
「第４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２月２６日（金） １８：００～２０：２０ 

○場  所  旭川市第２庁舎３階 保健福祉部問診指導室 （旭川市７条通１０丁目） 

○出席委員  島津委員，円山委員，石島委員，高橋委員，工藤委員，柏葉委員，早坂委員，五十

嵐委員，今委員，岡田委員，下間委員 

 

○内  容 

事務局：    それでは，第４回福祉有償運送運営協議会を開催します。 

（配布資料の説明） 

        なお，本日の委員の欠席は１名であり，出席委員が半数以上でありますので定足

数を満たしていることを報告します。それでは，会長，進行をお願いします。 

 

島津会長：   次第の２－１について，事務局から説明をお願いします。 

 

事務局：      （委員の交替及び就任について説明） 

 

島津会長：    それでは，議事の２に入ります。協議に入る前に，前回の協議会から時間が経過

していることから，改正道路運送法の補足説明を旭川運輸支局の今専門官から簡

単にお願いします。 

 

今委員：      特に運営協議会との関わりからすると，引き続き自家用旅客有償運送の必要性と， 

対価となる収入について運営協議会で合意を得ることになっています。既に許可を 

受けている団体については，昨年の１０月１日以降は「みなし事業者」として位置 

づけられています。これらの事業者は，今年の１０月１日前までに登録の届出をし 

ていただくことで，正式に登録されることになります。 

          これまでの協議会で協議している内容を超えるもの，例えばセダン型車両使用に 

ついては協議するということであれば，これまでの経過を踏まえ，運営協議会での 

協議が必要です。また，仮に今年１０月１日までに新規事業者が登録申請をすると 

いうことになると，当然運営協議会において事前に協議するという手順になります。 

          安全面等で利用者の利便確保や，または安全確保に関わって諸規定が新たに増え 

た部分もあります。簡単には以上です。 

 

島津会長：    ありがとうございました。それでは，今の説明を踏まえて協議を進めていきます。

それでは(２)の旭川地域における福祉有償運送（セダン型の必要性について)の 

３と４について事務局から説明してください。 

 

事 務 局：    昨年９月に国土交通省及び厚生労働省の連名で，介護輸送の取扱いについて文

書が出されました。今回の協議は改正法に基づきますが，細部は国レベルでまだ

まとまっていないようです。そのような意味で，今年１０月１日まではいわゆる

周知期間を設け，その間に運営協議会等を開催することが望ましいという趣旨の

文書が出されました。また，障害者自立支援法施行に係る，送迎加算の取扱いに

ついてまだ通知が出ていない状況です。 

        （資料４に基づき説明） 

 

島津会長：       説明がありましたが，セダン型の福祉有償運送の必要性について意見があれば

伺います。 



 

柏葉委員：       いつからこの資料 4 が出たのですか。 

 

島津会長：      事務局，いつからこの資料が出たのかという質問ですが。 

 

事務局：      これは，前回の協議会において，資料７として提示したものです。現在の実績を

踏まえて数字を示したものです。それ以外のものは同じ数字です。 

 

早坂委員：      今話を聞いていると, 必要性ということが言われていましたが，現在ワゴンのボ

ックスタイプだとか色々な形の輸送車がある中で，それ以外に新たにセダンがなぜ

必要なのかという根拠をお聞きしたいのですが。 

 

島津会長：      セダン型車両がなぜ必要なのかということですが，事務局から何かありますか。 

 

事務局：      今回の法改正により，セダン型車両使用による有償運送が全国展開されました。

基本的には，現在許可されている団体がセダン型車両を使用する場合，届出制によ

って運行可能ということになっています。しかし，旭川においては, 運営協議会で

セダン型使用について事前に協議することになっているため，その必要性等につい

て議論していただくことになります。 

 

島津会長：     今委員から何か補足等ありませんか。 

 

