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平成２９年度第１回 袖ケ浦市福祉有償運送運営協議会 会議 

 

１ 開催日時  平成３０年３月９日 午後２時開会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所７階会議室 

 

３ 出席委員 

 

 

 （欠席委員）  

委 員 神田 敏子 委 員 石井 啓 

委 員 石原 行夫  

 

 

４ 出席職員 

福祉部長 宮嶋 亮二 主任主事 大島 健史 

高齢者支援課長 川口 秀 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 議 題 

   (1) 袖ケ浦市の移動制約者数及び輸送サービスの現状について 

   (2) 福祉有償運送有効期間の更新の登録に係る協議について 

 

 

 

 

 

 

会 長 山口 誉典 委 員 若林 和秀 

委 員 
星野 照美 

代理（鈴木利和） 
委 員 

中村 光秀 

代理（八木橋武士） 

委 員 
鶴岡 清一 

代理（郷原政芳） 

委 員 小島 悟 

委 員 伊藤 恵一 
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７ 議 事 

 

川口課長 皆様、こんにちは。 

本日は、公私共にご多用のところ、ご出席いただきまして誠にあ

りがとうございます。 

定刻となりましたので、ただ今から、平成２９年度第１回袖ケ浦

市福祉有償運送運営協議会を開催いたします。 

開会にあたりまして、福祉部長の宮嶋よりご挨拶を申し上げます。 

宮嶋部長 挨拶（略） 

川口課長 続きまして、事務局の職員を紹介させていただきます。 

ただ今、ご挨拶申し上げました福祉部長の宮嶋でございます。高

齢者支援課高齢者福祉班の大島でございます。最後に、本日の進行

役を務めさせていただきます高齢者支援課長の川口と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

また、任期満了及び人事異動によりまして、昨年４月１日付けで

委員の改選がございましたので、ここで委員の皆様のご紹介をさせ

ていただきます。 

学識経験者といたしまして、中核地域生活支援センター君津ふく

しネットセンター長 山口誉典委員でございます。 

運送の利用者のご家族代表といたしまして、神田敏子委員でござ

いますが、所要により欠席とのご連絡をいただいております。 

公共交通機関の代表及び運転者の代表といたしまして、房総タク

シー株式会社代表取締役 星野照美委員でございますが、本日は代

理といたしまして鈴木利和様が出席されております。有限会社石原

タクシー専務取締役 石原行夫委員でございますが、所要により欠

席とのご連絡をいただいております。姉ヶ崎タクシー株式会社営業

部長 鶴岡清一委員でございますが、本日は代理といたしまして郷

原政芳様が出席されております。 

続きまして、社会福祉法人等の代表又はその指名する職員といた

しまして、有限会社憩 グループホーム憩施設長 若林和秀委員で

ございます。同じく社会福祉法人嬉泉 袖ケ浦ひかりの学園園長 

石井啓委員でございますが、本日、所用により欠席との連絡をいた

だいております。 

国土交通省関東運輸局千葉運輸支局職員といたしまして、首席運

輸企画専門官であられます中村光秀委員でございますが、本日は代

理といたしまして運輸企画専門官であられます八木橋武士様が出席
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されております。 

市長又はその指名する職員といたしまして、企画課長の小島悟委

員でございます。同じく障害者支援課長の伊藤恵一委員でございま

す。 

以上、１０名の委員から本運営協議会は構成されております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、資料の確認をさせていただきます。先般、お配りい

たしました資料をお持ちいただいているかと思います。一緒にお配

りしております配布資料の一覧のとおりでございます。ご確認いた

だきたいと思います。それから、本日配布させていただきました資

料といたしまして、氏名の入りました旅客の利用者の名簿を配らさ

せていただいております。配布漏れ等があれば申し出ていただきた

いと思います。 

 

（配布資料の確認） 

 

それでは、議事に入ります前に、本日の出席状況を報告させてい

ただきます。委員１０名のうち、出席委員７名、欠席が３名でござ

います。過半数の出席がございますので、福祉有償運送運営協議会

設置要綱第６条第２項の規定によりまして、本会は成立しましたこ

とを報告いたします。 

また、設置要綱第５条の規定によりまして、本協議会に会長を置

く規定となっております。同条第２項で会長は、委員の互選により

定めることと規定されておりますので、この場で会長を選出したい

と思います。 

いかがいたしましょうか。 

伊藤委員 今回、委員が代わっているということなんですけど、前期はどな

たが会長だったんでしょうか。 

事務局 前期の協議会の会長は、学識経験者の西山委員様に会長としてお

引き受けをいただいております。 

伊藤委員 学識経験者の山口委員に、会長をお願いできればと思うのですが、

いかがでしょうか。 

委員 （異議なし） 

川口課長 ありがとうございます。 

それでは、山口委員に会長をお引き受けいただきたいと思います

が、再度確認させていただきます。よろしいでしょうか。 
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山口委員 （同意） 

川口課長 それでは、皆様に配布させていただきました次第によりまして、

議事を進めてまいりたいと思いますが、設置要綱第６条第１項の規

定により、会長が本会の議長を務めることとなっております。これ

より先につきましては、山口会長に進行をお願いいたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 

山口会長 議長を仰せつかりましたので、しばらくの間、議事を進行させて

いただきます。委員の皆様のご協力をお願い申し上げます。 

それでは、議事に入りたいと思います。 

はじめに、議題１「袖ケ浦市における福祉有償運送の現状につい

て」事務局からの説明を求めます。 

事務局 【議題１に関する説明】 

山口会長 説明が終わりましたが、何かご質問等がありましたら、ご発言を

お願いします。 

 

