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平成２０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 20 年 5 月 20 日(火)14：00～15：30 
                        場所：宗像市役所１０３Ａ会議室 

 
１．開会の挨拶 
（藤岡健康福祉部長より開会の挨拶） 
 
２．議事録要旨の署名人について 
事務局 本運営協議会において、議事要旨の署名人を２名の方にお願いすることになって

います。一名を木下会長に、もう一名を、名簿順に山之口委員にお引き受けいただ

きたいのですが、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、木下会長と山之口委員にお願いしたいと思います。

また、議事録の原案ができましたら、皆様の方にお送りいたしますので、その節は

お願いします。 
 
３．協議 

・特定非営利活動法人移動サポートサービス虹の更新登録及び料金改定について 
会長  本日の協議の進め方でございますが、本日は虹の更新登録と料金の改定の２点で

ございます。最初に虹から運営状況の報告等についてご説明していただいて、質疑

を行いたいと思います。質疑、意見交換が済みましたら、いったん退出して頂いて、

委員による意見交換を行い、審議を確定したいと思います。その後、虹に再度入室

していただいて、本日の審議結果について口頭でお伝えしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 
委員  異議無し。（複数） 
会長  それではそのように進めさせていただきます。まず虹の方に入室していただいて

ください。 
 
（虹入室） 
会長  本日、運営状況を報告していただきますが、１から１０までの項目のうち、８の

運送の対価については、最後にご説明をお願いしたいと思います。各項目ごとに資

料をみながら説明していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。それか

ら、説明が終わりまして、一括して質疑を行いたいと思いますので、よろしくお願

いします。 
虹   特定非営利活動法人移動サポートサービス虹の近藤と申します。よろしくお願い
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します。平成１９年度の運営状況について報告させていただきます。 
    運送期間は平成１９年４月１日から平成２０年３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、責務は宗像市福祉有償運送及び過

疎地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

であらかじめ会員登録をされ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、鍵付きの書庫で保管し、個人情報の流出など無いように管理しました。別紙

１に会員の名簿を添付しておりますので、ご覧ください。 
使用車両は、ダイハツアトレーのリヤーシートリフトが１台とスズキワゴンＲ、

これは車いす対応の車両で、計２台です。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しま

した。運転者は、２名で運送しました。２名とも普通第２種免許を所有しており、

古賀文子、池田小夜子が運送いたしました。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。損害賠償措置ですが、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、これは最後とい

うことでしたが、今回値上げのお願いをしておりますが、別紙３の分は今までの分

でして、１㎞１２０円で利用者の方から徴収いたしました。 
管理運営体制で、運行管理体制の整備として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しました。事故発生時の責任体制として、別紙４のとおり

に実施しました。運転者２名は平成１９年５月に普通救急救命講習会を受講し、今

年度も受講する予定です。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いたしました。整備管理体制及び苦情処

理としまして、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

限会社明和自動車商会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整備して苦情処理簿

に記録しました。現在まだ苦情は１件もございません。 
その他実施状況としまして、実績表をつけております。４月から今年の３月まで

ですが、累計の数字が違っているので訂正させていただいてよろしいでしょうか。



 3

利用人数が累計２２４、利用稼動数が１５８６、稼動日数が２８４、走行距離はそ

のままで６５２９．３です。３月末の会員数は４９名、５月現在で６８名になって

おります。移動１日平均は、この時点で８回でしたが、今は１０回はいっていると

思います。活動日は月曜日から土曜日、休日は日曜日と祝日ですが、どうしても行

きたいとおっしゃる利用者の方がいらっしゃれば、予約に応じて稼動しております。

活動時間は９時から１７時までですが、高齢者の方は朝早く病院に行きたいとおっ

しゃるので、少し時間外にも実施しております。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、お墓参り・お寺参り・お買いもの

等の送迎ということで実施しております。その他添付書類として、運転日報がござ

いますので、ご覧ください。 
事務局 日報については、枚数が多いのでお配りはしておりませんが、綴じたものがござ

いますので、必要があれば見ていただけます。 
虹   次に更新登録内容についてです。平成２０年度もこれまでと同じ体制で更新登録

させていただきたいと思っておりますが、運送の対価については値上げをさせてい

ただけないかと考えております。料金改定のお願いということで、これまで１㎞１

２０円で、お迎えは２㎞以上が、１㎞２０円いただいていました。その頃のガソリ

ン代が１１３円でしたが、今はご存知のように１５２円くらいになっておりまして

非常に苦しい状況です。タクシー料金も値上げいたしましたので、虹の方の利用料

金もタクシー料金に準じて値上げをお願いできないでしょうか。走行距離が１㎞当

たり１３０円で迎車が２０円です。最初の１．５㎞までを３１０円とさせていただ

いて、あとは１㎞上がるごとに１３０円、迎車は、これまで２㎞までは無料でした

が、１．５㎞から２０円頂くということにさせていただければと思っております。 
会長  新しい料金表ですが、上から２番目のメーターが２．５㎞になったときに、どち

らの料金でとるんですか。 
虹   １．５㎞以上２．５㎞未満、２．５㎞以上３．５㎞未満ですね。 
会長  今の活動状況と料金改定に関して、虹の方に何かご意見等ありますか。１９年４

