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「第１回旭川市福祉有償運送運営協議会」会議録要旨

○日 時 平成１７年１２月１５日（木） １８：００～２０：４５
○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、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
重野委員 会長が選任されるまで，議事の進行をさせていただきます。

まず、運営協議会設置要綱第５条第１項に基づき，会長は互選することになっておりま
すがいかがいたしましょうか。

円山委員 事務局で案があればうかがいたいと思います。

重野委員 事務局案としては、学識経験者の島津委員にお願いしたいと考えるがいかがですか。

（異議なし）

重野委員 異議なしとのことですので事務局案のとおりとし、要綱第５条第２項に基づき以後の
議事進行を会長である島津委員にお願いします。

島津会長 旭川市の地域特性を考えて、活発な議論をお願いします。
議事に入る前に、協議会を円滑に進めるための委員として、要綱第５条第３項の委員（会
長代理）を円山委員、第６条第３項の委員（協議が整わなかった場合に調整を行う委員）
を重野委員、今委員、円山委員、島津とすることとしたいがいかがですか。

（異議なし）

島津会長 指定した委員にはお願いします。
それでは議事に入ります。まず、旭川地域における有償運送の状況を事務局から説明を

お願いします。

事務局 （資料５に基づき、旭川地域の移動制約者及び輸送の状況と、福祉輸送の必要性について
説明。）

島津会長 今の説明に対して、何か質問及び意見はないですか。
（質問及び意見はなし）
それでは、当協議会として、旭川地域においては福祉輸送の必要性があると確認しまし

た。
次に、許可申請予定団体の審査に移ります。この件について、事務局から説明をお願い

いたします。

事務局 （資料６に基づき申請予定５団体の概要を説明、ガイドラインに基づく各団体の状況を資
料７により説明。）

島津会長 本日は各申請団体から説明員も参加しており、必要に応じて説明を求めることといたし
ます。

それでは、順番に審査することとします。まず、「特定非営利活動法人 旅とぴあ北海
道」について協議します。資料について何か気づいた点はないでしょうか。

柏葉委員 運転者の資格について説明を求めます。

島津会長 事務局に説明をお願いします。

事務局 運転手の資格についてですが、要件票の運転者のところに記載されており、過去２年間
において免許の取消しがないこと、移送サービス運営マニュアル編集委員会が発行するテ
キストに基づいた研修を修了したことが認められるかどうかということで判断するもので
あります。
旭川地域の４申請団体が共同で実施した移送サービス運転者協力講習会の実施状況につ

いては資料があり、「旅とぴあ北海道」の運転者はその講習会を受講しています。一部受
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講できなかった者については，新たに講師を設定しテキストの不足分を実施したところで
あります。

柏葉委員 ２年以上の免許取り消しがないということは規定されているのですか。

事務局 規定されており、その確認のために運転記録証明書を提出してもらい、一部抜粋したも
のを今回の資料として提示しています。

柏葉委員 どのような形で決まったのか分からないのですが２年でよいのでしょうか。

事務局 ガイドラインでは、過去２年間運転免許取消し処分を受けていないことが要件となって
おります。

柏葉委員 タクシー輸送の場合は、過去３年間運転免許停止処分を受けていないことが要件となっ
ており、同じ人を輸送するという点を踏まえるとアンバランスではないでしょうか。

早坂委員 個別案件を審査するのはまだ早い気がします。各団体の福祉輸送に対する基本的な考え
方を示さない中で、ひとつひとつ進めていくのは問題があるのではないでしょうか。
安全移送が大きな問題であり、ましてや有償での移送を行うわけですから大きな責任が

あると思います。責任を持った仕事をしていくためにも、NPO であっても、福祉輸送で
あっても、二種免許は必要ではないかと考えます。
まず、基本的な考え方を整理してから、個別に検討するべきものであり、今この場で個

別の案件ごとに良し悪しを判断するのは無理があるのではないでしょうか。

島津会長 他に何か意見はありませんか。

五十嵐委員 早坂委員と同意見です。人を輸送するのに NPO は一種免許でよく、タクシーは二種免
許でないと運転できないことになっています。人を輸送する仕事でありながら、免許の種
別はあってないようなものになってしまいます。このことは今後の課題であります。

