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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３０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 平成３０年１０月２２日（月） 午前９時３０分 ～ 午前１１時３０分 

開 催 場 所 三郷市役所 大会議室 

出 席 者 

※会長◎ 

 副会長○ 

 

（１）出席委員（１９名） 

  ◎真鍋 陸太郎 ○森 泰子 

後藤 一平   曽我 幸央   菊地 純子 

大宮 行雄   吉田 隆彦   櫛渕 由美子   

鈴木 和子   青木 宏之   田中 善広 

   柳 政男（代理 日吉 亮介） 

清水 一男   岡田 浩春 

小田 大作（代理 小松原 和樹） 

萩野 範之   橋本 佳典   鈴木 正  

會田 一成   

 

（２）欠席委員（１名） 

    小川 幸一 

 

（３）事務局（三郷市） 

  福祉部ふくし総合支援課課長補佐兼地域福祉係長 篠田 由美 

  福祉部ふくし総合支援課地域福祉係主任 久保 清孝 

  福祉部ふくし総合支援課地域福祉係主事 横尾 昌彦 

  福祉部ふくし総合支援課地域福祉係主事 本間 大史 

  福祉部障がい福祉課長 髙橋 憲司 

  福祉部障がい福祉課障がい福祉係主事 山口 彬 

  福祉部障がい福祉課給付係主事 小林 悠馬 

   

次回開催予定日  平成３１年２月中旬 
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問い合わせ先 

 

 三郷市福祉部ふくし総合支援課地域福祉係 久保・横尾 

 電 話：０４８－９３０－７７７５（内線９４７５） 

 メール：fukushishien@city.misato.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 

平成３０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（９：３０～） 

 

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１９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）新規登録申請について（１団体） 

 

  ・質疑等(要旨) 

 

【真鍋会長】「特定非営利活動法人 believe」に入室を求める。 

 

～事業者（特定非営利活動法人 believe）入室～ 

 

      担当市の草加市に説明を求める。 

 

【岡田委員】福祉有償運送に関する登録申請の概要に基づき説明。 

 

      １．運送の主体 

       名称：特定非営利活動法人 believe 

       住所：埼玉県草加市谷塚町１０１５－８ 

       代表者名：代表理事 近藤 啓之 

       事務所の名称及び位置：特定非営利活動法人 believe事務所 

                  埼玉県草加市谷塚町１０１５－８ 
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      ２．法令順守 

       添付資料様式第３号のとおり、欠格の事由なし 

 

      ３．運送の区域 

       草加市、八潮市 

 

      ４．旅客の範囲 

       ・利用会員数：９人 

運送を必要とする理由：９人とも「その他」に該当 

         ・会員在住市町村：草加市７人 

                  八潮市２人 

 

        ５．旅客から収受する対価 

         定額制。運送１回あたり２５０円 

 

        ６．自動車の保有 

         使用車両台数１台（セダン等） 

 

        ７．運転者等の確保 

         運転者人数：１人（うち第二種免許取得者０人） 

 

        ８．運行管理体制等 

        ９．整備管理体制等 

        １０．事故対応等 

         ８～１０については、それぞれ責任者を選任しており、運行管理マニュ

アルに基づいて進めている。 

 

        １１．損害賠償措置 

          契約保険会社等名：損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

          契約内容：対人、対物ともに無制限 

 

【真鍋会長】「believe」が福祉有償運送を使って行おうとしている業務はどのようなも

のになるのか、説明を求める。 

 

【事業者】 生活サポートの送迎に関して、福祉有償運送事業をとることによって行う

ことが可能になるので、そのための手段として行いたいと考えている。 

 

【真鍋会長】具体的にはご自宅から、病院や学校への送迎となるのか。 

 

【事業者】 はい。 

 

【真鍋会長】申請書類について伺う。 

旅客の範囲で、「その他」の方が９人となっているが、この方々は公共交通
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などを使っての移動が困難な方でよいか。 

 

【事業者】 はい。９人全て知的障害の方々で、公共交通での移動が困難なので、生活

サポートのなかで対応できればと考えている。 

 

【真鍋会長】旅客から収受する対価で、生活サポート利用時のみとなっているが、生活

サポート事業の場合、１年の上限額や上限時間などがある。万が一生活サ

ポートの上限を超えた場合は、福祉有償運送は使えないという申請になっ

ているがよろしいか。 

 

【事業者】 了承。 

 

【真鍋会長】他の委員に質問を求める。 

 

【委員一同】なし。 

 

【真鍋会長】協議が整ったということでよいか。 

 

【委員一同】了承。 

 

【真鍋会長】福祉有償運送については法律上の制度であり、日々つけていただく書類の

様式が定まっているので、そちらをしっかり守って事業を進めていくよう、

お願いいたします。 

 

～事業者（特定非営利活動法人 believe）退室～ 

 

 

 

（２）更新登録申請について（３団体） 

 

  ・質疑等(要旨) 

 

