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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２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１１月２５日（月）9：30～11：30

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 ○

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 六所健一委員 河野正章委員 安部貴昭委員

佐藤辰之介委員 ○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（月）9 時 30 分開催予定

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 327）

メールアドレス fukushi@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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１ 開会

（事務局）

（真鍋会長）

（事務局）

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２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。

まず始めに、当協議会会長の真鍋様より、あいさつをいただきたいと

存じます。真鍋会長、よろしくお願いします。

≪あいさつ≫

ありがとうございました。

続きまして、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３まであります。

資料１は、「福祉有償運送に関する登録申請の概要」となっております。

第 1 回の協議会でもお知らせしましたとおり、今年度は更新登録件数が

多くなっております。従いまして、資料 1 につきましては、資料１－１

「特定非営利活動法人 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」、資料１－２「特定非営利活動法人 ポケットホットライン」、

資料１－３「特定非営利活動法人 みのり」、資料１－４「特定非営利活

動法人 たすけ愛すぎと」、資料１－５「社会福祉法人 みぬま福祉会」

の資料１－１から資料１－５までの各法人の更新登録申請の概要とその

関連資料となっております。

つぎに、

資料２ 「軽微な事項の変更届申請状況一覧」

資料３ 「平成２５年度上半期実績報告」

以上となります。なお、以上３種類の資料のうち、協議事項であります、

資料１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。

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、本日の傍聴者はございません。また、

安達委員、折原委員、橘井委員及び相澤委員の４名の方におかれまして

は、ご欠席となっております。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
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（真鍋会長）

（事務局）

（真鍋会長）

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。あともう１点ですが、資

料と一緒に次第を送付していたかと思ったのですが実際送付されていな

かったのでお配りいたしますのでお待ちください。

それでは、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、お手元の次第に従いまして、進めさせていただきます。

それでは、議題に入る前に、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、名簿順で申し訳ございませんが、大橋（おおはし）委員と

古堺（こざかい）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。

それでは、次の議題に進みたいと思います。

協議事項の１点目の「更新登録申請」について、まずは事務局から説

明をお願いします。

はい。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５団体の更新登録申請が提出されております。

まず、資料１－１『特定非営利活動法人 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』さんからになります。

窓口市町は久喜市さんでございますので、概要の説明をお願いします。

≪久喜市より概要の説明≫

はい、では久喜市さんからの概要説明は以上ということで、『湧くわく

探検隊』さんから補足をお願いしたいんですけれども更新ということな

ので委員の皆様にも基本的には利用者の利便性を考慮いたしまして大き

な変更点ですとか大きな不都合な点がなければそのまま登録をしていき

たいと思います。
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（湧くわく探検隊）

団体さんからは今回の更新に当たりまして大きな変更点があるとした

らそちらを話していただきたいのと、これまでの実績についてどういう

ような形で福祉有償運送をお使いになっているかという話を。それとル

ールのほうで決められているマニュアルの類などをきちんと管理してい

るかどうか口頭でかまいませんのでどういう風な状況なのかお話いただ

ければと思います。

マイクはいっていますか。

NPO 法人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の代

表理事の武井と申します。先ほど司会者のほうから特定非営利法人と紹

介されました。NPO 法の関係でローマ字を使って良いとなっております

ので、NPO 法人です。平成 18 年に福祉移送サービスに非常に関心を持ち

ました。それで陸運局の本庄のほうに相談して埼玉県の陸運局にも相談

いたしました。それからその時の社長さんが、その方が「うちのお袋も

障がいを負っているので是非がんばってください」ということで励まし

の言葉を頂きました。その時に資料を頂いてその資料に則っていつも資

料を作ってます。皆様が今ごらんになっているのはその時の資料が元に

なっています。

本庄のほうの方もいるんですけれどもそのかたも目が悪くて腎臓移植を

やって…。何も関係ないんですけど、この間勲章をもらいまして天皇陛

下からお言葉をもらった方です。陸運局の方におめでとうということで。

何をしゃべったら良いか分かりませんが時間が余ったということで前の

方が何をしゃべったか分からないんで。

いろいろ現場に私はいますけど私も障がい者なんですけれど、現場に

いると、この制度の大切さというものが良く分かります。特に移動の権

利の谷間にいる方が利用できないことが多いです。その時にこの協議会

でいい方向に導いてもらえると非常に助かるという感じを持ちます。意

外と現場は大変な思いをしています。たとえば、この書類ひとつにして

も提出書類がこんなに分厚い書類を提出するわけです。こういう分厚い

書類が本当に必要なのかどうか、その辺も協議会のほうでこれは要らな

いんじゃないか、これを省いても利用者の不利益をこうむることは発生

しない、そのようなこともやってもらえればもっとスムーズにいきます。

うちのほうは障がい者や障がい児の方を支援しているわけですが会員が

亡くなることも多いです。今利用者は２人ですけれども３人の方が亡く

なって福祉移送サービスを十分に利用してあの世にいかれました。

何をしゃべったらいいか分かりませんけれどもこんな感じでやってい

ます。

これからの見通しはというと、この制度を使いたいという方はたくさ

んいます。それで一番ネックなのが会員です。また、障害程度、それか

ら介護程度ここがネックで、特に会員でないとだめですよというのがネ

ックになります。その辺が、会員、利用者が少ない原因になっていると

思います。これでいつも利用者は二人ですかという風に聞かれるんです

けれども、現在二人でやっております。こんな感じでいいんですかね。
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（真鍋会長）

