
第2 回 地域における「福祉」と「交通」の連携を考えるセミナーin 名古屋 

   「地域に必要な『おでかけ』手段を確保するために」  2019年9月吉日 

<開催趣旨> 

昨年開催した「地域における『福祉』と『交通』の連携を考えるセミナーin 名

古屋」は、中部地区の自治体関係者、非営利団体等より多数の参加申込があり、

当日は台風に見舞われ時間短縮になったものの来場も多く、「自家用車使用で

きなくても地域で暮らしていくために必要な『おでかけ』手段の確保」への関

心の高さを知ることができました。 

一方、国においても、未来投資会議での議論を経て策定された成長戦略実行

計画で示された自家用有償運送制度の見直しや、国土交通省「地域交通フォロ

ーアップ・イノベーション検討会」の報告を受けた地域公共交通関連諸制度見

直しの動きがあります。 

そこで今年度も本セミナーを開催することといたしました。地域が本気にな

って、「まちづくり」や「福祉」の視点から「地域の『おでかけ』手段確保」

を図ることを後押しするために、最新の情勢について情報提供を行うとともに、

（施策の発想の転換・縦割り行政の解消・アリバイ行政の解消）各自治体の交

流、意見交換の場を提供いたします。 

今後の中部地域における「おでかけ」確保・支援のネットワーク創りになれ

ばと考えています。 

今回特に注目する「地域の『おでかけ』手段確保」が不十分な分野 

１．子育て支援⇒移動サポート（病気・障がいを持つ、移動手段のない親等） 

シングル家庭、共働き世帯⇒病児保育、学童保育 

２．障がい児・障がい者⇒社会参加（通学・通勤・余暇等） 

障がい者雇用、公的な移動支援制度の問題 

３．高齢者支援⇒生活の足（通院・買物・余暇等） 

高齢化による町内会(自治組織)崩壊、運営の担い手がいないSOS 発信 

運転免許返納によって外出困難に、逆に返納できず不安な運転を余儀なくされる 

４．大規模災害時⇒移動確保 

西日本水害における移動支援活動 
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２０１９年１１月１５日（金）13 時～18 時＜受付 12 時＞   

 交流会（懇親会） 18 時～20 時 

１１月１6 日（土） 9 時～17 時 

会   場 大同大学 「滝春校舎」 住所：名古屋市南区滝春町 10 番地 3  

駐車場はありません・公共交通でお越し下さい。 

＊名鉄「名鉄名古屋」「金山」駅より太田川方面「準急」もしくは「普通」に乗

り「大同町」駅下車、徒歩 3 分。 

参加対象者 （定員：２５０名） 

どなたでも参加いただけますが、特に下記の方々を想定した内容と

なります。「福祉有償運送団体および公共交通空白地有償運送団体、

都道府県・市町村の福祉・交通部門、公共交通事業者、移動支援に

携わる方、この問題への取組みを考えている地域団体・個人」 

参 加 費 １,０００円 （資料代） 

※本事業はマツダ・移動支援団体応援プログラムの助成を受けています。 

主   催  NPO 法人 移動ネットあいち  

共  催 NPO 法人 全国移動サービスネットワーク 

後    援  大同大学・南医療生活協同組合  

名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的教発展教育研究センター（予定） 

11 月 15 日【1 日目】 13 時～1８時 
 

開会挨拶・来賓挨拶（大同大学学長）予定 

 

＜記念講演＞ 「人口減小に向けた自治体のあり方」 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 名誉総長 大島伸一氏  

テーマ「地域包括ケアについて」  

愛知県 長久手市長 吉田一平氏  

テーマ「住民参加の自治を目指す施策（職員働き方改革）」  



 

＜基調講演＞ 「地域に必要な「おでかけ」手段確保の方策を考える」 

国土交通省 自動車局 旅客課地域交通室 係長 大石信太郎氏 

  テーマ「福祉と交通の連携をサポートする国の施策見直しについて」  

名古屋大学大学院 環境学研究科 教授 加藤博和氏  

テーマ「地域の現場における福祉と交通との連携を進める為にすべきこと」 

NPO 法人全国移動サービスネットワーク副理事長 河崎民子氏  

テーマ「地域における『おでかけ』手段確保の課題と取組事例」  

 

