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第１５第１５第１５第１５回回回回旭川市旭川市旭川市旭川市福祉有償運送運営協議会会議福祉有償運送運営協議会会議福祉有償運送運営協議会会議福祉有償運送運営協議会会議内容報告書内容報告書内容報告書内容報告書 

 

開催日時 平成２８年 ７月 ４日（月）  

                          午後６時００分～午後７時０５分 

                      開催場所 旭川市７条通１０丁目 

                           旭川市役所第二庁舎３階問診指導室 

 

会議の名称会議の名称会議の名称会議の名称 第１５回旭川市福祉有償運送運営協議会 

出席者出席者出席者出席者 

委員 
 

麻生道弘委員，柏葉健一委員，砂田弘一委員，竹内誠委員，野崎幸宏委

員，野々村雅人委員，林芳治委員，円山宏一委員，箭原実委員，吉澤稔委

員（１０名） 
 

旭川市（事務局） 
 

吉田福祉保険課長，織田福祉保険課長補佐ほか２名 

傍聴者数等傍聴者数等傍聴者数等傍聴者数等 １名 

議事議事議事議事等等等等の内容の内容の内容の内容 
 

 

 

 

 

 

⑴ 委員紹介 

⑵ 会長選出 

⑶ 会長職務代理者等の指名について 

⑷ 会議の運営について 

⑸ 新規登録申請団体について 

⑹ その他 

審議内容及び審議内容及び審議内容及び審議内容及び 

主な意見等主な意見等主な意見等主な意見等 

 

 

（開会） ・事務局から協議会の開会に当たり，出席している職員を紹介 
 

（部長挨拶） 
 

（要旨） 

・ 自家用有償運送の形態が登録という法的な制度で認められるようにな

ったのが平成１８年ということで，今年は数えでちょうど１０年とい

う節目の年でもある。 

・ この間，本市における福祉有償運送の在り方を含め委員の皆さんに熱

心に議論していただいたと聞いている。 

・ 運営団体においては，特段大きな問題は発生していないと聞いてい

る。当初登録した５団体から現在は３団体に減少するなど，公共交通

機関を補完する目的の本制度については，それほど大きな広がりには

至っていないという状況と認識。 

・ 一方，本市では昨年度６５歳以上の高齢者が１０万人を突破，直近で

言えば，１０万６千人，高齢化率は３１％という状況。 

・ こうした地域において，現に存在している移動困難者，あるいは移動

に制約がある方々の移動手段をどのようにして確保していくかという

ことは，まちづくりを進める上でも重要なテーマになっていくと考え

ている。人口減少が顕著に現れている社会状況の中，地域の公共交通

全体の在り方を検討するという観点からも，ひとつのテーマとしてし

っかりと考えていかなければならないと思っている。 

・ 福祉有償運送については，移動制約のある方たちの移送手段のひとつ

として，事実上，公共交通機関を量的あるいは質的に補完する役割を

担ってきた。 

・ 今後も，しっかりと役割分担を踏まえながら，移動に制約がある市民

のニーズにしっかりと応えられる体制を整えていけるよう，皆さんで

より良い方向に知恵を絞っていくことができればと思う。 
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 ・ これまではすでに登録されている団体に係る協議であったが，今回は

初めての新規団体の登録についての協議となるので，よろしくお願い

したい。 
 

（資料確認） ・事務局から配付した会議資料に不足がないことを確認した 
 

（委員紹介） 
 

・改選後，最初の会議となることから出席した委員について，五十音順で

団体名と氏名を読み上げて紹介 
 

（会長選出） ・会長の選出について，互選によることとされているため発言を求めたと

ころ，円山委員から初めて顔を合わせたばかりなので事務局案を示して欲

しいとの発言があり，事務局案を提示することに一同の承認を受けた後，

事務局案として林委員を推薦，異議がなかったことから同委員を会長に選

出 
 

（議事開始） 
 

 

・会長から，就任に当たっての挨拶の後，出席委員数が１０名であること

から要綱で定める定足数である過半数に達していることの報告があり，会

議を行う旨宣言 
 

（委員指名） 
 

 

