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地域福祉実践研究フォーラム２０１９ in みえ 

ＳＤＧｓ ～これからの地域社会を読み解くパスワード～ 

 

１ 開催趣旨 

 今日、我が国は、人口減少の局面を迎えており、多様な個人が躍動し共に地域社会を彩る社会の実現が

求められています。本フォーラムでは、「SDGs」をメインテーマに据えながら、東海北陸ブロックの福祉

関係者が実践研究を通じ共に学び合い、もって地域福祉の推進を目的として開催します。新しい時代の

第一歩を仲間とともに踏み出しませんか。 

 

What’s SDGs？ 

 持続可能な開発目標（SDGs）とは，2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として，

2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された

2016 年から 2030 年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・169 のター

ゲットから構成され，地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています。

（外務省ＨＰより抜粋） 

 

２ 主 催 三重県地域福祉研究会 

 

３ 共 催 日本地域福祉学会東海北陸部会、三重県社会福祉協議会 

 

４ 後 援 皇學館大学（予定） 

 

５ 開催日 令和元年１２月７日（土）～８日（日） 

 

６ 会 場 皇學館大学 ６号館・7 号館 ほか （三重県伊勢市神田久志本町 1704） 

 

７ 対 象 東海北陸ブロック内の地域福祉関係者 

福祉施設職員、福祉事業関係者、社会福祉協議会役職員、地域福祉実践研究者、ボランティア、市民活

動実践者、地域福祉に関心のある方（学生・市民） 

 

８ 参加費 １,０００円 （当日、受付にて申し受けます） 

※発表者・学生・三重県地域福祉研究会員 無料 
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９ 日程 

１日目 １２月７日（土） ２日目 １２月８日（日） 

12:00～13:30 受付 

12:30～13:20 プレ企画 

13:30～13:45 開会式 

14:00～14:45 分科会① 

15:00～15:45 分科会② 

16:00～17:15 全体会 

17:15     終了 

（会場移動） 

18:00～20:00 懇親会（任意） 

8:30～ 9:00 受付 

9:00～10:55 実践・研究発表（口頭、ポスター） 

11:10～12:25 統括対談 

12:25～12:30 閉会式 

 

 

10 プログラム 

１２月７日（土） 

★プレ企画★「SDGs 基礎講座 ～地域福祉×SDGs～」   SDGs 入門講座 

時間／12:30～13:20 場所／622 教室 

講師／CSR・SDGs プランナー 高山 功平氏（リプロ株式会社 地域活性化推進室室長） 

進行／皇學館大学 准教授 大井 智香子氏 

 「SDGs ってなあに」というあなた！必聴です！２日間学んでいく準備体操をしませんか？ 

 

★分科会★                              

 マルチプル（多様）で、フレキシブル（しなやか）で、サステナブル（持続できる）な取組を学びまし

ょう。「これも SDGs なんや！？」驚きと発見とワクワクをあなたに。       ◆は発表者 

14：00～ 

14：45 

マルチプルな 

資金づくり 

フレキシブルな 

地域づくり 

サステナブルな 

人づくり 

分科会①（A～C のいずれか１つに参加できます） 

①－A【622 教室】 

ファンドレイジングを活

用した持続可能な地域福

祉 

◆伊賀市社協 

①－B【721 教室】 

超高齢島の挑戦 ～島民と

企業が作る新しい福祉の

かたち～ 

◆志摩市社協 

①－C【722 教室】 

地域社会を持続させる人

材育成 ～高校生 SBP※

の実践から～ 

◆未来の大人応援 PJ 

15：00～ 

15：45 

分科会②（Ａ～Ｃのいずれか１つに参加できます） 

②－A【622 教室】 

環境（資源再生）と福祉で

実現する持続可能な仕組

みづくり 

◆GreenDownPJ 

②－B【721 教室】 

生協が取組む一人も取り

残さない地域づくり 

◆三重医療生協 

②－C【722 教室】 

若手職員の考える私たち

と地域のコレカラ 

 

◆若手社協職員 

※SBP（Social Business Project）とは、高校生が地域の課題をビジネスの手法を用いて解決していく取組。 
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バスが出ます！ 

