
平成２５年度 第１回宗像市福祉有償運送及び過疎地有償運送運営協議会 

 議事録 

 

日 時：平成 25年 6月 28日（金）14：00～ 

会 場：宗像市役所北館 2階 202会議室 

 

 

１ 開会のあいさつ 

事務局  みなさまこんにちは。健康福祉部長の石松でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。本日は公私共に大変多忙な折、この運営協議会にご参加ご出席い

ただきまして誠にありがとうございます。また日ごろから本市の市政運営につき

ましては多大なるご協力を賜っておりますことを重ねて御礼申し上げる次第でご

ざいます。本日福祉有償運送につきましては、身体に障がいをお持ちの方、ある

いは要介護者などのいわゆる弱者の方の通院や介護施設等への通所、また日常生

活を営む上での外出時の送迎等を行っていただいており、両者にとりましてなく

てはならないものになっております。本市ではこの大切な事業をタクシー協会等

の会員のみなさまのご理解を賜りまして、特定非営利活動法人移動サポートサー

ビス虹のみなさまに担っていただいております。このあと移動サポートサービス

虹の近藤理事長様から、平成 24年度の運営状況等につきましてご報告いただきま

して、みなさまからのご意見等を今後の事業の発展につなげていければと考えて

おります。本日は限られた時間ではございますが最後までどうぞよろしくお願い

いたします。 

 

 

２ 委嘱状交付 

事務局  今回推薦団体の役員の改正等に伴いまして、新たに委員の方おふたりに委嘱状

を交付したいと思っております。本来であれば市長より交付するところですが、

公務の都合がございまして、健康福祉部長より交付させていただきます。 

 

３ 委員紹介 

事務局  今回新たに委員になられた方に自己紹介をしていただければと思っております。

名簿順にお願いいたします。 

 

各委員から自己紹介 

 

 



４ 事務局紹介 

事務局から自己紹介 

 

 

５ 議事録要旨の署名人について 

事務局  それでは会長に議事の進行をお願いいたします。 

 

会長   それでは今回の議事録の署名人について事務局のほうからお願いいたします。 

 

事務局  議事録につきましては、宗像市市民参画協働及びコミュニティ活動の推進に関

する条例の規定によりまして、審議会、協議会の議事要旨を公開するということ

になっております。本運営協議会におきましては、議事要旨の署名人を 2 名の方

にお願いしたいと思っております。1名を木下会長に、もう 1名を梶原委員にお引

き受けいただきたいと思っておりますがいかがでしょうか。 

 

   （異議なし） 

 

     異議ないようでございますので、そのようにお願いいたします。議事録ができ

ましたら事務局で準備をいたしますので、署名のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

６ 報 告 

・福祉有償運送及び過疎地有償運送概要説明 

会長   続きまして、新しく委員になられた方もいらっしゃいますので、福祉有償運送

及び過疎地有償運送について概要をご説明いただきたいと思います。事務局から

お願いいたします。 

 