今委員：       特に補足はありませんが，昨年の１０月１日以前につきましては，内閣府のセダ

ン特区でない限りセダン型による有償運送はできないことになっていましたが，１

０月１日以降はセダン型で実施してもよいことになりました。 

         それとこれまでと若干違うのは，会員の変更ですとか，車両数の更なる届出につ

いては事後届出になります。会員の変更については，事務手続が要らなくなったと

いうような変更もあります。ただし，運営協議会での合意の下にあるということが

必要です。 

          更に，旭川市においては，セダンの導入の際には運営協議会で協議をするという

確認がされておりますので，今回のこの場で協議するということになったと理解し

ています。 

 

島津会長：      早坂委員，今の説明でいかがですか。 

 

早坂委員：      検討とは，要するに必要だから導入したいという申請があった段階で，本当に必

要なのかいう検討をしていく必要があると思いますが，必要であるという前提で協

議するのはちょっと疑問に感じます。私たちがなぜ以前からセダン反対の意見を言

って来たのかというと，ある程度限定された車の形であれば誰が見ても福祉輸送だ

と分かる部分があるのですが，セダンになってしまうと中々見分けがつかなくな

り，混乱を招く要素があるからです。 

                前々回，市もセダンの導入は予定していないとしていましたし，導入に当たって

は色々な問題点が生じるのではないかという感覚を持っています。 

 

島津会長：      わかりました。今の早坂委員の議題の立て方について，事務局いかがですか。 

 

事務局：      前々回，特区を申請しないということについては皆さんの了承をいただきました。



しかし，規制緩和の中でまったく状況が変わり，少なくとも国レベル，法のレベル

においてセダンは必要であるという考えになっています。運営協議会の今までの経

過を尊重していくというのがあるべき姿ですので，その中で十分議論していただき

たいと思います。 

 

柏葉委員：      しかし，その法を基に，各地域で作っている協議会が協議をして決めているとい

うことになるのですか。 

 

島津会長：      そうですね。その枠の中で決めるということになります。 

 

柏葉委員：      そうすれば，法律では決まっているのだからこれを使ってもいいよとなる。しか

し，各地にはそれをやるかやらないかという協議会が出来上がっている。立ち上が

っているわけだから，その協議会でそれをやるかやらないかというのを決める。そ

れでなければおかしい話になりませんか。 

 

島津会長：     これについて，やるやらないを運営協議会で決めるというのは可能でしょうか。

今委員いかがですか。 

 

今委員：     すでに何度も説明していますが，セダンについては法律上，導入可能となってい

ます。ただ，運営協議会での合意を基にということになっていますので，その合意

について議論があれば，その地域について有効だというふうになります。 

 

島津会長：   セダン型車両は認めないという結論を持った運営協議会は全国にありましたか。 

 

今委員：    その点については特に把握はしていません。 

 

柏葉委員：   それよりも協議会がどこで作られて，いくつの協議会が立ち上がってるのかを調

べなければいけないのではないですか。 

 

島津会長：   それは運輸局で調べられるかもしれないですね。 

          行政の立場に立つと、もし仮に運営協議会でやらないとすると，行政の不作為と

いうことにもなるので，その辺の課題も踏まえて十分に議論していただきたい。 

 

早坂委員：     やるやらないと言うのは，やってもらいたくないほうもあれば，やらなければな

らないというのもあるわけです。今その論議はついてないわけですよね。 

 

島津会長：     ですから，それについて意見をいただければと思います。 

          まだ意見を言っていない委員の方もいますので，順次意見をいただきたいのです

が。それでは，山下委員いかがですか。 

 

山下委員：   法で決まっているということで議論するのであれば，議論としてはちょっと空し

いような気がします。規制緩和がここまで来たのかなという感じがしますが，セダ

ン導入について私は反対です。 

 

島津会長：   それでは工藤委員いかがですか。 

 

