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発言者

(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27年度第2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。

委員の皆様には、大変お忙しい中、また、朝早い時間にもか

かわらず、ご出席をいただきましてありがとうございます。

本日の会議に入る前に、 5号委員の埼玉県タクシー運転手労

働組合等の代表者として委員でありました、朝日自動車労働組

合執行委員長の橘井様が退任されました。.そのため、後任とし

て朝日自動車労働組合執行委員長の中村様が前任者の残任期間

を担うこととなりました。

そこで、本日から平成28年3月31日まで委嘱状を交付す

るにあたり、大変恐縮ではございますが、委嘱状を机上に交付

させていただきました。

短い期間ではございますがよろしくお順いいたします。

新たに委員となられた中村様から自己紹介をお願いいしたい

と存じます。

内容

ありがとうございました。

次に、真鍋会長よりご挨拶をお願いします。

《自己紹介仲村様》

ありがとうございました。

つづきまして、資料の確認をさせていただきます。

本日の資料は、①次第、②委員名簿、そして③資料1 「福祉

有償運送に関する登録申請の概要」と『一般社団法人あかり』

から提出された更新登録申請関係資料。

《あいさつ真鍋会長》
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つづいて、④資料2 「福祉有償運送に関する登録申請の概要」

と『特定非営利活動法人白岡町地域支援いちょうの木』から'提

出された更新登録申請関係資料。

⑤資料3 「軽微な事項の変更届申請状況一覧」

⑥資料4 「平成27年度上半期実績報告」

⑦埼葛北地区運営協議会設置要綱

⑧最後に、一般社団法人あかりの更新登録申請に係る追加資

料として、蓮田市、伊奈町、加須市、春日部市の旅客の名簿。

本来でしたら、事前に配布しなければならない資料でしたが、

27日の水曜日に埼葛北地区の発着となるのか久喜市へ確認し

たところ、この区域に発着があるという確認がとれましたので、

本日更新登録申請に係る追加資料として配布いたしました。

なお、一般社団法人あかりは、平成26年4月1日より新規

登録され、平成26年度上半期及び下半期に係る実績報告と平

成27年度上半期の実績報告を確認したところ、旅客の名簿変

更ありませんでした。また、平成26年1月20日に開催され

た新規登録申請の協議に係る議事録を確認したところ、真鍋会

長及び六所委員から発着について質問があり、この区域に発着

がある回答を行っていることを確認いたしました。

以上8種類の資料のうち、協議事項であります、資料1及び

資料2 につきましては、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、もしお手元に資料がない

方がいらっしゃいましたら、予備がございますので、恐れ入り

ますが挙手をお願いいたします。

それでは、ここで、事務局からのご報告と、皆様にご了解を

いただきたい事項がございます。

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、齋藤委員及び千把委員のおふたりの方におかれましては、

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項に規定する委員の過半数が出席しているため、本会議は成

立しておりますことをご報告いたします。
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なお、木部委員は欠席のため、オブザーバーとして柳瀬さま

にご出席いただいております。また、来年度の事務局が久喜市

となることから、白石さまもご出席いただいておりますのでご

了承ください。

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ぉ願いい

たします。

(真鍋会長)

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。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。

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、本日御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。

《諸報告後》

それでは、番号順で大橋委員と若林委員に署名委員をお願い

したいと思いますが、よろしいでしょうか。

《異議なしの声あり》

よろしくぉ願いします。本日の議事録ができましたら、事務

局からお二人に署名をお願いすることとなりますので、よろし

くぉ願いいたします。

《承諾の意思表示あり》
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(事務局)

それでは、議事に入ります。

議題住)協議事項として、「更新登録申請」につきまして、

事務局から説明をお願いします。

はい。今回は、 2団体から更新登録申請が提出されておりま

す。

それでは、申請団体の方をお呼びしますので、少々お待ちく

ださい。
气

(久喜市)

申請団体は、資料1のとおり『一般社団法人あかり』です。

担当窓口は久喜市でございますので、更新登録申請の概要に

ついて説明をお願いします。

(真鍋会長)

《関係者入室》

ありがとうございました。

団体さんの方に、私からいくつかお伺いしたいことがあるん

ですけれども、まず、申請の区域なんですが、追加の資料で蓮

田市以下、伊奈町などの資'料をいただいてぃるのですが、あか

りさんが福祉有償を申請しているのは、北足立ということでよ

ろしいですか。

(あかり)

《久喜市より概要の説明》

(真鍋会長)

(あかり)

北足立と北埼玉の協議・会で諸っていいただいております。

(真鍋会長)

今日、追加で出していただいた名簿の方々の発着地は。

埼葛北のエリアの事業所から発着となります。久喜の事業所

からの発着がある利用者さんです。

そうしますと、

性もございます。

この協議会以外の所には申請はいらない可能

発着はすべて協議会ですので、今回、この名
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(あかり)

(真鍋会長)

簿以外の方もいらっしゃるということですね。

(あ力W刀

はい。

わかりました。今回の名簿の方は、

いうことで。

(真鍋会長)

はい。

更新の際にいくつか聞いているんですけれども。まず、福祉

有償運送の実施の状況なんですが、対価の所を見ますと生活サ

ポート事業とそれ以外とな0ていますけれども、実際に生活サ

ポート事業以外の方の利用は、これまで2年間でございました

か。

(あかり)

(真鍋会長)

(あかり)

この協議会の区域の方と

ございませんでした。

どういった所からどういった所に何キロ位。

時間でやらせていただいているんですけれども、久喜市の事

業所から杉戸のお住まいですと30分近くはかかるんですけれ

ども、 30分強の方は加須市や北川辺の方ですとかは45分を

どうしても越えてしまうので、 30分単位の時間ということで、

やっていただいております。

(真鍋会長)

