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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３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２年２月１８日（火） 午前９時００分 ～ 午前１１時００分 

開 催 場 所 蓮田市中央公民館 集会室 

出 席 者 

※会長◎ 

 副会長○ 

 

（１）出席委員（１６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   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（代理 新井 みゆき） 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（代理 相田 泉）    

 

（２）欠席委員（４名） 

   大久保 誠  櫛渕 由美子  田中 善広  深井 雄一 

 

（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  未定（事務局担当市：吉川市） 

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３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１６名が出席しているので、

会議が成立することを報告。また、本日の会議における傍聴人は３名であることを報告。 

 

 

２ あいさつ 

 

真鍋会長より開会のあいさつ 

 

 

３ 議事  

 

【真鍋会長】 新規登録の団体が来られていないので、（２）更新登録申請団体から始め

たいと思う。 

 

（２）更新登録申請について（３団体） 

 

・質疑等(要旨) 

 

【真鍋会長】 更新登録申請のあった 社会福祉法人 みぬま福祉会 の方に入場いた

だく。 

 

～事業者（ 社会福祉法人 みぬま福祉会 ）入室～ 

 

【真鍋会長】 担当市町の蓮田市へ概要説明を要求。 

 

【初野委員】 資料２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、協議が必要な変更等は無いということで

良いか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 実際の運送についてお伺いしたいのだが、どのような形で運送が行われ

ているのか具体的に説明いただきたい。 

 

【事業者】  運行の区域が、４地区にまたがっている。埼葛南に関しては殆ど実績が

あがっていないというのが現状だが、今回出しているのは、埼葛北のお客

様で蓮田市内を通って事業所へ実習で乗せたというのが１件あった。 
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【真鍋会長】 殆ど無い状況だが、今申請を見ると、生活サポート事業とそれ以外で対

価を分けている。基本的には生活サポート事業の中で収まっているという

ことでよろしいか。 

 

【事業者】  はい。生活サポート事業の中で今までは収まっていると理解していただ

けたらと思っている。距離制では今まで実施したとこはない。 

 

【真鍋会長】 みぬま福祉会については、資料に乗務記録や安全な運転のための確認表、

対価が分かるパンフレット、車内外表示等も添付書類として付けていただ

いている。 

 

       質問を求める。 

 

【日吉代理】 パンフレットについて、利用料金１時間９５０円の下、１５０時間を超

えた場合は１時間２，８５０円というのは、対価の申請書からは読み取れ

ないがどのようなことか。 

 

【事業者】  生活サポート事業について、１５０時間を超えてと銘打っているが１５

０時間以上は行ったことがない状況。特に福祉有償運送についても９５０

円以上の実費を頂いくことはない。明記としては、矛盾していると思うが。 

 

【日吉代理】 実際パンフレットには書いてあるが、１５０時間を超えるケースは無く、

超えそうな場合はお断りするということか。 

 

【事業者】 はい。 

 

【青木委員】 今の話だとパンフレットに１５０時間を超えたらお受けいたしませんと

記載するべきではないか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【青木委員】 それが正確。対価として収受するのであれば対価の申請書に生活サポー

ト１５０時間超えの人は、１時間２，８５０円で運送すると明記した上で

協議を受けなくてはいけない。パンフレットを実態に即して修正すべきで

ある。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 運送の対価のみでなく、福祉サービスとして３５０円ということ。申請

内容によると、これとは別に運送の対価として距離制を申請している。パ

ンフレットに生活サポート事業の補助時間を超えた場合について記載する

のであれば、福祉サービスの２，８５０円とそれ以外の運送の対価の部分

も含む形で良い。申請が距離制になっているので、時間とは矛盾するが、

パンフレットに記載していただくのが良い。もし、１５０時間以上は必ず
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断るということであれば、パンフレットも削除された方が良い。福祉有償

運送についても、生活サポート事業以外のところは受けないという記載で

変更を出してもらうのがよろしいかと思うが、どうするか。 

 

【事業者】  今まで、このような形で距離制についても明記するようにとご指摘があ

ったのでそのように記載していた。 

 

【真鍋会長】 距離制を消すのか。 

 

【事業者】  距離制は取り下げさせていただいて、生活サポートのみということで変

更申請をさせていただく。 

 

【真鍋会長】 運送の対価の変更になるので、協議事項になる。この場で今日更新と一

緒に協議をしたということで委員の皆さんはよろしいか。 

 

【青木委員】 対価の申請だが、協議会で協議を行ったことが、申請書として形が残ら

なくなってしまう。現状、適用していない対価を削るだけなので実態に影

響がないということで、変更の協議について書類だけは別途事務局に追加

で提出していただく。また、他地区にも区域がまたがっているのでそれぞ

れ全部同じ扱いにするなら、他地区にも申請しなければならない。団体で

対応していただきたい。そうでなければ当協議会だけ変更した形になって

しまう。 

 

【真鍋会長】 埼葛南については、対価の変更申請は協議をしなくてはいけない。本日

協議を行うので、更新登録と合わせて変更申請を出していただきたい。他

の地区に関しては変更申請の書類を出して、来年度の１回目に変更の協議

をしていただければと思う。青木さん、その際は協議会に出席してもらっ

て協議をした方が良いか。 

 

【青木委員】 他地区の取り扱いになるが、実態がない部分を削除しますということで

あれば出席しなくても良いという判断をされる場合もあるのでは。 

 

【真鍋会長】 各協議会に問い合わせていただきたい。 

 

【青木委員】 適用実績が無いということか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【青木委員】 理由をきちんと説明して、実態として対価が変更となる訳ではないので

それでも出席せよと言われればその指示に従っていただきたい。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 そのように各協議会に確認をお願いしたい。そうすると生活サポート事
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業の時間をオーバーした場合の運送が出来なくなるが、よろしいか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 質問を求める。 

