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会議の概要 

会議の名称 令和元年度第１回札幌市福祉有償運送運営協議会 

開催日時 令和元年６月 12日 

場所 札幌市役所本庁舎地下１階２号会議室 

出席者 氏名 所属団体等 

協議会委員 入江 義智 東邦交通株式会社常務取締役 

大友 芳恵（会長） 北海道医療大学看護福祉学部教授 

小林 恒男 札幌市老人クラブ連合会常任理事・事務局長 

杉澤 武則 
（代理 二階堂 英） 

北海道運輸局札幌運輸支局首席運輸企画専門官 

（北海道運輸局札幌運輸支局運輸企画専門官） 

鈴木 久雄 全国自動車交通労働組合連合会北海道地方連合会書記長  

竹田 保 NPO 法人ホップ障害者地域生活支援センター代表理事 

竹村 真一（副会長） 札幌市保健福祉局障がい保健福祉部長 

塚田 律子 札幌市ボランティア連絡協議会理事 

長江 睦子 一般社団法人札幌市手をつなぐ育成会会長 

平島 誉久 明星自動車株式会社代表取締役社長 

事務局 松浦 恭明 札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課長 

山本 公崇 札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課事業管理係長 

西田 ひとみ 札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課事業管理係 

傍聴人の人数 ０人  

会議の議題 福祉有償運送に係る個別審査 

 料金改定 ２件、更新申請団体 ８件 

会議資料 (ア) 議事次第 

(イ) 個別申請団体概要 

(ウ) 各団体からの申請書類 

会議における議事の経過及び発言 

1.会長・副会長の選任 

○事務局（松浦課長） 

障がい福祉課長の松浦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

今年度、委員の皆さまにお集まりいただく初めての協議会でございますので、2 年間ひと

つよろしくお願いいたします。 

まず、運営協議会規則そして運営要領というペーパーが、お手元に届いているかと思いま

す。併せて委員の皆さまの名簿もお届けしておりますので、ご確認ください。 

ここで、本日ご出席されている委員の皆さまを座席順に、私のほうからご紹介させていた

だきたいと思います。 

―事務局より順に紹介― 

○事務局 

それでは、早速、議事に入りたいと思います。まず、次第に沿いまして議事の 1 点目「会

長・副会長の選任」でございます。 

札幌市福祉有償運送運営協議会規則第 2 条第 1 項の規定により会長及び副会長につきまして

は委員の互選によって選出されることとなっております。これにつきまして、皆さま、ご意



見ございますでしょうか？ 

○委員一同 

事務局一任いたします。 

○事務局 

事務局一任ということで、意見が出ましたので、それでは事務局案をご提示させていただ

きます。 

事務局案でございますけども、会長には、昨年に引き続き恐縮でございますが、大友先生

を、そして、副会長には竹村障がい保健福祉部長をご提案させていただきますが、いかがで

ございましょうか。 

（拍手） 

ありがとうございます。それでは、会長、副会長におかれましては、恐れ入りますが、席

のご移動をお願いいたします。 

（席の移動） 

ありがとうございます。それでは、大友会長から一言ごあいさついただきまして、その後

の進行につきましては、会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○大友会長 

はい、会長に選任されました大友でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

令和元年ということで、委員もちょうど今年度から改選になってということで、私も何年

かお手伝いさせていただいて、基本的には新規とか更新の申請のチェックというところをベ

ースにやっておりますが、この札幌市の福祉有償運送はいろいろとまだまだ考えないといけ

ないことがあるなと思っております。各委員の皆さまからいろいろお気づきの点、もっとこ

ういうふうにやるべきではないか、改善していくべきではないかといったところも含めて、

ぜひ、多様なご意見をいただいて、なにかしらに役立てることができる委員会にしたいなと

考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

２．福祉有償運送に係る個別審査 

○大友会長 

それでは、本日議事の 2点目に移りますが、「福祉有償運送に係る個別審査」に移りたいと

思います。事務局から配布資料の説明をお願いいたします。 

○事務局 

障がい福祉課事業係長の山本でございます。よろしくお願いします。 

では、お手元の資料、まず「議事次第」の A4 縦の資料です。それから「委員名簿」。そし

て「申請団体の概要」という A3横の資料です。 

そして追加資料でございますが、まず、麦の子会の旧料金表。そして老蘇会の旧料金と新

料金。新旧料金の 2 枚ものの資料です。そして、移送サービスクローバーの運行体制の表で

す。資料につきましては以上でございます。 

○大友会長 

ありがとうございました。 



それでは審査は、事務局から提出いただいております資料に沿って、各法人の概要を説明

し、その後、更新団体につきましては法人の方から 29 年度と 30 年度の実績報告をしていた

だく予定でございます。 

 

