
平成２２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（案） 
 

日時：平成 22 年 10 月 18 日(月)14：00～15：00 
場所：宗像市役所２０４会議室 
 

出席者 委 員 木下 板矢 江上（代理） 山田 山之口 梶原 石津 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 安部 柚木 五十里 
 
（開会） 
事務局 平成 22 年度第 1回宗像市福祉有償運送及び過疎地有償運送の運営協議会を開催さ

せていただきます。今回のこの協議会につきましては、前期の任期満了後はじめての

会議でございますので、正副会長が選任されますまで事務局のほうで進行させていた

だきます。 

本日の協議会には、貫委員のからは欠席の連絡をいただきました。それから、福岡

運輸支局から、江上委員さんを委員としては選任をしておりますが、本日はご都合に

よりまして、高瀬様に代理で出席をいただいております。 
 
１．開会の挨拶 
（野中健康福祉部長からあいさつ） 

 

２．委嘱状交付 

（野中健康福祉部長から交付） 

 

３．委員の紹介 

 （委員の紹介は、再任により省略） 

 （事務局職員の紹介） 

 

４．会長・副会長の選出 

事務局 会長副会長の選出につきましては、宗像市福祉有償運送及び過疎地有償運送運営

協議会の規則の規定によりまして、委員の互選により定めることとなっております。 

会長副会長に立候補される方、また、推薦等ございましたらご意見をお願いいたし

ます。 

特にないようでございますので、事務局から推薦させてもらってよろしいでしょう

か。 

（異議なし） 

ご異議ないようでございますので、事務局から推薦をさせていただきます。前期に引

き続きまして、会長を木下委員に、副会長を板矢委員にお願いいたしたいと思います

がいかがでしょうか。 

 

（「よろしくお願いします」の声あり） 

 

異議ないようでございますので、会長を木下委員に副会長を板矢委員にお願いいた

します。 

それでは、それぞれ前の会長副会長席のほうに移動をお願いします。 

それでは以下は、会長から進行をよろしくお願いいたします。 

 

５．議事録要旨の署名人について 



会長  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、宗像市市民参画協働およ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、審議会協議会等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名お願いしたいと思っており

ます。 

1 名を会長に、もう 1名を板矢副会長にお引き受けをいただきたいと考えておりま

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、そのとおりにお願いします。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 

会長  宗像市福祉有償運送及び過疎地有償運送の概要と指針について、事務局お願いし

ます。 

事務局 報告事項でございます。1点目、宗像市福祉有償運送及び過疎地有償運送の概要と

指針についてでございますが、資料といたしましては、概要をまとめたものと、その

下に指針をつけております。 

この概要につきましては、再任の委員さんばかりでございますので、概要の説明は

今日は省略させていただきます。 

それから指針について、１点報告をさせていただきますけども、福祉有償運送の指

針という 1ページがあると思います。これの大きな２点めですね、運送主体のところ

の（2）のところですけども、民法と道路運送法施行規則、これが改正されまして、

以前は民法第 34 条の規定により設立された法人という規定になっておりましたけど

も、これが先ほど言いました法律の改正によりまして、一般社団法人または一般財団

法人という法律改正がなされましたので、それに沿って指針のほうも合わせて改正を

させていただいております。 

以上報告で終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

会長  それでは、移動サポートサービス虹のほうから、平成 21 年度の運営状況報告につ

いてお願いいたします。 

 

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

す近藤と申します。よろしくお願いいたします。 

平成 21 年度の運営状況をご報告いたします。まず運送期間が平成 21 年 4月 1日か

ら平成 22 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。責務が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

認定者とそれから厚生労働科学研究難知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、あらかじめ虹の会員登録をしたもの

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など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ないよう

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シフトと、それからマツダの

AZ ワゴンの 2台で運行しております。車両の内部に運賃及び料金それから運転者の氏

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、マグネットシートで貼り付

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、適切に管理いたしました。 

次のページです。運転者です。以下の３名で運送いたしました。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いたしております。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。 

次に、損害賠償措置です。運送に使用する車両は別紙２の保険に加入いたしました。

別紙２をご覧ください。運送の対価です。別紙 3のとおり定め、利用者から徴収いた

しました。9 番、管理運営体制です。運行管理体制の整備、運行管理責任者に近藤ヨ

ウ子を選任し、別紙４のとおりに実施いたしました。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いたしました。事故発生時

