
「第８回旭川市福祉有償運送運営協議会」会議録要旨 

○日  時   平成１９年１０月１５日(月)１６：００から 

○場  所   旭川市第二庁舎６階会議室 

○出席委員   島津委員，石島委員，工藤委員，柏葉委員，浜本委員，辻沢委員， 

        岡田委員，下間委員 

○内  容    

事務局  定刻になりましたので，只今から第８回旭川市福祉有償運送運営協議会を開 

催いたします。本日の会議につきましては，６時までの１時間３０分を予定し 

ております。(資料についての確認) 

 このあとの議事進行につきましては島津会長にお願いしたいと思います。 

 島津会長よろしくお願いいたします。 

島津委員 前回の第７回の運営協議会でガイドラインの実施要領の考え方にについて 

協議を行いました。今回は実施要領にそってセダン型の取扱について協議を行

いたいと思います。事務局説明願います。 

事務局  今回，早坂委員の後任として浜本委員が出席されておりますのでご紹介申し 

上げます。 

 浜本委員 浜本でございます。よろしくお願いいたします。 

 事務局  福祉有償運送全体を考えて，申請があったセダンについて増車という考えで

協議していきたいと考えております。 

島津委員 各委員の方から何か御意見はありませんか。つまり台数の増減についての協 

議ではなく増車１台ごとの協議ということですが。 

 下間委員 増車１台ごとにつき運営協議会で協議していくということですか？ 

 事務局  今まで１５台から１台でも増えたら協議の対象となっていました。今後につ

いては，今現在の１４台を前提に福祉車両であれセダンであれ１台増車するご

とに協議の対象と考えております。 

 下間委員 もう一度お聞きします。今回はそうですが，以後１台増車ごとに協議すると

いうことですね。 

 事務局 今までの台数制限という枠ではなく，あくまでも増車１台ごとに協議の対象と 

していきたいと考えております。 

島津委員 事務局から説明があった増車１台ごとの協議ということで，委員の皆様いか 

がでしょうか。 

 辻沢委員 第２回で決まった１５台という枠はもうないという提案をされているのです

よね。 

島津委員 そうです。１５台からの増減ではなく，１台増車ごとに協議となります。 

    それでは，個別案件についての説明になります。下間委員については，個別案 

件について審議しますので，発言を控えていただきますようお願いいたします。 



事務局  要件確認表に基づいて説明いたします。 

     (要件確認表に基づいて説明 旅とぴあについて) 

島津委員 何か質問等はありませんか。 

柏葉委員 ６７名は毎日通院しなければならないのか。 

旅とぴあ 車があるから利用者を乗せてずっと走らせているわけではなく，サービスの 

一環として必要なときに稼働している。１台あるから何人乗せるという動き方

はしていない。１日１人ということも多々ある。 

 柏葉委員 今度増車すると１０台になるけど，そんなにいらないのでは・・・・・ 

 旅とぴあ １台で何人も乗せるのではなく，１対１で朝に迎え，夕方送るということや

臨時のパートのヘルパーもいて，どのヘルパーがつけるかという問題もある。 

 石島委員 旅とぴあに質疑応答をしながら決めるものですか。何を判断基準に決めれば

いいのかよくわからない。 

 浜本委員 台数と人数が不明瞭で基準が明確ではないのでは。稼働の仕方が漠然として

いて何が何だか解らない。 

 事務局 回覧資料があって，どんな移動制約者がどんな運行しているのかを見ていただ

きたい。 

 工藤委員 今登録している人が７５名いて，毎回毎回走っているわけではなく，車でな

いと厳しい方もいるので，必要なものと感じる。 

 島津委員 今，実態として４台動いているのですね。 

 下間委員 それがニーズに応える必要な台数と考えています。 

 島津委員 札幌でも運営協の委員長をやっているが，札幌についても明確な基準はなく，

実態としてあるかないかが材料となっている。 

 石島委員 そうであれば，今の実態を具体的に教えていただいて判断するしかない。資

料と質疑応答だけでは判断できないので，どういう使い方をしているのか明確

なものがあって然るべきと思われる。 

 柏葉委員 旅とぴあだけどうして多いのか。 

 島津委員 どういったときに使用しているのか教えてください。 

 旅とぴあ 土曜日や日曜日など仕事場とは違う場所にいってレクリエーションを図りた

いという要望が多く，外出の機会を確保している。 

 島津委員 バスもやっているが，ドアトゥードアは難しいですよね 

 浜本委員 目的はデイサービスのレクリエーションが多いのですか。 

 旅とぴあ 移動支援で，基本は１対１で，それぞれが行きたいところに行っているのが

現状です。 

 浜本委員 旭山動物園などでもよく見かけるが，レクリエーションとして利用している

のは土・日よりも平日ではないか。日曜日はいやがるのでは。 

  



