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平成２５年度 第３回「埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会

日 時 平成２６年１月２０日（月）

午前９時３０分開会

場 所 宮代町コミュニティセンター進修館 大ホール

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３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、次第と資料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更新登録申請の概要」となって

おります。資料 1 につきましては、資料１－１から資料１－５までご

ざいます。資料１－１「特定非営利活動法人 ハローハンディキャッ

プ・タイム」、資料１－２「特定非営利活動法人 きらりびとみやし

ろ」、資料１－３「特定非営利活動法人 誠会」、資料１－４「社会

福祉法人 白岡市社会福祉協議会」、資料１－５「社会福祉法人 久

喜市社会福祉協議会」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 「福祉有償運送に関する新規登録申請の概要」
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です。「一般社団法人あかり」の新規登録申請の概要とその関連

資料となります。

資料３ 「軽微な事項の変更届申請状況一覧」

以上となります。なお、次第も含めた４種類の資料を事前に郵送を

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、大森委員と松岡委員の２名におかれましては、事前にご欠

席の連絡をいただいておりますが、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。

また、前回、第２回の協議会の軽微な変更届の中で確認事項となっ

ていました点について、ご報告します。資料はございませんが、口頭

での説明となります。前回更新登録申請の誠会で「１回あたりの収入

減について理由を確認（走行距離に対して大幅収入減）」という点で

すが、北埼玉地区で生活サポート事業で市町村から収受した部分を除

くように指導があったため、その額を除いたことにより大幅な減とな

りました。次に、あかりで「車両の所有台数により必要な運行管理責

任者が不在となっている」という点ですが、こちらは記載ミスでござ

います。実際、管理者指定ありＨ２３.１.１７埼玉県公安委員会届済
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（真鍋会長）

（事務局）

（古堺大義）となっております。以上の点をご報告いたします。

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。

よろしくお願いいたします。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。

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、若番順で申し訳ございませんが、上松（あげまつ）委

員と橘井（きつい）委員に署名委員をお願いいたします。よろし

いでしょうか。

≪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。

申請団体の方をお呼びしますので、少々お待ちください。
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（河野委員）

（真鍋会長）

（タイム）

≪関係者入室≫

まず、資料１－１『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≫

ありがとうございました。それでは、団体さんから何か補足に

なりますが更新申請ということなのでいくつかこちらからお伺

いしたいんですけれども、今回更新ということになるんですけれ

ども、大きく違う点がありましたらそちらについてと、運送の対

価につきましていくつか選択があるんですけれども、まずこの複

数乗車というのがどれくらい使われているのかという点と、生活

サポート事業以外でっていうのはどれくらい実績があるのかと

いう点についてお話いただきたいと思います。

後はですね、日々のマニュアルがどういう所にあるかというこ

とと運行に関しての記録をつけることになっているんですが、そ

ちらをどのようにされているかお願いします。

座ったままでよろしいでしょうか、はい。おはようございます。

NPO 法人ハローハンディキャップ・タイムの代表とそれから安

全運転管理者を務めております若林敬子と申します、よろしくお

願いいたします。ただいまの質問なんですけれども質問のほう順

番に覚えているかなんですけれども、まず最初に今までの更新と

違う点はありますかということなんですけれども、台数が増えた

こと以外にはそんなに変わっている点はございません。あと複数

乗車の利用に関しましては、当初何回かあったんですが、年ほん

とに何回かという程度でございます。ただ、複数乗車に関してい

えば、仲間と一緒にお出かけするということが、こういった法人
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（真鍋会長）

（六所委員）

（タイム）

で活動する利用者にとっては大事なことでもあるということで、

複数乗車に関してはこのままでいきたいなという風に思ってお

ります。

生活サポートの利用ということですけれども、生活サポートと

いうのは一人当たりの年間１５０時間、それから市から割り当て

られて額が決められているものですから、その枠を超えてしまい

ますと、生活サポート以外で使う手段しかないというところなん

ですね。私どものほうも生活サポートで使われる方が、ほとんど

なので、今年の状況から見ますと、割り当てられた生活サポート

の時間数というのが、１月いっぱいでなくなるという現状です、

ですので２月３月の利用は生活サポート以外の利用という形に

なります。そんな形で例年も丸々３月分まで持ったことはござい

ません。

マニュアル類は 生活サポートの事業所内に見える形でおいて

あります。それから日々の記録は、各利用する車の中にきちっと

日常点検表とそれから運行記録表は必ず所持していてその都度

つけているのが現状です。

ありがとうございます。それでは協議に移りたいと思います

が、委員の方から質問等ございますか。はいお願いします。

埼玉運輸支局の六所と申します。あの１つ確認なんですが、ま

ず保険の関係で２つありまして、まずは春日部５０１そ２４２８

の浮○さんの車両なんですけれども、添付されている書類のほう

を見ますとちょっと保険期間が見えなくなってしまっているの

で、浮○一也さんっていう多分旦那さんの保険だと思うんですけ

れども、ご契約者カードの一番下にある始期のほうは分かるんで

すが期間としては１年間になるんでしょうか。平成２５年２月２

７日午後４時からという形になっているんですけれども。

浮○のほうに関してなんですけれども、ごめんなさい。２６年

の２月２７日までということです。
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（六所委員）

（タイム）

（六所委員）

（タイム）

（六所委員）

（タイム）

（六所委員）

（タイム）

（六所委員）

わかりました。

はい。

出来れば支局に出す時にはそこの下が分かるようにコピーを

とっていただければと思います。

はい。

それとあと、春日部３３０た８３１８という、高○江美子さん

が運転者さんなんですけれども、多分旦那さん、契約者が高○清

さんっていう形になっていまして、ちょっと保険の被保険者の氏

名というのが高○由佳さんっていう車の所有者の方になってい

まして、その他年齢の区分とかは適用無し。２年目以降適用なし、

運転者の等級２１歳以上保障という形になっているんですが、プ

ラス高○江美子さんが福祉有償運送を使ったとしても保険の対

象になるということでよろしいでしょうか。

はい、そのように聞いております。由佳さんというのはお嬢様

でお二人ともうちで登録をされている方なんですが。

はい、では保険の適用になるということでよろしいでしょう

か。

はいそうです。

わかりました。あと運転者さんの方で、青○弘さん。二種の免

許持っている方なんですけれども、あと、石○さんっていう方が

いらっしゃると思うんですが、中型の二種の免許をお持ちの方

と、石○さん中型一種で運転者講習を受けられていると思うんで

すが、車両としてはセダン型の車両があると思うんですけれど
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（タイム）