工藤委員：   とても難しいと感じています。例えばここでセダンを認めるということになりま



すと，かなり緩和されて車両も色々と出てくるかもしれません。ただ，私たち利用

する側としては，確かにボックス型のほうが車椅子の方も楽というのはあります。

だから私のところで今，結論は出せないでおりますが，出せということであれば，

どちらかというと反対のほうかなと思います。 

 

島津会長：   それでは，石島委員いかがですか。 

 

石島委員：   私は基本的に賛成です。法的に認められているのですから, 旭川においてもセダ

ン型を認めるということでいいかなと思います。今旭川市内で実施している５つの

ＮＰＯ団体が，セダンでやりたいというニーズがあるという前提ですが。 

         基本的にはそのセダンの利便性があって，そしてまた車両としても安価で導入し

やすいというようなことがあれば，特にＮＰＯは一般的に運営について非常に財源

が乏しく，厳しい経営をしていると私は認識していますので，リフト付の大きい車

両でなくてもセダンクラスで十分運用できるというようなケース，ニーズがあれば

認めていいのかなと思います。 

 

島津会長：   それでは円山委員いかがですか。 

 

円山委員：   私も石島委員と同じ考えです。先ほど，白タクに間違えられるのではないかとい

うような話もありましたが，これは法的なものでカバーされていくのだろうと思い

ます。利用者・対象者に優しい運送というのは，やはりセダン型だというふうに感

じています。基本的には賛成です。 

 

島津会長：   それでは，実際に福祉有償運送を実施している下間委員はどうですか。 

 

下間委員：   福祉輸送サービスは，有料無料含めて２０年くらい前から日本の場合は行ってい

ると認識しています。その後介護保険の導入や障害者自立支援法の施行において，

具体的に有償の福祉輸送サービスが法整備されている状況において，福祉車両はど

こでも導入できるようなものではありません。セダン型と言われる普通自動車を利

用して，ボランティアの方達が対応していた歴史があります。 

        実際旅とぴあとしては，福祉輸送に関してはまだ数年ほどしか携わっていません

が，直接利用者との関わりで言うと，車椅子以外の利用者さんにおいては特に福祉

車両でなくても十分に対応されております。それと，一番大事なのは，ただ送迎の

みを担うのではなくて，送迎はいわゆる生活介助，余暇活動の支援の一環としての

サービスであり，そのことで言うと，顔の見える，意思疎通のできる，言葉はなく

ても安心して任せられる顔の見知ったサポーターが来て運転するというのも，非常

に安心感が持たれている大きな要素だと思っております。 

               そのことも含め, セダンを利用するもうひとつの理由としては，色々と今後運転

手に関しては制約がでてきますが，自分の乗り慣れた車で利用者さんを迎えに行き，

相手が希望する時間を一緒に過ごしてまた自宅まで送るということが安全運転にも

繋がると思います。 

 

島津会長：   それでは岡田委員どうですか。 

 

