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会 議 記 録（案） 

次の協議会を次のとおり開催した。 

協議会名称 令和元年度第２回埼葛南地区福祉有償運送市町共同運営協議会 

開 催 日 時 令和元年１０月２８日（月） 午前９時００分 ～ 午前１１時００分 

開 催 場 所 蓮田市役所 304,305 会議室 

出 席 者 

※会長◎ 

 副会長○ 

 

（１）出席委員（１８名） 

  ◎真鍋 陸太郎 ○初野 尚久 

山崎 美智子  岡安 則子   番場 智恵子 

吉田 隆彦   櫛渕 由美子  鈴木 和子 

小川 幸一   青木 宏之    

柳 政男（代理 日吉 亮介） 

清水 一男   坂田 幸夫 

関 泰輔（代理 長谷川 友美） 

萩野 範之   髙橋 憲司（代理 小林 悠馬） 

山崎 純子   深井 雄一 

 

（２）欠席委員（２名） 

   大久保 誠   田中 善広 

 

（３）事務局（蓮田市） 

  健康福祉部福祉課主幹 矢島 千恵子 

  健康福祉部福祉課副主幹 大塚 敦 

  健康福祉部福祉課主事 長島 志歩 

次回開催予定日  令和２年２月中旬 

問い合わせ先 

 

 蓮田市健康福祉部福祉課社会福祉担当 長島 

 電 話：０４８－７６８－３１１１（内線１３５） 

 メール：fukushishien@city.hasuda.lg.jp 

会 議 記 録 要約筆記 
埼葛南地区福祉有償運送市町共同運営協議会の会議及び

会議記録の公開に関する取扱要領第５条第２項第３号 

内   容 別紙、会議録のとおり 
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令和元年度 第２回 埼葛南地区福祉有償運送市町共同運営協議会 会議録 

 

１ 開  会（９：００～） 

 

埼葛南地区福祉有償運送市町共同運営協議会設置規約第８条第２項の規定では、会議

は委員の半数以上の出席で成立する。委員総数２０名のうち１８名が出席しているので、

会議が成立することを報告。 

 

 

２ あいさつ 

 

真鍋会長より開会のあいさつ 

 

 

３ 議事  

 

（１）ガイドラインの見直しについて 

 

  ・質疑等(要旨) 

 

【真鍋会長】 事務局に対しガイドラインの見直しについて、説明を要求。 

 

【事 務 局】 別紙の資料１に基づき説明。 

 

【真鍋会長】 第一回の際に実績報告の部分に、生活サポート事業の額を載せている所

と、載せていない所があり統一すべきではないかと意見があった。そのた

め、ガイドラインにもその旨を追記することを、第一回で皆様と協議させ

ていただいた。ガイドラインの見直しについてご意見ご質問はあるか。 

 

【委 員】 （意見なし） 

 

【真鍋会長】 特に意見がないようであれば、ガイドラインに追記して修正したい。 

 

【委員一同】 了承。 

 

（２）更新登録申請について（４団体） 

 

  ・質疑等(要旨) 

 

【真鍋会長】 今回の更新申請団体は４団体である。更新登録申請のあった NPO クロ

ーバー の方に入場いただく。 

 

～事業者（ ＮＰＯ クローバー ）入室～ 
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【真鍋会長】 担当市の草加市へ概要説明を要求。 

 

【坂田委員】 資料２に基づき概要説明。対価の変更を行いたいと団体から申し出があ

った。 

               

【真鍋会長】 更新内容について説明いただいたが、対価の部分について変更があると

いうことか。手元にある資料に書かれている対価と更新の内容の対価が違

っている。対価の変更をするということか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 変更の場合は変更申請と更新申請をしなくてはいけないが、本日変更申

請が出ていない。そのため変更申請の協議を通常ではできない。しかし、

委員の皆様が良ければ、変更申請と更新申請を合わせてできるかと思う。

もう一度確認をするが、協議会で協議が必要な変更は対価のみとなってい

るか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 皆様にお伺いする。変更申請は出ていないが、今回出している対価で変

更、更新を両方合わせて協議してよろしいか。通常の変更申請の場合、変

更前の対価と変更後の対価を示すが、変更前の対価は資料に書かれている

金額からの変更となる。ご意見はあるか。 

 

【青木委員】 協議会の回数が限られるため、今回協議してもかまわない。しかし、形

として更新の時にまとめて協議してしまうことがあまりよろしくない。事

務局で変更申請として書類を整えてもらい、確認していただきたい。中身

について、埼葛南は元々対価の一覧表を作っているので確認ができる。変

更協議をきちんと行ったとして記録として残していただきたい。 

 

【真鍋会長】 変更の内容については、この場で協議を行いますが、後程変更申請の書

類を出していてだいて、合わせて更新の登録をすることとする。 

       対価の変更について、料金一覧表の対価から本日の内容への変更。また、

運送の対価以外の対価や、生活サポート事業の場合の対価も書かれている

が、正確な情報と変更理由の説明をしていただきたい。 

 

【事業者】  理由として、利用者が増えてきたことがひとつある。また、生活サポー

ト事業利用の場合と書かれているが、付き添いが必要な方もいるため変更

させていただいた。 

 

【真鍋会長】 これまでは生活サポート事業と併用の場合はあったのか。 

 

【事業者】  ない。 
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【真鍋会長】 生活サポート事業の対象事業所となったということか。 

 

【事業者】  違います。生活サポートは別で行っていた。重度の方でも受け入れられ

る体制を整えていきたいと考えたための変更。 

 

【真鍋会長】 運送の対価以外の対価についてはこれまでに無かったものか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 迎車回送料金はどの場合でも発生するということか。 

 

【事業者】  生活サポート利用の場合は発生しない。 

 

【真鍋会長】 生活サポートの場合は発せず、生活サポートでない場合は必ず発生する

ということか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 待機料金については、どのような時を想定しているのか。 

 