 

       運送の対価の生活サポート事業の時間を超えた際に関しての変更届を出

していただくということで、埼葛南としては変更届を受けて更新申請を受

けたということにする。更新の方も距離制を消していただく。それと一緒

に変更申請を出していただく。そちらを確認したうえで事務局と私のほう

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 みぬま福祉会 ）退室～ 

 

【真鍋会長】 続いて更新の２件目「 ＮＰＯ きらりびとみやしろ 」の方に入場い

ただく。 

 

～事業者（ ＮＰＯ きらりびとみやしろ ）入室～ 

 

【真鍋会長】 担当市町の春日部市へ概要説明を要求。 

 

【新井代理】 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、協議が必要な変更は含まれていないという

ことでよろしいか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 運行の実際についてだが、埼葛南地区に該当する会員は１名ということ

だが、そちらの１名について発着地が埼葛南の協議会の地区内になるとい

うことでよろしいか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 では、運行状況について安全確認等資料を付けていただいているが、補

足的に説明していただきたい。 

  

【事業者】  事務所が宮代町にあり、法人用車はそこから出発しますが、個人の車を

使用している方は自宅から出発する方もいる。その場合前日の夕方、次の

日の予定をメールし、受けた方から「大丈夫です、体の異常はございませ

ん」とメールを返す。離れてはいるが、対面で顔を合わせてすることが難

しいのでそのようにさせていただいている。 
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【真鍋会長】 今の話だと、前日に体調の確認をしているということでよろしいか。当

日の確認は出来ていないということか。 

 

【事業者】  当日の朝になると体調が悪い、替わって欲しいという方がるので連絡を

するが、前日が主で当日の朝、連絡する方もいる。 

 

【真鍋会長】 安全運転の確認については、出発前の確認が必須となっているので、そ

の点はできれば電話等で直接話をしていただいての確認が必要。そのよう

にマニュアル等も変更していただければと思う。これまで、このように行

っているということは少し問題がある。その点は改善をしていただきたい。 

 

       質問を求める。 

 

【吉田委員】 皆さんメールでということだが、テレビ電話等で最低限確認した方が良

いのではないか。 

 

【真鍋会長】 テレビ電話まで必要かどうかは問わないが、少なくとも電話は必要かと

思う。 

 

【青木委員】 吉田委員の発言と全く同じですが、先程発言されたのはタクシー事業者

の方。安全運転確認は基本的なルールで、前日に確認しているのはスケジ

ュールの確認であり、安全運転の確認には全くなっていない。体調は大丈

夫ですと報告してくれる方もいるということだが、運行マニュアルの中で

も確認すべき事項がはっきり決まっている。疲労、疾病、飲酒の有無、そ

れ以外にも安全に運転することができないおそれがないかということ。こ

れは、異常な興奮状態にないか、気持ちが落ち込んでないか、落ち着いて

運転ができる状態にあるかどうかを確認したうえで運転者に必要な指示を

与えて、乗務させるというのがルール。タクシーであろうが、福祉有償運

送であろうがこの点は一緒。メールだけの取りで今の確認すべき点が分か

るのか。当然分からない。異常な興奮状態にあるかどうかなどメールの文

面を見ただけでは判断できない。だから電話での確認が必要。今テレビ電

話が良いのではと言ったのはプラスアルファとして飲酒の有無は電話でも

チェックが出来ないが、テレビ電話で見れば、例えば、目がうつろだった

り、顔が赤かったりという様子が確認出来るのでテレビ電話まで使った方

が良いですよということ。飲酒の有無のチェックに関しては、タクシーや

バス、トラック事業者に対してはアルコールチェッカーを使って乗務前、

乗務後にチェックすることが法令上で義務づけられている。福祉有償運送

についてそこまでの義務づけはされていないが、飲酒運転は根絶しないと

いけないので、なるべくアルコールチェッカーを使ってチェックをするよ

うに過去に通達で指示がでている。団体はそれを参考に安全運転に努めな

くてはいけない。今のやり方はルールに沿ってないので、至急改善してい

ただく必要がある。それと、添付されている運行管理に係る資料を拝見し

たが、何時安全運転の確認を行ったのか、疲労、疾病、飲酒の有無に関し

てチェックを行ったか記録しなくてはいけない。資料を見ると、右上に、
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疲労、疾病、飲酒というハンコが押してあり、下にレ点のチェックがして

ある。したつもりで書いてあるのかもしれないが、さっき伺ったように持

ち込み車両の人が連絡する人がいたり、しない人もいたり、また、体調だ

け大丈夫ですと書いてあるメールをもとに記録しているのであれば、チェ

ックをしたことにはならない。疲労、疾病、飲酒が無いかどうか、それか

らそれ以外の体調の変化、気持ち、気配だとかを確認したうえで記録する

のがルールである。そこまで行っていないと法令違反。あわせて、乗務記

録だと思うが、これも２種類あり、ｐ１６１は個人車の活動記録になって

いるので多分運転者ごとの日報がこの形になっていると思う。これは、一

応運転者ごとに分かれていて、車の番号、日時、走行距離が書かれていて、

日報として成立している。問題なのはｐ１６２の車輌運行記録簿。団体が

持っている運行記録がこれしかないということだと、乗務記録としては成

立していない。乗務記録というのは、運転者ごとに整理しなくてはいけな

い。また、行先だけが書いてあり発地が無い。このような点から、これは

日報とはみなせない。これしかないのであれば、団体車についても運転者

ごとに記録させる乗務の記録を別途準備する必要がある。もしくは、この

様式に項目を足して、運転者ごとに整理する必要がある。県の参考様式を

見ていただければ、記載すべき内容が網羅されており、足りない項目が一

目瞭然で分かるので、改善していただく必要がある。もう１点、安全運行

に関わることとは別に、持ち込み車両が多いが、任意保険の証券を見てい

くと運転者の持ち込み車両について使用目的が業務使用になっている方と

日常・レジャー使用になっている方がいる。例えば日常・レジャー使用に

なっている任意保険について福祉有償運送の業務で使用したときに、保険

が適用にでなるかどうかというのを確認しているのか教えていただきたい。 

 