岡田委員：   最初の頃は, 特区になって初めてセダン型導入という前提でしたが，話にも出て

きたようにセダン型が全国的に展開されました。市町村の役割としては，地域に運

営協議会を作ってそこで同意してもらうことになります。例えばセダン型を導入す



る場合，協議の場を設けることになっているわけで，要は登録の申請があれば我々

としてはやらざるをえません。この場で議論をしてその必要性ですとか，それから

運賃の問題などもここで議論して，個別に登録の良し悪しを判断していくのであっ

て，今日の会議自体もセダンを認めるとか認めないとかではなくて，まずはそのセ

ダン型というものが出て来た時に，協議会で議論をしなければならないとしたと思

います。先ほど早坂委員がおっしゃったように申請・登録の書類も出て来ていない

のに，何でそうなるのかという話は現実には分かりますが，まずそういうものが旭

川にも出てくるというのは間違いないだろうと思っていますので，どのように対応

していくかが私は重要だと思っています。 

               また，障害者自立支援法において，障害者の方々を地域に移行していこうという

国の方針の中で，これから移動制約者と呼ばれる方々が，地域で生活せざるをえな

い状況に国全体の施策，それから自治体の施策も向いていきます。そういった中で， 

従来の事業者だけでは対応できない部分があり，その部分についてＮＰＯだとかボ

ランティア組織で隙間を埋めていくためには，一定程度そういう事業者も認めてい

くということが必要なのかなと思っています。 

               ただ，最初にも言いましたように，あくまでも協議会での同意が前提でありまし

て，それがなければ登録されないということになるわけですが，それだけこの会議

の責任が重いのかなと思います。 

 

島津会長：   それでは今委員どうですか。 

 

今委員：    法律規則上は申し上げたとおりになっていると思いますが，行政側の立場として

は，導入したいという事業者団体もいて，反対だという相手の委員がいたとしても，

やはり議論は尽くしていただくということになり，どのような実態に基づくのかと

いう議論が必要になってくるのではないかなと思います。 

 

島津会長：   私から若干質問したいのですが，仮に運営協議会で認めないとなった場合，運輸

局の立場としてはいかがですか。 

 

今委員：    運営協議会の合意の下に導入しないと決めたとしたら，色々な角度から非難を受

けることも予想されますが，それはそれで運営協議会として経過を重んじて議論し

た上で最終的に指定された委員でどうするのかは別にして，そのことについて私ど

もでそうではないよということにはならないかと思います。 

 

島津会長：   あと，工藤委員に聞きます。どちらかというとセダン型車両については否定的な

意見だったような感じを受けますが，学習障害とか自閉症の方が付き添いなしで乗

るというのがノーマライゼーションの社会ですね。そういったところから見るとい

かがですか。 

 

工藤委員：   下間委員から安全性とかコミュニケーションの部分を含めて，現実に対応されて

いる方のお話を聞くと安心できます。これから自立して, 一人でも安心して乗れる

という部分では，確かに発達障害や知的障害の子にしてみても，一人で外に出て行

けるというのは私としても望ましいことだと思っていますから，まったく反対とい

うことではなくて，どちらかというと，ということで言ったわけです。 

                でも，安心・安全，そして乗っていただく方とコミュニケーションが取れるとい

う話がありましたので，それであればセダンであっても私としてはいいかなと思い

ます。 



 

島津会長：   はい，わかりました。そうすると意見は大きく分かれましたが，もう少し議論を

進めます。今までの各委員の議論を踏まえて，それぞれ議論していただければと思

います。 

             まず，早坂委員いかがですか。 

 

早坂委員：   コミュニケーションという話がありましたが，今の福祉でやっている輸送車だっ

たらコミュニケーションが取れないのかなということを逆に聞きたいのですが。現

実に今までずっと輸送をやってきて，それで難なく輸送していたという実態があり

ます。それでセダンは国から認められている，だからセダンにする，そしたら今ま

でコミュニケーションを取らないで輸送していたのかという問題にも逆に聞きたい

ですよね。 

                逆にセダン型ということになれば，乗降時にお客さんがよく頭をぶつけ，そして

脳震盪を起こすような状況が出てきます。なぜそういう乗りづらい車に注目してい

くのかなと逆に思うのですが。 

 

島津会長：   今の早坂委員の発言について，意見ありませんか。 

                下間委員から意見を伺います。 

 