の責任に対して別紙４のとおりに実施いたしました。運転者 3 名は平成 21 年 6 月に

普通救急救命講習会を受講いたしました。 

事故発生時の緊急連絡体制を別紙４のとおりにいたしました。事故の対応に係る責

任者に近藤ヨウ子を選任いたしました。 

（3）の整備管理体制及び苦情処理です。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

いたしました。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

にあたる体制を整備し苦情処理簿に記録した。現在苦情はありません。 

その他の実施状況として、実績表が別紙 5についております。平成 22 年 3月末の

会員数が 88 名となっておりまして、移動の１日平均の出動回数が 15 回、活動日は月

曜日から土曜日で、休日は日曜日・祝日、予約に応じて稼動と書いておりますが、今

ほとんど日曜・祝日はありません。活動時間が朝の 9 時から 17 時までで、通院等で

診察時間によっては、時間外が発生しております。 

利用内容としましては、通院それからリハビリの送迎、金融機関や市役所の手続き

など所要の送迎や、お墓参り・お寺参り・お買い物、それからサークル活動等の送迎

等も行っております。その他の添付資料としては利用実績表と運転日報もおつけして

います。以上です。 

 

事務局 毎月の運転日報がきています。枚数が多いのでコピーはしてませんので、回覧し

て見ていただければと思います。 

 

