人は、目で見て分からない。避難所でのアナウンスが聞こ

えない。この方たちの支援をどのようにしていくか 

自治会など 

・高齢者の私たちはいつまで自治会役員を続けられるか不安である。 

・自治会活動が難しくなってきている(後継者問題) 

・自治会が高齢化している。若者、ＰＴＡは自治会の高齢化についてどのよう

に考えているのか 

・どぶ掃除をやらなくなった（若者が少なく、高齢者だけでは肉体的に限界が

あるため、したいけれども今は行っていない） 

・集まりに出席する人はいつも同じ人 
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第４章 計画の基本理念と基本目標 

 

『地域福祉』とは、それぞれの地域において人びとが安心して暮らせるよう、地域住民

や公私の社会福祉関係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え方

です。福祉サービスを必要とする人たちが、地域社会を構成する一員として日常生活を営

み、社会、経済、文化に限らずあらゆる分野の活動に参加する機会を得ることができるよ

う、地域住民、社会福祉関係者等が相互に協力して地域福祉の推進に努めることとしてい

ます。（社会福祉法） 

『地域福祉計画』は、地域住民の皆様の意見を十分に反映させながら策定する計画です。

今後の地域福祉を総合的に推進する上で大きな柱と位置づけられます。  

 

 

１．地域福祉計画がめざすこと 

 

地域福祉計画は、地域福祉の理念と仕組みを示す計画（概念）で、社会福祉協議会の「地

域福祉活動計画」（実行）とともに、福祉に関する課題解決に向け、実効性のあるものとし

て推進することが重要です。  

伊勢市では、市と社会福祉協議会とが、本市における地域福祉の基本理念と基本目標を

共有し、一体的に策定しています。このような連携を主軸に、伊勢市に住む市民すべてが

幸福に暮らせるよう、人と人とのつながりを基本として、困ったときに助け合える関係づ

くりや、お互いを支え合う地域福祉の推進をめざします。 

 

 

 

２．計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊 勢 市 総 合 計 画 

 

市 

地 

域 

福 

祉 

計 

画 

 

 

老人福祉計画・介護保険事業計画 

障 害 者 保 健 福 祉 計 画 

 

.次 世 代 育 成 支 援 行 動 計 画 

 

健康づくり指針（健康増進計画） 

 

 

 

地 

域 

福 

祉 

活 

動 

計 

画 

 

社協 

その他の市のさまざまな計画 

福祉分野の基本計画 
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○各分野の計画との関係  

障害者保健福祉計画、老人福祉計画・介護保険事業計画、次世代育成行動計画、子ども・

子育て支援事業計画、健康づくり指針等、福祉部門の各分野の個別計画との整合性、連携

を図っていくことが重要です。 

そして、地域福祉計画は、これらの各分野の計画を内包し、「地域住民主体のまちづくり」

や幅広い住民参加を基本とする視点を持った計画とする必要があります。 

 

○地域福祉計画と分野別計画との役割の明確化  

    第１期計画の施策及び施策の方向性では、基本目標を達成するための具体的な目標を、

市、社会福祉協議会、民生委員児童委員、地域に対し役割として設定しています。 

第 2 期計画の策定においては、地域福祉に対する住民意識の高揚と理解を深め、地域で

お互いが支え合い、助け合いながら住みなれた地域で暮らしていけるよう、受け皿づくり

（体制）をめざします。 

 

 

３．計画の期間 

 

  計画期間は５年間とし、第２期は平成 26 年度から平成 30 年度までとします。社会情勢の

変化や市民のニーズに対応するため、必要に応じて計画を見直します。 

 

 平 21 平 22 平 23 平 24 平 25 平 26 平 27 平 28 平 29 平 30 平 31 

総合計画 

  基本構想 
           

  基本計画          
 

 

地域福祉計画・地域

福祉活動計画 
           

老人福祉計画・介護

保険事業計画 

 
    

 
   

 
 

障害者計画 
 

    
 

   
 

 

障害福祉計画 
  

   
 

   
 

 

次世代育成支援行動

計画 

 
    

 
   

 
 

子ども・子育て支援

事業計画 

  
   

  
  

 
 

健康づくり指針 

（健康増進計画） 

 
    

 
   

 
 

 

（障害者保健福祉計画） 
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４．計画の基本理念 

 

第１期計画は、伊勢市総合計画『みんなのまちの計画』の基本計画「生活・健康・福祉」

分野で定めた「いきいきと暮らせるまち」「安心して暮らせるまち」「健康に暮らせるまち」

をさらに細分化し、めざすべき４つの基本目標を設定しました。また、「みんなのまちの計

画」の生活・健康・福祉部門の実施計画として位置づけられ、23 項目の将来像の実現を目

指した計画となっています。 

伊勢市では、人口減少、人口流出、地域社会の高齢化、核家族による世帯構成など、福

祉に関する課題が、以前にも増して深刻化しています。一方では、地域のふれあいの希薄

化、地域コミュニティの弱体化が問題視される中、もっとも身近な地域のあり方としての

自治会組織のほか、現在、伊勢市では小学校区を単位とする地区みらい会議の設立が進め

られています。 

2011 年３月 11 日発生した東日本大震災以降、市民の災害に対する意識は大きく変わる

こととなり、2013年から本格的に災害時要援護者支援のための体制づくりも始まっていま

す。 

公（行政、社会福祉協議会）と、地域の担い手（自治会、民生委員児童委員、ボランテ

ィア、ＮＰＯ）が連携、協力体制を築き上げ、さまざまな福祉に関する取り組みなどをい

かしながら、身近な地域の中で、高齢者や障がいのある人、また、子育てや家族の介護で

悩んでいる人など、誰もが元気でいきいきと安心して暮らすことができるよう、思いやり

の心を育み、みんなの力で多様化する生活課題を克服していくことが求められています。 

第２期計画は、第１期計画の後期計画と位置づけ、第１期計画を補強し、策定後に発生

した新たな課題への対応など、計画の目的を推進するうえで一層の充実を図ることとしま

す。 

そのためには、 

 