島津会長 この件について、運輸支局の今委員に意見を伺います。

今委員 国土交通省のガイドラインでは二種免許が基本となっていますが、一定の要件のもとに
一種免許でも可とされていますので、それに沿って判断することになります。

島津会長 今委員の話にもある通り、ガイドラインに沿って今日の協議会を進めることとします。
先ほど柏葉委員から、「旅とぴあ北海道」の運転手に関する運転記録証明書について話

がありましたが、この件について事務局から何か説明はありませんか。

事務局 運転記録証明書は全員分ありますが、量が多くなりますので一部抜粋としました。事務
局で全員分確認しており、運転記録証明書上問題はありません。

島津会長 内容に問題はありませんか。

事務局 問題はありません。

島津会長 今委員の話にもある通り、本日はガイドラインに沿って話を進めていきます。

柏葉委員 人を輸送するのに何故一種免許で良いのか、根本的な考え方を確認したいのですが。

今委員 二種免許が望ましいが、ガイドラインが出た背景には，現実に NPO 等による輸送がな
されており、タクシーだけでは移動制約者の輸送ニーズに対応しきれないという状況があ
ることを踏まえているものと思います。
二種免許が基本というのは柏葉委員の言うとおりであり、安全面で高いにこしたことは

ないと個人的には考えます。

柏葉委員 実車率が落ちてきているのに、一種免許での輸送が認められるということには理解でき
ない部分があります。

早坂委員 ８０条を拡大解釈すると、何でもありになってしまうのではないかということが危惧さ
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れ、白タク行為も結局よくなってしまうのではないでしょうか。やはり同じ内容のことを
実施するのであれば、道路運送法上で当然議論されるべきではないかと思います。

円山委員 許可申請を認める要件として、二種免許の方が一種免許よりも多いという形にしていた
だければ、利用者としては安心です。

島津会長 この運営協議会の場では、国土交通省のガイドラインに沿って，その範囲で協議するこ
とにご理解ください。免許に関する議論は今後の課題として関わってくる部分ですので、
これまでの各委員の発言内容については議事録に記載することとします。
その他に意見はありませんか。

柏葉委員 「旅とぴあ北海道」とは、日通の旅行部門のことを指してはいませんか。

事務局 「旅とぴあ北海道」は、この NPO法人の正式名称であります。

早坂委員 資料にある「普通乗用車」とはセダン型車両のことでしょうか。

事務局 普通乗用車のなかでも、回転リフトアップシート等の装備が付いている福祉車両を指し
ています。そのような装備がされていない車両をセダン型と区分けしております。

早坂委員 外見上は分からないのではないですか。

事務局 そのことを踏まえて、資料には車両の写真を添付しているところであり、福祉車両であ
ることが判断できるものと思います。

島津会長 「旅とぴあ北海道」に関して、他に意見はありませんか。
（特に発言なし）

それでは、「旅とぴあ北海道」については、許可申請の要件が整っているということで
よろしいですか。
（特に発言なし）
それでは、許可申請の要件が整っていると認めることとします。

島津会長 次に、「レインボーハウス」について審査します。運転記録証明書の確認状況を事務局
からお願いします。

事務局 事務局ですべて保管しており、問題はありません。

島津会長 利用料金などはどうですか。

早坂委員 利用料金は団体によってまちまちですが、ある程度統一した方が分かりやすいのではな
いでしょうか。

今委員 ガイドライン上、各団体が上限運賃の半分以下で決める内容ですので、利用料金を統一
することはできません。

柏葉委員 各団体がどのような基準で料金を決めているのかを教えていただきたいのですが。

島津会長 事務局に運賃のことを確認します。

事務局 運賃の決め方については、個々の事業者がボランティア的な判断で決めたものでして、
事務局側から指示したものではありません。

柏葉委員 運賃にはどのような経費が含まれているのかが示されるものだと思いますが、その中身
はどのようになっていますか。

重野委員 最低限の内容を満たしていれば認めるものだと思いますので、ここで運賃の決め方につ
いて議論することは難しいのではないでしょうか。

柏葉委員 しかし、タクシー料金の半額以下とした内容は確認しておきたいのですが。
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重野委員 各団体の代表が来ていますから、聞いてみてはどうでしょうか。