旅とぴあ 団体でどこかへ行こうというのが多いのは平日かもしれませんが，日中仕事 

をしていて日曜日くらいはレクリエーションを楽しみたいという人達のニーズに 

応えている。 

島津委員 ノーマライゼーションに沿って出来るだけ社会参加が唱われている。前回，前々 

回，知的障害・精神障害の方とドライバーとの信頼関係についての話がありまし

た。 

柏葉委員 ちょっと無理じゃないでしょうかね，１０台も。営業車もたくさん走ってい 

る。ちょっと使ってくれるように言って欲しいくらいだ。 

島津委員 前回，前々回あったように，知的障害，精神障害の方は日頃信頼関係を結んで 

いないと難しい。 

柏葉委員 タクシーが全くできないというのはおかしいのではないか。ちゃんとやってる 

ところもある。 

島津委員 強度行動障害の方はいかがですか。１対１で対応できますか。見にいってみて 

ください。工藤委員もう一度説明していただけますか 

工藤委員 知的・精神障害のほか発達障害の方もおり，知らない人の車に乗ると動揺して 

    しまう。親から離れて乗ると，自分で傷つけたり，相手を傷つけることもありう 

る。知らない人とのコミュニケーションをとることは難しい。登録制になってお 

り，同じヘルパーがいて安心して利用できるという点で，賛成したい。 

岡田委員 実際にセダン４台の１週間の稼働状況はどうなっているか。 

旅とぴあ ヘルパーの車のため，ヘルパーの動きに併せて稼働している状況である。月に

１～２回の人もいれば，毎日の人もいる。平均すると週３～４回と思われる。 

島津委員 ほかに委員の方，意見はありませんか。事務局にですが，１０台となれば，運

行管理体制のほうは書面で整っていますか。研修については，国土交通省認定の

STS なのか旅とぴあの自主研修なのかいかがでしょうか 

辻沢委員 まだ猶予期間があるので，STS を猶予期間までに取得されたい。 

島津委員 運送の対価について２分の１になっていますが，具体的に金額はいくらですか。 

旅とぴあ 初乗り走行からキロ１００円，迎車料金に応じてキロ５０円，障害者自立支援

等法的制度についてはキロ５０円，迎車料金はなし。美深の寄宿舎送迎は 2,500

円となっております。 

島津委員 この料金体系について，柏葉委員，浜本委員，いかがでしょうか。 

柏葉委員 納得できませんがね。 

辻沢委員 セダンについては，協議会の協議事項となっています。前回，各団体から利用

者の特性を聞いていますが，４台がフル稼働するわけではなく，ヘルパー持込車

両で見慣れた人，見慣れた車で稼働しているわけだから，逆に台数的には少ない

のかなと感じている。ですから，特段問題ないと思います。 

島津委員 柏葉委員から台数が多いという意見もありましたが，承認ということでよろし



いでしょうか。それでは承認といたします。それでは，次の協議から下間委員に

入っていただきたいと思います。 

島津委員 それでは，ゆい・ゆいの件について事務局から説明願います。 

事務局  (要件確認表に基づいて説明) 

