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「第２回旭川市福祉有償運送運営協議会」会議録要旨

○日 時 平成１８年１月１７日（火） １８：００～２０：３０
○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、工藤委員、三原委員、円山委員、大海寺委員、高橋委員、柏葉委員、早坂

委員、五十嵐委員、今委員、重野委員、黒坂オブザーバー

○内 容
岡田次長 ただ今から、第２回運営協議会を開催いたします。

島津会長 前回の経過を確認した上で協議を進めます。
前回は、旭川地域において福祉輸送の必要性があると認めた上でＮＰＯの審査に入り、

「旅とぴあ北海道」については国の通知に基づくガイドラインを満たしているということ
で協議が整い、「レインボーハウス」については途中で時間切れとなり継続審査となった
ということでよろしいでしょうか。

柏葉委員 「旅とぴあ北海道」の審査からもう一度やるべきではないかと考えておりますが。

島津会長 この件について事務局の意見を伺います。

事務局 議事録では、「旅とぴあ北海道」については協議が整っていることになっております。

島津会長 「旅とぴあ北海道」について再度協議事項とするか、他の委員の意見も聴いて議論を進
めたいと思います。

柏葉委員 議事の進行について確認しますが、一つ一つの団体を決めていくのか、それとも全体
を先に進めた上で最後に決めていくのでしょうか。

島津会長 事務局の意見はいかがでしょうか。

事務局 一つ一つの団体を確認した上で協議を進めてもらいたいと考えております。

島津会長 各団体の個別性が高いということもありますので、一つ一つ協議することとします。
では、「旅とぴあ北海道」についてはどういたしましょうか。

早坂委員 協議会のあり方をどうするかということをもっと詰めるべきではないでしょうか。前回
は審査してすぐ決定という流れがあり、そのあり方には釈然としないものがありました。
国の決めたことに従って進めていくことはいいのですが、自治体独自の進め方や考え方

があっても良いのではないでしょうか。認めていくということについては異論はありませ
んが。
また、協議会は全会一致とするか、一人でも反対した場合は認めないのかということを

確認したいと思います。

島津会長 前回、福祉輸送の必要性のところで意見があれば良かったのですが、特に意見がなかっ
たことから個別案件の審査に移ったところです。
早坂委員から、協議会のそもそものあり方をもっと時間をかけて決めるべきではという

提示がありましたが、事務局としてはいかがしますか。

事務局 議事録上では、必要性は認められたことになっております、他の委員の方から何か意見
が出るのであれば検討したいと思います。

柏葉委員 早坂委員の言うように、そもそものあり方をしっかり詰めてから議論を進めたほうが良
いのではないでしょうか。

大海寺委員 前回は必要性について出席委員の確認もあって認められ、今回は個別協議をするという
ことを確認して終わったはずだったと思います。

柏葉委員 このまま進めていくのも問題があるのではないでしょうか。

円山委員 前回の流れは大海寺委員が言われたとおりだと理解しています。それなのに、やり直す
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というのであれば、前回の協議は一体何だったのかということになるのではないでしょう
か。
「旅とぴあ北海道」については承認され、今回は「レインボーハウス」の審査からとい

うことで決まっていたと思います。

重野委員 集まった委員が一定の話をし、会長からのまとめの提示を受け、委員が了解し確認され
たことについては、異論があったとしてもそのこと自体をやり直すことにはならないと思
います。ただ、この制度を運用する際に様々な問題があるのであれば改善すべき点等を話
し合い、より良い制度設計にするにはどうしたらよいかという意見はあってもいいのです
が、「そう受け止めていない」からということで反故にするのはルールに反するのではな
いでしょうか。

柏葉委員 会長はどのように把握しているのでしょうか。

島津会長 「旅とぴあ北海道」の内容に議論があるのであれば、別の角度から議題に挙げることが
筋ではないかと考えています。
別な角度から議論したいということであれば議題に入れたいと思います。しかし、「旅

とぴあ北海道」については、前回で協議が整っているということはおさえておきたいので
す。
このような形で議論を進めていきたいと思いますがどうでしょうか。

今委員 早坂委員から話があった、全会一致かどうかという点については、設置要綱で決められ
ていることですので、確認しながら進めていくのがいいのではないかと思います。

