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平成３０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９月６日 午後２時開会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所旧館３階大会議室 

 

３ 出席委員 

 

 

４ 出席職員 

福祉部長 根本 博之 副課長 重田 克己 

高齢者支援課長 川口 秀 主任主事 平野 祥子 

 

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) 袖ケ浦市福祉有償運送運営協議会 会長及び副会長の選出について 

   (2) 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 

   (3) 福祉有償運送の登録に係る協議について 

 

７ 議 事 

 

川口課長 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３０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。 

最初に、会議の公開についてですが、本日の会議は、袖ケ浦市附
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属機関等の会議の公開に関する要綱に基づき公開になります。 

傍聴人はございません。 

会議録につきましては、発言者の氏名を記載し、要点筆記により

作成し、委員の皆様にご確認いただいた後、ホームページ及び市政

情報室で公開してまいりますのでご了承ください。 

また、正確な会議録を作成するため、録音をさせていただきます

ので、併せてご了承ください。 

続きまして、資料の差替えと確認をさせていただきます。 

配布資料の１ 本会議の「次第」につきまして、議題を１件追加

いたしましたので、机上に配布してあります「次第」と差替えをお

願いいたします。 

その他の資料につきましては、先般お送りいたしました資料をお

持ちいただいていると思います。 

配布資料一覧表に記載してあります資料で、不足などございませ

んでしょうか。 

（資料確認） 

また、その他、本日の配布資料といたしまして、委員名簿、配布

資料一覧表の「３ 申請書類」の上から１１番目の「運送しようと

する旅客の名簿」について、事前配布資料では個人情報保護のため

指名等を削除させていただいておりましたので、住所、氏名を記載

しました名簿、並びに申請者であります「医療法人社団小羊会」の

パンフレットを本日配布させていただいております。 

それでは、開会にあたりまして、福祉部長の根本よりご挨拶を申

し上げます。 

根本部長 挨拶（略） 

川口課長 福祉部長の根本でございますが、公務により、ここで退席させて

いただきます。 

議事に入ります前に、４月に任期満了により委員の改選がござい

ました。改選後初めての開催となりますので、委員の皆様のご紹介

をさせていただきます。 

お手元の名簿をご覧ください。 

順番にご紹介させていただきます。 

学識経験者として、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、水野恵理子委員でご

ざいます。 
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公共交通機関の代表及び運転者の代表として、 

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。 

本日は代理として、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 代表取締役 石原行夫委員でございます。 

本日は代理として、石原邦夫様が出席されております。 

姉ヶ崎タクシー株式会社 営業部長郷原政芳委員でございます。 

なお、郷原委員におかれましては、前任の砂原委員の退職により

８月２０日付で辞令を交付し、残任期間を任期としてお願いしてお

ります。 

社会福法人等の代表又はその指名する職員として、 

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。 

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。 

国土交通省関東運輸局千葉運輸支局職員として、 

首席運輸企画専門官であられます、飯塚孝廣委員でございます。 

なお、本日は代理として、八木橋武士様が出席されております。 

市長又はその指名する職員として、 

企画課長の小島悟委員でございます。 

そして、障がい者支援課長の時松君子委員でございます。 

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、事務局の職員を紹介させていただきます。 

高齢者支援課 高齢者福祉長の重田でございます。 

同じく高齢者福祉班の平野でございます。 

最後に、わたくし本日の進行を務めます高齢者支援課長の川口で

ございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、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、全員出席でございます。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。 

それでは、次第により、議事を進めてまいりますが、本協議会設

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。 

現在、会長が決まっておりませんので、議題(1)「袖ケ浦市福祉有

償運送運営協議会 会長及び副会長の選出について」により会長が
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決まるまで、仮の議長としてこのまま私が進行させていただいてよ

ろしいでしょうか。 

委 員 （委員同意） 

議 長 

（川口課長） 

それでは、改めまして、議題(1)「袖ケ浦市福祉有償運送運営協議

会 会長及び副会長の選出について」事務局より説明を求めます。 

事務局 本協議会設置要綱第５条の規定により本協議会に会長及び副会長

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

より定めると規定されておりますので、委員の皆さまから会長の選

出をお願いいたします。 

議 長 

（川口課長） 

事務局からの説明が終わりました。ご意見はございますでしょう

か。 

時松委員 改選前の前期はどなたが会長となっていたのでしょうか。 

事務局 改選前の協議会では、学識経験者として選出されております、中

核地域生活支援センター 君津ふくしネット センター長の山口委

員に会長をお願いしておりました。 

時松委員 それでは、引き続き、学識経験者の山口委員に、会長をお願いす

るのはいかがでしょうか。 

議 長 

（川口課長） 

時松委員から、引き続き山口委員に会長をお願いするのはいかが

でしょうか。との意見がありました。 

委員の皆さまいかがでしょうか。 

委 員 （異議なし） 

議 長 

（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。 

山口委員 （同意） 

議 長 

（川口課長） 

ありがとうございます。山口委員には、任期であります平成３２

年３月３１日まで会長をお願いいたします。 

それでは、会長が決まりましたので、この後の議事進行は山口会

長にお願いいたします。 

山口会長、お手数ですが、議長席へお移りいただき、一言ご挨拶

をいただきましてから、議事進行をお願いいたします。 

議 長 

（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)「袖ケ浦市福祉有償運送運営協議会 会長及び
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副会長の選出について」のうち、副会長の選出について事務局から