(あ力W刀

わかりました。

乗務記録をとらないといけないんですけれども、

やり方ですか。

乗務記録は、データーで管理しておりまして、車ごとに、

ごとに様式に添って管理させていただいております。
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(真鍋会長)

(あかり)

(真鍋会長)

車に記録簿がのっている形ですか。

(あかり)

車に記録簿はのってないです。

そうすると、運転手さんが事業所に戻ってきたらそこに記録

する。

(真鍋会長)

(あかり)

そのような形です。

運行管理の方法なんですけれども、車が出ていく前の確認な

どはどういった。

(真鍋会長)

必ず事務所の方に来ていただいて確認させていただいており

ます。

(あかり)

(真鍋会長)

その際、健康状態なども。

はい。

(あかり)

今、車両が 19 台ということなんですが、 1台増えて 2 0 台

になりますと運行管理責任者をもう1名おかないといけないと

いうことになりますので、その点。

(真鍋会長)

増車する方向で進めさせていただいております。

(あかり)

わかりました。手厶からは以上です。

その他、あかりさんの方から何かここで伝えておきたいとい

うことはございますか。

(真鍋会長)

大丈夫でございます。

はい。協議に入りたいと思います。皆様からご質問などござ
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(明野委員)

いますでしょうか。

今回の申請は、最初のぺージになるんですけれども、生活サ

ポート事業みなみとあかりの杜と書いてあるのですが、両方の

申請ということでよろしいのでしょうか。片方は加須なので、

もし加須の方でしたら、これはいらないような気がするんです

が、どちらの申請でしょうか。

(あかり)

(明野委員)

今回、この書類を揃えさせていただいたのは、こちらの方の

申請用にあかりすべての内容を記載させていただいたんですけ

れども。

(あかり)

加須からもこちらの方に来てやるという形、

るという形での申請でよろしいですか。

(明野委員)

加須の生活サポート事業所あかりの杜は、加須の方の北埼玉

で協議に諮っていただいております。

こちらの地域にはこない。いらないのかなと思うのがーつと

もうーつは、運行の体制を記録した書類というのが、みなみさ

んだけ出てて、最後から5ページ目、みなみさんからしか出て

ないので、あかりの杜を申請するならばこの運行の体制を記、

した書類が必要なのかなと思ったのとあかりの杜さんの方の運

行体制、例えば人員というのは簡単にどうなっているのか教え

ていただいてよろ、しいでしょうか。運行管理者の方とか。

(あかり)

(明野委員)

(あかり)

こちらに来てや

あかりの杜の方は、別の方がやっております。

別の方がやうているということでよろしですか。

はい。
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(明野委員) そうすると、申請は、今回あかりの杜さんはないような

個人的には気がします。あともうーつ写真を最後付けてい

ただいているんで、あかりさんの方のお車だと思うんです

が、運転手の表示というのは普段どこにしてありますか。

(あかり)

(明野委員)

白黒で載っているかと思うのですが、サンバイザーとこ

ろです。

(あかり)

(明野委員)

サンバイザーの内側ですか。

内側です。 A 6 サイズのラミネートしたものを用意して

まして、常に運転者が持ってて掲示してます。

分かりました。あかりの杜の事業所の方はどういう風な

形にするにするのかだけ確認して、申請を一緒にするのな

らぱするですし、しないのならば、するのならばおそらく

書類が足りない気がしますし、そこを確認していただけれ

ばよろしいかなと思いました。以上です。

(真鍋会長)

(あかり)

あかりの杜につきましては、発地発着についてこちらの

埼葛北の範囲ではないというととですね。

事業所は、北埼玉地区にございますので、私が出した書

類が必要以上のものを出してしまったので、あかりは北埼

葛地区、みなみは埼葛北地区でやらせていただいて、ちょ

つと情報が多すぎたかと思います。

(真鍋会長) 様式第2号に関しては、埼葛北に出す書類に関しては、

あかりの杜の分は削除していただければよろしいかと,思い

ます。運輸支局に出す場合は、これで出しているというこ

とですね。こちらの協議会では、事業所みなみの方だけを

対象にするということで。
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(あかり)

(真鍋会長)

(柳瀬委員)

はい。

その他質問などございますでしょうか。

埼玉支局の柳瀬です。今回、市町村さんの方にお伺いし

たいのですが、対象となる旅客の方なんですが、その他の

方がいらっしゃると思うんですが、1人で公共交通が利用で

きないというような判断というのは、何かされております

でしょうか。

(山崎委員) 旅客の範囲で、その他に今回すべてが該当しているわけ

なんですけれども、あかりさんは児童を対象とした事業所

になりますので、その中でも、知的、発達障害、自閉症の

お子さんが通っていらっしゃる事業所になりますので、そ

のお子さんを福祉有償運送ということで、生活サポート事

業を行っていることになります。そとは確認できているか

と思います。

(柳瀬委員) ありがとうございます。

それともう一件、今回、対価の話なんですが、先ほど議

長の方からも確認していただいたんですが、時間制と距離

制の設定をされていると思うんですが、生活サポートの方

がほとんどですべて時間制を適用するということで、仮に

距離制を設定しているんですが距雛制を設定している場合

は、単純に生活サポートを適用できない方の場合に距離制

を使われるということでよろしいですか。

(あかり)

(柳瀬委員)

そうです。そのようにさせていただいているんですが、

実情は、ほとんどご利用はない。

利用者の方に分かりやすくしなければいけないというこ

とがありますので、両方設定するのは全然かまわないので
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すが、利用者の方に分かりやすくぉ伝えしなけれぱいけな

いということが記載されておりますので、その辺は注意し

ていただければなと思っております。

それと、これは書類を審査する側の確認なんですが、免

許証とかが切れてたり車検が切れてたりするのがあるの

で、申請の段階ではディバイスしたものを提出していただ

ければと思います。

それと、保険関係なんですが、保険の用途の所にレジャ

ーとか日常とか書いてあると思うのですが、さらに注意し

ていただきたいのが、通勤・通学と書いてあったので、そ

の保険は今回の運送に対しての保証がされるかどうかとい

うのは、保険会社さんの方に確認はされてますでしょうか。

それは確認をして大丈夫です。(あかり)