【事業者】  病院や療育の送迎時に、一度戻りまた迎えに行くと時間が間に合わない

場合にその場で待たせていただくという待機。 

 

【真鍋会長】 その場合、送って戻ってくるまでで１回の運送とするということか。 

 

【事業者】  違います。戻ってしまうと帰る時間に間に合わない場合があるため、送

り先でそのまま待つということ。 

 

【真鍋会長】 待っている時間が１時間とすると、３０分あたり１，０００円ではなく

待っている間の３０分あたり８００円を払うということか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 以上の内容ということだが、ご意見はあるか。 

 

【日吉代理】 迎車回送料金は時間で取るのか。あまり福祉有償運送で迎車回送料金を

時間で行っていると聞かないのですが。 

 

【事業者】  今のところは時間で考えている。 

 

【日吉代理】 時間制で行うのは分かるが、生活サポートを使用するときの時間制と使

用しないときの時間制が分かりづらいので、分けていただきたい。生活サ

ポートを利用しない方もいるのか。 
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【事業者】  はい。 

 

【日吉代理】 分かりにくいため、生活サポートを利用する場合の時間制と利用しない

場合の時間制をわけていただきたい。また、タクシー料金の３分の１と書

いてあるが、これは団体の方が入れられたのか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【日吉代理】 特に何か意図があるのか。３分の１の中に収めたいということか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 生活サポートの場合とそうでない場合が分かりにくいため、時間制の部

分を２つに分けて書いていただきたい。迎車回送料金は生活サポートのと

きはいただかない。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 待機料金はいかがか。 

 

【事業者】  待機料金はいただく。 

 

【真鍋会長】 その他の料金の場合は、介助者同行の場合はどちらもいただくのか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 では、そのように書き直していただきたい。表のタクシー料金の３分の

１となっている所は、元々２分の１の額を書いていただくのだが団体とし

て３分の１を目安にということで書かれているのであればここはこのまま

でも構わない。 

       質問を求める。 

 

 対価の変更については、更新登録にある内容で変更協議が調ったとする。

それでは、更新の協議に入りたい。安全な運転のための確認表を出してい

るが、具体的にどのような形で確認をしているのか。 

 

【事業者】  安全の確認としては、その日の道路状況等を担当ドライバーや運行管理

を行う方がチェックを行っている。ミーティングの中で話し合いを行って

車に乗っている。車に運行管理表がある。 

 

【真鍋会長】 ご本人の体調や飲酒等の確認は今の説明ではされていないようだが。 

 

【事業者】  飲酒の確認までは行っていないが、事前に出かける前に打合せを行うこ

とで体調等を目視している。 
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【真鍋会長】 飲酒の確認は検査キットを使ってはしていないということか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 質問を求める。 

 

【青木委員】 よく分かっていない様なので話すが、飲酒の確認はしなくてはいけない

こと。していないという言葉がでること自体ナンセンス。アルコールチェ

ッカーまで使用するかは、運送事業とは違うため義務付けではないが、過

去に通達が出ていてアルコールチェッカー等適宜使用してきちんとチェッ

クをするルールになっている。飲酒のチェックをしていないという話は絶

対出ない。管理者ではないので、よく理解をしていないかもしれないが、

資料の中にある運行管理マニュアルに運転のための確認という項目がある。

そのため、やっていないという話が出ること自体がおかしい。やっていな

いのであればしっかりやっていただきたい。確認表の中に、疾病、疲労、

飲酒の欄に丸がついているということは、チェックをしていることになっ

ている。チェックを適当に付けるのではなくしっかり行ってチェックをし

ていただきたい。また、運行の安全確保のための指示という欄に点呼とだ

け書いてあるが、点呼は運行の安全確保のための指示の行為自体を指すた

め、ここに点呼と書くこと自体ナンセンス。ここに書くのは、例えば今日

は雨が降っているため視界が悪いので注意等、安全な運行のために行った

指示内容を書く欄であるため、点呼と書くのは止めていただきたい。 

 

【事業者】  わかりました。 

 

【青木委員】 それと、出している確認表には一人の名前しか載っていないが、運転す

る方はこの方しかいないのか。 

 

【事業者】  おります。 

 

【青木委員】 他の人はどうしているのか。 

 

【事業者】  今稼働していないということ。 

 

【青木委員】 今この方だけが運転しているということか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【青木委員】 他の運転者の方はしていないのか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【青木委員】 乗務記録は会員ごとに整理するのではない。運転者ごとに取りまとめる

ルールになっている。これとは別に運転者ごとに取りまとめている表があ
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るのかということ。法令上は運転者ごとに乗務の記録を整理するとなって

いるため、会員ごとになっている乗務記録は必要ない。運転者ごとに整理

してある記録を見たい。安全な運行のための確認表の運転者の方は９月の

２日も９日、１１日も乗っているが、乗務記録には９月の５日と１２日、

１９日だけしか書かれていない。この方は９月の２日も９日、１１日も運

行しているのか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【青木委員】 これ以外の乗務記録が出てくるわけですよね。他の会員を運んでいると

いうことですか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【青木委員】 運転者ごとに記録されているものが見たい。それがあるのか、ないのか、 

 

【事業者】  あります。 

 

【青木委員】 それを出していただきたい。運行管理のやり方が法令に従っていない部

分があるため、できていない所はしっかり改善をしていただきたい。 

 

【事業者】  分かりました。 

 

【真鍋会長】 指摘されたところの改善をお願いしたい。乗務記録について、開始と終

了の時間は実際の時刻を書いてもらう必要がある。運行管理マニュアルは

団体が作っているものであるので、沿ったものを提出していただく必要が

ある。沿って作っているのであれば、乗務記録に収受した対価の欄が必要

だが、これにはその欄が無いので、きちんと記録したものを出していただ

きたい。乗務記録の様式については参考様式第ハ号が県の様式であるので、

それを使っていただければ対価の欄もついている。福祉有償運送では更新

の際でないと団体と会う機会が無いため、記録は大事になってくるので

様々な指摘をしたが、指摘された内容は事業所の中で直していただきたい。 

 