（湧くわく探検隊）

（真鍋会長）

（湧くわく探検隊）

（真鍋会長）

（湧くわく探検隊）

（真鍋会長）

（湧くわく探検隊）

（真鍋会長）

（湧くわく探検隊）

（真鍋会長）

（湧くわく探検隊）

はい、ありがとうございました。福祉有償運送に関するマニュアルと

か管理簿などはどうしていますか。

湧くわく探検隊の事務所は南栗橋駅近くのクリニックの先生の所を利

用させていただいている事務所で、そこに資料を置いて置けないので、

私のところに全部ファイルで整理してあります。管理簿もしっかりして

いますので法に触れることは一切ありません。

では『湧くわく探検隊』さんの更新申請について、協議に移りたいと

思いますが委員の方からご意見等はございますか。まず私のほうから１

点確認させていただきたいんですけれども、料金体制が距離制と時間制

の両方が書かれているんですが、実際にはどっちを使われていることが

多いんですか。

色々研究しているんです。私がこの福祉運送サービスを始めたとき、

ある学校の教員をやっていたんですけれども、福祉タクシーっていうの

かな、講師の方と一緒にやっていました。その講師が筋ジストロフィー

の電動車いすだったんです。そしてその１キロのところ請求が６万だっ

たんです。何でそういうケースが出るかというと、講演会の時間がプラ

スされるんです。ということで、ああ、時間って言うのは利用者にとっ

てすごい重たい荷を負わせるんだなと思って『湧くわく探検隊』は時間

は入れて使っていません。そういう風にいいたいだけです。

その距離を使うのか時間を使うのかっていうのは利用者さんが選んで

るということですね。

そうですね。

なるほど、とするとここの今日の申請にも距離制と時間制の両方を申

請されていますが、時間ということは使わない、それとも今後使う予定

があるという…。

それは前回の協議会で、追加事項で言ってもらったんですけれども、

今後遣う予定はありません。

では今回のこれは…。

削除という形でかまいません

はい、では料金体系につきましては、距離制のみにするということで

変更したいと思います。

はい、分かりました。
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（真鍋会長）

（六所委員）

（湧くわく探検隊）

（六所委員）

（湧くわく探検隊）

（六所委員）

（湧くわく探検隊）

（六所委員）

（湧くわく探検隊）

（六所委員）

（真鍋会長）

（湧くわく探検隊）

（六所委員）

はい、委員の方からご意見ご質問などはございますでしょうか。

はい、六所委員よろしくお願いします。

埼玉運輸支局六所と申します。すいません、確認なんですが春日部５

３０は１８２１って言うのは回転シート車両ということでよろしいでし

ょうか。

写真で今言っているのは黄色いみほんのことですか。

じゃなくて、車検証でついていまして、えーと武井久也さんという代

表の方がお持ちになっているトヨタの車両なんですけれども、これは回

転シートということでよろしいでしょうか。

私後ろから乗せるのは嫌なんです。

外国では後ろから人を乗っけて運行するのはほとんどなくて、みんな

夢なんです。私はその車を自分で買う時に外国式が良いなと思って、横

の回転シート式です。

あ、わかりました、はい。それと確認っていうかお願いといいますか

注意をしていただきたい点なんですが、あの、任意保険の関係なんです

けれどもちょっと保険会社さんによっては使用目的が日常とかレジャー

とかそういったものとかそういったものは対象車かどうかは、うちのほ

うで対象車かどうかっていうのが確認できない部分もあるのでそのへん

ちょっと保険会社のほうで…。

適用であれば問題ないのでお願いしたいと思うんですけど。

去年までは業務用だったんです。保険会社のほうが利用回数が少ない

んで業務用にはならないんですよって、そういうことで今回はレジャー

用にやってくれっていうことで。

わかりました。それはただ、事故があっても適用になるってことでよ

ろしいいですね。

そういうことです。

はい分かりました、ありがとうございます。

ありがとうございます。他の委員からは…。

陸運支局の方のお伺いしたいんですけど、日本を走っている車で強制

保険に…自賠責保険に入っていない車ってあるんですか。

はい、実情としては保険が切れてしまって運行している車両があると

聞いています。
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（湧くわく探検隊）

（六所委員）

（真鍋会長）

（明野委員）

（湧くわく探検隊）

（明野委員）

（湧くわく探検隊）

（明野委員）

（湧くわく探検隊）

（明野委員）

（湧くわく探検隊）

（明野委員）

（湧くわく探検隊）

そういう意味で自賠責保険をとるということですか。

はい、うちのほうではそこまで求めるってことはないですけど、基本

的にその資料としては任意保険に入っているということっていうのが前

提になっているので、自賠責保険にすれば入れるだろうというところの

認識は持っているんですけど、念のためにたぶんこの協議会の中では自

賠責保険の保険証券を頂いているという形で…実情として無保険車で運

行されているという実態もあるのでそういった意味でもこの協議会の中

では安全性というところの担保ということで自賠責保険も添付していた

だいているという形になっていると思います。

ありがとうございます、では明野委員お願いします。

昭和タクシーと申しますお世話になります。何点か質問させてくださ

い。まず写真頂いたんですが、下のほうは外に張るやつだと思うんです

が、上のほうの写真は何の写真か良く分からないのでそれを教えていた

だきたいのと…。

まだありますか。いっぱいいわれても分かりませんので、１つずつ答

えさせてください。横のは、上は…えっとちょっと待ってください。福

祉有償運送講習会セダン運転者講習に参加しました。その時にモデルの

用紙がありました。そのモデルに則って作ったものがもとです。

乗務員車証のことですかね運転者証ということでよろしいでしょう

か。

専門用語でよく分からないのですが…。

運転者さんのお名前とか写真とか載ってるような書類でよろしいでし

ょうか。

そういう風になっていませんか。

それでよろしいんですよね。

はい。

はいこれ通常、中にお客様に見えるように表示するので写真としては

中側からとったほうがいいのかなと。

その点について、昨日私講演会に行って鷲宮東からタクシーに乗った

んです。うちのばぁちゃんが先にタクシーに乗って、私が障がい者だか

らかわからないんですけど、タクシーの運転手が「降りてください」と

おろされたんです。「後ろの、次に来るタクシーに乗ってください」と。
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（明野委員）