島津会長 「レインボーハウス」に説明をお願いします。

レインボーハウス
支援費の関係で市に提出した書類を基に算定し、設定のなかで５０円としました。私ど

もの利用客は、重度障害児でほとんど身動きができません。そうした利用者の負担を抑え
る形で料金設定しています。細部に不備はあるかもしれませんが、ご理解願いたいと思い
ます。

島津会長 ただいまの説明から、「レインボーハウス」の法人成立の生い立ちから、利用者の足を
支えるという観点から設定した料金であるということで、ご理解いただけませんか。

円山委員 料金の話ではないのですが、「レインボーハウス」には４台の車両があって、一人しか
二種免許を持っていない訳ですから、少なくとも４台あれば二種免許取得が４人というの
が望ましいのではないでしょうか。

柏葉委員 運賃設定の考え方はもっとしっかりとしたものであるべきではないでしょうか。

島津会長 ガイドラインに基づいた内容で判断するしかないと思います。
特にこれ以上料金についての意見は出ないと思いますので、「レインボーハウス」につ

いては協議が整ったこととしてよろしいでしょうか。

柏葉委員 このままの状況では判断がつきかねますので、一度持ち帰って検討させていただくこと
はできないでしょうか。

五十嵐委員 来年３月までが重点指導期間ですので、来年３月までに申請をすることによって許可が
得られるものと判断しています。従いまして、今回この場で決めなくても良いのではない
でしょうか。それとも今回で決定してしまうのでしょうか。今後何度か協議会を開く予定
はないのでしょうか。
また、ガイドラインの内容は一方的なものであると思われる部分もあり、そもそもこの

ガイドラインはこれで良いのかということを議論すべきではないでしょうか。

島津会長 この場ではそもそも論はしないこととします。ガイドラインを検討するためには国会で
の議論が必要になりますので，この場ではガイドラインに沿って協議することをお願いし
ます。

早坂委員 この場で決めてしまうとは思っておらず、運営協議会のあり方から話し合うものだと個
人的には思っていました。

島津会長 協議会の公正中立を保つためにも、ガイドラインに沿って協議するものであると考えま
す。

今委員 柏葉委員が持ち帰って考えてみたいというのは、事前資料と当日資料の違いにとまどっ
ていることによるものであると思います。

大海寺委員 事前に資料は配布されていますし、NPO の方々も来ているわけですから、この場で決
めてしまうのが良いと思いますが。

島津会長 意見が割れているようですが、他の委員の考えはいかがですか。

三原委員 資料は配布されており、要件票で各団体の内容はまとめられているわけですから、持ち
帰って考える必要はないと思います。

柏葉委員 旭川地区ハイヤー協会のメンバーは１１社あり、私だけで判断できるものもあればでき
ないものもあります。できないものについては、他のメンバーとも協議しなければなりま
せん。

高橋委員 議事の中で「その他」としている部分について、どのような内容を事務局が考えている
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のかを確認したいのですが。

事務局 議事録の公開に関する取扱い、運営協議会に諮る案件にはどのようなものが考えられる
かについての説明になります。

三原委員 何度も集まるのは大変ですので、この場で決めてしまいたいと考えております。

島津会長 重野委員の意見はいかがですか。

重野委員 ガイドラインを満たしていれば基本的に認める場であると認識しております。そのこと
を踏まえると、形式的部分がクリアできていれば、基本的には手続を進めることとなり、
問題があれば留保し、条件が整った段階で認めていくことがこの協議会の役割であると考
えております。
タクシー業界の死活問題はある意味で理解できますが、この場で検討するものとは別問

題ではないかと考えております。ただ、そのこととは別に、一定の条件のなかで，NPO
やボランティア団体がハンディキャップを持った人たちのために、コストやビジネスとは
違う道を開いたということが制度としてできたわけですから、その場合に、一定の条件に
かなっているのかいないのかを，中身を見て議論するべきであると考えています。

