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[開会]
事務局

ただ今から「平成２９年度第１回富津市福祉有償運送運営協議会」

（吉田係長） を開会いたします。
本日は、ご多用のところ、富津市福祉有償運送運営協議会にご出席
いただき誠にありがとうございます。
司会を務めさせていただきます、社会福祉係の吉田と申します 。よ
ろしくお願いいたします。
本日の出席委員は現在のところ５名であり、委員の過半数の出席を
いただいておりますので、本協議会設置条例第 ７条第２項の規定によ
り、本会議は成立することを申し添えます。
また、本会議は、富津市情報公開条例第 ２３条の規定により、会議
を公開し、その会議録を閲覧に供することとしております。
また、本日は傍聴人の方、２名に出席いただいてございます。
傍聴人の方にご連絡申し上げます。受付時に傍聴証をお渡ししてい
るかと思いますが、記載事項の１から７番につきまして、ご注意いた
だきまして、もし、１から７の行為が確認された場合については、退
席をお願いする場合がございますので、ご了承ください。
なお、会議録作成のため、会議を録音しますことをご了承く ださい。
それでは、富津市社会福祉課長の小泉 よりご挨拶を申し上げます。
小泉課長

委員の皆様、おはようございます。
平成 29 年度の定期人事異動に伴いまして、本年４月から社会福祉
課長として着任いたしました小泉と申します。
本日は、お忙しい中、本運営協議会へ御出席をいただきましたこと
に、厚く御礼を申し上げます。
また、委員の皆様におかれましては、日頃から本市の福祉行政のみ
ならず、さまざまな分野で市政発展のために御尽力を賜っております
ことに、改めまして感謝を申し上げる次第でございます。
昨今、人口の減少や少子高齢化の進展によりまして、地域の交通形
態も大きく変化する中で、ひとりで公共交通機関を利用することが困
難な移動制約者に対します、福祉輸送サービスの需要が、ますます高
まっております。
また、本市におきましても、高齢化率の増加が顕著で あることに加
えまして、福祉有償運送を実施する団体の必要性も増しております。
さて、今回の本運営協議会における議題といたしましては、お手元
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に配布の次第に記載のとおり２件でございます。
この２件に対します御協議をお願い申し上げますとともに、委員の
皆様のより一層の御理解と御協力を賜りますよう、重ねて、お願いを
申し上げまして、私の挨拶をさせていただきます。
本日はよろしくお願いします。
事務局

つづきまして、委員の皆様をご紹介いたします。資料の 1 ページに

（吉田係長） あります委員名簿の順にご紹介いたします。
はじめに、一般旅客自動車運送事業者の代表、宇部博美様。
宇部委員

宇部です。よろしくお願いします。

事務局

市民の代表、川名健一様。

（吉田係長）
川名委員

川名です。よろしくお願いします。

事務局

福祉有償運送の利用者の代表、 岩田佑夫様。

（吉田係長）
岩田委員

岩田でございます。よろしくお願いします。

事務局

千葉地方運輸局長の指名する職員、中村光秀様の代理人、八木橋武

（吉田係長） 士様。
八木橋委員

千葉運輸支局、有償運送担当の八木橋と申します。よろしくお願い
いたします。

事務局

福祉 有 償 運送 を 行 っ てい る Ｎ ＰＯ 法 人 等 の団 体 の 代表 、 田 崎 博 正

（吉田係長） 様。
田崎委員

金谷温凊会の田崎でございます。よろしくお願いいたします。

事務局

出席が遅れておりますが、学識経験者その他の協議会の運営上必要

（吉田係長） と認められる者の小柴貞雄様になります。
また、今回の運営協議会開催にあたり、説明員として社会福祉法人
金谷温凊会、冨永様にご出席いただいております。
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冨永説明員