【事業者】 最後から説明する。個人車の日常・レジャー使用の契約について私どもも

気になり確認したところ、全て適用になると確認がとれている。最後から

２番目の団体車の運行の記録簿だが、あくまでも車両の記録となる。個々

人それぞれ別に、発着地や距離、収受した金額等を記録した日報がある。

運行管理のご指摘は、直すということで承る。 

 

【真鍋会長】 福祉有償運送は法令に則って行っている事業である。法令遵守をお願い

したい。団体と接する機会が更新の機会しかないので、この際に色々不十

分な部分を指摘させている。ぜひそれを直していただきたい。 

 

       質問を求める。 

 

       申請内容については、特に不備が無いと私は理解したが、記録及び安全

運転の確認の方法については、団体の方で直していただいて運行をしてい

ただくようにお願いしたい。協議はこれで整ったと判断してよろしいか。 

 

【委員一同】 了承。 

～事業者（ ＮＰＯ きらりびとみやしろ ）退室～ 
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（１）新規登録申請について（１団体） 

 

【真鍋会長】 順番が前後するが、新規登録団体に戻りたいと思う。 

   

  ・質疑等(要旨) 

 

【真鍋会長】 今回の更新申請団体は１団体である。新規登録申請のあった 社会福祉

法人 たいむ共生会 の方に入場いただく。 

 

～事業者（ 社会福祉法人 たいむ共生会 ）入室～ 

 

【真鍋会長】 担当市の蓮田市へ概要説明を要求。 

 

【初野委員】 資料１に基づき概要説明。 

               

【真鍋会長】 蓮田市から説明があったように、現在ＮＰＯ法人ハローハンディキャッ

プタイムとして活動している団体が４月１日から社会福祉法人になるとい

うこと。法人格が変わるということなので、変更ではなく新規登録という

ことになる。質問として、今のハローハンディキャップタイムと新規申請

の社会福祉法人で運行内容等について変更点があるのか。 

 

【事業者】  今までと何ら変わりはない。 

 

【真鍋会長】 今のＮＰＯ法人でどのような運送をしているのか具体例を挙げながら説

明いただきたい。 

 

【事業者】  今日は特例という形で、本来であれば社会福祉法人として登記してから

の申請となるが今行っている事業を４月１日から速やかに変更という形で、

福祉有償運送もそれに合わせて変更をできたらということで今回このよう

な形でお願いをさせていただいた。登記の進行状況だが、今週の２０日前

後に正式におりる予定である。その後法務局へ登記するため、手続きが３

月になってしまうと思うが手続き完了後に速やかに新しい定款等を付けて

提出させていただく。先ほどの質問についてだが、主に知的障害の方の支

援が多いので、知的の方の支援は神経を使うことが多く、慣れている支援

員でないと対応できない場合もある。運転者の名簿を見ていただいても、

５０名近くの運転者がいて、ひとりひとり丁寧に支援するという意味では

慣れた職員が対応している。一人３から４名を対応している現状があるが、

１００名以上の支援をすることに関して言えば、この位の支援者数が必要

であり登録している。自動車については、台数が多いが、支援が重なる場

合がある。特に土日、夕方の支援があり車の台数が多くなっている。送迎

のサービスを行っているところが少ないので、未だに問い合わせが多いの

が現状である。 

 

【真鍋会長】 埼葛南地区に関しては、利用会員が蓮田市７名、春日部市１名というこ
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とだが、この方々については発地または着地が埼葛南地区であるというこ

とで良いか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 本来であれば、新規の団体で登録が完了した際に、どのような安全確認

等を行うかをお伺いするが、現在ＮＰＯ法人でどのように安全確認等を行

ってから運送を行っているのかをお伺いしたい。 

 

【事業者】  基本的には、対面で安全確認を行っている。直行直帰も稀にあるので、

その場合には電話での確認になってしまうが行っている。 

 

【真鍋会長】 持ち込み車両が１４台となっているが、そちらに関しても一度事務所に

来てということが多いのか。 

 

  【事業者】  もちろんそう。 

 

  【真鍋会長】 運送の対価については、現在のＮＰＯ法人が採用している対価と同じ内    

        容ということか。 

 

  【事業者】  全く同じ。 

   

  【真鍋会長】 質問を求める。 

 

  【日吉代理】 安全運転責任者の選任届も法人が変わるタイミングで県警へ提出をお願

いしたい。 

 

  【事業者】  はい。 

 

【青木委員】 先ほどの説明の件で、登記申請自体はこの後になるということか。４月

までに登記は完了予定なのか。 

 

【事業者】  予定している。 

 

【青木委員】 法人自体が設立されていないので、県の登録申請の処理において、法人

成立が条件になる。現時点では設立されていない団体なので、本来は会長

が言われるように申請ができる団体ではない。更新のタイミングで新規登

録を申請したのですよね。 

 

【事業者】  はい。 

 

【青木委員】 更新申請を提出しないで、新規だけ提出したということか。 

 

【事業者】  はい。 
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【青木委員】 県の登録処分の際には、法人成立が条件となってしまうと思う。そこを

注意していただきたい。 

 

【事業者】  はい。 

 

