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もやい ３０年度 第８回定例会議事録 

 

日 時 ：７月１８日（水） 15：00～17：00 

場 所 ： 市民活動支援センター 

出席者 ：田中、大福、石見、添田、廣川、植村、（欠）浅野、平井、久保田、石田 

 

【１】 第 1 回 WAM 勉強会（講演会）について 

日時：7 月 2４日（火） 

場所：クリエイトホール 10 階 第 5 会議室 

基調講演：移動支援・全国先進事例に学ぶ 

講師：全国移動ネット事務局長 伊藤みどり氏      

参加者：八王子市（辻野、森山、立川）、社協（大和、田中、小出）、もやい：５   

協議会：牧、あいべ：二瓶、センター：辻村、包括川口：小林など 

町会：（宝生寺）浅川４名、美山町会 ３名 、絹一：野浦    

福祉政策：柏田、社協分室：松本、  

＊現時点では参加者が多くても 30 人程度と考えられる  

・当日参加者には準備などで謝金支払う 3,000 円／人＋交通費 

・当日は 13 時現地集合 

          

講演会へ募集時の感想： 

・包括の担当者は総じて移動支援には大きな関心がある。 

・何が白タクで、どんなリスクがあるかを認識している人は殆どいないように思われる。 

・誰かが、どこかで具体化することを望んでいるのかも？ 

・第 7 期介護事業計画に移動支援が載っていることを言っている担当者も複数いる。 

・東京オリンピックを契機に観光面でのボランティア送迎支援の例はあるか（観光協会） 

 

【２】 「地域福祉交通運転者養成講座」出前講座を行う 

（第４回） 宝生寺団地・ティタイム（浅川さん） 

① 日時：8 月 8 日（水） 13：00～15：00 

② 場所：宝生寺自治会館 

③ 参加者：ティタイム関係者、社協 
  

【３】  個人対象運転者講習の開催（西武信金助成事業） 

①開催日時：8 月 9 日（木）、23 日（木）、9 月 6 日（木） 

②毎回 １４：００～１６：００ 

③開催場所：八王子市市民活動支援センター 会議室 

第 1 回申込み者：1 名（広報）、問合せ 2 名 

 

【４】 広報活動 

①八王子市社協だよりへの掲載を検討する 

②よみっこへの記事投稿（中塚氏了解済） 

③広報誌の発行（もやいＨＰに掲載） （1／２ヶ月 発行予定、担当：大福、久保田） 

④はちコミネットへの掲載 
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【５】 その他 

①運転者講習者資格申請書提出予定 （7 月 19 日） 

②講習会チラシ印刷 出前講座（2,000部）、個人対象講座（500部） 

③新入会員 野田貴子、吉田健人 （２名） 

 

 ＜次回定例会＞ 
 

 日時： 平成３０年８月２（木） １５：００～１７：００   

 場所：市民活動支援センター 活性化室       

以上 

 

 

 

 

 

 

所属種類 所属名 氏名

1 包括 南大沢 森島早苗

2 川口 小林明美

3 堀之内 谷口哲也

4 長沼 今里和子

5 寺田 堀間華世

6 片倉 大井みゆき

7 長房 樋口香奈子

8 めじろ台 中村多恵

9 高尾 齋藤健一

10 浜口龍太

11 金子加代子

12 旭町 村野理枝

13 子安 中村真理

14 中野 菊池

15 大学・研究所 国交省 石井義之

16 服部真治

17 桜美林大学 島津　淳

18 首都大学東京 和気純子

19 和田清子

20 日本女子大 黒岩亮子

21 自治研 藤岡一昭

22 法政大学 高野結司

23 市役所 医療保険部 古川由美子

24 いきいき課 立川寛之

25 政兼

26 小西

27 高齢者福祉 野田明美

28 都市戦略部 元木　博

29 協働推進 叶　清

30 小浦晴実

31 福祉政策 井上　茂

32 清水裕也

33 障害者福祉 小池育英

34 遠藤徹也

35 子ども家庭支援センター 辻井　睦

36 大横保健福祉センター 小野芳里

37 富山佳子

38 シルバー人材 榎本俊也

39 子ども家庭部 豊田　聡

40 中正由紀

41 道路交通部 大木　昇

42 交通企画課 染谷祐介

43 福祉部 小澤篤子

44 図書館 石黒みどり

45 介護保険課 横溝秀明

46 高齢者福祉 辻野文彦

47 林　一矢

48 元木　博

49 八王子観光コンベンション協会 田口秀夫

50 吉田健人

Wam第1回セミナー　名簿

51 団体 絹一ふれあいネットワーク 野浦　徹

52 絹ヶ丘1丁目 中島清子

53 シルバー新報 妹尾　悟

54 生活者ネットっワーク 川村美恵子

55 ゆずり葉 杉本依子

56 エンツリー 吉田恭子

57 ウエルライフ㈱ 北井順子

58 きよぴー 片貝　剛

59 よみっこ 中塚　勝

60 神奈川移動ネットワーク 清水弘子

61 全国移動ネット 河崎民子

62 WAM 日置　雄

63 シルバー人材 榎本

64 社協 山崎、大島、松本

65 緑サポート 千明　武紀

66 センター元気 鈴木久夫

67 国際協会 貝島

68 一般 吉永鴻一

69 あいべ訪問介護 二瓶麗奈

70 数井クリニック 平川博龍

71 数井　学

72 西武信金 小淵

73 支援センター 辻村

74 協議会 尾崎

75 志民塾 有田

76 坂野

77 八王子FM 新井沙織

78 花岡

79 梅本和比己

80 大山 孝

81 山岡義典

82 よみっこ 中塚

83 町会・民生 民生委員 内藤榮一

84 山本英雄

85 久永美幸

86 片倉台福祉ネットワーク 大森眞知子

87 片倉自治会長 山本政光

88 町自連副会長 前野　修

89 冨貴澤繁幸

90 議員 鳴海有理

91 村松　徹

92 佐藤あずさ

93 西本和也

94 小林ひろえ

95 小林信夫

96 原田　繁

97 陣内　泰子

98 島内ゆきえ

99 都民ファーストの会 滝田やすひこ
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