・会長から会長職務代理者については円山委員を，協議が調わなかった際

に再協議を行う調整委員については，野崎委員，砂田委員，円山委員の３

名をそれぞれ指名 
 

（会議の運営） ・傍聴の取扱いや会議録の作成方法や公表手続などを定める会議の運営方

法について，事前に示した事務局案に対して質疑等の発言なく承認 

・控室にいた傍聴者が１名入室 
 

（説明員の同席） ・新規登録申請団体についての協議に当たり，説明を聞くために申請団体

の社会福祉法人あかしあ労働福祉センター（以下「申請団体」という。）

から出席者を求めることに異議がなかったことから，説明要員として申請

団体職員の２名が会議に参加 
 

（地域の状況） 

（要件説明） 

・事務局から，本日の協議に当たり必要と思われる地域の有償運送等の状

況及び事前に確認した申請団体の形式的な要件について説明 
 

（申請団体からの補足

説明） 

・林会長から，申請団体に対して，事務局の説明に補足するところはない

か確認があり，特段ないとの申出であったため協議に入る 
 

（協議） （発言者及び発言内容の要旨） 

林会長林会長林会長林会長：会議に初めて参加する委員もおり，改めて福祉有償運送の制度

の概要，協議のポイントについて運輸支局の砂田委員から説明をお願いし

たい。 

 

砂田委員砂田委員砂田委員砂田委員：福祉有償運送制度の概要と協議のポイントについて簡単に説

明する。車両を用いて有償で人を輸送することについては，本来は公共交

通機関であるバスやタクシー事業者が担うべきものである。ただし，移動

制約者については，公共交通事業者だけでは十分に提供できない場合で，

かつ移動制約者の移送手段を確保するために必要だということについて，

市町村が主宰する運営協議会において合意した場合に限り，自家用有償旅

客運送事業者として登録が認められる。 
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 こうした措置を認めるに当たり，地域の移動制約者の状況と一般乗用旅

客事業者による移送手段の提供状況を把握した上で，地域における必要性

の判断を行うことになる。具体的には，自家用有償旅客運送を行う区域，

対価，旅客の範囲について議論をお願いすることになり，今回は新規団体

の登録の可否についての協議ということになる。 

繰り返しになるが，移動制約者に係る移送も本来はバスやタクシー事業

者が担うという前提があるため，それが十分に確保できるかどうかという

観点からも，必要性の判断をお願いすることになる。 

 

林会長林会長林会長林会長：ただ今，砂田委員からの説明にもあったが，必要性，対価，安全

性といった観点からの御意見や御質問はないか。 

 

柏葉委員柏葉委員柏葉委員柏葉委員：質問が２点ある。まず一義的に有償で移送を担うのは公共交通

機関であるバス，タクシーであるというのがベーシックな考え方で，加え

て，福祉輸送限定の許可を受けている事業者も増加しているというのが昨

今の状況である。申請団体では福祉輸送事業限定の許可をとる選択肢はな

かったのか。 

もう１点は運行を管理する体制について。バスツアーの事故等があり，

安全面に対しては非常にナーバスになっている。人を乗せるのだから当然

のことだが，事故を起こした事業者は，その運行管理体制のずさんさが厳

しく指摘されている。申請団体において，運行管理体制はどのように考え

ているのか。また，登録予定の運転手に二種免許所持者がいるが，今後も

二種免許の運転手を確保していくのかどうか。現在の登録団体について

は，ことごとくいない。安全運行を担うべき事業者の姿勢として疑問を感

じる。 

 

申請団体申請団体申請団体申請団体：まず，福祉輸送事業限定許可での実施について。今年４月の人

事異動で二種免許を所持した職員を確保できたため，許可取得の方向で手

続を取り始めたが，居宅介護支援事業所の指定を受けておらず，今後の実

施予定もないので，緑ナンバーでの輸送ができなく，福祉有償運送の選択

肢しかなかった。 

 

砂田委員砂田委員砂田委員砂田委員：居宅介護支援事業所の指定を受けてなくても，条件が合えば緑

ナンバーの許可は可能。ただ，運賃をどうするかということは別になる

が。 

 