【事業者】  分かりました。 

 

【真鍋会長】 質問を求める。 

 

【櫛渕委員】 安全な運行のための確認表の中で、確認時間が毎日７時４０分となって

いるが、必ずこの時間に点呼されるのか。 

 

【事業者】  ７時４０分より前のときもある。 

 

【櫛渕委員】 そのようであれば、前の時間を書いていただければ良い。ちゃんとやっ

ていないのではないかと思われてしまう。 
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【真鍋会長】 きちんと実際の時間を書いていただきたい。 

       質問を求める。 

 

【青木委員】 車両についてですが、１台は株式会社の所有、使用者も株式会社となっ

ていて、もう１台は所有者が株式会社、使用者が代表の方となっているが、

株式会社との関係は。 

 

【事業者】  代表理事の会社。 

 

  【青木委員】 提供使用に関して契約書の添付があるが、法令上株式会社は福祉有償運

送を行うことができない。営利を目的としない団体でないと登録は受けら

れないため、株式会社が関与してくること自体があり得ない。個人の使用

者になっているものについては、車の所有権だけ会社ということであれば、

代表者が使っている車なので代表者の方が承諾すれば問題はないが、株式

会社が完全に所有使用になっている。使用に関する契約書の所有者のとこ

ろに会社名と判子を押してあるが、これは一般的にお父さんの車を子ども

が使う等のときに使う契約書の内容の例である。株式会社が本来出来ない

許可・登録を NPO の名義を借りているのではないかと認識されてしまう。

車の所有や使用に関して、共同使用に関する会社間での契約書を結ぶか、

使用者を個人名義にする等の措置をとっていただかないと、何故株式会社

の車を使っているのか私だったら指摘する。 

 

  【事業者】  分かりました。 

 

【真鍋会長】 今回の更新の際に車検証の使用者を変えるか、株式会社と NPO 法人の間

での契約内容の書類を作って提出いただきたい。 

       質問を求める。 

 

       その他につきましては、変更申請の書類を出していただく。今指摘され

た、車両の所有者に関して追加の資料を出していただくか、車検証の変更

をしていただくこと。また、乗務記録について、運転者ごとに付けている

ということですので、そちらも提出をお願いしたい。出していただいて、

最終的には事務局と私のほうで整ったと判断してよろしいか。 

 

【委員一同】 了承。 

 

【真鍋会長】 人を乗せて運転するという業務について、法律上福祉の分野で必要であ

るということで決めてある制度である。そのため、安全等については大事

な部分であるため、法令遵守で運行していただきたい。 

 

～事業者（ ＮＰＯ クローバー ）退室～ 

 

【真鍋会長】 続いて更新の２件目「特定非営利活動法人 にじさんぽ 」の方に入場
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いただく。 

 

～事業者（ 特定非営利活動法人 にじさんぽ ）入室～ 

 

【真鍋会長】 担当市町の越谷市へ概要説明を要求。 

 

【長谷川代理】資料３に基づき概要説明 

 

【真鍋会長】 本日更新登録ということだが、料金一覧表を見ると、平成２９年３回目

の協議会で運送の対価を検討し、時間制と定額制で料金をいただき、生活

サポート利用時にも時間９５０円をいただいているという内容で現在登録

をしている。今回の申請では運送の対価をいただかない内容になっている

が。運送の対価について変更をするということか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 変更申請と更新申請は別の手続きとなっている。予め変更申請をしてい

ただいた上でその内容で更新申請を行うという手続きとなる。前の団体も

同じような状況であったが、２回の協議会に分けて行うと協議会の回数が

少ないため、団体が困ってしまうので変更申請と更新申請を協議する変更

申請について、変更申請の書類を出していただく必要がある。変更申請か

ら協議を行う。  

       生活サポート事業なので、運送対価をいただかないのか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 利用者が生活サポート事業を利用すると利用者が９５０円支払うが、運

送の対価としてではなく、別の様々な生活をサポートしている内容である

という位置付けなのか。例えば車に乗って異動する場合、生活サポート事

業という位置付けとするとその分は利用者から９５０円いただいているの

か。 

 

【事業者】  法人で生活サポートの規定を決めていて、その都度ではなく、年会費と

していただいている。生活サポート事業は全く別の料金体系となっている。

生活サポートで福祉有償を使う際にはそちらの料金は発生しない。 

 

【真鍋会長】 運送に対する対価は、その都度はもらわないが年会費の中からまとめて

貰っているという理解で良いか。  

 

【事業者】  切り分けが分からない。 

 

【青木委員】 対価を取らないのであれば、更新をする必要も、申請する必要も無い。

廃止届を出して止めれば良い。生活サポートの業務の中で車を使って目的

地まで移送する場合、それに対して生活サポートの金額を収受しているの
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であれば、それが福祉有償に該当するので他の団体も登録を受けている。

生活サポートの利用時に車に乗って A 点から B 点に移動したいという行為

を生活サポートで受けたら、それに対して利用者の方々からは生活サポー

トの金額として貰っているわけだから、それが福祉有償運送の、運送の対

価と一緒だということで皆さん登録を受けている。車を使っての移送が無

いのであれば登録を受ける必要がない。更新しなくて結構。 

 

【事業者】  生活サポートで車を使用する際に、対価として生活サポートの分でお金

をいただいている。 

 

【青木委員】 対価の申請が間違っている。もう一つ問題があるのは、前回の協議の時

に定額制９５０円で設定されていることになっているが、提供しているの

かいないのか、変えるのか変えないのか。整理しないといけない。 

 

【事業者】  生活サポートでご本人からいただいている分を福祉有償の対価としない

といけないということなので、そうすると変更しない。 

 

