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様式３

会 議 記 録

次の協議会を次のとおり開催した。

協 議 会 名 称 平成２５年度第１回埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会

開 催 日 時 平成２５年７月９日（火）9：30～11：15

開 催 場 所 宮代町コミュニティセンター進修館 小ホール

出 席 者

※ 会 長 等 ◎

副 会 長 等 ○

安達彰彦委員 折原茂幸委員 大橋登喜夫委員 古堺大義委員

上松廣志委員 大森秀子委員 松岡光一委員 橘井公治委員

六所健一委員 相澤美紀委員 河野正章委員 安部貴昭委員

佐藤辰之助委員 ○新井春夫委員 山下雅和委員 ◎真鍋陸太郎委員

明野真久委員

次回開催予定日 平成２６年１月２０日 開催予定

問 い 合 わ せ 先

所属名、担当者名 宮代町福祉課福祉支援室障がい者福祉担当

電話番号 0480-34-1111 （内線 326）

メールアドレス http://www.town.miyashiro.saitama.jp

会 議 記 録 発言記録 ・ 要約
要約し

た理由

内 容 下記のとおり
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発言者 内 容

事務局小島

齋藤課長

事務局小島

皆さん、おはようございます。

定刻となりましたので、ただ今から、平成２５年度第１回埼玉県埼葛北地

区福祉有償運送市町共同運営協議会を開会させていただきます。

皆様には、大変お忙しい中、また、朝早い時間にもかかわらず、ご出席を

いただきまして、誠にありがとうございます。

私は、今年度の事務局を担当させていただきます、宮代町福祉課の小島と

申します。会長選出まで、暫時司会進行を勤めさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

まず、最初に、資料の確認をさせていただきます。資料は、資料１から資

料４まであります。資料１「地域内における移動制約者等と福祉有償運送の

必要性の判断」。内容については、平成２５年２月１９日の会議の際にご提

示させていただいたものです。前回の提示から、状況として大きく変更にな

っておりませんので、こちらの資料を活用させていただきます。資料２「福

祉有償運送に関する登録申請の概要」。特定非営利活動法人しらゆりさんが

更新登録となっておりますので、その関連資料となっております。資料３「軽

微な事項の変更届申請状況一覧」、資料４「平成２４年度下半期実績報告」

以上となります。なお、以上４種類の資料のうち、協議事項であります、資

料１及び資料２につきましては、事前に郵送をさせていただき、本日お持ち

いただいているかと存じますが、もしお忘れの方がいらっしゃれば、予備を

ご用意してございますので、挙手をお願いいたします。いらっしゃいません

ね。

それでは、ここで、会議に入らせていただく前に、事務局からのご報告と、

それに引き続きまして、皆様にご了解をいただきたい事項とがございます。

まず、ご報告でございますが、本日の傍聴人の方はおりません。また、本

日ご出席を賜りました委員の皆様をもちまして、当協議会設置要綱第８条第

２項に規定する定則数に達しており、本会議は成立しておりますので、以上

２点につきましてご報告申し上げます。

つぎに、皆様にご了解をいただくべき事項でございますが、これまでの協

議会開催時と同様、当協議会におきまして議事録を作成する関係から、本協

議会での発言内容を録音させていただくことでございます。どうぞご了解を

賜りますようお願いいたします。

それではお手元の次第に従いまして、進めさせていただきます。

まず、次第２の委嘱書の交付でございます。なお本来であれば、宮代町長

より交付させていただくところではございますが、町長は現在、他の公務に

より出張中でございますので、宮代町福祉課長の齋藤が代理を努めさせてい

ただきます。

申し訳ありません、事務局側の不手際がございまして、２番の委嘱書の交

付の前に３番のあいさつを先にさせていただきます。

宮代町福祉課長の齋藤よりご挨拶を申し上げます。

《課長あいさつ》

ありがとうございました。
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齋藤課長

事務局小島

事務局小島

各委員

事務局小島

上松委員

事務局小島

上松委員

事務局小島

委員一同

事務局小島

それでは２番に戻りまして、委嘱書の交付でございます。時間の都合上、

代表の方のみの交付とさせていただきます。委員名簿１番の幸手市民生委

員・児童委員協議会会長の安達彰彦さん、よろしくお願いいたします。

《委嘱書交付》

ありがとうございました。齋藤課長につきましては、この後公務がござい

ますので、ここで退席させていただきます。

《課長退席》

続きまして、次第の４に入らせていただきます。

本日は、平成２５年度になりまして第１回目の協議会でございます。今年

度新たに委員となられた方もいらっしゃいますので、委員の皆様には、名簿

順に自己紹介をお願いしたいと存じます。それでは、安達委員から、よろし

くお願いいたします。

《自己紹介》

ありがとうございました。

それでは、次第の５、会長の選任及び副会長の指名でございます。

当協議会の会長、副会長につきましては、当協議会設置要綱第６条におき

まして、それぞれ１人を置くと定め、また同条第２項によりまして、会長は

委員の互選にて、また第４項により副会長は会長の指名した者をもって充て

る、とされております。

会長の選出につきまして、皆様のご意見をお聞かせいただきたいと存じま

す。いかがでしょうか。

《挙手》

はい、上松委員お願いします。

会長は、昨年度に引き続きまして、学識経験者であります真鍋委員にお願

いしたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。

ただいま、学識経験者の真鍋委員をご推薦いただきました。いかがでしょ

うか。

《拍手》

ありがとうございます。それでは真鍋委員に会長をお願いしたいと存じま

す。よろしいでしょうか。
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真鍋委員

事務局小島

真鍋会長

委員一同

事務局小島

新井委員

事務局小島

真鍋会長

事務局小島

真鍋会長

委員一同

真鍋会長

安達委員

折原委員

真鍋会長

はい、わかりました。

真鍋委員は、会長席へのご移動をお願いいたします。

続きまして、会長から副会長の指名をお願いいたします。真鍋会長、副会

長の指名をお願いできますでしょうか。

それでは、事務局自治体である宮代町福祉支援室長の新井委員に副会長を

お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

《拍手》

ただいま、会長から新井委員に副会長をとの指名がありました。新井委員、

いかがでしょうか。

はい。では、よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。それでは、新井委員、副会長席への移動をお願い

