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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４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３１年２月１５日（金） 午前９時３０分 ～ 午前１１時２０分 

開 催 場 所 三郷市役所 全員協議会室 

出 席 者 

※会長◎ 

 副会長○ 

 

（１）出席委員（１8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（代理 山添 宰） 

小田 大作（代理 小松原 和樹） 

萩野 範之   橋本 佳典   鈴木 正  

   

 

（２）欠席委員（２名） 

    小川 幸一  會田 一成 

 

（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給付係長  石綿 英治  

  福祉部障がい福祉課給付係主事 小林 悠馬 

福祉部障がい福祉課障がい福祉係主事 山口 彬 
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次回開催予定日  平成３１年６・７月頃 

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（直通） 

 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４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）新規登録申請について（３団体） 

 

  ・質疑等(要旨) 

 

【真鍋会長】「特定非営利活動法人ささえあいの会みさとクローバー」に入室を求める。 

 

～事業者（特定非営利活動法人ささえあいの会みさとクローバー）入室～ 

 

      担当市の三郷市に説明を求める。 

 

【森委員】福祉有償運送に関する登録申請の概要に基づき説明。 

 

【真鍋会長】「みさとクローバー」がどのような事業を行っているか、その中でどうい

う形で福祉有償運送を使われるか説明を求める。 

 

【事業者】 家事援助、地域ふれあい促進事業を行っている。家事援助サービスは介護
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保険外で当方ができる範囲で行っており、地域ふれあい促進事業に関して

は市から委託されているサロンの経営、介護予防事業で認知症カフェを行

っている。家事援助サービスの中で、通院が必要なときや認知症カフェで

は車があれば参加できるという人もいるため、今後は総合事業としてデイ

サービス等を新規事業として検討している。これらを福祉有償によってつ

なげたいと考えている。 

 

【真鍋会長】委員に質問を求める。 

 

【日吉委員】車両が３台とも持ち込みとなっているが一度事業所に来てから、運行管理

者が体調等の確認の点呼を行ってから運送を行うということでよろしいか。 

 

【事業者】 はい。今後需要が多くなるのであれば、福祉有償運送用の車両確保を検討

する。 

 

【日吉委員】原則として対面で運転者に点呼を行い、アルコールチェックや体調の確認

を行うこととなっているためご注意いただきたい。 

旅客について、この方々は公共交通などを使っての移動が困難な方でよい

か。 

 

【事業者】 そうである。運行前の確認については、十分に注意したいと思う。 

 

【真鍋会長】他の委員に質問を求める。 

 

【青木委員】運行管理の責任者が運転手をされているが、管理者は運転手の健康状態の

チェックなどを行う役割があるため、運転業務をメインにするのではなく

基本的な業務に務めていただきたい。また福祉有償運送では義務化されて

いないが、タクシー・バス等のプロドライバーは７５歳以上の方について

は高齢者向けの運転適性診断を年一回受けるという義務がある。旅客を目

的地まで運ぶという行為自体は同じであるため、運転手の健康状態のチェ

ックや運行管理の徹底に努めていただきたい。 

社会的に高齢運転者の事故の増加が大きな問題になっている。旅客運送に

携わる際には、点呼等には特に気をつけていただきたい。 

 

【事業者】 了承。 

 

【真鍋会長】他の委員に質問を求める。 

        

【吉田委員】コミュニティカフェとはどういった事業か。 

 

【事業所】 みんなが集まれる居場所という意味合いでカフェという名前となっている。

サロンも同様である。 

 

【真鍋会長】他の委員に質問を求める。 
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【委員一同】なし。 

 

【真鍋会長】自動車保険について、福祉有償運送での運行中にも保障されるか、保険会

社に今一度ご確認をいただきたい。 

 

【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】埼玉県の福祉有償運送のホームページ上には、運送に当たって記録すべき