申請団体申請団体申請団体申請団体：主に障害のある法人施設の利用者を旅客の対象とするので，移

送に係る料金が上がったりすると難しいこともあり，福祉有償運送の制度

で申請したいと考えた。 

次に運行管理体制であるが，運転手は現時点で３名。運送を今後実施し

ていくために，あと２名の運転手を補充する予定。運転手の体調管理につ

いては，運行管理の責任者が対面で行っていく。 
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 柏葉委員柏葉委員柏葉委員柏葉委員：許可事業者については，運行管理者という資格制度がある。そ

の資格を持った人間が点呼を行う。点呼時にはアルコールチェックや健康

状態の管理も行う。やはり人の命を預かるのだから，是非とも類するよう

な運行管理体制をとってもらいたい。私としては，福祉輸送事業限定の許

可をとって，陸運の傘に入ってもらうことが一番良いと思う。料金も大分

柔軟になっており，弊社も介護タクシーの免許を取っている。安易に白ナ

ンバーの制度に流れて行かないでもらいたい。 

 

林会長林会長林会長林会長：柏葉委員から，安全性の部分をどうするのか，また福祉輸送事業

限定許可の利用という話しがあった。ほかにはどうか。 

 

麻生委員麻生委員麻生委員麻生委員：対象者が一般タクシー，福祉タクシーに乗せられないという状

況，具体的な障害者の状況を教えて欲しい。 

 

申請団体申請団体申請団体申請団体：現在は公共交通機関を用いて障害者の移動支援事業を実施して

いるが，実態として公共交通機関に乗れない方がいる。例えば，車いすの

利用者だと，前の日からバス会社に連絡する必要があったり，バス会社と

してもノンステップバスが少なかったり，また施設が所在している東鷹栖

地区や末広地区では，そもそも運行本数自体が少ないという利用しづらい

状況がある。そのため，利用者が外出するときには，他の移動支援事業者

を使わざるを得なくなったり，市から助成されたタクシーチケットを使っ

て対応している状況にある。 

福祉有償運送を実施する主な目的としては命や体調に直接関係する通院

手段の確保。精神障害者は服薬が欠かせないものの，かかりつけの病院に

行くための公共交通機関の利用が，乗降に人一倍時間がかかったり，車内

で落ち着かなくなったりしておぼつかない。そういう方たちの移動を支援

してあげたい。例えば，行動するのに時間的な余裕がある余暇活動など

は，公共交通機関を利用してもらう場合もあると考えている。 

 

麻生委員麻生委員麻生委員麻生委員：車いす利用者についても，例えば普通の高齢者が利用するもの

との違い，鎖で車両に固定する必要があるなど，特有の課題があるのでは

ないか。 

 

申請団体申請団体申請団体申請団体：施設利用者の車いすは，一般的な既製品とは異なり，サイズは

大きめで，リクライニング機能があったり，個人個人の体のゆがみに合わ

せて背面や座面にクッションを入れたりしている。そのため一般のバスに

は乗車困難という方も旅客の対象にしている。 

また，精神障害者の方については，例えば知らないところに行くと，周

囲の方の迷惑になる行為を行ってしまう方もいる。ほかにも，医療機関受

診のために決まったバスやタクシーに乗らないといけないのに，車の前で

急に動けなくなったりする人がいたり，次の行動に移るまでにどうしても

時間や手間がかかる人がいる。現状としてそういう人を輸送の対象とした
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いと考えている。 

 

林会長林会長林会長林会長：申請団体から，身体障害者の方については，それぞれの障害態様

に合わせた独自の車いすを利用していること，精神障害者の方について，

乗車に時間がかかってしまったり，他のお客さんに迷惑をかけてしまうよ

うな，一般の方と違う行動をとってしまったりして，普段から関わる施設

の職員が運転する車で運びたいという説明があった。ほかに御質問は何か

あるか。 

 

