
令和元年度 

第１回浦幌町福祉有償運送運営協議会顛末 

 

と き：令和元年 ７月 １８日（木） 

    午後３時００分～午後３時４５分 

ところ：浦幌町保健福祉センター会議室 

 

出席者(委 員)：会長 上村健二、副会長 廣富直樹、阿部礼子、山田道夫、加藤史郎、

笹治忍、米澤淑恵、山岸嘉平、佐藤勇人 

   (庶 務)：佐藤参事、佐藤高齢者福祉係長、菅野主事補 

欠席者(委 員)：坂本康夫 

  (ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)：掛田知希(北海道十勝総合振興局保健環境部社会福祉課主幹) 

 

１ 開  会 

庶務(佐藤) ～ 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。 

本運営協議会庶務を勤めさせていただきます、佐藤でございます。よろ

しくお願い申し上げます。 

        ただいまから、浦幌町福祉有償運送運営協議会を開催いたします。 

 

２ 委嘱状の交付 

  庶務(佐藤) ～ 開催に先立ちまして、本運営協議会から委員を委嘱されます方に対

しまして、水澤町長より委嘱状の交付を行いますので、自席でお待ち願

います。 

         委員の委嘱期間は、本協議会設置要綱第４条第１項の規定に基づきま

して、令和２年７月31日までとなってございますので、よろしくお願い

申し上げます。 

         それでは、浦幌町福祉有償運送運営協議会委員の委嘱をさせていただ

きます。 

 

           ≪水澤町長より各委員へ委嘱状交付≫ 

 

  庶務(佐藤) ～ 本運営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。資料が不足していましたら、お申し付

けください。 

また、本日の議案書につきましては、本来であれば、委員の皆様へ事

前にご提示しなければならないところ、本日のご提示となりましたこと、

お詫びいたします。申し訳ありませんでした。 

         本日の会議の出席状況ですが、坂本委員はご都合がつかず、欠席のご

絡がありました。委員数10名中、出席者９名の出席となりますので、本

協議会設置要綱第５条第２項の規定に基づき、本会議が成立することを

報告いたします。 

         また、本運営協議会のオブザーバーとして出席をご依頼申し上げてお

りました、北海道十勝総合振興局保健環境部社会福祉課主幹「掛田知希」

様につきましては、お忙しい中、御出席を賜りまして、誠にありがとう



ございます。 

 では、ただいまから、令和元年度第１回浦幌町福祉有償運送運営協議

会を開催いたします。 

 それでは、お手元の議案書に基づきまして、進めてまいります。 

 

３ 会長あいさつ 

  上村会長 ～ 本日は、お忙しい中ご参加賜りまして誠にありがとうございます。 

ただいま、町長より新しく委員に委嘱されました２名の方々につきま

しては、よろしくお願いしたいと思います。 

 今日の議題でございますが、平成30年度の福祉有償運送の運営状況に

ついて資料に基づいてご報告させていただきますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げて、簡単ですが、開会のあいさつとさせて

いただきます。 

 

４ 町長あいさつ 

水澤町長 ～ 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、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。 

只今、当協議会委員としまして委嘱させていただきました佐藤様、米

澤様におかれましては、来年７月末までの任期となっておりますが、こ

れから、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。 

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30年度から３年間の「第７期」浦幌町老人福祉計画・

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、本年４月１日現在での高齢化率は「４１．１％」と増加して

おり、また、要介護認定者の人数についても、毎年増加していることか

ら、移動制約者の輸送確保のため、福祉有償運送に係るサービスについ

ては、今後さらに重要性が高まっていくものと考えられます。 

町としましても、町民の福祉向上に向け、コミュニティバス等さまざ

まな施策を実施しておりますが、移動制約者の方々に、より一層安心、

安全な輸送サービスを受けていただくためには、福祉有償運送の運行が

不可欠であると考えているところです。 

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に

つきまして、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、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、開会のあいさつとさせて頂きます。 

 庶務(佐藤) ～ 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≫ 

 