書類と様式の一式が記載されているので、運送に当たってはそちらの記録

を間違いなくつけていただくようお願いしたい。また、車の外に表示する

ものや運転者が身に着ける表示等もしっかり行っていただくようお願いし

たい。 

 

 

～事業者（特定非営利活動法人ささえあいの会みさとクローバー）退室～ 

 

 

 

【真鍋会長】「一般社団法人 Next Innovation」に入室を求める。 

 

～事業者（一般社団法人 Next Innovation）入室～ 

 

      担当市の越谷市に説明を求める。 

 

【小松原委員】福祉有償運送に関する登録申請の概要に基づき説明。 

 

【真鍋会長】「Next Innovation」はどういった場面で福祉有償運送の活用を検討して

いるか、説明を求める。 

 

【事業者】 越谷、松伏、草加エリアに利用者を施設から自宅に送るサービスを検討し

ているため、その手段として行いたいと考えている。 

 

【真鍋会長】運転手に就任予定の河野様は福祉有償運送を行うための証明書が不足して

いるが、今後福祉有償運送の講習を受ける予定があるか。 

 

【事業者】 平成２５年６月３０日に修了証を取得したが、現在修了証を紛失している

ため再発行の依頼を行った。その当時の代表理事が退任されておりデータ

が残っていないとの回答を受けた。もし再発行が不可となれば、再度講習

の受講を検討する。 

 

【日吉委員】旅客の範囲について、協議資料８３ページの[旅客の名簿]の[運送を必要と
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する理由]内の【[ニ]その他】とはどういった方々か。 

 

【事業者】 知的障害が主である。 

 

【真鍋会長】一般的な公共交通等で移動するのが困難な方々ということでよろしいか。 

 

【事業者】 はい。 

 

【真鍋会長】他の委員に質問を求める。 

 

【青木委員】平成３０年１１月設立の団体だがどういった事業を行っているか。 

 

【事業者】 別法人で障がい者向け訪問サービスの居宅介護事業を行っている。 

そこでサポートできない部分をカバーすべく福祉有償運送を利用できる新

たな非営利法人を立ち上げた。介護タクシーという形のタクシー業態では

なく、将来的には生活サポートを一緒に行うために生活サポートの事業所

の申請予定である。 

生活サポートの枠組みの中で身体的な支援やほかの支援と組み合わせて送

迎を行うのが目的である。 

 

【青木委員】運送の区域について、会員の名簿上に草加市在住の方が記載されていない

が草加市も区域とするのはどういった理由か。 

 

【事業所】 草加市にある別法人の越谷市在住の会員２名が草加市での就労を考えてお

り、そこまでの送迎、そこから自宅までの送迎が必要であるため、草加市

を運送の区域に含めた。 

 

【真鍋委員】運送の区域は片足主義に基づいており、越谷市から市外にでる場合や市外

から越谷市に戻るという場合には草加市を区域とする必要がない。 

 

【事業所】 会員が草加市へ引っ越しする予定があるため区域とした。 

 

【青木委員】運送の対価について、生活サポートを導入した場合は生活サポートの運賃

体系に変更する手続きを取る必要があるが、現段階ではまだ生活サポート

の事業所指定は受けていないということでよろしいか。 

 

【事業所】 はい。 

 

【青木委員】時間制で初乗り１０分まで１００円、加算以後５分あたり１００円で間違

いないか。 

 

【事業所】 はい。 
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【青木委員】協議資料９４ページの[運送の対価]に誤りがある。表中、１時間１，１０

０円までは正しいが、２時間２，２００円、３時間３，３００円ではなく、

２時間２，３００円、３時間３，５００円である。お客様に請求する運送

の対価に誤りが生じるため改めるべきである。 

 

【事業所】 誤りであるため修正する。 

 

【真鍋会長】[運送の区域]については、草加市へ引っ越し予定の方がいらっしゃるため

区域に含めるということでよろしいか。 

 

【委員一同】了承。 

 

