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平成２３年度第１回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 23 年 5 月 20 日(金)10：00～11：00 
場所：宗像市役所 103B 会議室 
 

出席者 委 員 木下 板矢 松尾（代理） 山之口 梶原 古野 森 
    事業者 移動サポートサービス「虹」近藤理事長 
    事務局 小田 柚木 五十里 児島 
 
（開会） 
事務局 皆様おはようございます。保健福祉政策課の柚木でございます。 

    本日は、野中委員と山田委員と石津委員からは欠席の連絡をいただいております。 

    それから、福岡運輸支局から、松尾委員を選任いたしておりますが、本日は公務

の都合により、代理で高瀬様に出席をいただいております。 

 
１ 開会の挨拶 
（小田保健福祉政策課長からあいさつ） 

 
２ 委嘱状交付 
（小田保健福祉政策課長から交付） 

 
３ 前回議事録の確認 

事務局 次に前回議事録確認でございます。今回の開催通知に合わせて前回議事録を送付

して内容の確認をお願いしましたけれども、特に修正等のご連絡はありませんでし

たので、前回署名委員としてお願いしておりました、木下会長と板矢副会長に署名

をお願いいたします。 
    それでは会長からご挨拶と議事進行をお願いします。 
 
４ 議事録要旨の署名人について 

会長  それでは議事録要旨の署名人についてですけども、事務局お願いします。 
事務局 議事録の署名人につきましては、２名お願いすることとなっております。今回に

つきましては、１名を木下会長、もう１名を古野委員にお引き受けいただきたいと

思いますが、いかがでございましょうか。 
   （異議なし） 
    異議ないようでございますので、そのように取り扱わせていただきます。よろし

くお願いいたします。 
 
５ 報告、協議 

会長  それでは報告事項として移動サポートサービス虹の平成２２年度運営状況につい

て、また協議事項として移動サポートサービス虹の登録更新について協議を進めた

いと思います。それでは移動サポートサービス虹から平成２２年度運営状況につい

てご説明をお願いします。 
虹   平成２２年度の運営状況を報告いたします。運送期間は平成２２年４月１日から

平成２３年３月３１日まで、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」です。責務としましては、宗像市福祉有償運送運営指針に基づき、安全かつ

適切に運送いたしました。運送の形体は、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、宗像市在住の要介護・要支援認定者、厚生労働科学研
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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害者・障害児、

内部障害者であらかじめ会員登録をしたものを対象に実施しました。全員会員にな

っていただいてから運送を開始しております。会員の氏名、住所、年齢、身体障害

者手帳の交付などの事実その他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、個人情報の流失などないよう管理しております。別紙１に会員名

簿が添付しておりますのでご覧になってください。 
次に使用車両は、ダイハツアトレーリヤシートリフトとマツダＡＺワゴンです。

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をマグネッ

トシートで張り付けております。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管理しております。 
次のページですが訂正があります。運転者が以下の３名となっておりますが以下

の４名に訂正します。古賀文子、普通第２種免許所有。池田小夜子、普通第２種免

許所有。小野由加、普通第１種免許所持。福祉有償運送運転協力者講習を受講。菊

池佐和子、普通第１種免許所持。福祉有償運送運転協力者講習を受講。ちなみにで

すが、平成２３年度にあと３名この講習の受講を終えておりますので、そんなに運

転はしないかと思いますが、本年度はあと３名運転者が増える予定です。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などを記入した運転者名簿を作成し適切に管理しました。 
損害賠償措置についてでございますが、運送に使用する車両は別紙２の保険に加

