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第２７回湘南西部地区福祉有償運送運営協議会 会議要録 

 

日 時 平成２７年６月２６日（金） １０時００分 ～ １２時１５分 

場 所 平塚市役所 ７階 ７１０会議室 

出席者 委員２３名中、出席２１名（うち代理者３名） 

    各市町村職員 平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町 

    事業者 ３事業者 

 ・ 特定非営利活動法人 ハーモニーケア（秦野市） 
・ 特定非営利活動法人 サポートかけ橋（中井町） 

   ・ 神奈川高齢者生活協同組合（伊勢原市） 

傍聴者 ３名 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

・ 平塚市福祉部長 

３ 自家用有償旅客輸送の概要について 

 ・ 国土交通省関東運輸局神奈川運輸支局運輸企画専門官 

４ 委員紹介 

５ 会議成立の報告 

・ 湘南西部地区福祉有償運送運営協議会設置要綱の規定に基づいて報告 

要綱第８条第１項 → 委員の過半数により成立する 

要綱第８条第４項 → 代理出席を認める 

   要綱上委員総数２３名、過半数は２３名 

当日の出席委員２１名(代理出席の３名を含む)、会議は成立 

６ 会長・副会長選任 

 ・ 事務局から会長の選任方法について要綱上の規定及びこの協議会の申し

送り事項について説明し、平塚市の住民代表である山本委員の就任を提

案。委員から異議なしの声があり、拍手で承認。 

 ・ 引き続き、要綱上の規定により、会長から副会長について秦野市の住民 

代表である小泉委員を指名。 

 ・ 会長あいさつ 

７ 議事 
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（事務局） 

それでは、議事に移ります。湘南西部地区福祉有償運送運営協議会設置要綱第

６条第３項に会長は、会務を総理し、協議会を招集し、会議の議長となる。と

規定されています。 

これからの進行は、この規定に従い会長にお願いいたします。 

（議長） 

本日の議事につきましては、湘南西部地区福祉有償運送運営協議会設置要綱、

第８条第２項の規定により、議事録を公開いたします。 

まず議題の１、道路運送法第７９条の６による更新申請についてです。本日の

更新登録申請事業者は２件、秦野市の「特定非営利活動法人 ハーモニーケア」

と、中井町の「特定非営利活動法人 サポートかけ橋」です。 
まず、１件目の「特定非営利活動法人 ハーモニーケア」について協議いたし

ます。それでは資料の説明をお願いします。 

 

【特定非営利活動法人 ハーモニーケア 入室】 

【秦野市から概要説明】 

 

（議長） 

ただいまの特定非営利活動法人 ハーモニーケアの申請内容について説明があ

りました。これより、ご質問を受けたいと思います。ご質問のある方は挙手を

お願いします。 

（委員） 

旅客名簿について、属性にマルが付いていますが、身体障害者と介護認定者が

重なっていることもあると思いますが、いかがでしょうか。 

（ハーモニーケア） 

介護保険の事業者からの紹介も多く、その場合は介護認定者にマルを付けてい

ます。その後に身体障害があることを確認することもありますが、先に確認し

た属性でマルを付けています。 

（委員） 

両者が重なっているケースはあると思いますが。 

（ハーモニーケア） 

名簿上では「運送を必要とする理由」の属性を１つだけ表示すると考えており、

重なっていても反映されていません。属性すべてにマルを付ければ一目瞭然で

分かりやすくなると思います。そういう表記でも構いませんか。 

（関東運輸局神奈川運輸支局運輸企画専門官） 

その表記で構いません。 

（ハーモニーケア） 

今後はそのように記載して、より分かりやすくしたいと思います。 
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（議長） 

これから、採決に向けた話し合いをいたします。ハーモニーケアの方はいった

んご退席ください。 

 

【特定非営利活動法人 ハーモニーケア 退室】 

 

（議長） 

それでは、特定非営利活動法人 ハーモニーケアから提出された道路運送法第

７９条の６による更新申請について、委員の皆様からのご発言を求めます。い

かがでしょうか。 

（委員） 

ハーモニーケアは、介護保険事業所と同じ事務所で事業実施しています。身体

障害のある人への支援も行っている事業所ですので、よろしくお願いします。 

（議長） 

それでは、特定非営利活動法人 ハーモニーケアから提出された道路運送法第

７９条の６による更新申請について、お諮りいたします。本案件につきまして

は承認するということで、よろしいでしょうか。（異議なしの声） 

それでは、特定非営利活動法人 ハーモニーケアから提出された道路運送法第

７９条の６による更新申請については承認とすることといたします。では、ハ

ーモニーケアを入室させてください。 

 