（六所委員）

（タイム）

（六所委員）

（タイム）

（六所委員）

（河野委員）

（六所委員）

（真鍋会長）

も、その方々の車両、セダン型の福祉車両のみを運転されるとい

うことで、セダン型をの車両を使う場合については運転者講習の

資格を思った方が同乗されるということでよろしいでしょうか。

はい、そうです。

それとですね、免許証の関係で、進○さんの免許証の部分があ

ると思うんですが。

先月誕生日がきて更新されていますので新しいもの頂いてお

ります。

あとは、保険の関係で、ちょっとこれ注意していただきたいん

ですけれども、保険の使用目的がたとえばレジャーとか、通勤と

かになってる場合は、保険対象かという部分が運輸支局として

は、配偶者かどうか確認できないので、保険が適用されますよっ

ていう所は団体さんのほうで確認していただければと思います。

はい、わかりました。

それと関係市町村のほうに確認なんですけれども、旅客名簿で

その他の方っていうのは一人で公共交通機関が利用できないと

専門的な方が判断しているということでよろしいでしょうか。

はい、確認しております。

はいありがとうございます。すいません以上です、ありがとう

ございました。

ありがとうございます。その他委員の方からご質問などござい

ますか。明野委員お願いします。



- 8 -

（明野委員）

（タイム）

（真鍋会長）

（タイム）

（橘井委員）

はい、タクシー事業者の昭和タクシー明野と申します、よろし

くお願いします。書類に関する部分ではないのですが、台数が３

２台、運転者さんもこれだけいると大変だと思うんです。この辺

のタクシー会社では３２台は、ほぼございません。そんな中で店

舗も特になく運輸上どのような感じでやられているのかその辺

の部分を確認させていだきたいなと思います。

なぜ車の台数が多いのかと申しますと、やはり利用者さんに相

性のあったヘルパーさんをということで、こちらは皆さんに利用

していただいているものですから、やはりどなたでも運転免許を

持っていて車を提供してくださるという方にはお声かけをさせ

ていただいて、どんな利用者さんにでも対応できるような形でと

いうことなので、ほんとに回数的にはそんなに頻度は多くないん

ですけれども、登録はさせていただいているという状況です。

ですので日々動いているわけではございませんし、日常・レジャ

ー使用でも対応できるような月に半分も満たないような使用途

でございます。

使うときに毎回点呼、点検されているということでよろしいで

しょうか。

もちろんでございます。

朝日自動車労働組合橘井と申しますよろしくお願いいたしま

す。すいません、料金表のところで再確認なんですが、運送以外

の対価のところで、生活サポート事業以外の複数乗車すべて迎車

が久喜市内は無料ですとか決まっているんですけれども、複数乗

車した場合には乗った人数で割ったりしているということでよ

ろしいでしょうか。

例えば生活サポートですと一人なんで、その料金は一人で支払

われると思うんですけれども、もし複数乗車でたとえば４人乗っ

た場合に久喜市以外の回送で２００円、走った距離×３０円にな
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（タイム）

（橘井委員）

（真鍋会長）

（タイム）

（真鍋会長）

（真鍋会長）

（事務局）

りますと乗った人数で割るということでよろしいでしょうか。

はいそうです。

はい分かりました。

ありがとうございます。そのあたり利用者さんには明確に提示

されていますか。

利用の手引きのほうに記載しております。

分かりましたありがとうございます。他に委員の方からご質問

などございますか？ないようでしたら運輸支局に出す際になん

ですけど、日付が写っていなかったところはコピーしていただく

こと、免許証は新しいものを出していただくということにしまし

て、そちらの運輸支局のほうに任せるとしまして協議会としては

協議が整ったことにしてよろしいでしょうか。

≪受諾の意思表示あり≫

反対の方がいらっしゃらないようですので、この場で協議が整

ったことにしたいと思います。ありがとうございました。事業所

の方は、このままいていただいても結構ですし、退席いただいて

も結構です。

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 きらりびとみ

やしろ』さんになります。

窓口市町は宮代町でございますので、概要の説明をお願いしま

す。
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（新井委員）

（真鍋会長）

（きらりびと）

（真鍋会長）

（きらりびと）

≪宮代町より概要の説明≫

ありがとうございました。それでは、団体さんのほうから補足

をお願いしたいんですが、更新ですのでこれまでと大ききな変更

点がございましたらそちらについて説明していただきたいのと、

普段の使われ方でどの程度利用者の方がいてどの程度福祉有償

運送車両が使われているか、あとはマニュアル類をどのように整

備しているかということと、毎回の記録などをどのようにつけて

いらっしゃるかということをお願いします。

皆さんおはようございます。私は、きらりびとみやしろの理事

長の島村孝一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

今回申請をさせていただいている中で大きな変更点なんですが、

実は私、昨年６月に理事長に就任しておりまして指定を出してい

てこの点が大きな変更点となります。そのほかにつきましては大

きな変更はないということでございます。そしてご質問のござい

ました指定その他の関係につきましては決められた形で請求を

出させていただいております。そして利用の頻度のことなんです

けれども、基本的に私どものきらりびとみやしろは助け合い活動

からスタートしておりまして、この法律が出来た後、こちらの福

祉有償運送という形になっているということから助け合いが基

本のということで、従いまして登録の数も多いということになる

かと思いますけれども、頻度につきましてもそんなにないという

形になります、以上でございます。

ありがとうございます。マニュアル類に関しましては事務所の

ほうに置いてあるとかちゃんとそれぞれにつけてあるとか、いか

がでしょうか。

申し訳ございません、事務所のほうに、定位置のほうに設置し

ております。



- 11 -

（真鍋会長）

（きらりびと）

（真鍋会長）

（六所委員）

（真鍋会長）

（きらりびと）

（六所委員）

（きらりびと）

（真鍋会長）

（六所委員）

（上松委員）

記録簿に関しては各車両にあるということですか。

はい、記録その他につきましては車両のほうに設置してありま

す。運転者の写真なども運転席のところにあるという形になって

います。

ありがとうございます。では、協議に移りたいと思います。委

員の方からご意見等はございますか。お願いします。

埼玉運輸支局の六所と申します。車両の関係で確認なんですけ

れども、車椅子車両が団体さんで３台ありまして、うち兼用車が

あると思うんですが、その車両を教えていただければと思うんで

すけれども。車検のほう見ると車椅子と分かる。車検証のほう見

るとどっちも車椅子なんですけれども、兼用車かどうかわからな

いので、ちょっと教えていただければと思うんですが。

お願いします。

福祉車両はハイエースとなります。

兼用車は春日部８３０さ３８６８でよろしいでしょうか。

はい。

それに関しては、車検証には出ないということですよね。

多分そうだと思うんですけど。特種車両という形で車いす移動

車としか出ていなかったので、あとは２種類の固定装置付きが兼

用車っていうと車椅子以外で寝台か何か乗せられるんですか。

委員の上松ですが、自分のところですので代わってお答え申し
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（六所委員）