(柳瀬委員)

(真鍋会長)

以上です。

ありがとうございます。対価の所に関しましては、今回、

久喜市さんが作っていただいた生活サポート事業の場合、

そうでない場合と書いているんですが、申請書類の方の距

離制、時間制の所にどういった場合にどちらを適用するか

書かれてないかと思います。私が見た限り、申請書の方に、

も生活サポート事業を使う場合には時間制、その他の場合

には距雛制というふうに申請書にも書いていただければと

思います。

それとは別に利用者の方に分かりやすいような料金体系

を提示はするように努めてください。

(若林委員)
私の認識不足だったら申し訳ないんですけれども、安全

運転管理者とか整備管理責任者というのは、運転者登録と

いうのはできるんでしょうか。
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(真鍋会長)

(柳瀬委員)

それは兼ねるととはできます。大丈夫ですね。

運転者の資格とかその辺の確認をしていただいて、ただ、

代理者,とかも設置できることとなっているんで、管理者の

方が運転する時には、別な方がその方を管理するというよ

うな形になると思うので、今回大丈夫でよろしいですか。

(真鍋会長) 他にご質問などビざいますでしょうか。

私の方から聞き忘れたのでが、今回、更新ということな

んですが、前回の申請と大きく変わった点などは特にござ

いますでしょうか。

(あかり)

(真鍋会長)

ございません。

委員の皆様ビざいますでしょうか。

では、特にご質問ご意見ないようですから今確認しまし

たあかりの杜の部分は削除していただくのと私からお願い

しました対価の申請書の所にどういった場合に時聞制、ど

(各委員)

ういった場合に距離制の記載を追加で書いていただければ

と思います。そういったことを後は事務局と私の方で確認

して協議を整えるというととでよろしいですか。

(真鍋会長)

異議なし。

はい。では、そのようにしたいと思います。一般社団法

人あかりさん協議を終わりたいと思います。

それでは、次に進みたいと思、います。事務局から説明をお願

いします。

(事務局)
はい。今回は、もう1団体から更新登録申請が提出されてお

ります。

それでは、申請団体の方をお呼びしますので、少々お待ちく
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(みのり)

(事務局)

ださい。

《関係者入室》

申請団体は、資料2のとおり『特定非営利活動法人白岡町

地域支援いちょうの木』です。

担当窓口は白岡市でございますので、更新登録申請の概要に

ついて説明をお願いします。

(白岡市)

(真鍋会長) ありがとうございました。

いちょうの木さんに簡単に質問したいんですけれども、

今回更新登録ということなんですけれども、大きな変更点

などはございますでしょうか。

(いちょう)

(真鍋会長)

《白岡市より概要の説明》

(いちょう)

変更点ですか。何もないです。

これまでと同じということですね。

1つ。直接は関係ないんですけれども。以前は、さいた

ま市の管轄でも行ったんですが、平成28年4月から地域

密着型という形で利用者さんの人員が 18名以下の事務所

の場合は、業務をやっている管轄、つまり白岡市、うちは

定員が 15名なんです。その場合は、白岡市に在住の利用

者さんしか受け入れることができないんです。つまりさい

たま市からはもう受け入れることができないので、それで

したら、さいたま市に 1年に 1回ぐらいしか自家用有償運

送やってないので、今回は更新せずに白岡市ということに

いたしました。

(真鍋会長)
輸送の実施の状況なんですけれども、どれぐらいの回数

で、距離はどれぐらいやっているのか大体の感じでいいん

ですけれども。
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(し、ちょう)

(真鍋会長)

月間に 2名。年間で 2 4。

でフキロから8 キロですから

(し、ちょう)

自宅から事業ということですか。

利用者さんの自宅から病院。事業所から病院というのは

先ほど佐藤さんも言われたさいたま市在住の利用者さんな

んかも朝からデイサービスまで居られて、そこから病院へ

予約をして、 1名だけなんでほとんど自宅から病院です。

乗務記録を毎回取らないといけないんですけれども、ど

ういった形で記録を。

通常のフォーマットで管理をしています。

車の方に記録を乗せてあって、事業所の方へ置いてあっ

て。

(真鍋会長)

(し、ちょう)

日数にして、大体平均で往復

1 7 0 から 2 0 0 キロ。

(真鍋会長)

(いちょう) 私がすべて管理しております。 2台車を登録してるんで

すけれども、 99%車椅子対応の送迎なんです。車種はト

ヨタのシンエタを使っておりまして。うちの職員が全員私

以外女性なんです。その車を運転できる方がおられないの

で、ほとんど私一人が運送をやっている関係ですから私一

人が100%管理を。

運行管理を毎回しないといけないんですけれども、体調

悪くないですとかお酒を飲んでいないとか、毎回出発前に

確認をしないといけないんですがどういった形で。

(真鍋会長)

(し、ちょう)
私はお酒を飲みません。私、経営者ですからお互いの朝

これから行ってくるね的な感じですか。簡単に言って、顔

色悪ければ大丈夫ですかと言ってくれるんですけれども、

14



(真鍋会長)

そういうことはないです。

(し、ちょう)

整備管理での責任の太田さんがいつも事務所にいらし

て。後ですね、表示の方法は、車の外と内側に表示をしな

いといけないんですけれども。

(真鍋会長)

うちはマグネットなんですけれども、それを許可番号で

これ位の大きさで貼って。

車の中の方は、どんな。

(いちょう)

(真鍋会長)

車の中はですね。クリアーファイルにA 5の用紙で私の

写真を.貼って名前を書いて、クリップどめでやってます。

運転しないときは、自分の机の中にしまってます。

(柳瀬委員)

