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平成１９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 19 年 7 月 31 日(火)10：00～12：00 
                       場所：宗像市役所３０１会議室 

 
１．開会の挨拶 
（事務局より開会の挨拶） 
２．委員の紹介 
事務局  福岡運輸支局、宮崎前委員が人事異動により異動されたため、首席運輸企画専 

門官永松氏が後任となっています。また、法律の改正により、新たにタクシーの 
運転者の代表者として松本謙二委員に参加をいただいています。 

事務局  （委嘱状交付） 
委員   （永松委員・松本委員の挨拶） 
事務局  また、市の方の職員では、城月前健康福祉部長の退職により、新たに健 

康福祉部長となった藤岡健康福祉部長が後任となっています。 
３．議事録要旨の署名人について 
事務局  宗像市については、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、協議会、審議会などに関しては、議事要旨を市の公式ホーム

ページで公開することになっています。この運営協議会については、議事要旨の署

名人を２人ずつ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、

名簿順に大丸谷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  それでは、署名を木下会長と大丸谷委員にお願いします。 
４．経過報告 
事務局  まず１点目ですが、今回宗像市福祉有償運送及び過疎地有償運送運営協議会の 

規則を改正しています。昨年１０月の道路運送法施行規則の改正により、運営協 
議会のメンバーに新たにタクシーの運転者が組織する団体の代表を加える、とい 
う必要が生じました。これに基づいて、本市の規則を改正しています。規則を資 
料としてお配りしていますが、第２条で、「協議会は、１２人以内の委員をもって 
組織する」とあるが、ここが、当初１０人であったのが、今日はトータル１１人 
になっており、１２人ということで改正をしています。そして、第９号に「タク 
シーの運転者が組織する団体の代表」ということで、１号加えています。そして 
本日、松本委員に出席していただいています。 

   次に、‘第２回福祉有償運送及び過疎地有償運送運営協議会における福祉有償運

送運営主体「特定非営利活動法人 異動サポートサービス虹」の申請に対する意見、

指摘事項等’ということで、これについては前回の委員会から１年以上経っている



 2

ので、データということで配布しています。前回の昨年４月に開催した運営協議会

において、虹の運営について皆様のご承認をいただいたところですが、こういった

指摘をした、ということで、資料をお付けしております。その９号の中に書いてい

ますが、「今後、台数の増については本協議会に諮り、協議することとし、会員数

については運営団体から事務局（市）に対し毎月末に報告を行い、次の協議会の開

催時に事務局から協議会に報告することとする。」こういった取り決めがなされて

おりました。前回開催された後、協議会を開く機会がございませんでしたので、今

年の５月８日付で会長名で、皆さんのところに虹から提出されている資料を送付さ

せていただきました。今日の資料にも同じものが入っております。以上経過報告と

してはこの２点とさせていただきます。よろしくお願いします。 
会長   今、事務局の方から運営指針の変更に関する説明がありました。この件につい

てご意見がございましたらどうぞおっしゃってください。 
委員   規則のことについてよろしいですか。第５条の第３項「委員による協議が整 

わない場合においては、協議会の議事は、市長があらかじめ指名した委員が協議 
して決するものとする」というのはどういうことですか。 

事務局  これは当初からあるんですが、紛糾というか協議が整わない場合は、多数決に

よるということではなくて、市長が指名した委員により協議できるということで

す。 
委員   多分そのとき説明があったと思うんですが、もう一度再確認したいということ

です。 
事務局  ですから、この中でまとまらない時は市長が指名した委員だけで協議して決め

ていいということです。 
委員   これはおかしい。それは我々が何のためにいるのか分からない。 
事務局  そういったことにならないように出来るだけ運営をしていきたいと思います。 
委員   過去にこのようなことがあるんですが。この中ではなく市の中で。 
事務局  全て網羅しているというわけではありませんが、珍しいかもしれないですね。 
委員   極端な言い方をすれば、委員会で話がつかない場合は、市長は分からないから 

議長が勝手に委員を決めてするという言い方になるから、ちょっと筋の通らない 
話だなと。事の是非は別としても、こういう文書が委員会の中で規則として決ま 
るということ自体が、普通の規則、ルール決めとして間違ったことじゃないか。 
これを市長の決裁とする、議長の決裁とするということであれば分かるのだが。 

委員   私も言われるまで気づかなかったんですが、おっしゃられて、こういう協議会

の意味がないなと。私達何のために集まっているんだろう。紛糾することはない

と思いますけど、もし紛糾した場合そういうところで決めてしまうのは。 
事務局  別の委員といいますか、この中の委員ですので、他の人という意味ではありま

せん。 
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委員   ということは、ここで協議しているみなさんの意味合いがなされなくなってき