いたします。

それでは、会長より就任のご挨拶をいただきたいと存じます。

《あいさつ》

ありがとうございました。以後の議事進行は、会長にお願いしたいと存じ

ます。よろしくお願いいたします。

分かりました。

それでは、議事に入る前に、まずは、議事録署名委員を選任させていただ

きたいと思います。

こちらにつきましては、本日ご参加いただいている委員の皆様の中から、

名簿の順でお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

《異議なしの声あり》

それでは、若番順で申し訳ございませんが、安達委員と折原委員に署名委

員をお願いいたします。

《受諾の意思表示あり》

ありがとうございます。本日の議事録が出来上がりましたら、事務局から

お二人に承認をお願いすることになりますので、よろしくお願いいたしま

す。

議事に入る前に、前回（平成２４年度第２回）の会議で、私から質問させ

ていただいた件で、確認した上で回答することになっていたと思います。内
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安部委員

真鍋会長

事務局小島

容は、「特定非営利活動法人みのり」における実績報告で、輸送収入と搬送

回数の関連性でしたが、前事務局から報告していただいても、よろしいでし

ょうか。

改めまして、幸手市福祉課の安部と申します。昨年度は委員の方々のご協

力を賜りましてありがとうございました。第２回目の協議会の中で保留にな

っておりました案件に関しましては、平成２５年３月１１日付協議会様式第

４号埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会の協議結果につい

てという文書について委員に皆様にはお知らせしているところですが、協議

会の中で当時、真鍋委員からご質問いただきました「みのり」に関する輸送

収入と搬送回数につきましては、その時ふれてはおりませんでした。真鍋会

長と相談いたしまして、平成２５年度第１回協議会で、委員さん方の顔ぶれ

は一部変わってしまいますが、みなさまの前でご報告という形にさせていた

だきました。

お手元にお配りしました資料をご覧いただけますでしょうか。Ｑ＆Ａの形

で簡単に書かせていただきました。真鍋会長の質問内容とそれに関する回答

については、当時の会議録よりそのまま抜粋してございます。協議会が開催

された翌日２月２０日に当時の白岡市の担当より事務局あてに回答のメー

ルがございました。回答のメールを原文のまま掲載させていただきました、

下段の A スラッシュ白岡市担当というところでございます。内容のご確認を

お願いいたします。以上です。

ありがとうございます。こちらの回答を見ますと生活サポート事業を使っ

ている場合は、運送料金をいただかないということですね。そういったケー

スは他の団体さんにもありまして、今回の場合はそちらの分の回数を入れて

３９回分,２５回と３９回を足したもので割ったので、１回当たりの価格が想

定していた対価より低いものになってしまったと思われます。この件につい

ては、これで問題ないと思われますが、どなたかご意見はございますか？ご

意見はないということなので、この件につきましてはご了承いただいたとい

うことにさせていただきます。

それでは、今日の議題に入っていきたいと思います。

議題１協議事項の１点目としまして「地域内における移動制約者等と福祉

有償運送の必要性の判断」について、事務局から説明をお願いいたします。

それでは、資料１「地域内における移動制約者等と福祉有償運送の必要性

の判断」につきまして、議事としてお諮りした経緯も含め、ご説明いたしま

す。

昨年度の第２回の会議においても前事務局にて説明をさせていただきま

した。福祉有償運送の必要性の判断につきましては、平成２３年６月に運営

協議会における合意形成のあり方検討会報告が国土交通省自動車交通局旅

客課にてとりまとめられ、その中で、旅客は本来、バス・タクシー等の公共

交通機関が担うべきものであるということを関係者が認識することが重要

であり、公共交通機関だけでは十分な輸送サービスを確保できないことの確
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真鍋会長