（上松委員）

（六所委員）

（上松委員）

（六所委員）

（上松委員）

（真鍋会長）

（六所委員）

（上松委員）

（六所委員）

上げます。兼用車で提出しているハイエースですが車椅子２台を

載せられる車で、定員１０名で、そのうち車椅子２台をそのまま

載せて運送できる、そういう仕組みの車です。

それは特に回転椅子がついているとかはありますか。

回転椅子はありません。

寝台もありませんか。

寝台もございません。

ないですね、分かりました。そうなると車椅子車両という形に

なると思うので、兼用車というのはあくまで２つの機能を持って

いるものを兼用車ということで、今回の申請であれば車椅子とい

うことで、用途に入れていただければと思いますのでお願いしま

す。

以前からもその書式でずっとやっていまして、そのまま引き続

いていたので今後直させていただきます。

今後はそういう形でお願いします。

そうですね、車椅子車両ということでよろしくお願いします。

すいません、それから他にもありまして、安全運転管理責任者

の滝○さんが就任ということで、安全運転管理者の届出自体が代

表の島○さんで出ているのですが、基本的に滝○さんについての

資格はお持ちになっているということでよろしいでしょうか。

はい、持っております。

分かりました、そしたら滝○さんは資格証っていうのは何かあ
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（上松委員）

（六所委員）

（上松委員）

（六所委員）

（上松委員）

（六所委員）

（上松委員）

（六所委員）

りますかね。

本人の証明書っていうのはあります。

届出自体は確か警察のほうで団体として１人だったと思うの

で。資格を持っているのであれば資格証を付けていただければと

思います。それと、旅客の名簿を見ますと、申請の区域を見ます

と春日部市と書いてあるのですが、区域としては違うと思うので

すが、名簿見ますと、特に春日部市に在住されている方はいらっ

しゃらなかったようなんですけれども、この区域っていうのは春

日部市を発着する方っていうのはいらっしゃるんでしょうか。

その１２９名の方は埼葛北地区の方だけを載せていまして実

際には１３０数名いらっしゃってその方が９名位、春日部の部分

は除いてあります。

はいわかりました、別の地区のほうで協議会にかけるというこ

とでよろしいでしょうか。そうすると１２２番の草加市っていう

方がいらっしゃると思うんですけれども、その方も同様ですか。

その方は現住所が草加市ですが、実際には区間内の老人施設に

入所している方です。

では区域内の施設に送迎しているということですか。

はいそうです。

わかりました。それと関係市町村のほうに確認なんですが、旅

客名簿で要支援やその他の方っていうのは一人で公共交通機関

が利用できないと専門的な方が判断しているということでよろ

しいでしょうか。
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（新井委員）

（六所委員）

（真鍋会長）

（明野委員）

（上松委員）

（六所委員）

（真鍋会長）

（六所委員）

（上松委員）

（六所委員）

（真鍋会長）

はい確認しております。

ありがとうございました、すいませんでした。

ありがとうございます、では他の委員からご意見などはござい

ますか。はいお願いします。

タクシー会社の明野と申します、よろしくお願いします。ちょ

っと確認です。写真が不鮮明なんですが外に張ってある表示です

ね、この内容がちょっと見づらいものですから、どのような内容

が書いてあるのか教えていただければと思うのですが。きらりび

とみやしろさんの名前だけが確認できるんですけれども。

２段になっていまして上がきらりびとみやしろで、下が通常指

定いただいております、「かんさい第３４番」が全部薄くて申し

訳ないんですが長年使って日に焼けてしまっているのでわかり

づらい状態になっています。そういうことです。

はいありがとうございます。

はいありがとうございます、他にご意見などはございますか。

はいお願いします。

すいません、表示の関係なんですけれども、たぶん名称と登録

ナンバー、それと福祉有償であるという文字が入っているという

ことでよろしいでしょうか。

はいそうです。

はいわかりました、ありがとうございました。

はい、ありがとうございます。車内表示の２段目の福祉有償運
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（真鍋会長）

（事務局）

（佐藤委員）

（真鍋会長）

送の番号ですね。はい、他にご意見などはございますか。よろし

いでしょうか、はい、それでは確認いたしますとまず兼用車で出

ている台数のところに台数の、数字の変更をしていただくという

ことと、滝○さんの資格証を付けていただくということ。あと、

運送の区域なんですか埼葛北地区では春日部市は管轄外なので

ご面倒ですが春日部市のほうでお願いします。以上を直していた

だいて、この内容で事務局さんと私のほうで確認して協議が整っ

たことにしたいと思いますが、委員の皆様いかがでしょうか。

≪受諾の意思表示あり≫

よろしいでしょうか、では特に反対がなければこれで終わりに

したいと思います。ありがとうございました。事業所の方は、こ

のままいていただいても結構ですし、退席いただいても結構で

す。

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１－３『特定非営利活動法人 誠会』さんに

なります。団体さんが来ているか確認します、少々お待ちくださ

い。

誠会さんのほうがまだお見えになられていないので１つ飛ば

させていただいて、続きまして、資料１－４『社会福祉法人 白

岡市社会福祉協議会』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。

≪白岡市より概要の説明≫

ありがとうございました。それでは、団体さんから何か補足に

なりますが今回更新ということになるんですけれども大きく違
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（白岡市社協）