ますよね。これだけそろっているのに。ピックアップするということになると、

この協議が成立しないですよね。 
委員   平成１８年の２月２０日、第１回のときには、議事録があると思うんですが、

前もって市長の決裁をもらって、木下会長、高橋委員、藤井委員、前健康福祉部

長の城月の４人を委員とすることでそのとき話があっているようです。今回のこ

とは、今意見が出ましたので、そのことについては協議していただいていいかと

思います。１８年度はそういうことで、承認をいただいていたみたいですけど。 
委員   多分そのときは最初の一回目のときで分からないから。 
事務局  委員のみなさん方のご意見として、この規則は本来の趣旨に合わない、改善の

要望があるということで、執行部として受け止めて、改正するなりの検討をさせ

ていただきたいと思います。 
委員   もう少し委員を信頼していいんじゃないでしょうか。意見が色々あることは確

かだが、着地点は間違った方向には行かないと思います。 
事務局  一応これはみなさんのご意見ということで、お預かりしておきます。 
５．協議 
（１）宗像市福祉有償運送及び過疎地有償運送運営指針について 
会長   指針の案が二つお手元にいっていると思います。これについて事務局に説明し

ていただきたいと思います。 
事務局  今回関連している資料として、福祉有償運送、過疎地有償運送の指針の案、資

料１，２，３があると思います。これについては、昨年１０月の改正道路運送法

及び同法施行規則法律の改正に伴い、「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道

路運送法第 80 条第６項による許可の取扱いについて」といったものが従来通達と

して出されていたが、法律の改正に伴い、新たに資料１～３の通達が発せられて

います。この通達と改正された法に沿って、宗像市の運営指針を改正したもので

す。 
まず、福祉有償運送の指針の内容ですが、「運送主体」として法律の中に明確に

打ち出されているので、それについてあげています。それから５点目の「運送の

対象」ですが、法律の施行規則の中に入っているものを抽出してここに入れてい

ます。「使用車両」についても、通達に沿った内容です。８点目の「損害賠償」に

ついても、国土交通大臣が独自で定める基準、対人保険が 8000 万円以上、対物保

険が 200 万円以上、こういったものを明記しております。９点目「対価の基準」、

これも変わっていないのでそのまま入れています。それから最終ページですが、

これも法律の施行規則の中に入っているものを抽出しています。すべての文章を

あげると長くなるので、このようなかたちにさせていただいています。 
過疎地有償運送の指針ですがこれも同じ状況です。「１．運送の主体」は前回の
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指針から変更はありません。「２．使用車両」についても通達に沿ったものを入れ

ています。以下については、先ほどの福祉有償運送と基本的には変わりはござい

ません。以上概要の説明です。 
会長   この指針でよろしいでしょうか。 
委員   （異議無し） 
（２）特定非営利活動法人 移動サポートサービス虹の増車について 
事務局  では虹の方に入っていただきます。 
虹    おはようございます。異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。私どもが許可を頂きまして、約１年が経

ちました。おかげさまで、会員の登録が４３名ありますが、月平均１７～１８名

の方に利用していただいております。１年間の利用実績ですが、昨年の６月から

今年の６月までで、２月、６月は天候不順なのであまり伸びていませんが、それ

以外は利用者数が順調に伸びてきているというふうに思っています。これまでは、

通院が主でしたが、利用会員が増えるにしたがって時間帯が重なるということが

多くなってきました。 
さらに介護保険の運用の見直しがあって、ヘルパーさんに頼んでいた買い物な

どの利用が出来なくなってきたため、ご自分で買い物に行きたいなど利用の範囲

がかなり広がってきております。そのために利用時間帯等が集中してきており、

お断りをしなければならない事例が増えてきております。表のような事例でお断

りをしてますが、予約をお受けできなかった件数が、かなり多くなってきていま

す。利用者の中には希望どおりに予約が取れないので早く２台目の増車をしてほ

しいという要望や、あきらめる方もいらっしゃって、せっかく会員になって頂い

ても１台しか車両がないため、かなりご迷惑をおかけしています。 
     現在利用している車両はリヤシートリフト車といって、車椅子ごと乗れない。

自分の体を支えきれず、車椅子ごとでないと乗れない方は利用ができないが、そ

ういう方の利用希望が多く、むしろそういう方こそ困っていらっしゃるので、そ

のニーズにお答えしたいと考えています。 
     ３枚目の月別加入会員数を見ていただきますと分かるが、０７年度もこういう

ペースもしくは速いペースで会員数が増えると思いますので、会員数を８０と見

込み、増車して対応したいという風に考えております。どうぞご検討をお願いい

たします。 
会長   増車の目的は、車両が足りずに非常に申し訳ないということと、サービスの質

の向上が出来ないということですね。 
虹    そうです。 
会長   前回の説明のときに、体制の問題もあり、タクシーの方と連携してやっていき

たいということでしたが、どのようにやっているのか？ 
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虹    私たちがお断りする場合は、「行けませんので申し訳ないですが、タクシーを呼