委員  前回の報告をいただきまして、1 年 2 ヶ月が通過ましたので、会員さんですかね、

だいぶ増えてるみたいな感じがするんですけど、どうですか。 

虹   そうですね、特に急激に増えるということではなくて。そうですね。はい。増え

てはおります。今年の 3月末で 88 でしたかね。 

委員  去年の報告いただいた時がですね、59 で報告もらってますね。 

虹  そしたら増えてますね。 

事務局 21 年度分の状況報告をいただいた資料からは、そのときの 3月末の報告では 59 名

と、同じ時期では 59 名ということでいただいております。 

委員  先ほど個人情報の話がありましたけど、個人情報の会員さんの名簿とか      

はどこにおいてあるんですか。 

虹   事務所ですね。鍵がかかるロッカーがあるんです。そこに全部入れて毎日鍵かけ

ています。 

委員  このデータが保存されているということはないんですか。フロッピーか何かで。 



虹   いいえ、やってないです。全部情報は書いていただいて、書いていただいたもの

とこちらがお聞きした情報をその個人情報のファイルに手書きで書いて、それを鍵の

ロッカーになおしています。 

委員  車椅子対応が 1台ありましたですね。あれはどうですか、活用状況は。 

虹   やっぱり車椅子でないと移動できない方とかですね、結構いらっしゃって、かな

り稼動してるとは思いますけど。 

委員  この車の導入が影響していますか。 

虹   いやそういうことでは。2台、前も 2台ありましたけど綺麗になりましたので、車

いただいて。 

 ほとんどがご紹介っていうか、ケアマネさんとかがやっぱりこういう方がいらっし

ゃるのでというような事で、私達は別に、宣伝とかそういうの全然しませんから。 

やっぱりケアマネさんとかがこういうのを利用したいという方がいらっしゃるん

でというようなことが。 

会長  何か他にご質問などいいですか。 

委員  タクシーより売上げが上がってますね。 

虹   ええっ、そうですか？ 2 台でこれだけですよ。 

委員  2 台でしょう？ よく上がってるなあ。 

虹   でも、あのですね、病院とかに行く時はちゃんと予約してお送りするんですよ。

それで帰りも利用したいっておっしゃるんですけど、病院の終わる時間とかがはっき

りしないでしょう。だから予約がなかなか、こちらのほうも対応できないから、帰り

はタクシーで行って下さいね、というのは必ず言ってるんです。 

委員  1日に 10,888円、総売上げ3,190,290円をね、稼働日数293で割ると、1日が 10,888

円ですね。2台分ですね。やっぱしっかり結構上がってるなあという気がしますよ。 

虹   そうですか。 

委員  うん、タクシーはこんなに上げれん。タクシーは 10,000 ちょっと位かね。 

委員  あのどういうものを事故というふうに、こう、事故というのはどういうふうにこ

う規定っていうかされてますか。例えばあの、車が例えば、ちょっと傷をつけたりと

か、あるいは脱輪してちょっとホイルが傷が入ったりとか。私達はそういうものも事

故として、私達どもはですね。私の方はですね、してるんですが、その辺の定義とい

うのはどういうふうに、事故っていうのは。 

虹  そうですね、自損事故みたいなのはどっかにぶつけたりとか、擦ったりとかいうの

は、事故に数えるつもりですが。全然ないですよ、そういうのは。 

委員  ない？ 

虹   はい。 

委員  大したもんですね、これ、2台でね。 

虹   はい。 

委員  2 台で距離が 28,291。これ 28,291 走ってね、かすり傷ひとつつけない、あるいは

そのそういう事が全然なかったという事はこれはすごいね。 

虹   でも車全然傷ついてないですよ。 

委員  いやいや、だからすごいと言ってるんですよ。 

虹   あの、なんていうか、高齢者の方とか体の弱い方を乗せてるから、もう慎重の上

に慎重を期して運転してますから、絶対に、後ろからもっと早く行けとか、なんかこ

うピターとつけられてもとばさないっていうのはドライバーは言ってますね。 

委員  いやいや見事なもんですよ。 

虹   ありがとうございます。 

委員  28,291 キロ走れば、必ずね、擦ったりね、ドアに、ドアをちょっとどうかちょっ

と当てたりね、ことはあるけどね。例えばあのその通常のお客さんでないから。体が

かなり不自由でしょう。そういう方を対応するってね、こんなに、よく、相当神経使



っていますよ、ドライバーは。 

虹   そうですか。 

委員  普通の人の 3 倍以上使ってる。そうしないと、無傷で無事故でね、今日までこれ

たのがすごいね。大したもんですよ。 

虹   ありがとうございます。 

委員  2 種を持っている 2人は、これは大したもんだ。運転が丁寧に丁寧に運転してるか

ら。うちの会社にほしいですよ。 

会長  前回の報告書とですね、今年の報告書を見比べてみたら、大体ここそのまま加

点してあるんですね。間違ったところは全部間違ってるし。 
虹   はい、気をつけます。 

運輸支局の報告書そのままですので、その時の・・・。はい、それで、毎年上

書きで書き換えはしてるんですけど、あまりその、書く内容が同じものなんで。 
会長  他にございますか。よろしいですか。 

委員  なにかこう、困ったことないですかね。こんな事が困ったとかね、あんな事が困

ったとか、風が吹いてこうだったとか、雨が降ってこうだったとかね。これだけ 1年

間いろいろな気象状況の中でやってたら、雪の日の対応であるとか、困ったようなこ

とはない？ 

虹   雪とかはですね、外出の、もうキャンセルになりますね。 

委員  キャンセルですか。 

虹   はい、皆さん。 