柏葉委員 保険契約の不備は出してもらったほうがいいのでは。 

ゆい・ゆい 中身の対象者の人数が伝えていた人数と違うので訂正します。知的障害者１

０名ではなく１１０名です。保険契約の不備については，先週の金曜日からの

やりとりで今日現在整えることができなかったのが実状です。 

島津委員 法人所有の保険契約書の不備とありますがどういうことでしょうか。 

事務局  不備な書類については，提出してもらい，事務局で確認して協議会に諮り 

運輸支局に出すということになっています。 

島津委員 当然柏葉委員からの指摘が問題となってくると思いますが・・・ 

辻沢委員 申請書が今の段階ではないということで，私どもに届出するときには整える 

    ということでは。確認票の中で提出がないということで，不備というよりは未提

出ですね。 

島津委員 提出があったときに承認ということですね。研修についてはいかがですか？ 

ゆい・ゆい ５月２８日の段階で車の台数を増やすという申請を運輸支局に出しました。 

    その時からみなしということで変更届けを出しており，実際に提出した書類を 

今回添付して渡したが，その時に出した書類と今回出すべき書類が違ってい 

ところです。 

島津委員 当然提出を前提として承認となりますが，他の委員の先生で御質疑はありませ

んか？ 

浜本委員 保険契約書の不備とありますが，対人・対物はどうなっているのか。 

ゆい・ゆい 対人・対物は基本的に無制限です。 

柏葉委員 使用車両の使用権原の中で，普通乗用自動車個人所有使用に関する契約書なし

とあるがもう少し詳しく教えて欲しい。 

               (たいせつのものと錯誤) 

ゆい・ゆい 全て法人名義に全部入れかえて，対人・対物無制限としていく予定である。 

柏葉委員 全部で４台あるが，１台を増車するということですか？ 

浜本委員 セダン型１台の増車ですよね。 

ゆい・ゆい はい。 

島津委員 個人所有のものを法人に貸すということではないですね。 

ゆい・ゆい 今までは２台そういう措置をとっていたが，車検が近いので全部法人名義に

する予定です。 

浜本委員 期間限定の２台というのがそうなんですか。 

ゆい・ゆい ２台中１台が自家用車です。 



島津委員 今の説明は福祉車両のことですね。 

ゆい・ゆい はい福祉車両です。 

島津委員 セダン型車両については既に法人所有になっていますね。 

ゆい・ゆい 法人車両になっています。 

浜本委員 もうひとついいですか。知的障害者１１０名とのことだが，急に増えた理由は。 

ゆい・ゆい 法人は立ち上がって２年しかたっておらず，前回お話したときはそれほどで

もなかった。実際に障害のある方のニーズが多かったというのが実情で障害福

祉サービスという新しいサービスが加わって拡大したほか，ショートステイを

使っている人が移動支援も使いたいということもあり，慣れたところで慣れた

関わりで安心して利用したいという人が急増しているのが実情と思います。  

浜本委員 逆にいったら申請が足りないんじゃないでしょうかね。これだけの人数で。 

ゆい・ゆい 確かに人数からいったら足りない。外出における移動支援は土曜日の日中が

非常に多く，車の管理について責任を持てるのが最大限５台という認識であり，

法人を抱えて何かあった場合を考えて５台は何とかしてほしい。 

柏葉委員 この５台は全て会社の所有ですか。 

ゆい・ゆい 現在５台中３台は法人所有であり，残りの２台は自家用であるが１１月・１

２月に車検があるので，そこで法人名義に変更する予定です。 

島津委員 運行管理体制についてはどうなっていますか。 

事務局  確認がとれています。 

島津委員 ５台以上になるので，運行管理者について辻沢委員ご説明願います。 

辻沢委員 福祉車両を含めて５台以上の場合には，事業所に資格を有する運行管理責任者

を置くこととなっている。 

島津委員 事務局のほうで確認とれていますか。 

事務局  確認がとれています。 

島津委員 普通自動車ノアがありますが，どんな状況で使われていますか？ 

ゆい・ゆい 今までの４台と同じ状況で運行する予定であり，４台では足りなくプラスア

ルファの５台で，運行状況としてはやはり土曜日の時間が足りない。移動支援

が主体で，買い物やレクリエーションなど様々。平日だと通院支援が主である。 

島津委員 ゆい・ゆいの事業としてのショートステイ，移動支援のほかにどんな事業があ 

りますか。 

ゆい・ゆい ゆい・ゆい法人内では障害福祉サービスの短期入所事業，地域生活支援事業

の移動支援事業，その他，多機能型事業所の中の生活介護事業があります。 

 