事務局小島

認を運営協議会で行なった上で協議を進めることが大前提であること。さら

に、移動制約者の移動機会の確保に関する長期的な対応も含め議論を深める

ためには、数量的なデータの把握が必要であるという指摘がなされてござい

ます。

そこで、平成２５年２月１９日に開催した平成２４年度第２回の会議にお

いて、資料提示し、必要性の確認をいただいたところでございます。その際

の資料や意見等を踏まえ、数的なものとして福祉有償運送は必要ということ

を確認され、その上で、必要性、安全性及び信頼性などを確認して判断して

いく結論に至ったところでございますが、再度、ご確認いただければと存じ

ます。

委員の方からご意見等はございますか。

必要性の判断という書類の一番下の必要性ということについて、各市町か

らの判断が書かれているかと思いますが、その資料を読みますと概ね必要だ

というふうには書かれております。

私が気になっておりますのは、福祉タクシー券の利用状況についてなんで

すが、そちらに関しまして各市町さんによっての書き方がそれぞれでこれだ

とどの位使われているというのが少し図りかねるんですけれども。例えば、

白岡市さんの場合７２００枚配布して、そのうち４９０２枚が使われている

ということは残りの２，３００枚ほどは使われていないということですよ

ね。他の市町さんは件数と枚数で書かれているので分かりづらいのですが、

宮代町は交付件数８，２８６件、これは枚数でしょうかね、に対して５，８

２１件使われていて、比較的交付件数に関して利用される頻度が少ないんじ

ゃないかということが感じられます。だからといって、福祉有償運送の必要

性がないということはいえないと思うんですが、こちらもせっかく福祉タク

シー券を交付しているのであれば、こちらも使うように利用者さんに話して

いただいてもよろしいのではないかと思います。

他に委員の方から何かございますでしょうか。

特にございませんでしたら、当協議会においては、福祉有償運送について

は必要性があるというふうに確認して、今後の協議においても必要性、安全

性及び信頼性など確認して判断していこうと思います。特にですね、久喜市

さんの５番のところに書かれております最後の一文ですね、生活サポートと

の一連の流れで福祉有償運送を利用してもらい、会員の利便を図ることを目

的としていますとありますように、申請世帯レベルの利用者の方は、主とし

て福祉事業をされてて、そこへの送り迎えのために福祉有償を使われていま

すので、そういった一連のながれで協議でも判断していけるようにしていき

たいと思います。

こちら、よろしければ次にいきたいと思いますが、特にご意見ございます

でしょうか。はい、ないようですので次の議題に進みたいと思います。協議

事項の２点目の更新登録申請について、まずは、事務局から説明をお願いい

たします。

その前に申請団体をお呼びしたいと思いますので、少々お待ちください。
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安部委員

真鍋会長

しらゆり

真鍋会長

しらゆり

《関係者入室》

会議の冒頭、配布資料の確認の際にも申し上げましたように、今回は特定

非営利活動法人しらゆりさんから更新登録申請が提出されております。窓口

市町は幸手市さんでございますので、概要の説明をお願いします。

それでは、特定非営利活動法人しらゆり様の更新登録申請につきまして概

要を説明させていただきます。お手元の資料の福祉有償運送に関する登録申

請の概要をご覧いただけますでしょうか。上から１の運送の主体でございま

す。名称は特定非営利活動法人しらゆり、住所や代表者名につきましては記

載のとおりでございます。２の法令遵守につきましては、欠格事項に該当し

ているものはございません。３の運送区域は幸手市でございます。４の旅客

の範囲につきましては、利用会員数が平成２５年３月末日現在で２７人、内

訳につきましては記載のとおりでございます。会員の住所につきましては、

その全員が幸手市でございます。次に５の旅客から収受する対価でございま

すが、時間制の料金といたしまして、初乗り１０分以内が４００円、以後１

０分あたり４００円となっており、この料金体制は前回の新規登録時から変

更はございません。次に６の自動車の保有でございます。使用車両台数は所

有、持込各１台の計２台で概要は記載のとおりでございます。７の運転者等

の確保につきましては、運転者数が３名、当該３名全てがお手元資料の左側

半分の要件欄の記載内容を満たしております。次の８の運行管理体制等につ

きましては、運行責任者は鎌田様、詳細につきましては概要書のとおりでご

ざいます。９の整備管理体制等につきましては、整備管理責任者は鎌田様と

なっております。次に１０の事故対応等につきましては、事故対応責任者が

鎌田様となってございまして、事故・苦情処理体制については概要書のとお

りでございます。最後に１１の損害賠償措置については、こちらにつきまし

ては契約会社は株式会社損保ジャパン、契約内容につきましては概要書のと

おりでございます。以上です。よろしくお願いいたします。

はい、ありがとうございます。では、更新ですので事業者の方から少し説

明をしていただきたいんですけれども、幸手市からありましたように、大き

な変更はないと思いますが、実際は変更はないということでよろしいです

か。

はい。

それから事業者の方と協議会と話すことは、この機会しかないのでいくつ

かお伺いしたいんですけれども。

まず、１点目としまして利用者の方々からどういった感じでお話をいただ

いていますか。運用の実際も含めてお話しください

基本的にですね、ご本人及びケアマネ様から依頼を受けて病院への送り迎

えをしているのが現状でございます。
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真鍋会長

しらゆり

真鍋会長

しらゆり

真鍋会長

しらゆり

真鍋会長

明野委員

１回あたりどれ位の時間になりますか。

だいたい時間は１０分以内がほとんどですけれども、時によってはよその

市町村の、例えば上尾に行ったりとかそういう場合もありますんで、時間的

にはまちまちですけども、通常は市内の病院に送るっていうのがほとんどで

すので、１０分から２０分以内というのがほとんどです。

はい、ありがとうございます。

それから、運営協議会で問題になっているのが、車のほうの車内表示及び

車外表示をしていないで運行しているとか、間違った表示をしているんじゃ

ないかと指摘されるのですが、その点はいかがでしょうか。

1 台の車イスのほうは会社使用ですので、剥がれないように貼り付けてお

ります。もう１台のセダンのほうは、私が所有している車ですので、その都

度磁石で貼り付けるという形でやらしていただいております。

ありがとうございます。資料のほうでまわしていただいておりますので、

委員の皆様はそちらで確認していただければと思います。

あとですね、事業者さんから運営協議会に何か言っておきたいことなどが

ございましたら、是非この場でお話しください。

今これといってありませんけれども、１点だけ、将来的に考えておるのが

タクシー代が若干値上げになりましたので、我が社としても、今の状況でい

きますとガソリン代はこのままでは非常に厳しい状況ですので、４００円の

ところを５００円に上げたいなというふうに思っておるんですけれども。し

かし、利用者さんの中には生活保護の方もいらっしゃいますし、非常に大変

な方もいますので、なかなか上げられないっていうのが現実なんで、利用者

さんとよく話し合って将来的に、もし利用者さんからＯＫしていただけれ

ば、値上げをしていきたいなっていうふうには思っております。

はい、ありがとうございました。

それでは、審議の方に入っていきたいと思いますが、まず私から 1 点、こ

ちらの概要のほうなんですが、少し、１点ミスがあるようでして対価のとこ

ろで距離制と書いてますが時間制ですね。ＮＰＯさんからの申請は時間制と

なってますので、すこしミスがあるだけだと思いますので。ここ時間制です。

それでは委員の皆様から何かご意見などございますか。

はい、細かい点について、任意保険の前回のしらゆりさんの申請したのが

大分前だと思うんですが、６月２日でこれが切れてる形になって、申請を出

すとき新しいものをつけていただければと思います。あともう１つは、この

車が２台あるんですがどなたがどれを乗るという形で決めてらっしゃるの

でしょうか。これを１つお聞きしたいのと、あとタクシー料金に関しては、

ここ４～５年はもう値上げしてないんで、最近は上げてないんですね。ここ

だけちょっと誤解を招くといけないんで。よろしくお願いいたします。
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しらゆり

