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平成28年度 

第１回浦幌町福祉有償運送運営協議会顛末 
 

と き：平成２９年 １月２３日（月） 

    午後２時０２分～午後２時３２分 

ところ：浦幌町保健福祉センター会議室 

１ 開  会 

庶  務 ～ 本日は、お忙しい中ご出席頂きまして誠にありがとうございます。 

         本協議会の開催に先立ちまして、お手元の議案書、資料の配布状況を

確認させていただきます。資料１、２、３とその他資料３種をお配りさ

せていただきました。資料が不足していましたら、お申し付けください。 

 

２ 委嘱状の交付 

  庶  務 ～ お手元の議案書「２ 委嘱状の交付」を行います。 

         このたびのご委嘱は当協議会設置要綱第３条第４号の規定に基づき、

「地域住民代表」として浦幌町市街地区区長会「会長」でした白木委員

が退任したことによりまして、新たに当区長会会長になりました「吉原 

敬司」様に、委嘱状の交付を行いますので、自席でお待ち願います。 

≪水澤町長より各委員へ委嘱状交付≫ 

  庶  務 ～ それでは、本日の会議の出席状況ですが、千葉委員は都合がつかず、

欠席の連絡がありました。 

         本日の会議は、委員数11名中、出席者10名の出席がありますので、本

協議会設置要綱第５条第２項の規定に基づき、過半数の出席がありまし

たので、本会議が成立することを報告いたします。 

         また、本協議会のオブザーバーとして出席を依頼しておりました、北

海道十勝総合振興局保健環境部社会福祉課「徳田主幹」につきましては、

本日、都合がつかず欠席との報告をいただいていますこと、ここにご報

告申し上げます。 

  庶  務 ～ それでは、主宰者 浦幌町長 水澤 一廣 よりご挨拶を申し上げま

す。 

 

３ 町長あいさつ 

  水澤町長 ～ 本日は、天候の荒れている中お越しいただきありがとうございます。 

さて、只今、当協議会委員としまして、「吉原」様に委嘱をさせていた

だきましたが、本町の福祉有償運送に関わる住民の代表というお立場で、

当協議会の運営、協議に、特段のご協力を賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。委員の皆様には、日ごろより、「浦幌町福祉有償運送運

営協議会」の運営に対しまして、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上

げます。 

また、本町の高齢者等が、要介護、又は障がい等により、単独では公

共交通機関を利用する事が困難な方の生活に必要な旅客輸送の安全と、
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利便性の確保について、ご指導、ご助言をいただいていますことに、重

ねて衷心よりお礼申し上げます。さて、今日の社会情勢は、過疎化の進

行や少子高齢化の進展により、地域の構造が大きく変化するなかで、高

齢者など移動制約者の福祉輸送サービスに対するニーズも多様化してい

ます。 

浦幌町では、平成 27 年度から 29 年度における老人福祉計画・介護

保険事業計画を策定し、高齢者福祉対策を推進しているところであり

ますが、この計画での高齢化率の推計では、27 年度末で 37％、29 年度

末には約 39％となる見込みであり、また、要介護認定者の人数につい

ても、毎年増加するとしていることから、移動制約者の輸送確保のため

に、今後、さらに福祉有償運送に関るサービスについて重要性が高まっ

ていくものと考えられているところです。 

町としましても、町民皆様の生活交通の利便性を向上させるため、今

月４日からコミュニティーバスを運行したところでありますが、移動制

約者の方が、より一層、安心、安全な輸送サービスを受けられるように

するためには、福祉有償運送の運行が必要不可欠であると判断している

ところであります。 

本日は、浦幌町を運行区域としている事業者からの運営状況の報告と、

更新登録の申請による協議を議題としまして、委員の皆様の忌憚のない

ご意見等を賜りたいと存じますので、何卒、ご審議の程よろしくお願い

申し上げまして、はなはだ簡単楚辞ではございますが、主宰者としての

挨拶とさせて頂きます。 

 

４ 会長あいさつ 

  上村会長 ～ 昨日から雪が降り、足元の悪い中お越しいただきありがとうございま

す。本日は平成28年度福祉有償運送の運営について皆様の意見をいただ

き進めていきますので、どうぞよろしくお願いします。 

  庶  務 ～ では、ここで、水澤町長につきましては、この後、次の公務がありま

すので、退席をさせていただきます。 

《町長退席》 

  庶  務 ～ それでは、お手元の議案「５ 議題」に入ります。 

         本協議会の会議に係る議長につきましては、会長がおこなっていると

ころでありますので、「上村会長」が議長となり、進めてまいりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 

