
様式第 3 号(第 9 条関係) 

会 議 結 果 

 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称 みよし市福祉有償運送運営協議会 

開 催 日 時 
平成 31 年２月８日（金） 

午前 10 時から午前 11 時まで 

開 催 場 所 市役所３階 研修室４ 

出 席 者 

（出席者） 

伊豆原浩二（愛知工業大学工学部客員教授）、山口直毅（愛知つ

ばめ交通株式会社常務取締役）、長屋博彦（愛知つばめ交通株式

会社労働組合執行委員長）、大石悟（国土交通省中部運輸局愛知

運輸支局運輸企画専門官）、野々山勝利（みよし市民生児童委員

協議会会長）、酒井文弘（みよし市いきいきクラブみよし連合会

副会長）、野下浩平（豊田ハンディキャブの会理事）、小野田朗

（みよし市福祉部長） 

（事務局） 

太田福祉部次長、海堀福祉課長、伊藤主査 

（欠席） 

佐宗正行（みよし市ボランティア連絡協議会会長）、盛田信一

（みよし市身体障害者福祉協議会会長） 

次 回 開 催 予 定 日 平成 31 年度 

問 合 せ 先 

福祉部 福祉課 

担当者 伊藤 めぐみ 

電 話 0561－32－8010（直通） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 0561－34－3388 

e-mail fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下欄に掲載するもの 議事録全文 要約した理由   

審 議 経 過 別紙のとおり 

 

 



海堀 

福祉課長 

 定刻となりましたので、ただいまよりみよし市福祉有償運送運営協議会を開

催いたします。 

本日、みよし市ボランティア連絡協議会佐宗正行会長、みよし市身体障害者

福祉協議会盛田信一会長は所用のため欠席されています。 

この協議会は、みよし市附属機関の設置及び運営に関する要綱第６条の規定

により、公開されておりますので、ご了承いただきますようお願いいたしま

す。 

ここで、太田福祉部次長よりごあいさつ申し上げます。 

太田 

福祉次長 

出席者の皆様には、それぞれの立場でご多忙の中、みよし市福祉有償運送運

営協議会にご出席を賜り、ありがとうございます。 

前回の運営協議会は、平成２８年度に開催し、２年振りの開催となります。

前回からを継続してご出席いただいている方、役員等の変更により今回新たに

出席いただきました方、この場を借りて、心からお礼申しあげます。福祉有償

運送の制度は、単独では公共交通機関を利用することが困難な移動に制約のあ

る方に対する個別運送サービスで、ＮＰＯ法人等によるこうした福祉有償運送

が、一層安全・安心な輸送サービスとして提供されるよう、平成１８年１０月

に施行された改正道路運送法により、新たな登録制度として認められることと

なったものであります。本市も障がい者や高齢者が増加し、移動支援のニーズ

が高まっております。こうした中、福祉有償運送は、有効な手段の一つである

と認識しております。本日は、ＮＰＯ法人の「豊田ハンディキャブの会」の更

新登録について協議をしていただくこととしております。 

出席者の皆さまには、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げ、簡

単ではありますが、協議会冒頭にあたってのあいさつとさせていただきます。 

福祉課長 ありがとうございました。 

 続きまして、今回出席していただいた方々は、今日初めて顔を合わされる方

もお見えかと思います。ここであらためて、自己紹介を行っていただきたいと

思います。それでは、伊豆原様より席順に自己紹介をお願いします。 

－ 出席者 自己紹介 － 

本審議会の事務局は福祉部福祉課において対応させていただきます。ここ

で、事務局職員の紹介をさせていただきます。 

－ 事務局 自己紹介 － 

それでは、みよし市福祉有償運送運営協議会設置要綱第４条第１項に基づ

き、協議会を進行する座長を選出したいと思います。 

事務局からのご提案として、愛知工業大学工学部客員教授伊豆原浩二様を推

薦させていただきたいのですが如何でしょうか。 

－ 異議なし － 

福祉課長 異議なしということですので、座長を伊豆原様にお願いしたいと思います。 

それでは、議題に移らせていただきます。みよし市福祉有償運送運営協議会

要綱第４条第１項の規定に基づき、協議会の進行は伊豆原座長にお願いしたい

と思います。伊豆原座長、よろしくお願いします。 

 