島津会長 他の委員の意見はどうですか。

早坂委員 二種免許の問題が一つあります。二種免許を取得した中で運用すのがベターであり、二
種免許の人が少なすぎるのではないでしょうか。できる限り二種免許を取得するという条
件をつけた方が、安全性確保の観点から必要なことだと考えます。
福祉輸送を認めることは理解できますが、二種免許のことは大事なことだと思います。

柏葉委員 二種免許が基本だと思いますが、この件については国で決められているので仕方ないの
ではないでしょうか。

五十嵐委員 早坂委員と同意見ですが、この問題をここで論じても結果は出ないのではないでしょう
か。二種免許の問題は我々労働組合が別な形で運動しなければならない問題だろうと思っ
ております。

島津会長 以上の意見については、議事録に留めておくことでよろしいでしょうか。

柏葉委員 それでよろしいです。

島津会長 それでは議事録に記載することとします。
他に意見はありませんか。

早坂委員 旭川市としては、セダン型車両による輸送は認めないということでよろしいでしょうか。

重野委員 旭川市としては、セダン型車両による輸送を可能とする特区申請をしないということで
す。

早坂委員 セダン型車両が認められると白タク行為と見分けがつかなくなり、業界としてはそのこ
とを一番懸念しています。他市でも問題視されていますので、旭川市においてセダンは認
めないということをお願いします。

島津会長 事務局から補足説明はありませんか。

事務局 現時点において、旭川市ではセダン型車両によるセダン特区の申請を前提にはしており
ません。ただ、道路運送法改正の動きもあり、その動きを確認して進めることになるかと
思いますが、この協議会についてはセダン型は前提としておりません。
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早坂委員 前提が変われば協議会に諮るのでしょうか。

重野委員 前提が変われば協議会に諮らなければならないでしょう。

今委員 道路運送法の改正については、今年２月に法案提出の予定であるが、現在のところ運営
協議会との関係がどうなるかについては不明です。

島津会長 現行ではセダン特区申請に協議会は必要ですか。

今委員 必要です。

島津会長 他になければ個別案件に移ります。他にあれば最後にまとめることにします。
では、「旅とぴあ北海道」について別の視点から気づいた点あれば意見を伺いたいと思

います。

重野委員 「旅とぴあ北海道」については前回承認されていますので、認めるということでよいの
ではないでしょうか。

島津会長 他の委員の皆さんはどうですか。
（特に意見なし）
それでは、「旅とぴあ」については協議が整ったということとします。
次に、「レインボーハウス」の協議に移ります。事務局から説明をお願いします。

事務局 （資料６及び資料７に基づき、「レインボーハウス」について説明）

島津会長 ただいま事務局から説明がありましたが、「レインボーハウス」について、ガイドライ
ンの基準を満たしているかどうか、委員の意見を伺いたいと思います。

島津会長 料金についてで質問しますが、ガイドラインではタクシー料金の半分程度ということで
よろしいでしょうか。

今委員 国の通知では、タクシー上限運賃の半額を目安としています。

島津会長 目安ということは上下の幅はありますか。

今委員 何円以上という表現はありません。

工藤委員 利用者の立場からすると安さも魅力ですが、多くの方は安全ということを重視していま
す。安全性確保の観点から、運転手は二種免許を持つよう努力してほしいと思います。
また、我々としては、運転手がヘルパー資格を持っているかどうかを知りたいのですが。

島津会長 運転手のヘルパー資格について、「レインボーハウス」に方に説明をお願いします。

レインボーハウス
私どもは、介護保険事業と支援費の事業を行っており、ヘルパー資格は１級が３名、他

は全員２級を取得しています。

今委員 安全性の確保については、運行管理、車の整備の問題、運転者に対する指導・教育の問
題といった点も大事です。更に、事故時の対応について、そのあり方と体制を整えること
も重要です。運転手の健康状態を確認することも重要なことになります。
また、人を移送した区間や道路状況や乗せた人の状況を記入することも考えられます。