５ 議  題 

（１）平成27年度福祉有償運送運営状況について 

   （移送サービス実施状況、事故・苦情対応状況） 

  上村会長 ～ それでは、早速、議題に入ります。議題（１）の「平成27年度福祉有

償運送運営状況について」を議題といたします。 

         まず、「ア 特定非営利活動法人オーディナリーサーヴァンツ」の運営

状況を庶務から説明を求めます。 
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ア 特定非営利活動法人 オーディナリーサーヴァンツ（資料１） 

  庶  務 ～ それでは、議題「(１)平成 27年度福祉有償運送運営状況について」ご

説明いたします。 

         現在、町内において登録している「自家用有償旅客運送者」は、特定

非営利活動法人オーディナリーサーヴァンツ及び社会福祉法人豊頃町社

会福祉協議会の二つであり、先に「ア ＮＰＯ法人オーディナリーサー

ヴァンツ」からご説明いたします。 

        「資料１」をご覧願います。 

        一枚めくっていただき２ページ「様式 5-2」は、平成 27年度の４月か

ら３月までの年間実績となります。上の表になりますが、運送料金は走

行１キロメートル当たり「100円」、迎車回送料金は、車両発車地点から

利用会員宅まで距離３キロメートルまで無料、４キロメートル以上の走

行距離１キロメートル当たり「30円」となっています。 

        法人所有車両台数は、「福祉車両：３台」「セダン型車両２台」「計：５

台」、「運転者人数：７名」です。 

下の表になりますが「延べ移送人数：101人」「実車距離数：6,086km」

「収益状況：58万 4,590円、うち迎車回送料金は「1万 290円」「登録利

用会員数が 50人」となっています。 

３ページは、移送サービス月別集計表、４ページは迎車回送料金の収

受状況となってございます。 

運送主体は、業務計画等により、移送サービスを提供してきておりま

すが、当該年度の運行状況は、前年度に引き続き、安全運行管理体制の

もと、無事故及び苦情等もなく実施されてきています。 

また、本年度におきましても、４月から現在までのところ、無事故及

び苦情等ありません。 

利用会員名簿及び運転者名簿については、報告内容を事務局で事前に

確認していますので、議案への添付を省略させて頂いております。 

なお、利用会員の追加登録などの変更につきましては、随時、運送主

体から届け出がなされ、事務局で利用対象者としての要件を満たしてい

るか確認し、当法人は、総体的に「浦幌町福祉有償運送運営事務取扱要

領」に定める基準等を遵守していると判断しています。 

以上で「ＮＰＯ法人オーディナリーサーヴァンツ」の運営状況の説明を

終わります。 

  上村会長 ～ 只今、事務局より「ＮＰＯ法人オーディナリーサーヴァンツ」の「平

成27年度福祉有償運送運営状況について」の説明がありました。各委員

から、ご意見、ご質問等はありませんか。 

   各委員  ～ 質疑応答なし 

  上村会長 ～ それでは、特定非営利活動法人オーディナリーサーヴァンツの平成27

年度福祉有償運送運営状況については、本協議会で承認するとしてよろ

しいですか。 

≪全委員により承認≫ 

  上村会長 ～ では、特定非営利活動法人オーディナリーサーヴァンツの平成27年度
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福祉有償運送運営状況については承認されました。 