入しました。 
運送の対価は別紙３のとおり定めて利用者から徴収しました。 
管理運営体制の運行管理体制の整備ということで運行管理責任者近藤ヨウ子を選

任し、別紙４のとおり実施しました。点呼は別紙４の体制で事務所並びに電話で実

施し、運転日報を整備し日々の運行記録としました。事故防止及び安全確保につい

て事務所にて研修を実施しました。 
事故発生時の責任体制については別紙４のとおり実施しました。運転者４名は平

成２２年６月に普通救急救命講習を受講しました。事故発生時の緊急連絡体制を別

紙４のとおりとしました。事故の対応に係る責任者近藤ヨウ子を選任しました。 
整備管理体制及び苦情処理につきましては、整備管理者古賀文子を選任し日常の

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。利用者からの苦情に対し、苦情処理責任者近藤ヨウ子を選任し、

これに当たる体制を確保し苦情処理簿に記入しました。現在苦情はありませんけれ

ども、最近は少し認知症の進んでいる方がずいぶん増えてきましたので、帰りは行

けないと言っても電話をしてくることがあります。タクシーを呼んでくださいと言

うのですが、もう一回電話をしてくるようなことがあります。 
その他実施状況としまして、別紙５の実績表を付けております。地区別の実績表

になっております。利用人数、稼働日数、走行距離、移動回数、利用料、それから

新規に増えた会員数が書いてあります。３月末の会員数は９２名で、移動の１日平

均が 15.35 回、活動が月曜日から土曜日で、休日は日曜日と祭日です。たまに祭日

という方もいらっしゃいますが、なるべくお断りしてドライバーが確保できれば、

１年に１回か２回ですが祭日も運行することがあります。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もありますが、だいたい１７時に終

わるようにしています。利用内容としては、通院、通学、リハビリの送迎、金融機

関、市役所への手続きなど所用の送迎、お寺参り、お墓参り、お買い物、サークル

活動の送迎などで、最近の傾向としましては、巷で言われている買い物難民が増え

ているので、お買い物で利用される方が多いということと、老人ホーム等に入所さ

れた方もそこからお出掛けされる時に連れて行ってくれという要望があります。 



 
3 ページ 

その他の添付書類としまして、利用実績表と運転日報がついていると思います。

運送状況としては以上です。 
 
事務局 毎月の運転日報は回覧で回しております。それから補足ですけれども、前回の有

償運送協議会のときに経年変化のわかるような資料はないかということでしたので、

今説明された資料の最後に３年分の資料を付けてありますので、参考にされてくだ

さい。 
 
会長  今の説明の中で、何かご意見ありますでしょうか。 
委員  別紙のことで質問よろしいですか。平成２２年度の利用実績ありますよね。これ

は２台分ですか。そうすると稼働日数は１台が２５日動いているという意味ですか。 
虹   いえ、２台が常に２５日動いているということです。 
委員  そうすると利用人数は。 
虹   ２台合わせて４６人です。 
委員  走行距離は２台合わせて。 
虹   はい、２台合わせて１６９６キロです。 
委員  稼働回数も利用回数も合わせてということですか。 
虹   はい。 
委員  いいですか。タクシー業界ではアルコールチェックということで酒量が非常に厳