整備については日常点検が義務付けられています。懸念するのは、運行管理責任者の位置
付けでして、安全を重視するならば、連絡網の確立も含めて体制を重視する必要があると
考えます。

島津会長 今委員の意見は全体に通じる内容ですので、点呼、日報、連絡体制についてどうするか
は個別案件後にまとめて協議することとします。
「レインボーハウス」について、他に意見はありませんか。

（特に意見なし）
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島津会長 それでは、「レインボーハウス」について、ガイドラインの基準を満たしていると認め
ることとします。
次に、「ゆい・ゆい」について、事務局に説明をお願いします。

事務局 （資料６及び資料７に基づき、「ゆい・ゆい」について説明。任意保険の書類は確認中で
あることを補足。）

柏葉委員 ＮＰＯが車を増やした場合、どのような取扱いになるのでしょうか。

事務局 ２４０号通知に基づき、旭川運輸支局と旭川市に速やかに届け出ることになります。

柏葉委員 届け出るだけでよいのですか。増車する場合も、運営協議会で協議することはできない
のでしょうか。

島津会長 この件について、２４０号通知からみて妥当であるかどうか、今委員の意見を伺います。

今委員 増車を協議会の案件とするかどうかは各運営協議会の判断にもよりますが、車を増やす
機会は多くなると見込まれ、その都度協議会を開くのは負担があると思います。

島津会長 届出は支局に直接するのですか。

今委員 支局に連絡することになっています。

島津会長 市に対しての連絡義務はありますか。

今委員 そこまではありません。

柏葉委員 増・減車の状況を把握することは必要なことではないでしょうか。

今委員 運営協議会のあり方にも関わってくる部分ですが、協議会で決まれば行うしかないと考
えます。市の考え方も確認することも必要ですが。

島津会長 どのような場合に運営協議会を開催するかについても、個別案件が終了してから協議す
ることにします。
「ゆい・ゆい」について、他に意見はありませんか。

（特に意見なし）

島津会長 それでは、「ゆい・ゆい」については、任意保険の保険証券が提出されることを条件に
協議が整ったこととします。
次に、「たいせつ」について、事務局に説明をお願いします。

事務局 （資料６及び資料７に基づき、「たいせつ」について説明。ＮＰＯとして現在登記手続き
中であることを補足。）

柏葉委員 書類が整っていない状態で受け付けることに問題はありませんか。

事務局 「たいせつ」は８０条許可を申請予定ということで、申請書案という形としています。

柏葉委員 本来であれば、書類が揃ってから審査するものではないですか。

島津会長 この運営協議会では、書類が整うことを条件として審査するということで理解していま
す。基本的な書類はそろっており、事務局で精査しています。

重野委員 欠けているのは形式的な部分であり、その部分が整ったときに協議会で認められたとい
うことを条件に認定するということで良いのではないですか。

今委員 支局では、書類が揃うことを前提に申請を受け付けており、最終的なチェックも行いま
す。不備があれば認めません。

島津会長 「たいせつ」について何か意見はありませんか。
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（特に意見なし）
それでは、「たいせつ」については、書類が整うことを条件として協議が整ったことと

します。
（特に意見なし）
次に、「杜の家」について、事務局に説明をお願いします。

事務局 （資料６及び資料７に基づき、「杜の家」について説明。講習会の受講証明と、車両の本
拠地が旭川市に移っていることの２点が確認されることが条件であることを補足。）

島津会長 「杜の家」について、何か意見はありませんか。
（特に意見なし）
それでは、「杜の家」については、講習会の受講証明と、車両の本拠地が旭川市に移っ

ていることの２点が確認されることを条件として協議が整ったこととする。
（特に意見なし）
委員の皆さんの協力に感謝いたします。
続いて、運行管理責任者の役割、点呼、日報、連絡体制、市を通した連絡網、運営協議

会を開催する案件項目について議論したいと思いますが、ここで１５分間の休憩とします。

（１５分休憩）

島津会長 それでは協議を再開します。まず、運行管理責任者の役割として、今委員から提起され
た点呼、日報、事故発生時の連絡体制について議論します。
事務局から何か説明はありますか。

