
会 議 等 報 告 書 

１ 会議等名 糸島市地域公共交通会議（第１回） 

２ 開催日時 平成２２年１月２６日（火）  １５時００分 ～ １５時２０分  

３ 開催場所 糸島市役所 新館 ４０３会議室 

４ 出席者 別紙のとおり。 

５ 協議事項 （１）委員の委嘱について 

   事務局より糸島市地域公共交通会議委員の委嘱依頼。 

 

（２）会長及び副会長の互選について 

   会長：【福嶋企画部長】  副会長：【柚木行政区長】 

 

（３）市町村運営有償運送（市町村福祉輸送）について 

   合併して糸島市となったが、移送サービスについては、サービス内容が旧１市２町

で異なるため、平成22年１月から３月までは、旧市町区域では従前のサービス内容

で事業を実施し、平成22年４月からは糸島市全域で統一したサービス内容で事業を

実施したい旨説明。（※詳細は会議資料参照。） 

  → 質疑なし。 

 

（４）その他 

   事務局より、平成22年４月のダイヤ改正に向け、来月公共交通会議を開催したい

旨連絡。 

６ 決定事項 （１）糸島市地域公共交通会議委員の委嘱について、了承。 

 

（２）会長【福嶋委員】、副会長【柚木委員】で決定。 

 

（３）市町村運営有償運送について、了承。 

７ 懸案事項 特になし。 

 



糸 島 市 地 域 公 共 交 通 会 議 【 第 １ 回 】  

 

Ｈ２２.１.２６（火）15：00～ 

糸島市役所 新館 ４０３会議室 

 

● 委員出欠    別紙「委員名簿」参照 

 

１ 糸島市企画部長あいさつ 

 

 
２ 協  議 

（１） 委員の委嘱について 

※ 別紙「交通会議設置法令」参照             【事務局説明】 

 

（２） 会長及び副会長の互選について 

※ 別紙「糸島市地域公共交通会議設置規程」参照      【事務局説明】 

     会 長【            】 

副会長【            】 

 

（３）市町村運営有償運送（市町村福祉輸送）について 

※ 別紙「糸島市移送サービス事業概要」参照       【介護保険課説明】 

 

 

 

 

 

  （４）その他 

■次回会議； 月  日（ ） ：  ～ 
（予定協議案件） 
▼ 



糸島市地域公共交通会議　委員名簿

平成２２年１月２６日開催

氏　　名 所　属　・　役　職 規程　第３条 出欠、代理出席

会　長 福嶋　　剛 糸島市　企画部長
糸島市長又はその指名
する者

○

副会長 柚木　利道 糸島市行政区長会 市民代表 ○

委員 今泉　健吾
昭和自動車株式会社
自動車事業本部　副部長

一般乗合旅客自動車運
送事業者

○

委員 森田　秀規
福岡昭和タクシー株式会社
福岡西部事業部　統括課長

一般旅客自動車運送事
業者

○

委員 宮嵜　憲一
社団法人福岡市タクシー協会
専務理事

旅客自動車運送事業者
の団体

○

委員 渡辺　良彦 老人クラブ連合会 市民代表 ○

委員 湯元　日出光
九州運輸局
福岡運輸支局長

九州運輸局長又はその
指名する者

欠席

委員 水﨑　勝美
福岡昭和タクシー株式会社
バス乗務員代表

一般旅客自動車運送事業
者の事業用自動車の運転
者が組織する団体

○

委員 梶田　佳孝
九州大学大学院　工学研究院
環境都市部門　助教

その他市長が必要と認め
る者

欠席

委員 山本　　誠
福岡県　企画・地域振興部
広域地域振興課
参事補佐兼地域交通係長

〃
代理 ： 笠井　茂

委員 工藤　豊一
福岡県警察本部　糸島警察署
交通課長

〃 ○

委員 藤原　史武
福岡国道事務所
福岡西維持出張所長

〃 欠席

委員 津留　順四郎
福岡県福岡県土整備事務所
前原支所　庶務課　副長

〃 ○

委員 岩永　綾夫
糸島市　建設都市部
建設課長

〃 ○

＜任期＞　平成２２年１月２６日～平成２４年１月２５日

＜事務局＞

藤田　　晋

高田　直一

大西　將夫

糸島市　企画部　地域振興課長

糸島市　企画部　地域振興課　課長補佐兼公共交通係長

糸島市　企画部　地域振興課　公共交通係



 道路運送法 
 
(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金) 