（1）社会福祉法人 麦の子会 

○社会福祉法人 麦の子会 

麦の子会です。よろしくお願いします。 

○事務局 

A3横の資料をご覧ください。まず、最初、麦の子会さんですが、今回の料金変更につきま

しては、居宅介護事業所の距離制運賃の変更でございます。 

これまで初乗り 1 キロごとに 40 円の加算でございましたが、今後は初乗り 1 キロごとに

100 円を加算するというものでございます。それでは、団体さんの方から料金変更の理由な

どについてご説明願います。 

○社会福祉法人 麦の子会 

はい。当初、料金を決めた時に利用人数は月 1 回程度だったんですけども、最近人数が増

え、週 2、3回の日数になってきて送迎するごとに収支がマイナスになってくる状況になって

きたので料金改定を希望しました。料金を決めるにあたって、タクシー料金よりも安くとい

う部分も配慮して決めさせていただきました。 

○大友会長 

ありがとうございました。それでは、ただ今説明がありました、社会福祉法人麦の子会さ

んの案件につきまして、ご質問またはご意見があればお願いいたします。 

料金改定という予定についてですが。この辺りが妥当かどうかというあたりが、ご専門の

委員の先生方たくさんいらっしゃいますので、いかがでしょうか？タクシー料金というのを

ベースにしているということ。 

○鈴木委員 

分からないので聞かせてください。 

○大友会長 

はい、ではお願いします。 

○鈴木委員 

最大 12 名乗車ということは、どういう車両なのでしょうか。マイクロバス使っているとは

思えないんですけれども。そして、これ 12 名乗るということは 1 人距離に関係なく 30 分以

内であれば 1 回 100 円という計算のようなんですけども、その辺ちょっと確認したいんです

が。 

○大友会長 

いかがですか？ 

○社会福祉法人 麦の子会 

日中一時支援事業のほうですか。 

 



○大友会長 

そうですね。 

○社会福祉法人 麦の子会 

すみません。今回、料金改定のほうが居宅介護事業のほうを希望してまして。 

○鈴木委員 

12 人乗るということは、なんていう車両を使っているかと。子どもだから 12 人乗れると

いうことでしょうか、そこを確認していただきたいのですが。 

○社会福祉法人 麦の子会 

確認してみます。 

○竹田委員 

子どもの場合は 12名は、全部 0.5 という計算ではないですか。 

○鈴木委員 

そういう計算ね。その辺、10人乗りのところの計算で運転手 1人と子どもであれば、人数

的にはいくかな。 

○竹田委員 

ということかなと思うんですけども。想像ですけど。 

○大友会長 

ごめんなさい、全体像を正しくとらえていないので教えていただきたいのですが。今ご説

明ありましたように、今回の料金の改定に関しては居宅介護事業所むぎのこに関してという

ことですね。 

○社会福祉法人 麦の子会 

はい、そうです。 

○大友会長 

麦の子会さんは、福祉有償運送を活用して他の事業所で福祉有償運送等を活用しておられ

ましたか？ 

○社会福祉法人 麦の子会 

あと、居宅介護事業所むぎのこのほかに日中一時支援事業むぎのこで利用しています。 

○大友会長 

で、この料金はそれぞれの事業所体系によって料金を変えたいということですね？ 

○社会福祉法人 麦の子会 

はい。そうです。もともと違ってたんですけども、さらに居宅介護支援事業所むぎのこと

しては、40円から 100円に価格を改定したいということで。 

○大友会長 

先ほどの、収支の点で厳しい状況になっているというご説明をいただきましたけれども、

運輸局の専門官の方、それらは、事業所がそれぞれ違うので事業所単位であればよいという

ことでしょうか。 

○二階堂氏 

事業所単位で設定すること自体は、別に問題はないですね。車はあくまで 10名以下の車し



か使用できないので、竹田委員がおっしゃったように、子どもだということを想定で書かれ

ているのであれば、金額としても最大で 12名で乗っても 1,200円。料金ではタクシーの半額

程度という目安はありますけれども、今、タクシー30 分で 2,880円が公定幅運賃の上限額な

ので、そこと比しても決して高いとは言えないので、それ自体問題ないのかなと思います。 

○大友会長 

はい。ありがとうございます。皆さまから、ほかに何かございませんでしょうか？ご質問

等、よろしいですか？ 

○委員一同 

 異議なし。 

○大友会長 

それでは無いようですので、今回、料金改定の申請がありました、「社会福祉法人麦の子会」

の料金改定を認めることとしてよろしいでしょうか。 

はい。ありがとうございました。それでは、本申請を認めることといたしますので。どう

ぞ、収支が厳しいという大変なことなので、くれぐれも、安全運転に留意いただいてという

ことで、よろしくお願いいたします。 

○社会福祉法人 麦の子会 

はい。ありがとうございました。 

 