１．一人ひとりが地域の中で交流を深め、住む人と地域が一体となった地域づくりを進

めること 

２．隣近所に住む人、住んでいる地域のことをもっと知り、住みよいまちをつくってい

くため、みんなで考えること 

３．課題に対して市民の一人ひとりが自発的に活動し、それぞれの地域で支え合い・助

け合いのできる体制づくりを進めること 

４．地域の問題や将来的な問題に対して、実効性のある仕組みを構築し、「すぐに取り組

めること」「時間をかけて取り組むこと」「インフラや制度整備を伴うもの」に整理

し、取り組みを進めていくこと 

 ５．地域社会の変化、社会保障制度の変貌による市民生活の変改に対応できる計画、施

策の見直し、推進を行うこと 

 

が重要です。 
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このことから、基本理念は第１期計画のものを継承し、次のとおりとします。 

 

『みんなの絆と“地域の力”で育む心豊かなまち』 

～ いきいきと安心して健康に暮らせる伊勢市を目指して ～ 

 
「地域」とは、市全域、中学校区、小学校区、自治会を中心とした区域、組・班などの

さまざまな捉え方があります。 

計画を推進する上では、小学校区程度の地域を中心とした地区みらい会議の単位を想定

しつつ、地域の多様性や自主性を尊重し、施策によっては、住民の生活に最も身近な単位

としての自治会組織など、最適な「地域」の単位により施策を展開することとします。 

    ｢地域全体で支え合う｣体制づくりには、地域住民との連携の強化が不可欠であり、自治

会や地区みらい会議、民生委員児童委員、老人会や子ども会、ＰＴＡ、小中学校、福祉分

野をはじめとする各種団体などの連携強化、人と人とのつながりを強めることをめざす必

要があります。 

 

 

 

   

■地域との連携イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会 

ボランティア 

ＮＰＯ 

社会福祉協議会 

行 政 

福祉団体・ 

施設・事業所 

地域住民 

民生委員･児童委員 地域での 
支え合い 
助け合い 

地区みらい会議 

連 

携 

民間企業 

サービス 
の提供 

社会貢献、地域
活動への理解 

さまざま
な支援 
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５．計画の基本目標 

 

   誰もが住み慣れた地域で暮らしていく中で、福祉における課題は普遍的なもであること

から、第２期の計画における基本目標は、第１期計画のものを継承し、次のとおりとしま

す。 

 

（１）支え合い・助け合いのまちづくり 

（２）安心・安全のまちづくり 

（３）地域で支える子育てのまちづくり 

（４）健やかで生きがいのあるまちづくり 

 

   各基本目標の下に設定した施策は、第１期計画策定後の社会情勢の変化、各種制度の変

更、新たな課題の発生などから必要な見直しを行うこととします。 

   また、「伊勢市総合計画の実現状況把握に係る住民実感等調査」の結果や、第 2期計画の

策定にあたり実施した住民アンケートの結果、地域懇談会で意見が集中した内容などをも

とに、次のことを見直しにあたっての主なポイントとします。 

 

 

①� 計画に関する住民認知度、各種制度の周知度合いなどから、啓発のあり方の見

直しと強化 

② 施策を推進する際の具体的な手段、方法の明示 

③ 計画の進捗、必要な見直しをサポートするモニタリング機能の確保 

④ 地域の中における「支える人」の人材の発掘、育成 

⑤ 地域を支える人に対する相談体制の強化、支援制度の見直し、担い手の後継

づくりによる持続可能な地域社会の実現 

⑥ 一人ひとりの地域への関心、地域の人との関わりの活性化、地域で支え合う

関係づくり 

⑦ くらしの中の「ふれあい」の文化の再生、一人ひとりが積極的に地域活動に

参加できる環境、交流の場づくり 

⑧ 災害時要援護者対策の確立と地域における取り組みへの支援 
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健やかで生きがいのある

まちづくり 

 

地域で支える子育ての 

まちづくり 

 

支え合い・助け合いに 

よるまちづくり 

 

安心・安全のまちづくり 

 

６．計画の体系 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

み
ん
な
の
絆
と 

“
地
域
の
力 

”
で
育
む
心
豊
か
な
ま
ち 

基本目標４ 

（１）高齢者や障がいのある人が生きがい

をもって活動できる場や機会づくり 

 

（３）高齢者や障がいのある人の社会参加

や就労の促進 

（１）安心して子どもを産み、育てられる 

環境づくり 

 

（３）子どもたちが安心して健やかに成長

できる環境づくり 

（２）子どもたちが地域で学び遊べる環境 

づくり 

 