分かりました。私からの質問は以上です。委員の方から

ご質問などございますでしょうか。

更新申請の際に確認しておいてもらいたいのですが、定

款をつけていただいているかと思うんですが、 15条から

21条にとんでしまってますので、もしかしたら間が抜け

ているのかな。

申し訳ございません。それは私のミスです。(し、ちょう)

(柳瀬委員)

(し、ちょう)

(柳瀬委員)

申請の際は付けていただくように。

はい。

それともう 1 点がですね。運転者名簿のところなんです

が、運転免許の種類ということで、中型種と書いてあるん

ですが、1種2種という表記で構わないので 1種という形で
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(いちょう)

(柳瀬委員)

していただけれぱと思います。

それも訂正させていただきます。

もう1つ。聞き漏らしてしまったかもしれないのですが、

先ほどさいたま市の方は、もう行わないという話をされて

いたかと思うのですが、今回名簿に岩槻区の方がいらっし

やるんですけれども、この方はもう運送は行わない。

(し、ちょう)

(柳瀬委員)

先ほど説明したとおり、一旦施設に来てから白岡市の病

院に行くという形で、住所は岩槻です。

了解いたしました。

(真鍋会長)

(柳瀬委員)

(真鍋会長)

柳瀬さんよろしいでしょうか。

(明野委員)

はい。ありがとうございました。

はい。明野さんお願いします。

(いちょう)

先ほど点呼の話をされていたのですが、点呼の実施者は

丸山さまだと思うのですが、点呼簿等管理等はどのように

なっているのでしょうか。

(明野委員)

(し、ちょう)

点呼簿ですか。

はい。

すみません。点呼簿は、私今まで付けたことないですね。

それは付けないといけないんですか。司、みま,せん。口頭だ

けでやっているだけで、点呼簿は私付けたことがないです

正直言ってないです。
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(真鍋会長)

(L、ちょう)

そこは、ちょっと注意していただかないといけないです。

前回の2、 3年前の更新申請の時にその指摘がなかった

ので。

(明野委員)

(いちょう)

おそらくですね。

きてるはずなので、

いはずなので

(明野委員)

承ました。

点呼簿は、通常認司をする時に説明が

ここでは、書類上で確認することはな

だれが点呼をしてという。

(真鍋会長)

要するにたとえぱ、シートベルトを着けましたか。お酒

飲んでませんか。ということを記録に残すということです

か。フォーマットにありますよね。乗務記録に書くときの。

もし、あれでしたら、後日運輸支局の方にご相談してい

ただいた方が、ととで 1から10説明しているとあれなん

で。運輸支局の方にご相談していただいてフォーマット等

お見せいたします。

(いちょう)

(明野委員)

(いちょう)

承りました。

早急にやっていただいた方が。日報とかの書類の管理と

いうのはどなたがされていますか。

私が通常管理しています。

(明野委員)

,

あのー。ごめんなさい。太田様ですよね。太田様が整備

管理者なっていて運行管理者丸山さまになってるので、通

常丸山さまがそういうのは管理しないと。責任は丸山さま
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にあるんですね。ですから、鍵を持っていたとしても丸山

さまが管理をしないと。失礼ですが太田様には権利がない。

ということなんで、その辺の権利関係というか責任の分担

関係は一度見直していただいて、支局の方と相談していた

だいた方がよろしいかと思います。

ありがとうございます。承りました。(し、ちょう)

(真鍋会長)

(明野委員)

今回の書類では丸山様のまま出していただいて。

今回、乗務点呼簿もな_いのも丸山様の責任になっちゃう

んですね。運行管理者ですから。ですから、責任が誰にあ

るのかというのが運行管理になるので、そこが実際文章で

出されているのと、実際にやっているのが禿籬して形にな

つたちゃってますので、そこは、支局の方と相談していた

だいて定義をちゃんとしていただかないと何かあったとき

まずいかなということです。

(いちょう)

(真鍋会長)

すみません。過去の分についてはどうしましょ。点呼簿

は。

(し、ちょう)

(真鍋会長)

作ってくださいとしかいえない。

過去5年間にさかのぽって全部。

(し、ちょう)

保存期間とかがありますので、その辺をちょっと老慮し

ながらという形なんですが。私の方の所に相談を後日来て

いただくかたちで。

(真鍋会長)

承りました。

もしですね。管理者丸山様から太田様に変えられるとい
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(し、ちょう)

うことであれば、変更等は可能なので管理体制を差し替え

をしたりそこはしてもいいと、実態に合わせた人を記載し

ていただかないといけないので、そこは直していただいて。

(真鍋会長)

それは、とちらに書いてある丸山に。

いちょうの木さんの中でご相談していただいて、丸山さ

んが管理者にするのか太田さんがなるのかということはし

ていただいて、ただ、運転は 1人でされているととだった

んで、自分で自ら自分を管理するということは基本的に難

しいこととなってしまうので、基本的には別の方が管理者

ということでしっかりしていただいて、太田さんを運転管
ず

理ということで、運転手としての管理をちゃんとしていた

だくという方法が一番好ましいと思うのす。

(し、ちょう)

(真鍋会長)

承りました。ありがとうございます。

運行管理体制及び運行管理仕方については、至急支局さ

んに相談していただいて、過去の点呼簿についてもどうす

るか支局さんとやり方を相談してください。書類上は、今

回丸山さんが運行管理責任者のままで申請をしていただき

ます。支局さんと相談の上、そこが変更した方がいいとい

うことになりましたら、そこは、軽微な変更で大丈夫です

ので、軽微な変更をするかあるいは定款コピーの忘れとか

運転手さんのところを 1種に変えるとかありますので、そ

れと変更して出してもらっても構いません。

(し、ちょう)

(真鍋会長)