（湧くわく探検隊）

（明野委員）

（湧くわく探検隊）

（真鍋会長）

（湧くわく探検隊）

（真鍋会長）

その理由が「無線が入ったから」と。その時にその表示を見たら確かに

お客さんに見えるように張ってあったけど、よく確認は出来なかったで

すね。うちのほうはお客さんに見えるようにこれから変えます。

はい、おねがいします。まぁさきほどの件につきましては措置を講じ

ていただけるようお願いします。それとあと、申請出す時に１１月１３

日に継続になっているポルテのやつはお客様控えになっているのでこれ

申請の段階で控えになっちゃってると思うので支局に出す時は本物の証

明のコピーのほうがよろしいのかと思いました。これはあくまで控えな

ので。

さきほど保険の申請の切り替えの時期があって、今度は小さい紙で既

に送られてます。保険証が。こんな小さい紙３枚で…それは差し替える

ようであれば差し替えますが。

はい、お願いします。あと最後にすみません、先ほどの言葉の中で事

務所の書類等については事務所でなくて、ご自身のおうちか何かでお持

ちになっているという話なんですが、基本的には事務所においておかな

いとまずい物なのでそれは事務所のほうに置いていただいた方がよろし

いかと思います。以上です。

はい、分かりました。

はいありがとうございます。他に委員の方からご意見ご質問ございま

すか。はい、先ほどおっしゃっておりましたこの書類が分厚くて NPO

さん作るの大変だというのは重々承知しておりますが、今私が立てた

NPO は廃止したんですけれども、当時いろんな書類ひとつ提出するのも

大変だったんですけれどもこの協議会、福祉有償運送自体法律の中に位

置付けられているもので、その中で提出を求めている書類ですのでなか

なか協議会のほうで判断して減らすことは難しいですね。でもまぁ国の

ほうで何年かに１回この福祉有償運送のあり方を見直すような会議があ

りまして、実際出ている先生の中でとても書類なんかが大変だという風

に言っているのでそのうち改善されるのではないかと思っています。今

のところは準備しないといけないんですけれどもよろしくお願いしま

す。

はい、わかりました。

では他に委員の方からご質問などございませんでしたら、先ほどの料

金体制、最後のところの時間制はなくすということで、あと保険証券に

関しては控えでなく本証を添付するということ。それをやっていただけ

るということで協議が整ったことにしてよろしいでしょうか。

≪了承の意思表示あり≫
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（事務局）

（真鍋会長）

（ﾎﾟｹｯﾄﾎｯﾄﾗｲﾝ）

（真鍋会長）

（六所委員）

はい、ありがとうございます。

どうもありがとうございました、それでは、『湧くわく探検隊』さんの

協議はここまでにしたいと思います。では次の団体の協議に移ります。

事務局お願いします。

≪関係者入室≫

続きまして、資料１－２『特定非営利活動法人 ポケットホットライ

ン』さんになります。

窓口市町は久喜市さんでございますので、概要の説明をお願いします。

≪久喜市より概要の説明≫

ありがとうございました。それではポケットホットラインさんからの

補足説明お願いしたいんですけれども、今回更新になりますので大きな

変更点がありましたらそちらについてと、あと実績につきましてどうい

った形で利用者さん使っているか簡単にお話いただきたいのと、あとで

すね、運行マニュアルや管理簿などの記録をとっているか定められてい

るのですがこちらをきっちりやっているか報告していただきたいという

のと、車の内外の番号の表示についてどのようにされているかお願いし

ます。

わかりました。ポケットホットラインの事務をしております松本と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。座らせていただいて、先ほ

ど会長さんのほうからおっしゃられたことにつきまして、ご説明を申し

上げます。まず、今年更新ということで特に変わった点といいますと従

業員、運転手が７名になりました。あと、車は日本財団から頂いた車１

台と２４時間テレビで頂いた車２台のみであります。利用者については

先ほど市役所のほうから頂ましたとおりでございます。利用方法につい

ては主として、ほとんどですが病院への通院ということで、他には特に

ないようであります。あと細かい部分の書類等につきましてはきっちり

やるようにいたしておりますけれども中には忘れる時もあります。以後

十分に注意しながら問題のないようにいきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします、以上です。

はい、ありがとうございます。車内外の表示につきましては今資料が

配られております。こちらを確認ください。では委員の皆様からご意見

ご質問などはございますでしょうか。はいお願いします。

埼玉運輸支局の六所と申します。よろしくお願いします。添付されて

いる旅客名簿を見ますと、ちょっとあの幸手市という部分は分かるんで

すけどそれ以外の場所は久喜市ということでよろしいでしょうか。旅客
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（ﾎﾟｹｯﾄﾎｯﾄﾗｲﾝ）

（真鍋会長）

（六所委員）

（ﾎﾟｹｯﾄﾎｯﾄﾗｲﾝ）

（六所委員）

（事務局）

（六所委員）

（ﾎﾟｹｯﾄﾎｯﾄﾗｲﾝ）

（六所委員）

（真鍋会長）

（明野委員）

（真鍋会長）

名簿を見ますと中には鷲宮団地とか、東大輪っていうんですかね、住所

地が書いてあるんですけれども、ここは久喜市ということでよろしいで

しょうか。

そのとおりでございます。幸手市と久喜市に住所のある方のみであり

ます。

はい分かりました。ありがとうございます。他に…。

もう一点お願いがあるのですが、理事さん１０名でやっていると定款

上、監事さんを含めて役員という形になっていると思うので登記事項に

監事さんは入れられなかったと思ってるんですけど、支局のほうに申請

を出す時にはもうしわけないんですが役員の名簿を添付していただける

と助かります。

わかりました。

あの、ちょっと担当事務局さんにお聞きしたかったんですけれども、

旅客名簿の中で要支援とか肢体不自由との方がいらっしゃるんですけれ

ども、専門的な方が判断して対象にしているということでよろしいでし

ょうか。

そうですね、基本的には窓口市町のほうで確認をして公共交通機関の

利用がなかなか難しいという方がここに載っているという認識でありま

す。

わかりました、ありがとうございます。

あの、先ほどお話の中で、帳簿記録や運行管理とかの関係で書き忘れ

てしまったというところがあったんですけれどもそこは必ず書いていた

だくということになっていますので注意をして今後は取り組んでいただ

きたいと思いますのでよろしくお願いします。

はい、先ほど申し上げましたとおり以後きっちりやりたいと思います。

よろしくお願いします。

他に何かご意見ご質問などはございますか。はいお願いします。

私のだけかもしれないんですけど、運行マニュアルが２点挟まってい

るんですが…。

２つないです。すみません。はい、他に何かございますか。はい、特

に何かございませんでしたら、書類の修正等もないようなのでこのまま

この場で協議が整ったことにしたいと思うのですがよろしいでしょう
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（真鍋会長）