第九条 

１～３ （省略） 

４ 一般乗合旅客自動車運送事業者が、地域における需要に応じ当該地域の

住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るため

に乗合旅客の運送を行う場合において、国土交通省令で定めるところによ

り、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交

通省令で定める関係者が当該運送に係る運賃等について合意しているとき

は、当該一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項及び前項の規定にかか

わらず、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもつて足り

る。これを変更しようとするときも同様とする。 

５～６ （省略） 

 

 

 

道路運送法施行規則 

 

(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の届出) 

第九条 （省略） 

２ 法第九条第四項の規定による運賃等の設定又は変更の届出に係る前項の

届出書には、当該届出に係る運賃等について次条に規定する地域公共交通

会議又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第

五十九号)第六条に規定する協議会(第九条の三第一項第二号から第五号に

掲げる者を構成員に含むものに限る。以下単に「協議会」という。)におい

て協議が調つていることを証する書類を添付するものとする。 

３ （省略） 

交通会議設置法令 
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糸島市地域公共交通会議設置規程 

平成22年１月１日 

告示第14号 

 （設置） 

第１条 道路運送法（昭和26年法律第183号）第９条第４項及び道路運送法施行規則

（昭和26年運輸省令第75号）第９条第２項の規定に基づき、地域住民の生活に必

要な旅客運送の確保その他旅客の利便増進を図るために必要な事項を協議する

ため、糸島市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関するこ

と。 

 (2) 市営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。 

 (3) 生活交通の在り方一般に関すること。 

 (4) その他市長が必要と認めること。 

 （組織） 

第３条 交通会議は、委員20人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。 

 (1) 市の職員 

 (2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びそ

の組織する団体の代表者 

 (3) 市民代表 

 (4) 九州運輸局長又はその指名する者 

 (5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表

者 

 (6) 市長が特に必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 交通会議に会長及び副会長それぞれ１人を置き、委員の互選によりこれを
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定める。 

２ 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 交通会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 交通会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

４ 交通会議において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、そ

の説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （協議結果の取扱い） 

第７条 交通会議において協議が整った事項については、関係者はその結果を尊重

し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

 （幹事会） 

第８条 交通会議に、次に掲げる事項について審査するため、幹事会を置くことが

できる。 

 (1) 申請内容の事前審査に関すること。 

 (2) バス路線の休廃止の申出に関すること。 

 (3) 既に実施している乗合旅客運送事業で、事業計画の変更（大規模な休廃止等

は除く。）その他必要と認められる措置の変更に関すること。 

 (4) その他交通会議の運営に関すること。 

２ 幹事会の委員は、交通会議の委員のうちから会長が選任する。 

３ 幹事会に代表幹事及び副代表幹事それぞれ１人を置き、幹事会の委員の互選に

よりこれを定める。 

４ 幹事会において必要と認めるときは、会議に幹事会の委員以外の者の出席を求

め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

５ 第１項第２号及び第３号に規定する事項については、幹事会の決議をもって交

通会議の決議とすることができる。 

 （庶務） 

第９条 交通会議の庶務は、企画部地域振興課において処理する。 
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 （補則） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、平成22年１月１日から施行する。 



 移送サービス事業 平成２２年１月から３月まで

旧前原市 旧二丈町（外出支援サービス） 旧志摩町（外出支援サービス）

（利用対象者） （利用対象者） （利用対象者）

 老衰・心身の障害及び傷病等の理由により臥床又
は車いすを利用している概ね65歳以上の高齢者

 （左に同じ）  （左に同じ）

（利用者負担金） （利用者負担金） （利用者負担金）
１送迎につき：
・旧糸島地域 ５００円、
・旧糸島地域を除く福岡市西区 ７５０円、
・それ以外の福岡市内 １,０００円

