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平成２１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 21 年 8 月 17 日(月)14：00～15：00 
                       場所：宗像市役所２０２会議室 

 
１．開会の挨拶 
（藤岡健康福祉部長より開会の挨拶） 
 
事務局 議事に入ります前に、委員の交代の報告をさせていただきます。福岡運輸支局の

永松委員が人事異動により交代されております。新たに福岡運輸支局から主席運輸

規格専門官である江上様に委員をお願いしております。 
 
（江上委員より挨拶） 
 
事務局 ありがとうございます。次に、事務局の方も課長が交代しております。保健福祉

政策課長が今回人事異動で変わっておりますので、ご挨拶申し上げます。 
 
（安部課長より挨拶） 
 
２．議事録要旨の署名人について 
事務局 「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、

この運営協議会においては議事要旨の署名人を２名お願いすることとなっています。

今回、１名を木下会長に、もう１名を名簿順で板矢委員にお引き受けいただきたい

と考えておりますが、いかがでしょうか。 
委員  異議無し。（複数） 
事務局 異議無しとのことですので、木下会長と板矢委員にお願いいたします。また、議

事録の原稿ができましたら、事務局からお願いに上がりますので、その節はよろし

くお願いします。 
 
３．報告 

・特定非営利活動法人移動サポートサービス虹の平成 20 年度運営状況報告について 
会長  今日は虹の運営状況について、５月３１日までに福岡運輸支局に報告されました

内容をご説明いただきます。質疑がございましたら、説明が終わった後でまとめて

お願いします。ではお願いします。 
虹   私は、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。よろしくお願いします。 
平成２０年度の運営状況です。運送期間が平成２０年４月１日から平成２１年３
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月３１日です。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しま

した。運送の形態は、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害者・障害児、

内部障害者で、あらかじめ虹の会員になっていただいた方を対象に実施しました。

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、鍵付き書庫で保管し、個人情報の流失など無いよう

に管理いたしました。会員名簿は別紙１に添付しておりますので、ご覧ください。 
使用車両は、ダイハツアトレーリヤーシートリフトと１２月の２３日まではスズ

キワゴンＲ、車いす対応車で稼動しました。２４時間テレビに応募しましたところ、

車の寄贈が決定いたしましたので、１２月２４日からはマツダ AZ ワゴンで稼働して

おります。車両の内部には、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マグネットシートのボードを貼り付けました。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。 
続いて運転者です。次の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種免許所持で福祉有

償運送運転協力者講習を受講したボランティアで登録しております。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、適切に管理いたしました。 
次に、損害賠償措置です。運送に使用する車両は別紙２の保険に加入しておりま

すので、別紙２をご覧ください。 
運送の対価は、別紙３のとおり定めて、利用者の方から徴収させていただきまし

た。別紙３もご参照ください。 
管理運営体制、運行管理体制の整備です。運行管理責任者近藤ヨウ子を選任し、

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。 
事故発生時の責任体制は、別紙４のとおり実施しました。運転者３名は平成２０

年６月に普通救急救命講習会を受講しております。事故発生時の緊急連絡体制を別

紙４のとおりとし、事故の対応に係る責任者近藤ヨウ子を選任しました。 
次に整備管理体制及び苦情処理についてです。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
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点検を実施いたしました。前からお願いしていた有限会社明和さんが廃業されまし

たので、クルーザーガレージさんに変更いたしました。また、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整備し苦情処理簿

に記録したとしていますが、現在のところ苦情はありません。 
また、実績表が別紙５にありますのでご参照ください。３月末の会員数は５９名

です。毎年３月末に、ご利用のない会員さんはいったんお聞きして整理させていた

だいております。年会費を頂いておりますので、利用されないともったいないとい

うことで確認しておりますので、少し会員数が減ったり増えたりしています。移動

の１日平均回数が８．５回です。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。予約に応じて稼動と書いておりますが、祝日に稼動することはほとん

