日本福祉のまちづくり学会福祉交通サービス特別研究委員会並びに土木学会福祉の交通・地域計画研究小委員会
では、障害者・高齢者等が生活に必要な移動が出来ることを目標として、福祉交通サービス、通院送迎、コミュニティ
バスやタクシーなどの交通システム、福祉交通のあり方や計画を進めるための研究を行っています。
本年度は「福祉交通セミナー～地域・福祉・交通から地域福祉交通へ～」と題し、下記のとおりセミナーを開
催致します。テーマは福祉交通、地域の公共交通、まちづくりに関わる法制度の動きや活用方策、具体的な取り組
み事例からユニバーサルデザインの車両開発、計画策定に奔走する自治体の方などを対象にした相談コーナーなど、
内容を拡充して議論を深めたいと思います。多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。
日本福祉のまちづくり学会
福祉交通サービス特別研究委員会 委員長

秋山

哲男
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■主なセミナー
テーマ

公共交通とまちづくり、地域交通の活性化に向けて、地域交通計画の制度と考え方、地域に適した交
通システムの組み立て方、UD タクシー普及に向けた取組みと課題、特別企画（地域福祉交通よろず相
談コーナー、自治体情報交換）、これからの福祉交通・地域公共交通を考えるラウンドテーブル

■募集人数

200 名（※下記申し込み方法参照）定員超過の場合のみご連絡します

■参 加 費

3,000 円（資料代込）

■申し込み方法
および申し込
み期限

9 月 24 日
（月）
までに、①氏名、②所属、③連絡先、④２日目午前は希望会場を、⑤２日目午後の相談コー

■懇 親 会 2,000 円

（当日現金にて受付でお支払い下さい）

ナーを希望される方はその旨ご記入の上、
電子メールにてお申し込み下さい。
FAX の場合は、裏面の申し込み書をご使用下さい。

※杉並区在住・在勤の方で杉並区移動サービス情報センターにお申し込みの場合、参加費 500円、資料代 500円
です。裏面の申し込み欄に記入し右記にファクスして下さい。
（03-5397-1755）

■申し込み先お
よび問合せ先

首都大学東京 観光科学専修 秋山研究室気付 福祉交通セミナー係
E-mail t̲akiyamaken@yahoo.co.jp
住 所 〒192−0364 東京都八王子市南大沢 2−2 パオレビル内
ＦＡＸ ０４２−６７０−４３１２

■主

催

日本福祉のまちづくり学会 福祉交通サービス特別研究委員会
土木学会福祉の交通・地域計画研究小委員会

■共

催

交通エコロジー・モビリティ財団、杉並区、特定非営利活動法人全国移動サービスネットワーク

【１日目】10月3日（金）
開会

9:40

主催者あいさつ

日本福祉のまちづくり学会福祉交通サービス特別研究委員会
土木学会福祉の交通・地域計画研究小委員会

委員長
委員長

秋山哲男
新田保次

9:50 − 12:00 （130 分） 1. 公共交通とまちづくり
（1）持続可能な公共交通のあり方：（30 分）
新田保次（大阪大学教授）
（2）まちづくりとバス交通（仮題）：（30 分）
講演者調整中
（3）まちづくりと LRT −欧州･富山−：（30 分）
松原悟朗（㈱国際開発コンサルタント代表取締役）
・コメント・討論・質疑（40 分）
コーディネーター : 磯部友彦（中部大学教授）、北川博巳（兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所）
（昼休み）

12:00 − 13:00 （60 分）
13:00 − 15:00 （120 分） 2. 地域交通の活性化に向けて

（1）タクシー･ NPO 活用など新しい制度･政策：（30 分）
奥田哲也（国土交通省自動車交通局旅客課長）
（2）地域公共交通活性化・再生総合事業：（30 分）
野俣光孝（国土交通省総合政策局交通計画課長）
（3）新しい法体系を地域公共交通政策へ活用する方法：（30 分）
加藤博和（名古屋大学准教授）
・質疑・討議（30 分）
コーディネーター：山田 稔（茨城大学准教授）沢田大輔（交通エコモ財団）
（休憩）

15:00 − 15:30
15:30 − 17:15 （105 分） 3. 地域交通計画の制度と考え方

（1）法定協議会と地域交通のこれから：（30 分） 磯部友彦（中部大学教授）、吉田 樹（首都大学東京助教）
（2）バス交通計画（30 分） 秋山哲男（首都大学東京教授）、吉田 樹（首都大学東京助教）、大森宣暁（東京大学講師）
（3）福祉交通計画（30 分） 藤井直人（神奈川リハビリ）、猪井博登（大阪大学助教）、沢田大輔（交通エコモ財団）
・討論・質疑応答（15 分）
コーディネーター：秋山哲男（首都大学東京教授）
懇

親

会

【２日目】10月4日（土）
10:00 − 12:00 （120 分） 4. 地域に適した交通システムの組み立て方
＜第１会場＞
＜第 2 会場＞
杉並区の地域福祉交通をデザインする
各地の事例に見る地域交通システムづくり（80 分）
①埼玉県三郷市
・杉並区の地域福祉交通の施策
大野練夫（三郷市財務部主税課長）
・移動サービス情報センターの取り組みと課題
②青森県八戸市
・利用者とさまざまな担い手が考えるこれからの杉並の移動
鈴木 哲（八戸市都市整備部都市政策課主査）
杉並区保健福祉部管理課
③過疎地有償運送による地域生活交通確保の模索
杉並区移動サービス情報センター
笹沼和利（埼玉県移送サービスネットワーク代表）
利用者、地域包括支援センター職員
④地域福祉交通を考える場ができるまで
一般タクシー、福祉輸送限定事業者
冨島淳一（市川市福祉部地域福祉支援課主幹）
福祉有償運送団体、介護保険事業者のタクシー
パネルディスカッション（40 分）
コーディネーター：寺島 薫（㈱アークポイント）
コーディネーター：加藤博和（名古屋大学准教授）
（昼休み）

12:00 − 13:00 （60 分）

13:00 − 14:00 （60 分） ＜第１会場＞
5. ユニバーサルデザインタクシー普及に向けた取組みと課題
鎌田 実（東京大学教授）
川村泰利（宮園タクシー株式会社取締役社長）
中原康夫（トヨタ自動車商品開発本部）

14:00 − 14:10

＜第 2 会場＞
−特別企画−
・地域福祉交通よろず相談コーナー
・自治体の交通施策に関する情報交換スペース
相談員 加藤博和（名古屋大准教授）
吉田 樹（首都大学東京助教）
大野練夫（三郷市財務部主税課長）
笹沼和利（ときがわ町議会議員）

（休憩）

14:10 − 15:40 （90 分） ＜第１会場＞
6. これからの地域福祉交通を考えるラウンドテーブル（討論）
討 論 者：三星昭宏（近畿大学教授）
秋山哲男（首都大学東京教授）
長谷川万由美（宇都宮大学准教授）
杉本依子（全国移動サービスネットワーク理事長）
樋口蓉子（杉並区移動サービス情報センター代表）
磯部友彦（中部大学教授）
山田 稔（茨城大学准教授）
加藤博和（名古屋大学准教授） ほか調整中
コーディネーター：秋山哲男（首都大学東京教授）
※プログラムは都合により変更する場合がございます。

福祉交通セミナー 申し込み書＜ FAX・郵送用＞
２日目 午前 第１会場・第２会場（○印）

氏 名

２日目 相談コーナーを希望します（○印）

所 属
連絡先

１日目 懇親会に参加します

電話番号
E-mail

FAX

（○印）