（ﾎﾟｹｯﾄﾎｯﾄﾗｲﾝ）

（真鍋会長）

（事務局）

（真鍋会長）

（事務局）

（山下委員）

（真鍋会長）

（真鍋会長）

（たすけ愛すぎと）

（真鍋会長）

（たすけ愛すぎと）

か。

≪受諾の意思表示あり≫

はいありがとうございます。では、『ポケットホットライン』さんの協

議はここまでにしたいと思います。ありがとうございます。

ありがとうございました。

それでは続きまして、次の団体の協議に移ります。事務局さんお願い

します。

続きまして、資料１－３『特定非営利活動法人 みのり』さんになり

ます。関係者の方に中に入っていただくようにしますので少々お待ちく

ださい。

みのりさんのほうがまだいらしていないようなので、たすけ愛すぎと

さん先にやらせていただきたいと思います。

すみません、そうしましたらまず資料１－３のみのりさんの前に、資

料１－４『特定非営利活動法人 たすけ愛すぎと』さんになります。窓

口市町は杉戸町さんでございますので、概要の説明をお願いします。

≪杉戸町より概要説明≫

ありがとうございます。それでは、『たすけ愛すぎと』さんから補足な

どお願いしたいんですけれども、更新になりますのでまず大きな変更点

がございましたらそちらについて説明をお願いします。あと普段の有償

運送の使い方についてどういう風にどれくらいの方が使われているのか

というお話をしていただきたいのと、次がこちらの福祉有償運送につき

ましてルールで決まっているマニュアルの類ですとか会議録報などきち

んととっているかということを口頭でいいのでお話していただければと

思います。よろしくお願いします。

更新に際しまして大きな変更は特別ございません。

利用者さんがどれくらいの頻度で使っているか実績の数字に関しては

報告を頂いているので、毎週何人かくらいとかそういう感じで…。

利用頻度に関しましては２週間に１回とか月に１回とか言う形で定期

的に病院に通うとかそういった形ですので、毎週毎週とかそんなに忙し

いほどではないです。
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（真鍋会長）

（たすけ愛すぎと）

（真鍋会長）

（たすけ愛すぎと）

（真鍋会長）

（明野委員）

（たすけ愛すぎと）

（明野委員）

（たすけ愛すぎと）

（真鍋会長）

（たすけ愛すぎと）

（真鍋会長）

（六所委員

運行管理マニュアルとか管理簿なんかの管理なんですけど。

マニュアルは事実上、会社のほうに保管してあります。

それは事務所のほうに。

はい据え付けてあります。

ありがとうございます。『たすけ愛すぎと』さんのほうの協議に移りた

いと思います。委員の方からご質問等はございますか。はいお願いしま

す。

昭和タクシー明野ですよろしくお願いします。こちら確認です。有償

運送事業に係る事業者用の自動車の提供と使用に関する契約書のところ

で三戸珠江さんと三戸和子さんの名前がはいっているので同居の親族で

よろしいのかということと、書類上、三戸和子さんの判子が押してない

のは何か理由があるのかどうか、この２点をお願いします。

三戸和子さんという名前の方に関しては同居の親族です。印鑑に関し

ましては水戸さんに押してもらいます。すいません。

はいありがとうございます、それともうひとつ、写真のほう頂いてい

るんですが、他の車もちゃんとやってあるかということと運転者証です

よね、中にある運転者証。この表示がどのようになっているんでしょう

か。

他の車は車の横に表示するのは付けて走っています。フロントのほう

にも表記して走っています。

車の中に表示するのはこういうものではなくてですね、運転者の方と

同一の番号が書かれた運転者証というものを利用者の方に見えるように

表示するものなんですが、こちら今まで表示されていないようでしたら

マニュアルのほうにございますのでそちらにしたがって作っていただい

て、車の中に、利用者の方に見えるように表示するようお願いします。

わかりました。前回にもお話いただいたんですがうっかりしてました。

これからご表示していただければ。

はい、委員の方から他にご意見、質問などはございますか。

すいません。埼玉運輸支局の六所と申します。何点かちょっと確認し

たいんが、まず車両の関係なんですけれども、車検証についてます、春

日部５３０ま４１８８という車両は回転シート車ということでよろしい

でしょうか。
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（たすけ愛すぎと）

（六所委員）

（たすけ愛すぎと）

（六所委員）

（たすけ愛すぎと）

（六所委員）

（真鍋会長）

（たすけ愛すぎと）

（六所委員）

（事務局）

（六所委員）

（事務局）

（六所委員）

はい。

それとあの、保険の関係なんですけれども、使用目的とかが日常とか、

レジャーとか保険対象車かどうか、配偶者がどうとか親族の方がどうか

とかなかなか確認できない部分があるので、場合によっては使用目的と

かが対象者によって事故がおきてしまった場合保険の適用ではありませ

んよ、ということもあるので団体さんとして保険会社さんのほうにちゃ

んと確認をして、福祉有償運送の運送を行うにあたって保険適用になる

か十分注意していただければと思います。

保険会社のほうにも一応確認はしてます。

はい分かりました。一点確認なんですけれども、あの今回、埼葛北と

いうことで、春日部市がたぶん違う地域になると思うんですけど、今回

の申請書には入っていないという形で理解してよろしいでしょうか。利

用者さんとして春日部市の方がいるかどうかっていうのを確認したいん

ですけれども。

利用者としては春日部市の方は今いないです。

いないんですね、はい分かりました。基本的には利用される方がいる

市町村のほうで一応地区として認めているような形になるのでもし利用

される方がいなくなったということであれば、後日で結構なので変更届

というものを出していただいて区域の縮小というのがあるので、縮小の

届出を出していただけたらと思いますので。

はい分かりました。区域としては杉戸だけという形で…。

はい、その時の旅客者一応名簿を付けていただければと思いますので、

あとは登録証の区域を縮小するような形になるので、登録証の原本もご

一緒に申請していただければと思いますので、お願いしたいと思います。

すいませんそれからもう一点、事務局のほうに聞きたいんですけれど

も公共交通機関を利用できないという点は専門の方が判断しているとい

うことでよろしいでしょうか。

そうですね。先ほどと同様で受付窓口市町のほうで確認をしてという

…。

今後そういったことがあればすべて確認しているということで理解し

てよろしいでしょうか。

はいそうですね。

ありがとうございました。
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（真鍋会長）

（六所委員）

（真鍋会長）

（六所委員）

（真鍋会長）

（六所委員）

（真鍋会長）

（六所委員）

（真鍋会長）

（明野委員）

（真鍋会長）

春日部市はこの協議会の範囲ではないというところなので、もともと

この協議会の中で春日部市を運行の区域として書くことは間違いなの

で、そこは…どうなんでしょう、もともとこの春日部市を書いたままこ

れまで受けていたということですね、協議会が。

いえ、でなくて他の地域でたぶん協議されていたと思うんですよ。

なるほど。

埼葛…。

南。

南のほうのブロックのほうでこれまで協議されていたと思うんですけ

れども…これからはまぁ協議会の証明として今まで頂いていたと思うん

ですけど、今はたぶん利用者の方がいなくなってしまったという話にな

るので…この部分については協議ができないので、縮小という形で。

それは南のほうで。

そうですね、はい。

団体さんとして出していただくという形で。

運輸支局さんのほうに出すという形で、協議会には関係ないというこ

とですね。

そのほか委員の方から、はいお願いします。

あの先ほど支局さんのほうから保険の話が出たと思うんですけれども

細かいんですが、柴崎さんと石橋さんが車の所有者の方が別の方になっ

ているんですよ、保険上。たとえば石橋さんのほうは保険の所有者が石

橋勝さんになっているんで、保険上。ただ車検証のほうを見るとこれ違

いますよね。千津子さんになっているので石橋さんと柴崎さん、保険の

ほうの所有者が車検車証と違っているのでこれは直したほうが良いと思

います。柴崎さんの保険のほうの所有者が正光さんになっているんです

が、車検証でいうと所有者が洋子さんになっているんでそこが違ってい

るんですね。これ保険が違うと所有者が違うと色々訂正が入るはずなの

で柴崎さんと石橋さん、こちらのお二人のところは所有者のところを変

えていただく、訂正していただいたほうがいいのかなとそういう風に思

います、以上です。

はい。そちら協議会の問題というよりか実際の保険の支払いに関する

ことなので所有者の方にお伝えください。

協議会としても保険が降りないと困るということで、お願いいたしま
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（真鍋会長）

（たすけ愛すぎと）

（真鍋会長）

（たすけ愛すぎと）

（真鍋会長）

（事務局）

（佐藤委員）

（真鍋会長）

（みのり）

す。他にご意見ございますか。ではご意見質問ないようなので、今ご指

摘のあった保険の関係に関しましては修正のほうをちゃんとしていただ

きたいと言うことと、運転者の表示に関してはルールで決まっています

し、利用者の方もあったほうが安心ですので今日からすぐ表示するよう

お願いします。

そちらをやっていただければ協議が調ったということでよろしいでし

ょうか。

≪受諾の意思あり≫

はい、ありがとうございます。

印鑑が契約書にない方はどうしますか。

そちらは、印鑑をこれまでもずっとこのままだったと思うのですが、

このたび押していただいて再度提出していただければと思います。

わかりました。

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

では次の団体の協議に移りたいと思います。先ほどの『みのり』さん

はいらしてますか、では次よろしくお願いいたします。

それでは資料ひとつ戻っていただきまして、資料番号１－３『特定非

営利活動法人 みのり』さんになります。窓口市町は白岡市さんでござ

いますので、概要の説明をお願いします。

≪白岡市より概要説明≫

ありがとうございました。では、『みのり』さんのほうから補足説明を

頂きたいんですけれども、更新登録と言うことで、大きな変更点がござ

いましたら、そちらにつてお話していただきたいということと、普段の

実績ですね。どういう方が利用されているか簡単にお話をしていただき

たいのと、ルールで決まっているマニュアル等の管理記録をちゃんとと

っているかということを口頭で構いませんのでご説明していただければ

と思います。

前回の内容の登録につきまして、範囲として春日部市が減少というこ

とで、変更になっております。他につきましては特に変更はございませ

ん。あと料金表のほうですが、今までサポート料金と言うことで、30 分

単位で料金頂いておりました。そのほか料金については一切頂いていな

かったんですけれども、今回、迎車回送料として 5 キロ以上の方は 200

円と言う形でかかります。後は前回同様の協議内容となっています。よ
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（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（明野委員）