真鍋会長

橘井委員

真鍋会長

橘井委員

真鍋会長

六所委員

しらゆり

真鍋課長

六所委員

しらゆり

六所委員

しらゆり

車の使用につきましては、私のセダンのほうは私１人で運転してますけど

も、いわゆる担当によって、私も車イスでないと運べない方がいますんで、

その場合は車いすのほうのいわゆる会社所有の車を運転することもありま

す。３名いますんで、だいだい車イスのほうは２人でほぼ運転しているんで

すが、私のほうも担当として２人ばかり車イスの方がいますんで、その方を

輸送する場合には、車イスのほうの車を使うことになります。そういう形で

運行はしております。

よろしいでしょうか。その他委員の方からご意見ご質問ございますか。

写真がありますが、横に表示はありますが後ろは表示しなくてよろしいの

でしょうか。

後ろの表示というのは義務付けられてないかと思います。

分かりました。

はい、よろしいですか。その他ご意見ございますか。

旅客名簿の資料を見ますと、カタカナでニという方で肢体不自由とか精神

障害とかいらっしゃいますが申請書の３ページを見ますとニの部分がまる

がついてないような形になってますが、これは。

ニについては、つい最近なんですが、要介護の認定を受けておりますので

私のほうで、つけるのがハに直さなきゃいけなかったところが直していなか

ったというのが現状でございます。

名簿の更新をしていなかったということですね。じゃその方が要介護、じ

ゃなくて要支援だったいうことですね。

名簿のほうがハになるということですね。

はい、そうです。

２点ほど聞きたいんですけど、要支援の方がいらしゃしゃるわけですが、

その方は１人では公共交通機関は利用出来ないという形になるんでしょう

か。

うちのほうで扱わせていただいてる方は要支援の方でも、非常に足腰が弱

っちゃってる方が多いんですね。結局、どなたかが家の中までいって、肩を

貸したりしないと中から外まで出て来て、車に乗り降りすることが難しい状

況で、タクシーをご利用になると、時々運転士さんに嫌がられるので、何と

かそちらで輸送していただけないかという依頼がありまして、それで現状や
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六所委員

しらゆり

六所委員

しらゆり

六所委員

真鍋会長

しらゆり

真鍋会長

しらゆり

真鍋会長

明野委員

しらゆり

真鍋会長

らしていただいているっていうのが現在の状況であります。

はい、分かりました。その辺の判断というのは、専門的な知識を持たれた

方が判断されているのでしょうか。

ケアマネさんとか、各包括のケアマネさんからご依頼をいただいていると

いう形でやっております。

はい、分かりました。あと、保険の関係で持ち込み車両のほうなんですけ

ど、一応使用目的が日常とかレジャーという形になっているのですが、保険

として適用になるという考えでよろしいのでしょうか。

はい。

はい、分かりました。以上です。

保険の件に関しては、万が一の事故の時に持ち込みのほうは損保ジャパン

さんは適用外と言われるかもしれないので、もし、まだ確認されていないよ

うでしたら確認されたほうがよろしいかと思います。

分かりました。早急に手をうちます。

一般的には、他の団体さんはそれで大丈夫なのですが、確認されておいた

ほうがよろしいかと思います。

はい、分かりました。

他に委員の方、はい、お願いします。

２６ページのウの左から３番目運行管理の責任者の代行が高野様になっ

ておりますが、高野様は法人で監事になっているかと思うんですが、規定を

見ると、監事は理事又はこの法人の職員を兼ねることはできないとなってい

ますが、そうなりますと、この方は職員ということで代行者にはなれないん

じゃないかなぁと思うんですが。高野様は監事でいらっしゃいますよね。規

定をみると役員第１３条の６監事は理事又はこの法人の職員を兼ねること

ができないということで、代行者というのはあくまで職員の肩書きで、監事

は外から法人をみるという形なので、仕事ができないということが結構多い

んですね。そうすると、この方が代行者にはなれないと思うのですが、そち

らはいかがでしょうか。

ちょっと、わたしのほうでは。

ＮＰＯとして監事さんというのがいた場合、監事さんは補助金監査するの

でＮＰＯの仕事はやらないっていうかできないということで、運行管理責任
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しらゆり