んでください」ということでご紹介しています。利用者の方も待てない方は、今

は携帯があるので、タクシー会社に連絡されて、行きはうちで帰りはタクシーと

いう方もいらっしゃいます。 
会長   増車というのは、購入されるんですか？ 
虹    今中古を当たっていて、２４時間テレビにも応募しています。それから８月１

０日が締め切りなんですが、日本財団にも応募する予定です。買う財力がないの

で、できたらもらいたい。とりあえずいい中古があれば購入し、２４時間などが

当たれば中古のほうを廃車というか売る方向で考えている。 
委員   今まで利用されている方の１年間の流れからして、今後３台目に行きそうだな

ということはありますか。それとも２台で当分いけそうだなということですか。

それといままで１年間で事故はありましたか。 
虹    事故はありません。３台目は私どもの体制からいって、当分２台で運用したい

と考えております。当面２台で様子を見まして、爆発的に増えるということであ

れば、長期のスパンでドライバーの育成などしていかなければならない。当面は

２台ということで運用したい。 
委員   一年後も今のままでということですね。研修もずっとやっていらっしゃるんで

すか。 
虹    そうです。 
委員   タクシーの方は３６５日２４時間、実際休み無しでやってるんですね。それが、

コムスンという問題になったところがありますが、あそこもそういう謳い文句で

やってたんだそうです。しかし年末、お盆、正月、あるいは連休のとき、そうい

うときはほとんどタクシーの方にきてますね。こられることはいいんですが、私

達はやっぱり命をかけてやってるんですよね。生活と命を。だから都合のいいと

きは、結局しわ寄せみたいな形でタクシー業界にくるんですよ。それで夜中でも

きちっと対応してますけど。お客さんは救急車みたいに呼ぶんですよ。我々はそ

ういう意識でやってるんですね。最初は儲からなかったし、儲かるなんて考えて

なかったです。やっぱり社会に還元してそしてそのことによって車を使っていた

だけたら。そうですね、一生懸命やってあるから、それを無下にもできないです

けどね。 
委員   時間帯はどうなってるんですか。 
虹    ９時から５時までということですが、早くに病院に行きたい方など、どうして

もお年よりは７時半に出たいという方もいらっしゃるので。 
委員   そういうときはタクシーを呼んでくださいよ。そして出来るだけ増車しないで

済むようにお願いしますよ。本来は移送手段があまりないところのための措置だ

ったんですけどね。私５３年タクシーやっていますけど、その間で随分お役所の
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方針もかわりましたね。 
委員   車椅子ごとしか乗れず、虹さんを利用できない人は、タクシーでカバーできな

いんですかね。 
虹    １人車椅子で通学されているお子さんがいらっしゃったんですけど、たまたま

お母さんが具合を悪くされて、私どもに頼まれたんですが、こちらも車椅子ごと

は無理ということで、タクシーはどうですか、ということでご紹介したんです。

そしたら、やっぱり通学にタクシーを使うのは、長期に渡るので経済的に難しい

ということで。 
委員   タクシーも、色んな意味で、たとえば子育て支援と言いますか、通学あるいは

妊婦さんの送迎など割り引いてやっていいと思う。お宅くらいの料金で。だがど

こがどうそれを補填してくれるのか。多少いたみ分けをして、業者も痛みを少し

受けましょう。本人も少し受ける、行政も少し受けますよ、という制度が出来れ

ば、子育て支援タクシーなんていうのも宗像地区でやっていいと思うんですよ。

そういうことも業界は考えているわけだから、タイアップできるところはね。い

がみ合うばっかりじゃなくて、基本的にはいいことしてらっしゃるわけですから。 
虹    私達もそういう気持ちです。宗像市が、子育てでも高齢者もみんなが住みやす

くなるように、タクシーも私達も協力して、そういうふうなまちづくりをやって

いけたらなと思います。それにはやっぱり行政の力が大きいのかなと思いますね。 
委員   一回当たりの単価が６００円前後ですよね。 
虹    ２４０円というときもあります。 
委員   これをタクシー業界でやれと言われても絶対に無理ですよね。もし私がタクシ