しくなっています。そこらへんについてアルコールチェッカーか何か置かれていま

すか。 
虹   チェッカーは置いてないですけど、お酒が残らないと思っておりました。置いた

方がいいですか。 
委員  その辺をお聞きしたいのですけれども、緑ナンバーの車はですね、始業前と始業

後にアルコールチェックということで非常に厳しくなっています。お恥ずかしい話

ですけれども、月に１人ですね、朝来たときに乗せないということがあるんですよ。

0.15 未満で 0.10 とかありますね。それこそ、前にお話を聞いたんですが、0.10 で飲

酒運転、酒気帯びで来てるわけですから、帰らせようと思ったらまた酒気帯びで帰

るわけですから、迎えに来てもらわないといけない。この前、点呼で話したばっか

りなんですよ。今年の５月から非常に厳しくなると聞いてます。そういうことも考

えて、余計なことかもしれないですけど、これから知っておかないといけないです。

前の日の分は残ります。前の日の 23 時から０時くらいまで飲んだら、弱い人は翌日

アルコールが残る人がいるんですね。だから、どんなもんなのかなと思いまして。 
委員  後から言わせてもらおうと思っていたんですけども、先に出ましたので。実は福

岡県は飲酒運転全国ワースト１ということで非常に問題視されているんですけれど

も、先ほど言われたとおり、事業用の車例えば路線バスであるとか貸切バス、タク

シー、トラックの中でも営業用の緑ナンバーのものについては、営業に出るときの

出庫時と、戻ってきたときにはそれぞれ点呼ということで、出庫、帰庫の点呼を行

うのですが、その時に今までは目視でアルコール臭がしないかというチェックだっ

たのですが、今年の５月１日から機械を使って必ずアルコールチェックをしないと

いけないということになりました。そしてアルコールチェックをしたかということ

は点呼の際の記録に記載をしないといけません。制度的には、虹さんがされている

福祉有償運送というのは事業用ではありませんから、そちらの方の法的な対象とい

うのは適用されないのですが、形体を考えると同じような形で利用者の方を運んで

お金をいただくということになると、安全で安心に運送できることだと思いますの

で、先程も言われたように、飲んでくる方はいらっしゃらないからと言いますけど

も、たまたま前日何かお祝いがあって遅くまで飲まれてアルコールが抜けていない

ということもありますので、事業用の方は必ずしないと当然処分という形にもなっ
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てきますので、設置していただいてチェックを行うということで導入を検討してい

ただきたいと思います。 
虹   だいたいいくらぐらいするのですか。 
委員  前々回の会議の時に、古野委員が提示されたと思います。タクシー業界ではこう

いう取り組みをやっているということで、虹の答えは 21 時以降は飲んでいませんと

いうことで雑談の中で話が出たと思うんですけども、タクシー業界の森委員にしろ、

古野委員にしろ、きちんと出していただいたと言うことであれば、やっぱり検討し

ないといけないことではないですかね。 
虹   NPO ですので資金がもともとないんですよ。 
委員  いいですか。まず第一に会社を守る、従業員に罪を犯させない、守るということ

が前提になっているのですよ。それがあることによって事前に犯罪をくい止めるこ

とができるんですよ。それで、私のところの大島は、たった一人しかいないんです

よ。それでも毎日朝晩でアルコールチェックをして記録がロールにずっと残るので

すよ。これはそんなにお金かからないですよ。機械そのものは１３万円ほどで、メ

ンテナンスが１年間に１０万ほどかかります。半年半年で機械が正常に動いている

かをチェックします。 
委員  ネットを調べられたらですね、安いのがありますよ。昔は高かったんですけども、

３０万とか５０万とかしたんですけども、今は１０万以下の軽微なものもあります。

ただ千円とか二千円で売っているものはダメです。乾電池式のものはすぐに壊れま

すから。ある程度機械式のものでしたら１０万出せばあると思いますので、お調べ

になって、もしされるのであれば余計なことかもしれないですけど、今日のような

ことをお話することは滅多にないから、アドバイスとしてされてもいいのではない

かなと思います。 
委員  自分自身も、前の日遅くまで飲んだとしたら必ずチェックします。 
委員  基準的には、これ以上の性能ではないとダメだという基準はないんですけども、

たまに機械を使って数値を測りいただければいいんですが、どういった性能のもの

かということは、先ほど古野委員もおっしゃられたように、自分の会社の管理体制

としてのどの程度まで含めてチェックするのかということになってくると思います

ので、そういう点も含めてご検討いただけたらいいかなと思います。 
委員  携帯用の安いものがありますよね。あれで私が絶対アルコールが残っている自信

があるときでも０と出ますね。 
虹   全然当てにならないということですね。 
委員  かえって罪を犯すことになりますよね。本当はアルコール残っているのに。 
委員  うちは３台置いているのですよ。本社と宗像事業所と大島に。たった一人ですよ、

大島は。それでもちゃんとデータは出ます。 
委員  飲酒検知の関係は将来的にはどうされるつもりですか。要件に入るのですか。 
委員  当然、人を運んではお金をもらうということになると運送事業の部分になってく