【真鍋会長】 事務局に確認だが、今回変更申請が出ていないので、基本的にはこれま

での内容の更新ということでよいか。 

 

【事 務 局】 はい。 

 

【真鍋会長】 「特定非営利活動法人 MCKコミュニティ」に入室を求める。 

 

         ～事業者（特定非営利活動法人 MCKコミュニティ）入室～ 

 

       担当市の春日部市に説明を求める。 

 

【清水委員】 福祉有償運送に関する登録申請の概要（資料２、Ｐ１）に基づき説明。 
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       １．運送の主体 

        名称：特定非営利活動法人 MCKコミュニティ 

        住所：春日部市道口蛭田２００－１Ｂ－１０５ 

        代表者名：田島 健太郎 

        事務所の名称及び位置：特定非営利活動法人 MCKコミュニティぴーす 

                   春日部市道口蛭田２００－１－Ｂ１０５ 

       ２．法令順守 

        様式第３号（資料２、１７ページ）を確認したところ、欠格事由に該

当なし。 

        

       ３．運送の区域 

        春日部市、越谷市、さいたま市 

 

         ４．旅客の範囲 

          利用会員数：１３人（身体障害者１２人、その他１人） 

          全員在住市町村名：春日部市９人 

                   上記以外の市町村名（人数）４人 

 

         ５．旅客から収受する対価 

          ・距離制 

           運送の対価 初乗り：２㎞まで３００円 

                 加算 ：１㎞あたり５０円 

 

         ６．自動車の保有 

          使用車両台数：２台（車いす車２台） 

 

         ７．運転者等の確保 

          運転者人数：９人 

 

         ８．運行管理体制等 

         ９．整備管理体制等 

         １０．事故対応等 

         ８～１０：それぞれ記載のとおり、運行管理の責任者の就任あり。 

         また８については、マニュアルに基づいて適切に行われている。 

 

         １１．損害賠償措置 

          契約保険会社等名：三井住友海上火災保険株式会社 

          契約内容：対人、対物ともに無制限 

               人身傷害 １名５０００万円 

 

【真鍋会長】 説明いただいた資料の他に、資料の後半に乗務記録、安全な運転のため

の確認表及び車両の写真、車内表示、車外表示についても資料として付け

ていただいているので、委員の皆様にも確認いただきたい。 
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【真鍋会長】 普段の事業の中で、福祉有償運送をどういった形で使っているのか、具

体的な例を挙げながら説明を求める。 

 

【事業者】  病院に行くための利用が一番多い。 

 

【真鍋会長】 運行のキロ数としては短いもので３㎞、長いもので往復１２㎞という形

だが、長短さまざまな形があるのか。 

 

【事業者】  はい。埼葛南地区とさいたま市にも福祉有償運送の届出を出しているの

で、遠い方だとさいたま市に行くこともあるが、春日部市内が一番多い。 

 

【真鍋会長】 委員に質問を求める。 

 

【日吉代理】 車両を２台お持ちだが、乗務記録について[自動車登録番号]は、これだ

と判別がつかないと思う。 

 

【真鍋会長】 本来[自動車登録番号]は春日部〇〇-〇〇などと書く欄だと思いますので

お願いいたします。 

 

【青木委員】 [自動車登録番号]は登録番号じゃなくても良いのだが、日報のなかにど

の車を使ったかを記録しないと、乗務記録の記載事項が不備になってしま

うので、直す必要がある。 

       また、乗務距離や開始時間、終了時間が３０分、００分などときりが良

いが、本当にきりが良い時間に毎回終わっているのか。 

 

【事業者】  細かくはつけていなく、３０分単位でつけていた。 

 

【青木委員】 正確な記録をしていただきたい。 

       また、[安全な運転のための確認表]で指示事項が全て空欄になっている

が、この点は運転者に対して「スピード注意」など、指示をする癖をつけ

て、空欄が無いように。 

 

【真鍋会長】 乗務記録、確認表を今後は細かく記載するように。 

 

       委員に質問を求める。 

 

【委員一同】 なし。 

 

【真鍋会長】 日々の運行記録の付け方に修正はあるが、申請内容には特に問題はない

ので、協議が整ったと考えられる。 

       乗務記録、確認表は今後しっかりつけていくように。 

       協議が整ったということでよろしいか。 
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【委員一同】 了承。 

 

 

～事業者（特定非営利活動法人 MCKコミュニティ）退室～ 

 

 

【真鍋会長】 本来、資料の順番では次は「特定非営利活動法人助け合い村」だが、道

路状況によりまだ到着していないため、先に「特定非営利活動法人もみじ

の手」の協議を行う。 

       「特定非営利活動法人もみじの手」に入室を求める。 

 

         ～事業者（特定非営利活動法人もみじの手）入室～ 

 

       担当市の草加市に説明を求める。 

 

【岡田委員】福祉有償運送に関する登録申請の概要（資料２、Ｐ１８３）に基づき説明。 

 