（真鍋会長）

（白岡市社協）

（真鍋会長）

（明野委員）

う点がありましたらそちらについてと、運送の対価のところです

が定額制ということで市内１０００円市外２０００円とはなれ

ていますが、実際にどの程度市内、市外で一回の運送に関してど

のくらい時間が掛かっているかということ大体でかまいません

のでそちらについてとお話いただきたいのと、マニュアルや運行

に関しての記録がそちらをどのようにされているかお願いしま

す。

白岡市社会福祉協議会の鈴木です。今お話にあったとおり変更

点のほうからお話したいと思います。前回の更新の時からの変更

点については特にはありません。同じような形で事業のほう進め

させていただいております。対価のほうなんですけれども、一応

今使われている方の移送先のほうが、全て市外の方という形にな

っております。時間のほうなんですけれども、市外の病院に行く

ということで、さいたま市の方まで通院に行くと１回３時間から

５時間くらいかかるという形です。近場ですと２時間くらい掛か

る形になっております。マニュアル等の整備に関しましては事務

所の空いているところに管理をさせていただいております。また

運行記録につきましては車の中に運行記録簿を整備させていた

だいておりまして毎回車を使用するたびに記録をとるような形

になります。以上で質問の回答のほう終わらせていただきます。

これは市外の病院にいって帰ってくるまでで２０００円とい

うことですか。

はいそうです。

はい分かりましたありがとうございます。委員の方からご質問

等ございますか。はいお願いします。

はいタクシー事業所の明野と申します。よろしくお願いいたし



- 17 -

（白岡市社協）

（真鍋会長）

（六所委員）

（佐藤委員）

（六所委員）

（真鍋会長）

（真鍋会長）

ます。確認なんですが、管理者の方が宮○様という事になってい

るんですがこの事業所の、社会福祉協議会さんとの方との関係が

どこにも出ていないのでどういう立場の方か教えていただきた

いんですけれども。

すいません、一応ですね、うちのほうで事務局長に就いている

方なんですけれども、会長はまた別にいるんですけれども、事務

局を総括している責任者ということで就任しております。よろし

いでしょうか。

はいありがとうございます。他にご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です。関係市町村に確認なんですが旅客名

簿の中で要支援とかその他の方がいらっしゃるんですけれども、

公共交通機関が利用できないと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。

はい。

はいありがとうございます。

ありがとうございます。他にご質問などございますか。ありま

せんでしたらこのままの申請書で協議が整ったことにしたいと

思いますが、よろしいでしょうか。

≪受諾の意思表示あり≫

はいありがとうございます。

それでは、白岡市社会福祉協議会さんにつきましてはこのまま

登録を勧めたいと思います、ありがとうございました。次の団体

の協議に移ります。事務局お願いします。
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（事務局）

（河野委員）

（真鍋会長）

（誠会）

（真鍋会長）

≪関係者入室≫

続きまして、資料１－３『特定非営利活動法人 誠会』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、団体さんから何か補足に

なりますが、今回更新ということになるんですけれども大きく違

う点がありましたらそちらについてと、対価に関して時間性と距

離制、生活サポート事業以外ではどれくらい実績があるのか説明

していただきたいと思います。

最後に、マニュアルや記録をどのように整備されているかにつ

いて説明いただければと思います。お願いします。

誠会の岩下と申します、お世話になります。今回の更新に関し

てですが、運転者のほうが、退職者等が出ておりまして減員にな

っております。それに伴いまして、運転者の持ち込み車両であっ

たものが減車になっておりましてその点の変更が出ております。

私ども普段は生活サポート事業の利用者がメインでして、過去３

年間、有償運送だけの利用者というのはいません。ですので、対

価に関する部分で申しますと、距離制に当てはまる利用者さんっ

ていうのはいらっしゃいません。それから運行管理に関しての書

類は事務所のほうに運行管理マニュアルを整備しておりまして、

あとは車両のほうに運行時チェック表という表を設置したんで

すが、事前の車両の整備だったり体調に関する質問だったりとい

う項目が挙げられている運行チェック表というのを、車両それぞ

れに整備して運転ごとにつけるようにしております。

記録等はどうなっていますか。
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（誠会）

（真鍋会長）

（誠会）

（真鍋会長）

（誠会）

（真鍋会長）

（六所委員）

（誠会）

（真鍋会長）

（六所委員）

運行についての記録も事務所のほうにファイルして保存して

あります。

運転手さんは、点呼してからつけるということですか。

そうですね、はい。

生活サポート事業以外の方はいらっしゃらないということだ

ったんですが、生活サポート事業には年間の回数に限度があると

思うんですが、回数以内に収まっているということでよろしいで

しょうか。

はい。

はい、ありがとうございます。では委員の方から何かご質問な

どはございますでしょうか。

埼玉運輸支局の六所と申します。よろしくお願いいたします。

すいません、まず車両のほうの確認なんですが、回転シートがあ

るということで車検証を見ますと、たぶん春日部５００も８６２

２という回転シート車両になるんでしょうか。

ファンカーゴは春日部５００も８６２２です、はいそうです。

はいありがとうございます。

それと運転手さんで、遠○さんいらっしゃると思うのですが資

格証のほうを見ますと、たぶん運転者のみの資格という形になっ

ていると思うのですが、基本的には福祉車両のほうを運転される

とですか。
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（誠会）

（六所委員）

（誠会）

（六所委員）

（誠会）

（六所委員）

（誠会）

（六所委員）

（誠会）

（六所委員）

（真鍋会長）

はいそうです。

セダン型に乗車する際については、資格を持った方が同乗され

るということでよろしいでしょうか。

はいそうです。

あと旅客の名簿の中で、久喜市ということで区域に含まれてい

るんですが、たぶん久喜市さんだと合併していると思うんですけ

ど、全ての菖蒲町なども含まれた住所地になるんでしょうか。

旧の久喜市でして、うちのほうでは旧鷲宮と旧栗橋になりま

す。

わかりました、そうすると、全部の市町村が入っているのでは

なく、旧鷲宮と旧栗橋だけは久喜市に含まれているということで

すね。

そうですはい。

えっとすみません、ナンバー１７の羽生市さんがあるんですけ

れども、これば別の地域の協議会の方に、発着が羽生市という形

になるんでしょうか。

加須のほうでも、行田のほうでも登録しているんですが、北埼

玉地区です。

じゃあ別の地域の方ですね。それは確認します。

今の関係で、加須市さんは埼葛北ではないので、加須市さんの

発着は加須市さんの北埼玉のほうでお願いしたいと思います。
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（六所委員）