【真鍋会長】 平成２９年の対価の変更の際に生活サポート事業の場合は定額制で時間

９５０円をいただくという内容になっている。ただその時には、生活サポ

ート事業以外の際、時間制の内容、迎車回送料金等が書かれているが、こ

のままでもよろしければ変更なしでこの内容で更新もできる。実際にどの

ように運行しているのか分からないため、そこは説明いただかないと協議

ができない。 

 

【事業者】  福祉有償運送でもお金をいただき、生活サポートでもお金いただくとい

うようなことを思っていたため、生活サポートの方は福祉有償ではお金は

貰わないという認識だったが、生活サポートで福祉有償を使う場合には、

お金をいただいているので時間９５０円は変わらない。書き方として、生

活サポート以外の方で今まで実績として福祉有償運送を利用したことがな

いため、これから先も生活サポートの契約をされない方への福祉有償の提

供が無いということがあるので、生活サポート利用されない方の対価につ

いては削除したい。 

 

【真鍋会長】 生活サポート事業と福祉有償運送についての記述は、整理が難しいが埼

葛南の協議会の中では生活サポートで９５０円をいただく場合は、それを

運送の対価として書いておいて申請していただいている。にじさんぽさん

もこれまでそのような理解で書いていただいていたと思うので、このまま

で構わない。むしろ今日変更したいと思われた理由は、前任の方から引き

継いでそのあたりが分からなくなったということか。 

 

【事業者】  重複してしまうが、両方で９５０円をいただくものと認識があり、１，

９００円というお金を貰ってしまうと勘違いをしていた。 

 

【真鍋会長】 これまでは、提出いただいた乗務記録を見ると０円と書かれているが、
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生活サポート分の９５０円はいただいていたということか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 利用者にとっては申請と同じ額を貰っていたが、乗務記録の書き方等が

良くなかったということ。もう１点確認しますが、迎車回送料金はそのま

まにされるか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 変更の内容としては、これまであった時間制を廃止し、定額制の部分は

時間となっているのはおかしいので、本来は時間制、時間９５０円、迎車

回送料金はこれまで通りいただくと変更すると生活サポート事業以外の運

送ができなくなるという変更内容で構わないか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 定額ではなく時間制ですか。これは何時間乗っても９５０円ということ

ではないですよね。生活サポートですから。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 これまで協議会で確認を怠っていたということで、定額制ではなく時間

制である。生活サポート事業以外の部分を削除。生活サポート事業の部分

は時間制で変更は特になしでよろしいか。 

 

【青木委員】 生活サポートの年間の上限の利用時間は超えないのか。 

 

【事業者】  超えない。 

 

【青木委員】 迎車回送の部分が残っているが、実際取っているのか。来ている方に認

識がないのか、一番良いのは利用者に渡しているパンフレット見せてもら

うこと。他の地区の協議会では、利用者の方に見せているパンフレットを

出してもらってチェックしているところがある。それを見ると一番分かる。

ここもそれを貰った方が良い。団体の出席している方が聞いても分からな

いと協議にならない。これでやりますと言った額で取っていないのは勝手

に変えていると一緒で手続き違反。運送の対価等協議会で決めた以外勝手

に取ってはいけない。実際には生活サポート利用以外の部分は利用が無か

ったのは構わない。設定しておくのは構わないが、迎車回送料金は必要に

なってくるので、取っているのか取っていないのかがこの場で分からない

とか答えられないのは論外。 

 

【事業者】  確認不足があった。実績としてはおそらく取っていない、取っていると

きもあるのかもしれない。 
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【青木委員】 取っているときがある、取らないときがあるはだめ。それは差別になっ

てしまう。あの人は取る、この人は取らないはあり得ない。違反。 

 

【事業者】  確認をし、変更が必要であれば変更する。 

 

【真鍋会長】 利用者が料金を明確に分かるような提示をお願いしている。料金の一覧

表を作って会員になってもらうときに提示していると思う。それを出して

いただいて、時間制のところで迎車回送料金の記述が無ければ今回の変更

で無しにする。あればこのままの形にする。対価の部分については守って

いないと本当に違反である。変更内容については、これまでの内容に合わ

せて申請していただく。 

 

       更新の協議に入る。具体的に安全な運転のための確認はどのように行っ

ているのか。 

 

【事業者】  乗る前に前日の睡眠の状況や持病がある方には投薬の確認、最近の勤務

状況の確認を行っている。 

 

【真鍋会長】 乗務記録で収受した対価の部分には、０円と書かれているが先ほどの協

議を受けて今後は生活サポート分の額を書いていただきたい。 

       質問を求める。 

 

【青木委員】 確認表の中にある、飲酒の確認が必要である。すんなり出てこないとだ

め。アルコールチェッカー等を使ってチェックをすることは義務付けはな

いが、飲酒の有無についてチェックが入っているので、確認をしていると

思うが疲労とは別にきちんとしていただきたい。もう１点気になったのが、

開始から終了まで４時間はずっと待機しているのか。 

 

【事業者】  はい。通所事業所から、買い物先に同行しグループホームに行き、荷物

を置き、グループホームから自宅に帰ってきた時間。 

 

【青木委員】 ずっと通しでここまでかかっているということか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【青木委員】 時間単位で生活サポートも４時間分を取っているのか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 質問を求める。 

 

       更新内容については問題ないが、変更について実際の内容を確認して、

合わせたものを提出いただきたい。その際には利用者に提示しているパン
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フレットや契約書があると思うので、分かるものも合わせて提出していた

だきたい。最終的には事務局と私のほうで整ったと判断してよろしいか。 

 

【委員一同】 了承。 

 

～事業者（ 特定非営利活動法人 にじさんぽ ）退室～ 

 

【真鍋会長】 続いて更新の３件目「 社会福祉法人 ともに福祉会 」の方に入場い

ただく。 

 

～事業者（ 社会福祉法人 ともに福祉会 ）入室～ 

 