事務局  それでは説明させていただきます。今回新しく委員になられた方がいらっしゃ

いますので、制度の概要ということでご説明させていただきたいと思っておりま

す。前年 10月より委員になられた方につきましては繰り返しになりますがよろし

くお願いいたします。 

     まず福祉有償運送についてですが、これはＮＰＯ等が実費の範囲内であり営利

とは認められない範囲の対価によって、自家用自動車を使用して行う原則ドア・

ツー・ドアの個別輸送サービスになります。また過疎地有償運送につきましては、

過疎地域において、同じくＮＰＯ等が実費の範囲内であり営利とは認められない

範囲の対価によって、自家用自動車を使用して行う移送サービスです。この福祉



有償運送は、サービスを提供する側と利用される側どちらも登録を行っていただ

く必要があります。サービスを行う側はその地域を所管する運輸支局長等の行う

登録、宗像市の場合は福岡運輸支局になりますが、その登録を受けることが必要

となります。登録を受けることができるのは、ＮＰＯ、市町村、公益法人、農業

協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会の 9

つになります。 

     次にこれを利用できる方の条件についてですが、福祉有償運送の場合は身体障

がい者の方、要介護の認定を受けていらっしゃる方、要支援者等となっておりま

す。従って有償運送とは、おひとりでは移動が困難な方の外出をお手伝いするこ

とを目的としたサービスということになっております。 

     最後に登録までの流れについてご説明いたします。まず運営協議会において福

祉有償運送の必要性、対価等を協議いたします。ここで合意が得られた場合に、

有償運送を行う地域を所管する運輸支局長、今回は福岡運輸局の支局長でありま

すが、そちらに対して申請をしていただきます。運輸支局等で審査をクリアされ

て初めて登録というかたちになり、福祉有償運送を行っていただくことができま

す。登録期間につきましては、新規が 2 年その後は 3 年ごとの更新になっており

ます。以上が福祉有償運送についての制度の概要となります。 

     続きまして簡単にではありますが、今回集まっていただいております本協議会、

宗像市福祉有償運送及び過疎地有償運送運営協議会についてご説明させていただ

きます。先ほど制度概要の説明の中で、登録の際に運営協議会において福祉有償

運送の必要性と対価等を協議しますと申し上げましたが、この運営協議会にあた

るのが本協議会になります。有償運送はもともと営利が目的ではありませんが、

対価を取って行う事業であることから、国が道路運送法の中にこの事業を位置づ

けて一定の要件を設けております。その中で事業を行ってもらおうという方針を

とっております。そして、要件の中に、市町村の協議会の協議を経るということ

が設けられておりますので、皆様には今回、地域に福祉有償運送が本当に必要な

のかということ、そしてその対価がどの位あるのかということ、この 2 点を協議

していただくことになります。今回委員になってくださる方の委嘱期間は平成 26

年 10月 31日までとなっております。 

     以上で終わらせていただきます。 

 

会長   ありがとうございました。今の説明に関してご質問がありましたらお願いいた

します。何かありませんか。今の説明以外でもありましたらお願いします。 

 

事務局  1 点だけ補足しておきますと、この制度が始まりました 18 年度当初は、宗像地

区におきましても福祉有償運送と過疎地有償運送両方の検討を始めました。です



が、この過疎地有償運送の対象となる大島地区で検討を始めたのちにみなとタク

シーさんが大島地区でタクシー事業に入られましたので、現実的には過疎地の有

償運送には該当しないという事で、宗像地域におきましては福祉有償運送のみで

運営しているという状況でございます。 

 

委員   大島地区の現場としては、みなとタクシーさんは乗務員に対する教育訓練がで

きていますので、その面で過疎の方は何も心配する必要はない、むしろいい評価

を得ているので、おいでいただいて本当に助かっているというのが大島の現状で

す。 

 

会長   私もこの間大島に行きましたが評判いいですね。今の関連で質問等ございませ

んか。では次にまいります。 

 

・移動サポートサービス虹の平成２４年度運営状況について 

会長   それでは移動サポートサービス虹より平成 24年度の運営状況について報告をお

願いします。 

 