下間委員：   一人一人タイプの違う人達が乗降します。仮に頭をぶつけたり，乗り降りしづら

いという方でも，本当に安心できる人間関係が築けられれば，声かけ一つで防げま

すし，運転中にちょっとした行動に出るということもほとんどありません。コミュ

ニケーションが取れた人達と一緒であれば，どんな車両でも構わないのかなという

ところもありますが。 

                一言で障害者だとか高齢者だといっても色々なタイプの人達がいます。福祉車両

でなくても利用できるという点で言うと，知的障害のないアスペルガー症候群だと

か発達障害だとかＡＤＨＤとか，色々な形の障害の方達がおり，一人一人の障害や

行動の状況を，例えば公共の交通機関を利用したときに運転手がそのつど把握でき，

何かあったときに対応できるかどうかという問題もあります。その部分では，日頃

から携わっている私達は上下関係ではなく，仲間関係の中での輸送サービスも担っ

ているというところに安心感があると思います。そのあたりをもっと時間をかけて, 

皆さんに説明していかなければいけないのかなと思っています。 

         それから，今後高齢化社会に向かってきていますが，人間として楽しい一日を暮

らせるかどうか，豊かな人生を送れるかどうか，自分以外の家族以外の人達との出

会いを確保できるかどうかといったときに，外出の機会を多く持っていただきたい

と思っても，移送の部分に色々と制限があると，せっかく生き生きとした人生を送

ろうとしたときに，外出する機会が狭まれることにもなります。利用者にも窓口を

広げていくということで，国が法律でセダンを認めたということはいいことだと思

います。確かに，事業所としてはそのためにやらなければならない課題が増えてき

ていますが，利用者にとっては評価されるところだと思っています。 

 

島津会長：   今の早坂委員と下間委員の意見を踏まえ，他に意見はありませんか。かなり専門

性のある意見をいただいているかと思うのですが，なければ工藤委員に。 

         障害といっても色々な障害があるわけですが，この福祉有償運送というのは会員

制を採っていることで，信頼関係を築きやすいと思いますが，その障害の特性から

見るといかがですか。 

 



工藤委員：   例えば下肢障害の方達にしたら，どちらかと言うとやはりセダン型よりは福祉車

両のほうがいいだろうと思います。私自身も人工骨頭が足に入っていますが，そう

すると本当は福祉車両のほうが乗りやすいというのがありますけれども，ただ，本

当にそれぞれです。障害と言っても本当にそれぞれですから，セダンでも十分対応

できる人たちもおります。 

 

島津会長：   精神障害の方とか，知的障害の方とか，それから認知症の方とか，あるいは発達

障害，学習障害，自閉症の方とか，色々精神的な疾病を持った人達にとってはどう

ですか。 

 

工藤委員：   そういう部分では, きっと登録するときにある程度分かると思いますし，そうい

う点では福祉車両であってもセダンであっても大丈夫だと思います。 

 

島津会長：   札幌市の運営協議会においてもその辺は特に議論になっていました。非常に難し

い方がいらっしゃって，やはり信頼関係の中で福祉有償運送で対応しているという

ことです。 

               他の委員の方で，何か意見はありませんか。できれば福祉という観点から，専門

的な意見をいただければと思うのですが。石島委員いかがでしょうか。 

 

石島委員：   原則的な話になってしまいますが，福祉有償運送ですから福祉という観点を外さ

ず，そこを重点に考える必要があり，障害者の方々の移動手段の確保ということが

大事だという前提で考えます。 

                法的にセダンが認められたということであれば，旭川市においても福祉有償運送

を実施している事業所の判断に基づいて，セダンがいいと思えばセダンを利用し，リ

フト付車両のほうがいいということであれば，リフト付車両を利用するということ

で，その状況に応じて車両を選択していけばいいのではないでしょうか。そして，最

終的に障害のある方々の移動手段が確保されればいいのではないでしょうか。その辺

のところについては，先ほど下間委員がお話をされていましたが，そしてなおかつＮ

ＰＯ法人は非営利の団体ですから, 決して営利を目的としてやっているわけではあ

りませんし，福祉を目的としてこの福祉有償運送を行っているとのですから，私とし

ては，普通のＮＰＯ法人が福祉有償運送を実施しやすいような体制を作っていくこと

が必要だろうと考えています。 

 

島津会長：   それでは, 高橋委員いかがですか。広くボランティア活動をされている立場から，

意見をいただければと思うのですが。 

 