（２）健康づくりの推進 

（２）地域の中の支え合い・助け合い・か

かわりあう意識づくりと活動の促進 

 

 （３）地域での見守り体制の充実と見守り 

   をする人の育成、確保 

（１）地域でのふれあいや交流の活性化 

 

（１）福祉サービスの充実、相談体制の 

充実 

 

（２）防災・防犯対策の推進、災害時要援

護者支援制度の確立 

（４）医療体制の充実 

（３）安心して住み、外出できる環境づくり 

基本目標３ 

基本目標１ 

基本目標２ 

【各目標を達成するための施策】 
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第５章 計画の推進に向けて 

 

１．計画の進め方について 

  

（１）市民への周知、啓発 

  福祉に関する制度やサービスについて、「知らない、わからない、どこに相談したらい

いのかわからない」など意見が多く寄せられている現状から、市や社会福祉協議会では、

情報の発信、周知方法を見直し、住民の皆さんに情報が行き渡るよう取り組みます。 

   また、地域懇談会の開催や、ホームページ等を活用し情報を提供します。 

 

（２）担い手づくり 

市や社会福祉協議会は、自治会や地区みらい会議、その他の団体、民生委員児童委員

が活動で困った時に、気軽に相談できる体制づくりをめざします。また、伊勢市ボラン

ティアセンターが実施する各種講座や助成事業などにより、活動に参加できる人材育成、

活動しやすい環境整備を強化します。 

地域では、できるだけ多くの世代に地域活動や交流への参加を呼びかけ、地域のこと

についての関心や理解を深めます。住民が少しずつ活動に参加することにより、自治会、

地区みらい会議、老人会、子ども会などの団体、民生委員児童委員の活動を全体で支え、

地域の見守り体制の充実、見守る人の後継者育成をめざします。 

 

（３）連携の強化 

    市や社会福祉協議会は、関係機関と連携し、情報を共有しながら地域から相談のあっ

た課題などに対しては横断的に対応できる体制づくりや、住民や地域の各団体が困った

ときに相談できる体制づくりをめざします。 

地域では、できるだけ多くの人や団体が、地域のさまざまな行事や活動に参加し、地

域内のつながりを強めます。また、自治会活動や各団体の活動、民生委員児童委員の訪

問、見守り活動で発見された情報や課題は地域全体で共有します。 

 

（４）地域ごとの取り組み 

     地域では、高齢者、障がいのある方、子どもの生活の見守り活動、交流事業などにで

きるだけ多くの住民が参加します。活動を通じて見つかった課題などは、自治会や地区

みらい会議、各団体等で相談しながら、取り組む時期、解決策等を議論し、取り組みや

すい課題、緊急に対処しなければならないものから順に進めます。取り組んだ結果は、

みんなで進捗を確認し、その度合いに応じ見直しなどを議論します。 

市や社会福祉協議会は、地域での取り組みに対し、人的、財政的な支援や取り組みに

ついての相談支援をします。 

  

（５）効果の確認（モニタリング） 

     市や社会福祉協議会は、計画の内容が住民の生活にどう浸透したか、計画が実態に則

しているか、新たな課題が発生していないかなど、地域懇談会やアンケート調査などを

随時実施し、計画期間中（５年間）の進捗を確認します。 

     地域福祉計画推進会議（庁内、外部委員）を設置し、進捗を管理します。なお第１期

の計画で、計画の進捗を管理する仕組みが十分でなかったことから、第２期の計画では

この反省を踏まえ、会議構成を策定に参加した団体、所属が参画するものとし、計画策

定時からの議論を踏まえつつ、５年後の次期計画の策定まで継続して活動します。 
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※ 進め方のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．施策の展開 

  

 （１）取り組むうえでの基本的な考え方 

計画の基本理念『みんなの絆と“地域の力”で育む心豊かなまち～ いきいきと安心して

健康に暮らせる伊勢市を目指して～』を実現するため、（１）支え合い・助け合いによるま

ちづくり、（２）安心・安全のまちづくり、（３）地域で支える子育てのまちづくり、（４）

健やかで生きがいのあるまちづくりの４つの基本目標を設定しました。 

それぞれの基本目標には「めざす方向」を示し、目標を達成するうえでの課題や取り組

みを示しました。これらの課題を解決し、誰もが住み慣れた地域で暮らし続けることがで

きるまちに近づいていけるよう、ＰＤＣＡ（Plan－Do－Check－Action）サイクルを活用し、

次のような考え方で取り組みを進めます。 

周知、啓発 

地域懇談会・アンケート 

の実施 

課題の共有 

課題の解決に向けた取り組み 

結果の検証を繰り返し行う 
 
それをもとに計画を見直す 

ボランティア 

福祉団体、ＮＰＯ 

ボランティアセンター 

市民活動センター 

高校・大学 

事業所、企業 

国、県その他公的機関 

         など 

取り組みを
支援 

地 域 

 

住 民 

自治会 

子ども会 

老人クラブ 

民生委員児童委員 

小学校・中学校 

ＰＴＡ・健全育成会 

地区社会福祉協議会 

みらい会議 

      など 

 

 

行 政 

 

社会福祉協議会 

 

連 

携 
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① 市や社会福祉協議会、自治会組織や地区みらい会議、老人会や子ども会などの地域