【真鍋会長】ご指摘があった[運送の対価]については、利用者の方に明確に伝える必要

があるため、間違いなく伝えるようにしていただきたい。 

 

【真鍋会長】他の委員に質問を求める。 

 

【日吉委員】協議資料８３ページの[旅客の名簿]について、１、２の方の住所が伏せら

れているが、同一の住所であれば二人同時に運送することについて考えて

いるか。 

 

【事業所】 二台での運送を検討している。 

 

【日吉委員】一台に二人乗せる場合は複数乗車となるため、その対価の設定も必要とな

るが、複数乗車は行わないということでよろしいか。 

 

【事業所】はい。 

 

【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】修了証明書がない方について、本申請までに間に合わない場合はその対象

者は申請時には除いていただき、運送の対価の表示誤りについては該当箇

所を訂正して提出いただくようお願いしたい。 

事務局及び会長で確認後、協議が整ったとしてよろしいか。 

 

【委員】了承。 

 

【真鍋会長】埼玉県の福祉有償運送のホームページにて手引きがダウンロードできるた
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め、運行に際して必要な車内車外表示および運行に関する記録等の様式が

用意してあるため、そちらを順守していただき事業を進めていくよう、お

願いしたい。 

 

～事業者（一般社団法人 Next Innovation）退室～ 

 

 

 

【真鍋会長】「特定非営利活動法人たすけあい・よしかわ」に入室を求める。 

 

～事業者（特定非営利活動法人たすけあい・よしかわ）入室～ 

 

      担当市の吉川市に説明を求める。 

 

【鈴木委員】福祉有償運送に関する登録申請の概要に基づき説明。 

 

【真鍋会長】「たすけあい・よしかわ」はどういった事業を行っており、福祉有償運送

をどのようにご活用するのか、説明を求める。 

 

【事業者】 吉川市内の方を対象に訪問での生活支援サービスを行っている。主にご家

庭に伺い掃除などの家事援助サービス、病院通院の支援を行っている。 

 

【真鍋会長】運送の対価について、待機料金を３０分につき３００円として申請されて

いるが、待機料金とはどういった場面で生じるものと想定されているか。 

 

【事業者】 病院や薬局へ送迎後、利用者から待機を依頼されるような場面を想定して

いる。 

 

【真鍋会長】病院では一度送迎を終えた後、改めて迎えにいくような場面も想定される

が、こういう場面では待機とどう切り分けを行うか。 

 

【事業所】 利用者のご判断で待機か改めて送迎するかを対応させていただく予定であ

る。 

 

【真鍋会長】待機と再送迎の切り分けについては利用者にわかりやすくご提示するよう

お願いする。 

 

自動車の保有について、車両の数は１０台と申請されているが、５台以上

の場合は運行管理責任者について資格要件が必要となる。運行管理責任者

に就任予定の伊藤様は資格を有しているか。 

 

【事業者】平成３１年１月初めに吉川警察署に安全運転管理者に関する届出書を提出し

ているが、現時点で証明書は手元に届いていない。 
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【真鍋会長】証明書が届き次第、ご提出願いたい。 

 

【真鍋会長】他の委員に質問を求める。 

 

【日吉委員】自動車の保有について、車両がすべて持ち込み車両であるが、一度事務所

へ来た後に運転管理責任者の点呼を受け、利用者のご自宅へ向かうという

ことで間違いないか。 

 

【事業所】 はい。 

 

【真鍋会長】他の委員に質問を求める。 

 

【青木委員】運転者の中で、ご年齢が７５歳以上の方がいるが、運転に問題はないか。 

 

【事業所】 本人の申し出によれば問題がないとのことなので、運転者として務めてい

ただく予定である。 

 