【特定非営利活動法人 ハーモニーケア 入室】 

 

（議長） 

協議の結果、特定非営利活動法人 ハーモニーケアから提出された道路運送法

第７９条の６による更新申請については承認いたします。今後の手続きは、秦

野市及び事務局の指示に従ってください。本日は、お疲れ様でした。 

 

【特定非営利活動法人 ハーモニーケア 退席】 

【特定非営利活動法人 サポートかけ橋 入室】 

 

（議長）  

引き続き道路運送法第７９条の６による更新申請について、特定非営利活動法

人 サポートかけ橋によるものです。では、二宮町から説明をお願いします。 

 

【二宮町から概要説明】 

 

（議長） 

ただいま、特定非営利活動法人 サポートかけ橋の申請内容について説明があ
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りました。これより、ご質問を受けたいと思います。ご質問のある方は挙手を

お願いします。 

（委員） 

運行管理者責任者や整備管理者、苦情処理責任者などの氏名が記入されていま

せん。お名前を入れていただくのが良いと思います。 

（関東運輸局神奈川運輸支局運輸企画専門官） 

申請時には名前が入ると思います。運営協議会の事務局において確認をしてい

ただければ良い項目となります。氏名を入れても問題がなければ、入っていた

方が分かりやすいと思います。 

（委員） 

確認していれば良いということであれば、協議会で内容をチェックする意味が

なくなってしまうと思いますが。 

（関東運輸局神奈川運輸支局運輸企画専門官） 

運営協議会において確認する事項ではありますが、確認の方法までは明示され

ていないため、何らかの方法で確認を取ることができれば良い項目と考えられ

ます。 

（委員） 

協議会へ提出する資料としては氏名が入っていた方が良いと考えますが。 

（委員） 

以前にも、協議会へ提出する資料の統一を取ることが確認されていると思いま

す。この資料については、氏名が入っていた方が良いと思います。 

（関東運輸局神奈川運輸支局運輸企画専門官） 

運営協議会において氏名を入れた資料により確認することとなっているのであ

れば、今後はそのようにしていただくことが適当と考えます。 

違う点ですが、旅客の名簿について、要支援認定を受けている人が「旅客の範

囲」に含まれているにも関わらず、名簿上に見当たらないのですが、なぜでし

ょうか。 

（サポートかけ橋） 

書類を作成している時点では要支援の人がいましたが、提出時点ではいなくな

りました。訂正します。 

（委員） 

添付されている保険証券のうち、期限が切れているものが２件ありました。こ

れはすでに更新されているということで良いですか。 

（サポートかけ橋） 

はい。 

（議長） 

それでは、これから、採決に向けた話し合いをいたします。特定非営利活動法

人 サポートかけ橋の方はいったんご退席ください。 
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【特定非営利活動法人 サポートかけ橋 退室】 

 

（議長） 

それでは、特定非営利活動法人 サポートかけ橋から提出された道路運送法第

７９条の６による更新申請について、委員の皆様からのご発言を求めます。い

かがでしょうか。 

（委員） 

資料２の料金表について、通常のタクシー料金との比較が記載されていないの

で、概ね半額になっているかどうか確認することが難しくなってしまいます。

運営協議会へ提出する資料には、比較を記載するのが良いと思います。事務局

の方で徹底をお願いします。 

（議長） 

それでは、特定非営利活動法人 サポートかけ橋から提出された道路運送法第

７９条の６による更新申請について、お諮りいたします。本案件につきまして

は承認するということで、よろしいでしょうか。（異議なしの声） 

それでは、特定非営利活動法人 サポートかけ橋から提出された道路運送法第

７９条の６による更新申請については、当初案どおり承認とすることといたし

ます。では、特定非営利活動法人 サポートかけ橋の入室をお願いします。 

 
【特定非営利活動法人 サポートかけ橋 入室】 

 