承りました。

その他に委員の方から何かございますでしょうか。特に

ご意見ないようですので、先ほど言いましたように定款コ

ピー忘れ及び運転手さんのところ変えてもらうこと、書類
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上確認はでき'ないんですけれども点呼簿付けるというとと

と運行管理の方法については支局さんとの相談をしていた

だくということをやっていただいた上で、あとは事務局と

私の方で確認して協議を整える形でよろしいですか。

運行管理の方は支局さんの方でよろしくぉ願いします。

以上で議題の 1の方は終わりたいと思、います。

では、議題2報告事項としまして、「軽微な事項の変

(事務局)

更届申請状況」及び「平成27年度上半期の実績報告」に

ついて、まとめて事務局さんから説明をお願いいたします。

はい。それでは、軽微な事項の変更届申請状況について、

ビ説明いたします。資料3 をご覧ください。

座って説明の方させていただきます。

1番、特定非営利活動法人ハローハンディキャップ・

タイム。ア、平成2 7年4月2 8日付けの申請による変更

内容につきましては、使用車両の入れ替えに伴う4台減、

2台増。詳細につきましては、持込車両セダン等普通車 1

台及並びに軽自動車1台の入れ替え及び持込車両セダン等

軽自動車2台の減でございます。

運転者の 3名減により51名から4 8名に変更となりま

した。

イ、平成 27年6月30日付けの申請による変更内容に

つきましては、運転者4名増、1名減により 4 8名から 5 1

名に変更となりま、した。

新規で加わった齋藤さまにおかれましては、中型1種免

許であり、道路運送法施行規則第51条の16第1項に掲

げる福祉有償運送運転者講習を修了しており、介護福祉士

の登録を受けていることからセダン等の運転要件を満たし

ております。

同じく新規で加わった西崎さまにおかれましては、中型

1'種免許であり、道路運送法施行規則第5 1条の 16 第 1

項に掲げる福祉有償運送運転者講習を修了しており、ホー
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ムヘルパー養成研修2級課程研修を修了していることから

セダン等の運転要件を満たしております。

同じく新規で加わった藤田さまにおかれましては、中型

1種免許であり、道路運送法施行規則第51条の 16第1

項に掲げる福祉有償運送運転者講習を修了しており、介護

保険法施行令第3条第1項第2号に掲げる研修2級課程を

修了していることからセダン等の運転要件を満たしており

ます。

同じく新規で加わった濱崎さまにおかれましては、普通

1種免許であり、道路運送法施行規則第51条の 16 第 1

項に掲げる福祉有償運送運転者講習を修了しており、介護

保険法施行令第3条第1項第2号に掲げる研修2級課程を

修了していることからセダン等の運転要件を満たしており

ます。

ウ、平成27年7月17日付けの申請による変更内容に

つきましては、使用車両の入れ替えに伴う1台減、 1台増。

詳細につきましては、持込車両セダン等普通車 1 台の入れ

替えでございま司、。

エ、平成 27年9月4、日付けの申請による変更内容につ

きましては、使用車両の入れ替えに伴う1台減、 2台増。

詳細につきましては、持込車両セダン等軽自動車 1 台の入

れ替え及び持込車両セダン等普通車1台の増でございま司、。

運転者2名増により 5 1名から 53名に変更となりまし

た。

新規で加わった柏さま、小谷野さまにおかれましては、

中型1種免許であり、道路運送法施行規則第51条の 16

第4項に掲げる福祉有償運送運転者講習を修了しており、

セダン等の運転要件を満たしております。

オ、平成 27年9月30日付けの申請による変更内容に

つきましては、旅客名簿6名減、 7名増により 10 5名か

ら 10 6 名に変更となりました。

カ、平成 27年10月1日付けの申請による変更内容に
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つきましては、使用車両の入れ替えに伴う2台減、 2台増。

詳細につきましては、所有車両セダン等普通車 1 台及び所

有車いす軽自動車 1台の入れ替えでございます。

運転者 1名増により 53名から 5 4名に変更となりまし

た。

新規で加わった西澤さまにおかれましては、普通2種免

許であり、介護保険法施行令第3条第 1項第2号に掲げる

研修2級課程を修了していることから福祉車両及びセダン

等の運転要件を満たしております。

(真鍋会長)

(事務局)

運転手さんについては省略していただいても。

はい。

キ、平成 28年1月25日付けの申請による変更内容に

つきましては、使用車両 1台増。詳細につきましては、所

有車両セダン等軽自動車1台の増でございます。

4

続きまして、 2番、ミフ般社団怯<あかり。

窓口市町は、久喜市です。

ク、平成27年7月10日付けの申請による変更内容に

つきましては、運転者2名増により 7 1名から 73名に変

更となりました。

ケ、平成27年8月7日付けの申請による変更内容にっ

きましては、運転者2名増、 3名減により 7 3名から 7 2

名に変更となりました。

平成27年9月30日付けの申請による変更内容にこコ、

つきましては、運転者2名増により 72名から 74名に変

更となりました。

サ、平成2 7年11月2 7日付けの申請による変更内容

につきましては、運転者 2名増、 4名減により 74名から

7 2名に変更となりました。

使用車両の入れ替えに伴う2台減、 2台増。詳細につき
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ましては、所有車両セダン等普通車 1 台及び持込車両セダ