虹    こんにちは。特定非営利活動法人移動サポートサービス虹の理事長をしており

ます。よろしくお願いします。座ってご報告させていただきます。 

     平成 24年度の運営状況です。運送期間が平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月

31 日、運送主体は特定非営利活動法人移動サポートサービス虹、責務は宗像市福

祉有償運送運営方針に基づき安全かつ適切に運送いたしました。運送の形態とし

ましては、法第 3 条第 1 号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業に準じて実施

いたしました。運送の対象としましては、宗像市居住の要介護・要支援認定者、

厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者、及びリウマチ患者、

及び障がい者・障がい児、内部障がい者で、あらかじめ会員登録したものを対象

に実施いたしました。会員の氏名、住所、年齢、身体障害者手帳の交付等の事実、

その他の必要事項を記入した会員登録名簿を作成し、鍵付き書庫にて保管し、個

人情報の流出など無いよう管理いたしました。別紙 1 に会員名簿を添付しており

ますのでご覧になってください。 

     次が使用車両です。ダイハツアトレーリヤーシートリフトとマツダＡＺワゴン

です。ダイハツの方はリヤーシートでシートが出てきます。マツダＡＺワゴンは

車椅子が乗せられます。車両の内部に運賃及び料金、運転者の氏名及び自動車登

録番号を提示し、外部には車体の両側面に縦 5センチ横 28センチの当法人の名称

及び有償運送車両である旨記載したボード（マグネットシート）を貼り付けまし

た。使用する車両は型式、自動車登録番号及び登録年、損害賠償措置等を記載し



た車両登録簿を作成し、適切に管理いたしました。 

     運転者は以下の 3 名で運送いたしました。1 名が、普通第 2 種免許所有。      

次の 1 名が、普通第 2 種免許所有。最後の 1 名が、普通第 1 種免許所持で福祉有

償運送運転協力者講習を受講しています。運転者の氏名、住所、年齢、自動車免

許の種別、交通事故、その他の道路交通法違反に係る履歴、交通安全に係る受講

歴等を記入した運転者名簿を作成し、適切に管理いたしました。 

     次は損害賠償措置です。運送に使用する車両は別紙 2 に添付しております。運

送の対価としては別紙 3のとおり定め、利用者から徴収いたしました。 

     続いて管理運営体制です。運行管理体制の整備といたしまして、運行管理責任

者として別紙のとおり選任し、別紙 4 の体制で実施いたしました。点呼は別紙 4

の体制で事務所並びに電話で実施し、運転日誌を整備し日々の運行記録としまし

た。それから事故防止及び安全確保について事務所にて研修を実施いたしました。 

     事故発生時の責任体制としましては別紙 4 のとおりに実施いたしました。運転

者 3名は平成 25年 7月に普通救急救命講習会を受講する予定です。事故発生時の

緊急連絡体制も別紙 4 のとおりとし、事故の対忚に係る責任者を報告書のとおり

選任いたしました。 

次が整備管理体制及び苦情処理です。整備管理者に報告書のとおり選任し、日

常の点検を実施しました。また有限会社クルーザーガレージを整備工場とし、定

期点検を実施しました。次に利用者からの苦情に対し苦情処理責任者に報告書の

とおりを選任し、これにあたる体制を整備し苦情処理簿に記録しました。現在ず

っとですが苦情はありません。 

     次のページです。その他の実施状況としましては、実績表が別紙 5 にあります

のでご覧ください。これと合わせて平成 21 年度から 24 年度までの実績表があり

ますのでそれもご覧になって下さい。3 月末の会員数は 89 名で、移動は 1 日平均

14.08回、活動日は月曜日から土曜日までで休日は日曜日と祝日です。活動時間は

9 時から 17 時までで、通院等で診察時間によっては時間外があります。今は会員

のなかに、障がいを持ったこどもさんが４人いらっしゃいますが、その子たちの

通学のため、時間外ですが朝早い時間に親御さんの代わりにスクールバスのバス

停まで送るということもあります。利用内容は、通院、通学、リハビリの送迎、

金融機関・市役所の手続きや所用の送迎、お寺参り、お墓参り、買い物、サーク

ル活動等の送迎です。あと利用実績と運転日報をつけております。以上です。 

 

会長   ありがとうございました。ただいま虹のほうから平成 24年度の運営状況につい

てご報告がありましたが、この報告内容について質問等ございませんか。 

 

委員   運行に関しては制度化に対してきっちと整えていらっしゃると思うんですが、



質問させてください。午前中別の会議に出ていましたところ、その中で話題にな

ったのがアルコールチェックです。これについては、どんな事をやっておられる

のでしょうか。 

 

虹    一忚アルコールチェック器を買ってやっています。女性ばかりなのであまり飲

みませんが。  

 

委員   それは毎回運行の前にやってらっしゃるんですか。 

 

虹    そうですね。ハーと息をかけるものです。 

 

委員   それであれば非常にありがたいです。実は事業用自動車、タクシーとかバスは

法律上義務付けられまして、個人タクシーとかひとりで管理されている方も必ず

自分でしなくてはいけないということになりましたので、福祉有償運送とはいえ

お客様をお運びする仕事ですから、アルコールチェックはできればやっていただ

きたいですし、福岡は全国でも飲酒に厳しいというか力をいれている県でもあり

ますので、是非それは続けていただきたいと思います。 

 

虹    去年運営状況を報告する時に教えていただきまして、購入しました。 

 

委員   ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

会長   去年も言いましたけども 7 年間苦情がないというのは素晴らしい事だと思って

おります。他に何かご質問等ございませんか。 

 

委員   別紙の運営状況資料を見ますと、新規会員が入られて、会員数はここ 3 年あま

り変わりないと思うんですが、退会される方もずいぶんおられるんですか。 

 

虹    退会というか入所される方がおられます。入所されても入所先から買い物に行

きたいといってご利用される方もいらっしゃいます。あと子どもさんに引き取ら

れて転居される方もいらっしゃいます。 

 

委員   会員になられる方は高齢者の方がかなり多いようで、亡くなられる方もいらっ

しゃるのではないですか。 

 