【青木委員】 持ち込み車両が多いが、任意保険の保険証書を見ると業務使用になって

いる方と、日常・レジャー使用になっている方が混在している。業務使用

になっている方は、保険適用になると思うが、日常・レジャー使用になっ

ている方について、団体業務で輸送サービスを行っているときにきちんと

保険適用されるかどうかを団体の方で確認しているか。 

 

【事業者】  はい。している。日常・レジャー使用の方の場合は月の半分以下の勤務

であれば大丈夫と伺っており、各保険会社によっても違うが、全労災以外

は大丈夫ということ。適用されるかどうかは常に確認している。契約書で

もうたっている。 

 

【真鍋会長】 登記が終わるのが、２０日ということで、２０日にはもう新しい登記が

出来るということでよろしいか。 

 

【事業者】  はい。県からの正式な決定ということ。 

 

【青木委員】 法人登記はその先になるのか。  

 

【事業者】  その先。 

 

【青木委員】 登記は県からの認定がおりて、それから法務局に手続きすることになる。 

 

【事業者】  ２週間位かかるということですか。 

 

【青木委員】 手続きが少しでも遅れると４月に設立できなくなってしまう。登記が２

週間位かかると思うので。 

 

【真鍋会長】 登記完了が３月初旬か中旬で、それからすぐ出したとして、県の方が間

に合うのかということ。 

 

【日吉代理】 書類を待ってからでないと最終的には登録書を出すことができない。審

査出来るところは審査をして、最終的に登記が完了したら定款を速やかに

送っていただき、申請書として登録を行う形になる。先に出せるものは出

していただいて、定款等は登録されないと出ないので、それは出来しだい

別で後から送っていただきたい。 

 

【事業者】  はい。書類は送ってしまって、出来しだいということか。 
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【日吉代理】 車両が多いので間に合わない。 

 

【事業者】  協議会で整ったという書類を付けて直ぐに出すということか。 

 

【日吉代理】 はい。 

 

【真鍋会長】 協議会としては、登記前の状態で整ったことにさせていただいて、県へ

申請していただく。その点委員の方にはご了承いただいて協議が整う条件

とさせていただく。 

 

       質問を求める。 

 

       協議会として、登記を待たずに申請したということで、本日特に修正が

無いので協議が整ったことにしたいと思う。最終的な認定は県の方になる

と思うので、県へ間に合うように書類を提出していただきたい。よろしい

か。 

 

【委員一同】 了承。 

 

～事業者（ 社会福祉法人 たいむ共生会 ）退室～ 

 

（４）変更報告について 

 

【真鍋会長】 更新登録の団体及び変更登録団体が来られていないので、変更報告及び

実績報告を行う。 

 

  ・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】 引き続き実績報告をお願いしたい。 

 

（５）令和元年度上半期実績報告について 

 

・質疑等(要旨) 

 

【真鍋会長】 令和元年度上半期実績報告について事務局へ説明を要求 

 

【事務局】  別紙の資料４に基づき説明。埼葛南地区の登録２８団体及び令和元年１

２月 に登録抹消したＮＯ.１２の１団体、合計２９団体から実績の提出を
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いただいている。内容については、資料にお示しのとおりとなっている。 

      ５団体が輸送実績なしとの報告を受けている。また、当協議会における実

績報告資料については、一昨年の協議会において合意をいただいているの

で、一覧表のみを配布している。 

      説明は以上。 

 

【真鍋会長】 実績が０の団体の状況をそれぞれの市で把握しているか伺いたい。 

 

【荻野委員】 理由として、利用していた方の通所する施設が送迎サービスを始めたた

め登録はしているが使っていない状況である。 

 

【真鍋会長】 こちらの登録を取り消す手続きも可能である。団体へ問い合わせていた

だきたい。 

 

【真鍋会長】 蓮田市のみぬま福祉会については、先ほど更新を行ったので、利用する

可能性があるということでよろしいか。１２番のｗａｌｅａが廃止という

ことか。 

 

【事務局】 はい。 

 

【真鍋会長】 こちらはかなり実績があるが、どういった理由で廃止をしたのか伺いた

い。 

 

【坂田委員】 サービスの種類を変えるという話を担当から聞いている。 

 

【真鍋会長】 一旦福祉有償運送は止めるということか。 

 

【坂田委員】 はい。 

 

【真鍋会長】 続いて、ｂｅｌｉｅｖｅも草加市。 

 

【坂田委員】 確認を取り、結果として実績が無かったと聞いている。今後団体の意向

も踏まえながら対応していきたい。 

 

【真鍋会長】 今後も利用の予定が無いようであれば、廃止ということでお願いしたい。

次に Next Innovation の越谷市はいかがか。 

 

【長谷川代理】昨年の最後の協議会で登録させていただき、１０月から利用が開始され

ている。下半期は実績報告が出ることになっている。 

 

【真鍋会長】 次に春日部福祉会の春日部市はいかがか。 

 

【新井代理】 実際の登録は９月１２日からということで、実際の運営は１０月からと

いうこと。ただ、法人から相談があり、もしかすると今年度いっぱいで廃
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止になる可能性がある。 

 

【真鍋会長】 青藍会が回数はあるが、運送収入が０となっている。なぜ０なのか越谷

市はいかがか。 

 

【長谷川代理】 確認する。 

 

【真鍋会長】 埼葛南地区で特に決めていなかったが、生活サポート事業等を受けた場

合、利用者から頂くお金とプラス事業者には補助金が入る。運送の収入に

は両方合わせた額を書いてもらうのが良いという議論を行っている協議会

もあるが、埼葛南でどうするか。 

       私の方で失念していたが、埼葛南でも下半期から入れるということで、

下半期の報告はそのようにお願いしたい。 

       青藍会についてはそれとは別に、生活サポートがあったとしても利用者

からは貰うはず。１３１回収入０は不思議。もしかすると記載ミスかもし

れないので確認していただきたい。 

        