（議長） 

協議の結果、特定非営利活動法人 サポートかけ橋から提出された道路運送法

第７９条の６による更新申請については、運行管理者等の氏名を入れて申請す

ること、料金表に比較を記入していただくことで承認します。 

本日はお疲れさまでした。今後の手続きは、二宮町及び事務局の指示に従って

ください。 

 
【特定非営利活動法人 サポートかけ橋 退室】 

【神奈川高齢者生活協同組合 入室】 

 

（議長） 

それでは、続いて議事の（２）「道路運送法第７９条の７による変更登録申請に

ついて」です。本日の変更登録申請事業者は、１件、伊勢原市の「神奈川高齢

者生活協同組合」です。 

では、伊勢原市から説明をお願いします。 

 

【伊勢原市から概要説明】 
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（議長） 

ただいま、神奈川高齢者生活協同組合の申請内容について説明がありました。

これより、ご質問を受けたいと思います。挙手をお願いします。 

（委員） 

運送の対価以外の対価を変更するということですが、利用者からの了解は得て

いますか。また、変更の理由を教えてください。 

（神奈川高齢者生活協同組合） 

利用者からの個々の了解は得られていませんが、金額改定についての説明はし

てあり、概ねの了解は得られていると考えています。 

金額改定の理由ですが、送迎については活動範囲が広いことから、ガソリン代

の高騰や遠方への送迎に関する職員の負担感を勘案したものです。待機料につ

いても、待機時のエアコン利用や職員の負担感を勘案したものです。 

（委員） 

待機料については、あまり例がありません。待機中にエアコンをかけるのは、

ＮＰＯの活動としてはどうでしょうか。また、説明されている方が運行管理責

任者ではないようですが、なぜでしょうか。 

（神奈川高齢者生活協同組合） 

車両を炎天下に停めることもあり、室内温度を考えるとエアコンをかけなけれ

ばならないと考えます。運行管理責任者については、同席している者になりま

す。 

（神奈川高齢者生活協同組合・運行管理責任者） 

多くの場合、サービス利用後に待機することはないのですが、数名の方が待機

を希望された場合の措置になります。件数は多くないと考えています。 

（議長） 

それでは、これから、採決に向けた話し合いをいたします。神奈川高齢者生活

協同組合の方はいったんご退席ください。 

 

【神奈川高齢者生活協同組合 退室】 

 

（議長） 

それでは、神奈川高齢者生活協同組合から提出された道路運送法第７９条の７

による変更登録申請について、委員の皆様からのご発言を求めます。いかがで

しょうか。運行管理責任者以外の人が説明することの是非も含めてお伺いしま

す。 

（委員） 

事情を良く知る人が説明するのは問題ないと思いますが、今回の申請は対価の

変更ですから、変更の理由や利用者への説明状況などについては運行管理責任

者からの説明が適当ではなかったと考えます。 

また、待機料金の改定について、エアコンの利用を理由としている点について
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は、涼しい場所へ駐車して窓を開けていれば良いように思います。 

（委員） 

料金の改定については、その理由を書面で明らかにして利用者へ説明すること

が良いと思います。それを協議会からの意見として添えてはどうでしょうか。 

待機料金については、金額としては容認されると思いますが、福祉的な理由で

利用する人にとっては、少しの改定でも影響があります。その辺りを良く考慮

する必要はあると思います。 

（議長） 

それでは、神奈川高齢者生活協同組合から提出された道路運送法第７９条の７

による変更登録申請については、ご意見の内容を指示した上で承認するという

ことで、よろしいでしょうか。（異議なしの声） 

それでは、神奈川高齢者生活協同組合から提出された道路運送法第７９条の７

による変更登録申請については承認とすることといたします。では、神奈川高

齢者生活協同組合の入室をお願いします。 

 
【神奈川高齢者生活協同組合 入室】 

 

（議長） 

協議の結果、神奈川高齢者生活協同組合から提出された道路運送法第７９条の

７による変更登録申請については、料金の改定に関する事項ですので、運行管

理責任者による説明が望ましいと考えます。また、利用者に対し、書面をもっ

て周知することが望ましいと考えます。以上を踏まえて申請を認めます。 

本日はお疲れさまでした。今後の手続きは、伊勢原市及び事務局の指示に従っ

てください。 

 
【神奈川高齢者生活協同組合 退室】 

 