ン等軽自動車1台の入れ替えでございます。

旅客名簿 2 8 名減、 13名増により 1 6 8名から 1 5 3

名に変更となりました。

続きまして、 3番、社会福祉法人久喜市社会福祉協議会。

窓口市町は、久喜市です。

シ、平成 27年9月30日付けの申請による変更内容に

つきましては、運転手の 10名増、 6名減により 4 7名か

ら 5 1名に変更となりました。

旅客名簿 19 名減、 10名増により 13 0名から 1 2 1

名に変更となりました。

運行管理の体制等を記載した書類の変更、運行管理の責

任者、久喜市社会福祉協議会田村様から中繁さま、菖蒲地

域福祉センター田口さまから田村さま、運行管理の責任者

の代行者及び整備管理の責任者、久喜市社会福祉協議会中

繁さまから得能さま、事故対応の責任者田口さまから中繁

さま、苦情処理体制、苦情解決責任者澤さまから丸山さま、

苦情受付担当者島田さま根本さまから真田さま、澤さま、

苦情処理担当者田口さまから中繁さまに変更となりまし

た。

なお、運行管理の責任者、久喜市社会福祉協議会中繁さ

ま、菖蒲地域福祉センター田村さまにおかれましては、運

行管理責任者の資格要件となる自動車運送業又は貨物自動

車運送業の事業用の運行管理に関し 1年以上の実務経験を

有していることを確認しております。
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窓口市町は、幸手市です。

ス、平成 27年10月16日付けの申請による変更内容

につきましては、旅客名簿3名減、 1名増により 7名から

5名に変更となりました。
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続きまして、 5番、雁璽非賢ネ1猛動基入夏らゆ,1。
窓口市町は、幸手市です。

セ、平成 27年9月30日付けの申請による変更内容に

つきましては、旅客名簿 10名減により 2 3名から 13名

に変更となりました。

窓口市町は、白岡市です。

ソ、平成27年9月30日付けの申請による変更内容に

つきましては、旅客名簿 2名減により 19名から 17名に

変更となりました。

続きまして、 7番、特定非営利活動法人白_岡町地域支援
・し、ち.よう 0

窓口市町は、白岡市です。

タ、平成 27年12月10日付けの申請による変更内容

につきましては、旅客名簿2名減、 3名増により12名か

ら 13名に変更となりました。

なお、本来でしたら平成26年度に運営協議会の委員の

皆さまに報告すべき軽微な事項の変更でしたので、今後、

書類の提出漏れ等がないよう口頭により指導させていただ

きました。

チ、平成 2 7年12月10日付けの申請による変更内容

につきましては、旅客名簿7名減、 6名増により 13名か

ら 12名に変更となりました。

ツ、平成2 7年12月11日付けの申請による変更内容

につきましては、旅客名簿 1名減、により 12名から 11

名に変更となりました。

続きまして、 8番、特定非営利活動法人きらりびとみや
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窓口市町は、宮代町です。

テ、平成 27年8月20日付けの申請による変更内容に

つきましては、使用車両の入れ替えに伴う1台減、 1台増。

詳細につきましては、持込車両セダン等普通車 1 台の入れ

替えでございます。

運転者3名減、 2名増により 2 2名から 2 1名に変更と

なりました。

ト、平成 2 7年10月15日付けの申請による変更内容

につきましては、旅客名簿 15名減、 2 0名増により 15

7名から 16 2名に変更となりました。

ナ、平成27年11月9日付けの申請による変更内容に

つきましては、運転者3名増により 2 1名から 24名に変

更となりました。

つづきまして、平成27年度の上半期実績報告について、

説明させていただきます。

資料4とその補足資料を御用意させていただきましたの

で、そちらを併せて御覧いただければと思います。

まず、 1 番、 1ボ'ケ..ツトホヅトライジ。
車両数2 台、会員数51名、走行距離40フキロ、運送

回数 19 4回、運送収入 95千円、運転者数7名、安全講

習会受講者数7名です。

車両数2 9 台、会員数 10 6名、走行距離16

キロ、運送回数2,117 回、運送収入 1 2 9,

運転者数53名、安全講習会受講者数53名です。

3番、誠会。

車両数4 台、会員数 2 5名、走行距離 2,8 9 3 キロ、

運送回数 175 回、運送収入4 50千円、運転者数11名、
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安全講習会受講者数11名です。

4番、あかり。

車両数 19 台、会員数 19 0名、走行距離3 3

キロ、運送回数 4,7 8 0 回、運送収入 2,5 5

運転者数74名、安全講習会受講者数74名です。

5番、久喜市社会福祉協議会。

車両数8 台、会員数121名、走行距離1

運送回数250回、運送収入213千800

51名、安全講習会受講者数51名です。

6番、湧くわく探検隊。

車両数2台、会員数2名、走行距籬、運送回数、運送収

入0、運転者数2名、安全講習会受講者数2名です。

なお、平成27年7月1日付けにて廃止のため、埼玉運

輸支局へ確認したところ、平成27年7月2日付けにて受

理されていることを確認しております。

5 9 0

8千円、

,

7番、いきいき社会生活センター。

車両数4台、会員数6名、走行距離、運送回数、運送収

入0、運転者数6名、安全講習会受講者数6名です。

なお、第 1回の会議に際にも報告したとおり、平成 27

年5月17日付けにて期限満了となっております。

540キロ、

円、運転者数

,

8 番、ゆるりーと。

車両数1台、会員数5名、走行距離1

運送回数 10 0 回、運送収入4 3 千円、

全講習会受講者数4名です。

9 番、しらゆり。

車両数2 台、会員数 13名、走行距離6 9 0 キロ、運送

3 7 5.1 キロ、

運転者数4名、安
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回数2 5 5 回、運送収入 10 2千円、運転者数3名、安全