の説明を求めます。 

事務局 本協議会設置要綱第５条第４項の規定により、副会長は、会長の

指名した者をもって充てるとなっておりますので、会長の指名をお

願いいたします。 

議 長 

（山口会長） 

会長が指名するものとのことですので、企画課長であります 小

島委員に副会長をお願いします。 

小島副会長 一言お願いいたします。 

小島副会長 ご指名をいただきました。副会長として、会の円滑な運営のため

山口会長をサポートしていきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

議 長 

（山口会長） 

それでは、次の議題に移りたいと思います。 

議題２「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」でございます。 

事務局の説明を求めます。 

事務局 【資料１】に沿って説明 

議 長 

（山口会長） 

事務局からの説明が終わりました。 

何かご質問等がありましたら、ご発言をお願いします。 

委 員 （特になし） 

議 長 

（山口会長） 

それでは、特になければ、次の議題に移りたいと思います。 

議題３「福祉有償運送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、新たに医療法人社団小羊会から申請があ

りました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３について、最初に申請者に説明を求めます。 

申請者 【法人活動及び申請の経緯等について説明】 

議 長 

（山口会長） 

続いて事務局に説明を求めます。 

事務局 様式第４号「運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿」に記載さ

れている内容につきまして、両名の運転免許証の写しを提出しても

らい、両名とも２種免許を取得していることを確認しました。 

また、下段の「乗務者の就任承諾書兼就任予定乗務者名簿」の記
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載内容につきまして、３名の方の介護福祉士登録証の写しを提出し

ていただき、介護福祉士の資格を取得済みであることを確認してお

ります。 

次に参考様式第ロ号「身体状況等、態様ごとの会員数」ですが、

今回の会員は全ての方が要介護認定者となります。申請者より各会

員の介護保険証の写しを提出してもらい、事務局で要介護認定を受

けていることを確認させていただきました。 

議 長 

（山口会長） 

申請者及び事務局からの説明が終わりました。 

何かご質問等がありましたら、ご発言をお願いします。 

飯塚委員 

代理（八木橋氏） 

会員の方が全員要介護認定者とのことですが、皆様、単独で公共

交通機関を利用しての移動が困難な方といいことでよろしいでしょ

うか。 

申請者 車両の乗り降りなどに介助が必要です。たとえば、片目が失明し

ている方や、車いすや歩行器などを使用している方です。 

飯塚委員 

代理（八木橋氏） 

運転手２名の方の年齢は。 

申請者 １名が昭和２５年生まれ（６７歳）、もう１名が昭和５２年生まれ

（４１歳）です。 

飯塚委員 

代理（八木橋氏） 

１名の方が高齢ですが、高齢者の事故が多くなっているので、運

転に対する教育などを含めて、注意をお願いします。 

運行管理の責任者の方は、安全運転管理者を取得済みですか。 

事務局 申請書に、安全運転管理者証の写しを添付していただいておりま

す。 

飯塚委員 

代理（八木橋氏） 

車両番号３９７の車両ですが、車いす・ストレッチャーを乗せら

れる兼用車でしょうか。 

申請者 車いす２台若しくはストレッチャー１台が乗せられる車両です。 

飯塚委員 

代理（八木橋氏） 

任意保険ですが、有償運送を行っている際に何かあった場合に保

障されることは確認してありますでしょうか。 

申請者 既にデイサービスの送迎で使用している車両であり、保証につい

ては問題ありません。 

飯塚委員 

代理（八木橋氏） 

料金ですが、迎車回送料金が２㎞以降が実車扱いとなっているが

具体的な料金はどのようになっていますか。 

申請者 距離制運賃を引用します。たとえば、３㎞であれば２㎞までは無

料ですので、３㎞から２㎞引いた１㎞で、距離制運賃の２㎞までの

３６０円という計算になります。 
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飯塚委員 

代理（八木橋氏） 

行先はどのあたりを予定しますか。 

申請者 市内及び近隣市の病院やスーパーなどを予定しています。 

議 長 

（山口会長） 

国土交通省からの質問は以上でよろしいでしょうか。 

飯塚委員 

代理（八木橋氏） 

以上です。 

議 長 

（山口会長） 

その他、ご質問等ございますでしょうか。 

無いようでしたら、採決に移りたいと思います。 

申請者の方は退室をお願いします。 

申請者 （退室） 

議 長 

（山口会長） 

議題３「福祉有償運送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 （賛成多数） 

議 長 

（山口会長） 

賛成多数です。 

これにより、議題３「福祉有償運送の登録に係る協議について」

は承認されました。 

以上を持ちまして、本日の議題は、すべて終了いたしました。 

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。 

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。 

事務局からの議事は以上でございますが、委員の皆さまから何か

ございましでしょうか。 

委 員 （特になし） 

川口課長 それでは、以上を持ちまして、平成３０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。 

なお、本日、お配りしました会議資料のうち、申請書類及び運転

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。 

ありがとうございました。 

 