の団体、ボランティア団体やＮＰＯなど地域で活動する担い手それぞれの取り組み

を整理します。 

② それぞれの組織や団体ができるだけ取り組みやすいよう、いくつか具体例をあげま

す。取り組む際には、「すぐに取り組めること・インフラや制度整備を伴うもの・時

間をかけて取り組むこと」など、取り組む内容の優先度、目標達成時期、役割分担

などを皆で議論し決めます。 

③ 決めたことを地域内、団体間で情報共有します。 

④ 取り組みの途中では、必要に応じ、進め方や課題を見直します。 

⑤ 取り組みが終了したら、必ず振り返りを行い、皆で達成度合いや問題点などを議論

し、その結果を次の取り組みに活かします。 

 

 （２）地域における見守り、発見、つなぐ機能の確保 

  伊勢市においても、少子高齢化の加速を背景に、高齢者の一人暮らし世帯、孤立世帯の

問題や、障がいのある人を支える家庭、障がいのある人の社会への参画、子育て支援など

多くの人が問題に直面し、悩んでいることが明らかになりました。さまざまな制度やサー

ビスが実施されていますが、サービスを必要とする人にその情報がなかなか伝わっていな

いことも住民アンケートの結果などから分かりました。 

その解決手段の一つとして、地域で支援を必要とする人々の生活圏や人間関係等環境面

を重視した援助を行うとともに、地域を基盤とする支援活動を発見して支援を必要とする

人に結びつけたり、新たなサービスの開発、公的制度との関係調整をすることをめざす「コ

ミュニティソーシャルワーク」があります。これは、イギリスにおいて提案されたコミュ

ニティに焦点をあてた社会福祉活動・業務の進め方で、大阪府では、平成 16年度から市町

村とともに「コミュニティソーシャルワーク機能配置促進事業」として先駆的に取り組み

を進めています。これは、コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を中学校区等の単

位で設置する「いきいきネット相談支援センター」に配置し、地域における「見守り・発

見・つなぎ」機能を強化するものです。 

今後は、これらを参考に、伊勢市においてもこれまでの住民への周知、情報発信のあり

方の見直し、地域における見守り、つなぐ人材の確保、機能の強化をめざします。 

 

 （３）生活困窮者対策の取り組み 

失業、病気、家族の介護などをきっかけに生活困窮に陥る人が増え、家族などのつなが

りをなくして孤立化する人々が少なくありません。貧困が連鎖し、低所得で家族をつくる

ことができず、年金など老後の備えをする余力のないまま単身で老齢期を迎えていくこと

もあり、社会からの孤立が自立への意欲を損わせ、支援を難しくしています。 

「健康で文化的な最低限度の生活」のため、生活困窮者支援の軸として生活保護制度が

設けられていますが、近年、社会経済環境の変化に伴い生活保護受給者が増大し、ますま

す生活困窮者支援制度のニーズが高まっています。 

国は自立相談支援、就労準備支援、一時生活支援、家計相談支援、学習支援など生活困

窮者の自立に向けた体制の整備を全国の福祉事務所設置自治体に要請しており、伊勢市に

おいても関係機関との連絡調整を行いながら取り組みます。 
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３．課題に対する具体的な取り組み 

  

基本目標（1） 支え合い･助け合いによるまちづくり 

《めざす方向 ①》地域でのふれあいや交流の活性化 

（課 題） 

◇ご近所付き合いや地域内での交流の促進 

◇世代間交流の促進による地域内でのつながりの強化 

◇市民が交流できる場の確保 

（取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●地域の世代間交流事業を支援 

●高齢者世帯などの見守り活動、児童生徒へ

の登下校の声かけ運動などを支援 

●ボランティアセンターの周知やコーディネ

ート機能の強化、ボランティア活動の活性化 

（すぐに取り組めること） 

■ボランティア活動の斡旋や紹介、情報の発

信、ボランティアセンターへの登録を活性化 

■ボランティアの養成 

■地域や団体が実施する交流活動を支援 

（インフラや制度整備を伴うもの） 

■ボランティアセンターの機能の充実 

（時間をかけて取り組むこと） 

■空き家の有効利用を検討 

地 
 

 
域 

 

●高齢者世帯などへの見守り活動や声かけ 

●趣味を通じた交流の場づくり 

●自治会同士の交流 

●幅広い年代、誰もが集える機会づくり 

●民生委員児童委員の活動と自治会組織、老

人会や子ども会、その他団体の連携、協力 

●各地域の団体、ボランティアなどと連携、

ボランティア活動への参加 

●近所付き合いを深める 

●近所同士で子育てなど情報交換。 

 

（すぐに取り組めること） 

■「おはよう、お帰り」など、隣近所、仲間

うちの声かけ 

■回覧板を回すときの声かけ 

■できるだけ学校や地域の行事に参加 

■スポーツ大会、高齢者と子どもの食事会、

親子体験教室、映画会などの開催 

■おじいちゃん、おばあちゃんに生活の知恵

を教えてもらったり、体験を聞ける場づくり 

■公民館や集会所などでみんなが一緒に過

ごせる機会づくり 

（時間をかけて取り組むこと） 

■活用できる空き家の情報を収集 

 