       質問を求める。 

 

【青木委員】 質問ではないが、ｂｅｌｉｅｖｅとたらちねは来年度の協議会で更新協

議をしないといけない団体になる。福祉有償運送を廃止するなら廃止する

で、団体と早めにコンタクトを取っていただいて、そこをはっきりしてい

ただかないと更新申請の件数が変わってくる。担当市の方がどうするつも

りなのか、期限までで廃止するのか、実績は無いけど更新するのか。もし、

実績は無いが更新するのであれば、なぜ更新するのか確認すること。これ

だけの委員の方に集まっていただいて時間を割いているので、ただ登録を

残したいと言われても困る。 

 

【真鍋会長】 実績が無い場合は、登録は残さないというのが原則。たらちねは令和３

年３月、ｂｅｌｉｅｖｅは令和２年１１月で、更新になる。そのあたりの

確認をお願いしたい。 

 

       質問を求める。 

  

       議事の（４）、（５）は以上とする。吉川市社会福祉協議会が時間に遅れ

ているということで、１０分ほど休憩をして１０時２０分から再開したい。 

 

 

～ 休 憩 ～ 

（２）更新登録申請について（３団体） 

 

【真鍋会長】 委員の方が揃っていて、団体の方がいらしているので再開する。 

 

・質疑等(要旨) 
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【真鍋会長】 では、更新の３件目「 社会福祉法人 吉川市社会福祉協議会 」の方

に入場いただく。 

 

～事業者（ 社会福祉法人 吉川市社会福祉協議会 ）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】 今回は変更申請が出されていない。今までの登録内容のまま更新という

ことでよろしいか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 実際の運送について、会員１名で運転者４名、車両１台ということで、

どのように運送されているのか説明いただきたい。 

 

【事業者】  利用者１名を職員が病院まで送迎している。 

 

【真鍋会長】 利用者の自宅から病院ということでよろしいか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 ４名運転者がいらっしゃるということは、その時空いている方が担当と

いうことでよろしいか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 その際の安全運転の確認はどのような形で行っているのか。 

 

【事業者】  直接顔を合わせて話しをしている。 

 

【真鍋会長】 顔を合わすのは事業所ということでよろしいか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 質問を求める。 

 

【日吉代理】 旅客から収受する対価について確認をしたい。待機料金を設定していて

３００円と記載があるが、何分から取る等決まりはあるのか。多分、適用

がそんなに無いということだと思うが。 

 

【事業者】  待機が発生する場合には事前にご相談いただいた段階で、待機料金があ
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ることを話している。実際に病院に迎えに行った際に待機する場合はいた

だいている。ほとんど発生していない。 

 

【日吉代理】 適用実績が無いのであれば、消してしまった方が良い。適用するにして

も明確な基準を設けておかないと、この時は取らなかったのに、今回は取

った等不公平にあたるため、しっかりとして欲しい。もう１点、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に体調が良いか確認し

たとあるが、これは指示にならない。左の疾病、疲労、飲酒を確認して、

その上で、道路が混んでいるから気をつけて等を記載するところ。 

 

【真鍋会長】 安全な運転のための確認の指示のところについては、体調が良い悪いを

書くのではない。当日の道路状況等を踏まえて運転をするように等指示を

出していただいて、その旨を書いていただきたい。待機料金については、

ｐ２１１に会員の方向けに配ってあるパンフレットかと思うが、ここにも

待機については、待機時間が発生した場合、別途料金がかかりますとしか

書かれておらず、不明瞭。どのような場合に発生するのかを記載する必要

がある。とすると、運行の対価の登録内容も変えなくてはいけない。どの

ようにするのか。 

 

【事業者】  今回でなくても、次回でも良いのか。行っている実績が無いので、削除

するのも案だと思うが内部で検討をし、ご指摘はごもっともだと思うので、

しっかり根拠を定めて改めて変更ということでお願いしたい。 

 

【真鍋会長】 変更申請の場合はまた協議にかけていただきたい。あるいは、パンフレ

ットを直すということもあるかと思うので、その場合は協議ではないが、

パンフレット等を吉川市に出していただきたい。 

 

【青木委員】 過去からこの状態だったのだと思う。ざっくり言うと、１回３００円に

なっているが、待機の料金なので、普通他の団体は３０分あたり３００円、

１時間あたり３００円といった形になる。要するに１時間待っても、３時

間待っても３００円なのか。普通待機の料金を取るというのは、人件費部

分と考えると時間刻みで収受する。５分待っても、３時間待っても３００

円というのはおかしい。この書き方だと単純に１回３００円。一日中、夕

方まで待ってくれと言われても３００円で待つということになってしまう。

そもそも、送ったら事務所に帰ってしまうというのであれば、設定する必

要がない。それと、単純に教えていただきたいが、吉川社協は平成１８年

当時から登録を受けられているが、会員数が１名というのは、減って、減

ってこの人数なのか、元から１名なのか。 

 

【事業者】  減っている。 

 

【青木委員】 新しい人を受け入れていないということなのか。 

 

【事業者】  たまたまこの状況。 
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【青木委員】 団体としてこの１名を良しとしている訳ではないのか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 社協以外の吉川市で運送している団体は。 

 

【事業者】  今年度から１団体あるかと。 

 

【真鍋会長】 その団体の会員数は３５名という団体がある。 

       

       質問を求める。 

 

       運送の対価の部分は別途変更するのであれば、変更していただく。より

具体的に書いていただいて変更していただく方がよろしいかと思う。本日

の申請としては、特に修正なくこのまま受けるということでよろしいか。 

 

【委員一同】 了承。 

 