月１日から２０年３月３１日までの１年間の運輸支局への実績報告は終わっていま

すか。 
虹   それはまだです。決算が済んでからです。 
会長  あれは５月３１日までですよね。 
虹   はい。今準備しております。引越しをしたもので、申し訳ありません。 
会長  引越しというのは事務所のことですか。 
虹   そうです。 
委員  料金は平均何％上がっていますか。 
虹   平均で１０％ぐらいだと思います。１２０円が１３０円に上がっていますので。 
事務局 先ほどの事務所の変更については、本日配っている様式の中に「自家用有償旅客
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運送に係る登録事項変更届出書」という様式１－４があるかと思います。これの裏

に、事務所の位置の変更ということで、旧住所が宗像市原町２２０５から、新住所

が宗像市日の里２丁目２０番９号ということで出ております。 
会長  料金は新規の場合と変わってくる場合がありますか。 
虹   いえ、変わりません。 
会長  スズキのワゴンＲは車いすが乗れますか。 
虹   車いすが乗れるスローバー式です。 
委員  運転手さんはヘルパーの資格は持っていますか。 
虹   はい、持っています。 
会長  意見がある方いらっしゃいませんか。 
委員  よろしいですか。試算表がついていますが、これは平成１９年度ということで見

てよろしいですか。これで今２０，２００円のマイナスになっていますが、今回も

し料金を改定したら、これはどのくらいの見込みになりますか。 
虹   １万円くらいのマイナスです。ご利用が、今年度が１００万弱です。２台がフル

には稼動していません。今年は会員が８０名くらいにはなるかと思いますので、２

台がフルに稼動すると実績が１２０万から１３０万くらいになります。いる費用は

ガソリン代が上がるくらいですので。人件費は年間６０万くらいしか払っておりま

せんで、あとは全部ボランティアです。労災も入らないといけないし、更にいくら

か人件費を払って、労災も払ってやっていかないと、なかなかボランティア保険だ

けでは、運転しますので厳しいものがあります。なんとか会員数を増やして値上げ

して、来年くらいまでにはプラスマイナスゼロくらいにしたいと思っております。 
委員  ありがとうございました。もう一つ質問よろしいですか。 
会長  どうぞ。 
委員  利用会員名簿がありますが、たとえば要支援１の方達もいらっしゃいまして、障

害の手帳もなくて、その他のところにも何も書いてないですが、何らかの形で移動

制約がある方ということですか。タクシーがなかなか乗りにくいとか。 
虹   ちょっと乗りづらいという方もいらっしゃいます。一見大丈夫かなと思うんです

が、介添えをしないとなかなか乗れないという方がいらっしゃいます。 
委員  年齢的にも８０歳超えた方が多いですね。一応移動制約者に対してということに

なっていますので、これだけ見ると、要支援１の方はどうなのかという感じがしま

しましたので。わかりました。 
委員  利用人員が、たとえば４月でいきますと１６人ですが、同じ方が二つはカウント

していなくて、違う人間の方が１６人いらっしゃるということですか。 
虹   違う人間が１６人で、利用回数は繰り返しです。 
委員  利用稼動数はそのまま稼動数ということですか。それでいきますと、利用料金は

９２２，８９０円ということで、これが総数で１５８６回。単純にこれを割ると１
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回あたり６００円程度。そのくらいが１回あたりの利用料金ですよね。 
もう一つ聞きたいのは、今１名当たりいくらという設定をしていますが、利用者

の方は複数で乗るということはありますか。 
虹   ありません。お一人で移動できない、家族もついていけないからうちを利用する

という方なので、ほとんどが付き添いの方はついていらっしゃらないですね。 
会長  走行キロ数の確認はどうされていますか。 
虹   最初にお話に行ったときに、どこに行きますかということをお聞きして、事務所

から行き先までは何キロで、おいくらなりますということで動きます。大体全部予

約ですので、ここからここまでは何キロになりますからこのお値段になりますとい

うことで、あまりしませんが回り道してちょっとオーバーしても、最初にお話した

金額しか頂きません。 
会長  あらかじめキロ数を測って、相手に料金を知らせて、ということですか。 
虹   メーターがついていませんので、いくらですということだとトラブルのもとにな