【真鍋会長】 担当市町の春日部市へ概要説明を要求。 

 

【清水委員】 資料３に基づき概要説明 

 

【真鍋会長】 今回更新申請ということで、これまでと変更は無く更新でよろしいか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 １点確認したい。手元にある資料には、生活サポート以外の場合の対価

は時間１，９００円となっているが、本日の更新申請では３０分９５０円

となっている。これは事務局側がまとめた際に時間１，９００円となった

のか、前回の更新の際に時間１，９００円となっていたのか確認したい。

時間１，９００円となっているのは見たことがない。元々３０分９５０円

となっていたのではないか。 

 

【事業者】  ３０分で９５０円、その倍で１時間１，９００円。 

 

【真鍋会長】 前回の更新時にも３０分９５０円と書かれているが。 

  

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 資料が間違っていたということで、変更内容はなしで更新していきたい。 

      安全な運転のための確認表を付けているが、具体的にどのような形で行っ

ているのか。 

 

【事業者】  職員と面と向かって体調等を確認できないため、確認表を壁に貼り、皆

さんに車に乗るときに記入してもらう。文章で上の部分に体調の確認をし

てください、天候不良に注意してください等、表記することで、ひとりひ

とり安全な運転を促しながら体調の確認をしている。 

 

【真鍋会長】 実際安全な運転のための確認というのは、対面で運転者さんが、体調が

悪くないか、疲労はないか、飲酒はないか、さらにはその日の道路状況の
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注意を促す必要がある。それを行わないと規則違反となる。運行管理責任

者の方が対面で行うようにしていただかないとルール違反。 

       質問を求める。 

 

【青木委員】 言葉がでない。ここの団体は県内でもそうとう台数が多い。複数事業所

を持っていて一か所あたり２，３０台という団体は他に見たことがあるが、

一か所あたり５０台近くの車、６０人近くの運転者を確保して福祉有償運

送という業務を行っている団体はそうとうの規模の団体と認識している。

その団体の人が説明する内容ではない。福祉有償運送は、運送事業ではな

いが運行管理や安全の確保のための管理の仕方は基本的にバスやタクシー

の旅客運送事業を規定している道路運送法、お客様を安全に確実に目的地

に運ぶということをルールに定めた法令に基づいて認められている事業の

例に倣って、幾分か簡略して制度化しているのが福祉有償運送の制度。バ

スやタクシー事業の方からすると考えられない、言葉がでない。運転者任

せにして勝手に出ていく。添付している、安全な運転のための確認表の欄

外に体調不良の際は、速やかに管理者まで連絡して指示に従って下さいと

書いてあるが、指示に従うではなく運行前に確認して乗せてはいけない。

バスやタクシーの運転手でも毎日点呼した上でも事故はおきる。今年の２

月に埼玉県内の路線バスの運転手が体調不良で建物に突っ込んで重傷者が

生じる事故が小川町でおきている。運転者はきちんと点呼をしていた。点

呼をしていても事故はおきる。おきないように、リスクをなるべく少なく

するために、安全な運転のための確認という行為がある。それは基本原則

対面。どうしようもない地域で、事務所から車を持ち込んでいる運転者が

２，３０km も離れたところに自宅があり、どうしても朝事務所に立ち寄る

ことができない等、特別な事情がある場合には電話で点呼する等しなくて

はいけないルール。これだけの運転者の方を使っている団体は中々運転者

と顔を合わせて確認できませんと言われるのであれば、危険なので止めて

いただきたい。危なくてしょうがない。もっと厳密に行っている路線バス

の運転手も途中で体調が悪くなって建物に突っ込む事故がおきている。ま

ず、認識を改めていただきたい。それと、安全な運転のための確認表の運

行の安全確保のための指示欄（体調）の部分に良好、不良と丸を付ける欄

があるがこの欄はいらない。このようなことを書く欄ではない。ここは、

安全確保のために何を指示したのかを書く欄であり、例えば今日は雨が降

って視界が悪いので運転に注意等安全な運転のために行った指示内容を書

く欄であって、必ずそういった指示を一日一回行ったうえで、何の指示を

行ったのかを書く欄。そこをきちんと確認していただきたい。安全な運転

のための確認の点呼はよっぽどの事情がない限り対面で行う。２６台の持

ち込み車両を使っているので、場合によって運転手の方が直接お客様の元

へ出向いてしまうことがあるかもしれないが、その場合は少なくとも電話

での点呼や対面点呼に関わるその他の代替えの手段により安全運転のため、

疲労はないか、疾病で薬の影響がないか、飲酒の有無、その他興奮状態に

あるか等本人の顔色や口調等から、運転させて良いのかきちんと確認して

いただきたい。合わせて、運行記録についてケアセンターエブリーと書い

てあり運転者、利用者氏名が書かれて整理がされているが、団体の管理の
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一環で整理をするのは構わないが、福祉有償運送運営協議会に出す記録と

しては不適切。何故かというと、乗務の記録は運転者ごとに整理し、一年

間保存することが法令上のルールで決まっている。運転者ごとに整理して

いることにならない。乗務記録というのは、運転者に記録をさせてそれを

管理者がチェックをして、運転者ごとに綴りを作って綴って整理をするも

の。ここに出している物は、運行の記録ではない。これは団体の中での整

理の仕方であって、会議の場で乗務記録として提示するには向かないもの。

乗務記録のルールに則った運転者ごとに記録をしている乗務の記録を出し

ていただきたい。あとは、タクシーの事業者の方も言いたいことがあると

思うのでどうぞ。 

 

【吉田委員】 青木委員同様言葉がでない状況。運輸支局の方がいる場で言って良いの

か、監査の対象。軽井沢の事故も知っているのかという話。あれ以来、か

なりバス運送事業は厳しくなっている。勉強会等でマニュアルをきちんと

作ってやっているというところで、先ほどから耳を疑うような話を聞いて

いてこれで大丈夫なのか。我々がもしそういったものを利用しようとした

時、怖くて背筋が凍る気になった。 

 