委員  台風とか。大雨とかですね。利用される側が、出ること自体をね。 

虹   そうです。あとは、最近認知症の方が増えてきたんで、行きはお送りしますけど

帰りは送れないからタクシーで帰って下さいね、呼んでも行けませんよ、って言って

も、その時は分かったって言うんですけど、やっぱりもう帰るときは忘れて電話かけ

てこられるんですよね。で行けませんからね、タクシー呼んでくださいね、って言う

けどなかなか理解されないとかいう方は少しあります。 

委員  あるでしょうね。 

虹   はい、増えてきましたね。 

委員  あのリフト車ありますよね、リフト車。依頼の時に、階段のある所とかそういっ

た所は何か問題はありませんか。 

虹   階段ですね。あんまり無理な所はもうお断りしてます。怪我させたら大変なんで。 

委員  そう、怪我させたら大変だもんなあ。 

虹   そうですね。日の里の平たい所だと、玄関からだいたい 3 段とか 4 段とかの階段

はありますから、そこはお手伝いして、車椅子で押してそれから車椅子を乗せてって

いう感じですけど、中にはやっぱり坂の上に建ってて、ものすごい階段が付いてるお

うちがあるんですよ。 

そういう所は会員になる時におうちを見てですね、ちょっと私達ではできませんと

いうことをはっきり言って、「すみません、お断りさせて下さい」ということでです

ね、やっぱり。 

委員  事故のないようにやっぱり段差もあればいろんな状況があろうと思うんですが、

まあそれだけでも大変だと思いますが、乗せられてからの、そのシートベルトってい

うか、安全対策っていうか、そういうのはどんなふうにしてありますかね。 

虹  それはもう手順どおりにきちんと全部チェックしています。 

委員  車椅子に乗っていてもそれできますか。 

虹   はい。できますね。ストッパーもちゃんと付いてますから。 

委員  タクシー事業者ばっかり質問して申し訳ありません。いいですか。あの幼児の方

で 6歳 8歳の方がおられますが？二人おられます？ 

虹   はい。 



委員  対応がちょっとよくわからなかったんですけど、障害をもっておられて、家族の

方が、通級っていうんですかね、自由ヶ丘かどっかにありますよね。 

虹   それでずっと今まで家族の方があの送り迎えしてたんです。それがもう、とても

じゃない家族がくたびれはてて、うちに何とかならんやろうかというご相談があって。 

委員  そしたら付き添って来られるっていうことじゃない、単独でこの、6歳と 8歳って

書いてあります。二人が単独で。 

虹   いや、ばあちゃんがついて来よったかな。ちょっとすみません、その辺は・・・。 

委員  ああいや、申し訳ない、いやあの他の方みんな年齢なのに二人だけおられるから。

今までおばあちゃんかどなたか家族の方が同乗してたのを。毎日ですからね。 

虹   そうですね。 

委員  苦情は全くないという事ですが、感謝のお手紙っていいますか、ありがとうとい

う事のお電話等ありませんか。 

虹   感謝のお電話とかはよくいただきまして、飴とかよくもらいます。必ず用意して

くださるんですよ、飴とかそういう物を。 

会長  ほかに何かありませんか。 

委員  運営としては順調ですか。虹の法人としての。 

虹   虹の NPO 法人としてはですね、年に 1回総会を開催しまして、5月位にですね。経

営状況と運営状況の報告を致しまして、あと年に２回位は少ない人数ですけど理事会

をして、情報交換みたいな事をやっております。 

大体いつも、事務所に 3 人か 4 人しかいませんから、毎日顔を合わせているので、

何かこういう事があったとか、ああいう事があったとか、こういう業者さんがいて困

ったとかいうような事は常に机を前にして情報交換はしております。こういう利用者

さんはこういう所があるから気をつけた方がいいよ、とかですね。 

登録会員の方のご利用なので、いつも大体同じ方が利用されます。会員一人一人の

行動というか、何曜日に病院に行って何曜日にはどこそこのお店でお買い物に行って

っていうのは、全部大体分かります。そこで、同じ利用者には大体同じドライバーが

行く。慣れた人のほうがいいのでそのようにしてるんですが、行けない時は、留意点

について常に伝えあって運営してます。 

委員  対応の仕方がいろいろね、その人その人によってあるでしょうから。この会員は

お金がいくらかいるのですか。 

虹   いるんです。年間年会費 2000 円いただいてるんです。 

ご利用のない方がいらっしゃるからですね、それは年に１回のご利用がない方は、

継続しますか、やめられますかっていう事で、お金だけいただいてももったいないで

すから。 

委員  金だけもらっといたらいいのでは。 

虹   ちょっと、それは。 

委員  会員かなんかで。ありがたいでしょう。 

虹   いやでも皆さん年金で苦しい中でいろいろと・・・。お金持ちもたくさんいらっ

しゃいますけど。 

委員  社会のためにね、貢献しようという気持ちは皆さん持ちたいですよ。 

委員  それから勘違いして利用される方ありませんか。タクシーみたいにね、勘違いさ

れる。ちょっと車を１台出してくれいう方。 

虹   いらっしゃいますから。だから違うんですと。丁寧に教えないと。タクシーじゃ

ないんですよっていうのを言うけど、よく忘れられますね。 

委員  救急車をタクシー代わりに使うような人がおるよね。 

委員  活動状況を説明する前に資料かなにかお渡しになるんですか。 

虹   はい、虹のパンフレットがありますから。それで説明を。 

委員  お断りする時は？ 



虹   もう予約でいっぱいで時間が対応できませんという事で。 

委員  本来であれば去年資料も持って来なくちゃいけないんですけど、資料を持って来