柏葉委員柏葉委員柏葉委員柏葉委員：この件に関して決して反対であるということではない。ただ

し，我々タクシー事業者が背負っている社会的責務というものも，しっか

り理解した上で運行してもらいたい。 

利用者にとって良いサービスを，協議会の承認を得た上で実施している

のだが，結局，限定された利用者と実施団体という枠の中でしか行われて

いないように感じる。安全運行に対する責務は軽いものではないというこ

とはしっかりと念頭に置いてもらいたいし，安全運行に係る責任は非常に

重たいものである。毎朝の運行前，運行後のチェックもしっかりと行いな

がら実施していただきたい。 

あくまで公共交通機関の事業者が第一であり，福祉有償運送はそれを補

完しているというのが前提。そういう意味では，次年度以降，タクシー事

業の中でもユニバーサルデザインの車両を導入していくことになってお

り，今後もどのように共存していくか，どう支え合っていくかはしっかり

考えていかないといけない。いずれにしても安易に白ナンバーでの運営を

選択することはないようにして欲しい。 

 

林会長林会長林会長林会長：柏葉委員から，安全運行についてしっかりと意識すること，補完

性の原理から安易に白ナンバーでの運営の選択しないようにという発言が

あった。ほかにはどうか。 

 

竹内委員竹内委員竹内委員竹内委員：安全運転に対して，慎重の上にも慎重を重ねて欲しい。送迎は

スケジュール優先になって安全確認が不十分になることもある。運転手，

運行管理者，事業者らが十分に理解していないと事故は起きる。柏葉委員

も発言していたが，安全な運行体制については我々としても要求したい。

安全に乗せて，安全に目的地に運ぶという意識を高めて欲しい。白ナンバ

ーも緑ナンバーも関係なく，安全運転のためにどうすればいいのかという

ことを十分考えて実施するべき。 

 

林会長林会長林会長林会長：柏葉委員及び竹内委員から，安全性の問題が起きないように，運

行体制はしっかりと整えてやってもらいたいという主旨の話があり，申請

団体からは障害者の特性に応じた運行をしていきたいということであっ

た。他に御発言は。 
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野々村委員野々村委員野々村委員野々村委員：実施団体を代表して出席している立場から，柏葉委員，竹内

委員からの運行の安全性に対する発言は重く受け止めている。他の２団体

の方とも会う機会があるので，私から話をしておきたい。なかなか難しい

部分もあるが，人を運ぶに当たって大事な部分はしっかり押さえていか 

なければと思う。改めるべきところは改めていきたい。 

旭川市の自立支援協議会の移動支援部会において，障害のある方の移動

をどうするかということを考えている。重度の障害者であっても，今は親

御さんがいるから大丈夫という方々が多くいるのだが，そうした方の親な

き後の移動をどう支えていくかということは，部会の中でも大きな問題と

して話し合っていくことにしている。 

当面はグループホームの利用者が中心とのことだが，申請団体は相談支

援事業所も開設しており，そうした相談を受けて対応しなければならない

ような障害者も出てくると思う。そうした方もお受けするのか。 

 

申請団体申請団体申請団体申請団体：体制を整えながら，できるだけお受けしたい。 

 

林会長林会長林会長林会長：安全性の確保は相手もあり大変重要なことだ。それから障害者の

方については，高齢化や障害が重度化していることや，いろいろな病気と

の重複などもあって，全体として重い方が増えているというのは確かだ。 

 私自身も，過去に重度の知的障害のある方がタクシーの中で失禁して，

大変な迷惑をかけたという苦い経験もある。実際に，施設などで毎日様子

を見ている方が配慮できる部分，クリアしていける部分は確かにあるのだ

ろうと思う。ほかに発言はどうか。 

 

柏葉委員柏葉委員柏葉委員柏葉委員：事業者として様々な車種を保有している。その中で，全く動け

ない移動困難者に対しても，要望に応じられる資機材を準備している。そ

ういう観点から考えると，福祉有償運送団体の皆さんは，どうも自分の利

用者の範疇でしか輸送のことを考えていないように感じる。 

我々事業者は様々なシチュエーションに対応できるように備えている。

有償で運送を行うのなら，利用者からオーダーが入ればそれに応えるのが

自然。もちろん事業者として一定の料金をいただいているが，費用対効果

で言えば，満足してもらえていると思っている。団体には，そういうレベ

ルに追いついてもらいたいし，そういうことを考えておいて欲しい。 

一方そうした移動スキルがあるに越したことはないが，安全運転スキル

は持ち合わせて欲しい。介護福祉士の資格があるとかないとかでなく，ま

ずは運転手であるということをきちんと意識して欲しい。 

ある実施団体の中で，雪駄を履いて業務に就いている運転手がいた。我

々事業者はスーツ着て，あるいはネクタイして運行している。白ナンバー

であっても，人を運んでお金をとるということを意識してもらいたいし，

料金を収受するのであるから，それなりのスキルで実施してもらいたい。 

 