（みのり）

（明野委員）

（真鍋会長）

（みのり）

ろしくお願いいたします。

はい、マニュアル等はどうしてますか。

はい、事務所のほうに毎日の記録は置いてあります。

ありがとうございました。では委員皆様からからご質問等いただきた

いんですが…私のほうから、今対価のことにつきまして迎車回送料金の

ほう新たに設けられたということなんですけれども、実際の…これまで

の利用状況からして迎車回送料金を頂くことはどういうことでしょうか

…。

今まではどちらかと言うとサポート中心で一時預かりとかが多かった

んですけれども、送迎のみの利用者の方が多くて、13 キロ以上の方が出

てきて迎えにいくまでの距離があるということで、今まで無収入という

ということでかなり厳しい状況でしたので、今回送迎のみの方について

5 キロ以上は頂きたいかなと思い今回協議会のほうに提出いたしまし

た。

はい、ありがとうございました。送迎のみの場合ってつけられますか

…それとも他の場合のですか。

やはり 13 キロと…10 キロ以上になりますとかなりこちらもガソリン

代のほうがかかりまして…出来ましたらこのまま迎車、回送料として

200 円をいただこうかなと思っております。

はい分かりました、その点を踏まえまして委員の方から何かご質問な

どお願いいたします。

はい、昭和タクシー明野ですよろしくお願いします。利用者のご住所

がぜんぜん入っていないんですが、利用者の住所と言うのはどのへんの

かたのことなんでしょうか。

名簿のほうには入っているんですけれども協議会には消した形になっ

ていると思います。

たとえば、白岡市の方が何名とかそういうもので良いと思うのですが、

13 キロと言うものの根拠がある程度あったほうがいいと思います。

そちらは前のほうに…一枚目のほうに何市何人ということで書いてあ

りますが。

在住は白岡市でも、学校が大宮聾学校とかやはり自宅から迎えに行く

場所等が距離があるんですね。やはりあの、幸手市の方も春日部市のク
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（真鍋会長）

（明野委員）

（みのり）

（明野委員）

（みのり）

（明野委員）

（みのり）

（明野委員）

（みのり）

（明野委員）

（みのり）

（明野委員）

（真鍋会長）

（六所委員）

リニックとか、住所はここに記入してあるんですけれども、利用する方

の目的地が 10 キロ以上になりますのでそのように請求させていただき

ました。

はい、いかがでしょうか。

先ほどの話だと、サポートの場合は 200 円とらないような言い方をさ

れていたんですが、確認で全員の方から 200 円取るのか先ほどの話だと

サポートの方だと送迎だけだとつらいんで、200 円取りたいというのか、

この表記だと全員の方からとる表記なのか。

すみません先ほどは説明不足でした。全員の方から 5 キロ以上は頂き

たいと思います。頂く予定でいます。

もうひとつだけ、この送迎距離と言うのは、どこからどこにでしょう

か

事務所から目的地、ご自宅とか病院という設定でキロ数が 5 キロとい

うような皆さん５キロ以上なのでそういう設定しました。

皆さんご自宅から５キロ以上ということでよろしいですか、すみませ

ん事務所から

事務所から

あともうひとつ。車が 4 台あって 1 台が所有、3 台が持ち込みとなっ

ているんですがどういう使い分けをしているのか、これについてお答え

ください。

事業所にあるものは車椅子仕様なので車椅子の必要な方はそれをつか

います。自力で乗り降りが出来る方については持ち込み車を使っていま

す。

はい、そうすると、持込をしていない佐藤さんは…。

佐藤さんは事業所の車を使用しています。

のみですね、分かりました、以上です。

ありがとうございました、他に質問などは…ございますか、はいお願

いします。

埼玉運輸支局の六所と申します。表紙の概要表の中の北本市さんを発

着の方が利用されていると思うんですけど、この方っていうのは発着か
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（みのり）

（六所委員）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（六所委員）

（みのり）

（六所委員）

（六所委員）

（みのり）

（真鍋会長）

（松岡委員）

到着が区域に行くっていうことでよろしいでしょうか。

北本市の鳥海さんにつきましては、クローバーという通所施設に北本

市から来ています。通所のクローバーが白岡市に事務所のある下大崎２

９４の１から、蓮田の大地、黒浜にあるんですけど、そこにショートス

テイで行かれるときの送迎を行っています。区域内での運行のみです。

白岡市から蓮田…はいわかりました。

北本から直接蓮田に行くことはないんですか。

ないです。

はい、わかりました。

車検証のほうで春日部５８０え８８５４という車両の古嶋さんの車検

証は１０月２４日なんですけれども、更新されてるってことでよろしい

でしょうか。

はい、この書類早めに作りましたので、すみません更新されたものに差

し替えます。

はいお願いします。それと大宮５３０そ２１９８という車両は車椅子

車ということでよろしいでしょうか。

はい、車椅子がそのまま乗れるものです。これは持ち込みですので普

通の、自力で乗り降りできる方を対象としています。

はい分かりました。あと保険の使用目的とかみると使用目的とか対象

者によって、場合によっては、保険、医療費とかを請求する場合に適用

にならない場合があるので、そこは団体さんのほうで有償運送の運行に

あたって保険が適用にならないことになると利用者のためにも適用にな

るか注意して確認だけはしていただければと思います。

分かりました、もちかえります。

はいありがとうございます。保険対象者か保険会社さんのほうに確認

していただいて大丈夫だと思いますので、確認だけはお願いします。他

にご意見…はいお願いします。

松岡と申します。先ほど運送の件なんですが、説明があった時に聞き

漏らしてしまったんですが、上半期の輸送実績報告いただいたんですが

４７回の回数がございまして運送収入が２万４千円と。いうことで一回

につきせいぜい５００円ぐらいですが、実際のところはどのような感じ

になっているのかお聞きしたいんですけれども。
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（真鍋会長）