特にございませんでしょうか。 

それでは、次の議題に移りたいと思います。 

議題２「福祉有償運送有効期間の更新の登録に係る協議について」

でございます。 

この議題に関しまして、前回の協議会において承認されました特

定非営利活動法人ぽぴあの登録有効期間が平成３０年３月１４日ま

でとなっており、更新申請の必要がありますので協議を行います。 

本運営協議会にて合意を必要とする事項といたしまして、 

①引き続き、福祉有償運送が必要であること。 

②旅客から収受する対価 

となりますので、その事項について協議を行います。 

それでは議題２について、申請者に説明を求めます。 

申請者 【法人活動内容等について説明】 

山口会長 説明が終わりましたので、確認させていただきます。旅客の範囲

として参考様式第ロ号では、「その他の障害を有する者」が対象とな

っております。本運営協議会において、運送の対象とすることの妥

当性等の確認を行うことが必要とされております。 

この確認について、事務局に説明を求めます。 

事務局 旅客の範囲の確認方法としまして、事務局で確認させていただき
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ました。 

その他の障害を有する者につきましては、申請者より障害者手帳

の写しを提出してもらい判定した結果、全員、障害者手帳を保有し

ていることを、ご報告させていただきます。 

山口会長 何かご質問等がありましたら、ご発言をお願いします。 

中村委員 

代理（八木橋氏） 

許可を受けてから、事故や運転者が免許停止になったことなどは

ありましたか。 

申請者 そういうことはございません。 

中村委員 

代理（八木橋氏） 

運転者の方は運転者講習などを受けてられていらっしゃいます

か。 

申請者 うけています。 

中村委員 

代理（八木橋氏） 

講習には、運転者講習やセダン講習などがありますが、どちらも

受けていますか。 

事務局 事務局からの補足となりますが、本日お配りしている資料の中の

「福祉有償運転手資格内訳」に受講した講習を記載しております。 

中村委員 

代理（八木橋氏） 

運転手の中に高齢者の方はいらっしゃいますか。 

申請者 １名おります。 

中村委員 

代理（八木橋氏） 

高齢者の方は事故が多いということもありますので、独自に高齢

者向けに教育や注意事項は行っていますか。 

申請者 皆で運転者研修などを受けています。 

中村委員 

代理（八木橋氏） 

プラスアルファで高齢者に対して行っていますか。 

申請者 高齢者に対してはというのは、特にまだ行っていません。 

中村委員 

代理（八木橋氏） 

今後の話だが、今車が４台あるが今後増やす予定などはあります

か。 

申請者 今のところ予定はありません。 

中村委員 

代理（八木橋氏） 

その理由は、運転する人が居ないとか、今の件数でちょうどいい

ということですか。 

申請者 そういうことです。 

中村委員 

代理（八木橋氏） 

最後ですが、利用者名簿の中に袖ケ浦市外にお住いの人が居て、

運送の定義が袖ケ浦市内の発地、着地になってますが、市内来られ

たり施設に入っている人ということですか。 
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申請者 姉ヶ崎の施設がグループホームなんですが、そういう人たちは就

労している方が多くて自分で公共機関とかを使える方たちなので、

例えば病院に行くにしても病院で待ち合わせなどとなっているの

で、市原市を出発というのはほぼないと思います。 

中村委員 

代理（八木橋氏） 

利用者名簿の中の市原市などの人は施設に入っていて、就労とい

うことは通っているということですか。 

申請者 そうです。 

中村委員 

代理（八木橋氏） 

その時は、家族が付き添ってこられたりするんですか。 

申請者 いえ、自分で一人で通ってます。 

中村委員 

代理（八木橋氏） 

福祉有償運送のサービスが提供できる対象者は、障がいをもって

いる方というのがありつつ、公共交通機関を単独で利用することが

困難な方を対象にしておりまして、今のお話をお伺いする感じでは、

その方が一人で公共交通機関を使えるなら対象から外れてしまうか

なと思います。そのあたりは確認してもらって。制度的にはそうい

ったところがありますので、条件としては制度外になるので、タク

シーやバスを使ってもらうように気を付けていただいて。対象で無

ければ、断るしかないのですが、断るだけでなくどこか紹介しても

らえればいいかなと思います。すこし、そこだけ注意していただけ

れば。 

山口会長 国土交通省からの質問は以上でよろしいですか。 

中村委員 

代理（八木橋氏） 

はい。 

山口会長 他にご意見等はございますか。 

それでは、採決に移りたいと思います。 

申請者の方は退席をお願いします。 

申請者 （退席） 

山口会長 議題２「福祉有償運送有効期間の更新の登録に係る協議について」

につきまして、承認いただける委員の挙手を求めます。 

委員 （全員賛成） 

山口会長 全員賛成です。 

これにより、議題２「福祉有償運送有効期間の更新の登録に係る

協議について」は承認されました。 

本日の議題は、すべて終了いたしました。 
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これにて、議長の任を解かせていただきます。 

皆様、ご協力ありがとうございました。 

 （議事終了） 

川口課長 山口会長、どうもありがとうございました。委員の皆様、慎重、

審議どうもありがとうございました。 

本日、お配りしました会議資料の一部につきまして、回収をさせ

ていただきたいと思います。申請書、運転手資格内訳を回収させて

いただきたいと思いますので、机の上に置いたままでお願いいたし

ます。 

それでは、以上を持ちまして、平成２９年度第１回袖ケ浦市福祉

有償運送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。 

 


