
「第１１回旭川市福祉有償運送運営協議会」会議録 

１ 日  時  平成 23年 2月 21 日(月)18：00 

２ 場  所  旭川市第二庁舎 3階問診指導室 

３ 出席委員  白戸委員，北口委員，山下委員，本田委員，竹内委員，高橋委員，鎌倉委員，岸委員 

 

４ 内  容 

 

事務局   定刻になりましたので，第 11 回旭川市福祉有償運送運営協議会を開会します。はじめに，

本協議会の開会にあたりまして，旭川市福祉保険部長の岸よりごあいさつ申し上げます。 

      （岸部長あいさつ） 

 

事務局   それでは，本日の配布資料につきまして確認させていただきます。 

（配付資料の確認） 

今回は委員改選後最初の開催となりますので，ここで委員の皆様をご紹介させていただき

ます。 

（委員紹介） 

なお，本日の出席者は 8名です。委員の過半数を超えておりまして，要綱第 5条第 2項に

規定する会議の定足数を満たしていることをご報告いたします。 

続きまして，会長等の選出ですが，要綱第 5 条第 3 項の規定により，委員の互選により選

出することとなっておりますがいかがしましょうか。 

 

鎌倉委員  事務局案があればお願いします。 

 

事務局   事務局案としましては，会長に白戸委員にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

各委員   異議なし。 

 

事務局   異議がございませんので，白戸委員に会長をお願いしたいと思います。恐れ入りますが，

白戸委員は会長席へお移り願います。 

（会長席へ移動） 

それでは，白戸会長からごあいさつをいただきまして，これより先の議事進行等をお願い

します。 

 

白戸会長  （会長あいさつ） 

それでは，始めたいと思います。まず，設置要綱第 5 条第 5 項に定める会長の職務代理者

及び第 6項に定める協議が調わなかった場合の調整を行う委員の指名を行います。これはいず

れも会長が指名することとされております。会長職務代理者については円山委員に，調整を行

う委員については岸委員，高橋委員，深田委員，円山委員の 4名にお願いしたいと思います。 



それでは，議事に入ります。福祉有償運送登録団体の更新登録等についてということです。

審議に入る前に，旭川地域における有償運送等の状況について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   （資料 5に基づき説明） 

 

白戸会長  ただ今の説明に対して，質問はございませんか。 

（質問なし） 

 

白戸会長  それでは，団体の更新登録等について審議して参ります。なお，要綱第 5 条第 7 項の規定

により各団体から説明員が参加しておりますので，事務局説明のあと，必要に応じて説明を求

めたいと思います。 

それでは，「旅とぴあ北海道」の審議に入ります。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局   （資料 6に基づき説明） 

 

鎌倉委員  特殊軽自動車の車椅子自動車を取り替えたいということですか。 

 

事務局   はい。福祉車両として入れ替える予定です。 

 

白戸会長  旅とぴあ北海道について，登録更新ということでよろしいですか。 

 

各委員   異議なし。 

 

白戸会長  つづいて，「ボランティア杜の家」の審議に移ります。なお，要綱第 5条第 8項の規定によ

り，北口委員はご自身が所属する団体の議決には加われないこととなっておりますので，北口

委員を除く他の委員の方々で審議を行って参ります。恐れ入りますが，北口委員は，協議が終

わり，事務局が声をお掛けするまで，廊下でお待ちいただきますようお願いします。 

（北口委員退席） 

それでは，事務局から説明をお願いします。 

 

事務局   （資料 6に基づき説明） 

 

白戸会長  それでは，1台増車ということを含めての更新の申請です。ご意見をお伺いします。 

 

竹内委員  移動支援認定者とはどういう人たちのことでしょうか。 

 

事務局   障害福祉サービスの中に移動支援事業という事業がありまして，そのサービスを利用され

ている方で，主に，知的障害者，精神障害者で単独移動が困難な方です。 



 

竹内委員  対象者を拡げるような形はとらないのですか。 

 

本田委員  それは事業者それぞれの考え方で構わないのではないでしょうか。私が問題視したのは，

その部分ではなくて，対象者の数が47名で1台増車したいということですが，その人数が増え

ているかどうかが問題ではないかと思います。 

 