るのですけど、そこですべてを対応するということが理想になってくるのでしょう

けど、逆に言うと運送事業さんはですね、利益が出ない事業ですからできないとい

うことで、運送事業者がいないところでどうするのか、そういった部分で逆に地域

でお話しいただいて決めた内容でそういう困っている方を輸送するための手段とし

て、こういった協議会で有償運送という制度になっておりますので、逆にきつくし

てしまうと、そういった輸送ができないということになってきますので、どこまで

やるかという部分は、この協議会の中で方向性を示していただいて、それに従って

いただく部分が制度的な趣旨になってくるかと思いますので、今のところ事業者と

同じ扱いであれば、このタイミングで入ってくることもあるでしょうが、あくまで

自家用車での有償運送ということになりますので、今回は入ってません。ただ今後

どうなっていくかという部分については、私の方は何も情報等がありませんので、
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まだ義務化まではされていないということが現状です。 
委員  飲酒検知器の話は今日で２回目ということでしたので、福岡県は非常に厳しいで

すから、そちらの方で留意していただきたい。 
委員  福岡は一番悪いんですよ、全国ワースト１なんですよ、あんな事件が起こってい

まだに。西戸崎の事件が起こっていまだにワースト１なんですよ。徹底的にやらな

いかんですね。 
委員  行政の方は何かその辺のサポートできるような、危機管理体制はないですか。も

しそれができれば、さっきのようなお金がないからできないということでは物事は

解決しないと思うんですよ。その辺のサポートができればいいかなと思うんですけ

ども。 
事務局 簡易なものでしたら市役所でも出て行くときに使うのですが、先ほどの話だと当

てにならないということだったので、その辺は調べてみたいと思います。どのくら

いの値段でとかいうことですね。 
委員  できたら、その辺のサポートがあればいいと思いますけどね。検討することかな

と思います。 
委員  飲酒検知器もピンからキリまでありますからね。せっかく買っても当てにならな

いということもありますから。慎重に選んでいただきたいと思います。 
委員  安心できますから。自分たちも飲んで覚めたかなということはだいたいわかるん

ですけども、まだ残っているかなと思ったら検知器でピシッと出る。時々わざとテ

ストします。 
会長  他に何か質問はないですか。 
委員  いいですか。今のご時世ですね、アルコールチェックというものは基本的なもの

になっていると思うんですよ。だから、これは当然すべき事柄の一つとして考える

べきだと思っています。お金云々ということは、経営上の問題とか色々あると思う

んですけども、それはそこがどういう方法でやっていくかということを考えるべき

であって、当然備えておかなければならない基本的なことであって、これは古野委

員が話されたようにやはり保護するという面の方が多いのです。保護というのは、

運転手にしても会社にしても待っているお客さんに対しても保護になります。必要

だと私は思っています。だから色々な形を検討してもらって、備えていくのがお客

様を乗せていく運送という立場であれば必要で不可欠なものだと思います。 
虹   今の時点では資金的に厳しいかなというのが感想なんですけども、例えば、夕べ

に飲んだ酒量と飲酒した時間を毎日聞き取るというようなそういう検査をですね。 
委員  非常に個人差があるんですよ。昨日３合飲んで出ない人もいれば、酒の粕に口を

付けただけで翌日出る人もいる。だから申し訳ないですけども、金額の問題もあり

ますけれども、古野委員もおっしゃられたように、今の世の中の流れとして必然的

に、どういう形を取るかは別にして、やっぱり今日明日にでも検知器を置かれて、

性能は色々ありますけども、された方がいいと私は思います。私のところでもです

ね、１、２カ月に１人出ますね。23 時ごろ飲んでそれから飲んでないと言うんです。

0.15 まで行かなくても 0.10 とかですね、きれいに数字が出てきますね。下４桁ぐら

いまで出てきます。警察が測るものよりも正確に出てきます。だから今まで私たち

は怖いことをしていたなと思います。 
委員  あの、無くて当たり前ですね、飲まないということが分かってて、それが分かっ

ててもそこに置いてそれをさせるということが、非常にですね、運転手さん自身の

使命感みたいなものにピシッと出てくるし、乗っている利用者の方々にもそれが伝

わるとですね、守られているという印象がものすごくあると思うんですよ。シート

ベルト一つにしても、後ろに乗ったら大変煩わしいけれども、運転手さんが「恐れ

入りますがシートベルトしてください。」と言うじゃないですか。事故があったとき

に一番最初に聞くのは、お客さんが乗ってたらお客さんはシートベルトをしてたか
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ということを真っ先に聞くんですよ。それからそのことをちゃんと言ったかという

ことですね。だから煩わしいことなんだけども、それが遠回りに入ってくると、そ

こまで徹底してやっているんだということが非常に安心できると思うんですよ。 
委員  乗務員の中でも一滴も酒を飲まない人が３割もいるんですよ。その人たちも毎日

しているんですよ。酒は飲まないのに毎日毎日やっている。酒を飲むとか飲まない

とかではなく一種の義務ですよ。運転する者としての義務ね。運転する義務ではな

く、お客様をお乗せして運ぶ者の義務として、今のこのご時世でアルコールだけは

絶対に。他は、事故までは言われないですから、アルコールの事故だけは自分で防

げる事故ですから。何度もその話で申し訳ないですけども。 
会長  だいたい２２年度の報告についてはご理解いただけましたか。 
委員  一つ質問してよろしいでしょうか。利用者数が非常に増加しており、現在使用さ