真鍋会長

しらゆり

明野委員

しらゆり

明野委員

しらゆり

明野委員

真鍋会長

しらゆり

真鍋会長

しらゆり

真鍋会長

者の代行者の高野様は苦情処理担当者にもなっていらっしゃいますが、そう

いった仕事を監事さんが行なうのはＮＰＯ法人として好ましくありません

ので、他に役員の方でなくても職員の方や、もっと言ってしまえばアルバイ

トさんでもよいので、そういった方にこういう仕事をお願いするのがよろし

いかと思います。

早急に対応いたします。

こちらの申請の際に、この後運輸支局に提出される際に名簿の修正もあり

ますし、保険も新しいものにしたほうがよろしいかと思いますので、その際

に高野様のお名前が入っている箇所を監事さんでない方にしていただけれ

ばと思います。

はい、検討いたします。

あと、もう 1 点、さきほどケアマネージャーさんからという部分があった

んですが、介護保険を適用させているのでしょうか。

介護保険は適用させておりません。

あと、高野さんについては、苦情処理以外も高野さんになっていらっしゃ

いますね。

それも変えます。

はい、では確認をお願いいたします。

他にご意見ございますか。

では、協議した結果、名簿については１７番の方がニに該当するのではな

く、ハに該当するようになったということでそちらを直していただき、高野

さんが監事であるので、その他のＮＰＯの仕事はできないということで高野

さんに代わる方で担当の仕事をやっていただくということ、それと保険証書

が古いものになっていましたので、新しい証書に差換えなおしていただくと

いうお約束で、協議会としてはその件が確認できた時点で協議が整ったとい

う形にしたいと思います。みなさまよろしいでしょうか。

はい、分かりました。

はい、じゃそちら直していただいて。

申請の時点で、新しい保険証書が届いていなかったものですから、今は

きてますんで。

では、後ほど差換えてください。
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しらゆり

真鍋会長

事務局小島

はい。改めて修正し運輸支局に提出したいと思います。ありがとうござい

ました。

続きまして、議題の２報告事項についてですが、まずは１点目の「軽微な変

更の届出状況」について、事務局から説明をお願いいたします。

それでは、内容につきまして、個々に説明をさせていただきます。資料３

をご覧ください。

１番特定非営利活動法人ポケットホットラインさんです。 変更内容につ

きましては、旅客名簿の変更２４名の減となっております。詳細につきまし

ては記載のとおりでございます。平成２５年７月４日付の申請となっており

ます。

続きまして、２番特定非営利活動法人ハローハンディキャップ・タイム

さんです。使用車両入れ替えにともなう増減がございます。詳細につきまし

ては記載のとおりでございます。旅客名簿の変更については、３名減、５名

増の計１３５名となっております。続きまして、運転者１名減、２名増によ

り運転者の合計が４７名になっております。新規で高橋様、室星様が加わり

2 名増になっており、２名とも１種免許、福祉有償運送運転者第５１条の１

６第４項の研修終了となっております。以上が平成２５年２月２５日付の申

請となっております。同じくハローハンディキャップ・タイムさん。車両の

入れ替えにともない、使用車両３台減、３台増となっております。詳細につ

きましては記載のとおりでございます。続きまして、運転者２名減、３名増。

こちらにつきましては運転者合計４８名となっておりまして、新規３名でご

ざいます。堀田様、藤崎様が１種免許福祉有償運送運転者第５１条の１６第

４項の研修終了、青柳様は２種免許となっております。以上が平成２５年６

月７日付の申請となっております。

続きまして、３番特定非営利活動法人誠会さんです。旅客名簿の変更 １

名減１名増。詳細につきましては記載のとおりでございます。

続きまして、４番特定非営利活動法人あかりさんです。運転者２名減、１

名増でございます。運転者で新規１名、小林様が追加となっております。１

種免許、福祉有償運送運転者第５１条の１６第４項の研修終了となっており

ます。平成２５年４月２５日付の申請となっております。同じくあかりさん

で、旅客名簿の変更１名減３名増となっております。ちょうど年度がまたが

っておりまして、下半期の実績にも影響があるということで、分けさせてい

ただいております。平成２５年３月３１日現在、１名減１名増の１３２名、

平成２５年４月１日現在、２名増の１３４名が現在の名簿数となっておりま

す。

使用車両１台減、車両合計１９台で詳細につきましては記載のとおりでご

ざいます。平成２５年５月１０日付の申請となっております。続きまして、

運転者２名増で、新規で喜田村様と古田＊様（＊は土の右上に｀）が加わり、

２名増となっております。２名とも１種免許、福祉有償運送運転者第５１条

の１６第４項の研修終了となっております。こちらが平成２５年６月６日付

の申請となっております。
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続きまして、５番社会福祉法人久喜市社会福祉協議会さんです。使用車両

入れ替えにともない１台減、１台増となっております。詳細につきましては

記載のとおりでございますが、普通自動車から軽自動車への入れ替えとなっ

ております。以上が平成２５年２月２１日の申請となっております。同じく

久喜市社会福祉協議会さんで運転者４名減、１名増となっております。さき

ほどと同様、年度がまたがっておりまして、平成２５年３月３１日現在、１

名増の４８名、平成２５年４月１日現在４名減の４４名となっております。

新規で鑓溝様が１名増となっており、１種免許、福祉有償運送運転者第５１

条の１６第４項の研修終了となっております。旅客名簿の変更、２８名減、

１２名増で計１１２名となっております。運行管理の体制等を記載した書類

の変更については、運行管理責任者、事故対応責任者、苦情処理担当者のい

ずれも野口様から田村様に変更となっております。こちらが平成２５年５月

１日付の申請となっております。

続きまして、６番特定非営利活動法人いきいき社会生活センターさんで

す。旅客名簿の変更で３名減、３名増となっており、詳細につきましては、

記載のとおりでございます。こちらが平成２５年５月２日付の申請となって

おります。

続きまして、７番特定非営利活動法人しらゆりさんです。旅客名簿の変更

で５名減、４名増の計２７名となっております。こちらは平成２５年３月３

１日付の申請となっております。

続きまして、８番特定非営利活動法人みのりさんです。旅客名簿の変更で

２名減、２名増となっており、内１名につきましては区域外転出による減と

なっております。旅客名簿につきましては１４名で変わっておりません。こ

ちらは平成２５年２月２０日の申請となっております。同じく旅客名簿の変

更で１名減の計１３名となっており、平成２５年３月２９日付の申請となっ

ております。

続きまして、９番社会福祉法人白岡市社会福祉協議会さんです。自家用有

償旅客運送者登録証の内容変更については、小島様から秋場様への代表者変

更となっております。平成２４年４月１１日付の申請となっております。旅

客名簿の変更１名減で計２２名となっております。平成２５年３月２９日付

の申請となっております。運行管理の体制等を記載した書類の変更について

ですが、運行管理責任者、事故対応責任者、苦情処理担当者のいずれも荒井

様から宮下様に変更となっております。こちらが平成２５年４月５日付の申

請となっております。旅客名簿の変更では１名減、１名増の計２２名となっ

ており、旅客名簿数につきましては変わっておりません。運転者が新規で鈴

木様が１名増となっており、１種免許、福祉有償運送運転者第５１条の１６

第４項の研修終了となっております。こちらが平成２５年５月２８日付の申

請となっております。

続きまして、１０番社会福祉法人みぬま福祉会生活サポートセンターたい

ようさんです。旅客名簿の変更で１名増となっており、現在の名簿数は９名

となっております。こちらが平成２５年５月１日付の申請となっておりま

す。

続きまして、１１番特定非営利活動法人きらりびとみやしろさんです。運

転者が新規で山本様が１名増となっており、１種免許、福祉有償運送運転者
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真鍋会長