（みのり）

（松岡委員）

（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

実際の利用は自宅からどこまでを取っているのかということです。

前期の報告の中では幸手市の方はまだ入っておりません。今は宮代養

護学校からみのりまでは、車内で３０分。でその方を乗せた時間からご

自宅に届けた時間までカウントしますので、乗っているのはほとんど送

迎がおおいです。こちらにつきましてはご自宅から久喜の駅までのケー

スと宮代特別支援学校から一時預かりのみのりの事務所まで。外出援助

の方が最寄の駅までご利用いただくまでということもありますけれども

そういう説明でよろしいでしょうか。

あの、頂いているのが６０分９５０円ということなんですがそれでも

良いってことか、０．５とか、３０分かということで運用をしているん

でしょうか。

サポートの利用が人によってカウントの仕方が違うんですけれども、

今ほとんどの違う登録をしている市町村につきましては、０．５カウン

トでいいということですので。かつては１時間０．５という区分にない

ところもあったんですけれども、そこも０．５で計算してくださいとい

うことですので、細かい請求をしています。

こちらサポート事業からの補助金も０．５で出ているということ

そうです。

とするとこちらの運送対価も６０分ごとにどの市町も９５０円だとい

うことですが３０分ごとに４７５円ですか。

はいそうです。

こちらの申請も改めていただいたほうがよろしいかと思います。

あと児童につきましてはそのご家庭の所得に応じたサポート料金の設

定になっていますのでゼロの、非課税の方もいらっしゃいます。ご本人

の負担はなく補助金のほうから頂いております。

生活サポート事業とは別のということですか。

いや、生活サポート事業の中で、児童はゼロから９５０円という段階

があります。

で、そのかたのサポートの料金が市のほうから指定されてきますので、

それで計算しています。それに合わせて補助金の請求もしております。

ご本人から頂かないということですか。



- 20 -

（みのり）

（真鍋会長）

（明野委員）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（事務局）

（真鍋会長）

場合もあります。はい。なので埼葛北の方は埼葛北の白岡に住んでい

らっしゃる方で、自己負担がゼロの方は頂いていませんので今までは実

績報告の中で全部カウントしていたんですけれども自己負担がない方は

載せないでほしいということでしたのでその料金表の中にはたぶん入っ

ていません。

としますとまず、３０分ごとに４７５円だとして対価をもらわない場

合はこれの対象にはならないということで、そもそもならないので対象

外という扱いでよろしいですかね。対価をもらわなければ運輸支局的に

も問題ないですね。対価をもらう場合に協議会にかけてもらうことにな

ります。はいお願いします。

対価をサポートからもらってるんですか。対価の対象にはならないん

ですか。

利用者さんからはもらってないけど補助金からもらっているというこ

とですね。

実績報告で回数と金額、距離を出していたんですけれども。

確かに協議会の中でお話をした覚えもあります。もらっていない場合

について

記録の中にはとってありますが、今回の報告の中では自己負担を払っ

ていない方については数値としてはあげてありません。

協議会としては利用者さんの負担も考えないといけないという点を協

議するのと団体さんの収益というか、まぁほぼ実費だと思いますが確認

しないといけないと言う状況はあるんですが、両方明記するようにする

ととても複雑になりますので利用者さんから対価を頂かない場合は対象

外という扱いにしておきましょうか。

すいませんちょっと良いですか、生活サポート自体が、児童に関して

は親の収入によって負担額が決まってくると。実際払うべきお金を市町

村が補助金として、本来であれば、本人経由、利用者経由で事業者に払

うものをそこを省いて直接事業所のほうに支払っているのが実態という

形ですね。なので実際は利用者が払っていると同じ形態を市町村が利用

者の軽減を図るということで、利用者通してもいいんですけど、それだ

と手間が非常に掛かるというところで、直接事業所に払っているという

ところが今の実態というところです。以上です。

はいありがとうございます。
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（みのり）

（六所委員）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（真鍋会長）

（明野委員）

（みのり）

（明野委員）

ということで事業所のほうには決まった金額は入っていますので、実

際頂いているので報告したほうが良いのではないかと個人的には考えが

あるんですけれども。

自動車運送法として考えると運送に係る費用を有償運送のほうも同じ

意味になりますが、対価としていただけるということであれば、仮に事

業として有償として運送するということで、そのなかで見た時に運送し

て対価をもらって収入しているということであれば、ある意味その対価

というところで見れる部分もあるのかなと思うところは。確かに利用者

さんから頂かないんですけれど確かに運送に対するものを市から補助し

ていただいてるということを考えれば、要はその利用者さんとしては負

担はないけれども、運送に係る費用は市から補助していただいてるとい

うことになっていれば実績報告に入れられるわけです。そして考え方と

しては運送の対価としていただけるのではないかなと。実績の中に入れ

る入れないは別として対価としては考えることが出来るのではないかと

おもいます。

ありがとうございました。もう一度確認しますと生活サポート事業の

お金とは別に運送対価は頂いているんですよね。児童さんの場合は。

同じなんです。

同じ値段を…生活サポート事業のほうから…。

ガソリン代とかそういうものは今まで一切頂いておりません。送迎迎

車料なども。

生活サポート事業に含んでいるようにしてあるって言うことですね

そこで介助をして付き添いをしたりっていうところは０．５が送迎、０．

５が通院介助というような形で記録のほうには分けているんですけれど

も。運送の対価というところでは今回報告している部分です。

はい、わかりました。生活サポート事業でもらっている場合にはこち

らに入れようと、昔決めたかと思いますので、としますと今回の場合、

こちらの運送の対価のところに但し書きで児童を対象とする生活サポー

ト事業にたいしては利用者からは市町…

変わっちゃいますよね。収入がある世帯だと逆に言うとこれをもらう

っていうことですよね、単純にいうと。

はいそうです。

失礼ですが、収入が低い世帯のお子さまの時のみもらっていなくて、

収入のある世帯のお子様に関してはこれと同じようにもらっているとい
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（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

うことですね。

そうですね、はい。

それが６０分９５０円とは限らないということですよね。世帯収入に

応じて値段変わってくるんですよね。なのでここに書くとしたら児童に

関しては生活サポート事業の補助額に合わせて、対価を頂くと一言書い

ておけば大丈夫かなと。

じゃあこの料金表の申請の中に、説明を入れればよろしいですか。

はい、下に但し書きで児童の場合は生活サポート事業の補助額を直接

市町からいただき、収入に応じては…。

ゼロの方から…A-G 段階。

利用者から支払う場合もあるんですよね

はい。

生活サポート事業に応じて対価を頂くという。実績のほうに含めるか

どうかは、そこ計算して書けるのであれば補助額からもらった分を入れ

て人数としてカウントしていただければ。そちらは別に集計できるんで

すか。

はいしてあります。

出来るんですね。

補助金だけの方は出さなくて、自己負担を頂いてる方については報告

しないで良いということですよね

実際その場合は市町から直接頂いているということなので、今のお話

ですと本来であれば利用者さんから経由でもらっているものを手間を省

くために直接もらっているということなので、次から計上していただく

ことができるんじゃないかと。

前回のように全部のトータルでキロ数、回数、対価を全部載せるとい

うことですね。

前の実績報告を見た時に数字が合わなかったことがあるんですよね、

人数だけ出ててお金のほうは非常に少ない、ゼロの方が多かったという

ことですね。
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（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（みのり）