ーやっていなければ、お宅の方で頼みたいなと思いますね。２００円とか３００

円で行っていただけて、タクシーの場合は乗り換え等ありますし、時間を取りま

すから。私達はどんなサービスをしたとしてもこれに勝るサービスは無しですよ

ね。虹さんがこれでタクシー会社されたら、お客さん無くなるんじゃないかと。 
虹    タクシーじゃなくて、助け合いというか。 
委員   ただ難しいですよね。ボランティアの部分と、私達はビジネスでやっている。

どこまでが民業圧迫になるか。失礼な話ですけど、ある程度公的なものが入って、

先程もお話あったように、車ももらえるかもしれないということで、いい話だな

あと思いました。今はローンが足りなくてリースをするとか、タクシー会社もや

っていますけど。ほとんどのタクシー会社６割ぐらいが赤字経営やっていて、そ

ういう状況でやっているので、極力、民業圧迫という形にならないようにしてほ

しいということです。市民のみなさんからそういう要望があるというのは事実と

して分かっておりますし、タクシーがいないときにお宅を利用するのではなくお

宅がいないときだけタクシーを使うという現状の中で、どんどん虹さんが増えて

くると、これから先タクシー業界はどうなるのかなと。 
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虹    私どもも体制も追いつきませんから、これくらいの事業を拡大しようという風

には全然考えておりませんので。２台にしてお客様が選べるという形にして、当

面様子をみたい。 
委員   会員の方はどういう方が多いんですか。 
事務局  配っている資料の中にありますが、３月末現在の分で虹さんから頂いている資

料になります。これを参考にしていただければと思います。 
事務局  会員さんが３月末で３３人ですね。 
虹    足が不自由な方で、障害まではいかないんですが、ひざが悪くて少しは歩けま

すが、とかそういう方が多いですね。視覚障害とか狭心症、高血圧とか。今待っ

てらっしゃる方は、みんな車椅子ご利用の方ですね。 
委員   こういう質問の仕方は申し訳ないんですが、タクシーも介護タクシーをお持ち

ですよね。タクシーを利用せずにお宅を利用するというのは、金額が安いからお

宅を利用されるとお考えですか。それともタクシーの運転手さんよりお宅のほう

が親切だからだとお考えですか。 
虹    その辺は分からないんですが、包括支援センターのところでは、「経済的に少し

安い利用手段を利用したいということでお宅を紹介しました」と聞いてます。 
委員   ご相談になって、ということですか。 
虹    そうです。 
委員   来年から７５歳以上のかたは後期高齢者医療といって別になるんですね。今の

介護保険みたいに７５歳以上の方に１人１枚ずつ保険証ができて、保険料も各自

払うようになります。今は扶養とか入っていたり、国保でしたら世帯で払ってま

すけど、今度は介護保険と全く同じで一人一人払うんですよ。それが全国平均で

１月７０００円といわれていて、それが年金天引きになります。来年の４月から

７５以上の方全員です。介護保険と合わせてです。 
委員   合わせてですか。 
委員   いや介護保険は介護保険、年金は年金です。ただこういう制度に今国が変えて

いますので、やっぱり年金の少ない方などは、病院もしょっちゅう行かないとい

けない方も多く、なかなか厳しいですよね。 
委員   数年前に保険制度が変わりましたが、今まで月に３回、４回行かれてた方も「家

族の方でおくりますから」とか、今までは保険がきいていたからいけたけど。保

険が厳しくなればなるだけ、介護タクシーは厳しくなる。１回きりじゃなく、こ

ういう方たちは月のうち何回もご利用になりますから、負担として大きな金額に

なりますので。 
委員   やっぱり家族が家にいるといいが、お年寄りとか障害のある方だけで住んであ

るところは、やっぱり移動となるとタクシーとかになりますから。 
虹    そういう方が増えてきていますよね。高齢者のみ世帯が。 
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委員   利用会員を見せてもらったんですが、障害者の方の利用が増えるということは

あるんでしょうか。 
虹    障害者の方にもご案内差し上げたいんですが、車両が１台しかないので、お断

りしなければならず、ご案内しづらい部分があった。２台になれば、こういう制

度がありますので、ということでご案内していきたいと考えています。 
委員   障害者の中には、家族の中にサポートする方が圧倒的に多いが、その方が病気

や仕事の都合で、どうしても送迎ができないという場合がありますので、今後と

も障害者の方の利用が増える可能性があることも頭に入れて、考えていただきた

い。 
会長   会員の方も全部が利用されるわけではないんですね。 
虹    そうですね。会員になっていただいても、何回かお断りするとタクシーの方に

いかれます。 
会長   利用される方は繰り返しですよね。      
虹    そうですね。通院とお買い物が多いですね。 
委員   介護の方が多いでしょうね。 
委員   お使いになる燃料はどうされていますか。免税などあるんですか。 
虹    ないです。ですから非常に苦しい状況です。 
委員   ナンバープレートは白ナンバーですか。 
虹    そうです。 
委員   ニーズにお答えできないのが本当にジレンマじゃないかと思うんですよね。対