よろしくお願いします。富永です。

事務局

つづきまして、事務局をご紹介いたします。

（吉田係長）

社会福祉課長の小泉です。

事務局

よろしくお願いいたします。

（小泉課長）
事務局

私、社会福祉係長の吉田です。よろしくお願いいたします。

（吉田係長）

福祉有償運送担当の小原です。

事務局

よろしくお願いいたします。

（小原）
事務局

それでは、議題に入ります前に、事務局の小原から会議資料の確認

（吉田係長） 及び今回の運営協議会の開催理由をご説明させていただきます。
事務局
（小原）

まず、資料の確認ですが、本協議会の次第が１枚目にあります資料
が１部と金谷温凊会の資料が１部でございます。
次第の中身ですが、１枚めくっていただきますと、まず１ページに
本協議会の委員名簿、２ページ、３ページに富津市の移動制約者の状
況、４ページに富津市における２つの事業者の福祉有償運送の利用状
況等、５ページに千葉県Ｂ地区のタクシー料金運賃表、６ページ、７
ページに本協議会の設置条例、８ページから１２ページに道路運送法
の第 ５ 章、 １ ３ペ ー ジか ら ２ ３ ペ ージ に 道路 運 送法 施 行規 則 の第 ４
章、２４ページからは、自家用有償旅客運送事務実施マニュアルの一
部抜粋、「福祉有償運送について」を添付しております。
ま た 、 も う ひと つ の 社 会 福祉 法 人金 谷 温 凊 会 の資 料 でご ざ いま す
が、個人情報が含まれておりますので、本協議会終了後に回収をさせ
ていただきますのでよろしくお願いします。
つづきまして、本協議会の開催理由を申し上げます。
事業者が福祉有償運送事業を行うためには、市の福祉有償運送運営
協議会において、協議が整っていることが条件となっております。
今回の運営協議会では、社会福祉法人金谷温凊会について、福祉有
償運送の有効期間が、平成２９年６月初旬で満了することから、更新
登録について申請をするために協議をするものでございます。
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以上で、運営協議会の開催理由についての説明を終わります。
事務局

本日の運営協議会の議題２について、ご連絡申し上げます。この議

（吉田係長） 題の当事者となる田崎委員には、採決には加わらないものといたしま
して、議題の協議後、一時退席をしていただきますので、ご了承願い
ます。
また、千葉運輸支局八木橋様につきましても、この申請の審査主体
となることから、採決には加わらないものといたしま す。なお、退席
の必要はございません。
最後に、金谷温凊会の説明員、冨永様につきましては、当該事業者
に係る議題の協議後、退席していただきます。以上、よろしくお願い
いたします。
つづいて、次第の４「会長及び副会長の互選について」になります
が、議題に入るところで、仮議長として、事務局の小泉が務めさせて
いただきたいと思いますが、皆様、ご承認いただけますでしょうか。
各委員

異議なし。

事務局

恐れ入ります。本日、次第の流れと変わってしまうのですが、先に

（吉田係長） ５の議題１と２を進めさせていただきまして、その後、次第の４にあ
ります、「会長及び副会長の互選について」 という流れに変えさせて
いただきます。ご了承願います。
小泉課長、お願いいたします。
仮議長

それでは、仮議長を務めさせていただきます。

（小泉課長）

次第５の議題に入ります。
議題 1 の「本市における移動制約者及び福祉有償運送の状況につい
て」を議題といたします。
事務局に説明を求めます。

事務局
（小原）

本市における移動制約者及び福祉有償運送の状況につきまして、ご
説明申し上げます。
まず、資料の２ページ、３ページをお開きください。
ここでは、富津市の移動制約者の状況が示されております。表の左
側が平成２８年４月１日時点の人数、右側が平成２９年４月１日時点
の人数となっております。
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まず、1 番の要介護・要支援認定者は平成２９年４月１日時点で、
２，７４４人で、１年前と比べて２人の減、０．０７％の減となって
おります。
同様に、２番の身体障がい者は、平成２９年４月１日時点で、１，
７７１人で、３７人の減、２.０９％の減となっております。 ３番の
知的障がい者は、平成２９年４月１日時点で、８人の増、１．９１％
の増となっております。４番の精神障がい者は、平成２９年４月１日
時点で、３１人の増、１３．０８％の増となっております。
その下の表が、全体の合計となっておりまして、本市における移動
制約者の合計は現在 ５，２２０人で、１年前と比較しますと１０人の
増、０．１９％の増となっております。
つづきまして、富津市の人口につきましては、平成 ２９年４月１日
時点で４４，６９９人となっており、１年前と比較しますと５４７人
の減、１．２２％の減となっておりますが、６５歳以上の人口につい
ては、平成２９年４月１日時点で、１６，１４８人で、１７２人の増、
１．０８％の増となっております。総人口については減となっており
ますが、６５歳以上の人口については増となっていることから、高齢
化率につきましては、３６．１３％と年々増加している状況です。
次に、資料の４ページをお開きください。本市の福祉有償運送登録
事業者の利用状況をご報告いたします。本市において福祉有償運送を
行なっている事業者は２事業者です。
まず、社会福祉法人金谷温凊会ですが、車両は５台、利用回数は、
平成２６年度は３９９回、平成２７年度は３５２回、平成２８年度は
２５４回となっております。
次に、特定非営利活動法人リバレーターですが、車両は ２台、利用
回数は、平成２６年度は１８３回、平成２７年度は１５７回、平成２
８年度は１３５回となっております。
以上で、議題 1 の「本市における移動制約者及び福祉有償運送の状
況について」の説明を終わります。
仮議長