【真鍋会長】 安全確認の部分について、現場での指示をお願いしたい。 

 

～事業者（ 社会福祉法人 吉川市社会福祉協議会 ）退室～ 

 

（３）変更登録申請について（１団体） 

 

・質疑等(要旨) 

 

【真鍋会長】 変更登録申請のあった 社会福祉法人 城南会 の方に入場いただく。 

 

～事業者（ 社会福祉法人 城南会 ）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５に基づき概要説明 

 

【真鍋会長】 変更ということだが、さいたま市で協議が調ったものを埼葛南へ区域の

拡大。事業内容等こちらの協議会で把握していないので、簡単にどのよう

に運送を行っているのか説明していただきたい。 

 

【事業者】  去年の１０月にさいたま市で福祉有償運送の申請がとおり、実施できる

ようになった。しかし、準備の段階で実際には実施していない。今回、地

域の拡大ということで、越谷市で福祉有償運送を実施できればと思い新た

に申請を行った。 
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【真鍋会長】 越谷市では、生活サポート事業と福祉有償運送を関連して運用している

と伺った気がするが、市としてそのようなことはあるか。生活サポート事

業を行っている団体に福祉有償運送も行ってもらうという話。 

 

【長谷川代理】過去そのような説明はしていない。 

 

【真鍋会長】 今回は生活サポート事業と関係なく福祉有償運送だけということでよろ

しいか。 

 

【事業者】  一応生活サポートを意識し、利用の対価で時間制に関しては設定をして

いる。 

 

【真鍋会長】 本日変更申請は区域の拡大だけということで、埼葛南で運送の対価につ

いては、はい。 

 

【青木委員】 当協議会で対価を全く把握しない形になってしまう。区域拡大申請の際

にも新規と同様に対価の申請が必要であり、越谷市長宛て申請書が添付さ

れていると思うが、記録として取っておかないと、県の登録申請の際には

対価の申請は提出しないので、当地区で、どのような対価が設定されてい

るかがわからなくなってしまう。区域の拡大であっても、対価の申請は、

協議会の中で確認しないといけない。 

 

【真鍋会長】 本日は幸い、差し替え前の資料がありますので、そちらの方に載ってい

る資料１のナンバー２が城南会になっている。こちらも見ていただきたい。

対価については距離制と時間制の２つ用意してある。今説明があったよう

に、時間制については３０分４７５円で、これは生活サポートの１時間９

５０円を意識した設定かと思われる。このような内容でさいたま市の方で

新規登録が通っている。この内容で埼葛南の方も区域の拡大をして行いた

いということ。埼葛南の範囲の中での利用者は３名ということでよろしい

か。 

 

【事業者】  今のところ３名ということで、まだまだ、行動援護や移動支援を利用し

たいという方がいらっしゃるので、今後増えていく予定になっている。 

 

【真鍋会長】 基本的には自宅から施設、病院ということで予定されているか。 

 

【事業者】  はい。出発地は自宅ということで考えている。 

 

【真鍋会長】 送り先は病院等か。それとも、周り回って、自宅に戻るのか。 

 

【事業者】  基本的には外出支援ということで、どこか出かけて自宅に戻って来ると

いう形。 

 

【真鍋会長】 このような内容で埼葛南地区での運送を行いたいということ。 
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       質問を求める。 

 

【日吉代理】 城南会はさいたま市で登録されているが、今回越谷市で運送を広げるに

あたって運行管理体制や料金体制は基本的にさいたま市と全く同じという

ことでよろしいか。 

 

【事業者】  同じような形で設定している。 

 

【日吉代理】 事務所も岩槻区にある訪問看護しらさぎから配車して、越谷市の利用者

のところに行くという形でよろしいか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 質問を求める。 

 

【青木委員】 対価の関係で、４７５円という時間制の設定になるが、生活サポートを

見据えてこの額で設定しているということか。 

 

【事業者】  時間制は生活サポートを意識して設定している。 

 

【青木委員】 サポートの指定団体になっているのか。 

 

【事業者】  今後そちらの方も整備して進めていきたい。 

 

【青木委員】 迎車回送料金について２００円だけの記載であるが、これは常に迎えに

行くので２００円掛かるという理解で良いのか。どこまで行っても２００

円で迎えに来てくれるということか。 

 

【事業者】  一応２００円ということで設定をしている。 

 

【青木委員】 距離に関係なく常に掛かるのか。自宅に迎えに行く訳だから、何キロま

で無料や何キロまで２００円でもなく、サービスごとに常に２００円掛か

って、ただそれは、何キロ先でも２００円で迎えに行きますということで

良いのか。岩槻か例えば越谷レイクタウンの所まで迎えに行っても２００

円で行くのかという話。 

 

【事業者】  勉強不足で申し訳ないが、料金については距離によって変えて設定する

ことは可能なのか。 

 

【日吉代理】 さいたま市内は迎車回送料金無料で、越谷市内に関しては頂くという設

定も出来なくはない。ただ、越谷市も広いのでその辺の線引きというのを

団体でしっかりしてもらわないと困る。 

 

【真鍋会長】 迎車回送料金については、距離と合わせて何キロまで無料、何キロから
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１キロごとにいくらという設定も可能。それは車のメーターでやっていた

だければ良い。それをもし変更するのであれば、本日運送の対価に関する

変更届が出ていないので、こちらでは協議出来ない。 

 

【青木委員】 当協議会では初めての協議となるので、新たに設定することは可能かと。

ただしさいたま市には変更するというなら、変更申請を出さなくてはいけ

ない。さいたま市では既に設定がなされてしまっているから。 

 

【真鍋会長】 そうですよね。 

 