《めざす方向 ②》地域の中の支え合い･助け合い･かかわり合いの意識づくりと活動の促進 

（課 題） 

◇福祉の意識づくり 

◇地域福祉にかかわるリーダーの育成や人材の確保 

◇地域活動への関心を高め、参加の促進 

（取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市
や
社
協 

●学校教育や生涯学習などを通じ、子どもか

ら大人まで、福祉に対する意識の向上 

●地域のさまざまな団体の活動内容などを

情報発信 

（すぐに取り組めること） 

■小中学校からの授業でボランティアや福

祉についての教育を活性化 

■地域懇談会を実施し、地域の課題を集約 
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●若い世代が地域の活動にかかわれない実

態の解消 

●地域活動に取り組む人の養成 

●地域活動に参加しやすい環境整備 

（時間をかけて取り組むこと） 

■企業や事業所、商工会議所などに、労働者

が地域活動に参加することへの理解の働き

かけ 

地 

域 

 

●若い世代の地域への関心、意識 

●各団体の活動の情報を発信し、参加を呼び

かけ。 

●地域の福祉活動への参加 

（すぐに取り組めること） 

■避難訓練などを通じ、各団体、住民こぞっ

て地域活動に参加することを呼びかけ 

 

《めざす方向 ③》地域の中での見守り体制の充実と見守りをする人の育成、確保 
（課 題） 

◇地域での見守り体制の充実 

◇虐待やＤＶに身近な地域で対応するための仕組みづくり 

（取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市

や

社

協 

●地域での見守り体制の充実 

●民生委員児童委員の活動、育成を支援 

●虐待やＤＶについて、相談体制の充実や関

係機関の連携強化。 

（すぐに取り組めること） 

■見守りボランティアの養成 

■虐待やＤＶについての相談窓口の周知 

地 

域 

 

●虐待やＤＶについての知識を身に付け、早

期発見及び未然防止 

●民生委員児童委員の活動と自治会組織、老

人会や子ども会、その他団体の連携、協力 

●地域で困り事を相談し合える関係づくり 

（インフラや制度整備を伴うもの） 

■青パト活動などの防犯活動の実施 

（時間をかけて取り組むこと） 

■住民に参加の呼びかけ 

■福祉委員など支える人の養成 

 

 

基本目標（２） 安心・安全のまちづくり 

《めざす方向 ①》福祉サービスの充実、相談体制の充実 

（課 題） 

◇見える福祉の実現 

◇充実した福祉サービスの提供 

◇地域住民と福祉サービスを結びつけるパイプ役機能の確保 

（取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●サービスの必要な人への適切な情報提供 

●新たな福祉ニーズの把握とその対策につ

いて検討 

●在宅福祉による家族の介護疲れの解消に

つながるような取り組み 

●地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援

事業）や成年後見制度の周知、利用促進 

●生活困窮者対策 

（すぐに取り組めること） 

■広報などを活用したわかりやすい情報発

信 

■アンケート、地域懇談会などを通じた住民

ニーズの把握 

（インフラや制度整備を伴うもの） 

■社会福祉協議会へのＣＳＷ（コミュニティ

ソーシャルワーカー）の配置 

■市内地域に総合相談窓口の設置 

地
域 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

●民生委員・児童委員や自治会活動を通じた見守り体制の充実 
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《めざす方向 ②》防災・防犯対策の推進、災害時要援護者支援制度の確立 

（課 題） 

◇災害時の準備を整え、迅速な対応ができるような体制づくり 

◇子どもや高齢者、障がいのある人などが犯罪に巻き込まれない地域づくり 

（取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●災害時要援護者名簿登録の促進 

●要援護者が迅速かつ安全に避難できるよ

うな体制づくり 

●災害ボランティアセンター運営の体制確

立 

●地域の防犯活動の支援 

●空き家対策 

（すぐに取り組めること） 

■要援護者の受け入れについて、施設・事業

所と協定の締結 

■災害ボランティアの養成 

■不審者情報や悪質商法などの情報の提供 

（インフラや制度整備を伴うもの） 

■災害時要援護者名簿登録に基づく個別避

難プランの作成 

■防犯灯設置などの環境整備 

■空き家対策の方針やきまりの整備 

地 
 

域 

 

●日頃から地域の声かけ 

●自治会、自主防災組織、民生委員児童委員

など地域内の連携 

●災害発生時に要援護者の安否確認ができ

る協力体制づくり 

●日常の見守り活動 

●学校、ボランティア、警察、保護者の連携・

関係づくり 

（すぐに取り組めること） 

■自主防災活動、災害時要援護者も参加する

防災訓練の実施 

■防災訓練、防犯パトロールに住民が積極的

に参加 

■地域ぐるみで登下校時の声かけ運動 

■地元の災害・防犯ボランティアの募集 

（時間をかけて取り組むこと） 

■地域内の緊急連絡網の作成 

■「こどもを守る所」の設置に協力 

 

 

《めざす方向 ③》安心して住み、外出できる環境づくり 

（課 題） 

◇高齢者や障がいのある人、誰でも外出しやすい移動手段の確保 

 

（取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●高齢者や障がいのある人などへの交通機関

利用の支援 

●買い物、ゴミ出しなどに困った人への生活

を支える仕組みの支援 

 

（インフラや制度整備を伴うもの） 

■おかげバスの運行ルートや運行本数の見

直し 

地 

域 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■買い物お助け隊などの取り組みを実行 

■地域内バスの運行の検討 
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《めざす方向 ④》医療体制の充実 

（課 題） 

◇医療体制の充実 

 