（誠会）

（六所委員）

（河野委員）

（六所委員）

（真鍋会長）

（明野委員）

（誠会）

（明野委員）

それとちょっとお願いなんですけれども、運行管理体制図の１

番の（ウ）という形で運行管理体制という形であると思うのです

が表記の仕方がですね、運行管理責任者の方のお名前が入ってい

なくて代行者として岩○さんと遠○さんのお名前が入っている

んですけれども、多分遠○さんが責任者になるのでそのように書

いていただいて、佐○さんも整備管理責任者のところにお名前を

書いていただきたいと思います、よろしくお願いします。

すいません、修正させていただきます。

すいませんあと関係市町村のほうに確認なんですけれども、旅

客名簿でその他の方っていうのは一人で公共交通機関が利用で

きないと専門的な方が判断しているということでよろしいでし

ょうか。

はい確認しております。

はいありがとうございました。

はいありがとうございました、他に委員の皆様からご意見質問

等ございますか。はいお願いします。

はい、先ほど整備管理者のほう佐○様、この方が団体との関係

が確認できないものですから、こちらのご関係をお教えいただけ

たらと思います。

この方は一応団体のほうの車両の整備を行ってくださってい

る方で、職種としては車両販売の車屋さんになるんですが、会員

様ということで開設当初から活動を支援してくださっている方

です。

はい、そうなると常時いらっしゃらないということになる。た
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（誠会）

（明野委員）

（誠会）

（明野委員）

（誠会）

（真鍋会長）

（明野委員）

（真鍋会長）

とえば点検をしますと、点検をして整備管理者の確認を得てとい

う形になるんですが、この方常時いらっしゃらないということに

なりますか。

非常勤というような形になりますが、常時いらっしゃるような

わけではないです。

あの確認ですが、確か整備管理者の許可を得て点呼して、日常

点検をやってということで、この方ではまずいのかなと思いま

す。

常時という意味合いは、日々毎日という形ですか。

いや逆に言えば運行する時にこの方の許可をもらわないと運

行できないと。要するに先ほど車のチェックを頂いて、それを自

分でチェックしていかないで、その方に見せて、その方が許可で

いけるんで、逆に言えば運行する時に、この方が必ず事務所にい

なきゃいけない人。その時にいないとなると許可が出ないので逆

にその車のことを知っていなくても、常時いる中で責任を持って

やれる方が整備管理者としては正解だと思うので、逆にこの方だ

と整備管理の許可を得ないで運行をしているということで何か

あった場合はまずいのでこの方訂正していただくか、逆に就職し

ていただくか、どちらかにしたほうがいいかなぁと思います。

分かりました。はい。

常時いらっしゃる方の中で整備の責任者を選任していただく

ということですね。

そうですね。常時いらっしゃる方の中で。

車にそんなに詳しくなくても良いということですよね。はい、
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（真鍋会長）

（事務局）

（河野委員）

（真鍋会長）

（久喜市社協）

他にご質問などはございますでしょうか。ご質問などございませ

んようでしたら、先ほどご指摘のあった体制図に関して名前を入

れていただくということと、整備管理の責任者に関しては常時事

務所にいる方にかえていただくということ。そちらを事務局と私

のほうで確認するということでよろしいでしょうか。

≪受諾の意思表示あり≫

ではそのようにお願いいたします。それでは、誠会さんの協議

はここまでにしたいと思います。

次の団体の協議に移ります。事務局お願いします。

≪関係者入室≫

続きまして、資料１－５『社会福祉法人 久喜市社会福祉協議

会』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、団体さんから補足になり

ますが今回更新につきまして大きく違う点がありましたらそち

らについてと、普段の運用状況についてどの程度の利用で、どの

程度の距離を使われているかということ、簡単でかまいませんの

でお話いただければと思います。あとはマニュアルの類、日々の

記録がどのように整備されているかということをお願いします。

はい、料金設定については、前年度のままの前回の更新と変わ

っておりません。利用回数ですがつきに大体８０件くらいの回数

で実施しております。あと運行についての日誌？
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（真鍋会長）