５ 議  題 

  庶務(佐藤) ～ それでは、お手元の議案書の「５ 議題」に入ります。 

        本運営協議会の会議に係る議長につきましては、会長が行っているとこ

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。 

 

  上村会長 ～ それでは、次の議事に入る前に、初めての委員さんもおられますので、

事務局より福祉有償運送と運営協議会の概要を説明していただきます。 

≪事務局から別添資料により、福祉有償運送と運営協議会に関して説明≫ 

 

  上村会長 ～ ただいまの庶務の説明に対して、何かご質問等ありませんか。 

≪質疑応答なし≫ 

 

上村会長 ～ では、議事に入ります。議題（１）の「平成30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。庶務から説明願います。 

 

庶務(佐藤) ～ それでは、議題「(１)平成 30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浦幌町社

会福祉協議会の二つありまして、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ページから５ページまでは運送の対象とな

る「旅客の名簿」となります。個人情報のため、名前・住所等は伏せさ

せていただいておりますが、右の欄にありますとおり、福祉有償運送の

「運送を必要とする理由」としまして、イの「身体障害者」、ロの「要

介護認定者」、ハの「要支援認定者」、ニの「その他」のいずれかに該当

する方となっており、旅客の基準を満たしております。旅客の人数はそ

れぞれのページから、現在は計 46名となっております。 

次に６ページは「運転者名簿」となっております。こちらも氏名等は

個人情報のため伏せさせていただいておりますが、右の欄にありますと

おり、免許の取得状況及び講習の受講状況等、資格要件を満たした運転

者となっており、６名の運転者が所属しております。 

続きまして、７ページの「様式 5-2」をご覧ください。平成 30年度

の４月から３月までの年間実績となります。上の表ですが、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

の走行距離は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：２台」「セダン型車両２台」「計：４

台」です。 

下の表では、「延べ移送人数：27人」「実車距離数：2,593km」「収益

状況：25万 9,300円、うち迎車回送料金は「0円」、「登録利用会員数」



は昨年の実績としましては、48人となっています。 

８ページは、移送サービス月別集計表、９ページは迎車回送料金の収

受状況として、内訳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

び苦情等はありません。 

利用会員の追加登録など、変更につきましても、随時、運送主体から

届け出がなされ、事務局で要件を満たしているか確認しておりますので、

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

をおわります。 

    

上村会長 ～ ただいま、事務局から「ＮＰＯ法人オーディナリーサーヴァンツ」

の「平成30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？ 

≪質疑応答なし、承認≫ 

 

  上村会長 ～ 次に、「イ 社会福祉法人浦幌町社会福祉協議会」の「平成30年度福祉  

有償運送運営状況」を庶務から説明を求めます。 

 

  庶務(佐藤) ～ それでは、議題「(１)平成 30年度福祉有償運送運営状況について」

「イ 社会福祉法人浦幌町社会福祉協議会」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ページは運送の対象となる「旅客の名簿」

となります。個人情報のため、名前・住所等は伏せさせていただいてお

りますが、右の欄には福祉有償運送の「運送を必要とする理由」が記載

されています。同じく旅客はすべてイの「身体障害者」、ロの「要介護

認定者」、ハの「要支援認定者」、ニの「その他」のいずれかに該当する

方となっており、基準を満たしております。旅客の人数は現在 39名と

なっております。 

次に３ページが「運転者名簿」となります。こちらも氏名等は個人情

報のため伏せさせていただいておりますが、右の欄にありますとおり、

免許の取得状況及び講習の受講状況等、資格要件を満たした運転者とな

っており、４名の運転者が所属しております。 

４ページからは実績報告としまして、「様式 5-2」は、平成 30年度の４

月から３月までの年間実績となります。 

上の表の「利用料金」では、運送料金は、透析通院のための輸送と一

般輸送がありまして、透析通院につきましては、要介護者が輸送一回に

つき「1,700円」、要支援者が輸送一回につき「5.500 円～6,500円」とな

っています。 



また、一般移送は、市街地区においては定額「250 円」、市街地区以外

では走行１キロメートル当たり「65円」、迎車回送料金は、車両発車地点

から１キロメートル当たり「30円」となっています。 

         法人所有車両台数等は、「福祉車両」が３台、「セダン型車両」は１台

の計４台、「運転者人数」は４名です。 

下の表につきまして、「延べ移送人数」は 444 人、「実車距離数」は

11,432km、「収益状況」は 82 万 4,730 円となりまして、うち「迎車回送

料金」は 7,080円です。「登録利用会員数」は 39名となっています。 

５ページは月別の集計表、６ページは迎車回送料金の収受状況となっ

てございます。 

こちらの運送主体も、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につきましては、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、事故及び

