
【資料2-3】

1 上野東部 中西 16 東部地域福祉ネットワーク会議 H30.9.20

2 上野南部 中西 11 地域ケア・ネットワーク会議 H21.12.21

3 友　　生 中西 10 友生地区福祉ネットワーク会議 H28.3.25

4 ゆめが丘 中西 5 ●未設置

5 中　　瀬 中西 10 中瀬ふくしネット H29.12.5

6 三　　田 猪岡 6 三田地域福祉ネットワーク会議 H30.1.19

7 諏　　訪 猪岡 1 諏訪地区地域ケアネットワーク会議 H28.2.16

8 府　　中 猪岡 12 府中地域安全活動推進協議会 H27.4.1

9 上野西部 生間 18 上野西部地域福祉ネットワーク会議 H24.3.26

10 久　　米 吉田 6 くめの輪 H29.9.14

11 八　　幡 吉田 1 ●未設置

12 小　　田 吉田 1 「いきいきネット小田」 H28.3.31

13 長　　田 吉田 9 「なのはなネット」 H29.2.20

14 新　　居 吉田 4 「新居ふくし情報交換会」 H28.7.19

15 花之木 山本 4 花之木お買い物バス支援者会議 H29.3.2

16 猪　　田 山本 10 猪田ひだまりの会 H25.3.6

17 古　　山 山本 7 古山友愛みまもり隊・ふるやまサポート隊 H24.11.8

18 花　　垣 山本 5 （仮称）花垣地域福祉ネットワーク会議 H31.2.13

19 依那古 奥田 9 依那古地域福祉ネットワーク会議 H30.5.18

20 比自岐 奥田 3 憩いの家運営協議会 H26.2.3

21 神　　戸 奥田 7 支え合いネットワーク H25.7.24

22 きじが台 奥田 2 地域ケア部会きじが台いきいきサロン H28.4.1

島ヶ原 23 島ヶ原 猪岡 8 島ケ原地域生活環境改善会議 H26.12.10

24 山　　田 末廣 13 「せせらぎ」ケアネットワーク会議 H28.3.22

25 布　　引 末廣 5 布引「清流の里」ケアネットワーク会議 H28.2.18

26 阿　　波 末廣 7 「まごのて」会議 H27.12.9

27 河　　合 福田 11 地域福祉ネットワーク会議 H29.12.14

28 玉　　滝 野田 10 地域福祉ネットワーク会議 H29.4.21

29 丸　　柱 福田 2 地域ケアネットワーク会議 H28.8.11

30 鞆　　田 野田 6 鞆田地域福祉ネットワーク会議 H30.11.12

31 柘　　植 中森 12 「つげふくしネット」 H28.6.22

32 西柘植 中森 9 「西柘植ふくしネット」 H30.2.5

33 壬生野 中森 13 壬生野福祉ネット H31.2.19

34 阿　　保 恒岡 10 ●未設置

35 上　　津 恒岡 6 ●未設置

36 桐ヶ丘 恒岡 8 高齢者・HC互助ネットワーク委員会 H22.12.19

37 博　　要 恒岡 2 博要地域福祉ネットワーク会議 H25.8.1

38 矢　　持 恒岡 4 矢持地域ケアネットワーク会議 H22.1.21

39 高　　尾 恒岡 2 高尾地域ケアネットワーク会議 H25.3.8

自治協会長、副会長、部会長、事務局長、各区長、民生委員児
童委員、主任児童委員、市民センター、社協エリア担当等

まち協会長、副会長、部会長、副部会長、区の代表、社協エリ
ア担当、目的達成に賛同する者

まち協会長、副会長、会計、運営委員、事務局、社協エリア担
当、その他目的達成に必要な団体及び住民

自治協会長、副会長、部会長、副部会長、事務局長、各区長、小場長、民生委
員児童委員、見守り支援員代表、サロン代表、青山福祉会等

自治協役員、各部会長、民生委員児童委員、各組長、市民セン
ター、社協エリア担当

まち協会長、副会長、健康福祉部会員、事務局長、社協エリア
担当、その他目的達成に必要な団体及び市民

日赤青山地域奉仕団、サロン、各団体、自治会互助会、自治協、