講習会受講者数3名です。

1 0番、みのり。

車両数4 台、会員数 15名、

運送回数52回、運送収入4 1

講習会受講者数4名です。

11番、白岡市社会福祉協議会。

車両数2 台、会員数 17名、走行距雛 5 99 キロ、運送

回数36 回、運送収入7 1千円、運転者数5名、安全講習

会受講者数5名です。

走行距離 7 1 8.2 キロ、

千円、運転者数4名、安全

12番、みぬま社会福祉会生活サポートセンターたいよう。

車両数1台、会員数9名、走走行距雜、運送回数、運送

収入0、運転者数2名、安全講習会受講者数2名です。

13番、白岡町地域支援いちょうの木。

車両数 2 台、会員数 12名、走行距雜 2 2 7.8 キロ、

運送回数61回、運送収入34千円、運転者数2名、安全

講習会受講者数2名です。

1 4番、きらりびとみやしろ。

車両数 19 台、会員数 16 2名、走行距離 9,8 34 キ,

ロ、運送回数 1,7 8 9 回、運送収入 1,4 7 5 千円、運

転者数24名、安全講習会受講者数24名です。

15番、たすめ愛すぎと。

車両数4台、会員数 7名、走行距雜118 キロ、運送回

数2 3回、運送収入15千円、運転者数4名、安全講習会

受講者数4名です。
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なお、平成2 7年11月3 0日付けにて廃止となってお

り、平成 27年12月25日付けにて埼玉運輸支局から登

録の抹消の通知がありました。

以上、 15団体すべてにおいて、交通事故、苦情、交通

違反はございませんでした。

また、補足資料の、旅客の会員さんの運送を必要とする

理由別の内訳、自動車の種類の内訳、必要な運行管理者数

と事業所の配置人数、それと、運転者の内、福祉車両限定

の方、セダン等の運転要件を満たす方の内訳については、

記載のとおりでございます。

説明については、以上でございます。

(真鍋会長) はい。ありがとうございました。委員の皆様からご質問

などございますでしょうか。私から、いくつか事務局さん

にお願いなんですが、資料4の許可年月日というのは、と

れは、更新年月日が書いてあるんですよね。初回の新規登

録はいつだったか分かるようでしたら、そこも書いといて

もらった方がどれぐらいの期間やっているか分かりやすく

ていいかと思いますので、可能でしたら一番最初新規だし

たのがいつでといケ情報も書いてもらうと助かります。

(事務局)

(真鍋会長)

分かりました。

補足資料の方は、何年か前たしか宮代町さんに作っても

らったものなんですが、こちらも運行管理責任者の所が間

違っているようで、左の欄の配置人数でカッコ書きで有資

格者の数を書いてもらって、右側の欄は、車両台数から割

つたもので必要な有資格者の数書くようにしてもらって、

これを見ると運行管理責任者で有資格者の数があっている

かみたいな分かるように以前作ってもらったので、今その
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形が崩れているみたいですので、できれぱそういう風にし

てもらうと、国のマニュアルではなくこの協議会で利用し

たものですが、非常に助かるとのでそういう風にせっかく

あるのであれぱ直していただければと思います。

(事務局)

(真鍋会長)

はい。

あと、担当市町さんにお願いなんですが、軽微な変更届

の際に車両数が 5台を超えると有資格者が必要になると、

19 台までは 1人でいいんだけれども、 20 台になるとも

う一人必要になるという風な数字の関係がございますの

で、数字を超える際には軽微な変更届を出してきた団体さ

んにそのあたりを確認をしていただけるようにお願いしま

す。今日、でてきたあかりさんはもう一人有資格者がいら

つしゃるということなので、 19 台から 2 0 台になるとき

はそこの対応をお願いしたいのと、今日の報告を見る限り

きらりびと宮代さんも 19 台車両を持っているので、 1台

増えるともう一人必要がありますので、その際にはお頗い

します。

もう1点ですが、軽微な変更で旅客の名簿で数が増える

というときに、運送を必要とする理由として、その他とい

うことで申請されることも多いと思うのですがその他の場

合には必要性について口頭で構いませんので確認をしても

らった方がよろしいかと思います。よろしくぉ願いすます。

私からは以上ですけれども、委員の皆さんから質問など

ございますでしょうか。

(柳瀬委員) との件ではないんですが、来年4月から福祉有償運送の

登録申請の手続きが県の方に権限移譲する予定となってお

りまして、今、国土交通省の方に登録をするということに

なっているんですが、県の方から権限移譲の申出が出てお

りまして、移譲される予定となっておりますので、その際
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にはよろしくぉ願いいたします。引き続き国士交通省とし

てもこちらの協議会とはお手伝いしていきたいと思ってお

りますのでよろしくぉ願いいたします。

もうーつは、内閣府の方で会議がありまして、その中で

福祉有償の関係も議論がされておりまして、本省の方から

通達が出ておりまして、例えば旅客の範囲の所で手帳を持

つてなる持っていないそういう所だけではなくて移動が困

難な方、 1人で移動が困難な方に対する福祉有償サービス

の関係なので、あまりがんじがらめにしないようにとかで

すね。あと対価の関係もタクシーの 2分の 1以下というこ

ともあるんですが、あくまでもこれは目安なので2分の 1

以上を超えてはいけないですよとか、誤解があるようなと

ころが多々あるというような指摘を受けておりますのでそ

ういった部分も今後考えの関係も変更が必要となってきて

いるということなので、文章を出しますので関係の肉治体

の方、そちらの方を見ていただければと思います。よろし

くおねがいします。

(真鍋会長) 権限移譲に関しては、市町村も受けられるようになって 、

埼玉県は手を挙げということなんですね。県の体制に期待

したいと思います。

それと、対象となる旅客の方なんかに関しては、障がい

者につきまして、登録されている団体さんの方が少し値段

を挙げたいとかそういうぉ話になってくると思うんです

が、そういう風な情報というのは、実際にやっている団体

さんの方には届くような形になるんですか。

(柳瀬委員)
そこは届くというととではなくて、元々出てる通達があ

りまして、その通達が誤解されてるんではないかというと

ころがあるので、そこは周知をしてくださいというような

形なので、改めて何かを出すという形では、通達の改善を

したということではなくて解釈の考えが誤解を生じないよ
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うに周知をしてくださいというような形なのでそれは口頭