【真鍋会長】 指摘があったように、規則違反である。そもそも安全に運行できるかど

うかということ。約束が守られていないので改善をしていただきたい。過

去に安全運行ではないが、団体に県と運輸支局と一緒に確認に行ったこと

もあるので、そのような対象にする可能性もある内容である。今回の更新

申請にあたって、安全な運転のための確認表と乗務記録の用紙を作り直し

たもの、これまでの内容を書かなくて良いので記録の方法の表を作り直し

て提出いただきたい。また、運行管理マニュアルについて今回変えていな

いと思うが確認が協議会でも不十分であった。県の手引きに示してある内

容、例えば疲労、飲酒等を確認すること等が書かれていない。乗務運行記

録に関しても、県の手引きを見ると車両ごとではなく運転者ごととなって

いる。県の手引き及び規則で決まっているので、再度福祉有償運送の手引

きを元に運行管理マニュアルも修正していただきたい。そちらの修正を受

けて、安全な運転のための確認表及び乗務記録の新しいフォーマットを出

していただきたい。 

       質問を求める。 

 

【事業者】  認識不足で申し訳なかった。５０台近くの車両を所有して支援を行って

いるが、利用者を乗せていない部分も資料に書いている。事業所が幾つか

あり、そこから直接現地に行き支援をする方もいるため、そのような運転

をする方の管理も、利用者を乗せるのではないが電話で顔を見て健康管理

をするべきなのか。 

 

【青木委員】 言っていることが分からなかったので整理すると、福祉有償運送という

ことでルールに則って対価をいただいて輸送サービスを行うのを管理して

いる事務所は、サポートハウスともにの一か所だけではないのか。他にも

あるのか。 
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【事業者】  一か所。 

 

【青木委員】 話を聞いた中で、事業所が何か所かあると言われていて、事業所が何か

所かあって管理するところが別々にあるのであれば全て登録しなくてはい

けない。ここが管理しているということで良いのか。福祉有償運送の運送

の指示を行う事務所が複数箇所有るのか無いのか。 

 

【事業者】  一つ。 

 

【青木委員】 複数事務所があるのであれば、それぞれに知識がある人を置いて管理さ

せないとならない。一か所で良いのか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【青木委員】 話の中で福祉有償運送の業務、要するに有償で対価を取って移送サービ

スを行う業務以外に車を使うことがありますと、それもまとめて整理され

ていると。福祉有償運送として、実績だとか何回輸送したとか、何人運ん

だとか管理しなくてはいけないので、明確に別にして管理しなくてはいけ

ない。福祉有償運送以外の車を使った行為を全部一緒くたに整理してしま

うと、そもそも実績報告の統計を取るときに分からなくなるので、もう一

度整理をし直さないといけなくなってしまう。お金を取って移送サービス

としてサービス提供するその業務を行った分の実績というのを取るために、

管理をきちんと分けてやらないと実績が取れないのではないか。車を数台

使う事業者は、安全運転管理者を置きなさいという警察での決まりがある。

安全な運行をするためには、福祉有償運送のルールとは別に安全運転を管

理するために管理する人がいて、運転者に対して必要な指導、教育をしな

さいと道路交通法の中の決まりがある。ただ、安全運転のための確認をし

て記録を残しなさいと決められているのは、福祉有償運送を行った時だけ。

それ以外で車を使って出かける等は、この中での管理とは分けてもらって

も構わない。安全な運転のための色々な指導、教育等は行った方が良いが

実績として取れなければ意味がない。逆にそこは明確に行わなければなら

ない。 

 

【事業者】  ありがとうございます。 

 

【真鍋会長】 ケアセンターエブリーの車の運行記録については、運転者と利用者の両

方が書いてあるので基本的には運送した人なのか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 青木委員からあったように、記録を残すもの等福祉有償運送の中での必

要な安全な運転のための確認は、利用者を乗せて運行するときのみ。ただ、

指摘があったようにそれ以外のときでも安全な運転は必要である。 
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【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 質問を求める。 

 

【日吉代理】 非常に運転手の数と車両の数が多いので、県に提出する際には免許証や

車検証、又は保険証の写しにあっては期限が切れてしまっているときには

有効なものと差し替えて提出していただきたい。何か分からないことがあ

れば連絡をいただきたい。 

 

【真鍋会長】 更新内容としてはこのまま継続ですが、運行管理マニュアルと確認表、

乗務記録の新しいフォーマットの提出をお願いしたい。そちらを確認した

上で今までの体制を見直すのは書面等で約束はしませんがきちんと守って

いただきたい。もしかすると事業所へ行くこともあるのできちんとお願い

したい。最終的には事務局と私のほうで整ったと判断してよろしいか。 

 

【委員一同】 了承。 

 

～事業者（ 社会福祉法人 ともに福祉会 ）退室～ 

 

【真鍋会長】 続いて更新の４件目「 NPO ねこちぐら 」の方に入場いただく。 

 

～事業者（ NPO ねこちぐら ）入室～ 

 

【真鍋会長】 担当市町の春日部市へ概要説明を要求。 

 

【清水委員】 資料３に基づき概要説明 

 

【真鍋会長】 今回は更新登録ということで、変更等は無いということでよろしいか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 質問をさせていただきたい。運送の対価について６０分以内９５０円の

ところで、乗務記録を見ると例えば２０日、自宅から病院まで、９時から

９時３０分まで、２km で１２５円と書かれているが、９５０円以外を頂く

ことは今の登録内容では出来ないがなぜこのようなことが起こっているの

か説明いただきたい。 

 

【事業者】  ９５０円となっているのは、障害児（者）の生活サポート事業を行って

いて、生活サポート事業の自己負担金が９５０円に設定している。利用者

の負担金を１時間９５０円に設定しているので、それに合わせて１時間の

料金を９５０円と設定している。市町村によって、基本的には１８歳以上

の方は９５０円だが、１８歳以下の方については、市町村から世帯の納税

額によって補助があるので、それがある方に対して１時間料金が９５０円
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以下になっている方もいる。ここに載せているのは利用者さんがお支払い