       １．運送の主体 

       名称：特定非営利活動法人もみじの手 

       住所：埼玉県草加市新里町１７２－７ 

       代表者名：堀内 喜代子  

       事務所の名称及び位置：高齢者心身障がい者支援施設すみれ 

                  埼玉県草加市新里町１７２－７  

 

      ２．法令順守 

       添付資料様式第３号のとおり、欠格の事由なし 

 

      ３．運送の区域 

       草加市、八潮市、越谷市 

 

      ４．旅客の範囲 

       ・利用会員数：４１人 

運送を必要とする理由：４１人とも「その他」に該当 

         ・会員在住市町村：草加市３７人 

                  八潮市３人 

                  越谷市 1人 

 

        ５．旅客から収受する対価 

         〇距離制  

         ・運送の対価（運送サービスの利用に対する対価） 

初乗り：３㎞まで３００円 

          加算：以後１㎞あたり１００円 

・運送の対価以外の対価 

          迎車回送料金： ３㎞まで２００円 
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                  ５㎞まで４００円 

                  １０㎞まで８００円 

                  １０㎞以上１０００円 

          その他の料金：添乗料 1時間あたり９５０円 

         〇生活サポート利用時は時間制 

                  １時間あたり９５０円 

 

        ６．自動車の保有 

         使用車両台数４台（所有３台、持込１台） 

                 （４台全て、セダン等） 

 

        ７．運転者等の確保 

         運転者人数：２人（うち第二種免許取得者０人） 

 

        ８．運行管理体制等 

        ９．整備管理体制等 

        １０．事故対応等 

         ８～１０については、それぞれ責任者を選任しており、運行管理マニュ

アルに基づいて進めている。 

 

        １１．損害賠償措置 

          契約保険会社等名：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

          契約内容：対人、対物ともに無制限 

 

 

【真鍋会長】 普段どのような対象の人を、どこからどこまで運送しているか、説明を

求める。 

 

【事業者】  生活サポートで「すみれ」を利用するときの送迎と、夜間に１人ご自宅

から三郷の学校への送迎、そして２.３カ月に１度歯医者への送迎を行って

いる。 

 

【真鍋会長】 生活サポート以外の利用もあるということでよいか。 

 

【事業者】  生活サポート以外の利用はない。 

 

【真鍋会長】 夜間に移動される方も生活サポートということか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 対価の申請書に関して、前回の更新・新規登録の際に協議会の指摘が不

十分だったのだと思うが、今の記載だと全て距離制の中にまとめられてい

て、生活サポートも距離制の中に含まれてしまっているので、本来は２の

時間制のほうに書いてもらったほうが良い。 
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       もし生活サポートを利用される方で、迎車回送料金がかかるということ

があるならば、書き方が変わってくるが、どうか。 

 

【事業者】  生活サポート利用で送迎のお金は今までいただいたことはない。 

       書き方を変えて、利用した方から利用料金をいただくことは可能になる

のか。 

 

【真鍋会長】 生活サポートの方からは運送の対価はいただいていないということか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 生活サポート事業でいただいている９５０円あるいは７００円のうちに、

運送の対価も含むという考えの団体もいて、その場合は、生活サポート利

用時には時間制で９５０円をいただく、とだけ書いてある。 

       追加でガソリン費などを別途もらっている団体もあり、その場合は生活

サポートの時に限らず、いくらもらうと書いてある。 

       ただ今回は更新申請になるので、変える場合は変更申請が必要になる。 

 

【真鍋会長】 気持ちとしては、生活サポート事業の時も運送の対価分はいただけたほ

うが助かるということか。 

 

【事業者】  助かるのは助かるが、初めの方はまったくいただいていなく、いただく

となると利用者さんに負担がかかってしまうので、今のところいただくつ

もりはない。 

 

【真鍋会長】 他の委員に質問を求める 

 

【日吉代理】 Ｐ２４４の登録証で運送の区域が草加市、越谷市、八潮市、川口市とな

っているが、今回の申請にあたって川口市はない。 

 

【事業者】 川口は川口で運営協議会がある。 

 

【日吉代理】 旅客の名簿を見る限り、川口市在住の方がいない。 

 

【事業者】 こちらの用紙には書いていない。 

 

【日吉代理】 了承。 

   

【真鍋会長】 他の委員に質問を求める 

 

【青木委員】 使用車両台数４台で運転者は２人しかいないが、もっといたけどいなく

なったということなのか。 

 

【事業者】  他の送迎で使うことがある。 
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【青木委員】 他の用途で使う車も、福祉有償運送で使えるように届出をしているとい

うことなのか。 

       また、元々福祉有償運送の運転者講習を受けているのは２人なのか。 

 

【事業者】  ２人。 

 

【青木委員】 中についている「安全な運転のための確認表」で、安全な運行のための

指示が“特になし”となっているが、スピードに注意など何かしらの指示

を与えて、記録もするように。 

 

【事業者】  了承。 

 

【真鍋会長】 他に質問を求める。 

 

【委員一同】 なし 

 