事務局 事故発生時には、速やかに旭川市に報告していただきたいと思います。苦情処理体制に
ついては、苦情処理責任者の位置付けを必要に応じて指導します。
許可条件の確保は十分な配慮が必要であり、要件が欠落しないよう、指導は必要である

と考えます。
日報については、運転記録票の作成、適切な管理、運送日数等の実績報告が安全確保に

必要であると考えます。

島津会長 ２４０号通知では「管理運営体制」という文言はありますが、安全面を担保するために、
点呼、日報、日常点検を旭川市の運営協議会の条件とすることができるかどうかを議論し
たいと思います。

早坂委員 点呼、日報、始業時点検のほかアルコールチェックも必要です。また、許可後のチェッ
ク体制をしっかり行っていくことを求めます。

島津会長 他に意見はありませんか。
運行管理責任者の役割に条件をつけることでよろしいですか。

早坂委員 健康診断についてはどうでしょうか。

島津会長 事務局の意見を伺います。

事務局 その件については、特に案件としては想定しておりません。

早坂委員 安全輸送という面で、１年に１回健康状態をチェックすることが大事ではないでしょう
か。

島津会長 ＮＰＯ法人も事業者であるが、労働衛生法規が適用されるということでよいのですか。

柏葉委員 少なくとも行っていく必要があるのではないでしょうか。

重野委員 特別法がない限り適用となると思いますが、定かではありません。

島津会長 各ＮＰＯに、健康診断を受けているかどうかうかがいます。

レインボーハウス代表
年１回、ミニドックを含めた健康診断を行っています。
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ゆいゆい 法人を立ち上げたばかりですが、２月に健康診断を予定しています。

旅とぴあ 任意で年１回以上行っており、感染関係の検査も受けてもらっています。

たいせつ 個人で受けてもらっています。

杜の家 任意で行っています。

工藤委員 事業者としては、任意ではなく年に１回行うことを義務付けることが必要だと思います

島津会長 健康診断の義務付けを条件に付け加えることは可能でしょうか。今委員の意見はいかが
ですか。

今委員 ＮＰＯ法人と労働三法の関係は不明ですので、答えかねます。

島津会長 重野委員の意見はいかがですか。

重野委員 ＮＰＯ法人がボランティア活動するのであれば適用にならないと思います。ただ、個別
に免除するとか、適用しないということになっていないのであれば一般原則になるでしょ
う。一般論として、事業として輸送を行うのだから、準用は少なくともされるのではない
かと思いますが確かではありません。

今委員 団体として健康診断を行わせるのか、任意であったとしても団体に実施したことを確認
するのかどうかということになりますが、協議会としての判断によるのではないでしょう
か。

島津会長 事務局の意見はいかがですか。

事務局 公共の福祉に馴染むかどうかという視点も大事であり、ボランティア輸送を行う事業者
に過度の負担を負わせると、活動を萎縮させることにならないかという観点からの検討も
必要であると思います。

早坂委員 ボランティアだから健康状態をチェックしなくてもいいということにはならないのでは
ないですか。人を乗せて運転する以上、安全を担保することが必要です。

柏葉委員 運賃を取るのですから、一般のやり方を踏襲すべきだと思いますが。

島津会長 個人タクシーはどうですか。他法とのバランスを取る必要もあるかと思いますが。

今委員 個人タクシーについては、免許更新時に健康診断書の添付が必要になっています。

島津会長 一人事業者、例えば開業医や公認会計士はどうなっているのでしょうか。

早坂委員 安全移送という点での議論から外れませんか。

島津会長 法律とのバランスを考えることも大事なことです。

柏葉委員 定かではないが、３，４人の事業所から適用となるのではないでしょうか。

重野委員 この場で「だと思う」という話は不毛ですので、適用とすれば遵守、適用とならないの
であれば、ガイドラインの範囲内で満たしていればよしとすることにしかならないのでは
ないでしょうか。
安全に輸送する点からすると、運転者の健康管理を担保することは必要ですが、仮に新

たな強制を付け加えることによって事業が出来なくなるのでは、今回道を開いた趣旨に反
するのではないでしょうか。

島津会長 当運営協議会としては、運転手については健康診断と健康管理に留意するということで
どうでしょうか。
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円山委員 それで良いと思います。