明野委員

真鍋会長

河野委員

真鍋会長

上松委員

第５１条の１６第４項の研修終了となっております。運転者合計数は２２名

です。使用車両については、１台減、２台増となっており、普通自動車から

軽自動車への入れ替えと普通自動車の追加で、合計１８台となっておりま

す。詳細につきましては記載のとおりでございます。こちらが平成２５年３

月１日付の申請となっております。続いて、使用車両１台減、１台増で普通

自動車から軽自動車への入れ替えとなっており、車両合計数に変更はありま

せんが、内容の内訳が変更となっております。旅客名簿の変更については、

７名減、１６名増の旅客名簿数１１７名となっております。ここまでが平成

２５年５月２２日付の申請となっております。同じくきらりびとみやしろさ

んで、代表者の氏名の変更がありまして、理事長安部様から理事長島村様へ

変更となっております。運行管理の体制等を記載した書類の変更において、

運送に係る責任者は安部様から島村様へ変更、事故対応者が小野様から上松

様、代表者が安部様から島村様、苦情処理責任者が安部様から島村様へ変更

となっております。こちらが平成２５年６月２８日付の申請となっておりま

す。

資料３の「軽微な事項の変更届申請状況一覧」につきましては、以上でご

ざいます。

ありがとうございます。以上につきまして、委員の方からご質問はござい

ますか。

運行管理責任者といわれる方が、３団体変わってらっしゃると思います。

５台以上の車に対しては、運行管理に対する報酬を受けているとかそういう

のが必要になったかと思います。確か白岡市社会福祉協議会さんは２台位で

したので問題はないかと思いますが、他の久喜市社会福祉協議会さんときら

りびとみやしろさんのこの２つについては、この資格を確認されているのか

というのが１つ、もう１つは、きらりびとみやしろさんに関しては、代表者

また運行体制がまったく変更されているんですが、そこの経緯と引継ぎがど

のようになっているのか、この２点についてお願いいたします。

まず、久喜市社会福祉協議会さんにつきまして、久喜市さんの方で何か情

報をお持ちですか。

こちらの報告を受けまして、受けた時に経過を聞いたんですが、変更の内

容としては、２５年度の社会福祉協議会の内示、いわゆる異動したというこ

とで９の野口から田村に変わったとの報告をうけました。５台以上の場合に

は、管理運行のところはちょっと確認を怠ってしまいましたんで、早急に確

認し、事務局の方へまた報告したいと思います。

では、確認をお願いいたします。

きらりびとみやしろさん、宮代町さんに関しては、上松さんの方で把握さ

れていらっしゃいますか。

１点目の理事長の島村でございます。運行管理の資格があるかどうかにつ
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いて申し訳ございません、確認しておりませんので次回の時にでも返答した

いと思います。名前が変わっておりますが、これは、総会の際、安部理事長

が退任され、副理事長の島村が着任しました。またそれと、小野が理事を退

任したため、その代わり私、上松が理事に着任するそういう経緯がございま

す。

まず、運行管理体制につきましては、これがないと認可できないはずなん

ですね。そういう面では今から確認するのでは非常に遅いと思います。もし、

これでやってなくて運行してたら、運行違反になります。そのへんは早急に

調べていただき、もし資格を取っていないのでしたら、他の方にやっていた

だきたいということを早急にお願いいたします。それともう１つ、以前、杉

戸でやったときにですね、ＮＰＯ法人さんで役員が全員代わった時にです

ね、日報の作り方も引継ぎをしていないということで、私のほうで強行にお

話しして、最終的には当時も会長でした真鍋会長に、確実に履行してくださ

いということで最後的に終わった案件がございました。ＮＰＯさんの名前忘

れてしまったんですが、そういった件があったので、大変失礼だったんです

が、せっかく委員でおられる上松委員さんのほうにお聞きしました。ＮＰＯ

の方だったり、社協さんのほうだったりは異動があるのは当然だと思うので

すが、引継ぎが全くなされていないということが私としては１番気になるの

で、その辺は関係市町の担当者がそういった確認を確実にしていただきた

い。また、前回、名前を忘れてしまったんですが、後で回答のほうの確認を

しますと言ったＮＰＯさんについては、この後どのような確認がとれている

のかの確認もお願いいたします。

２年前ですよね。あのＮＰＯ法人さんは団体として問題があるということ

で、厳しく中身を確認させていただいて、日報を１ヶ月分出していただきま

した。その後どうなっているのかは詳しくは言えないのですが、そこはもう

１度確認したほうがよろしいですかね。

確認したほうがよろしいかと思います。

はい、ちょっと検討させていただきます。その際に問題になったのが、そ

の団体については、特に言ってみれば悪質だったんで、日報を書いてなかっ

た。どういう運行の仕方をしたかは記録に残しておかなければならないんで

すが、そちらの引継ぎが体制が変わった時にされていないと、日報も書かず

にそのまま運行してしまうことがあり得るので、そういったことがないよう

に、運行管理体制の確認や日報の付けかたについても引き継いでいただくよ

うにということ。また、軽微な変更の届出については、市町さんの窓口で受

けるだけになってしまっているので、その際に大きく体制が変更となった場

合には注意していただければと思います。今回きらりびとみやしろさんは大

きく体制が変わりましたので、その辺の引き継ぎをＮＰＯ法人内部で、本来

であれば、宮代町さんから伝えていただくのですが、本日は上松さん自身委

員として出席されていらっしゃいますので、内部での引継ぎ状況を確認して

いただければと思います。
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それと、運行管理の資格がないと実際責任者はできませんので、もし島村