議題 

（１）福祉有償運送の概要について 

伊豆原座長 それでは、議題（１）福祉有償運送の概要について、事務局より説明をお願

いします。 

事務局 ご説明に入る前に、みなさまにご理解をいただきたいのが、議題（３）で豊

田ハンディキャブの会の福祉有償運送更新登録申請の協議をさせていただきま

すが、法人へのご質問が出た際に対応していただくため、法人から１人ご出席

いただいています。「豊田ハンディキャブの会」は、「特定非営利法人代表」と

しての出席者としても兼ねてのご出席となっています。その点、なにとぞご理



解をお願いします。 

それでは、議題（１）「福祉有償運送の概要について」をご説明します。着座

にて説明させていただきます。資料２ページをご覧ください。「１ 福祉有償運

送とは？」ということですが、お一人で公共交通機関を利用して移動すること

が困難な、高齢の方や障がいのある方のために、ＮＰＯ法人などが行うドア・

ツー・ドアの有償の移送サービスのことです。このサービスは、「国土交通大臣

の登録」を受けることで、実施することができます。登録を受けるために必要

な条件として、３ページの「ガイドライン」に記載させていただきました「運

送主体」「運送の対象」「使用車両」などについて、それぞれ要件が定められて

います。今回、豊田ハンディキャブの会からいただいています更新登録協議申

請の内容につきまして、この要件に照らし合わせ、確認をさせていただいてい

ます。 

次の４ページをご覧ください。「福祉有償運送の登録に関する手続きの流れ」

を示しています。本協議会に関する内容としまして、２番目の協議がありま

す。内容は、合議が必要な法定三事項として、①必要性、②運送の区域、③旅

客から収受する対価で、確認する事項として、①運送しようとする旅客の範

囲、②その他必要と認められる措置となります。合議されましたら、３番目に

あります「協議が調ったことを証する書類」を交付しまして、運営主体となり

ますＮＰＯ法人などが国土交通省へ申請を行います。７番目にあります登録期

間については、原則２年で下記の①から③のいずれにも該当するときは３年と

なります。今回の協議会は、８番目の「登録有効期間終了に伴う更新登録時」

の協議会となります。 

以上で、（１）「福祉有償運送の概要について」の説明を終わります。 

伊豆原座長 ただ今の説明の件につきまして、何かご質問等ございましたら、挙手のうえ

発言をお願いします。 

－ 質疑なし － 

ご質問はないようですので、議題１の概要についてはご理解をいただいたと

いうことで次の議題に移ります。 

 

（２）みよし市における福祉有償運送の必要性について 

伊豆原座長 議題（２）みよし市における福祉有償運送の必要性について、事務局より説

明をお願いします。 

事務局 議題（２）「みよし市における福祉有償運送の必要性について」をご説明させ

ていただきます。 

資料６ページをご覧ください。「１ みよし市の障がい者及び高齢者などの推

移」です。表は、各年度の４月１日現在の集計表となっています。人口は、

年々増加しています。各障がい者等対象ごとに、人口に対する構成比を示して

いますが、身体障がい者を始めとして、各対象者とも増加傾向にあります。今

後も、人口増加、高齢化に伴いまして、この傾向は続くことが見込まれます。 

７ページをご覧ください。「障がい者及び高齢者の外出状況」ですが、直近の

それぞれのアンケート調査で状況の確認を行いましたが、障がい者・高齢者と

も、約９割近くが週に１日以上外出していますが、そのうち５割以上が、家族

や知人、タクシーなどの人の手を借りて外出しています。コミュニティバスで

ある「さんさんバス」の利用者数も増加していますが、身近で使い勝手のよい

交通サービスの充実に対する期待は高まる傾向にあります。 

続きまして、８ページ「タクシー等の状況」として、市内で稼働しているタ

クシーの状況を「愛知つばめ交通」と、「名鉄東部交通」にお願いし、ご回答い

ただきました。稼働率は「愛知つばめ交通」が平均で７０％、「名鉄東部交通」

が平均で８７％と高い数値が出ています。また、今日ご出席いただいています

「愛知つばめ交通」では、「ユニバーサルデザイン車両」である福祉車両を５台



導入されています。 

 次に９ページ「タクシー料金助成等の状況」です。障がいをお持ちの方に対

する制度が４つあり、福祉課で行っています「タクシー料金助成」では例年３

００人程の方にご利用いただき、社会福祉協議会で行っています「福祉車両の

貸し出し」は平成２８年度が４８回、２９年度が６４回とご利用いただいてい

ます。また、有料道路通行料の割引やタクシー料金の割引がございます。 

続きまして１０ページ、「５ ＮＰＯ等による移動制約者に対する輸送サービ

スの活動状況」について、（１）福祉有償運送の運行団体ですが、現在、みよし

市で福祉有償運送の活動をしています３つのＮＰＯ法人のうち、「豊田ハンディ

キャブの会」の有効期限が「平成３１年３月３０日」で、「更新登録協議申請」

をいただいています。 

（２）で「豊田ハンディキャブの会」の所有車両数や利用人数等を記載してい

ます。詳細につきましては、のちの議題（３）でご説明させていただきます。

（３）の福祉有償運送に対する市への苦情や事故報告は今のところございませ

ん。 

１１ページの「みよし市における福祉有償運送の必要性」について、１月１

日現在の人口が６１，２７２人で、６ページの「障がい者や高齢者の推移」で

もご説明しましたが、障害者も高齢者も増加傾向にあります。現在、市内で福

祉有償運送を利用されています方は６人おりまして、この方たちにとって、生

活に不可欠なものとなっています。 

 今後も、高齢化により要支援・要介護認定者数、障がい者など移動制約者数

も増加が見込まれます。車いす等を利用する方が公共交通機関を利用するに

は、利便性や安全性に欠ける部分がまだまだあり、ドア・ツー・ドアでの輸送

が必要と考えられます。 

以上のことから、今後も継続して、ＮＰＯ法人等による福祉有償運送の必要

性があると判断しています。 

以上で、議題（２）の必要性についての説明を終わります。 

伊豆原座長  ただ今の説明の件につきまして、何かご意見等ございましたら、挙手のう

え発言をお願いします。 

大石氏  10 ページにあります豊田ハンディキャブの会の会員数は、みよし市内で１人

ということでしょうか。また、輸送実績には豊田市も含まれているのでしょう

か。 

野下氏  はい、そのとおりです。 

大石氏  みよし市民の会員１人に対して、どれぐらいの輸送実績があり、どういった

理由で福祉有償運送を利用されているのでしょうか。 

野下氏  片道５～６㎞程の輸送で、１か月に１回の利用があるかないかです。通院と

買い物に利用されています。 

伊豆原座長 

 