れている車が２台で、車両の少なさを感じておりますが、将来増やすご予定はあり

ますか。 
虹   宗像はタクシー会社さんもいらっしゃいますし、介護タクシーも整備されており

ますから、人口９万の宗像で増車の余地があるという風には思えないです。利用者

の方は多いですし、会員になられる方もいらっしゃいますが、全部を私どもが対応

するというわけにはいきませんので、２０万人くらいの人口規模になれば増車も考

えられますけれども、現時点では考えておりません。 
委員  増車の問題は、虹さんだけではなくて絶対に必要だと私は考えております。とい

うのも、ＮＰＯという部分が非常に肝心な部分をなしているわけですね。実際にこ

ういうことはそこで賄うべきものだと思っておりますけれども、今の時点ではそう

はいかないということですね。私たちの業界としても見守っているわけですが、そ

の点について質問させていただきました。 
事務局 この運営協議会が始まって最初の時に取り決めとして、増車される場合はこの協

議会での協議事項ということになっております。もし虹さんが増車されたいという

ことであれば、この協議会で取り決めをさせていただくということになります。 
会長  報告につきましては以上でございます。続きまして、登録更新についてでござい

ますが、協議の進め方についてお諮りいたします。最初に虹から経過等について説

明をいただき、質疑を行います。虹に対する質疑、意見が尽きたところで、一旦虹

に退室していただき、委員のみなさんの意見交換を行い、審議を確定したいと思い

ます。最後に虹に入室していただき、審議結果を通知することとします。以上のよ

うに進めたいと思いますが、いかがでしょうか。 
        （意義なし） 
    異議ないようでございますので、そのように進めさせていただきます。それでは

虹から経過等について説明お願いします。 
虹   お手持ちの資料の最初に添付資料ということで、１から１０まで載せております。

次のページに自家用有償旅客運送の更新登録の申請ということで、平成２３年６月

８日に更新登録が決まっております。名称、代表者は特定非営利活動法人移動サポ

ートサービス虹、代表は理事長近藤ヨウ子です。登録番号は九福福第１０号、運送

区域は宗像市です。次のページを見てください。自家用有償旅客運送自動車の台数

ですが、車椅子が載せられる車がマツダＡＺワゴンが１台と、リヤシート回転式の

車が１台で合計２台です。運送しようとする旅客の範囲が、下記のとおりとなって

おります。次のページが虹の定款です。そして次に宣誓書です。その次に２台分の

車検証を付けております。それから、運転者の就任承諾書です。次のページが免許

証の写しです。それからケア輸送運転者講習の修了証と福祉有償運送運転者講習の

修了証書および運航管理の責任者就任承諾書、運航管理の体制等記載した書類をつ

けております。最後に会員名簿と自家用有償旅客運送者登録証をつけております。

登録証については、運営協議会の協議が固まりましたら、九州運輸局に登録の申請
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を行う手はずとなっております。 
会長  今ご説明された中で、質問等はございますか。 
委員  登録車両２台の保管場所はどこですか。 
虹   事務所の隣の隣に駐車場があります。 
委員  車庫証明はいらないのですか。 
委員  軽自動車には車庫証明はいらないです。自治体によって違います。宗像市はいら

ないですね。 
委員  ではその駐車場に常時２台停められているということですね。わかりました。 