事務局の説明が終わりました。

（小泉課長）

ただ今の説明につきまして、ご質疑等ございましたらお願いいたし
ます。
川名委員、お願いします。

川名委員

ひとつ教えてほしい のですが、利用状況が３年間で減ってきていま
すけれども、移動制約者は横ばいですよね。これの理由がありました
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ら教えてください。
仮議長

事務局、お願いします。

（小泉課長）
事務局

川名委員がおっしゃるとおり、このような状況でございます。

（吉田係長）

事務局の方で、減少している原因を現時点で把握をしておりません
ので、次回の会議、あるいは別の機会にお示しできるように、ふたつ
の事業者の方に理由を聞いてみたいと思 っております。

仮議長

温凊会さん、いらしてますので、温凊会さんの方では、なんらかの

（小泉課長） 分析はされていますでしょうか。
減っている原因がわかればお話いただければと思います。
田崎委員

減っている原因は、実際に働く人間の目減りも勿論ございます。そ
こに因果関係があるとは必ずしも思わないのですが、実際、動く回数
自体が減っているというのも正直なところだと思います。あとは、民
間の 方 にご 依 頼を か ける 方 もい ら っし ゃ る と い うと こ ろも あ るか と
思います。分析の方は帰って、正確なものは次回にお話したいとは思
います。

仮議長

よろしいでしょうか。

（小泉課長）
川名委員

はい。随分減っていますので、何か理由があるかとは思います。わ
かった時点で教えてもらえればと思います。

仮議長

他に質疑等ございますか。

（小泉課長）
八木橋委員

料金については特に変わりはないでしょうか。

仮議長

事務局、お願いします。

（小泉課長）
事務局

現在、市内にございます、本日出席の金谷温 凊会様と、もう一団体

（吉田係長） のリバレーター様の方につきましては、私どもが情報収集している中
7

では料金の変更はないと聞いております。
八木橋委員

ありがとうございます。

仮議長

他にどなたかございますか。よろしいでしょうか。

（小泉課長）

他に無いようですので、つづきまして議題２の「社会福祉法人金谷
温凊会による福祉有償運送の有効期間の更新登録について 」を議題と
いたします。
金谷温凊会、冨永様に説明を求めます。よろしくお願いいたします。

冨永説明員

金谷温凊会の冨永でございます。
福祉有償運送の有効期間の更新につきまして、ご説明させていただ
きます。説明の中に一部、先ほどの議題１と重複する部分がございま
すが、ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
当法人では、平成１８年度に有償運送事業の認可をいただき、今日
に至っており、今回の更新申請は４度目となります。 前回の更新は、
平成２６年５月の本会議においてと心得ておりますが、その席におい
て、１，０００円の年会費を１，２００円に変更し、ご利用者様には
ご理解をいただいている旨、ご説明させていただいたところです。
対価料金を含め、ご利用者様の負担になる部分に、その後変更はあ
りません。また、近々に変更する予定もございません。
登録運転手、登録車両等の変更につきましては、適時、届出がなさ
れていると心得ております。
移送実績等につきましては、先程、事務局より説明があったとおり
でございます。
更新期間の間の事故等は勿論、開業当初から、物損等の軽微なもの
も含め、事故発生の事実はございません。
遠方では、木更津、館山方面への利用者の方が若干数いらっしゃい
ますが、多くは、隣町の鋸南病院、山田内科への利用がほとんどでご
ざいます。
平均的な往復の距離数としては約２０キロ、ご利用者様のご負担す
る金額としては、２，５００円前後の料金をいただいております。そ
の料金につきましては、待機料金を利用される方と、そうでない方で
多少の変化はございます。
また利用者様へのサービス向上の一環としまして、平成２７年８月
より、有償運送専用に新車を配備しまして、その形状が、乗降のとき
の負担が減ったという評価を得ております。
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運転手につきましては、訪問介護員を中心に配置しております。
当法人でも介護業界全体における人手不足については、深刻な状況
です。計画作成上の工夫、創生をもっていたしましても、更に利用者
様にご協力をお願いするケースがあるなど、申し訳ないと思っている
部分もあります。
高齢化も避けては通れぬ状況の中、その任にあたる、運転手、職員
につきましては、介護、運転マナーともに豊富でございまして、地域
の優良運転者表彰への推薦者も複数おり、勿論介護の部分では、利用
者様にご満足いただけていると考えております。
また、３月からは、障がいのある方にもご利用いただいており、今
後も豊富な介護知識、介護経験を活かし、ご利用者様にご満足いただ
けるサービスを提供してまいりたいと考えております。
以上、福祉有償運送の更新登録について、ご説明させていただきま
した。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
仮議長