さんがお持ちでなければ資格を取るまでの間は、安部さんに戻ってもらうと

か、役員をおりてそこだけ入ってもらうことは可能かと思いますので、その

あたりは確認していただいて、資格をもっている人をあててもらうようお願

いいたします。

早急に対応いたします。

久喜市の社会福祉協議会につきましては、しっかりしている団体かとは思

いますが、そちらの件は把握されていない可能性もありますので、資格も持

っている方でお願いするように伝えてください。

その他、何かご意見はございますか。

ハローハンディキャップ・タイムさんですが、青柳さんが２種免許を持た

れているということで、必要性の判断を見ますとセダン型車両がはいってい

る形になっていますが、青柳さんは福祉車両のみを運転される方ということ

でよろしいのでしょうか。

２種免許の方は、福祉有償のセダン型を運転する資格がないということで

すね。

２種免許でセダン型をやられる方というのは、セダン講習を受けているか

とか、介護福祉士とかヘルパーの資格を持っているのかどうかというところ

が運転手としての選任要件となってしまう部分があるので、そのあたりを持

っていらっしゃるのかということ。また、もし、持っていなければ、そうい

った方を代理として乗務させていただくという形になっていますので、取り

扱いを注意していただければと思います。

久喜市さんでは確認されてないかと思いますので、ハローハンディキャッ

プ・タイムさんによろしくお伝えください。お願いします。

その他なにかございますか。

さきほど、更新登録の件でしらゆりさんが、運行体制が一部定款の内容と

異なっているとご指摘をいただいたと思うんですけれども、前回の新規登録

時、２年前ですけれども体制が変わらないということでチェックがいたらず

申し訳ありませんでした。そこで、質問というか確認なんですけれども、従

前のああいう体制があって今回ご指摘を受けて更新登録を申請する際に管

理体制が変わってくるかと思うんですが、その時には軽微な事項の変更届申

請がともなうのでしょうか。

この時期であれば、更新登録申請時に変更していただいているのを出して

いただければ結構です。

埼玉県の福祉有償運送の手引きの８０ページと８１ページを見ていただ



- 17 -

真鍋会長

安部委員
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事務局小島

くと、運行管理体制や運行管理責任者といったものに関しては、運営協議会

の事後報告でということになっております。なので、今回、変えるというこ

とで、もし必要であれば第２回以降の運営協議会で軽微な変更ということで

出させていただこうかと思っていたのですが、それは不要ということでよろ

しいですかね。

はい。更新の内容で変わったものを出していただければよろしいかと思い

ます。

はい、分かりました、ありがとうございます。

その他ないようでしたら、軽微な変更につきましては、今のご指摘のハロ

ーハンディキャップ・タイムさんについては、青柳さんの資格の件あるいは

どの車両を運転するのかという確認と、久喜市社会福祉協議会さんにつきま

しては、車が５台以上ありますので運行管理責任者の資格をお持ちどうかの

確認、きらりびとみやしろさんの運送にかかる責任者の資格の確認をしてい

ただきたいと思います。今ありましたようにここで議論した内容は、軽微な

内容で事後報告でいいとはなっているのですが、特に運行管理責任者につい

ては、マニュアルにも書いてあるとおり、その資格がないとできないと書い

てありますので、市町さんの担当窓口で申請があった時に確認していただく

ようお願いいたします。

こちらの報告は以上になりまして、報告事項の２点目、平成２４年度下半

期の実績報告について、これも事務局から説明をお願いします。

それでは、平成２４年度下半期の実績報告についてご説明いたします。資

料４をご覧ください。

まず、１番のポケットホットラインさんです。会員数５６名、運行状況の

走行距離４１３キロ、運送回数１２５回、運送収入６１，０００円でござい

ます。

続きまして、２番のハローハンディキャップ・タイムさんです。会員数１

３３名、運行状況の走行距離１２，７８０キロ、運送回数１，６８０回、運

送収入１，３６６，０００円でございます。

続きまして、３番の誠会さんです。会員数２０名、運行状況の走行距離２，

４９１キロ、運送回数３１６回、運送収入６９１，０００円でございます。

続きまして、４番のあかりさんです。会員数１３４名、運行状況の走行距

離２２，９９５キロ、運送回数３，０８２回、運送収入１，８４１，０００

円でございます。

続きまして、５番の久喜市社会福祉協議会さんです。会員数１１２名、運

行状況の走行距離２，２５３キロ、運送回数４９４回、運送収入３５１，０

００円でございます。

続きまして、６番の障害者による障害者の自立支援センター湧くわく探検

隊さんです。会員数２名、運行状況の走行距離１０４キロ、運送回数１３回、

運送収入１８，０００円でございます。

続きまして、７番のいきいき社会生活センターさんです。会員数６名、運



- 18 -

真鍋会長

明野委員

真鍋会長

行状況の走行距離１９２キロ、運送回数６２回、運送収入２４，０００円で

ございます。

続きまして、８番のゆるりーとさんです。会員数４名、運行状況の走行距

離５９０キロ、運送回数２８回、運送収入１８，０００円でございます。

続きまして、９番のしらゆりさんです。会員数２７名、運行状況の走行距

離８５５キロ、運送回数２１３回、運送収入１５６，０００円でございます。

続きまして、１０番のみのりさんです。会員数１３名、運行状況の走行距

離２２６キロ、運送回数２７回、運送収入１６，０００円でございます。

続きまして、１１番の白岡市社会福祉協議会さんです。会員数２２名、運

行状況の走行距離４５７キロ、運送回数２０回、運送収入４０，０００円で

ございます。

続きまして、１２番のみぬま福祉会生活サポートセンターたいようさんで

す。会員数９名、運行状況の走行距離５０キロ、運送回数５回、運送収入５，

０００円でございます。