どありません。あとお盆とお正月もお休みをしております。活動時間は９時から１

７時までで、通院等で診察時間によっては時間外も受けています。利用内容は、通

院、リハビリの送迎、金融機関・市役所の手続きなど所用の送迎やお墓参りお寺参

り、お買いもの等の送迎をしております。その他の添付書類としましては、利用実

績表と運転日報がついております。以上です。 
事務局 申し訳ありません。運転日報は添付しておりませんので、今から回覧させていた

だきます。 
会長  今使われている車は、マツダですね。マツダの AZ ワゴンの自動車保険証は写しが

ないですね。 
虹   そうですね。申し訳ありません。保険には入っておりますので、後日事務局の方

にお渡ししておきます。 
会長  リフトは手で押すタイプですか。 
虹   電動式です。 
会長  介助が必要な予約等はありましたか。マンションなど。前回の会議で委員の方が

心配されておりましたので。 
虹   マンションは、車椅子が必要な方はまだないですね。ただ宗像は丘陵地に家を建

ててらっしゃるので、玄関から門までは階段というのが多いですね。その場合は二

人がかりで行って降ろすということをしないと対応できないです。ですので、車椅

子の方で階段があるところは、予約をきちんと入れていただいて、人を配置して二

人で迎えに行く形でやろうということになっています。 
委員  事前調査をして置かないと大変ですね。 
虹   そうですね。最初にご説明にお伺いしますので、状況とかご病状など大体どうい

う状態かというのは全部聞いております。 
会長  日曜や祝日は予約が入るんですか。 
虹   いえ。日曜祝日は家族の方がいらっしゃって、病院もお休みですので、私たちも

お休みを頂いております。 
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委員  全体を通しての質問良いですか。別紙６というのがありますね。色々報告があり

ますが、うちなんかは結構事故が起こるんですよね。法律に定められた報告義務以

外の事故、例えば、ちょっとブロックにこすったとか。人身ではないから報告義務

はないんですが。それから乗降介助のときに、お年寄りの方や体格が良い方は、結

構危うい状況があるそうなんですね、現場の話を聞くと。その場合にちょっとした

トラブルが起こることもあるんですが、そういうことはまったく無いですか。 
虹   今のところはないですね。車を買うお金も無いので、大事に乗っています。 
委員  運行回数が少ないですしね。 
委員  もちろんそれもあるけれども、乗降介助は危険性が高いと思うんです。 
虹   乗降介助はとても気を使っています。降りた後も、車止めにつまずいてこけると

かいうことがあるんですね。お買い物に行かれるときも、後ろについて行ったりし

ます。ちょっとの間なので待っていてほしいといわれるんですが、待っておくより

ついて行ったほうが安心なんですね。乗降介助と、それからお買い物する間も、後

ろから大丈夫かなと見ていますので。特に乗降のときは一番気を使いますね。 
委員  そういう場合の保険は入っているんですか。 
虹   車の乗り降りまでは入っています。 
委員  そうですよね。そうじゃないと乗るまでが危ないですよね。 
虹   乗降介助のときが高齢者の方や障害者の方は危ないので。 
委員  それから上の方に「イが４人、ロが２１人」とありますが、これは定義はどうな

っているんですか。「輸送する旅客の範囲及び数」と書いてありますが。５９人とい

うことは登録者の人数ですよね。等級数か何かですか。 
会長  これは登録者５９人の内訳ですね。 
虹   イが身体障害者の方、ロが介護保険法の要介護認定を受けている方、ハが要支援

の方、二が肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害の方です。 
委員  よろしいですか。一点お伺いしたいんですが、３月末の会員は５９名で、新規会

員数が２１名ですよね。その間退会など移動があると思うんですけれども、ここ最

近の会員数の動きを教えてください。 
虹   去年の末が６７名だったと思います。大体２０人くらい、年間で新しい方が入っ

てきました。その中でご利用の無い方が何人かいらっしゃるので、どうされますか

というのをお電話で確認して、何人かがやめられます。利用しないのに年会費 2,000
円というのはもったいないので、ずっとご利用の無い方はいったん退会という形に

しております。 
委員  新規会員が２１名となっていますが、この中で本当に利用されない方は、現実に

は会員にならないということですね。 
虹   そうですね。またご利用されるときはそのときに再度ご入会くださいということ

でお話ししています。会員になっている限りは、こちらも規定どおり年会費を頂か
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ないといけないので。 
委員  わかりました。 
委員  先ほどの話で、乗降のときに二人で行う場合ですが、これについては別途料金を