（明野委員）

（みのり）

（明野委員）

（六所委員）

（みのり）

（明野委員）

その場合はゼロの方もいたので。

そうですよね、お金のほうにも入れてもらうと、両方入れてもらうと。

市からもらった補助金の金額も入れるということですね。

そうですね、そうしていただいたほうが。片方だけに足してしまうと

数字がおかしくなってしまうので人数のほうと。

今までは自己負担の対価を自己負担の部分だけをを計算して統計に出

していたんですけれども、プラス補助金も乗せるってことですか。

児童さんに関しては利用者さん経由を省いていた分を補助金から。

それももう補助金なんですよね。成人の方も補助金はあと９５０円だ

から。

たとえば９５０円という金額だった場合に普通だったら一般の方か

ら、利用者の方からもらうんですけど、収入に応じてはその分も市から

もらえることになりますよね。ですからその時９５０円かかっていたと

したらいくらもらえるかは分からないですけどその分９５０円分が市か

ら、本来利用者からもらえるものがもらえるじゃないですか。その分を

のっけてくるという話です。

そうすれば数字的にはあいますよね、１回頭９５０円というのが。で

後もうひとつが会長先ほど言われました６０分を３０分刻みにしてくれ

っていう話の中で、先ほど会長のほうで４７５円っていう、４７５円で

いいんですか。

そうです、９５０円の半分の４７５円。

５円単位っていいんですか。

基本的には銭単位で細かい数字で出しております。

４７５円。

４７５円が料金ということでのせていただくと。

３０分４７５円という単位で出さないとこの書き方だと先ほどいわれ

た方いましたけど６０分でってことは、１分から６０分までがこの金額

なんですよ、この表示だと。この表示の仕方は。ですから３０分でいく

ら、１分から３０分がいくら。で３０分ごとですから６０分であればこ

の金額になるわけですから、この表示の仕方だと３０分ごとに４７５円

っていう書き方にしないと、今のとり方だと、この会議上では不法です。
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（みのり）

（明野委員）

（真鍋会長）

（みのり）

（真鍋会長）

（事務局）

（真鍋会長）

ああそうですか。

だと思います、ですからそこの部分は書き直していただいたほうが良

いです。

対価の部分を３０分に直していただくのと、児童さんについての但し

書きを入れるということをお願いします。で報告については、児童の部

分に対しては運送対価としてもらっている補助金の分を計上してくださ

い。

はいわかりました。

はい、ではそれでお願いします。では他にご意見などございますか。

特にないようでしたらもう一度確認いたします。車検証は提出の際に新

しいものに差し替えていただくということと、対価のところを３０分ご

とにするということ。後は児童さんに対しては、但し書きを入れておく

ということ。今回の申請とは直接関係ないんですが、報告の際には児童

さんの分も運送の対価としてもらっている補助金の分は計上していただ

くということ。それをやっていただければ協議が整ったことでよろしい

でしょうか。

≪受諾の意思あり≫

はいありがとうございます。

それでは、『みのり』さんの協議はここまでにしたいと思います。次の

団体の協議に移りたいと思います、お願いします。

≪関係者入室≫

続きまして、資料１－５『社会福祉法人 みぬま福祉会』さんになり

ます。団体が来ているか確認しますので少々お待ちください。

窓口市町は白岡市さんでございますので、概要の説明をお願いします。

≪白岡市より概要の説明≫

ありがとうございました。それでは、『みぬま福祉会』さんから補足い

ただきたいんですけれども、今回更新ですので、これまでと大きな変更

点がございましたらそちらにつてお話していただきたいということと、

それと利用者さんの実際の状況についてどれくらいの人がどれくらいの

頻度で利用しているか普段のどういう方が利用されているか簡単にお話

をしていただきたいのと、もう１点がルールで決まっているマニュアル

等ちゃんと用意されているかということと、管理記録をちゃんととって

いるかということを口頭で構いませんのでご説明していただければと思
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（みぬま福祉会）

（真鍋会長）

（みぬま福祉会）

（真鍋会長）

（みぬま福祉会）

（真鍋会長）

います。

みぬま福祉会の篠崎と申します。よろしくお願いいたします。まず大

きな変更点といたしましては、１点ございます。運行管理の責任者の変

更がございます。来年度からということで、今年度は更新時期が早いと

いうことで、変更届のほうは出していないんですが、高橋孝雄が運行管

理責任者、それから、整備管理の責任者につきましては変更ございませ

ん、山田隆久という風に次回もやらせていただきます。それから利用者

といたしましては、身体障害者の方、もしくは、知的障害者の方のご利

用が主でございます。生活サポート障がい者のですね、生活サポートを

利用してのこの事業となっているので、私どもは障がいを持った方のみ

のご利用となっています。内訳としましては白岡市さんのほうで申請の

ほうお出しさせていただいてるんですが、さほど利用者が多いわけでは

ございません。今１名の方ですね、児童の方なんですが、その方の送迎

を主にやらせていただいてると、その１件のみでございます。今年度の

上期も１件のみでございます。それから、車両及びそのマニュアル等で

ございますが、そこについても運行、運転者と口頭で会議等々を行いま

して、確認をさせていただきました。

特に今まで事故ですとか苦情などは今のところ発生しておりません。

介助につきましても高齢の中の生活サポートを利用してがメインで１時

間当たり９５０円で変更ありません。それ以外のサービスをお持ちでな

い方につきましては距離換算でさせていただいております。先ほどお話

があったとおりです、以上でございます。

はいありがとうございます。委員の方からご質問等頂きたいんですが。

私のほうから１点、聞きたいんですが、いまこちらの福祉有償運送を

使われている方はおひとりということですね。利用会員としては８１名

と書いてあるんですが、そのおひとり以外にも利用する可能性があるの

で、書いてあるということでよろしいですか。

８１名というのはですね、広域なもので運営協議会さん、埼葛北はこ

ちらですが、埼葛南、それから南部、さいたま市という風に全圏またぐ

よう形になっているのでそこでご申請させていただいておりまして、会

員の方が、登録をさせていただいている方が８１名ということです。

ありがとうございます、その白岡市の児童の方は、発着位置が常に埼

葛南とかになるではなく、埼葛北でということですね。

そうです。

はい分かりました、ありがとうございます。もう１点なんですが、先

ほどの団体さんも聞いた話しなんですけれども、生活サポート事業に関

して、最近は１時間あたりではなくて３０分単位換算という風になった
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（みぬま福祉会）