★全体会★ トークセッション「持続可能な地域福祉のあり方を考える」 

時間／16:00～17:15 場所／621 教室 

進行／関西学院大学 名誉教授 牧里 毎治氏 

 分科会担当者からの報告を受け、全体で学びを深めます。各分科会が発見したこれからの地域社会を

読み解くパスワードとは？ 

                                 

★懇親会★ 希望者のみ（申込の際にその旨をご記入ください。） 

時間／18:00～20:00 場所／伊勢シティホテル 

参加費／5,000 円（会場にて申し受けます。） 

 講師等も交え、参加者同士の親睦を深めます。本音で楽しく語り合いましょう！ 

   

１２月８日（日） 

★口頭発表・ポスター発表★ 「実践・研究発表 ～私らの活動みてってさ！～」 

時間／9:00～10:55 場所／７号館各教室 

発表者／県内外で地域福祉の実践・研究に取組まれている皆さん 

 日頃の地域での実践・研究の発表です。日ごろの活動に隠されたパスワードとは…！？ 

  １クール 

（9:00～9:25） 

  ２クール 

（9:30～9:55） 

３クール 

（10:00～10:25） 

４クール 

（10:30～10:55） 

※ １クールあたり、３～５つの発表を予定しています。三重県地域福祉研究会のフェイスブックペー

ジ等で、発表情報をお知らせします。 

※ 発表を希望する方は、別紙「実践・研究発表募集要項」をご覧ください。 

 

★統括対談★ 「振り返りと気づき～新たな時代を進む覚悟～」 

時間／11:10～12:25 場所／621 教室 

登壇者／日本福祉大学大学院 教授 野口 定久氏 

    関西学院大学 名誉教授 牧里 毎治氏 

進 行／金城学院大学 教授 朝倉 美江氏 

２日間の学びを共有して持続可能な未来の方向性を確認し合います。これからの課題を解くためのパ

スワードを見つけましょう！ 

 

11 参加申込 

① 申込締切／令和元年１１月２９日（金） 

② 申込／右記ＱＲコードまたは、下記 URL から「申込フォーム」にアクセスし必

要事項をご入力のうえ送信してください。ご登録いただいたアドレスへ自動返

信メールが届きます。 

なお、他の方法で申込を希望される方は、事務局へお問い合わせください。 

  申込フォーム URL https://forms.gle/UE5ATmAEivycsr32A 

 

https://forms.gle/UE5ATmAEivycsr32A
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12 交通・宿泊情報 

 本フォーラム中の１２月７日（土）８日（日）は、伊勢市内で「お伊勢さんマラソン」が開催されてい

ます。伊勢自動車道をはじめ市内において交通規制がされますので、公共交通機関の利用を推奨します。

時間に余裕を持ってお越しください。 

 また、宿泊を希望される方は、各自でご手配ください。すでに、市内宿泊施設の予約は困難な状況です

ので、お早目の予約を推奨します。ただし、遠方からのご参加を予定される方で宿泊を希望される方は、

１１月１日（金）までに事務局までお問い合わせください。 

 

13 会場アクセス 

皇學館大学 （伊勢市神田久志本町 1704） 

近鉄「五十鈴川駅」よりバス約 5 分、徒歩約 15 分  

〇鉄道：「五十鈴川駅」まで近鉄「名古屋駅」から約 90 分、近鉄「大阪上本町」から約 105 分 

〇バス：三重交通バス「五十鈴川駅前」より「宇治山田駅・伊勢市駅・外宮前(徴古館 経由)行」にご乗車

ください。毎時 5 本程度運行されています。 

 

14 その他  

○分科会や実践・研究発表、当日の様子を随時フェイスブックでお知らせします！ぜひ「いいね！」を！ 

 三重県地域福祉研究会フェイスブックページはこちら（https://www.facebook.com/mie.rscd） 

○実践・研究発表を希望される方は、別紙「実践・研究発表募集要項」をご覧ください。 

 

15 問い合わせ先 

三重県地域福祉研究会事務局（三重県社会福祉協議会内）濱田、小倉、山口 

〒514-8552 三重県津市桜橋 2-131  

TEL／059-227-5145 FAX／059-227-6618 E-mail／mie.rscd@gmail.com 

※会場となる皇學館大学へはお問い合わせしないようお願いします。 

 

https://www.facebook.com/mie.rscd