【青木委員】埼葛南地区以外の他地区の協議会では安全運行の観点で厳しくチェックし

ている地区があり、高齢者については年齢によって、できるだけ運転の自

粛をしてほしいと指示をしている地区もある。バスやタクシー、トラック

等のプロドライバーの方は６５歳を超えたら高齢者向けの運転適性の診断

を受けないといけないルールがあり、７５歳以上になると毎年受講が義務

付けられている。福祉有償運送に関しては、自家用車による運送のためそ

こまでの義務付けはないが、旅客を目的地へ運ぶというのはバス・タクシ

ーと同じであるため、協議会にて安全性が担保されているかを確認する。

そこで、本人の申し出のみで運転を任せるのは団体としての管理が十分と

は言い難い。近年、高齢者の交通事故が社会的に問題になっており警察で

も高齢者の運転免許証の自主返納を積極的に推奨している。こういった状

況を踏まえ、安全のための措置を考えるべきである。本人への確認や日常

の点呼のみならず、一定の年齢になった方には適性診断の受講促進や運転

の補助に回っていただくといったルールを設けた方が望ましい。新たに福

祉有償運送行為を行う団体であるため、安全運行に努めていただきたい。 

 

【事業所】 了承。 

 

【真鍋会長】運行前の安全確認については、よく確認していただきたい。またご高齢の

方の運転については団体で再度ご検討いただきたい。 

 

【真鍋会長】他の委員に質問を求める。 

 

【日吉委員】旅客の名簿と運送の区域について、協議資料１７５ページの旅客の名簿を

見ると皆、吉川市に住所があるが、他に運送区域として設定されている越

谷市、三郷市、松伏町では今後、旅客が発生する予定があるか。 
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【事業所】 現在タクシーを利用中の方で他市の病院へ行かれる方がいたため、その地

域を運送の区域として含んだ。 

 

【真鍋会長】他市での発着が予定されておらず、発着が吉川市のみであれば運送の区域

は吉川市に絞っての提出がふさわしい。 

 

【事業所】 了承した。 

 

【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】未提出の運行管理責任者の要件を証する書類は手元に届き次第、ご提出し

ていた 

だき、事務局および私で確認する。また、運送の区域を吉川市のみと修正 

しご提出願いたい。 

以上の内容の確認を終えたら協議が整ったとしてもよろしいか。 

 

【委員一同】了承。 

 

【真鍋会長】埼玉県の福祉有償運送のホームページにて手引きがダウンロードできる。

運行に際して必要な車内車外表示および運行に関する記録等の様式が用意

されているためそちらを順守していただき事業を進めていくよう、お願い

する。 

  

～事業者（特定非営利活動法人たすけあい・よしかわ）退室～ 

 

 

 

（2）更新登録申請について（１団体） 

 

【真鍋会長】「特定非営利活動法人どんぐりの木」に入室を求める。 

 

～事業者（特定非営利活動法人どんぐりの木）入室～ 

 

      担当市の越谷市に説明を求める。 

 

【小松原委員】福祉有償運送に関する登録申請の概要に基づき説明。 

 

【真鍋会長】「どんぐりの木」は、上半期の実績報告では利用会員４名となっているが

軽微な変更の際に会員が１５名と３倍近く増えている。そういった点を含

め最近の活動および福祉有償運送の利用についてどういった状況か、説明

を求める。 
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【事業者】 どんぐりの木は児童発達支援、放課後等デイサービスを主体とする事業で

あり、生活サポートはそれらの１割程の活動である。越谷市から障がい児

のみでなく障がい者も対象としてほしい旨の依頼を受け生活サポートを始

めた。会員の主は知的障がい者である。一般交通機関の利用が困難な方の

支援をさせていただいている。 

 

【真鍋会長】今回の更新申請では大きな変更はいただいてはいないが、これまでどおり

ということでよろしいか。 

 

【事業者】 はい。 

 

【青木委員】資料２の５９ページの[乗務記録]について、開始が「１４：００」、終了が

「１７：００」となっている。もし、「１６：５６終了」だった場合は時間

を「１７：００」と丸めずに「１６：５６」と表記するのが適当であるが、

記録されている時間は丸めた数字表記となっていないか。 

 