＜報告・問題提起＞  

大規模災害時の移動支援     報告者 開催ＳＴＳ連絡会  柿久保 浩次氏 

障がい児・障がい者の移動支援 報告者 NPO 法人 わっぱの会 斎藤  懸三氏 

11 月 16 日【2 日目】 9 時～17 時 
《午前１》【9 時～10 時 15 分】 進行役 名古屋大学教授 加藤博和氏 

「新時代の『おでかけ』サービスの担い手を考える ナンバープレートの色を超えて」  

公共交通事業の独立採算による運営が困難さを増し、運転手不足も深刻となる中、緑ナ

ンバー事業者や職業運転手以外での「おでかけ」手段確保への期待がより高まっている。

どうすれば安全安心で社会的ニーズにも対応できる「おでかけ」サービス供給ができる

か、徹底討論する。「パネリスト：つばめ自動車会長 天野氏、株式会社 Azit(CREW

の運営会社 南知果氏、移動ネットあいち理事長 遠山氏、東海中学校ディベート部学

生 6 名」 

《午前２》「地域での『おでかけ』手段確保の取組紹介【10 時 30 分～12 時 30 分】 

① パーソナルモビリテｲ（電動車イス）共同利用実証実験 大同大学工学部樋口恵一氏 

② 住民が主体となる「許可登録不要」の移動支援 全国移動ネット「４事例」（DVD） 

③ ディーラーの試乗車を利用したサロン送迎 東浦町 ＮＰＯ法人 絆 山﨑紀恵子氏 

④ アイシン精機・スギ薬局 「チョイソコサービス」 アイシン精機㈱ 野々山茂男氏 

⑤ コミュニティバスのあり方 名古屋大学大学院 環境学研究科 研究員 剣持千歩氏 

⑥ タクシーを利用した「おでかけ」支援の取り組み おでかけカンパニー 福本雅之氏 

 

《午後》 分科会・ワークショップ（企画予定）【13 時 30 分～15 時 30 分】 

 ＊セミナー参加の方が主体で様々な問題点を議論しましょう！ 

①・地域包括ケア＝「まちづくり」視点での「わがまち」の移動支援仕組みつくり 

②・障がい児・障がい者の移動支援問題  

③・大規模災害時様々な支援について  

分科会の報告・まとめ【16 時～17 時】  

＊閉会 17 時予定 



参加申込書

ー第 2回 地域における「福祉」と「交通」の連携を考えるセミナーin名古屋ー

■参加申し込み ＦＡＸ・メールでお申込みください。勝手ながらお申し込みの受領連絡はいたしません。

定員に達しご参加いただけなくなった場合のみ、事務局からご連絡申し上げます。

■参加費（資料代として 1,000円）は、当日受付にて現金でお支払いください。

■駐車場はありません・公共交通でお越し下さい。（名鉄常滑線 大同町駅 徒歩 5分）

お申し込み先 ⇒ NPO 法人 移動ネットあいち：＜11 月 8 日申込期日＞

FAX：052-611-5510    E-mail：tooyama@minami.or.jp

団体名・所属

参加者名

ふりがな               ふりがな                

連 絡 先

住所・〒                            

TEL            FAX              

メールアドレス                         

イベント内容
毎に、参加意
向を○つけ
てください

11/15（金）13 時～18 時：記念講演・基調講演・問題提起    参加  or 不参加

11/15（金）18 時～20 時：交流会【参加費 3,000 円】      参加  or 不参加

11/16（土）9 時～12時半：おでかけ手段徹底討論・事例報告   参加  or 不参加

11/16（土） 昼食【学食カレー：300円】   申し込む  or 申し込まない

11/16（土）13 時半～17 時：ワークショップ（下記、参加したい番号に○）

①・地域包括ケア＝「まちづくり」視点での移動支援仕組み

②・障がい児・障がい者の移動支援問題

③・大規模災害時支援について

どの様な移動支援

が必要と思います

か？聞きたい事

柄、関心のあるテ

ーマ等をお書きく

ださい

主催：ＮＰＯ法人 移動ネットあいち 〒457-0805 名古屋市南区三吉町六丁目２５電話：

（０５２）６１１－６１００・FAX:（０５２）６１１－５５１０ E-mail：tooyama@minami.or.jp