（取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●救急医療体制をみんなで支える意識啓発 

●医療機関との連携強化 

●地域包括ケアシステムによる医療と福祉

の連携体制をつくる 

（すぐに取り組めること） 

■かかりつけ医を持つことの啓発 

■救急医療のかかり方などを啓発し、救急医

療体制を維持 

■コンビニ受診や、救急車をタクシー代わり

にしないことの啓発 

（時間をかけて取り組むこと） 

■医師会や福祉施設などに働きかけ、医療機

関と福祉サービスの連携がスムーズに行え

る体制を整備 

地 
 

域 

 

（すぐに取り組めること） 

■日頃から、かかりつけ医と「顔の見える関係」づくり 

（時間をかけて取り組むこと） 

■地域活動にまちの医療機関の参加の呼びかけ 

 

 

基本目標（３） 地域で支える子育てのまちづくり 

《めざす方向 ①》安心して子どもを産み、育てられる環境づくり 

（課 題） 

◇地域で子育てを支えるための支援体制の充実 

◇子育て支援に関する情報の提供 

（取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●地域で安心して子育てができるよう、子育

てサロンや障がい児サロンなどの居場所づ

くり、各関係機関の充実 

●保護者同士の交流の場づくり 

●共働き家庭の子育てを支援 

●こども会活動への支援 

●ホームページや広報などでの市内の子育

て支援に関する情報の提供 

●雇用の場を確保するための働きかけ 

（すぐに取り組めること） 

■子育て支援センターを利用しながら親同

士のつながりを支援 

■子育てサロンや障がい児サロンなどの

充実 

■子育て講演会などの開催 

（インフラや制度整備を伴うもの） 

■保育所・放課後児童クラブ・子育て支援

センターの充実 

（時間をかけて取り組むこと） 

■雇用の創出を視野に入れた地元企業の育

成、働く場・企業を誘致 

地 

域 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

●主任児童委員などの子育て相談による子育て世代への支援 

●子育てサロンや障がい児サロンなどの活動に参加し、親同士がつながる場づくり 
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《めざす方向 ②》子どもたちで学び遊べる環境づくり 

（課 題） 

◇こども会活動の活性化や交流するための機会の提供 

◇子どもが遊び、学べる場、遊び場の安全性を確保 

（取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●体育館や公民館などを有効に活用し、世代

間交流 

●子どもが安心して遊べる場の整備 

 

（すぐに取り組めること） 

■こども会活動の行事や交流会などへの支

援 

■自治会などが管理する遊具の整備への支

援 

地 
 

域 

 

●子どもが楽しく遊べる行事やイベントを

通じて子どもたちの交流の機会づくり 

●子どもたちに地域のことを知ってもらう

機会づくり 

●地域の遊び場の情報提供 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■こども会活動の活性化 

■見守りボランティアの募集 

■公民館などの施設の開放 

■遊び場マップなどの作成 

 

《めざす方向 ③》子どもたちが安心して健やかに成長できる環境づくり 

（課 題） 

◇子どもの安全を確保し健やかに成長できる環境づくり 

◇食を通じた地域内での交流、地域のことを学ぶ機会づくり 

（取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 
社 

協 

●学校や地域の団体などとの連携のもと、地

域での見守り体制の充実 

●学校給食などを通じ、子どもたちへの食育

の推進 

●食育に知識があるボランティアと連携を

図り、活動の場の提供 

●地域での食育推進活動の支援 

 

（すぐに取り組めること） 

■不審者情報の提供 

■定期的なパトロールの実施 

■防犯活動をするボランティアの養成 

（時間をかけて取り組むこと） 

■学校での防犯、交通安全教育の充実 

地 
 

域 

 

●登下校時の声かけなど、地域での子どもの

見守り、声かけ活動への協力 

●学校と連絡を取り合う 

●食を通じ、子どもたちが地域のことを学ぶ

機会づくり 

 

（すぐに取り組めること） 

■親と子どもが近所を一緒に歩き、危険箇所

を学ぶ機会づくり 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■施設や事業所に「こどもを守る所」の設置

に協力を依頼 

■地域の特性（農業・漁業等）、郷土食など

の伝統料理、地域の特色や歴史を子どもに伝

える場づくり 
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基本目標（４） 健やかで生きがいのあるまちづくり 

《めざす方向 ①》高齢者や障がいのある人が生きがいをもって活動できる場や機会づくり 

（課 題） 

◇高齢者の交流の場や機会の確保 

◇障がいに対する理解の促進やボランティアによる支援、交流の場づくり 

（取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●高齢者の交流促進 

●高齢者の外出機会の促進 

●高齢者対象の生きがい活動等、講座の充実 

●障がいのある人同士の交流や、障がいのあ

る人とない人の交流 

●障がいのある人が集える事業の充実 

●障がい者団体・施設等の活動の支援 

（インフラや制度整備を伴うもの） 

■公共施設を有効に活用 

■高齢者サロンや高齢者会食サービスなど

を充実 

地 

域 

 

●高齢者の交流できる場や機会づくり、活動

への協力 

●障がいのある人が参加しやすい交流の場

や機会づくり 

●障がいについての理解を深める 

（すぐに取り組めること） 

■高齢者サロンや会食会などで仲間づくり 

■まつり、作品展や発表会、スポーツ、音楽

や踊り、絵画などの趣味を活かせる場づくり 

■施設入所者と住民との交流 

 