竹内委員  本田委員からありましたように輸送キロ数から見たら減っていますよね。だからその増車

の部分で，杜の家の場合は移動支援認定者という運ぶ人の対象を限定しているにも関わらず，

なぜ増車するのか。増車をするのであれば対象者を広げるべきではないかということです。 

 

白戸会長  それでは，増車の件に関しまして，いろいろご意見が出されましたので，増車の経緯や，

増車をしても経営できるのか，その件に関しましては資料がありませんのでご説明いただけま

すか。 

 

杜の家   使用している車の内，2台が走行距離 15万 kmを超えており，今の内に手当てしておかな

ければ利用者に迷惑がかかる可能性があるので，リースで 1台を増車したいというところです。 

 

本田委員  増やされて，また交換されるということを前提にされているのですか。 

 

杜の家   今はそのように考えておりますが，去年よりは距離数も運行回数も増えておりますので，

その点を含めての増車の希望です。 

 

鎌倉委員  それであれば，これは完全に増車ですよね。増車ということであれば，需要は考えている

のでしょうか。実績としては増えてきているのでしょうか。 

 

杜の家   はい。 

 

本田委員  対象者の方は増えているのでしょうか。 

 

杜の家   具体的な人数は把握しておりませんが，昨年よりは増えております。 

 

鎌倉委員  需要も増えて，運営上問題も無いということであればいいことではないかと思います。 

 

竹内委員  希望される方が増えてきている，増車しなければ要望に対応しきれないということであれ

ば私は賛成です 

 

竹内委員  事務局にお聞きしますが，移動支援認定者と資料に出ておりますけれども，認定者以外に



も対象を広げた場合，それは登録上不可になるのでしょうか。 

 

事務局   これは，各団体がこういう対象者を登録しているということですので，それ以外の者を対

象として行なおうとして登録すれば，それは可能です。 

 

本田委員  条件をクリアしていて，登録をされていればそれで良いということですよね。 

 

白戸会長  ボランティア杜の家の更新登録及び普通自動車リース1台増車について，これを認めるとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

各委員   異議なし。 

 

白戸会長  北口委員，入室をお願いします。 

 

白戸会長  それでは，「ゆい・ゆい」の審議に入ります。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局   （資料 6に基づき説明） 

 

白戸会長  複数乗車とはどのようなことを指しているのでしょうか 

 

事務局   複数乗車とは，複数の会員を 1回で輸送することを指しております。 

 

白戸会長  とりあえず，説明をいただこうと思いますが，複数乗車における料金設定以外で説明をい

ただきたい事項はありますか。 

 

竹内委員  対価の設定金額です。前の 2団体と比べ安すぎるのではないでしょうか。 

 

白戸会長  それでは，ゆい・ゆいの担当者から，ご説明願います。 

 

ゆい・ゆい 対価の設定についてですが，ガソリン代の高騰等により，車検整備費等の費用が追いつか

ず，基本的には維持できるのですが，永続的なことを考えたときに１km 30 円では厳しいとい

うことで 50 円とさせていただきたいということです。また，会員の状況を見ましても思い切

り単価設定を上げるわけにはいきませんので，50 円と設定させていただきました。複数乗車

についてですが，グループホームでまとめて通院に行く場合があり，また，車両が４台しかな

いこともありまして，一定の要望に限り，複数乗車の実施を実施させていただきたいと考えま

した。具体的には，グループホームやケアホーム利用者の通院や外出，ショートステイ利用者

の複数乗車における利用，移動支援における利用，複数人での買物や外出での利用，以上の場

合での複数乗車の実施を認めていただきたいと思います。どれも複数乗車の場合は，利用者の



住居地が近隣であることを条件とし，料金については複数であっても単独乗車の単価で算出し

た料金を按分したいと考えております。按分の方法は，それぞれが目的地に単独で行った場合

の距離の比を出し，その割合でそれぞれの料金を算定していくことを考えております。ご検討

をよろしくお願いします。 

 

白戸会長  高橋委員，複数乗車の考え方に対していかがですか。 

 

高橋委員  私どもの方で示しているガイドラインには，複数乗車というのは認められております。対

価についても，たくさん乗せれば対価が増えるということではなくて，１回の運送で済ますと

いう形からすれば，総額を皆さんで分けて払ってもらうべきであると考えています。 

 

鎌倉委員  私も問題無いと思いますが，対価の設定に違いがありすぎるのではないでしょうか。むし

ろ同じ料金の方が私はいいと思います。 

 