ありがとうございました。

（小泉課長）

ただいまの説明につきまして、ご質疑等がございまし たら、お願い
いたします。
八木橋委員、お願いします。

八木橋委員

利用するのが隣町の方が増えているということですが、名簿の中に
富津市以外の住所の方が何名かいらっしゃるが、運送の区域が本市だ
けなので、施設に来たりする人や、施設に入っている方が対象になっ
ていますか。

冨永説明員

そうです。富津市以外の方につきましては、私共の施設にご入居中
の方です。家族環境やライフスタイルなど、ご本人のご意思で、住民
票を置いたまま、施設に入所されている方です。

八木橋委員

わかりました。ありがとうございます。

仮議長

よろしいでしょうか。

（小泉課長）
八木橋委員

はい。

宇部委員

乗務員の方は二種免許でしょうか。
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八木橋委員

二種免許ではなくても、要件を満たしていれば一種免許でも大丈夫
です。

宇部委員

乗務員証はどうなりますか。

八木橋委員

そこまではやっていないですが、私は、４月に埼玉から千葉に来た
のですが、埼玉の話をすると、適正診断等を受けようという団体もい
らっしゃいました。基本的に受けなければいけないわけでもない。事
故とかの場合には受けてくださいという義務になっています。

宇部委員

義務ですか。

八木橋委員

特 別 講習 や 特別 な 適正 診 断な ど は受 け なけ れ ばい け ない と いう 義
務になっていました。

宇部委員

タクシーの場合は受けないといけない。

八木橋委員

そこは少し違うかもしれないです。

宇部委員

認可ですか、許可ですか。

八木橋委員

登録制です。

宇部委員

料金の設定はどのようにするのですか。

八木橋委員

協議会で審議しますが、タクシー料金の２分の１を大まかな目安と
して、実費分というのが前提になります。

宇部委員

私達の方は料金を直してくれと言われるので。

八木橋委員

料金は前回と変わりないとの説明でしたので、料金を設定したとき
に協議した結果になっていると思います。

宇部委員

更新の登録は何年でするものですか。

八木橋委員

基本的には、２年か３年。事故や処分を受けていなければ３年にな
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ります。例えば事故があれば２年で更新です。協議が調わなければ更
新できませんが、基本的には２年か３年です。
宇部委員

わかりました。ありがとうございました。

仮議長

他にございますか。

（小泉課長）

他に 無 い よう で ご ざ いま す の で、 質 問 を 打ち 切 ら せて い た だ きま
す。
金谷温凊会、冨永様、ありがとうございました。
採決の結果につきましては、後日、事務局から通知をさせていただ
きます。それでは、田崎委員、冨永様、ご退席をお願いいたします。
＜＜２名退席＞＞

仮議長

それでは、議題２の「社会福祉法人金谷温凊会 による福祉有償運送

（小泉課長） の有効期間の更新登録について 」の採決をいたします。
本件につきまして、賛成する方の挙手をお願いいたします。
＜＜挙手＞＞
仮議長

全員であります。よって、本件につきましては、この運営協議会に

（小泉課長） おいて協議が調ったことといたします。
それでは、田崎委員につきましては、席にお戻りいただきますので、
少々お待ちください。
＜＜着席＞＞
仮議長

以上で本日の議題は終了いたしました。ここで暫時休憩と させてい

（小泉課長） ただきます。
＜＜休憩＞＞
仮議長

休憩を解きます。

（小泉課長）

これから、次第４に戻らせていただきまして、会長、副会長の互選
について、進行をさせていただきます。
それでは、会長、副会長の互選につきまして は、本協議会設置条例
第６条第１項の規定によりまして、委員の皆様の互選により定めるこ
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ととなっております。
なお、今までの慣例といたしましては、指名推選の方法で行ってお
りま す 。今 回 も指 名 推選 の 方法 を とら せ てい た だき た いと 思 いま す
が、いかがでしょうか。
仮議長