【真鍋会長】 内容としては申請していただいた内容でよいが、先ほど話した運送の対

価のところで、距離制に生活サポートの時間制が入ってしまっているとこ

ろは、実質的な変更ではないが、書類上は時間制のところに書き直すよう

に。 

       委員の皆様に質問だが、変更申請をしていただく必要はあるか。 

 

【青木委員】 元々この協議会で認めているのは、生活サポートは時間制が基本で、生

活サポート以外の受注があった場合は、距離制。 

      先ほどの説明では、生活サポート以外は受注されていないとのことだった

が、生活サポート以外が出てきた場合は距離制で、ということを団体側が

しっかりと理解しているのか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【青木委員】 それであれば、書類だけの補正でよろしいのでは。 

 

【真鍋会長】 では今回は書類だけの修正ということで。 

変更申請ではなく更新申請のなかで書類の修正を受け付ける。 

 協議は整ったということでよろしいか。 

 

【委員一同】 了承。 

 

～事業者（特定非営利活動法人もみじの手）退室～ 

 

 

※「特定非営利活動法人助け合い村」がまだ到着しないため、（３）変更報告を先に行 

う。 
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（３）変更報告について 

 

 【真鍋会長】 事務局に説明を求める。 

 

【事務局】  ～資料３に基づき説明～ 

 

  【真鍋会長】 質問を求める。 

   

【委員一同】 なし。 

 

【真鍋会長】 では、資料３の軽微な変更報告はこれで承認とする。 

 

【真鍋会長】 「特定非営利活動法人助け合い村」は今日協議をしないと更新期限が切

れてしまうと思うのですが。 

 

【日吉代理】 他の区域での協議もあり、今回行わなければ、この区域だけ整っていな

いことになってしまう。 

 

【真鍋会長】 「特定非営利活動法人助け合い村」の方が来るまで待機することとした

い。 

 

 

 

（２）更新登録申請について 

 

  ・質疑等(要旨) 

 

【真鍋会長】 「特定非営利活動法人助け合い村」に入室を求める。 

 

         ～事業者（特定非営利活動法人助け合い村）入室～ 

 

       担当市の蓮田市に説明を求める。 

 

【橋本委員】福祉有償運送に関する登録申請の概要（資料２、Ｐ５７）に基づき説明。 

       

      １．運送の主体 

       名称：特定非営利活動法人助け合い村 

       住所：埼玉県上尾市小敷谷７７－１ 

          西上尾第二団地３－８－１０５ 

       代表者名：髙野 保 

       事務所の名称及び位置：特定非営利活動法人助け合い村 

       上尾市小敷谷７７－１西上尾第二団地３－８－１０５ 

        上尾市上１６３０－３ハイデンスアライＡ２０２ 
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      ２．法令順守 

       添付資料様式第３号のとおり、欠格の事由なし 

 

      ３．運送の区域 

       蓮田市、上尾市 

 

      ４．旅客の範囲 

       ・利用会員数：５人（身体障害者３人） 

                （要介護認定を受けている者２人） 

         ・会員在住市町村：蓮田市３人 

                  上尾市２人 

 

        ５．旅客から収受する対価 

         〇距離制  

         ・運送の対価（運送サービスの利用に対する対価） 

初乗り：１㎞まで５０円 

          加算：以後１㎞あたり５０円 

・運送の対価以外の対価 

          迎車回送料金： １㎞あたり５０円 

 

          〇時間制  

         ・運送の対価（運送サービスの利用に対する対価） 

初乗り：３０分まで７００円 

          加算：以後１５分あたり３５０円 

・運送の対価以外の対価 

          待機料金：１５分あたり３５０円 

          その他料金：添乗料 ３０分７５０円 

                    以後１５分あたり３７５円 

 

        ６．自動車の保有 

         〇使用車両台数１２台（所有１台、持込１１台） 

          ・車いす車  ２台（所有１台、持込１台） 

          ・セダン等 １０台（所有０台、持込１０台） 

 

        ７．運転者等の確保 

         運転者人数：１４人（うち第二種免許取得者０人） 

 

        ８．運行管理体制等 

        ９．整備管理体制等 

        １０．事故対応等 

         ８～１０については、それぞれ責任者を選任しており、運行管理マニュ

アルに基づいて整理されている。 

 

        １１．損害賠償措置 
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          契約保険会社等名：東京海上日動火災保険株式会社 

                   三井ダイレクト損保 

                   三井住友海上火災保険株式会社 

                   ＪＡ共済 

                   全国労働者共済生活協同組合連合会 

                   関東自動車共済協同組合 

        契約内容：対人、対物ともに無制限 

 

【真鍋会長】 普段の運行はどういったかたをどこからどこまで、また、距離・頻度は

どれくらいで事業されているのか。 

       簡単に説明を求める。 

 

【事業者】  主に生活保護を受けられているかたが多いため、日常生活の支援を行っ

ていることが多い。 

       頻度は個人によって差はあるが、多いかただと月に２回程度。少ないか

ただと２カ月に１回程度。 

 