次に、「イ 社会福祉法人豊頃町社会福祉協議会」の「平成27年度福祉

有償運送運営状況」を庶務から説明を求めます。 

  イ 社会福祉法人豊頃町社会福祉協議会（資料２） 

  庶  務 ～ それでは、議題「(１)平成 27 年度福祉有償運送運営状況について」

「イ 社会福祉法人豊頃町社会福祉協議会」の運営状況をご説明いたし

ます。 

        「資料２」をご覧願います。 

         一枚めくっていただき２ページ上段「１ 総括表」につきましては、

年齢階層別人数、移動制約事由別人数となっており、記載のとおりでご

ざいます。 

         下段「２ 一覧表」ですが、３ページに渡り会員の名簿であり、個人

情報等保護の関係から、一部、特定情報を目隠ししていますが、「登録利

用会員数：22名」うち、本町の利用会員につきましては、当該年度は２

名であり、利用対象者としての要件を事務局で確認し実施しているとこ

ろであります。 

         次に４ページ、「様式 5-2」は、平成 27 年度の４月から３月までの年

間実績となります。上の表になりますが、利用料金は、透析通院（訪問

介護併用）で帯広市まで往復「1,500円」、その他通院で帯広市まで往復

「3,000円」としています。 

         法人所有車両台数は、「福祉車両：２台」、「運転者人数：２名」です。 

下の表になりますが年間の「延べ移送人員：167人」「実車距離数：１万

6,430km」「収益状況：32万 1,000円、となっています。 

５ページは、移送サービス月別集計表となってございます。 

運送主体は、業務計画等により、移送サービスを提供してきております

が、当該年度の運行状況は、前年度に引き続き、安全運行管理体制のも

と、無事故及び苦情等もなく実施されてきています。 

また、本年度におきましても、４月から現在までのところ、無事故及

び苦情等ありません。 

運転者名簿については、報告内容を事務局で事前に確認していますの

で、議案への添付を省略させて頂いております。 

なお、利用会員の追加登録などの変更につきましては、随時、運送主

体から届け出がなされ、事務局で利用対象者としての要件を満たしてい

るか確認し、当法人は、総体的に「浦幌町福祉有償運送運営事務取扱要

領」に定める基準等を遵守していると判断しています。 

以上で「社会福祉法人豊頃町社会福祉協議会」の運営状況の説明を終

わります。 

  上村会長 ～ それでは、事務局より「社会福祉法人豊頃町社会福祉協議会」の「平

成27年度福祉有償運送運営状況について」の説明がありました。各委員

から、ご意見、ご質問等はありませんか？ 

   各委員  ～ 質疑応答なし 

  上村会長 ～ それでは、社会福祉法人豊頃町社会福祉協議会の平成27年度福祉有償
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運送運営状況については、本協議会で承認するとしてよろしいですか。 

≪全委員により承認≫ 

  上村会長 ～ では、社会福祉法人豊頃町社会福祉協議会の平成27年度福祉有償運送

運営状況については承認されました。 

 

 (２) 自家用有償旅客運送の更新登録の申請について 

  上村会長 ～ 次に、「議題(２) 自家用有償旅客運送の更新登録の申請について」を

議題とします。庶務から説明を求めます。 

  庶  務 ～ それでは、議題「(２)自家用有償旅客運送の更新登録について」をご

説明いたします。 

         現在、浦幌町を運送区域として、福祉有償運送を行なっている法人は、

先ほどの議題(１)でご承認いただきましたとおり、「特定非営利活動法人

オーディナリーサーヴァンツ」及び「社会福祉法人豊頃町社会福祉協議

会」の二つでありますが、「豊頃町社会福祉協議会」より、本年度末の平

成 29年３月 31日の自家用有償旅客運送の登録有効期間満了日をもって、

本町を運送区域から除外するとの申し出がありましたことから、更新登

録につきましては「ア 特定非営利活動法人オーディナリーサーヴァン

ツ」の一法人となりますので、これからご説明いたします。 

         お手元「資料３」をご覧願います。 

         ＮＰＯ法人オーディナリーサーヴァンツにつきましては、参考として

資料最後の 11ページに添付していますとおり、自家用有償旅客運送者と

しての登録有効期限が、来月の平成 29年２月 26日でありますことから、

引き続き福祉有償運送を実施するとして、更新申請を行なうとしており

ます。 

         更新申請を行う際には、当協議会の合意を要しますので協議をお願い

するとこです。 

         １ページへ戻っていただき、登録申請団体要件確認表にて進めて参り

ます。 

         「１ 運送主体」です。運送主体は、２ページ、住所「浦幌町字寿町

８番地１、名称「特定非営利活動法人オーディナリーサーヴァンツ」、

代表者「代表理事 梅木 博」様です。当申請者は、１ページのとおり

「１ 運送主体」①及び②の要件に該当しており、適・不適について

は、「適」となります。 

         次に１ページ「２ 運送対象」は、５ページから６ページに個人情報

保護の関係から目隠しとしていますが、利用者数 47名について、対象

となる旅客基準を満たし、運送区域を浦幌町としていることから、適・

不適については「適」、 

         次に１ページ「３ 使用車両」は、使用自動車の内訳につきまして

は、３ページが３事業所に配置する台数、７ページは「自動車登録簿」

となっておりまして、「福祉車両３台」「セダン型車両２台」「合計５

台」であり、使用権原、車両の表示とも要件を満たしており、適・不適

については「適」、 
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         次に１ページ「４ 運転者」は、８ページ、氏名等を目隠ししていま