苦情等はありません。 

利用会員の追加登録などの変更につきましても、随時、運送主体から

届け出がなされ、事務局で要件等を確認しており、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「社会福祉法人浦幌町社会福祉協議会」の運営状況の説明を終

わります。 

 

上村会長 ～ 事務局から「社会福祉法人浦幌町社会福祉協議会」の「平成30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？ 

≪質疑応答なし、承認≫ 

 

 (２) その他 

上村会長 ～ それでは、議題（２）の「その他」を議題といたします。委員の皆様

から何かございますか？ 

≪質疑応答なし、承認≫ 

上村会長 ～ 本日の議題がすべて承認されました。 

 

６ その他 

上村会長 ～ それでは、「６ その他」です。ここで、運輸支局の笹治様から、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。 

  委  員 ～ 先程のお話にもありましたが、少子高齢化ということでなかなか輸送

の確保もままならない状況が続いているように認識しております。 

私どものほうでも、運転者の確保や労働者の確保が喫緊の課題となっ

ております。そういった中で、公共の福祉の確保に努められていること

に対して敬意を表したいと思っております。 

運送の部分ということになりますので、サービスといったものもそう

ですが、やはり安心安全ということが最重要課題ということになります

ので、今年度の更新が予定されているということでありますが、また協



議会等で承認された場合につきましては、引き続き安心安全な輸送に努

めていただきたいと思いますし、今回の報告書にもあります通り、事故

や苦情等がないということにつきましても、とてもよかったなと安心し

ております。これからも安心安全に努めていただければと考えておりま

す。 

 

上村会長 ～ ありがとうございました。次に、本運営協議会のオブザーバーとして

ご出席いただきました「掛田主幹」から、本運営協議会について、ご意

見賜りたいと思っております、よろしくお願いいたします。 

  掛田主幹 ～ 過疎高齢化が進んでいる中、皆さんの足を守るという意味で福祉有償

運送の意味合いがとても大きく高くなっていると思っております。その

中で、市町村によっては人口の減少であったり、採算面などでやはり難

しくなってきているといった声も聞くことがありますが、そういった中

で、我々行政として何が出来るかといったことも考えていかなければな

らないと思い本日は出席させていただきました。 

         第二回も日程が折り合えば出席させていただきたいと思っています。 

 

  上村会長 ～ 次に庶務から何かございますか？ 

 

庶務(佐藤) ～ 今年度におきまして、協議会の開催時期をご説明させてもらいます。 

      本年につきましては、今回第一回と、第二回を令和二年の一月中に開催

する予定となっております。 

議題につきましては、現在登録されている事業所のうち、オーディナ

リーサーヴァンツ様の方が登録機関の満了が二月の下旬ごろとなってお

りまして、事業所のほうに登録の更新の意向を確認しまして更新の場合

は手続き事務を務めることとなります。その場合、運輸支局への手続き

等のため1ヶ月程度時間が必要となりますことからその前の1月頃に運営

協議会を開催させていただきまして登録更新の内容について協議してい

くことになります。 

開催にあたりましては、あらかじめ委員の皆さんにご案内させていた 

だきますので、戸主ともご多忙のこととありますが、ご出席いただきま

すようよろしくお願いします。 

 

７ 閉  会 

上村会長 ～ それでは、以上で本協議会を終了いたします。次回の開催は２月上旬

の見込みということで皆様よろしくお願い申し上げます。 

本日はご審議賜り、ありがとうございました。大変ご苦労さまでした。 

≪午後３時45分、終了≫ 

 