林会長林会長林会長林会長：ほかに御意見は。 
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 竹内委員竹内委員竹内委員竹内委員：緑ナンバーと白ナンバーの大きな違いは車検だ。白ナンバーは

２年に１回だが，緑ナンバーは１年に１回で，加えて３か月ごとに点検が

義務付けられている。だから，車両の整備という部分もきちんと管理して

欲しい。距離数を乗れば車両が傷むのは当然で，その整備の体制も整えて

おく必要がある。運転手がいくら安全に気をつけていても，車両に不備が

あれば事故は防げない。安全運行に必要な部分なのでお願いする。 

 

林会長林会長林会長林会長：竹内委員から，安全性を確保するための車両整備の必要性の指摘

があった。ほかに発言はあるか。 

 

（なし） 

  

（取りまとめ） 林会長林会長林会長林会長：では，社会福祉法人あかしあ労働福祉センターからの新規登録の

申請については，安全性を徹底的に考慮していただいて，そして必要性も

十分あったというところで，意見が調ったということでよろしいか。 
 

（一同，了の声） 
 

林会長：では協議会として合意があったとしたい。 
 

（申請団体退席） 
 

（その他） （発言者及び発言内容の要旨） 

林会長林会長林会長林会長：その他として何か発言はあるか。 
 

柏葉委員柏葉委員柏葉委員柏葉委員：ウーバーという会社が，過疎地においてスマホで配車するとい

う事業を京丹後市で始めた。公共交通機関の事業者としては，しっかりと

そういう過疎地域の交通も守っていきたいという姿勢でいる。京丹後市の

事例は，白ナンバーの有償運送ということだから本協議会とも関連があ

る。もしそのような事案が発生すれば，議論を深めてもらいたい。 
 

麻生委員麻生委員麻生委員麻生委員：身体障害者の関連団体の理事をしているが，車いす利用者か

ら，路上で手を挙げてもタクシーが止まってくれないということを聞かさ

れた。タクシー事業者には，そういうことがないようにお願いしたい。 
 

柏葉委員柏葉委員柏葉委員柏葉委員：業界として，ユニバーサルドライバーの研修を行って，まち，

ひとに優しい乗務員を養成している。車いすの取扱いに係る研修もある。

また来年度以降，ユニバーサル車両が発表される予定で，タクシーも順次

そちらに移っていくような状況。いずれにしてもそうした失礼のないよう

に努めていきたい。 
 

砂田委員砂田委員砂田委員砂田委員：本協議会に関しては，申請に当たり少なくとも福祉自動車が１

台以上あること，また増車の際にも協議が必要としていることの２点がロ

ーカルルールに該当する。 

前者については，実際の利用対象者を考えると，福祉車両が必要である

と思う部分もあるが，申請に入る段階から福祉自動車がないと受け付けな

いというのは合理的な理由にはならないように考えている。 

また，後者については，陸運では軽微な変更として位置付けている。当

然，必要でない車両は持たないと考えられるので，必ず協議会の合意がな

ければ増やせないというルールも地域独自のものになっている。 
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 もちろんこれまでの経緯などがあって，直ぐに見直しとはならないとは

思うが，この２点に関しては引き続き検討をしていただく機会があればと

思う。協議して直ちに了承されるとは思っていないが，見直しに向けた検

討をお願いしたい。 
 

林会長林会長林会長林会長：その他発言はあるか。 
 

（委員からは，なし） 

（事務局からは，次回会議の開催予定の報告と協力依頼） 
 

（閉会） ・会長から閉会する旨の宣言 

・会議終了後，事務局から後日会議録確認の依頼を行うことなどの事務連

絡を行って全日程を終了 
 

 

 