【真鍋会長】 申請書には距離制と時間制をご提出いただいているが、利用者はどのよ

うに判断しているのか。 

 

【真鍋会長】 障害認定の方がほとんどなので、今行っているかたに対しては、時間制

となっている。距離併用の場合は福祉有償運送を利用されたかたと限って

いるので、現在は全て生活サポート事業で、時間制でやっている。 

 

【真鍋会長】 Ｐ１８１に付けていただいている指示書をみると、利用料金で９５０円

×２時間１９００円、迎車料金１１０円と書いてあるが、「収受する対価」

の時間制に１時間９５０円という記載がなく、迎車で１１０円という計算

はできない。Ｐ１８１の指示書の場合、どのような料金形態でこの料金を

いただいているのか、説明を求める。 

 

【事業者】  この方は生活サポートのかたで、１時間当たり９５０円という形で徴収

しているので、これは２時間分。また、往復利用いただいたかたについて

は、迎車料金という形で１回あたり１１０円いただいている。 

 

 

【真鍋会長】 利用料金のなかに福祉有償運送の料金は入っていないということか。 

 

【事業者】  このかたの場合は市からの補助があるので、生活サポート事業だけで、

福祉有償運送としてはいただいていない。  

 

【真鍋会長】 迎車料金というのは福祉有償運送には関係のない、生活サポート事業を

やるときの迎車料金ということか。 

       「対価」のところに１１０円をいただくというのはどこにも書いていな

く、今の申請内容では福祉有償運送で１１０円をいただくことはできない。 
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【事業者】  福祉有償運送という形ではいただいていない。 

 

  【真鍋会長】 では本日提出いただいた「生活サポート送迎指示書」は福祉有償運送と

は関係ない資料ということでよろしいか。 

 

【事業者】  そのような言い方だと、そうなる。 

       生活サポート事業は福祉有償運送の一環としてやっているという考えで

いるが、市の料金体系に沿った形で運用している。 

 

【真鍋会長】 ではＰ５７の３０分まで７００円、以後３５０円というのはどのような

場合にいただくのか。 

 

【事業者】  生活サポート事業については、こちらをいただくことはない。 

福祉有償運送の場合は、運転手として行った場合や、病院での介助とい

う場合には別料金としていただく、という形になっている。 

 

【真鍋会長】 病院での介助は運送していないので、その部分は福祉有償運送の対価と

してはもらえないのだが、どの部分で福祉有償運送の対価をいただくとい

うことなのか。 

 

【事業者】  福祉有償運送については運転をしているところだけ。 

 

【真鍋会長】 それが、生活サポート事業の場合はいただいていないということか。 

 

【事業者】  生活サポート事業は時間制でやっているので、別途料金はいただいてい

ない。 

 

【真鍋会長】 具体的にＰ５７の時間制の対価をもらうときはどのような場合なのか。 

 

【事業者】  距離があまり長くなくて、時間がかかってしまう場合（市内の渋滞など） 

      は時間料金をいただく。 

 

【真鍋会長】 それは生活サポート事業とは関係なくということか。 

 

【事業者】  生活サポート事業については関係ない。 

 

【真鍋会長】 生活サポート事業で仕事をいただいた際には、福祉有償運送のお金はい

ただいているのか。 

 

【事業者】  福祉有償運送については、いただいている。 

 

【真鍋会長】 添付していただいた「生活サポート送迎指示書」の１９００円と１１０

円が生活サポート事業の費用として、これにプラスして、福祉有償運送の
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時間制もいただいているということか。 

 

【事業者】  プラスしてとは、どういうことか。 

 

【真鍋会長】 指示書を見ると１９００円、１１０円を生活サポート事業でいただいて

いると。それとは別に、このかたから、自宅から東大宮店までの１５分の

運送の対価はいただいているのか。 

 

【事業者】  このかたについてはいただいていない。あくまでも生活サポート事業の

利用料金だけ。 

 

【真鍋会長】 時間制でいただく場合はどういう時なのか。 

 

【青木委員】 Ｐ５７の距離制と時間制の料金の適用はどの人に対してするのか。 

 

【真鍋会長】 生活サポート事業と福祉有償運送は同時には行わないということか、そ

れとも同時に行うこともあるのか。 

 

【事業者】  同時には行わない。 

 

【真鍋会長】 では必ず、生活サポートのかたは生活サポートのことしか料金はいただ

かないということか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 では、ここに申請しているのは生活サポート事業とは関係ないところで

事業されるとき、ということでよろしいか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【真鍋会長】 生活サポート事業ではないかたが、距離制か時間制を事前に選ぶことは

できるのか。 

 

【日吉代理】 時間制のみでやっていて、距離制は使っておらず、距離制のところに書

いてあるのは、迎車の時にかかる料金なのか。 

 

【事業者】  はい。 

 

【青木委員】 まず、協議会が作成している運賃一覧の中では、「助け合い村」は距離制

と時間制の併用と協議がされたと記録されているので、今、日吉さんが言

った通りだとすると、運賃変更をしなければならない。 

 