※有料道路や有料駐車場の代金は実費負担
※生活保護受給者は、有料道路や有料駐車場の代金
のみ

１送迎につき： ５００円

（利用地域）
二丈町、前原市、志摩町
福岡市の今宿、今津、北崎、周船寺、元岡地区
唐津市浜玉町

※有料道路や有料駐車場の代金は実費負担

１送迎につき：
●住民税非課税世帯
旧糸島地域５００円、
旧糸島地域を除く福岡市１，０００円
●上記以外
旧糸島地域７５０円、
旧糸島地域を除く福岡市１，５００円

※有料道路や有料駐車場の代金は実費負担

（利用回数） （利用回数） （利用回数）
2回以内／月  （左に同じ）  （左に同じ）

（その他） （その他） （その他）
※登録申請受付後、登録決定し、利用申請は社協で
受付て予約を取り実施している
※日曜、祝日、年末年始は利用不可
※実施時間：午前9時から午後4時30分まで
※59歳未満の身体障害者の利用申請は、障害福祉
課が所管

※登録申請受付後、登録決定し、利用申請は社協
で受付て予約を取り実施している
※日曜、祝日、年末年始は利用不可（基本的に医
療機関の営業日）
※実施時間：委託先が可能な時間帯（基本的に医
療機関の営業時間）

※登録申請受付後、登録決定し、利用申請は社協
で受付て予約を取り実施している
※日曜、祝日、年末年始は利用不可（基本的に医
療機関の営業日）
※実施時間：委託先が可能な時間帯（基本的に医
療機関の営業時間）

 移送サービス事業 平成２２年４月から

（利用者負担金）

（利用回数）
2回以内／月

（その他）
※登録申請受付後、登録決定し、利用申請は社協で受付て予約を取り実施している
※日曜、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで）は利用不可
※実施時間：午前9時から午後4時30分まで
※59歳未満の身体障害者の利用申請は、障害福祉課が所管

糸島市　移送サービス事業概要

 公共交通機関等の利用が困難な在宅の寝たきり高齢者等を移送用車輌で医療機関等へ移送するサービス

（利用対象者）

 糸島市に居住する者で老衰・心身の障害及び傷病等の理由により臥床又は車いすを利用している概ね65歳以上の高齢者等

１送迎につき：
・糸島市内 ５００円、福岡市西区及び唐津市浜玉町７５０円、福岡市西区外の福岡市内 １,０００円

※有料道路や有料駐車場の代金は実費負担
※生活保護受給者は、有料道路や有料駐車場の代金のみ

 公共交通機関等の利用が困難な在宅の寝たきり高齢者等を移送用車輌で医療機関等へ移送することにより、日常生活を支援し福祉の向上を図るサービス

糸　　　島　　　市

1／1



№0397 糸島市移送サービス事業実施規程 

1 

糸島市移送サービス事業実施規程 

平成22年１月１日 

告示第59号 

 （目的） 

第１条 この告示は、公共交通機関等の利用が困難な在宅の寝たきり高齢者等を移

送用車両により移送することで、日常生活を支援し、もって寝たきり高齢者等の

福祉の向上を図ることを目的とする。 

（事業の委託） 

第２条 市長は、糸島市移送サービス事業（以下「移送サービス」という。）の実施

に関し、その運営を社会福祉法人等（以下「実施法人等」という。）に委託する

ことができる。 

（対象者） 

第３条 移送サービスの対象者は、糸島市に居住する者で、次の各号のいずれかに

該当する公共交通機関等の利用が困難なもの（以下「対象者」という。）とする。 

(1) 老衰、心身の障害、傷病等により寝たきり又は車いすを利用しているおお

むね65歳以上の高齢者 

(2) 重度の身体障害により寝たきり又は車いすを利用している身体障害者又は

身体障害児 

(3) その他市長が必要と認めた者 

（移送サービスの内容） 

第４条 移送サービスの内容は、対象者をその居宅等と次に掲げる場所との間を移

送することとする。 

(1) 在宅福祉サービス等実施施設 

(2) 医療機関 

(3) その他市長が必要と認めた場所 

（実施日） 

第５条 移送サービスを実施する日は、次に掲げる日以外とする。ただし、市長が

必要と認めたときは、この限りでない。 

(1) 毎週日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(3) 12月29日から翌年の１月３日までの日 
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（実施時間） 