取られているんですか。 
虹   いえ、頂きません。ちゃんと待っていて付き添ってほしいと言われた場合は頂き

ますが、乗降介助の時は確か頂かない約束でしたよね。ですので、乗降介助のため

の費用というのは一人でも二人でも頂きません。 
委員  平坦なところばかりであれば良いですが、階段があると、とにかく事前調査をし

ておかないと大変ですよね。 
虹   無理な場合は男性にお願いしています。それで怪我をさせてしまっても困ります

ので。 
委員  そういう大変なときは別に費用を頂くようなかたちにしないと難しいんじゃない

ですか。 
虹   階段も長いものがありますし、そういう方に限って足が悪いということがありま

すね。 
委員  別紙４の事故防止や利用者サービス等に対する指導・教育の項目がありますが、

これはどういったことをされているんですが。社内的にされているのか、社外的に

されているのか。 
虹   社内で勉強会をしております。それと講習会があると、順番で受講しています。 
委員  ３人ともお酒は飲まれないんですか。 
虹   そんなには飲まないですし、飲む場合も９時までには飲み終えなさいということ

を言っています。 
委員  うちにもアルコール検知器を置いていますけど、ひっかかったことはありますね。 

うちの内部規定では 0.6 以上は乗せないんです。もう出勤停止ということにするんで

すが、それが結構多いですね。これはちゃんとしたかたちで、ある一定の箇所で確

認してあるとか、あるいはたまに現地に直行するという場合があと思いますが、そ

ういうことはきちんとしておいた方が良いのではないかという気がします。女性で

も飲む方はいらっしゃるので。 
虹   そうですね。うちにも簡易検査するのはあるんですが。 
委員  今私たちが使っているのは、日付と時間帯とアルコールの数値と全部記録をとっ

ているんです。 
委員  簡易の分は信憑性が低いですね。私どもも最初はしておりましたけれども駄目で

した。飲酒の件については、前の日の 10 時くらいに缶ビール一杯飲んで８時間経っ

て出勤しても、その日の体調にもよりますが、駄目なときがありますね。待機した

り帰らせたりしておりますけれども、タクシーではなくて車で来ていますからね。

だから出勤の時点では間違いなく酒気帯びで来ているんですよ。そういうことがあ
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りますから、余計なことかもしれませんけれども、人数が増えてきたらその辺をき

っちり確認された方が安心かと思いますが。 
委員  今は笑い話で出ていますけれども、頭の隅に少しだけでも入れておいてもらうと

良いと思います。出ないといけない時に出なかったら困るので、 時々、飲んだ時

に検査するんですよ。そしたらきちんと出ますね。そこまでする必要はないですが、

そういう心遣いをなさっていれば良いと思います。 
委員  別紙５の利用実績ですが、一年間１６０万円で、これのほかに会費があるのかな

と思うんですが。毎年そんなに増えてないですよね。実際に運転している方の 一

月あたり５万円にもならないくらいではないかなと思うんですが。 
虹   そうですね。二人合わせて１０万くらいですね。あと一人の方はパートではなく

てボランティアですので。古賀さんが主にやっているので、やっと今年の４月から

８万円渡せるようになりました。池田さんには２万か３万くらいですね。池田さん

と古賀さんは二人とも２種免許を持っていますし、運転暦も長いですから。 
委員  スピード違反とかはないんですか。 
虹   無いようですね、今のところは。 
委員  話がそれますが、NPO 法人は決算の報告等はあるんですか。 
虹   決算して県に報告書を出します。これでも税金を取られるんですよね。私たちは

営利じゃないんですが、と言っても、事業やっているからということで払わないと

いけないんです。県に２万円と市に５万円、これは事業をやっている以上赤字でも

黒字でも払わないといけないですね。これで５万円というのは大きいです。 
委員  県に出されているんですね。 
虹   そうですね。県というか税務署です。NPO でも収益事業ということです。非営利

だとは思うんですが。 
委員  １００万円の収入があって１００万円出ていっても５万円払わなければならない

んですね。 
虹   そうですね。 
委員  車は両方とも 
委員  車椅子車両が１台と回転シートが１台。だから１台はお客さん運んだりしてあと

は病院に行ったりとかですよね。 
委員  車は両方とも無償でもらったんですか。 
虹   1 台は、半額を助成金頂いて半額は自分たちで出しました。もう１台は２４時間テ