高橋委員：   私はセダンであろうが何であろうが，要は関係が大事ではないかと思うんですね。

アスペルガーの話が今出ましたが，団体がすべてアスペルガーについて色々と熟知

しているかというとそういうわけでもないと思います。私は，車の形というよりは，

利用者との関係をどう作るかが一番大事だと思っていますので，車種についてあま

り特別な意見は持っていません。 

 

島津会長：   いかがでしょうか。色々障害の特性等の話があって，信頼関係の中で輸送が行わ

れているのは介護タクシーでも福祉有償運送でもいいのではいかという意見がかな

りありましたが。 

 

柏葉委員：   それは使う人と，提供する側の信頼関係で，その中で大きいの小さいの，それは



いいじゃないかというお話をされているわけですよね。 

 

島津会長：   障害の特性が非常にありますからね。 

 

柏葉委員：   私のほうは，いわゆるセダンを乗る必要はないのではないかと思うのですが。 

 

島津会長：   タクシー関係者の他の方の意見を聞きたいのですが，例えば認知症や自閉症，発

達障害の方とか学習障害の方などが一人でタクシーに乗った場合，全部乗務員で介

護できるものでしょうか。 

 

柏葉委員：   それは，下間さんのところが大きな車を持っているからですよ。バスを持ってい

るからでしょう。 

 

下間委員：   バスに限っては高等養護学校の送迎に使用しています。 

 

柏葉委員：   だから，それは持っているものもあるわけですよ。全部がそれをする必要はない

と。 

 

島津会長：   私の質問は，タクシー会社が色々な障害特性において対応可能かどうかというこ

となのですが。 

 

柏葉委員：   いや，タクシー会社はタクシーですから，その大きさも全部決まってくるわけで

す。あと変わっているのは，車椅子を乗せるような車を持っていますからね。 

 

島津会長：   ですから, タクシー会社乗務員の方は障害を持っている方に対して，信頼関係を

持って対応できますか。 

 

柏葉委員：   タクシー会社には，そういう注文をしようということはできません。それは乗せ

なければいけないわけです。 

 

島津会長：   今委員，認知症の方はタクシーに乗ってはいけないのでしょうか。 

 

今委員：     判断が難しいと思います。認知症の方の親族の方からは，タクシーに乗らないよ 

うにできないのかという苦情もあります。ただその方は，手を挙げて普通のように 

タクシーに乗った際に，最終的にどこに行くか分からないというような状況などが 

想定されますので，基本は公共交通機関の場合は自分で乗降できるということにな 

るかと思います。 

 

島津会長：     認知症の方はまだらの方もおりますから色々と難しいところです。そういうとこ

ろで福祉有償運送の色々な活動されていますから，移動制約者に対してどうするか

という話になるのだと思います。 

 

柏葉委員：     だからその辺をきちんと整理する必要があるわけです。歴史と業者がいる中で，

片方だけを見て決めると，その片方が通るわけです。だからその辺で反対意見が出

るわけです。 

 

島津会長：     それでは，山下委員これまでの議論を踏まえていかがでしょうか。 



 

山下委員：     基本的にはやはり反対です。セダンを入れるとどこまで広がっていくのか，未知

の部分もありますし。 

 

島津会長：     早坂委員いかがですか。 

 

早坂委員：      私は福祉のためにセダンを使用するというのは理解できます。今は５団体ですが，

これがどんどん広がってきて，そしたらセダンを導入するということが想定され，

それに対し自己監査をきちんとできるかということがあると思います。ですから，

セダンは駄目だと言ったのは，それが白タクとして使われる状況があるということ

で反対しているわけです。 

今は５団体だからある程度目が届くということがあります。ですが，これがどん

どん団体が登録されてくる，その中で全部がセダンを導入した中で，全部監査した

中で目が行き届くかという問題も生じると思います。ですから，私は最初から何で

反対するのかということをずっと言ってきたつもりです。今でもその意見は変わっ

ていません。色々な制約者がいて，セダンも必要だというようには理解していない

わけではないですが，私が反対しているというのは目が行き届くのかという点にあ

るわけです。 

結果的には競争が始まる状況がくると思います。そうすると，今の５団体だけな

らいいけども，その５団体でも結果的には影響を受ける状況が生まれると思います。 

そういう混乱を生じる可能性があるということで，一貫してそういうセダンの導

入というのには反対していたという意見です。 

 