委員  登録が３年間ということで、その間に大きな事故や苦情などはございませんでし

たか。それによって次回更新の年数が変わりますのでお聞きしました。 
虹   なかったですね。 
委員  わかりました。それと運転者の方はヘルパーの資格は持っておられますか。 
虹   全員持っております。 
委員  異常気象で困ったことはありませんか。例えば大雪の時などですが。 
虹   そういうときは、みなさん外出を控えられますね。ただインフルエンザの時など

は衛生管理で車両の消毒などをこまめにしております。 
委員  事故もなければ苦情もないということですごいですね。 
虹   ゆっくり運転しないと揺れますから、ゆっくり運転することを心がけております。 
委員  交通状況や気象状況によって時間に遅れるようなことがあると思いますが、そう

いったことでの苦情を我々はよく受けますけれども、２台しかないということで稼

働率が悪いと思うのですが、そういったところで何か苦情等はございますか。 
虹   私どもは割とゆっくりとしたスケジュールで予約を取っておりますので、必ず時

間通りにいけるようにスケジュールを組んでおります。次から次にスケジュールを

入れると事故の元ですから、気をつけて組んでおります。 
委員  住所は変更になりましたか。 
虹   前の事務所のままになっておりました。すみません、住所は原町から日の里に訂

正いたします。手続きをいたします。 
委員  講習者の証明が３名しかないですか、４名分はないのですか。 
虹   ヘルパーとして働いているので、１年に１回は救急救命講習を受けております。 
委員  運転講習の部分ですが、まず２種免許をお持ちの方は必要ないのですが、１種免

許しか持っていない方は、有償運送を行う際にはそのままではできないので、基礎

知識の部分も含めて、有償運送を行うにあたっての講習を受けていただくような制

度となっておりますので、他の２名の方は２種免許を持っておられるので、必要が

ないということです。 
会長  一旦、虹さんには退室していただきます。 
    それでは、更新に対してご意見を求めたいと思いますが、タクシー業界から何か

ございますか。 
委員  一生懸命やっておられていいと思います。アルコールチェックについては考え方

が多少違いますね。 
委員  前々回に古野委員がタクシー業界としても取り組んでいるとおっしゃっていたの

で、ある程度認識していただきたいと思います。小なりといえどもお金をいただい

ているわけですから、再考していただきたいです。 
会長  虹の更新に対してご意見はございませんか。内容に関しては変わっておりません

し、事故や苦情等もないということなので、他にご意見がなければ更新を認めよう

と思いますがいかがですか。 
             （異議なし） 
会長  それでは、虹の更新の件に関して協議いたしまして、事故も苦情もないというこ

とで、継続していただきたいということで考えがまとまりました。ただ、アルコー
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ルチェッカーと車検証の住所の件については確認を取っていただきたいと思います。 
    それでは、これで終了したいと思います。お疲れ様でした。 
 
 
（閉会） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上、平成２３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２３年８月２５日 
 

会  長    木 下 憲 一   
 

署名委員    古 野  浩    
 

 