応できないのが非常に辛い立場じゃなかろうかとお察しします。ただ、スロープ

の場合は車椅子で押し上げるような形になるが、そのときに女性だったら上げき

るんだろうか、その状況を把握されているのかということが疑問です。 
虹    それは研修で、70 キロ、80 キロの男性を上げていますので大丈夫です。 
委員   上がるときはロックがかかっているのでいいが、降りるときは介護している方

とされている方が一緒になってしまう。 
委員   止める場所や雨・風などの条件もありますしね。 
委員   それで介護タクシーの方は腰を痛める方が多いんですよね。エレベーターがな

いところもありますので、かついだりして逆に自分の腰を痛めるんです。だから

タクシーでは資格はとっても女性にはさせておりません。老人ですからちょっと

でも転んでけがさせたりしたら大変ですし。 
委員   それに事前の調査が大変ですよ。階段が何段あるか、1 人でいいか二人で行かな

いといけないかとか。 
委員   足が不自由だとか性格とか、その人の履歴を書いておくんですね。それで対応

できるものとコストがかかりすぎて対応できないものと選択してやっています。

多分介護タクシーはほとんど赤字じゃないですかね。タクシー業者としては介護
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タクシーのご利用の上に、一般のお客様に乗っていただけるんじゃないかという

希望を持ってやっているものですから、逆にやめられないんです。 
委員   それと介護タクシーにタクシーのサービスの原点があるんですよ。自分中心で

冷房入れていたのが、お客さん中心になるので、冷房の温度やラジオのボリュー

ムはこれでいいかと気をつけるようになるんですよ。介護をやるということがそ

れ自体赤字だが、それによってタクシーの運転手の質が上がってくるんです。赤

字以上のものがあります。自分が健康で働けることに感謝するようになすので、

教育としては最高です。 
委員   タクシーの方は介護車両の方はどうですか。 
委員   うちは遊んでいるのが多いですね。はっきり言って保険制度が変わったという

のが一番大きいですね。送迎とかある程度認められていたものが、だんだん認

められなくなりますし。 
委員   稼働率はどのくらいですか。 
委員   うちはスロープがついているファンカーゴというのが４台、ストレッチャ－車

が１台あります。スロープ車は３台はほとんど動いてますが、１台は緊急のとき

の予備です。非常に経営的にはロスですね。 
委員   うちは１台は動いていますが、もう１台は予備みたいなものですね。ストレッ

チャ－車は特にひどくて、高かった割には動いてない。タクシー業界も運転手に

救急指導の資格も取らせていますが、ほとんどみんな動いてないですね。 
委員   ただ役には立ってますよね。うちは救命救急士か心肺蘇生などの資格を持って

いる運転士が８名いますけど、消防署がそれを認定するんですよね。准救急車と

いって、救急車が対応できないときやこんな程度のことで救急車を頼まれて、と

いう時は民間のこういうところに頼みなさいという状況に徐々になりつつあるん

ですよね。 
委員   緊急救急車両と言って、消防署の指定を受けて、１年に１回監査に来ています。

そういうのを救急車の代わりで、病院間の移動などに使っています。 
委員   乗車運賃はどうですか。 
委員   高いですね。 
委員   カーゴの場合は値段は変わりませんが、付き添い料金がかかります。 
委員   ストレッチャ－車は２人で対応しているのですか。 
委員   ２人でないと対応できません。料金は、時間が３０分で距離が２キロと仮定す

ると、運賃が１，５３０円、介添え料が７，０００円で、合計８，５３０円。で

も 2 人で行くから半分になる。料金的には高いが、それまでの準備がある。タク

シーに乗っている人間からすると、１時間前にはそこに行って準備して、その間

タクシーとして走れない。それで病院に行って、病院に行ったら病室まで上がっ

てベッドに移動してという形になりますから。 
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委員   金額的には高いけど、我々にしてみたらあまり嬉しい仕事ではないです。 
委員   博多まで行った場合は、３７キロと仮定したら、トータルで２万５千円くらい

です。ただ、それに携わる我々は時間も暇もかかる。ただお乗せして終わりという

んではないですから。日の里の公団などはエレベーターもないので、おんぶして降

りるんですが、そういう時間があるなら、タクシーで走っていた方がいいかなと考

えることもある。 
会長   今市内で車椅子の利用者はどのくらいいるんですか。 
事務局  ちょっと分からないですね。 
委員   今は車椅子利用の方でも若い方はご自分で車運転されますからね。 
委員   一概に身体障害者の数だけ当たれば車椅子利用者とはいえませんので、何とも