ないので前年か前年度までの売上げと会員数の増減ということをもし資料として添

付していただければ、私達も見やすいのでお願いできないでしょうか。 

過去 3 年くらい。はじめからでも結構ですので。18 年からもしよければ。推移が

わかりますので。 

会員数と、売上げでしょうね、それと回数とですね、それくらい 3つくらいあれば、

質問もしやすいし。どういう経過でされてるか、そこらへんが皆さんにもご理解でき

ると思いますので。 

虹   これは、チラシを見せたほうがいいのかな、毎年あの総会の資料にはですね、昨

年比何パーセント増とか会員の増とかですね、そういうのはつけてます。 

委員  それで構わないと思います。わざわざ作られることは大変でしょうから。資料で

上がったのがあったら、添付してただければ。 

資料は本来なら持って来ないといけないのですけど、会議の数が少ないので、毎回

資料持って来ることはまた忘れてしまいますので。 

虹   そうですね。 

事務局 そしたら一応事務局のほうでお預かりしてですね、事務局からみなさんの方へ送

らせていただきましょうか。 

委員  今回分かりましたので、もういいです。 

事務局 次回からでよろしいですか。 

委員  はい、次回で。今回はお聞きしました。先ほどあの会長の方からお聞きになった

から分かりますから。 

委員  苦情内容ですけど要望がありますかね。その、どうして欲しいかとか。 

虹   どこそこに連れて行って欲しいぐらいですよね。買い物をしたいとか、待っとっ

てくれとか、それぐらい。 

委員  運営する上で大事である、ここはこうして欲しいとかああして欲しいとか、苦情

じゃないけど要望ですよね。もしこうしたら利用しやすいとか、いろいろな要望があ

ると思うんですけど。 

虹   電話一本で来てくれたらうれしいとかいうのはきてる。それはもう、とてもじゃ

ないけどできない訳ですから。やっぱり、使い勝手がやっぱ悪いですよね。予約なん

で。それはもう会員の相互扶助ということでご理解頂かないと。 

使い勝手がいいんだったらもうタクシー利用して頂いたほうがはるかに使い勝手

がいいので。 

委員  いや、タクシーも介護の場合予約制ですよ。介護タクシーの場合は予約ばっかり

ですよ。 

ホームヘルパーの方とかそう、そちらの方から連絡があって、何時に迎えに来ると

か。そうしないと車の台数同じようにないですから。それは同じ事情だと思います。

活動時間が決まってますからね。 

委員  それ以外の要求があった時はタクシーの方と連携を取ってうまくやって頂きたい

と思いますね。 

虹   そうですね、ご紹介させて頂きたいと。 

委員  ありますか、そういう事が。 

虹   ええ。タクシーの方にお願いした事が。 

委員  いま宗像市内で、福祉のそういう関連でヘルパーさんをつけてね。そうやってや

ってる所は新生交通さんとうちの 2社ですよね。これは、ホームヘルパーの資格を持

ってですね、そして、車椅子対応のちっちゃい車も乗りますし、それからストレッチ

ャー車、寝台の車にも乗れるんですね。車もあります。だから、手に負えないような、

うちも森さんの所も金太郎さんのような従業員がいますからね。力持ちで見るからに



安心できるようなですね。何なりとそれこそ抱えてでもですね、やってるわけですか

らですね。 

虹   そうですね。 

委員  提携してですね。 

虹   そうですね。 

委員  無理な事、やっぱりちょくちょくありますから。 

間違ったら大変ですからね。うちあたりもね、やっぱり長い間、平成 13 年からや

ってるけど、多少の事あったんじゃないでしょうかね。お客さんがこけたとかね。あ

るんじゃないかと思いますよ。やっぱり大変よ。特殊な場合で時間外とか。 

時間外、土・日・祭日とか時間外とか、あるいは正月とか盆とかですね。どうして

も必要であればタクシー動きますから。 

虹   そうですね。 

委員  タクシー屋のそういうヘルパーの車を動かしますから。 

委員  だいたいタクシーはですね、雪なんか降るでしょう。自家用持ってる人は自分の

自家用出しませんから、運転しませんから。そういう時に限ってタクシーに来ますか

ら。ちょっと当てたらもうタクシー代どころじゃないでしょうが。多いですよ。雪の

降った日はね、予約がもうすごいですよ。 

まあしかし、そういう時に役に立たんとね。雨が降ったりそういう時にやっぱり、

プロのプロとしてのね、やっぱり役に立つというのが。 

限界はありますけどね、危ないときは止めますよ。そういう風な事があるから電話

下さい。対応します。 

虹   はい。 

会長 そろそろ質問が出尽くしたようですが、よろしいですか。 

それでは、どうもありがとうございました。 

 

７．その他 

事務局 事務局からお知らせですけども、虹の現在の登録の有効期限、これが平成 23 年の

6月 13 日までの登録期限となっております。これを更新される場合にはこの運営協議

会を開催することになりますので、次回の会議につきましては、来年の５月ぐらいの

開催になると考えております。時期が来ましたら改めて日程調整をさせていただきま

すので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

 

 

８．閉会のあいさつ 

会長  それでは、その他ご意見等がないようなら、今日の協議会はこれにて閉会させて

頂きます。ご苦労様でした。どうもありがとうございました。 



以上、平成２２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２２年１１月２日 
 

会  長   木 下  憲 一   
 

署名委員   板 矢  英 之   
 