柏葉委員 ＮＰＯに労働安全衛生法が適用されるかどうか、もう一度調べてもらってはどうですか。

島津会長 そうなると、もう一度運営協議会を開くことにするか、それとも、ＮＰＯに労働安全衛
生法が適用されるかどうかの確認は事務局に一任することにするかという話になりますが。

（事務局一任との声あり）
それでは、事務局に一任することとします。
日常点検を条件とすることは良いでしょうか。

（意見なし）
これについては条件をつけることとします。

島津会長 次に、増車の場合にも運営協議会を開くことにするかどうかということについてどうし
ましょうか。

今委員 まず、どのような場合に運営協議会を開催するかについて、事務局の説明をうかがいた
いと思います。

事務局 （第１回の資料に基づいて説明。増車については、事務局が書面で審査することが可能な
ので運営協議会の開催は不要と考える旨説明。）

島津会長 一台でも増車があった場合についても協議の対象としますか、それとも、車の台数が
現在の１．５倍とか２倍になったときに運営協議会を開くことにしますか、柏葉委員の
意見をいかがですか。

柏葉委員 一台の増車でも、運営協議会を開くことが望ましいのではないでしょうか。

今委員 一台でも増車がある都度、運営協議会を開くのでは、メンバーや事務局に負担がかか
ると思う。二年に一度許可を更新するときとか、ＮＰＯ等の車が目に付くようになった
場合には運営協議会を開くということではどうでしょうか。

円山委員 今委員の意見のとおりで問題ないと思います。

島津会長 ＮＰＯの車が急に増えたときはどうするかについても協議したいと思います。

柏葉委員 一台でも増車があったときにチェックすべきではないでしょうか。

重野委員 一台でも増車があったときにチェックするというのでは、国の制度として福祉有償運
送を認めた趣旨に反するのではないでしょうか。

車が１．５倍に増えた場合や、苦情があった場合に開く必要性が出てくるかと思いま
す。

島津会長 それでは、車が１．５倍に増えたところで協議会を開くということでいかがでしょう
か。
（特に意見なし）

それでは、そのように決定します。

柏葉委員 福祉有償運送について、我々の要望事項を次のとおり申し述べたいと思います。
１ 安全の確保及び旅客の利便の確保について、事故発生時における地方公共団体の

責任が明確にし、事故発生時は速やかに、警察、運輸支局、旭川市に伝え再発防
止に努めること。また、苦情対応票を作成すること。

２ 福祉輸送の実態の把握について、許可事項に変更があった場合は、速やかに届け
出ること。また、福祉輸送の実態把握に努め、事業者に輸送実績報告書の提出を
義務づけること。

３ 旭川市の対応については、福祉総務課長、福祉総務課総務企画係長とすること。
４ セダン型車両は使用しないこと。

事務局 （要望事項に対して、次のとおり回答。）
１ 旭川運輸支局と連携して対応する。苦情対応票を作成してもらう
２ そのように指導していく。最初の年は４半期毎に、次の年からは年１回実績報告
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書を出してもらう。
３ 福祉総務課を市の対応窓口とする。
４ 要望があったことを記録に留める。

黒坂アドバイザー
利用者の居住地を見ると、旭川市以外の住民も輸送の対象となっていますが、そのよ

うな場合、地元市町村の協議会に諮る必要はありませんか。

今委員 市外の利用者については、居住地となる自治体と協議ができればそれで良い。

事務局 市外に居住している利用者であっても、旭川市内の事業者が実施する輸送の対象にな
りますので、この運営協議会の協議から排除することにならないと思いますが。

島津会長 この問題については、運輸支局に整理していただくことにします。

事務局 今後の流れについてですが、ＮＰＯに対して旭川市長名で意見書を送付し、各ＮＰＯ
はその意見書を付して、旭川運輸支局に８０条許可申請をすることになります。

重野委員 最後に、旭川市を代表して委員の皆さんにお礼を申し上げます。

島津会長 それでは、以上で協議会を終了します。委員の皆さんご協力ありがとうございました。