NPOまちづくり桐ヶ丘、民生委員児童委員、社協エリア担当等

自治協役員、各部会長、民生委員児童委員、各組長、市民セン
ター、社協エリア担当

自治協会長、副会長、各区長、部会員、事務局長、民生委員児童委員、主任児
童委員、老人クラブ各地区会長、支所振興課、ライトピア等

自治協会長、副会長、部会長、事務局長、民生委員児童委員、
老人クラブ各地区会長、NPOあわてんぼう代表等

自治協役員、各区及び自治会から選出された者、部会長及び識
見を有する者、地域内で活動する主要団体

まち協役員、各区長、民生委員児童委員、老人クラブ、社協エ
リア担当、その他目的達成に必要な地域住民及び関係機関

まち協役員、各部会長、民生委員児童委員、市民センター長、
まち協会長が推薦する者、各区長が推薦する者

自治協福祉部会長、サロン担い手、民生委員児童委員

自治協会長、副会長、各区長、部会長、民生委員児童委員、保護司、老人クラ
ブ会長、サロン代表、小学校長、保育園長、駐在所、市民センター長等

自治協地域ケア部会、民生委員児童委員、老人クラブ役員等

まちづくり協議会、民生委員児童委員、地域福祉推進委員、支所住民福祉
課、保護司、老人クラブ、障がい者福祉連盟島ヶ原支部、小中PTA等

自治協役員、民生委員児童委員、老人クラブ各地区会長、支所
振興課、社協エリア担当、ケアセンターなの花

各区長、お買い物メイト、民生委員児童委員、保護司、部会
長、老人クラブ会長、子ども会代表、社協エリア担当

見守り支援員、民生委員児童委員、見守りボランティア

地区社協会長、民生委員児童委員、各区長、見守り協力者、協
力隊員、シルバー人材センター

福祉構成部会、各区役員等を予定（規約検討中につき）

自治協役員、事務局、民生委員児童委員、社協エリア担当
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ネットワーク会議構成メンバー

自治協運営委員、民生委員児童委員、主任児童委員、社協エリ
ア担当、その他目的達成に必要な地域住民等

自治協会長、副会長、部会長、民生委員児童委員、主任児童委員、老人ク
ラブ代表、市民センター長、各自治会長、地域企業（イオン等）等

自治協会長、部会長、各区長、民生委員児童委員、市民センター長、
社協エリア担当、消防団、JA彩四季・友生店、友生郵便局等

自治協会長、部会長、各区長、民生委員児童委員、市民セン
ター長、社協エリア担当、市エリア担当等

自治協会長、副会長、部会長、理事、会計、民生委員児童委
員、主任児童委員、社協エリア担当、その他地域で認める者

民生委員児童委員、各組見守り隊員、老人クラブ会長、実年会
会長、すみれ会会長

区長代表、小中学校長、保育園長、市民センター長、警察協助員、体
育指導員、民生委員児童委員、保護司、消防分団長、保護者会代表等

自治協会長、副会長、部会長、各自治会長、民生委員児童委
員、市民センター長、社協エリア担当、市エリア担当

自治協会長、部会長、各部会副部会長、民生委員児童委員、社
協エリア担当、その他必要な地域住民や関係機関

自治協役員、自治会長、民生委員児童委員、サロンボランティ
ア、社協エリア担当

自治協会長、副会長等、各区副区長、民生委員児童委員、主任児
童委員、いが見守り支援員、市民センター長、社協エリア担当等
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伊賀市地域福祉ネットワーク会議設置状況

平成31.3.1現在
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自治協会長、副会長、会計、事務局長、福祉担当役員、民生委
員児童委員、主任児童委員、社協エリア担当
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