でも構わないということだったので、各協議会等でもお知

らせしなさいという通達がございましたのでご紹介させて

いただいたところです。

あくまでも、福祉有償は、営利を目的としていないこと

で実費相当分を取っていただけれぱいいですよ。実費相当

分を対価としてもらってくださいということになるので、

営利として目的としているかしていないか判断基準として

タクシー料金の 2分の 1という目安を設けただけなので、

その 2分の 1を超えてはいけないみたいな形の誤解を生じ

るようなものが出てきていると。例えば予約をする時に予

約をする方の人件費等も含んでいいですよとか、そういっ

たものがありますので、かかった費用に対する対価という

ことをきっちり議論していただいて、その対価が適切であ

るか適切でないかということを判断していただくというよ

な形であくまでもこの有償で営利を目的としていない判断

基準が 2分の 1ということだったので、もし 2分の 1 を超

えたということであれば、どうしてこんなに高いんですか

ねという話を議論していただいて、それが適切であるかな

いかないかという判断をしてくださいねという2分の 1の

ところの趣旨であるます。

(真鍋会長)

(柳瀬委員)

更新の際に特に不都合はないですかぐらいの聞き方をし

て、そこで困ってますよというような話があれぱ協議する

とし、う。

上げたいということであれば、上げたいという内容の精

査をするということですね。上がりすぎてしまえば当然利

用者の方が困ってしまうので、かかった費用ということで、

営利目的とするんであれぱタクシーの許可を取ってくださ

いとかそういう資格が必要ですよとか言わなければいけま

せんし、そうでないということであれば自家用の範疇でや
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つていただければ構わないというととなんですが、あくま

でも判断基準ですよというととなんで2分の1を超えちゃ

いけないみたいな印象がどうも出てしまっているととろが

あるので、内容の部分を再確認してくださいというような

形でご案内しております。

(真鍋会長)

(明野委員)

その他、報告についての質問及び何かこの協議会の所で

話しておきたいことなどございますでしょうか。

先ほど申請団体の中で点呼簿付けてないとかですね。や

はりまだ書類の不備。 2年か3年前も変わったばかりで書

類が全然ないというととで車両の表示も付けてもらえたい

とか色々やっている中で点呼簿が付いてないと、例のバス

事故も結局点呼もちゃんとしてないからという論調になっ

てるということは逆に言うと大変失礼ですが、先ほどの事

業所、本当はもうまずいんじゃないの感覚で私はいます。

ですんで、書類の確認の方は、運営協議会の方で全部やる

というわけにはいかないんですが、各市町村の方で申請の

時に最低限、これとこれとこれを 1枚でいいから見せてく

れとか、何かをした方がこの会議で書類を知らなかったと

いうのはこの場に応じて私的には非常にバスの件もありま

すし、ちょっと納得がいかない部分もあるんでその辺を何

かしていただいた方がいいのかなという風に思いました。

(真鍋会長) 何年か前の協議会の所で運行記録簿に関しては不備があ

つたので、登録の全団体さんの方に 1回出してもらったと

いうことが協議会であります。今回その点呼簿にっいても

同じことをやっていみるかみないかどうですか。

(明野委員) 更新か何かのタイミングでいいので、今すぐ全部出せと

いうのは大変でしょうけど、更新の段階でちゃんとした業

務が適正に行われてるかを我々がOKを出してぃるわけで

32



すから、私から言わせれぱ点呼簿も書いてない団体、要す

るにバスでいえぱ管理をしていない団体、我々が認めたと

いうのはちょっと運営協議会としてはありかなという気が

するんで、ここに書類を出してくれというのはないんです

がその辺の書類は、更新時で構わないと思うので是非確認

していただいた方がよろしいのかなというのが私の意見で

す。

(真鍋会長) 引き継ぎ事項になるかと思いますが、来年度途中で更新

をされる団体が1団体で年度をまたいで更新をさせるよう

な団体が沢山、平成29年4月が有効期限の団体さんが沢

山ありますので、そういった協議の際に点呼簿及び乗務記

録などサンプルでいいので、そちらを併せて出していただ

くようにお願いします。

それは来年度になりますので、引き継ぎ事項に書いても

らって、更新の際には協議会からのお願いとしてそれを出

してもらうという風な事を団体さんにお願いしてくださ

い。全部でなくてコピーでいいので、 1部だけでもコピー

して出してください。お願いします。

それと、あかりさんについては表示について、資料はつ

いていましたが、この協議会では表示についての資料も出

してもらいたい話をしておりましたので、いちょうの木さ

んついてなかったので、来年度に向けて記録して残してい

ただければと思います。

その他ございますでしょうか。

事務局さん.から何かございますでしょうか。

(事務局) 来年度は更新される団体さんかなり多くございます。点

呼簿等の確認ということで写しを一部添付していただくと

いうふうなことに決まりました。また、車両に掲示する写

真も漏れのないよう、各市町において確認していただきた

いと思います。よろしくぉ願いいたします。
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事務局といたしましては、今後新規の登録がなければ平

成27年度の協議会は本日をもって終了となります。

皆様には 1年かにわたりまして、ビ協力いただきまして大

変ありがとうございました。また、平成28年度にっいては、

事務局が変わりまして、久喜市が事務局となりますので、引き

続きご協力いただきますようぉ願いいたします。
4

最後に来年度の事務局である久喜市さんに一言いただきたい

と存じます。

(久喜市)

(真鍋会長)

(事務局)

今日の議事はすべて終了ということになりましたので、事務

局にお返しいたします。

《次年度事務局久喜市あいさつ》

はい、真鍋会長ありがとうございました。

また、委員の皆様には、慎重なご審議をいただき、ありがと

ら.ございました。

以上を持ちまして、平成27年度の第2回の埼葛北地区福祉

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。

なお、資料1と資料2 については、個人情報を一部含むもの

となっておりますので、回収させていただきます。

机の上に置いたままとし、お持ち帰りにならないようご協力

のほど、よろしくお願いします。

本日はありがとうございました。(終了)
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