【事業所】 おっしゃるとおり。生活サポートの支給時間は１時間単位であり、その範

囲内として同様の表記を行ったが、今後は実際の時間の詳細な表記を徹底

する。 

 

【真鍋会長】他の委員に質問を求める。 

 

【青木委員】更新ということで、前回から３年経過しているが、事故および苦情はあっ

たか。 

 

【事業所】 一件もない。 

 

【青木委員】[運送の対価]について、生活サポート利用者のみ対象として１時間あたり

９５０円、生活サポートの金額に加え１０ｋｍまで２５０円ということで

間違いないか。 

 

【事業所】 間違いない。 

 

【青木委員】事務局への提案となるが、[登録団体利用料金一覧]への記載を統一した方

がよいと存じる。どんぐりの木は[距離制]と表記があるが、そもそもどん

ぐりの木は生活サポート事業であるため距離制ではない。２２番の「助け

合い村」の記載のように、【[時間制]・[運送の対価]一時間あたり９５０円】

とし、[その他の対価] に【１０ｋｍあたり２５０円】と記載した方がよろ

しいのではないか。 

 

【真鍋会長】生活サポートの金額を書かずに運送の対価について純粋に距離制でとり、 

生活サポートの９５０円もいただいている。事務局で整理している表につ

いては、時間制ではなく距離制でまとめ、それとは別に生活サポートは１

時間あたり９５０円と書いた方がよい。 
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福祉有償運送はあくまで距離制でとっているということで間違いないか。 

 

【事業所】 はい。 

 

【真鍋会長】一覧表については事務局側の問題だが、申請書については生活サポート利

用者のみ対象と書いてあり、そこに生活サポート１時間当たり９５０円と

併せて記入していただいてよろしいか。 

 

【事業所】 了承。 

 

【真鍋会長】事務局側の運送の対価一覧については協議になるが、[距離制]と記載して

いただく。生活サポートでの対価は福祉有償運送の様式の「その他の対価」

には当たらないため、[備考欄]に生活サポートとして１時間あたり９５０

円と記入していただくのでよろしいか。 

 

【青木委員】基本的に運送の対価の申請の際に生活サポートの額が記載されていないの

が問題である。生活サポート分の額９５０円を別途取っているという表記

がない。他の団体はこの一覧の中に１時間当たり９５０円と書いてあるが、

当団体にはそれがない。運送の対価の申請書には生活サポート提供と書い

てあるだけではわかりづらい。 

       

どういう対価で行っているかわからないため、運送の対価の一覧表をホー

ムページ上で公開できないかという声が他の協議会で挙がっている。この

一覧表は本来わかりやすいものであるが、今回の場合は一般の方が見たと

きに、「どんぐりの木」が９５０円取っているという情報が、他の団体のよ

うに出ていないため、わかりづらい。よって表記を統一した方がよい。 

 

【真鍋会長】あくまで福祉有償運送は距離制であるため、追記するのがふさわしい。 

      事務局である三郷市には一覧表について、「生活サポート利用者のみ対象」、

の表記のみではなく、生活サポート事業では１時間９５０円かかる旨を表

記していただきたい。 

 

【事業所】 了承。 

 

【真鍋会長】他の委員に質問を求める。 

 

【日吉委員】「どんぐりの木」の登録有効期限は３１年の７月９日と更新期限までにまだ

期間がある。二か月前から県へ本申請ができるが、その際には保険証、車

検証その他の添付書類の有効期限が有効なものを提出していただくようお

願いしたい。 

 

履歴事項全部証明書について、本申請の際は３か月以内に発行されたもの

の原本の提出を求めているため、そちらも留意していただきたい。 
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【事業所】 了承した。 

 

【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】運送の対価についての書き方について、「生活サポート９５０円」と表示し

ていただくようお願いしたい。 

これに関連して、提示している料金一覧表は用意されているか。 

 

【事業所】 利用開始の段階でお渡ししている。 

 