（真鍋会長）

（みぬま福祉会）

（真鍋会長）

（明野委員）

（みぬま福祉会）

（明野委員）

（みぬま福祉会）

（真鍋会長）

（みぬま福祉会）

（明野委員）

という風に先ほどお伺いしたのですが、こちらの白岡市の方もそちらに

あたりますか？

あの生活サポート事業に関しましては、まだ市町村の中で、３０分単

位にしなさいというところと、従前どおり１時間単位というところもご

ざいますので、そこは大きな変更無しで１時間あたりということでさせ

ていただいております。

みぬま福祉会さんとしては１時間あたりで頂いているということで、

よろしいですか。

そうですね、はい。

はい分かりました。では委員の方から他にご質問などはございます

か？

はい、昭和タクシーの明野です、よろしくお願いします。２点ばかり

お願いします。検査技者になっています山田さん、このかたは白岡のほ

うに常駐ということでよろしいでしょうか。

はい。

それともうひとつ、保険のほうなんですが、ミニキャブの４０１の軽、

あと４４３０これは車椅子仕様ということで車検証上なっているんです

が、保険上は自家用軽四輪貨物という自家用普通乗用車ってことになっ

ているんで、保険のところが。これおそらく、特種用途車種になるのか

なと、いう風に思います。特にミニキャブの４０１に関しましては、貨

物という風に表記されてしまうと、有償運送基本的に貨物は、まずいと

思ったものですから、ここはおそらく訂正していただく必要があるのか

なと。おそらく保険料安くなるのですが、ミニキャブの上の自家用四輪

貨物車、この次のページのハイエース自家用普通乗用車ただ８ナンバー

なので特種用途車種になると思うので、これおそらく保険会社さんのほう

で訂正していただく可能性が出てくると思いますね。こちらのほうはお

願いいたします。以上です。

ありがとうございました。

ありがとうございました。車検上はどちらも乗用ですか、すいません

見てなくて。

任意保険のことですよね。

そうです、任意保険が貨物とか乗用車になっちゃっているんで、合わ

なくなっちゃっているんで。
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（真鍋会長）

（明野委員）

（みぬま福祉会）

（真鍋会長）

（六所委員）

（みぬま福祉会）

（六所委員）

（みぬま福祉会）

（六所委員）

（みぬま福祉会）

（真鍋会長）

（みぬま福祉会）

（真鍋会長）

（明野委員）

（みぬま福祉会）

（真鍋会長）

車検証と合わせていただいたほうがいいと思います。

おそらくあうはずなんで確認していただいたほうがよろしいかと。

はい分かりましたありがとうございます。

はい、他にございますか。はいお願いします。

埼玉運輸支局の六所と申します、すいません確認になるんですが車検

証については車両のほうが大宮５０２ふ７４６９という車両がついてい

まして、保険については車体表示については大宮５０１め５６７２とい

う物がついてるんですけれども、実際今回の事業として使う車両はどち

らになるか教えていただきたいんですけれども。

ちょっとすいません、車検証ですか。

車検証みると５６７２という車両がないので。

はい、すいません５６７２で間違いございません。

車検証が法人で３０台くらいありまして、車検証一括管理しているもの

で、コピーの間違いです。

はい、７４６９というのは使用しないということでよろしいでしょう

か。

はい分かりましたありがとうございます。

正しい車検証のほう添付しなおしてください。

はい。

他にご意見などございますか。はいお願いします。

すいません確認なんですが、営業所というか事務所のほうは小久喜４

５０番で、車の保管のほうが黒浜になっているんで、あくまで黒浜から

小久喜の事業所で点呼を行って出発するということでよろしいんですよ

ね、そこだけは確認です。大体近い場所だと思っているので。

はい。

はい、その他ご質問などはございますか。

はい、ではないようですので、保険証の間違いというのは、車の特定

が出来ないのでもう一度添付していただいて、こちらで事務局と運輸支
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（真鍋会長）

（みぬま福祉会）

（真鍋会長）

（事務局）

（真鍋会長）

（事務局）

（真鍋会長）

局さんのほうで確認しまするので再度提出してください。それと保険証

の登録ですね、車検証と実際の表記にあわすというところは、保険も降

りない可能性がありますのでちゃんと確認をしていただきたいと思いま

す。その他については特に意見なかったと思いますが車検証の確認をそ

ちらでやるということでこの場での協議が調ったことにしてよろしいで

しょうか。

≪受諾の意思あり≫

はい、ありがとうございます。ではそのようにさせていただきたいと

思いますので、再提出よろしくお願いします。

ありがとうございました。

では引き続きまして、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２をご覧ください。

≪資料に基づき説明≫

ありがとうございました。

今の内容について、委員の方から質問はありますか？

特にございませんでしたら、２点目、平成２５年度上半期の実績報告

について、お願いしたいと思いますが。これは前回委員の方々から自動

車の保有台数とか運行管理責任者の数とかわかると良いという風なこと

がありましたのでこちらの資料新たに作っていただきました。ではご説

明お願いします。

それでは続きまして、平成２５年度上半期の実績報告についてご説明

いたします。資料３、現状などが分かる補足資料も用意させていただき

ましたので、あわせてごらんいただきたいと存じます。

≪資料に基づき説明≫

ありがとうございました。

今の内容について、委員の方から質問はございますか？

ちょっと私から１点気になるのが誠会さんの実績なんですけれども、

２４年下半期と２５年上半期で運送回数、走行キロがほとんど変わりな

いのに収入のほうが大きく変わっておりまして、一件あたりで計算しま

すと、２４年下半期で２１８６円、今年度の上半期で３６５円になって
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（六所委員）

（真鍋会長）

（事務局）

（真鍋会長）

（事務局）

（真鍋会長）

（事務局）

てこれは何があったのかなという風なことは少し気になりますので、久

喜市さんのほうで確認していただいて、次回にでも報告いただければと

思います。それともう１点ですが今回作っていただきました補足資料の

ほうみますと「あかり」さんのところが車両台数からすると有資格者が

１名必要だというところ、運行管理に対して有資格者が配置されていな

いということですので、こちらは窓口が久喜市さんのほうで「あかり」

さんのほうに運行管理責任者についてどういう風にやっているか確認し

ていただければと思います。こちら１名は置かないといけないという、

車両が１９台あると１名おかないといけないので確認してください。お

願いします。そのほかに委員の方から何かございますでしょうか、はい

お願いします。

補足資料の中で運行管理責任者の関係なんですけれども、一応資格者

が安全運転管理者さんとかやれば４０で除する数という形になっている

んですが、これ２０で除するような形になるので、そこはちょっと注意

していただきたいと思います。あくまで４０で除する場合については、

運送事業の運行管理の資格者を持っている方が４０で除すると言う形に

なるので、そういうような形で今後はお願いできればと思います。

すこし複雑になるかもしれないんですが、その中に計算した数を書い

ていただければと思います。

はい、すみません。

はい、よろしければ議題の３ですね、その他についてですが、事務局

から説明をお願いします。

事務連絡といたしまして、今年度は、もう１回協議会でもお話したと

おり今年度３回行うということで、後もう１回行います。日時は、平成

２６年１月２０日（月）９時３０分からで、場所は、コミュニティセン

ター進修館大ホールとなっています。

議題は、本日協議できなかった残りの団体の更新登録の協議と新規団

体の登録申請の協議、また、軽微な変更の報告を予定しています。

資料につきましては、通常通り１週間程度前に送付させていただきま

すので、よろしくお願いします。

また、次回の会議に際しましては、本日同様に朝一番の会議となって

おりますので、寒さ対策をしていただきますよう、あわせてお願いいた

します。

それでは、これで予定されたすべてが終了いたしましたので、進行を

事務局にお返ししたいと思います。

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



- 30 -

ざいました。

以上をもちまして、平成２５年度第２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３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。