【青木委員】 当協議会においては、書類を直しますと言っていただければ設定は可能。

ただ、社会福祉法人として今日いらしている方が自分の考えだけで判断出

来ないのでは。団体に持ち帰らないと決められない。書いてあることが全

てになってしまうので。さっき言ったように、岩槻からレイクタウンの先

まで迎えに行ったらどれ位かかるのかという話。１時間位かかりますよね。 

 

【事業者】  はい。 

 

【青木委員】 それでも２００円で迎えに来てくれるということ。そもそも、どんなに

近くても収受するのかという話でもある。さいたま市内は無料にして、越

谷市内は取りますということにするのであれば、そのように書いていない

といけない。団体が申請してきた内容で皆さんに判断いただく。今書いて

あるのは２００円取りますということ。どこまで行っても２００円、どん

なに近くても２００円ということ。それについて委員の皆様が不都合と思

われるのであれば協議が成立しない。 

 

【真鍋会長】 埼葛南ではこれを協議したことが無い。内容を新たに変えるとういうこ

とで埼葛南地区では申請を受けることはできるが、本日ここの内容を決め

てもらわないと協議出来ない。どのような内容を協議すべきかがわからな

いため。 

 

【青木委員】 区域だけ認められても、対価の設定がなされなければ結局のところ運送

は出来ない。 

 

【真鍋会長】 どのようにするのか。迎車回送料金については、基本的には岩槻の事業

者から越谷市の範囲の所まで必ず行くということなので、２００円という

のは埼葛南にとっては高すぎることはない。それに対して委員の方から反

対があれば別。価格にして２００円は埼葛南としては高すぎることはない。

ただ、団体からすると将来的に困るかもしれないという状況。今受けてい

る内容で埼葛南としては一旦受けて、その後団体が持ち帰って、本当にレ

イクタウンまで行くのに２００円では足りないということになれば変更を

してもらう。ただし、その変更が出ないかぎり、埼葛南でやる場合は常に

２００円までしか取れないという内容になるが、この内容で一旦受けると

いう形にするか。 
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【事業者】  それでお願いしたい。 

 

【真鍋会長】 さいたまにおいてもこれでとおっている。さいたまの協議会では１００

メートルだけ行くのにも２００円のままでとおっている。そこは、南の協

議会が言うことではないがそのような状況であるということ。埼葛南とし

ては一旦受けるということでよろしいか。特にタクシー事業所の方から何

か、岩槻から越谷まで行くのに迎車は２００円しかとれない状況で受ける

ということだが、いかがか。 

 

【吉田委員】 今の状況だとかなりお得。直した方が。 

 

【真鍋会長】 直した方が良いかと。他の団体で迎車料金を頂かないという所もある。

そこは団体と利用者の関係で決めていただければ良い。全然安すぎるとい

うことは無いかもしれない。そこは、団体が決めていただければと思う。 

 

       質問を求める。 

 

       城南会については、運送対価について埼葛南として、さいたま市でとお

った内容で特に問題が無いということで、区域の拡大を埼葛南地区で協議

を調わせていただく。先ほど話したように、団体としてもし変更があるよ

うであれば変更届をだしていただきたい。運送の対価はさいたま市の協議

会と埼葛南の協議会で同じである必要は無い。 

 

【日吉代理】 別々に設定しても構わない。 

 

【真鍋会長】 ただ、利用者には分かりやすいように、お示しいただく必要があるので

配慮していただきたい。その内容でよろしいか。 

 

【委員一同】 了承。 

 

～事業者（ 社会福祉法人 城南会 ）退室～ 

 

【真鍋会長】 今の城南会の変更申請について、区域の拡大で変更申請があったが、資

料５だけであると金額等が分からない。区域の拡大で新たにこちらの協議

会に加わる場合は、その他の運送の対価等の資料も各市には付けていただ

きたい。越谷市にお願いしたいが、城南会に他の団体がどのように料金を

設定しているのかを情報提供していただければと思う。 

 

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】  本日の会議を持って、令和元年度に予定をしていた会議は全て終了とな
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る。なお、次年度の事務局担当市は吉川市である。    

 

【司会】   質問を求める。  

 

 【吉田委員】 素朴な疑問だが、福祉の車両には福祉車両メーターがあるのか。 

 

【青木委員】 ない。 

 

【吉田委員】 車のメーターをみてということか。それを必ず利用者に確認してもらう

ということか。 

 

【青木委員】 基本的には乗務記録に走行距離を書かなくてはいけない。走行距離を書

くためには簡単なのはトリップメーターの初めと終わりを記録して、差し

引いてキロを算出する。そうでないと、乗務記録に記載するとき乗務した

距離を把握できなくなってしまう。普通団体は何キロからスタートして何

キロで終わりましたというのを日報の中でチェックしているので、その中

で何キロ走行したかが分かる。 

 

【吉田委員】 それが全てということ。理解した。 

 

【青木委員】 予約方式なので、そこまで行くと何キロだから迎車料が幾らかかります

よと説明しているならなお良い。 

 

【吉田委員】 タクシーだとはっきりメーターがあるので、もやもやしていた。 

 

 【司会】   質問を求める。 

 

 【番場委員】 会議に参加させていただいて、毎回聞く安全運転というところで、タク

シー業者は勿論意識が高いと思う。しかし、どうしても福祉有償運送は、

しっかり行っているところもあるが、そこの意識をもう少し上げていただ

きたい。そこをどのように上げていくのかというのを、協議会で話し合っ

ていければよいのではないか。 

 

 【真鍋会長】 今日の更新団体のときに話したが、基本的に協議会と団体が顔を合わせ

るのが更新のタイミングしかない。その際には、特にこの２，３年は厳し

く安全確認と乗務記録は見ている。それ以外の場面だと、担当市から何か

指示を出してもらうしか方法がない。県や国からそう言った指示が出るこ

とはないのか。 

 