第６条 移送サービスを実施する時間は、午前９時から午後４時30分までとする。

ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。 

（実施区域） 

第７条 移送サービスの実施区域は、原則として糸島市、福岡市及び佐賀県唐津市

浜玉町とする。 

 （利用回数） 

第８条 利用回数は、原則として月２回以内とする。 

（利用者負担） 

第９条 移送サービスを利用する者（以下「利用者」という。）は、利用者負担とし

て、実費相当額を直接実施法人等に支払うものとする。ただし、生活保護法（昭

和25年法律第144号）による被保護世帯（単給世帯を含む。）に属する者の利用者

負担については、市が負担する。 

２ 有料道路又は有料駐車場を利用するときは、利用者の負担とする。 

３ 第１項に定める利用者負担の額は、市が実施法人等と締結する委託契約の中で

定める。 

 （利用登録申請） 

第１０条 移送サービスを利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、あら

かじめ糸島市移送サービス利用登録申請書（様式第１号）を市長に提出するもの

とする。 

（利用登録の決定等） 

第１１条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに利用登録の要

否を決定し、糸島市移送サービス利用者台帳（様式第２号）に登録のうえ、糸島

市移送サービス利用登録承認（不承認）通知書（様式第３号）により申請者に通

知するものとする。 

２ 市長は、前項の利用登録の決定をしたときは、実施法人等に対し糸島市移送サー

ビス利用登録通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（利用及び報告） 

第１２条 移送サービスを利用するときは、利用者は実施法人等とあらかじめ移送

サービス提供の日時等を調整し、糸島市移送サービス利用申請書（様式第５号）

を実施法人等に提出するものとする。 
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２ 実施法人等は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに利用の可否等

を申請者に電話等により通知するものとする。 

３ 実施法人等は、毎月10日までに前月分の事業実施状況を、糸島市移送サービス

実績報告書（様式第６号）により市長に報告しなければならない。 

（廃止届） 

第１３条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに

糸島市移送サービス利用廃止届（様式第７号）により市長に届け出なければなら

ない。 

(1) 移送サービスの利用の必要がなくなった場合 

(2) 利用者が転出又は死亡した場合 

（利用登録の廃止） 

第１４条 市長は、前条の規定による届出があった場合又はサービスの必要がなく

なったと認めるときは、速やかに利用登録の廃止を決定し、糸島市移送サービス

利用登録廃止決定通知書（様式第８号）により当該利用者及び糸島市移送サービ

ス利用登録廃止通知書（様式第９号）により実施法人等に通知するものとする。 

（補則） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成22年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第７条及び第９条の規定は、平成22年４月１日以後の実施区域及び利用者負担

について適用し、平成22年３月31日までの実施区域及び利用者負担については、

なお合併前の前原市移送サービス事業実施規程（平成12年前原市告示第45号）、

二丈町高齢者等生活支援事業実施規程（平成12年二丈町告示第14号）又は志摩町

高齢者等生活支援事業実施要綱（平成12年志摩町告示第50号）の規定の例による。 

３ この告示の施行の日の前日までに、合併前の前原市移送サービス事業実施規程

の規定によりされた手続その他の行為又は合併前の二丈町高齢者等生活支援事

業実施規程若しくは志摩町高齢者等生活支援事業実施要綱の移送サービス事業

に係る規定によりされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によ

りされたものとみなす。 



前原市

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 計 登録者数
高齢者 24 23 28 29 20 27 27 21 30 229 74
障害者 11 15 11 9 9 9 13 9 7 93 39
計 35 38 39 38 29 36 40 30 37 322 113

二丈町

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 計 登録者数
高齢者 12 9 9 13 13 13 17 14 15 115 23
障害者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 12 9 9 13 13 13 17 14 15 115 23

志摩町

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 計 登録者数
高齢者 12 7 6 10 9 8 9 7 9 77 15
障害者 1 2 3
計 12 7 6 10 10 10 9 7 9 80 15

糸島市計

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 計 登録者数
高齢者 48 39 43 52 42 48 53 42 54 421 112
障害者 11 15 11 9 10 11 13 9 7 96 39
計 59 54 54 61 52 59 66 51 61 517 151

平成２１年度移送サービス（外出支援サービス）事業実績

延べ利
用者数

延べ利
用者数

延べ利
用者数

延べ利
用者数

登録者数は平成２１年１２月末現在