《めざす方向 ②》健康づくりの推進 

（課 題） 

◇地域に住む人の健康意識の高揚と交流の促進 

◇既存施設の活用や各団体などと連携し、健康づくりに取り組める機会や場の確保 

◇自分自身の体に関心をもち、健康管理を行うことができるよう、さまざまな機会を通じて健康

診断受診の呼びかけ 

（取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 
●健康づくりに関する情報発信、啓発 

●地域における健康づくり活動のリーダー

となる人材の育成、ボランティアの養成 

●介護予防のための健康づくりを支援 

●健康づくりを継続して実践するための場、

環境づくり、各種スポーツ大会、地域の健康

活動などを支援 

●健（検）診についての情報提供と受診勧奨 

 

（すぐに取り組めること） 

■広報やケーブルテレビなどで、年代に応じ

た健康づくりの情報の発信 

■地域に出向き、健康づくりについての講話

の実施 

■いつでも実践できるウォーキングなどの

講座開催 

■地域とウォーキング大会など健康増進の

ためのイベント開催に協力 

地 

域 

 

●身近な場所で気軽に体を動かせる機会や、

健康に関する講座や講話の機会づくり 

●一人暮らし高齢者などに、健康診断につい

ての情報提供の場づくり 

●健康づくりに関する講座などへの参加 

（すぐに取り組めること） 

■幅広い世代が参加できるような講座、運動

会、ラジオ体操やウォーキングなどイベント

の実施 

（時間をかけて取り組むこと） 

■地域の医師などの講話会の開催 
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《めざす方向 ③》高齢者や障がいのある人の社会参加や就労の促進 

（課 題） 

◇高齢者の地域活動や社会参加の促進 

◇高齢者への就労支援 

◇障がいのある人への理解の促進 

◇障がいのある人の社会参加の促進 

◇障がいのある人への就労支援 

（取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●高齢者が地域活動などに参加できるよう、

情報提供 

●地域活動を行う高齢者と各種団体をコー

ディネート 

●地域活動やボランティア活動の情報発信と

ボランティアの養成 

●シルバー人材センターや公共職業安定所

（ハローワーク）、企業などの協力のもと、

就労に関する情報提供や相談支援 

●ノーマライゼーションの理念を浸透させ

ていく啓発 

●障がいのある人が社会参加しやすいよう、

障がいのある人をサポートする人を増やす

とともに、社会参加の機会の拡充 

●関係機関と連携して社会参加のサポート 

●障がいのある人がその人に応じた就労が

できるよう、働く場の確保や情報提供 

（すぐに取り組めること） 

■老人クラブ活動などの支援 

■各小中学校、高校で福祉教育の活性化 

■障がいのある人やその家族への相談窓口

の充実 

■相談機関を分かりやすく周知 

■各種講座の実施や社会参画のための活動

の支援 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■障がいのある人の就労に関する相談体制

の充実 

■手話通訳者など、障がいのある人をサポー

トする人の養成 

■公共職業安定所など関係機関と連携し、障

がいのある人の雇用機会の拡大 

 

地 

域 

 

（すぐに取り組めること） 

●老人クラブなど高齢者や障がいのある人・団体の地域活動に協力 

●地域行事などへの参加の呼びかけ 

●地域づくりやボランティア活動への住民の積極的な参加 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

●行政や社会福祉協議会、関係団体と一緒に、障がいについての正しい理解と認識を深める

啓発活動への協力 
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『５年後の次期計画の策定に向けて』 

 

第１期計画の策定時実施した住民アンケートや地域懇談会では、次のような生活、福祉

に関する重要な課題が地域から発信されました。 

 

・近所付き合いが疎遠、近隣のことが分からない、世代間・地域の人との交流がない 

・自治会活動への若者の参加が少ない、祭りや行事などへの参加者が少ない 

・ひとり暮らしの高齢者・老々介護、何かあった時、誰に連絡すればよいか分からない 

・役員の引き受け手がいない、役員に任せきりで組織化ができていない 

・民生委員の活動の隙間を埋める体制づくり 

・地域の人に悩みを早急に伝えられる仕組みづくり 

・子どもを預け、安心して働ける環境づくり 

・ＤＶ被害者は相談に行きにくいため、身近な地域での対応 

・障がいを理解するところから始める 

・障がいのある人の生きがいの場、雇用できる場所づくり 

 