柏葉委員 事前にもらった資料よりは今回の資料の方が詳細であり、理解しづらい点もありますの
で、この場で決めてしまわず時間をとって考えさせていただけないでしょうか。

事務局 事前に配布した資料を、市の方で確認した裏づけ資料が本日の資料であります。

島津会長 協議会の公正中立を図る意味でも、何とか協議を整えることに協力してもらえないもの
でしょうか。
また、資料を持ち帰るといっても、内容的には個人情報が含まれている部分もあります

ので、持ち帰ることができるとは限りません。

柏葉委員 ある程度時間をもらわないと、資料の内容を理解することは難しいと思います。

五十嵐委員 この問題について、自交総連では、２００３年頃から研修会を開いて検討しており、自
治体が主宰する運営協議会の中で、自治体からの協力依頼があれば協力するというのが大
前提です。NPO が福祉輸送を実施する必要性があるのかどうか、タクシーで賄うことが
難しいのか等を協議した上で申請するものです。
大きな見方をすれば、この件に関しては皆で協力しながら建設的な意見を交換すべきだ

と思います。しかし、このまま一方通行の状態で押し切られてしまうと、協議会を開く意
味がなくなるのでははいかと思います。

島津会長 福祉輸送の必要性の議事のところで特に議論がなかったので、必要性の話については既
に終わっております。従って、ガイドラインに沿った協議をお願いします。
資料の持ち帰りと今後の協議会の日程について、事務局から説明をお願いします。

事務局 資料については協議会終了後回収とします。
また、協議会の回数は特に定めてはおりませんが、事務作業等の日程から少なくとも１

月中には全て終わらせたいと考えております。

柏葉委員 利用料金の根拠をもっと聞いてみたいのですが。

レインボーハウス
バス料金などを参考に、利用者を助けたいという観点でキロ当たり５０円という料金を

設定しています。

柏葉委員 そのような料金で事業を行うことはできますか。

レインボーハウス
私もタクシーの乗務をしていたことがあるので分かりますが、キロ当たり５０円では採

算ギリギリです。

事務局 ボランティア輸送ですから、利用料金では賃金やメンテナンス費用は賄えませんが、そ
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こにボランティア輸送の意義があり、経費面は別問題であると考えております。安全性や
利便性をどのように確保するかという観点で議論していただきたいと思います。

島津会長 協議時間が押していますので、本日の議論はここまでとし、１月中にもう一度開催する
こととし、次回は個々の団体について協議するということで確認したいと思いますがよろ
しいでしょうか。
（特に発言なし）
それでは、このあとは事務局からその他について説明をお願いします。

事務局 まず、協議会での協議事項とする案件について、新たに申請団体が出た場合，期間更新
する場合などを考えております。また、内容に大きな変更がなければ書面会議で行うこと
も考えており、特に、運賃の問題は文書で行うこと、それ以外でも、文書で確認できるも
のについては事務局と運輸支局で処理することの了解についてであります。
今後の国レベルの動きでも大きく変わっていくかと思いますが、セダン特区に関するこ

と、そのほか議論を設ける必要がある内容については協議会を開くことにしたいと考えて
おります。
そのほかに、議事録を公開する際に，発言者の名前を入れてもよいかどうかを、この場

で確認していただけたらと思います。

島津会長 議事録の公開の件に対して、委員の皆さんの意見を伺います。
（名前を入れてもかまわないとの意見あり）

島津会長 それでは、議事録に氏名を記載することとします。公開の手続きについて事務局から補
足説明はありませんか。

事務局 要旨を委員の皆さんに確認してもらい、その後必要な校正を行いホームページに公開と
します。

島津会長 次回の協議会の日程はどうしましょうか。

事務局 次回については、事務局で会長の都合等を確認した上で日程調整し、委員の皆さんにお
知らせします。

島津会長 本日は長時間にわたり、皆さんお疲れ様でした。以上で第１回協議会を終了します。