すが、７名とも資格要件等を満たしている者としていますので、適・不

適については「適」、 

         次に１ページ「５ 損害賠償措置」は、任意保険等の加入状況の要件

を満たしておりますので、適・不適については「適」、 

         次に「６ 運送の対価」は、９ページの利用料金一覧のとおり、現在

の運送の対価と同額としており、迎車料金を含めても、浦幌町における

一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃のおおむね２分の１を目安に定

めていることから、適・不適については「適」となります。 

         また、当法人は、グループホーム等施設入所者の通院やデイサービス

の移送のために、一回の運行で複数の会員の運送が必要であることか

ら、複数乗車の利用料金を設定しています。 

         次に１ページ「７ 管理運営体制」は、10ページのとおり、運行管

理、指揮命令、運転者に対する監督や指導、事故発生時、並びに苦情処

理にかかる体制、その他安全確保、などの体制が整備されていると判断

しています。ただし、１ページに戻っていただき、②については、当法

人は、各事業所に配備された車両にて運行するとしており、運転者が自

家用自動車を提供し運行することとしていないことから、非該当となり

ますが、適・不適については「適」 

         最後に「８ 法令遵守」は、道路運送法の規定に基づき欠格事由に該

当する者でないことから、適・不適については「適」となります。 

         いずれにしましても、本町においては、本年１月４日から運行を開始

したコミュニティーバスやタクシー等の公共交通機関では、要介護者や

障がいの方などの移動制約者に対する十分な輸送サービスの確保が困難

であり、それらを補完するための手段として福祉有償運送の運行が必要

であり、当法人においては、「浦幌町福祉有償運送運営事務取扱要領」

に定める各種要件に適合し、登録要件を満たしておりますので、よろし

くご協議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

  上村会長 ～ ただ今、事務局から「ＮＰＯ法人オーディナリーサーヴァンツ」の更

新登録申請の説明がありました。 

各委員から、質疑等をお願いします。 

   各委員  ～ 質疑応答なし 

  上村会長 ～ それでは、特定非営利活動法人オーディナリーサーヴァンツが実施す

る福祉有償運送については、本協議会で合意するとしてよろしいですか。 

≪全委員により決定≫ 

では、特定非営利活動法人オーディナリーサーヴァンツが実施する福

祉有償運送について、本協議会は本件に合意したと認めます。 

         関係法令等を遵守し、安全に十分注意して実施して頂きたいと思いま

す。 

 

 (３) その他 

  上村会長 ～ それでは、事務局から提出のあった議題は以上となりますが、「議題
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(３)その他」としまして、委員の皆様から議題がありましたら、お願い

いたします。 

   各委員  ～ なし 

  上村会長 ～ それでは、議題はすべて終わりとさせていただきます。 

 

６ その他 

  上村会長 ～ 次に、「６ その他」とします。 

        ここで、頼本委員から、今回の協議会について、何かございましたら、

よろしくお願いいたします。 

  頼本委員 ～ 福祉有償運送での事故及び苦情等がないことはすばらしいと思いま

す。事故については普段の運転に対する教育によるものだと思います。

今後も、ＮＰＯや社協による移動制約者の足の確保、拡充をよろしくお

願いします。 

上村会長 ～ では、本運営協議会に係る今後の協議について、庶務から説明があり

ます。 

  庶  務 ～ １点、今後の本協議会の協議について、ご説明させていただきます。

先ほどの議題(２)の中で、社会福祉法人豊頃町社会福祉協議会が浦幌町

を運送区域から除外するとの申し出があった事を報告させていただき

ましたが、現在利用している会員登録者につきましては、在宅で町外の

医療機関において人工透析治療を行っている方でありまして、４月１日

から利用することができなくなります 

また、町内には、在宅で移動制約者が増え続けている状況から、４月

から新たに、本町を運送区域として福祉有償運送を行なうと申し出のあ

った法人があります。 

本来であれば、本日の本協議会で協議をしていただくところですが、

現在のところ、新規の登録に向けた検討をしているとのことから、本日

の本協議会での議題として間に合わすことが出来ず、委員の皆様には、

大変ご多忙のところ恐縮ですが、来月の２月２７日、月曜日の午後２時

から本会場において、第２回となります本協議会を開催させていただき

ます。 

いずれにしましても、開催にあたりまして、後日、皆様にご案内をさ

せていただきますので、その節は、公私共にご多忙のこととは存じます

が、出席いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

上村会長 ～ ただ今、庶務からのお願いでありましたが、移動制約者に対する福祉

有償運送の必要性から判断しますと、豊頃町社会福祉協議会が浦幌町か

ら撤退することとしたことにより、移動制約者へのサービスが低下する

ことが懸念されるところでしたが、新たに４月から実施するとした法人

があるのであれば、委員の皆様におかれましては、庶務から後日、案内

があるとのことなので、公私共にお忙しいとは存じますが、今からスケ

ジュールを調整していただき、ご出席いただきますよう、お願い申し上

げます。 

       それでは、委員の皆様から何かございますか？ 
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   各委員  ～ なし 

 

７ 閉  会 

  上村会長 ～ 本日の議題がすべて承認されました。 

ご出席ありがとうございました。来月の２月27日につきましてもよろし

くお願いします。簡単ではありますがこれで閉会とさせていただきます。 