【真鍋会長】 前回の申請の書類はあるか、事務局へ質問する。 
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【事務局】  本日お配りした「次第」の中に。 

 

【真鍋会長】 基本的には生活サポート事業でないかたには時間制で運用していて、そ

の際の迎車に関しては１㎞あたり５０円で行っているということでよろし

いか。 

       

【事業者】  はい。 

       

【真鍋会長】 とすると、利用者さんは距離制か時間制の選択はしなく、原則的に時間

制を選んでもらう。ただし、時間制だけれども、迎車料金として１㎞あた

り５０円いただいているということでよろしいか。 

       

  【事業者】  はい。 

   

  【真鍋会長】 整理すると、生活サポート事業を使われるかたには、福祉有償運送の運

送は使わない。生活サポート事業の１時間９５０円というのは自治体で決

まっている。そこに付加料金として１１０円は別途にもらっている。 

        こちらは福祉有償運送には関係ないので、こちらでは協議しない。 

         「助け合い村」の場合、生活サポート事業と福祉有償運送が別なので、

福祉有償運送で協議すべきものは、生活サポート事業を使われていないか

たに対しては、時間制で、３０分まで７００円、以後１５分あたり３５０

円ということでよろしいか。 

   

  【事業者】  はい。 

   

  【真鍋会長】 その場合にも迎車料金をいただいていて、それは距離制のところに書い

てある通り、１㎞まで５０円ということでよろしいか。 

   

  【事業者】  はい。 

   

  【真鍋会長】 書類の処理として、この距離制のところはなくなるということですね。 

   

  【事業者】  削除ということでよいのか。 

 

  【真鍋会長】 そのような運用をされているということでよろしいか。 

 

  【事業者】  はい。 

 

  【真鍋会長】 そうであれば削除となる。 

        そして時間制のところに、迎車料金１㎞５０円が追加されるということに

なる。変更申請で、今の変更を出していただくことになる。 

         私が心配するのは、これまでサービスを受けていたかたは料金体系を理

解していたのか、ということ。その点は大丈夫か。 
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  【事業者】  生活サポート事業以外で蓮田の地域で利用されていた方はいないはず。 

        そのため、それについての説明はしていない。 

 

  【真鍋会長】 では、生活サポート事業を使われる時は福祉有償運送の対価はもらわな

い。生活サポート事業でない場合は福祉有償運送の対価として、ここに書

かれた料金をいただく、ということが分かるように。 

         委員のみなさん、よろしいか。 

 

  【委員一同】 了承。 

 

  【真鍋会長】 本日提出いただいた「生活サポート送迎指示書」は福祉有償運送の乗務

記録とは違うものなので、しっかりと乗務記録をつけていただく必要があ

る。 

         今伺った話では、実際には蓮田の範囲では福祉有償運送を使うことは今

のところないということだが、万が一、生活サポート事業以外の方が利用

される場合には、しっかりと乗務記録をつけてください。 

 

  【真鍋会長】 もう 1点、安全確認のための書類がＰ１８２に添付されており、様式に

則っているとは思うが、指示事項など、毎回どのような指示をしたかとい

うことをしっかり記載するように。 

         青木委員に確認したいのだが、生活サポート事業の福祉サービスとして

９５０円もらっていて、たまたま移動もしているという時は、福祉有償運

送に登録しておく必要はないという理解でよろしいか。 

 

  【青木委員】 登録団体にしたうえで、運賃は生活サポートとして設定していくことに

なろうと思うが、埼玉県の見解はいかがか。 

 

  【日吉代理】 その通りだ。 

        基本的に他の業者でも生活サポート利用時に時間制を適用するなどの場合

は、「生活サポートで９５０円」というのを書いておかなければ、対価をい

くらもらうのか分からない。 

 

  【青木委員】 時間制の欄が、生活サポートと生活サポート以外、の２段書きになる。 

 

  【真鍋会長】 生活サポート事業に関して、時間制の欄の中に入れてもらう。 

         整理すると、距離制は無くす。時間制のところを２種類にする。そのう

ちの１つが生活サポート事業を利用する場合で、１時間あたり９５０円と、

迎車回送料金も記載する。 

        時間制のもう１つは、生活サポート事業をしない場合。こちらに書いてあ

る通り、初乗り３０分まで７００円というのを記載するように。 

         埼葛南地区でこのように変更になったと、他の協議会でお伝えいただき

たい。 

         以上でよろしいか。 
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  【事業者】  はい。 

 

  【真鍋会長】 他の委員に質問を求める 

  

  【日吉代理】 Ｐ１８２は、点呼の確認書類ということでよろしいか。 

 

  【事業者】  はい。 

 

  【日吉代理】 事業所が２つあるが、確認者が全て髙野さんになっている。 

        西上尾の方の運行管理責任者は髙野拓未さんでよいか。 

 

  【事業者】  はい。 

 