島津委員 他に委員の方，御質問等ありますか？ 

下間委員 支局のほうに確認なんですが，ゆい・ゆいは１年前から新しい事業を始めたこ

とで一気に増えたと私なりに解釈している。そこの拠点が東神楽であり，東神楽



で旭川在住の方を運ぶというのは問題ないのか。 

ゆい・ゆい 語弊があるので少し説明させてください。東神楽のゆい・ゆい本舗は多機能

型のサテライト型で就労継続 B 型の福祉的就労型作業所である。そこには移動

支援の事業所がない。基本的には旭川でやっているが，東神楽在住の方で旭川

に向かってくる方の移動支援を要する方が何名かいるのは事実です。 

島津委員 辻沢委員，法的には問題ないでしょうか。 

辻沢委員 問題ありませんね。 

島津委員 他に委員の方何か質問はございませんか。なければ承認ということでよろしい

でしょうか。 

               (異議なし) 

島津委員 それでは，どうもありがとうございました。 

               (休憩) 

島津委員 引き続き協議を続行いたします。 

辻沢委員 要件確認票について事務局で８番まで説明しているが，新規の団体を審査して

いるわけではないので，あくまで増車に関して審査しているわけで，既に３(使用

車両)以外は既に有償運送の登録があって審査が終わっている。それを再度もう一

度やられるのかを確認したいのですが。 

事務局  事務局としては，委員の方に増車に対する理解を深めていただくために丁寧に

やっているところです。 

島津委員 広く理解をしていただくということですね。 

事務局  (要件確認票によって説明) 

島津委員 杜の家につきまして何か御質問等ありませんか。 

柏葉委員 １枚・２枚合わせての台数ですか。 

杜の家  今回追加するのは，セダン１台に福祉車両２台の３台です。 

岡田委員 要介護認定者が最初７０名程度だったが，半数近くに減った要因はなにか？ 

杜の家  死亡や長期入院等もあり，登録名簿は９０名だが，確実に動いているのは３７

名。介護保険ですので，施設に入ってしまうケースがある。 

浜本委員 該当運転手の２年間運転免許停止処分をうけていないことを証する書類が未提

出というのはどういうことですか。 

杜の家  書類を出していないだけです。 

辻沢委員 保険と同じです。届出の時までに出していただきます。 

島津委員 本協議会は提出書類を確認して承認となっております。 

 

岡田委員 おそらく浜本委員が言いたいのは，そういう人ではないですよねということだ

と思うのですが・・・ 

杜の家  大丈夫です。 



島津委員 他にご意見ありませんか。私から，セダン型１台と福祉車両２台がどういった

運行と利用をされるのかお聞きしたいのですが。 

杜の家  病院の送迎がほとんどで，人工透析の患者が多く，朝・昼・晩時間が重なるの

で３～４台は必要となる。利用者の１５名くらいは常時１週間に３回くらい通院

されている。 

島津委員 辻沢委員，法的には問題ないですか。 

辻沢委員 この要件確認表についてですか。問題ないと思います。 

島津委員 あと質疑ありますでしょうか。なければ承認という形をとりたいのですが，該

当運転手の書類を提出することを前提として，承認いたします。 

事務局  たいせつが都合により欠席しております。代表者が出席してある程度説明を加

えながらと思いますがいかがでしょうか。別途協議会を開いて判断を仰ぐという

ことにしたほうがよいでしょうか。 

柏葉委員 説明をいただきたい。 

下間委員 たいせつは新規ではなく，単なる書類の不備なので中身的には事務局一任にし

てはどうでしょうか。 

柏葉委員 協議会を開かなければならないと思う。 

事務局  委員の判断によると思いますが，一つ一つの案件を確認する場ではなく，どこ

まで判断するのか。本来的には届け出するときまでに，揃っていればよいもので

あるので考えていただきたい。 

柏葉委員 今日，会議があるのはわかっているはずで，欠席するのは。 

浜本委員 確認表をみてもあまりにも不備がたくさんありますね。再度開いた方が良いと

思います。 

島津委員 次回もう一度開いて，たいせつについて協議したいと思います。 

    事務局何か補足はありませんか 

事務局 補足は特にありません。日程調整させていただきます。 

岡田委員 会議の設定等，現実的に対応が不十分になってしまった。改めてきちんと整理

した形で関係団体に通知したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

島津委員 それでは終わります。ありがとうございました。 