（議長） 

委員の皆さま、お疲れさまでした。それでは、報告事項に移ります。続きまし

て、議事の３、｢道路運送法第７９条の１０による事故の報告について報告して

いただきます。 

秦野市から説明をお願いします。 

 

【秦野市から概要説明】 

 

（議長） 

ありがとうございました。 

それでは、議事の３についてご意見、ご質問があれば伺います。いかがでしょ

うか。 
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（委員） 

【特に意見なし】 

 

（議長） 

ありがとうございました。 

それでは、続いて議事の４「道路運送法第７９条の１１による業務の廃止につ

いて」に移ります。 

では、平塚市の方からお願いします。 

 

【平塚市から概要説明】 

 

（議長） 

ありがとうございました。 

それでは、ただいまの報告についてご意見、ご質問があれば伺います。いかが

でしょうか。 

（委員） 

【特に意見なし】 

（議長） 

それでは、議題の５「平成２６年度福祉有償運送実績報告について」に移りま

す。では、平塚市から説明をお願いします。 

 

（平塚市から報告） 

・特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブかめさん 

・特定非営利活動法人 ひまわり福祉サービス 

・神奈川高齢者生活共同組合 

・特定非営利活動法人 よろずやたきの会 

・特定非営利活動法人 あいえる 

 

（秦野市から報告） 

・特定非営利活動法人 ハーモニーケア 

・社会福祉法人 かながわ共同会 

・特定非営利活動法人 オンリーワン 

・特定非営利活動法人 野の花ネットワーク 

 

（伊勢原市から報告） 

・特定非営利活動法人 福祉サービスひまわり 

・特定非営利活動法人外出支援サービス ワーカーズ・コレクティブ ハミング 

・神奈川高齢者生活協同組合 

・社会福祉法人 松友会 
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（二宮町から報告） 

・特定非営利活動法人 たすけあいワーカーズ大空 

・特定非営利活動法人 サポートかけ橋 

 

（議長） 

それでは、議事の５についてご意見、ご質問があれば伺います。 

（委員） 

各市町で有償運送を実施しているすべての事業所について、年度報告書が提出

されているかどうかを一覧で確認できるような書類があると良いと思います。 

（議長） 

事務局の方で作成して一覧表を作成するということでお願いします。 

（委員） 

平塚市の高齢者生協の田村について、運送収入を利用者で割り戻しますと、他

と比べて高額になっているように思います。記載の誤りでなければ良いのです

が。 

（平塚市） 

詳細を確認します。 

（委員） 

高齢者生協については、所管７か所をすべて同じ書式で提出しています。特に

平塚と伊勢原が混同しやすいので、分かるようにしてください。 

（議長） 

事務局の方で対応をお願いします。 

（委員） 

サポートかけ橋について、運送実績報告書の数値と更新申請書の数値が異なる

ようですが、なぜでしょうか。 

（二宮町） 

詳細を確認します。 

（議長） 

では、ご質問の件は確認していただくことでお願いします。 

最後に事務局から事務連絡があります。 

（事務局） 

今後の手続きについて、確認を兼ねてご説明いたします。 

まず、申請者に対しましては、協議が調った旨をお知らせする協議書を交付し

ます。事業所はこれを添付して陸運局に申請書を提出し、順調ならば１か月程

度で登録済証が交付されますので、その写しが、当協議会に提出されます。 

委員の皆さまには、本日の会議録を添え、協議結果等について確認する送付し

た書類をお送りします。 

なお、会長からもお話があったとおり、当協議会設置要綱第８条第２項の規定

により、この会議録は公開することになっております。 
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また、次回の協議会開催予定につきましては、関係機関とも調整のうえ、改め

てご連絡申し上げます。 

以上でございます。 

（議長） 

委員の皆さまには長時間審議していただき、ありがとうございました。 

（事務局） 

ありがとうございました。それでは閉会にあたりまして小泉副会長よりあいさ

つをお願いしたいと思います。 

（副会長） 

長時間ご審議いただき、ありがとうございました。 

申請があれば、また随時協議会を開きますので、その際にはご協力をお願い申

し上げます。本日はありがとうございました。 

 

 

以 上  