  【日吉代理】 ５月１２日の髙野さんの確認者が髙野さんになっているが、これは髙野

拓未さんなのか、代表者の髙野保さんなのか。 

 

  【事業者】  私である。 

 

  【日吉代理】 代表者か。 

 

  【事業者】  はい。 

 

  【日吉代理】 運行管理責任者は髙野拓未さんで、運行管理の補助者は髙野保さんなの

か。おそらく書類上は大窪さんになっている。そうすると、髙野保さんが

チェックしているとなると、代行者のところにも髙野保さんの名前を書か

なければならない。 

         セルフチェックではなく、別の髙野さんがチェックしているということ

でよろしいか。 

 

  【事業者】  はい。 

 

  【日吉代理】 もう１点、車両の持ち込み契約書で第６条の契約期間が、２７年から２

８年になっていて、申し出がない場合はさらに１年間契約を延長するとい

う記載があるが、これは特に申し出がなかったので、今までずっと更新し

てきているということでよろしいか。 

 

  【事業者】  自動延長である。 

 

  【日吉代理】 了承。 

         以上である。 

 

   

【真鍋会長】 ありがとうございます。 

       運行管理の体制図の中に、代行者として髙野保さんを書いていただく必
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要がある。 

 

  【事業者】  了承。 

 

  【真鍋会長】 Ｐ１８２は出発時刻と帰着時刻が書いてあるが、乗務記録ではなく安全

確認のための書類の代わりのものなのか。 

 

  【事業者】  安全確認の部分も付いている形になっている。 

 

  【真鍋会長】 乗務記録と安全確認のための確認表が県のマニュアルにあるので、でき

る限り様式に則って、記入する形をとっていただきたい。 

 

  【事業者】  分けて作成するということか。 

 

  【真鍋会長】 そのあたりについて、青木委員いかがか。 

 

  【青木委員】 まず、この団体は事務所が２か所あって、それぞれが運送を行う事務所

になっている。 

        小敷谷と上尾市上は２０～３０分かかるくらい離れている。それぞれが福

祉有償運送を行う事務所ということでよろしいか。 

 

  【事業者】  はい。 

 

  【青木委員】 西上尾と上尾上の管理者はそれぞれ髙野さんと金子さん、と書類上は分

かれていることになっているが、Ｐ１８２では、金子さんが髙野さんの安

全確認を受けていることになっている。 

        どのような体系になっているのか。金子さんは２０～３０分離れた場所の

管理者をやっているべき人ではないのか。 

 

  【事業者】  管理者として居るのは、予約が入った日である。 

 

  【青木委員】 運転者というのは分けがないのか。 

         ２か所一緒になってしまっているのか。 

 

  【事業者】  はい。 
 

  【青木委員】 Ｐ１１８の書類では、運転者は１４名となっているが、この方々は２か

所の事務所の片方の人なのか、両方なのか。 

 

  【事業者】  片方である。 

 

  【青木委員】 西上尾、上尾上、どちらの事務所の運転者なのか。 

 

  【事業者】  車両登録一覧に載っている者が、上尾上営業所に属している者。 
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  【青木委員】 所属の車で分かれるということか。 

 

  【事業者】  はい。 

 

  【青木委員】 金子さんは西上尾から車を出す時もあれば、上尾上で管理者として勤め

ることもあるのか。 

 

  【事業者】  はい。 

 

  【青木委員】 併用なのか。 

 

  【事業者】  はい。 

 

  【青木委員】 書類上どうこうではなく、しっかり管理しているのか、運転者としてし

っかり点呼を受けているのか、そういった基本的なところが知りたい。 

 

  【事業者】  運転登録されている方は、基本的には自分の車を運転してやっているが、

利用者によっては車いすで移動しなければならない方もいる。その時には、

西上尾の事務所の方から法人者で出るということもある。 

 

  【青木委員】 それが金子さんということなのか。 

 

  【事業者】  金子もあるし、その他、須田や小玉などもある。 

 

  【青木委員】 Ｐ１８２の確認の書式だが、これは西上尾の分だけが出ているのか。 

 

  【事業者】  これは混在していると思う。 

 

  【青木委員】 安全運転の確認は事務所単位で、管理者が行うものなので、混在という

のはない。 

         それと、安全運転の確認をいつやったのかの時間を入れるように。また、

安全運転の確認のために運転者に対して行った指示事項も記録するように。 

        事務所が２か所なので、安全運転のための確認の記録は分けるように。 

 

  【真鍋会長】 車の所有台数、運転者数も多く、大きな団体なので、しっかりと記録を

するように。 

 

         他の委員に質問を求める。 

 

  【吉田委員】 Ｐ１８２の表で、日付などがパソコンで打ってあるような形だが、一度

にチェックなどをいくつも付けているのか。どのように作成したのか。 

        この表を見ると、日にちなどが印刷してあって、その都度打つのは難しい

のでは。 
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  【事業者】  予約があった時にパソコンに全て入力している。それを印刷して貼って

いる。 

 

  【吉田委員】 １回１回書いているのか。 

 