いえないですね。 
事務局  第１回の資料ですが、有償運送の必要性についての資料で、 

「平成 17 年 9 月末現在の宗像市の総人口は 94,837 人で、うち 65 歳以上の高齢者

人口は 18,349 人、高齢化率は 19.3％である。現在、市内には 3,037 人の身体障害

者、395 人の知的障害者、192 人の精神障害者、合計 3,624 人の障害者手帳所持者

が在住している（平成 17 年 3 月 31 日現在）。そのうち身体１・２級が 1,304 人、

知的 A判定が 214 人、精神１級が 26 人の計 1,544人で、手帳所持者の 42％が重度

といわれる障害者である。 

とりわけ日常的に車イスや装具、歩行用補助杖を利用している身体障害者の肢

体不自由者１・２級は 614 人、また、週 3 回病院において人工透析を必要とし、

その通院に経済的負担も大きい腎臓機能障害者は 152 人で、公共交通機関の利用

に際して必ず介助者を必要とする知的 A 判定、精神１級を合わせると 240 人とな

る。また、介護保険法による要介護者 1,911 人、要支援者 826人で、(平成 17 年 9

月末日現在)福祉車両での有償運送を必要とする対象者は少なくない状況であ

る。」 

というふうな説明をしております。 
委員   これにまたちょっと年をとって足が弱くなって、ということで車椅子使ってあ

る方は入っていませんので。 
会長   利用できなかった方の苦情はどう処理されてるんですか。 
虹    元々、利用者の方が介護保険と混同されており、通院以外でも何にでも使って

いいのかという質問があり、それは空いていれば大丈夫ですということで会員にな

っていただいているので、予約が取れなくても苦情は無いですが、要望は多いです。 
会長   苦情はないんですか。 
虹    私どもは苦情としては受け止めておらず、「申し訳ありません。今日はほかに予

約が入っておりますので」というふうにお断りをしています。 
委員   先ほどのスロープの件ですけど、押し上げたりするのは本当に大丈夫ですか。 
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虹    研修を積んでいますので、大丈夫です。 
委員   ここで言っているのは、スロープに対する体力的な問題ですが。 
虹    コツがあると思います。それにものすごく大きい方でしたら、こちらも事前に

アセスメントするので、二人で行くなどで対応します。 
委員   車椅子も大きいタイプだと車椅子自体が車に入るかどうかも確認しないといけ

ない。それに資格だけではだめ。現場を踏んだ人間でないと。資格を持った上で実

践をたくさん積んだ方でないとだめ。 
会長   やっぱりスロープ式？ 
委員   ウィンチにしようか自分で巻き上げる形かどちらかにしようと考えていますが、

巻き上げる方がいいかなと。バッテリーが途中で切れたりすると困るので。  
委員   運賃もタクシーの半分の値段と言うことになってますから、これが同じ値段で

されるのであれば、どうしようもないし、そこが一番ひっかかるところで。 
タクシーは乗り換えもあり時間もかかってありますし、逆に介護のやり手がい

なくなってしまいます。介護の資格をもっていて介護しないと言う乗務員がいる

んですよ。大変だと思いますよ。向き不向きもありますが。よかったらタクシー

を使ってくださいとしか言いようがない状況ですけど。やっぱり私が一番気にな

るのが、タクシーの半分以下の料金となってますから。 
お客さんにまず聞かれるのが料金ですが、それだけ聞かれて電話を切られるこ

とも多いですし。１台増車ということですが、タクシー会社７台もおりますのに。

これも規制緩和から出たひとつのことだと思うんですよ。最初は過疎地帯と私ど

もは思っていたわけですから、大島と言うことであればタクシーも需要に応じて

ないわけですし、よかったのですが。福津など他市はどうなっているんですか。 
虹    福津は、元々友愛の会というところがやってたと聞いたことがありますけど、

今はやっているかどうかわからない。運営協議会にお願いを出しているというの

はお聞きしたが。 
委員   福間の状況は、市の職員が業界のご意見を聴収してありますね。タクシー会社

３社ありますが、あそこはＪＲが１００円バスを走らせたりしてますから、危機

感を感じてるんですよね、業界が。とてもじゃないけどそんなことされたら、と

いうことで福津はそれで出来なかったと思います。 
それで昔市会議員なんかされてた女性の方がうちに聞きにこられましたが、業

界としてどんな具合ですかと聞かれましたので、福津市のタクシー会社が言って

るのが現状です。タクシーの運転手の所得なんかも最低賃金すれすれのところに

いってる状況なので、という話をしたんですけどね。それが影響してタクシー業

界が悪いのかどうかは分かりませんけども、少しでも影響を排除したいというの

が偽らざるところなんですよね。 
委員   福津市の場合は、多数決など何を持って合意とするかを決めていないんですね。
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基本的に協議会の全員合意でやっており、一人でも反対すれば出来ませんという