になる料金を載せているのでこのようになっている。 

 

【真鍋会長】 今登録している内容の１時間９５０円というのは、生活サポート事業で

最大の額を載せていて、市町村又利用者の状況に応じて減額されていると

いうことか。 

 

【事業者】  そうです。市町村によって１８歳未満の方の補助があるので、変わって

くるということ。 

 

【真鍋会長】 それでしたら、変更ではないが、時間制初乗り６０分９５０円と書かれ

ているが、生活サポート事業の際の値段ということと、各市町村及び利用

者の状況に応じて生活サポート事業の額と同額を頂くので値段が下がるこ

とがあるという記述を下に書いていただきたい。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 実際のところ、頂く料金を書くべきだが、色々なパターンがあるかと思

うので、生活サポートの額に準ずると書いていただければよろしいと思う。 

 

【事業者】  これは登録するのに必要になるということか。 

 

【真鍋会長】 協議会では運行の対価としていくら貰うのかを知りたいので、そちらの

注意事項を書いていただきたい。 

 

【事業者】  そうですか。分かりました。 

 

【真鍋会長】 質問を求める。 

 

【日吉代理】 埼葛南以外にさいたま市の協議会と北足立の協議会でこれから協議する

と思うが、福祉有償運送を行っている事務所は、今はサポートアットねこ

ちぐらだけなのか。 

 

【事業者】  そうです。 

 

【日吉代理】 サポートアットねこちぐらで、さいたま市や埼葛南等の区域の運送を全

て行っているのか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【日吉代理】 分かりました。 

 

【真鍋会長】 運行の安全な運転のための確認は具体的にどのような形で行っているの

か。 



- 19 - 

 

 

【事業者】  出勤が利用者の希望に合わせているので、出勤した時の時間、出ていく

前の時間で確認をするようにしている。ここに出しているのは、登録運転

者は数名いるが、当日に出勤する人は全員ではないので出勤した人の時間

に合わせて確認するようにしている。 

 

【真鍋会長】 それは乗務する直前ではなくて、出勤した際に確認しているのか。 

 

【事業者】  乗務する直前といいますか、９時３０分の方は９時台に乗務します。 

 

【真鍋会長】 ここに挙がっている３人の方はこのあと直ぐに乗るということか。 

 

【事業者】  そうです。 

 

【真鍋会長】 その他午後に乗られる方も来た時に確認しているのか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 質問を求める。 

 

【日吉代理】 ねこちぐらの期限が令和２年４月１２日ということで、恐らくこれから

他の協議会は協議すると思うが、県の申請は有効期限の２か月前から受け

付けているので、２か月前に出していただきたい。免許証等が途中で切れ

てしまう方もいるので県に提出する際は有効なものに差し替えていただき

たい。 

 

【事業者】  はい。分かりました。 

 

【真鍋会長】 質問を求める。 

 

【青木委員】 添付されている写真の中で使用車両の車内写真があるが、講習の終了証

なのか、掲示してある写真が添付されているが、車内に掲示しなければい

けないことは法令で決まっているが、それが表示されていない。 

 

【事業者】  そうですか。すみません。 

 

【青木委員】 運転者証という形で、県の福祉政策課が作っている福祉有償運送の手引

きの中に、運転者証の例がでているのでそれに基づいた内容に改めないと

法令違反になっている可能性がある。例えば何が表示されていないのかと

いうと、運転免許証の有効期間を書かないといけない。 

 

【事業者】  それは出てないです。 

 

【青木委員】 あと作成番号や作成年月日等、その証明書を何時作ったのかを団体とし
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て発行番号を付けてきちんと管理して、表示しないといけないことになっ

ている。写真の中では出ていない。これ以外に掲示しているのであれば別

だが、していないでしょう。 

 

【事業者】  していないです。 

 

【青木委員】 それではルール違反。法令に従っていない。県の手引きの中に運転者証

のフォーマットが出ているので、それに基づいて作り直さないとだめ。 

 

【事業者】  分かりました。 

 

【真鍋会長】 今指摘のあったように、県のホームページからマニュアルをダウンロー

ドできるので、法令違反の無い様に色々修正をしていただきたい。 

       質問を求める。 

 

       更新登録について、対価の部分で生活サポート事業の補助額に応じて利

用者から頂く額が減額される旨を注記していただきたい。そちらを提出頂

いて最終的には事務局と私のほうで整ったと判断してよろしいか。 

 

【委員一同】 了承。 

 

～事業者（ NPO ねこちぐら ）退室～ 

 

【青木委員】 これで議題２を終わりたいが、担当市町に確認をしたい。事業者から生

活サポート事業の本人負担額が変わるという話があったが、市町で把握し

ているのか。 

 

【清水委員】 先ほどの事業者からの説明だが、事務局として事前に内容の聞き取りを

行った。その際の説明では、９５０円以外の対価の標記があるのは埼葛南

地区以外の利用者のものとの説明があった。埼葛南地区の利用者からは９

５０円しか頂いていないという説明であったので、今回の資料と標記が合

っているという判断で資料を付けた。こちらとしても埼葛南は９５０円だ

と思っていた。 

 

【真鍋会長】 そうですね。埼葛南地区の中でも松伏かどこか、少し額が違うといった

話も聞いたが、春日部市で９５０円以外があるとは聞いていなかった。他

の市町でも生活サポート事業は大体どこの団体も９５０円となっていたの

で、本人負担額が違うということがあるのであれば確認していただいた方

が良いと思う。春日部市で確認をお願いしたい。 

 

（３）変更登録申請について（１団体） 

 

・質疑等(要旨) 
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【真鍋会長】 変更登録申請のあった 特定非営利活動法人 たすけあい・よしかわ の