  【事業者】  運行ごとに記録するための指示書が別である。それを後日チェックして

いる。 

 

  【吉田委員】 であれば、アルコールチェックなどをわざわざ手書きしないで、全てパ

ソコンで打っても同じなのでは。何となく怪しげな雰囲気に見えてしまっ

た。 

         以前私の会社に監査が入った時、このようなチェックの仕方はダメであ

ると指摘をされたことがある。 

         青木委員に少し伺いたい。 

 

  【青木委員】 基本的に運送会社と管理の仕方が違うので、福祉有償運送の場合はそこ

まで厳密ではない。ただ、安全のための点呼をしっかりしているのか、と

いうのが問題で、それが不安なので私は先ほど聞いた。 

 

  【吉田委員】 ありがとうございます。 

 

  【真鍋会長】 今確認している内容は、安全を確保するための書類を県の様式で用意し

てあるので、そちらのルールに則ってやっていただこうということ。 

         よろしくお願いしたい。 

         他の委員に質問を求める。 

 

  【委員一同】 なし 

 

  【真鍋会長】 では、日々の書類をしっかりつけていただくこと、そして、運送の対価

のところは変更申請と同時に更新申請を出す、という形をとっていただく。 

         他の協議会についても、揃えたほうが良いと思うので、そちらは各協議

会の担当市に本日埼葛南地区でこのように言われたと伝えた方が良い。 

         委員の皆様、対価の変更事項については、今協議した内容を事務局及び

私のほうで確認したうえで協議が整うという手順でよろしいか。 

 

  【委員一同】 了承。 

 

  【真鍋会長】 では、書類をもう１度提出いただいて、こちらで確認したいと思います

のでよろしくお願いしたい。 

 

～事業者（特定非営利活動法人助け合い村）退室～ 
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【真鍋会長】 県の様式についてなのだが、日々の記録について、安全確認だと１日１

枚になって３６５日あると３６５枚になってしまうので、少し短縮して記

録をつけてよいかという相談を受けた。 

        県の方で検討いただいて、これくらいまでは良い、ということを提示して

いただければ、事業者の方々も個別に迷わなくて良いと思うが、いかがか。 

 

  【日吉代理】 基本的に参考様式なので、ここに書いてある様式が満たされていれば、

事業者さんのほうで、作っていただいてかまわない。 

 

  【真鍋会長】 ありがとうございます。 

         他の団体さんから質問があったら、対応窓口ではそのようにお話いただ

ければと思う。 

 

  【菊地委員】 乗務記録についてだが、参考様式だと日付が１日で１人の運転手で、登

録上の車が原則１台だと教わったが、私のところも、法人の車でなければ

できない時と、持込車両で大丈夫な時があるのだが、Ａの車とＢの車と書

いて、もう１つ欄を、「今日１番はＡ車を使いました」などとしても良いの

か。 

        １人について１台と決められてしまうと、運転者１人について１日に２枚

必要となってしまう。 

 

  【日吉代理】 乗務記録に関しては、車ではなく運転者ごとにしている。 

Ａ車、Ｂ車を１枚にまとめたいのであれば、自動車の登録番号にそれぞれ

記載してもらって、日付で記載してもらえば。 

 

  【菊地委員】 それでも問題ないか。 

 

  【日吉代理】 問題ない。 

 

  【曽我委員】 だとすると、この様式を横書きにして、日付と人と車と乗務記録が分か

れていれば良いということか。 

 

  【青木委員】 運転者ごとにきちんと管理ができるような形に整理されていれば。 

 

  【曽我委員】 結局は、運転者がどの車を使って、何月何日、どこに行って、どうした、

ということが入っていれば良いということか。 

 

  【青木委員】 その通り。上のマークに付いている日付、登録番号及び運転者名が上に

三段書きで抜き出してあるが、それを下の表に入れても構わない。 

        しかし、乗務記録は運転者ごとの管理なので、【○○さんの乗務記録】とす

るように。 

        〇月〇日○時～○時までどの車で運んだというのが分かっていれば構わな

い。 
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  【真鍋会長】 質問があるごとに答えると大変なので、県の HPで分かりやすく説明して

いただければと思う。よろしくお願いしたい。 

 

  【司会】     ４．その他 について事務局に説明を求める。 

 

 

４ その他 

 

  【事務局】 第４回協議会は、２月上旬に開催予定。 

       開催日が決まり次第改めてご連絡する。 

       次回の更新協議の対象は、越谷市の「特定非営利活動法人どんぐりの木」 

       各団体に対しては、別途通知を送付させていただく予定。 

        最後に委員の皆様に質問を求める。 

  

【委員一同】なし 

 

  【司会】 閉会の言葉を森副会長に求める。 

 

  【森副会長】   ～閉会の言葉～ 

 

  【司会】 これにて平成３０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。協議資料１～３については、行政職員以外の方は、この場で回収

させていただくので、机の上に置いたまま退席を求める。 

 

 

５ 閉  会（１１：３０） 