スタンスなんです。ただ実際にそこのＮＰＯさんはやっているみたいで、それを

適法化したいというのはあるみたいです。それをゼロから認めてという話ではな

く、逆に法律の中に入れてしまえば監査等もあるわけですから、違反になるよう

な行為を取り締まれるんではないかという考えがあるようです。 
委員   先ほど増車をしても当面は２台のままということでしたが、当面とはどのくら

いですか。２台にしても待機の方が出てくるなど、需要は出てくるでしょうし。 
虹    現状では２台です。 
委員   行政からみても、介護保険など料金が上がっていますよね。そういう面で所得

の低い世帯などタクシーが使いづらい世帯もある。ただあんまりどんどん増やし

て、当分の間というのがまた来年というふうになっては。 
虹    ３年から５年はないと思います。 
委員   タクシー業界とタイアップする方法はないんですか。 
委員   うちにヘルパーさんが１０人いるが、平成１３年から訪問介護事業を始めて、

それからその１０人はやめていない。それが何故かを考えるとやっぱり給料です。

腹の立つことがあってもある程度の賃金をもらっていれば色んなことが辛抱でき

る。それでお宅もドライバーをしている方が奉仕しているという気持ちだけでは

なかなか続いていかないと思うんですよね。一体どの程度の給料をやってあるん

ですか。 
虹    資料に収入が書いてありましたでしょう。これだけです。雇うというか会員な

ので。 
委員   会員が運転するんですか。 
虹    雇用関係ということではなくて、利用会員と運行会員です。ドライバーも会員

です。私達は年間の会費３０００円を払ってやっています。スタッフ 1 人か 2 人

の最低賃金は払えるようにはなりたいと考えていますが、現状はご寄付などです。

利用会員の方は２０００円払って、なおかつ私は事務などをやっていますが、無

償です。 
委員   年間収入３３万ですよ。一回２００円切るんですよ。 
委員   こちらは事業でやっている、こちらはボランティアでやっている。もともとが

違うんです。 
委員   多分ある程度年金などもらっているところは、タクシーを使うと思うんですよ

ね。電話すればすぐ来てもらえるんですから。ただなかなかタクシーを使いづら

いという世帯もありますので、そういうところは前もって明日の分とか明後日の

分とかを予約で空いているかどうか確認して利用する。しかも会員登録をしてお

いて。ですから対象者が爆発的に増えると言うことは無いでしょうね。 
委員   だからボランティアなんです。こちらは。 
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委員   だからお願いしたいのは、ボランティアのところで収めていただきたいと言う

ことなんです。 
虹    ですから、今はもう２台が精一杯ということで。 
委員   我々が職を失うということが無いように。みんなで助け合うという意識、これ

が無いとこれからやっていけないというのも事実ですし。 
委員   大事な部分ですからね。 
委員   ボランティアの範囲ですよね。 
虹    はいそうです。 
委員   当面２台でと言われてますので、その前提での話ですよね。 
事務局  ほかにご質問無ければこれでいったん虹の方には退席していただくということ

で。 
虹    どうもありがとうございました。 
 
会長   今説明を頂いた中で色々議論していただきましたが、改めて当事者のいないと

ころで忌憚の無い議論をお願いします。 
委員   1 回目のときに、社会福祉協議会が説明に見えましたが、それきり何も無いです

よね。今の虹さんの上に社会福祉協議会もされるとなると、いよいよそちらが・・・。

その辺はどうなっているんですか。 
事務局  社会福祉協議会は大島の過疎地の方が主になると思うんですが、そちらで運営        

されるかどうか、その辺の状況待ちなんですが。 
委員   大島こそ過疎地で、過疎地の有償運送が適用できる地域だと思うんですよね。

私が公的な仕事をしていたときに、大島にタクシーを走らせてほしいというお話

を聞いたことがあるんですね。白ナンバーで離島だから黙認されているが、あま

りよくないということで、頼まれました。 
先日部会をやったときに業界の内諾を受け、大島になんとか遊んでいる車を持

っていくなり方法を。大島は業界として土地を買っていますし。赤字になっても

おきたいと考えています。時期は未定ですけど。 
委員   介護タクシーの方も大島にいくんですか。 
委員   福祉系統で普通の方も乗車できるようなかたちのもの、両用できるものを考え