山下委員  お金のことですから，シビアにならないといけないと思います。 

 

白戸会長  今，登録更新の審査をしており，前の 2 団体はすでに更新認定をしましたので，今から遡

って審査ということは難しいものですから，ゆい・ゆいの登録更新の審査後，料金設定につい

て意見交換をすることでいかがでしょうか。 

 

各委員   結構です。 

 

白戸会長  それでは，ゆい・ゆいの更新登録，複数乗車，料金設定等についていかがでしょうか。 

 

各委員   異議無し。 

 

白戸会長  それでは，料金設定について，先ほどご意見が出ましたので，ご意見をいただきたいと思

います。 

 

本田委員  それは各団体の考え方でそれぞれやらざるをえないと思います。 

 

旅とぴあ  料金についてではないのですが，複数乗車について，3者とも認めていただきたい。 

 

白戸会長  今回，その申請はあげられておりません。我々はあげられた申請に対して審査をしますの

で，そのような申請があれば，また次に審査していきたいと思います。 

 

竹内委員  それぞれの料金設定の仕方も決めてから申請していただけなければ，判断が難しい。 

 



白戸会長  やはり，今後申請があげられた時点で，追加案件として受理し，審査させていただきたい

と思います。それでは，登録更新等に関する審議は以上とします。 

次に，その他事項として事務局から 1 点案件があると伺っておりますので，ご説明いただ

きます。 

 

事務局   （資料 7に基づき説明） 

 

高橋委員  （補足説明） 

 

白戸会長  説明がありましたように，現在，国をあげてこの制度のあり方，運営協議会のあり方等の

検討が行われ，大きな見直しの議論が行われております。この件に関しまして，ご意見，ご提

案等いただければと思います。 

 

本田委員  タクシー業者としましては，独自に福祉輸送に関して会社の持ち出しで割引もしておりま

すし，労働者の生活もあるわけですから，福祉輸送とタクシー輸送はきちんと棲み分けをする

必要があると考えております。そういう視点からしても，増車についてはこの協議会の審議事

項に残していただきたいと考えております。 

 

白戸会長  今ある旭川のローカルルールは，増車についても協議事項とすることと，福祉車両を 1 台

以上所有していることの 2つですよね。 

 

事務局   はい。 

 

北口委員  過去 3 年間事故もなく，安全に輸送しておりますし，極端に増車ということもできないで

すから，それほど縛らなくてもいいのではないでしょうか。 

 

竹内委員  旭川市の場合，増車についてのローカルルールがありますけども，他の地域で増車のロー

カルルールはあるのでしょうか。 

 

高橋委員  全国的なものはわかりませんが，北海道ではありません。 

 

竹内委員  ＮＰＯ法人とは料金設定が違いますので，増車はして欲しくないですが，今の時代の流れ

から言えば半分は仕方ないという部分はあります。ただ，心配しているのは，安全に運転でき

るかということと，白タク行為に近いことをやっているのではないかということです。 

 

岸委員   このローカルルールが設定されたのには歴史的な経過があったものと思います。ただ，一

方では，時間が経過して変わってきている部分もあるものですから，もう一度原点に立ち帰っ

て検討する必要はあるのかなと感じています。 



 

山下委員  事務局で実態をいろいろと把握して欲しい。 

 

白戸会長  それでは，3月末に検討委員会が答申して，その後に国土交通省から通知が出されると思い

ますので，その後に本会を開催したいと思います。事務局で次回の開催日程等は調整していた

だきたいと思います。 

 

白戸会長  その他に何かありますか。 

 

竹内委員  市の方にお聞きしたいのですが，福祉輸送に関して市としてどのように考えているのか。

役割分担をどのように考えているのかをお聞かせ願いたい。 

 

岸委員   福祉有償運送とタクシー運送とはそれぞれ補完しあう立場にあると考えております。その

ような意味でも，役割分担は基本的には話し合ってもらうという立場で考えております。市の

役割としては，この場面に限らず，調整していく立場にあるのではないかと考えております。 

 

白戸会長  今後はそのようなことも委員の皆さんそれぞれの立場で検討していただいて，議論を重ね

ていきたいと思います。それでは，以上を持ちまして第 11回旭川市福祉有償運送運営協議

会を終了します。ありがとうございました。 