（久喜市社協）

（真鍋会長）

（久喜市社協）

（真鍋会長）

（橘井委員）

こういうマニュアルをどこにおいているのか…。

はい、マニュアルについては事務所のすぐ出せる位置において

あります。通常の運行につきましては、うちのほうで実際に行っ

ているような福祉有償運送のボランティアさんの方、あとは職員

のほうで行っているんですけれども、事前に来ていただいた時に

アルコール度のチェックをしていただいて確認し記入いたしま

して、実際に車の所有職員と一緒にボランティアさんのほうに車

に乗っていただいて、帰ってきましたら運転者の方にも様式を渡

していましてそこで簡単にメモが取れるように記入していただ

いて帰ってきてから確認してチェックするという形にしていま

す。

はい、ありがとうございます。毎回の乗車というのは大体市内

で済むんでしょうか。

ほとんどの方がですね、病院の通院という形になるんですが、

中には大宮のほうに行かれる方がいるんですけれども、２０キロ

圏内、２０キロ以内という形で請求していますので、２０キロを

超える場合にはうちのほうでは対応できないというお話をさせ

ていただいております。

ありがとうございます、では委員の皆様の中から何かご質問な

どございますか。はいお願いします。

朝日自動車労働組合の橘井です。すいません料金のところです

ね、後ろから４枚目でしょうか、料金のところがあるんですけれ

ども、距離制のところで※印がついているところ要らないと思う

のと、あともしこの取り方をしていないということになると久喜

市社会福祉協議会から利用者宅、目的地と書いてしまうと、あく

までも事業所が来ることになってしまいますのでここ取ってし

まったほうがいいのかなと思います。
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（真鍋会長）

（久喜市社協）

（真鍋会長）

（六所委員）

（久喜市社協）

（六所委員）

（久喜市社協）

（六所委員）

（久喜市社協）

（六所委員）

（久喜市社協）

実際に利用者の自宅から目的地の距離での料金徴収ですよね。

そうしたら、除いていただきたいと思います。

はい、分かりました。

はい他にご質問などはございますでしょうか、お願いします。

すいません車両のほうの確認と区域のほうの確認をさせてい

ただきたいんですけれども、各事務所では車椅子車両の回転シー

トとか兼用車両というものが入っていると思うのですが、車両が

どれになるのか教えていただきたいのですが。

はい、まず、久喜の保有している４台につきましては回転シー

トがノア、車両番号のほうがよろしいでしょうか。

出来れば車両番号でお願いします。

車両番号でいきますと、ナンバー２と書いてあります。ナンバ

ープレートでよろしいですか？

自動車登録番号でかまわないんですけれども。

春日部５００ら８０７１が回転シートと、あと、春日部３０１

て３８３８が回転シートということになります。他は回転シート

ではなくスロープとリフトという形になります。

菖蒲地区と栗橋地区だと兼用車ってあると思うんですが、これ

は車椅子以外に何かついているんでしょうか。

車椅子以外にはついておりません。
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（六所委員）

（久喜市社協）

（六所委員）

（久喜市社協）

（六所委員）

（久喜市社協）

（六所委員）

（河野委員）

（六所委員）

たとえばその回転シートがついているとか、寝台車を載せられ

るとかそういったものはないということですか。

ないです、車椅子のみです。

はい分かりました。そうするとそれ兼用車っていう形にならな

いと思うので、兼用車っていうのはあくまでも車椅子とか、寝台

車が載せられるとか、そういったものが兼用車という形で分類さ

れるので、今回であれば、車椅子のみという形であれば栗橋と菖

蒲については車椅子車という分類になるかと思うんですけど。

はいわかりました。

それとあと区域の関係で、区域は久喜市という形になっている

んですが、これは合併前の全ての市町村が含まれるということで

よろしいでしょうか。

はい。

はい、それと関係市町村のほうに確認なんですけれども、旅客

名簿で要支援の方その他の方っていうのは一人で公共交通機関

が利用できないと専門的な方が判断しているということでよろ

しいでしょうか。

はいそうですね、市のほうでもタクシー券とかの相談を受けて

ですね、何か利用できないかということで相談があるんですが、

最終的に、公共交通機関を利用できないという方においては、福

祉有償運送というものがあるということで社会福祉協議会を紹

介することもあります。基本的には公共交通機関を利用できない

方の利用ということで認識しております。

わかりました、ありがとうございました。
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（真鍋会長）

（真鍋会長）

（事務局）

（河野委員）

（真鍋会長）

ありがとうございます。他にご質問などございますか。ないよ

うでしたら協議の内容としましてはまず対価のところで事業所

からというのを削除していただきたいということと、兼用車とい

うのは車椅子だけのものとしては車椅子のものとして通常の車

椅子車として登録してください。その２点を修正させていただい

て事務局と私のほうで確認して協議が整ったことにしてよろし

いでしょうか。

≪受諾の意思表示あり≫

はいありがとうございます。ではそのようにしたいと思いま

す。ありがとうございました。

つぎに、議題の２ 「新規登録申請」について、事務局から説

明をお願いいたします。

資料２『一般社団法人 あかり』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。NPO 法人あかりさんの事業を福祉有

償運送のほうは NPO では出来ないということで一般社団法人を

立ち上げ、そちらで福祉有償運送の事業を引き継ぐという形にな

るということです。ですので、新規登録ではありますが NPO 法人

あかりさんからからきたものを引き継いでいますので、そちらの

内容と大きく変わりないようにしてこれまでの利用者さんに混

乱が生じないようなかたちを取っていただければと思います。で

はその点で NPO 法人の時と社団法人になって利用者さんにとっ

ての変更点がありましたら、そちらについてご説明いただけたら

と思います。
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（あかり）

（真鍋会長）

（六所委員）

（あかり）

（真鍋会長）

（明野委員）

おはようございます、NPO 法人あかりの野口と申しますよろし

くお願いします。今、河野さんから紹介のあった内容のとおりの

形で進めさせていただいておりますので、基本的に NPO 法人あか

りから、一般社団法人あかりに切り替えることに、利用者さんに

混乱が生ずるということがないようなかたちで申請をさせてい

ただいております、以上です。

ありがとうございます、では協議のほうに移りたいと思いま

す、まず私のほうから質問なんですが、今回団体所有が１１台に

なっているんですが、所有は基本的に NPO 法人さんになって、使

用者が社団法人になるんですが、申請は所有でだしていてよろし

いでしょうか。

基本的にですね、車のリースとかしている場合については、一

応所有という形でさせていただいているので、たぶん内容で書類

上見ますと、所有権はもともとの NPO 法人さんがもっていて、あ

くまで車検上の使用者としては一般社団法人のほうに変わって

いるので、たぶんそちらが使用してということで、あくまで所有

権を持っているだけということで私は判断しているんですけれ

ども、実情としてはどうなんでしょうか。

はい、今ご指摘のありました内容についてもそのとおりでござ

います。専有で福祉有償運送の車両として登録させていただいて

おります。

では福祉有償運送としては所有のほう変えていただいている

ということでよろしいですね。それでは委員の方から何かご質問

などはございますか、はいお願いします。

タクシー事業所の明野と申します。単純な質問なんですが、NPO

さんのほうのあかりはまだあるんでしょうか。私は単純に定款変
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（河野委員）