方に入場いただく。 

 

～事業者（ 特定非営利活動法人 たすけあい・よしかわ ）入室～ 

 

【真鍋会長】 担当市町の吉川市へ概要説明を要求。 

 

【山崎委員】 資料３に基づき概要説明 

 

【真鍋会長】 資料の２ページ目に算出過程が書いてある。事業者から変更する理由の

説明をお願いしたい。 

 

【事業者】  福祉有償運送として今年の４月に登録を受け、活動をしているところで

ある。その中で、車いすごと乗りたいというご希望が何名かの方からあっ

た。そのような折に、福祉車両を寄贈していただき所有することとなった。

福祉車両による車いす乗降介助について、昇降機を使っての介助となるの

でメンテナンス等の維持費用がかかるということから、乗降介助料７００

円と設定させていただいた。 

 

【真鍋会長】 資料４に軽微な変更届の所に９月に車両の増加ということで車いす車１

台増加となっている。そちらを受けての介助料７００円ということ。 

       質問を求める。 

 

       こちらの申請はこのまま協議が調ったということにしたいと思う。 

 

～事業者（ 特定非営利活動法人 たすけあい・よしかわ ）退室～ 

 

（４）変更報告について 

 

  ・質疑等(要旨) 

 

【真鍋会長】 軽微な変更について事務局に説明を求める。 

 

【事務局】  変更については一覧表のとおり団体から受けている。すべて軽微な届出

に該当し、県または協議会に報告が必要なもの。内容に関しては全て軽微

な変更等に該当。 

 

【真鍋会長】 質問を求める。 

         

       軽微な変更について、旅客の増加の際にはその旅客の方が福祉有償運送

が必要な方かどうかを確認していただきたいのと、車両が増える際にある

台数に増えるとそれに伴って管理資格が必要になる場合があるので、その

点の数字等を変更届の際に確認していただきたい。 

       特に質問が無ければ、承認してよろしいか。 
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【委員一同】 了承。 

 

【真鍋会長】 議事は全て終了したが、担当市町にお願いしたいことがある。第３回も

更新団体がいるが、今日の団体で変更申請をせずに、更新で変更も出来る

と思われている団体がいた。手続き上は変更申請をして、その内容を更新

することになる。協議会では変更と更新をまとめて行いたいと思うが、書

類上は変更申請を出していただくようにお願いしたい。また、来ていただ

いた団体がどのように実際行っているのか分からないという話もあったの

で、出来れば運行状況等が分かる方に出席していただくような伝達をお願

いしたい。青木委員から提案があったように、利用者に提示しているパン

フレット等があると対価の部分が分かりやすいということなので、更新の

際にはパンフレット等も添付していただけるように事業者にお願いしてい

ただきたい。進行を事務局へ戻す。 

 

 

４ その他 

 

【司会】   次第４その他について事務局へ説明を求める。 

 

【事務局】  第３回協議会は２月に開催予定である。スケジュールが決まり次第、委

員の皆様に連絡する。なお、各更新団体に対しては、別途通知を送付させて

いただく予定である。      

 

【司会】   質問を求める。  

 

 【真鍋会長】 更新団体への通知を送付するのは、事務局がまとめて行うのか。 

 

 【事務局】  はい。 

 

 【真鍋会長】 その時に先ほど伝えたことを伝えていただきたい。そうすると担当の市

町は直接団体と話す機会が無いのか。 

 

 【事務局】  資料は担当の市町に提出する。 

 

 【青木委員】 その時に変更があると言っても遅いので、やはり通知の際に伝えていた

だきたい。 

 

 【事務局】  はい。 

 

 【司会】   質問を求める。 

 

 【番場委員】 生活サポートについて、各生活サポートをやられている市町村では、９

５０円という所もあるが、個々の所得状況によってそこが変わってくると
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思う。低い方ももちろん利用者の負担が違うが、そこも市町村が補ってい

るということで９５０円という理解であったが、その部分はどうなのか。 

 

 【真鍋会長】 対価の所に書いてあるのは、利用者に貰っている額を書いてもらってい

る。９５０円貰ってさらに事業者に９５０円別途入ってくるので、事業者

は生活サポートを行うと１，９００円合計で頂くという理解であったが。 

 

 【番場委員】 利用者負担は９５０円であと階層によって違うが、事業者に入ってくる

のはその３倍。 

 

 【真鍋会長】 対価のところに書いていただくのは、まずは、利用者の負担額を書いて

いただく。報告のところはガイドラインに書いたように、生活サポート事

業の場合は補助金分も合わせて、所得に応じて利用者が例えば３００円し

か払っていないが、事業者には最終的に９５０円の３倍入っているという

ことですよね。 

 

 【番場委員】 ３倍ですが、利用者負担分を抜いた分が入ってくる。 

 

 【真鍋会長】 その部分の額を報告に書いていただく。 

 

【番場委員】 先ほどの方の生活サポートをやられている所が何か所かある中で、そこ

の事業者は別途備考欄にその旨を皆記載しなくてはいけないのか。 

 

【真鍋会長】 本来そうです。これから更新の際に伝えていけばよい。生活サポート事

業で利用者から貰う額が９５０円より少ない額の場合は、所得等によって

あり得るということなので、そこは別途細かくは書けないので、生活サポ

ートの負担額に応じて減額されることを書いていただくことにしておく。

次の更新の際には委員の方からも指摘いただければと思う。 

 

【司会】  質問を求める。 

 

      それでは、質問等がないようですので、閉会のことばを初野副会長にお願

いする。 

 

【初野委員】 閉会のあいさつ 

  

【司会】  これにて令和元年度第２回埼葛南地区福祉有償運送市町共同運営協議会を

閉会とする。 

       資料について、事務局から説明があった通り、行政職員以外の方について

は、机の上に置いたまま退席を求める。 

 

５ 閉  会（１１：００） 