【真鍋会長】他に質問がないようであれば、こちらで修正事項を確認したうえで協議が

整ったとしてもよろしいか。 

 

【委員一同】了承。 

 

～事業者（特定非営利活動法人どんぐりの木）退室～ 

 

 

（３）軽微な変更報告 

 

  ・質疑等(要旨) 

 

【真鍋会長】 事務局に対し議題（３）変更報告について説明を要求。 

 

【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】今回は該当がないが、車両台数が増えた際に運行管理責任者の必要人数が

増えることがあるため、担当市は注意していただきたい。 

旅客の変更について、増えた場合には対象者が一般公共交通の利用が難し

いか口頭で構わないのでご確認いただきたい。 

 

 

（４）上半期実績報告 

 

【事務局】 資料４に基づき説明。 

 

【真鍋会長】実績が 0の団体について、まずは「特定非営利活動法人 みのり」について

蓮田市へ説明を求める。 
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【橋本委員】実際に利用者がいなかったため、実績が 0となっている。 

 

【真鍋会長】廃止申請というのはないが、状況は引き続き確認いただきたい。 

 

【真鍋会長】「特定非営利活動法人 たらちね」について、八潮市へ説明を求める。 

 

【萩野委員】施設への通所のために福祉有償運送に登録したが、送迎サービスを始めた

ため、実績が 0となっている 

 

【真鍋会長】「社会福祉法人 みぬま福祉会」について、蓮田市へ説明を求める。 

 

【橋本委員】現段階では利用なし。今後、利用の予定が有り得るため登録している。 

 

【真鍋会長】他の委員に質問を求める。 

 

【日吉委員】協議会には上半期・下半期それぞれ実績報告を提出するが、埼玉県には年

に１回前年度分を 5/31までに提出いただくこととなっている。 

「NPO法人 生活サポートほほえみ」、「特定非営利活動法人 クローバー」、

「特定非営利活動法人 愛生」が未提出である。県から催促の連絡を行っ

ているが不通のため、実績報告は県にも提出が必要である旨を各団体へ伝

えていただくようお願いしたい。 

 

【青木委員】県への未提出は法令違反である。電話連絡等試みても連絡がつかないとの

ことで、協議会へは提出しているものの、県へ提出していないというのは

問題であるため、担当市は連絡を取って提出をさせること、また県にも提

出が必要だということをすべての団体へ伝えていただきたい。運送事業者

の場合、未提出なら行政処分の対象となるような行為であるため、注意し

ていただきたい。 

また、本日協議を行った「どんぐりの木」についても県への申請までに期

間が空いてしまうため、後日、新たな登録証が発行されているかを確認し

ていただきたい。 

 

【真鍋会長】事業所による上半期・下半期の実績報告の提出の際、各市町の窓口では対

面で団体からもらっているか。越谷市はいかがか。 

 

【小松原委員】すべて対面でいただいている。 

 

【真鍋会長】各団体が県に本申請を提出したかどうかは各市町へ連絡はされないか。 

 

【日吉委員】今のところは行っていないが、要望があれば登録証を PDF化したものを事

務局へメールで送信することができる。市へ送信となると担当者ごとにメ

ールアドレスが分かれていることで煩雑となってしまうため、埼葛南地区

の担当事務局へ送信することは可能である。 
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【真鍋会長】事務局担当の引継ぎ後、確認をしていただきたい。 

 

【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】すべての次第は終えたが、二点ほど議案を上げたい。 

先程、青木委員から協議の際にあった高齢者の運転について、他の協議会

でどういった運用をされているのか、事例を挙げていただきたい。 

 