続きまして、１３番の白岡市地域支援いちょうの木さんです。会員数１２

名、運行状況の走行距離１１３キロ、運送回数２９回、運送収入２３，００

０円でございます。

続きまして、１４番のきらりびとみやしろさんです。会員数１１７名、運

行状況の走行距離８，１３９キロ、運送回数１，６９９回、運送収入１，２

６７，０００円でございます。

続きまして、１５番のたすけ愛すぎとさんです。会員数９名、運行状況の

走行距離７６キロ、運送回数７回、運送収入８，０００円でございます。

以上でございます。

ありがとうございました。今の内容について、委員に方から質問はござい

ますか。

もしかしたら、事務局にご負担をかけるのかもしれないんですが、今回の

実績報告とか軽微な記載を見るにおいて、現在の内容というのが分かったほ

うが非常にわかりやすいのかなぁと思いまして、例えば先ほど出たしらゆり

さんの概要の書類があると思うんですが、全部の簡単なものでいいのです

が、セダン車両が何台とか、登録が何台とかそういう一覧表があると、さき

ほどの軽微なところとか、つきあわせるのが便利になるのかなぁという気が

するんで、この時点で１５団体あるので簡単なものでいいんで車両の台数と

かそういうものができる一覧表があるといいなぁというふうに思いました。

それにともなって、ごめんなさいこれ後出しになっちゃうんですが、車の登

録が大分多い事業所があるんですが、これも先言った運行管理者の人数足り

ているのかなぁと心配なんで。せっかく運行管理者の話題が出たので、そこ

のところを是非もう一度、３１台所有されているところは２名資格を持った

方が必要になりますんで、運行管理者のところは再確認していただいたほう

がよろしいかと思います。この２点お願いいたします。

まず、一覧表ですね。実は他の協議会さんでは作ってもらっているところ

もあります。それで毎回配っていただいて、運送の対価と所有台数ぐらいの
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一覧表をまとめてもらって配ってもらっているところもありますので、そう

いった意味では埼葛北もやっていただければと思います。初回を作っていた

だくのが少し事務局さんの負担になるんですが、１回作っていただければ引

き継いでいくというふうな形になると思いますので。各窓口市町さんのほう

でまとめていただいて、宮代町さんのほうでまとめるという形がよろしいか

と思いますので、相談していただいて一覧表を作っていただければいいと思

います。重要なのは、所有の台数と運送の対価ぐらいかと思いますので、そ

の辺を含めたものを作っていただければと思います。

それと、運送管理責任者に関しましては、５台以上ですね、４台未満は特

に資格を持った方は必要ないので、５台以上になると１９台につき１人安全

管理者講習を受けた方、資格を持っている方が必要となってくるので各市町

さんから各団体さんに確認してもらうと。車の数が５台以上のところに限っ

てですけれども、確認していただくということですね。車両数については、

こちらの実績報告書には書いてあるんですね。運行管理者の数を確認してい

ただくんですね。該当するのはハローハンディキャップ・タイムさんとあか

りさん、久喜市社会福祉協議会さんときらりびとみやしろさんになると思い

ますが、そちらのほうで運行管理の体制と資格の確認をお願いいたします。

運行管理の資格に関しては、小さいＮＰＯにはなかなか負担が大きいかと

思いますが、これだけ車両を持っていらっしゃるということはしっかりした

ＮＰＯさんだと思いますので、その辺きちんとやっていただく必要があるか

と思いますので、確認をお願いいたします。こちらの報告はこれで終わりに

したいと思います。

さきほど２年前の悪質なＮＰＯ法人さんの日報の件で、私のほうで団体さ

んの名前をもう一度確認して、担当市町さんのほうから再度、過去にそうい

うことがあったのでもう一度出してくださいと言えると思いますので、私も

気になっておりますので、出していただくようお願いしたいと思います。

はい、こちらの報告は以上にしたいと思います。

次に、議題の３その他についてですが、事務局から説明をお願いします。

議題ということもないのですが、今年度におきましては、更新登録が非常

に多い年となっております。現在、登録されている団体で、更新の協議を行

なう団体は、残り１０団体となっております。次の議会については、更新事

務を踏まえますので、概ね１１月中旬から下旬で開催する予定です。委員の

皆様におかれましては、追って通知等でお知らせいたしますので、ご承知お

きください。

１０団体となると、もしかすると１回で裁ききれないこともあるので、２

回に分けてみるなどということも、ちょっと運輸支局さんとも相談していた

だきたいと思います。たぶん１０団体あると３～４時間かかる気もしますの

で、更新なのでスムーズにいけばそこまでかからない気もしますが、１回で

は厳しいかなというのが感想です。

それでは、これで予定されたすべてが終了いたしますので、進行を事務局

さんにお返ししたいと思います。
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事務局小島 スムーズな進行にご協力いただき、ありがとうございました。本日は、ご

多忙のところ、ご足労をいただきまして誠にありがとうございました。

以上をもちまして、平成２５年度第１回埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市

町共同運営協議会を閉会させていただきます。ありがとうございました。

なお、資料４を除き、お手元の資料は個人情報を含むものとなっておりま

すので、ご返却くださいますようお願いします。机の上に置いてくだされば

結構です。

また、事前に送付いたしました開催通知に同封をさせていただきました債

権者登録申請書につきましては、本日お持ちいただいた方は、この後、事務

局でお預かりいたします。本日お持ちでない方は、お帰りになられてから、

郵送していただいても結構ですので、お早めに事務局までご提出いただきま

すようお願いいたします。