２期目となる計画策定においても、これらの意見が住民アンケートや地域懇談会におい

て５年前と同様に集約され、場合によっては５年間でさらに深刻化した課題もあると考え

られます。生活や福祉の課題について、行政や社会福祉協議会の制度やサービスの充実は

もとより、支援を必要とする人と支援する側とを結び付ける「つなぐしくみ」を作らなけ

れば、５年後の次の地域福祉計画の策定時にも、また同じ意見が集約されることとなりま

す。 

国の社会保障に対する考えは、「自助・共助」を柱とすることとなり、今まで以上に身近

な地域の中でのつながり・絆の強化が求められています。一方、行政や社会福祉協議会、

関係機関には、さまざまな地域活動に対する支援の充実が求められています。 

第２期計画の策定に当たった平成 25 年、伊勢市の各地域では、20 年に一度の御遷宮、

お白石持行事を通じてすべての世代の人が結束し、一大偉業を成し得ました。一方、東日

本大震災を機に、防災、災害時の要援護者対策が喫緊の課題となり、多くの地域で避難訓

練などが積極的に取り組まれています。さまざまな地域のことを地域住民全体で考え、理

解を深めながら解決策や対応策を講じていく機運が高まっています。 

次の５年に向け、地域の祭りや行事など身近な取り組みと同じように、福祉についての

課題を一人ひとりが関心を持ち、関わりながら地域ぐるみで考えるまちづくりの推進が必

要で、自治会組織、地区みらい会議といった身近なまちの組織・活動、ボランティアなど

との連携・協力が重要になってきます。 

 計画は策定することが目的ではなく、策定後、計画の目標、めざす方向にどれだけ近づ

けたかを継続して検証、見直す仕組みを実行に移すことが重要です。そのためにも、第２

期計画の策定に関わった団体等の人々が今後設置される「地域福祉計画推進会議」に参画

し、５年後の次期計画の策定まで継続して計画の進行管理を担うこととなります。 

伊勢市地域福祉計画・地域福祉活動計画では、福祉の視点から「地域社会の再生」、「ま

ちづくりのあり方」を考えます。「人」という字が表すように「もたれ合い、支え合うこと、

助け合うこと」を通じ、それぞれの地域で人と人との絆・ふれあいを深め、一人でも多く

の人が「このまちに住んで良かったなあ」と生涯を振り返ることができるよう、個人、地

域、伊勢市全体が一人ひとりの生活に寄り添いながら推進していきます。 
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伊勢市地域福祉計画策定推進委員会、伊勢市地域福祉計画策定等検討委員会名簿、 

会議開催状況 

 

◎伊勢市地域福祉計画策定推進委員会 
（敬称略） 

団  体  名 委員氏名 備 考 

皇學館大学現代日本社会学部 山路 克文 委員長 

伊勢市身体障害者団体連合会  廣  政男 副委員長 

伊勢市民生委員児童委員協議会連合会 小林 初美  

伊勢私立保育連盟 伊寿 秀夫  

伊勢市ボランティア連絡協議会 岡田 祥子  

伊勢市介護サービス事業者連絡会 畑  杏奈  

伊勢市総連合自治会 大西 正孝  

伊勢市老人クラブ連合会 前島  賢  

障害者施設代表（社会福祉法人三重済美学院） 鈴木 弘之  

母子施設代表（社会福祉法人明照浄済会） 奥田 敍子  

伊勢市小中学校長会 
加藤 泰彦  

山口 正雄 平成 26 年４月 1 日 

一般公募 溝井  力  

一般公募 川口百々子  

伊勢市社会福祉協議会 大西  栄  

伊勢市健康福祉部 
山本 辰美  

鈴木 正人 平成 26 年４月 1 日 

伊勢市教育委員会 早川 和夫  

 

◎伊勢市地域福祉計画策定等検討委員会（平成 26年４月 1日現在） 

健康福祉部 こども課 

  高齢・障がい福祉課 

  介護保険課 

 
生活支援課 

  健康課 

環境生活部 市民交流課 

教育委員会 学校教育課 

   ※オブザーバー  皇學館大学現代日本社会学部 山路 克文 

 

◎事務局 

健康福祉部 福祉総務課 

伊勢市社会福祉協議会 地域福祉課 

 

◎「伊勢市と皇學館大学との連携に関する協定」に基づく支援協力 

皇學館大学 現代日本社会学部 山路 克文 

 
守本 友美 

 
学生 
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◎ 会議開催状況 

（１）伊勢市地域福祉計画策定推進委員会 

   ○第１回会議  平成 25年６月 11日（火）13:00～14:30 

   委嘱状の交付及び委員長、副委員長の選出 

地域福祉における現状と課題について（講演） 

計画策定の概要説明 

     

○第２回会議  平成 25年 8月 6日（火）10:00～12:00 

            地域福祉計画の検証、各課の施策等の進捗、課題について 

            次期計画の骨子について 

 

○第３回会議  平成 25年 9月 25日（水）18:30～20:00 

          地域福祉計画の検証、各課の施策の進捗、課題について 

アンケート調査について 

            地域懇談会の実施について 

 

○第４回会議  平成 26年 1月 30日（木）18:30～20:00 

アンケート調査の取り組みについて（中間報告） 

地域懇談会の概況（中間報告） 

 

○第５回会議  平成 26年 3月 5日（水）18:30～20:00 

アンケート調査の結果、地域懇談会の実施状況、総括（報告） 

計画の素案について 

 

○第６回会議  平成 26年 3月 28日（金）15:00～17:00 

計画（案）について 

 

○第７回会議  平成 26年 8月 4日（月） 9:00～10:00 

計画（最終案）の決定について 

市長への報告について 

 

 

 

 

（２）伊勢市地域福祉計画策定等検討委員会 

   ○第１回会議  平成 25年 6月 11日（火）13:00～14:30 

   ○第２回会議  平成 25年 7月 17日（水）18:00～19:30 

   ○第３回会議  平成 25年 9月 17日（火）18:00～19:35 

    ○第４回会議  平成 26年 1月 30日（木）18:30～20:00 

    ○第５回会議  平成 26年 3月 5日（水）18:30～20:00 

    ○第６回会議  平成 26年 3月 28日（金）15:00～17:00 

    ○第７回会議  平成 26年 8月 4日（月） 9:00～10:00 
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