島津会長：     早坂委員の危惧というのは考えられるのでしょうか。 

 

今委員：       全国，全道，旭川運輸支局管内も相当多くの事業者が青ナンバーであり，そのす

べての事業者を監査しきれるか，例えば３年なら３年ということであれば，そこま

でいかないのが現状です。 

調査しながら片方で許可等の一部手続を全てできるかというのは現状では無理だ

と思いますが，ただそういう苦情等が来た場合，当然法律違反になり当然対応する

ということになります。 

 

下間委員：     早坂委員が心配されている事業者側の立場ですが，ここまで規制緩和されて，ど

んどん増えるのではないかというような危惧感ですけれども，実は事業者側の法的

規制も厳しいものになってきます。現在運行されている台数，それから運転手につ

いても制限がきまして，介護福祉士の資格を持って，なおかつ国土交通省が認めた

講習会に参加しなければならないというような，二種免許を持っているような方で

も。そうなると，現在やっている事業所でも縮小せざるを得ない所もたくさん出て

くると思います。増えるというよりも，むしろ淘汰せざるを得ない部分も出てくる

ことも合わせて認識いただければと思っています。 

 

島津会長：     逆に減る可能性があるということですね。 

 

下間委員：     そうですね。 

 

島津会長        それでは，大体議論は出尽くしたと思うのですが，継続協議という形にしましょ

うか。今のところ平行線ですので，継続協議とするかどうかの判断を事務局お願い



します。 

 

事 務 局：   継続協議ということでお願いします。 

 

島津会長：     分かりました。では，継続協議ということにします。 

        (３)ガイドラインについて、次第の(３)ガイドラインに移りたいと思います。そ

れではですね、ガイドラインについて追加された資料５，６，７ですがありますの

でご説明のほうお願いいたします。 

 

事 務 局： （資料５，６，７に基づき説明） 

 

島津会長：     それでは，こういったガイドラインが出ましたが，若干意見があれば伺いたいと

思います。いかがでしょうか。 

 

今 委 員：   今, 下間委員が少し運転者の要件で勘違いされたかと思うのですが，認定講習な

いしはその準ずる講習どちらかを受ければよく，セダンの場合はプラスセダン用の

要件が入るということになります。 

 

島津会長：     ガイドラインについての補足, あるいは意見・質問等ありますか。早坂委員いか

がですか。 

 

早坂委員：     ありません。 

 

島津会長：     他の委員も，ガイドラインについてはよろしいですね。 

 

       （特に意見はなし） 

 

        それでは，そのほか資料８について説明してください。 

 

事 務 局： （資料８に基づき説明） 

 

島津会長：    今の説明について，意見等ありますか。 

 

       （特に意見はなし） 

 

        事務局から何かありませんか。 

                              

事 務 局：    次回の開催日はまだ決めておりませんが，会長と日程等調整いたします。１０月

までのいわゆる猶予というものがありますが，それは単に周知期間ということであ

り，言うなれば先ほど早坂委員からありました白タク行為が行われるということが

逆に由々しき問題ですので，できるだけ早く結論を得ることができるよう十分議論

していただきたいと思っています。 

 

島津会長：     あと，宿題ですが，全国の運営協議会のセダン型車両についての議論の状況を調

べてもらえますか。次回までで結構ですので見せていただければと思います。 

                それでは本日の協議会を終了したいと思います。どうもお疲れ様でした。 