りますので、あらかじめ測って規定の料金で頂きます。大体病院なら病院で週に何

回か行かれるところが決まっているので、一回登録してここに行きたいということ

なら、同じ料金です。 
委員  金融機関の送迎の場合は、行ってすぐ折り返し帰られますか。 
虹   一時間までは無料なので、ちょっと待っていてもらえるかと言われたときは待っ

ています。 
委員  通院の場合はどうですか。 
虹   通院の場合は一回二時間ほどかかりますので、待っていてほしいと言われない限

りは帰ります。一時間以上になると料金を頂きますが。 
委員  院内のつき沿いはありますか。 
虹   頼まれればします。 
委員  その料金はいくらですか。 
虹   一時間１，０００円です。めったにないですが、よっぽど難病の方で、１人で受

付できないという方だけです。ほかの方は大体自分で受付されて、帰りは車が空い

てなかったらタクシーで帰ってくださいということでお願いしています。 
委員  始業前のアルコール検知はされていますか。 
虹   していませんが、大体臭いで分かりますし、自分達の申し合わせ事項で、夜９時

以降はビール等を飲まないということにしています。 
委員  参考までに、うちは検知器を３ヵ所置いています。これはデータとして記録を取

るという意味があります。うちの社内規則では 0.06 以上になったら業務停止にして

いるんですよ。実際の酒気帯び運転は 0.15 くらいですけれども。だから、その辺の

ことは少し注意しておく必要があると思います。 
委員  利用者からの感謝の気持ちが具体的な例となって返ってきたことがありますか。
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葉書きを頂くとか、「ありがたい」という言葉とか。 
虹   何か買っていただいたりすることがあります。事務所にお菓子とか。もういいで

すとは言っているんですが。きゅうりとかお野菜も頂きます。 
委員  それはやっぱり感謝されている表れですね。 
委員  先ほどの話で、病院に送って待ち時間が長いときは帰りますよね。その後病院に

迎えに行くときはまた迎車料金がいるんですか。 
虹   そうなりますので、すぐ終わるから待っていてほしいと言われる方が多いですね。 
委員  利用者の方はどちらに乗られるんですか。 
虹   うしろです。 
委員  後部座席のシートベルトの着用が、６月から少し頑張って締めましょうというこ

とになるようですが。高速道路は義務付けられていると思います。 
虹   なるべくお願いして、していただくようにするしかないですね。 
委員  損益計算書の収入の講演・講師料というのは何ですか。 
虹   私達は、元はワーカーズコレクティブという団体で、私が福岡ワーカーズ連合会

の代表をしておりました。それでワーカーズのお話をしてくださいということで、

ワーカーズと地域福祉のコミュニティの事業との関係でお話をあちこちでさせてい

ただいています。賃労働だけではなくて、自分達のそういう活動を事業にするとい

うことで、収入としてあげております。少し外でしゃべってこないとお金にならな

いので、もっと赤字になってしまいますので。 
委員  車の中でタバコを吸う人はいますか。 
虹   いません。車が臭くなるので。 
委員  禁煙にしているんでしょう？ 
虹   そうです。 
委員  タクシーは、お客さんの方がマナーが良いですね。お客さんの方が吸わない。 
委員  一度も吸われたことはございません。運転手さん止めて降りて行かれて、外で携

帯用の灰皿で吸われます。一度もやめてくださいと注意したことはないですね。 
会長  大体意見が出尽くしたようですが、よろしいですか。 
委員  はい。（複数） 
（虹退室） 
 
会長  それでは今の虹の更新登録と料金登録の関係で、ご意見を頂きたいと思いますが、

まず私の方からよろしいですか。走行距離の料金ですが、これは迎車料金を合わせ

て、タクシーの２分の１ということですか。 
委員  タクシーの料金表見ていただければ分かると思いますが、初乗りが６２０円にな

っています。迎車については表の下の方にあります。あと刻んだ分は３２５ｍごと

に８０円としています。３２５ｍを３でかけた場合に約１㎞、虹さん方の料金設定
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が約１㎞ごとになっています。参考までに聞いていただきたいんですが、虹さんの