（明野委員）

更でかわったと思ったので、逆に言えば、最初に軽微な変更をか

けてそれで継続という考え方でいたのですが両方の、NPO と一般

社団が２つあるということは、今の段階でもし一般のほうのあか

りで運行していたらそれは認可をもらっていないので、非常にま

ずいと思うんですよね。要するに、今の段階では NPO としてのあ

かりさんが認可をもらっているので、それにもうひとつが新しく

事業を展開するということで、そちらを作ったということは全然

問題ないんですが、要は会社でいうと別会社で関連企業なんだか

らそっちでやっているとなると新しい会社は資格を持っていな

いわけですよ。だからそれで名義も変わっちゃて、所有権も変わ

っているということは、本来厳しい言い方をすると、認可をもら

っていない事業所でもうやっちゃっているということになると、

僕は思うんです。ですから逆にいうと、ほんとでしたら NPO を組

織変更したなら組織変更。変更ならば、お互いに日にちを切って

今は NPO でやっています、でもいつからは一般でやっていますよ

という形にしないと、全ての所有が NPO でなくて一般で日報とか

作っているんでしたら、それは厳しい言い方をすると私は認可違

反だと思うんですが、いかがでしょうか。

そうですね、久喜市の認識としては当然一般社団法人を立ち上

げるにあたっては、定款なり動機なり準備段階そちらを確認する

んですが、そちらはそちらで変更して、取り扱いとしては新規と

いうことでまだ運行されていないと認識です。

そうすると今の運行は NPO で行っているという認識でよろし

いんでしょうか。本来車のほう全部認可も変えちゃっているので

まずいと思うんですけれども、それはおいて、どちらにしても今

NPO で運行をやっていて、あとで変えたりしていたとすると、最

終的には一般のほうが認可された団体で NPO のほうは廃止届け

を出さなきゃまずいと思うんですよ。ですからその辺の段取りを

きっちりしておかないと、うやむやになっちゃうのかなという気

はします。
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（真鍋会長）

（あかり）

（真鍋会長）

では協議会に関しては、廃止届けの手続きはないと思うんです

けれども、運輸支局さんへの変更は必要ということですよね。は

い、それはお願いします。私も何度か聞いたんですけれども、今

回 NPO さんが事業を拡大するにあたって、なぜ福祉有償運送がで

きなくなるのかというところははっきりと答えを頂いてはいな

かったんですが、法律云々の中にはダメだと書いていなかったの

ですが、それは県から変えてくださいということだったんです

ね。はいお願いします。

はい、今のご質問に関してなんですが、まず今回の協議会に諮

っていただきたくなかで、あかりの所有車両全てまた保険等に関

して、保険に関しては変わってないんですけれども車検に関して

は全て所有使用名のところを一般社団法人あかりという形で開

設いただきました。現状の運行に関しましては NPO 法人あかりと

して３月３１日まで福祉有償運送を行う予定でおります。今回協

議に諮っていただきまして認可を頂きましたら４月１日から一

般社団法人あかりとして福祉有償運送のほう開始いたしますの

で、また今ご指摘いただきました、今回の経緯なんですが埼玉県

の福祉課のほうから NPO 法人あかりで福祉有償運送を行ってい

るということであると就労継続Ａ型、こちらの事業を認可するこ

とが出来ない、福祉有償運送は福祉事業ではないと教えていただ

きまして今回の経緯にいたっております。

ありがとうございます。利用者さんとのことを考えると継続さ

せていただくということでそういった形をとらせていただいて

いる。でも申請期間内で所有使用者が一般社団法人さんになって

いるんですがそこは有効期間内での引き継ぎ。どちらかというと

就労継続Ａ型と福祉有償運送が同じ事業所で、NPO でできないと

いう、法の不備だと私は思うんですが、そういうためにあかりさ

んが苦労していると認識しています。はいお願いします。
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（明野委員）

（真鍋会長）

（六所委員）

（あかり）

（六所委員）

（あかり）

（六所委員）

はい、大体事情が分かったのであれなんですけれども、そうな

ると、おそらく保険のほうは後から一般社団法人あかりさんに契

約しなおすという形になると思うので、逆にいうとここに添付で

はなくて、おそらく誓約書。誓約書でこの認可をもらった場合に

はこういう保険をかけますという、今提出していただいている保

険が NPO あかりさんと契約してあって、本来一般のほうのあかり

さんで契約になると思いますので、おそらく等級継承は無理だと

思いますので、別団体でございますからおそらく誓約書で作って

いただいて、運輸支局から認可をもらってから早急に入れる形に

なるのかなと思います。

保険に関しては適切な処理をしていただかないと、万が一の時

に保険が下りないと思いますので、誓約書のほうで出していただ

いて、協議会のほうではそちらを使いたいと思います。そのほか

ご意見など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。まず書類の中で確認なんです

けど、運転免許証で渡○さん、女性の方がいらっしゃるんですけ

れども特に旅客名簿のなかで渡○さんという方はいらっしゃら

なかったんですけど、お名前で美○さんというと、児○さんとい

う方がいらしたんですけれども、その方になるんでしょうか。

はい、そのとおりでございます。結婚しまして苗字の変更が発

生しております。

これは免許証自体は変えてないという形になるんですかね。

すいません裏面記入です。

はい分かりました。そしたら支局に出す時には裏面のところも

コピーして付けていただければと思うので、お願いします。それ

と後、資格者の中で、運転者の方で田○さんっていらっしゃると
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（あかり）

（六所委員）

（あかり）

（六所委員）

（あかり）

（六所委員）

（あかり）

（六所委員）

思うんですが、この方も運転者と資格証見ますとたぶん戸○さん

に名前が変わっているということでよろしいでしょうか。

はい。

はい分かりました。それと後確認なんですが菅○さんと別○さ

んは運転者の資格証しか、福祉車両のみの資格しかないと思うん

ですが、この方は福祉車両のみ、もしくはセダン型を使う時には

セダン型の資格を持った方が乗車されるということでよろしい

でしょうか。

両名ともヘルパー２級の資格を持っています。

はい、そうですか。そしたら資格証を付けていただければと思

うんですけれども。それと運転者の名簿のなかで、前○さんって

いらっしゃると思うんですけど、えっと５６番の方なんですけれ

どもちょっと添付書類を見てましたら運転者の資格証とかセダ

ン型の資格証が見当たらなかったんですけどついておりますで

しょうか。

はい、この方は２種を取得しておりまして、ヘルパーの資格は

ないということでございます。

そうすると添付書類の中に前○さんという方は免許証とか資

格証はついていますか。私見た限りではなかったように思うんで

すけど。

すいません免許証の中に写真で並んでいるところの５０番に

おります。

はい分かりました。２種免許をお持ちということで、そうする

と１種でなく２種免許という形で変えてもらえればという、それ
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（あかり）