 

 

 

 

 

 ほかにご意見等はございませんか。ないようですので、議題（１）の４の手

続きの流れの中でご説明しました合意が必要な事項の「必要性」についてと、

「運送の区域はみよし市」、この２点について、運営協議会として合意でよろし

いでしょうか。 

－ 異議なし － 

 異議もないようですので、運営協議会として合意とさせていただきます。 

続きまして、議題（３）更新登録申請の協議について、事務局より説明をお

願いします。 

 

（３）福祉有償運送更新登録申請の協議について 

事務局  議題（３）「福祉有償運送更新登録申請の協議について」をご説明させていた

だきます。資料１３ページをご覧ください。議題（２）の説明時にもふれていま



すが、今回の更新申請団体は、「豊田ハンディキャブの会」の１法人でありま

す。１５ページをご覧ください。更新申請団体概要を、一覧表で示しています。

表の中の、項目⑧の「運転者に関する講習等の受講状況」⑩の「損害賠償措置に

関する資料（保険証書等）」⑪の「持ち込み車両に関する契約書」と運転免許証

につきましては、事務局にて内容確認をさせていただき、行政代表として協議会

出席者となっている小野田福祉部長にも確認していただき、問題等がなかったこ

とをご報告させていただきます。 

小野田氏 確認させていただき、問題はありませんでした。 

事務局 １３ページに戻っていただきまして、平成２８年度の前回更新時との変更点と

して整理しています。（１）から順に説明をさせていただきます。（１）みよし市

民の会員数、（２）車両数、（３）運転者数については、前回と変更はありませ

ん。１４ページ（４）運送の対価等について、運送の対価に変更はありません

が、運送の対価以外の対価として、当日キャンセル料で３００円が追加されてい

ます。 

 次に、本日、別資料として配布しています料金体系図をご覧ください。愛知県

の尾張・三河地区のタクシー初乗り運賃が１．２キロまで６００円、その後に、

加算運賃が距離制と高速道路走行時以外で時速１０キロ以下になりますと、時間

を距離に換算する時間距離併用運賃が適用され、料金が決まります。①におい

て、１．２キロまで３００円で、その後直線で上がっていく線がタクシー料金の

半額の線となっています。タクシーの上限運賃のおおむね２分の１の範囲内であ

り、適正な対価の水準であると判断します。 

続きまして（５）その他の変更点はございません。 

以上で、議題（３）更新登録申請の協議についての説明を終わります。 

伊豆原座長 ただ今の説明の件につきまして、何かご意見等ございましたら、挙手のうえ発

言をお願いします。 

大石氏 確認ですが、先日豊田市でも福祉有償運送運営協議会がありましたが、豊田ハ

ンディキャブの会について同様の申請内容ということでよかったでしょうか。 

野下氏 はい、そのとおりです。 

山口氏 ５台の福祉車両数に対し、運転者数が４４人ということでとても多いなという

印象を受けました。 

野下氏 豊田ハンディキャブの会の運転者のほとんどはボランティアです。送迎の利用

が多くあるが、１人のボランティアに対し、片道ずつの運送をお願いしているた

め登録人数が多くなっています。 

伊豆原座長 ほかにご意見等はございませんか。 

更新登録申請を行うＮＰＯ法人の「豊田ハンディキャブの会」の旅客から収

受する対価については、運営協議会での合議が必要な事項となっています。ま

た、運送しようとする旅客の範囲、その他の事項は確認事項として議題（３）

で確認していただきました。合意の確認をとりたいと思いますので、事業所の

方は退席をお願いします。 

－ 事業所代表者退席 － 

ご協議とご確認していただきました「豊田ハンディキャブの会」が実施する

福祉有償運送更新登録について、運営協議会として合意でよろしいでしょう

か。 

－ 異議なし － 

異議もないようですので、運営協議会として合意とさせていただき、協議が

調いました。ありがとうございました。 

事業所の方に戻っていただきます。 

－ 事業所代表入室 － 

すべて合意に達しました。これからも安全な運行をお願いします。また、

様々なハンディキャップに対して、すべての市民が考えてくれるまちになると



いいなと思います。それでは、座長の職を終了し、この後は事務局にお願いし

たいと思います。ありがとうございました。 

福祉課長  本日は、貴重なご意見、慎重なご協議ありがとうございました。 

 以上を持ちまして、みよし市福祉有償運送運営協議会を終了いたします。 

 