新の料金表で、初乗りが３１０円になっていますから、これは今のタクシーの半分

の値を持ってきていると思います。それから、１．５㎞から２．５㎞未満、約１㎞

くらいですが、ここがタクシーだと３２５ｍごとに８０円になるんですね。厳密に

言うと、たとえばタクシーで１．８２５㎞にした場合、１メーター足した場合だと

７００円、２メーターで７８０円ということになります。そうすると、７００円と

か７８０円で見ると、前の方の分は２分の１より高いということになりますね。こ

れはあくまで目安ですので、あとはこの協議会の場でタクシー会社さんもいらっし

ゃいますから、虹の方の経営状況とか見ていただいて判断する。 
それと、迎車料金ですが、タクシー料金表の下の方にありますが、２㎞未満は回

送料金は収受しない、２㎞を超えると超えたところ起算として計算するということ

になっており、捉え方がちょっと虹の設定の仕方とは違います。必ずしも２分の１

ということではなくて、あくまで目安として設定していただくということです。 
会長  タクシーの方としてはいかがですか。 
委員  大体半分くらいの料金になっているんじゃないでしょうかね。利用される方が理

解されるということが一番大事です。半額を目安とされていますから。それから、

距離の計算方法はどうなさっているんでしょうか。私達であれば、おそらくトリッ

プメーターを使うと思いますが。実際に動いた距離は机上の距離と違う場合もある

ますからね。 
委員  最初にここからここまで何㎞と測ってあるんでしょうね。日誌を見たら大体決ま

ったところばかりですから。 
委員  その辺も自主的にやっていらっしゃるんでしょう。 
委員  トラブルとか防止するという意味では、トリップメーター使った方が良いのでは

ないでしょうか。 
委員  記録もとりやすいんじゃないかと思いますけどね。 
委員  その機械は高いんですか。 
委員  高くないです。おそらくほとんどの車は付いているんじゃないでしょうか。 
委員  押したらゼロに戻るやつですね。 
委員  そうした方がトラブルの防止になるでしょう。 
委員  測った距離よりも実際走った方が長かったということもあるでしょうし。 
委員  車に表示がしてあるということですが、見たことありますか。 
委員  縦５センチ、ヨコ２８センチですから、目立たないですね。 
事務局 事務所に行ったとき、確かに貼ってありました。 
委員  数走っていないですからね。後ろにつかないと見えないですね。 
委員  一日１０回も走ってないですね。だから見ないんでしょうね。 
委員  稼動日数も２８４日ですし。 
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委員  トリップメーターで正確に距離をということでしたが、年配の方が同じ場所に行

かれるのに、そのたびに金額が違って数字的にこうだからいくらですというより、

今日はここまで行ったからいくらですよという方がわかりやすいかと思います。 
委員  そうですね。ただ、お客さんのためではなく、虹さん自身が距離を正確に知って

おく必要があるんじゃないかと思っています。だから、それにこだわらなくても良

いですし、料金は一緒でも良いと思います。正確な距離を把握しておくということ

が大事ですよね。 
委員  タクシーでも利用者から見たら定額がわかりやすいものですよね。ところが現行

はタクシーの運賃は定額になっていないですよね。今言っていたように交通状態に

応じて変わってくる分で、利用者から見ると非常に分かりづらいですよね。 
会長  それでは更新の申請についてですが、運営の状況も適正に行われているようです

し、更新登録の申請を認めるということでよろしいでしょうか。 
委員  異議なし。（複数） 
会長  料金改定については、色々意見が出ましたけれども、新料金表で運営をしていた

だくということでよろしいでしょうか。 
委員  利用者に対しての周知徹底というのは当然図られるでしょうし。 
委員  更新登録のときに合わせて改定するということですか。 
事務局 更新登録と一緒に申請を出されるという話は聞いています。 
会長  新料金はよろしいですか。 
委員  異議なし。（複数） 
会長  更新登録と料金改定の申請については、２点とも協議会としては認めるというこ

とで合意いたしました。 
事務局 ではいったん入室していただいてよろしいでしょうか。正式な文書については市

の方から出します。 
委員  その前に、役員名簿の住所が旧宗像市になっている分があるので、その分は修正

していただかないといけない。 
事務局 分かりました。 
 
（虹入室） 
会長  更新登録と料金改定について協議いたしました結果、合意しましたのでご報告い

たします。 
虹   ありがとうございました。 
会長  また、運輸支局の方へ報告事項等提出があるかと思いますので、なるべく早く提

出をお願いいたします。料金改定については、更新登録と一緒にされるんでしょう

か。 
虹   そうです。 
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会長  ではそのように審議結果がでましたので、よろしくお願いします。 
虹   はい。ありがとうございました。 
（虹退室） 
 
４．その他 
事務局 前回３月２５日に開催しました議事録ですが、まだ作成ができておりません。今

回の議事録と一緒に確認を行わせて頂きたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 
    虹の方には本日の審議結果を文書でお送りします。更新登録まであまり時間があ

りませんので、なるべく早く送りたいと思っております。事務局からは以上です。 
 
５．閉会のあいさつ 
会長  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２０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２０年８月４日   
 

会  長  木下 憲一       
 

署名委員  山之口 道春      