（六所委員）

（あかり）

（六所委員）

（あかり）

（あかり）

（真鍋会長）

（あかり）

（六所委員）

とヘルパー資格をお持ちの方はヘルパー資格の書類を添付して

いただければと思います。

はいわかりました。

運行管理の責任者で、今 NPO 法人あかりさんという形になって

いるんですが、あかりさんの時にはまた届出書のほうを出し直す

いうことでよろしいでしょうか。

はいわかりました。

あと免許証の関係でたぶん申請出された時は大丈夫だったと

思うんですけれども、間○さんなんですけど免許証の期限が切れ

ていると思うので、新しいものを付けていただければと思いま

す。それと旅客の名簿のなかで確認なんですけれども、蓮田市と

伊奈町があるんですけれども、これ別の地域で協議されるという

ことでよろしいでしょうか。

こちらの地域に関しましてはあくまで埼葛北協議会地区から

の発着という形になります。

はいわかりました。

蓮田市のほうは埼葛南の協議会で諮るのではなく、こちらの地

区の発着ということですか。

あくまでこちらの発着があるということです。

この協議会のなかに発着があるということですか。じゃぁ区域

内の発着となるんですね。分かりました。それと関係市町村のほ

うに確認なんですけれども、旅客名簿でその他の方っていうのは

一人で公共交通機関が利用できないと専門的な方が判断してい
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（河野委員）

（六所委員）

（あかり）

（真鍋会長）

（あかり）

（六所委員）

（明野委員）

るということでよろしいでしょうか。

はい。久喜市としては単独では公共交通機関を利用できない方

お客さんがいるということで福祉有償運送の必要性を判断して

おります。

それと団体さんへ、対価の関係で確認なんですけれども、初乗

り１０キロまで５００円という形で設定されていると思うので

すが、タクシーの運賃だけでも２キロまでは７１０円というとこ

ろでいうと３５５円っていう形になるんですが、そういった短距

離の方の利用者は少ないということでよろしいでしょうか。

はい、こちらに関しては、記載はさせていただいておりますが

基本的に時間制、生活サポートを使いましての時間制のみという

形で対応しております。

確認をさせていただきますと生活サポート事業での時間オー

バーはないということでよろしいでしょうか。

はい。

わかりました。

他に委員の方からご質問などはございますか、はいお願いしま

す。

確認なんですが、ここで住所も変わるということで、そういう

ことも含めて、運行管理、特に点呼関係ですね、今年の２５年度

上期で半年で約４０００回やられているということで、１ヶ月単

純に３０日で割ると１日２２回、往復で考えると１１回というこ

となので、１０台近い車が動いているということで、今の点呼の

体制、そして３月３１日に認可がそのタイミングで下りるかどう
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（あかり）

（明野委員）

（あかり）

（真鍋委員）

（あかり）

（真鍋会長）

かは私と支局の方と確認なんですが、そのへんの点呼関係、車両

整備関係この辺のご説明いただければと思います。

はい、車両整備関係に関しましては、通常の車を利用する時と

同じように、運転者が管理をしています。不具合があれば責任者

のほうが確認し、提携の修理会社さんのほうで管理をしていただ

いております。点呼関係に関しましては基本的にこの「みなみ」

の常勤が常駐しておりますので、そちらのほうと確認して、対応

しております。

今も「みなみ」のほうに常勤がいるんですか？

はい。

それは４月１日からで、そちらに変わるとしたら、車の交換を

してから変わるのであって、その日にはそこに責任者の方がいる

ということでよろしいでしょうか。

はい。

はい、他にご質問などございますでしょうか。はい、今出たの

で確認しますと、まず保険につきましては変更するということを

誓約書を協議会のほうに出していただくということ。ヘルパー持

っている方に関しては資格証のコピーを付けていただくという

こと、運転免許証に記載事項の変更のある方についてはそちらの

裏書を添付すること、２種免許前○さんのは単純なミスだと思う

のですが、そちらの修正を、運転免許の期限切れの方については

最新のものを付けていただくということ。そちらを出していただ

きまして私と事務局のほうで確認して、協議が整ったことにして

よろしいでしょうか。

≪受諾の意思表示あり≫
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（真鍋会長）

（事務局）

（真鍋会長）

（事務局）

（佐藤委員）

特に問題がなければ新規登録申請おわりにします。

次の議題に移ります、報告事項の「軽微な事項の変更届」につ

いて、事務局から説明をお願いします。

それでは、軽微な事項の変更届けについてご説明いたします。

資料３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。私のほうから質問なんですけれど、

まず新規の運転者さんの申請があった時には、免許証のコピーの

確認と福祉有償運送の講習受講証の確認をお願いします。今日の

協議会のなかで、兼用車両というものはあまりなさそうなので、

団体さんのほうから兼用車両が出たときには間違いかもしれな

いので窓口市町村のほうで申請情報のほう確認するようお願い

します。では委員の方から今の確認事項について質問はございま

すか？はい、ではないようなので次の議題の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。

事務連絡といたしまして、平成２５年度の協議会は、本日をもって

終了となります。このあと、事務手続き等で各委員さんにご協力いた

だくことになります。事務局として会議の進行等でご迷惑をお掛けし

たところもございましたので、この場をお借りしてお詫び申し上げま

す。

また、平成２６年度については、事務局が変わりまして、白岡市が

事務局になりますので、またご協力をお願いいたします。最後に白岡

市さん一言お願いします。

≪白岡市佐藤委員よりあいさつ≫
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（事務局）

（真鍋会長）

（明野委員）

（真鍋会長）

（明野委員）

（真鍋会長）

（明野委員）

（真鍋会長）

その他については、以上となります。

ありがとうございますそれでは、これで予定されたすべてが終

了いたしましたので…。

ごめんなさい、単純なことなんですが４月１日から消費税が上

がると思うんですよ。タクシー料金も上がる予定なんですが、皆

様の運賃というのは消費税が掛かっているのかどうかちょっと

分からないのがひとつと、もしその分だけっていう話が出た場合

どうするかは先に決めておいたほうが良いのかなぁという気は

します。

その点については事業者さんから対価の変更の申請があれば

協議することになると思います。４月１日から自動的にあげると

いうのは福祉有償運送については出来ない。税金について中身は

議論していないので、今の段階ではないですね。

申請が出て、言い方悪いんですけれどもたとえば会議が７月ま

で行わなければその間上がっていないままでやっていただくと

いうことでいいんですよね、その辺の確認をしてといたほうがい

いかなと。

タクシー事業者さんもあらかじめ申請をして決めて４月１日

からだと思うので、そういう形になると思います。

はい。

ではこれで議題は終わりましたので、今日は更新５件と新規１

件でしたがスムーズに行ったと思います。事務局お願いします。

本日の会議についてスムーズな進行、また１年間ご協力いただ
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（事務局） 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３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。

また、次第を除き、本日のすべて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。ありがとうございました。