ご異議がないようですので、指名推選の方法といたします。それで

（小泉課長） は、どなたか会長の推薦をお願いいたします。
岩田委員

はい、岩田でございます。昨年まで会長を務められた、小柴委員を
推選します。経験もありますし、この会議も年間にあまり回数もない
ですから、引き続き、小柴委員にお願いしたいと思います。 以上。

仮議長

ありがとうございます。只今、小柴委員が会長に推薦されました。

（小泉課長） ほかに推選はございますか。
各委員

異議なし。

仮議長

ほかに推選も無いようですので 、只今、推選のありました小柴委員

（小泉課長） を会長に決定することでよろしいでしょうか 。
各委員

異議なし。

仮議長

ご異議ないものと認めます。小柴委員、お引き受けいただけますで

（小泉課長） しょうか。
小柴委員

はい。承知しました。

仮議長

ありがとうございます。会長には小柴委員が 決定されました。宜し

（小泉課長） くお願いします。
それでは、引き続き、どなたか副会長の推選をお願いいたします。
田崎委員

移動支援につきましては、住民の方のニーズが非常に高いと思われ
ますので、市民代表の川名委員を推薦したいと思いますが、いかがで
しょうか。

仮議長

ありがとうございます。只今、川名委員が副会長に推薦されました。

（小泉課長） ほかに推選はございますか。
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各委員

異議なし。

仮議長

ほかに推選も無いようですので、只今、推選のありました川名委員

（小泉課長） を副会長に決定することとしてよろしいでしょうか。
各委員

異議なし。

仮議長

ご異議ないものと認めます。川名委員、お引き受けいただけますで

（小泉課長） しょうか。
川名委員

はい。わかりました。よろしくお願いします 。

仮議長

よろしくお願いいたします。

（小泉課長）

最後になりますが、小柴会長は、議長席へお願いいたします。
＜＜

小柴会長

移動

＞＞

小柴でございます。
それでは、議長を務めさせていただきます。
ここで、会議の議事録署名人を、私のほうから指名させていただき
たいと思います。川名委員と岩田委員にお願いしたいと思いますがい
かがでしょうか。よろしいですか。それでは、よろしくお願いしたい
と思います。
それでは議題は終了していますので、事務局に進行をお返しいたし
ます。よろしくお願いします。

岩田委員

すみません。私はこの会議が２回目なのですが、昨年も申し上げま
したが、利用者の立場としますと、皆様方、自家用車とかでいらっし
ゃるのではないかと思いますが、私も若い頃は、バイクに乗りました
が、今はどこに行くにしても、誰かに頼ま なければいけない。今日も
千倉議員に乗せてきてもらったという状態です。いつもお世話になっ
ていますので、その点非常に、この会がもっと大きくなって、会員の
方々が増えていただくことを願っております。大変、この会はありが
たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。会員の立場
として、申し上げました。お医者さんに行きますと、すぐ、あっちへ
行け、どこどこに行けと、簡単にお医者さんは 言いますけれども、行
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く方は足がないわけです。そういった時にお願いすると、都合してい
ただけるという便利さもありますので、もっと、増えていただければ
有難いなという感想を持ちます。ともかく一番お金がかかるのが足代
なので。高齢ですから介護や医療は１割なので、その時に現金を出す
のは少ないですけれども、結局は足代がかかるわけです。そういう時
にこの会が増えていただければ、時間が稼げます。お金も大事ですけ
れども、時間も大事なので、この会が増えて、存続していくことを願
います。以上です。
小柴会長

ありがとうございました。それでは事務 局の方で何かありますか。

事務局

委員の皆様におかれましては、慎重審議をいただきまして、誠にあ

（吉田係長） りがとうございました。
本日 は 、 １つ の 事 業 者の 更 新 登録 に つ い てご 審 議 いた だ き ま した
が、今後、本運営協議会での審議事項といたしまして 、福祉有償運送
事業に係る運送区域、また運送に係る対価を変更することなどについ
て、事業者から協議会の開催依頼があった場合には、協議会を開催す
ることとなりますので、その際はよろしくお願い申し上げます。
それでは、以上をもちまして、「平成２９年度第１回富津市福祉有
償運送運営協議会」 を閉会いたします。ありがとうございました。
[閉会]

上記会議の記録が、実際の会議の内容と相違ないことを証するために、ここに
署名する。

平成２９年５月２３日

富津市福祉有償運送運営協議会

署名委員

川名

健一

署名委員

岩田

佑夫
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