レビで無償で頂きました。 
委員  これは車椅子でなくて、回転式の方ですか。 
虹   いえ、車椅子です。ＡＺワゴンの前のスズキのワゴンＲが車椅子です。あれは手

で押すやつですね。今度もらったのは電動式です。車椅子が電動でひっぱられて前

に行くんです。 
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委員  じゃあだいぶ楽ですね。 
虹   ただ、あれはすごく気をつけておかないと難しいですね。 
委員  活動時間が基本的には９時から１７時ですが、時間外に動かれる場合は、時間外

の割り増し料金等は取られないんですか。 
虹   無いですね。 
委員  お盆やお正月はどうされているんですか。 
虹   お正月は 31 日から３日までお休みです。お盆は、１３日がどうしても病院に行か

ないといけないという方がいらっしゃいましたので走りましたが、１４日、１５日、

１６日はお休みを頂きました。 
委員  お墓参りに行きたいというような要望はないんですか。 
虹   それは入ってなかったですね。 
委員  お休みだからということで早めに行かれるんじゃないですか。 
虹   それよりも今日が忙しいですね。 
 
委員  よろしいですか。別紙３に、迎車料金というのが記載されていますね。タクシー 

待ち料金というのがかかるんですよ。 
虹   １時間までは無料ですね。ただ１時間ずっと待っておくと他のお客様が利用でき

なくなりますから、助け合いでみんながうまく利用できるようにということで考え

ています。だから、１時間ずっと待っておいてくれという方がいらっしゃると、ま

た迎えに来ますよということでお断りすることもあります。中には、待っていても

らわないと不安だという方もいらっしゃるんですが、やっぱり他の利用者の方も待

っていらっしゃるので。 
委員  １時間だったら良いですが、３０分とか１５分とか中途半端な時間だと困ります

よね。待つのも帰るのもちょっと、という感じですよね。 
虹   そうですね。帰るのもガソリン代がもったいないし、その辺のやりくりが難しい

ですね。 
委員  今の質問に関連してですが、１時間過ぎたらいくらですか。 
虹   １時間過ぎたら 1,000 円ですね。 
委員  たとえば、水光会病院から依頼があったとしますね。福間の駅まで送ったとしま

すね。乗せた距離が５キロで、こちらから行った距離が１２キロだといくらになる

んですか。 
虹   福間は行かないですね。宗像市内発着が原則ですので。宗像市内の方であっても、

宗像市内発着でないと駄目ですよね。 
事務局 最近通知が来て例外規定もいくつか出てきているんですが、原則は宗像市内発着

ですね。 
虹   宗像市民で、宗像市内発か、宗像市内着の場合ですね。ですから、水光会病院か
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ら宗像市内のご自宅まで、ということだと行きますけれども。宗像の福祉有償運送

ですから、福間は福間の福祉有償運送の考え方があると思います。 
委員  水光会病院に迎えに行ったときは迎車料金がかかるんですよね。 
虹   そうです。それから水光会病院からご自宅までの料金は頂きます。 
委員  原則としては宗像市内発着でないといけないということですね。 
委員  ほかに困っていることはないですか。この際言っておいた方が良いことなど。 
虹   今のところ順調にできていますし、利用者の方にも喜んでいただいています。た

だ、曜日によってはお断りしないといけない日があるので。 
委員  入会される際に説明してご理解いただいておいたらね。 
委員  利用者の方は、この制度があるのとないのではだいぶ福祉のイメージが変わると

思います。 
 
会長  ほかに何かないですか。よろしいですか。 
 
 
４．その他 
事務局 年に１回程度の会議が毎年開催されておりますが、皆様方の任期が来年１月３１

日までとなっておりますので、今のところ予定している会議は今回が最後となりま

す。よろしくお願いいたします。 
 
５．閉会のあいさつ 
会長  では、以上をもちまして運営協議会を終了させていただきます。ありがとうござ

いました。 
全員  ありがとうございました。 
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以上、平成２１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２１年９月１０日 
 

会  長   木 下  憲 一   
 

署名委員   板 矢  英 之   