ています。 
事務局  大島の方は、業界の方が入っていただけるなら、行政もそういったものを活用

した事業を展開した方がいいのかなと。過疎地有償運送を使うのではなくて。 
委員   ボランティアで今持っていますよね、社協は。それはどのような対応をなさる

んですか。虹さんと同じようなことをされて、こことは切り離して、実際今やっ

ていますよね。 
事務局  そういう意味では、白タクのような状況ではあるんですがね。今の段階では大
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島に入っていないので、目をつぶっているという状況であろうかと思う。市の方

から費用のうちいくらか補助を出してやっているんですけど、それをやめる方向

で、タクシーを使った政策展開を考えていいんじゃないかなと思います。 
委員   市内でやってますよね。貸し出しで、ボランティアさんが運転して。ある意味

虹さん的な車も実際には動いてるんです。それはここではどんなふうにやってあ

るのかなあと。ボランティアではあるんです。 
委員   福祉車両の貸し出しですかね。 
委員   貸し出しです。運転手さんはボランティアでお金を頂かずにガソリン代だけで

動いてるのは現状でもあります。 
 
会長   虹の増車の件につきましては、タクシーの方に意見があれば。実際に増車する

ことになれば、タクシーの方が影響受けるということで。 
委員   時間頂きまして、十分意見言わせていただきましたので、あとは皆さんのご意

見で。 
委員   当分の間ということだったので、今回認めるけど、先ほど言われていたけど３

年から５年とか、今の中でという形の意見をつけて。 
委員   拘束力というのはないと思うんですが。 
委員   ボランティアの部分で事業拡大すると、法人的にやっていけなくなると思うん

ですよ。 
委員   経営的に成り立つ金額でやって、そこの範囲内でされていったらいいのではな

いかなと。 
事務局  前回のときと同じように、意見とか指摘事項同じような形で、協議会として出

すことは可能です。ただし虹さんが運輸支局の方に軽微な変更で届けを出すと思

うんですが、それにつけることはないと思いますが。 
委員   著しい状況の変化が無い限りにおいては、５年ぐらいは状況をみてくださいと。

そういうことを入れていただけると、業界としても、何もかもつまらんというこ

とではなくて。どうしてもそういうふうにならないといけない時期がくればね。 
事務局  一応、輸送の対価以外も、若干取れるようになっているんですね。３ページの

「対価の基準」の中の（２）回送料金と待機料金とその他の料金ということで、

介助料とか一応設定としては。 
事務局  指針としては明記されていますけども、虹さんとしては今はこれでやってると

いうことですね。 
委員   スタッフとして介助者も一緒に抱えていたら大変ですから、家族も一緒に同乗

してもらってるのかもしれないですね。 
委員   そうでしょうね。 
会長   一応意見が出尽くしたということでよろしいですか。 
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委員   はい。 
会長   虹の増車については、当分の間通常の車と介護、車椅子の車の２台で運用して

もらいたいということで、一応今回増車一台を、協議会としては、了承ということ

でよろしいですか。 
事務局  当分の間というのは、たとえば５年とか具体的な数字をいれますか。当分の間

でよろしいですか。「著しい状況の変化がない限りは、当分の間２台で運行するこ

と」といった文章でよろしいですか。 
委員   当分の間でいいんじゃないでしょうか。 
委員   何かあったらまたそのときに話せばいいんじゃないですか。一応当分の間とい

うことで、 
委員   議事録の中では、３年から５年くらい今言うように数字が残りますからね。 
委員   議事録の方がいいと思いますよ。明確に３年から５年と指すのはよくない。 
委員   次に話し合うときに、当分の間が長いか短いかを協議したらいいんじゃないで

しょうか。 
会長   それでよろしいでしょうか。 
委員   異議無し。（複数） 
事務局  事務局の方から会長と虹の方に文書として出すことにしたいと思います。虹さ

んとしてはそれを受けた形で運輸支局の方に車の登録をすることになろうかと思

いますので、よろしくお願いします。 
 
 
６．その他 
事務局  冒頭にありました規則の件に関しましては、皆さんの意見を受けたところで、

改正の手続きを考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。また、

この運営協議会の委員の皆さんの任期につきましては、平成２０年の１月３１日

までの任期となっておりますので、その間に新たに協議事項など発生したときは、

改めて調整をさせていただきたいと思います。任期満了の際には、また関係団体

の方へ推薦依頼をさせていただくことになりますが、再任のお願いをすることも

あろうかと思いますので、その際はどうぞよろしくお願いします。事務局から連

絡事項は以上です。 
 
７．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１９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１９年１０月１２日   
 

会  長  木下 憲一       
 

署名委員  大丸谷 勇一      