虹    1年に 1名か 2名はいらっしゃいます。 



 

委員   介護度とかいろいろな状況によって支えてあげれば車に乗れる人とか、完全に

車椅子の人とかおられると思いますが、その場合は家の中から援助することもあ

るのでしょうか。 

 

虹    家の中までというのはほぼありません。ドライバーが女性ばかりですので、私

たちでは手に負えない方は申し訳ないですがお断りしています。事故が起きては

大変なことになりますから。例えば、介護タクシーの男性でなくてはだめだとい

うような場合はですね。 

会員になりたいという申し出があった場合は一度自宅まで行って面談をします。

宗像は急な階段の家が多いです。そこを支えて下ろすというのは無理なのでそう

いう場合はお断りしています。事故を起こさないというのが一番だと思いますの

で。 

 

委員   介護度 5の方とかいらっしゃいますよね。 

 

虹    私たちでは対忚できませんね。車椅子に乗っていてもずるりと落ちていく方が

いらっしゃいますから。ですから、そういう方はなかなか難しいですね。一度車

椅子を押していて、石か何かにあたって動けなくなったことがありました。その

時タクシーの運転手さんが助けて下さいました。女性だとどうにもならない事で

もタクシーの運転手さんは慣れていらっしゃるので、本当に助かります。 

 

委員   車椅子の介助は本当に大変ですよね。 

 

会長   他にありませんか。報告し忘れた事はありませんか。 

 

虹    もう 4 年も 5 年もやっているのでだいたい同じような状況で、車が 2 台で、入

所されたり新しい会員が増えたりして、人数も最大でこれくらいかなというふう

に思っています。利用者の方はお年寄りとかなので、時間をゆったり持ってお引

き受けをしているので極端に増えていないし、受ける限度がありますので、自分

たちの身の丈にあった活動という事でさせていただいてます。 

 

会長   だいたい今の会員数が最大ですか。 

 

虹    そうですね。この状況でほとんど事務所にはいません。帰って来たらご飯を食

べてまた出て行くという状態です。お昼ごはんを食べに帰れるかなという位です。 



 

委員   ひとついいですか。そういった状況の中で、これからそれ以上のサービスが必

要だと、例えば台数を増やすとかいう事は考えていらっしゃいますか。 

 

虹    うちがずっとお断りしているかといえばそうでもありません。たまに車が 2 台

とも出ていて、その日は無理ですとお断りする事はありますが、その時はタクシ

ーを使ってもらっています。私たちの場合はこのくらいの活動でやっていけたら

なと思っています。 

 

委員   介護と普通のタクシーとは違いますので、介護部分でやってこられて高齢化が

進んだため必要性が増えてきたのかなと思いました。そういうところをお聞きし

たかったのですが、いかがですか。 

 

会長   輸送車の扱いは問題ないですか。トラブルになったことはありませんか。 

 

虹    駐車場に停めておいてお年寄りの方からぶつけられた事はあります。今駐車場

って結構あぶないんですよね。普通に駐車しておいてお年寄りの奥さんがオーラ

イオーライと言って軽くぶつけられました。 

 

委員   すみません、ひとついいですか。今、日報を拝見させていただきましたでが、

私の感覚ではちょっとハードかなと思います。先ほど言われたようにみなさんほ

とんど休み時間もないような状況です。 

何が言いたいかというと、体調管理ですね、する側の体調がしっかりしておか

ないといけないというのがあるでしょうから、具合が悪くなると大変なんで皆さ

ん体調管理に気をつけていただきたいと思います。 

 

 

虹    ありがとうございます。日曜祭日は休んでいます。また、交替で出るというこ

とをしていますので、そんなに大変ではありません。具合の悪い方を乗せるので、

みんな自分の身を守るためにマスクもしています。 

 

会長   他にありませんか。特になければこれで報告を終了したいと思います。 

 

 

７ その他 

会長   その他事務局からあればお願いします。 



 

事務局  特にありません。 

 

 

８ 閉会のあいさつ 

会長   それでは、平成２５年度第１回協議会はこれで閉会いたします。お疲れ様でし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



以上、平成２５年第１回宗像市福祉有償運送及び過疎地有償運送運営協議会議事録は、

その内容が正確であることを証するためにここに署名します。 

 

平成２５年  月  日 

 

 

会  長 

                          

 

 

署名委員 

                          