【青木委員】埼玉県北部の地区では、安全運行に比重を置いている。例えば各登録団体

に月 1回の運転者講習を義務付けており、半年ごとの定期報告の際にきち

んと講習を行ったか、また、参加した運転者の人数等を実績報告と併せて

報告させている。高齢の運転者については、70歳以上になったら運転者と

しての登録は差し控えてもらい、運転者のサポートとして乗車するといっ

た、団体としてのルールづくりをしてほしい旨を協議会で説明している。 

タクシー業界等のプロドライバーは、適性診断を受けさせた上で診断結果

に基づいた指導を行わなければならない法令上の義務がある。また、健康

診断も年一回行わないといけない。アルコールチェックも乗務前と乗務後

に行わないといけない。 

福祉有償運送ではそこまでの義務付けがされていないので、団体として、

安全な運転を確保するために法令で義務付けされていなくてもなるべく行

った方が良い。 

 

【真鍋会長】埼葛南地区協議会でも高齢の方の安全運転についてのルールを作るかどう

かは、今後の課題として取扱いたいと思う。協議会としてのルールの設定

は持越しでもよろしいか。県から協議会に要望をいただければ行いやすい

ため、県の方でも状況を把握していただければと存じる。 

 

【日吉委員】はい。 

 

【真鍋会長】運送の対価の一覧表について、こちらをホームページで公開するというの

は差し支えないと存じる。毎年事務局が変わるため、参照するのが難しく

なるが、その年の事務局がホームページで公開をするという形でよろしい

か。 

 

【曽我委員】県の方のホームページで公開するのはいかがか。 

 

【日吉委員】対価の情報は登録申請の際には上がってこないため、埼玉県では対価は把

握していない。参考につけていただくことはあるが、申請書類には対価の

書類を求めていないため、実際には難しい。 
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【真鍋会長】協議会から県に対し、協議会で作成した対価の一覧表の掲載を依頼する形

でも難しいか。 

 

【日吉委員】責任が取れない。対価の変更につき更新しないといけないが、提出を求め

ていないため、提出されなくても問題がないため強く要望ができない。あ

くまで参考につけてもらっている状況のため難しい。 

 

【真鍋会長】掲載するのであれば、事務局となっている市町で協議会議事録と一緒に掲

載するのが考えられるが、いかがか。 

 

【鈴木委員】事務局が掲載すると、掲載しているページにたどり着くのが難しいと考え

られるため、各市町のホームページに掲載するのがよいのではないか。 

 

【清水委員】鈴木委員に賛成である。協議会から各団体へ、各市町で運送の対価を掲載

するといった旨を文書で通達していただけると手続きとしては円滑になる

と存じる。 

 

【青木委員】賛成である。団体によっては、対価の変更を市町に報告していない場合も

有り得るため、運送の対価に間違いないか確認を行った上で各市のホーム

ページ上で掲載予定である旨を伝えた方がよい。公開されている対価が最

新の情報でないといったことを防ぐため、各市で確認を行った上で掲載し

た方がよい。 

 

【真鍋会長】事務局担当市が差支えなければ、そのように対応していただきたい。 

対価の一覧表は協議会によって作られているもので間違いないか。 

 

【事 務 局】事務局である三郷市で管理を行い作成している。 

 

【真鍋会長】協議会開催後に各市から事業所へ公開の可否を確認していただき、取りま

とめた上で公開をしていただきたい。 

 

協議会後に各市町の福祉有償運送のホームページ上で、資料として掲載し

ていただければ、事業所や利用者には便利になるかと存じる。  

足並みを揃えるのが難しいということであればご相談いただき、できる範

囲で行う形が望ましい。 

 

【清水委員】事務局が作成した対価の一覧表を各市町で共有させていただき、この様式

をベースにして掲載すれば足並みも揃うかと存じる。 

 

【真鍋会長】この様式は事務局で作成しているものであるため、この様式を基に公開す

ることがよいと存じる。以上。 

 

【司会】  ４．その他 について事務局に説明を求める。 
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【事務局】 来年度第１回協議会は、6月～7月に開催予定。 

日程・開催場所については来年度の事務局である蓮田市から案内予定。 

越谷市「ＮＰＯ生活サポートほほえみ」が更新登録協議の対象となってい

る。 

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４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（１１：２０） 