 【青木委員】 県、国からはそう言った明確な指示はない。埼玉県内では１２地区の運

営協議会で協議を行っているが、例えば県北の地域になるが、大里地区、

寄居町あたりの協議会では、独自のルールがある。大里地区の協議会では

月１回、運転者の安全講習を義務付けている。例えば、半期ごとの実績報

告で６か月の間で６回研修会が開かれていないと、しっかりと行ってくれ
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と指示をすることになっている。尚且つ、例えば運転者が４０人いて、受

けているのが３０人しかいない場合、受けていない１０人についてフォロ

ーアップで講習しているかどうかということも実績報告のときに、チェッ

クしている。それと、同じ大里地区の協議会では、協議会の会長が立正大

学の清水先生だが、運転者の方についてなるべく年齢制限を設けるという

ことを更新登録の協議のときにお願いしている。昨今の高齢者による自動

車運転事故の続発、警察等における運転免許返納の推進の動きを受けて、

あまり高齢の方が運転サービスを提供する側になることが好ましくないと

いうこと。清水先生の線引きの中では、後期高齢者に該当する運転手の方

は、運転業務ではなく付き添いのヘルパーや、団体の業務を手伝っていた

だく等運転業務からなるべく退いていただいた方が良いのではないかとい

うことで、団体でそのようなルールを作って欲しいと更新のときに申し伝

えている。そのようなルールがそもそも有るのか無いのか、無いのであれ

ばルールを考えていただき、その上で次回の協議会のときにはどのように

運用をしているのか報告してもらう。あまり高齢の方が移送サービスを行

うことが無いように。バスやタクシーの運転者でも年齢の制限そのものは

無いが、バスやタクシーの運転手の場合は、高齢の運転手は適正診断を必

定期的に受けなくてはいけないということを義務付けている。著しく運転

の適性が下がった場合には、危険なため運転業務から外すことが、事業者

の責任として義務付けられている。またタクシーやバス、トラックの運転

手は安全運転の為の点呼は、運行開始前と運行開始後の両方で行っている。

開始前も開始後もアルコールチェックを行う。業務中にお酒を飲んでしま

う運転手が過去にはいた事もあった。そのようなことも含めて、飲酒のチ

ェックは厳しく行っている。どんなにチェックをしていても、急な病気等

の事故というのはゼロにならない。そのリスクを軽減するために、健康診

断を義務付けている。そのような部分が福祉有償運送の移送サービスを行

っている団体には義務付けられてなく、努力義務にしかなっていない。や

はり安全性という部分ではバス、タクシーには及ばない部分があるので、

せめて毎日の点呼はきちんと行って下さいと厳しく言っている。例えば、

先ほど話した、どうしても直行直帰してしまって電話でしか点呼ができな

いという団体については、例えば定期的に週に１回事務所に顔を出しても

らう、月１回の安全講習を義務付けて月１回は事務所に来るようにさせる

等した方が良い。直行直帰だけで行っているヘルパーで事務所に全く行か

ないという人も中にはいないわけではないと思う。そういった所のフォロ

ーも考えていかなくてはいけない。いつ運転能力が著しく低下するとも限

らないので、全く把握出来なくなってしまう。そのような部分は今後注意

していかなくてはいけない。 

 

 【真鍋会長】 協議会でローカルルールを決めるしか、今のところはないということ。

県の方でそこに縛りをかけるという動きは今のところ無いのか。 

 

 【日吉代理】 はい。 

 

 【真鍋会長】 県北の協議会では会長の方でそのような提案をして行っているというこ
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となので、埼葛南もそのようにするかどうか。皆さんからそのような要望

があれば行うが、その分団体は負担を感じてしまうかもしれない。 

 

【青木委員】 先ほど言った、運転者の年齢制限等を設けている団体でも、年齢制限を

設けてはいるがどうしてもそのヘルパーでなくては駄目という利用者が出

てきてしまう。そのヘルパーに慣れていて、その人に運んでもらいたいと

いう利用者がいた場合に、完全に線を引いてしまうと運送が出来なくなっ

てしまう。団体によっては例えば、７０歳を過ぎた人については運転の適

性を確認するためスマホのアプリを使ってチェックしたり、適性診断と言

われるものを自動車事故対策機構等に受けに行かせたり、ルール付けを行

った上で運転能力がきちんと担保されていることが確認できたら乗務させ

るという方法をとっている団体もある。そのようなことを他の団体にも教

えて知っていただく。高齢運転者の自動車事故が世の中でも問題になって

いるということは、それだけ一般の人も危険視しているということ。そう

いった意識付けを協議会が行っていかないといけないのではないか。団体

の方で安全意識を高めていただいて、色々工夫していただく。埼葛南で行

っている乗務記録や点呼簿等のチェックは、地区によっては事務局や担当

市町がチェックして協議会の場には出てこない協議会もある。埼葛南では、

資料としてそのものを提示しているので、気になった点は指摘をしている。

このようなチェックを更新の度にきちんと行ってくださいということは県

の福祉政策課が主催する研修の場を通じて各市町の担当の人にはお願いし

ている。協議会の場で細かくチェックしているのは、埼葛南と北、真鍋先

生のところ位かもしれない。 

 

【真鍋会長】 記録簿の確認をするだけでもかなり、出来ていないなというのは分かっ

てしまう。協議会の場で北も南も団体に話はしている。ローカルルールに

関しては、今年度はこれで終わりだが、来年度どのようにするのかは考え

て行くのも良いかもしれない。県の方へのお願いになってしまうが、各協

議会で行っていることを県下の協議会に通知していただければ参考に何か

できるかと思うので、検討していただきたい。 

 

【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３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） 