(2)医療法人社団 老蘇会 

○大友会長 

続きましては、医療法人社団老蘇会の、こちらも料金改定の審議ですね。それでは、事務

局からお願いします。 

○事務局 

それでは、改めて A3の資料をご覧ください。今回の料金変更につきましては、初乗り 2 キ

ロを超えた時の加算額について、これまでは 1キロごとに 100 円の加算でしたが、今後は、1

キロごとに 150 円。福祉車両につきましては 1 キロごとに 200 円を加算するというものでご

ざいます。 

では、老蘇会さんのほうから料金変更の理由などについてご説明願います。 

○医療法人社団 老蘇会 

はい。料金変更させていただくのは、二つの理由がありまして、まず 1 点目が職員の給料、

人件費の補完ということと、二つ目がガソリン等の諸経費の高騰に対する補完という 2 点に

かかります。 

職員の人件費につきましては、私どもの法人が 11 月、去年の 11 月に新しく事業を立ち上

げまして、移転とともに新しく介護事業、小規模多機能型居宅介護事業所という事業所を立

ち上げたんですけども、スタッフの集まりがうまくいかなくてですね。有償運送に関わるス

タッフが介護事業にも携わらないといけないということを踏まえまして、有償運送をこのま

ま継続していいんだろうかというお話も理事会の中で出まして、わずかでもいいから有償運

送に関わる運転手の人件費の補完をして、有償運送に関わる運転手のそのモチベーションも



維持させてあげようではないかということでございます。 

2 点目はガソリンが急騰しているということ。福祉車両につきましては大型のハイエース

ということにつきまして、初乗りはそのままなんですけどもキロごとを 200 円にさせていた

だきたいということでございます。料金につきましては、他の事業者さんの料金等を参考に

させていただきました。以上でございます。 

○大友会長 

はい。ありがとうございました。ただ今、説明ありました医療法人社団老蘇会さんの案件

に関して、皆さまからご質問ご意見お願いしたいと思います。 

○竹田委員 

質問になるんですけども、料金が違うというのは車の大きさが違うということで、タクシ

ーの例えば中型・大型、小型という比較の中で、200 円とか 150 円とか 200 円という考え方

なんでしょうか。 

○医療法人社団 蘇会 

はい。そうでございます。 

○竹田委員 

軽でも 200 円になるってことですか。 

○医療法人社団 老蘇会 

いえ、軽は 150円。 

○竹田委員 

そうするとちょっとこの書き方だと福祉車両利用者が 200 円となり、軽であってもなくて

も福祉車両は 200 円と見え、ちょっと分かりにくいような気がするんですけど。 

○医療法人社団 老蘇会 

分かりました。大型の福祉車両ということで。 

○竹田委員 

大型もしくは小型みたいな、その辺、運輸局の方からお願いします。 

○二階堂氏 

まず、タクシーの区分は大型、特定大型、大型、普通車という分け方になっておりまして、

今の話を聞く範囲ですと、福祉車両であればハイエースは大型車両に該当するのではないか

なというふうには思います。ただ、軽のほうは普通車にあたると思うんですけども、あくま

でも福祉有償運送の対価というは実費の範囲であるっていうのが、これ大前提なんですよね。

利益だとかそういうのを求めるなら、それは営業ナンバー取って、タクシーと同じようにや

ってください。同じ土俵に立ってやってくださいというのが大前提なってます。そういう意

味で考えると、今、普通車であれば初乗りですが加算額が公定幅運賃の上限額で 302 メート

ルで 80円となっています。1キロだと大体 240円ちょっと 250円弱くらいなんですよね。小

数点計算しても 248 円ぐらいなんですけれども、大体その半額程度を目安としなさいという

のは一つの決まりとしてはありまして。そう考えると 150 円とかになってくるとちょっと高

額なのかなという気はします。 

先ほどのお話だとガソリン代の高騰、これは確かに実費の範ちゅうに入ると思うんですけ



ども、運転手のモチベーションってところになってくると、もちろん気持ちは分かるんです

けども、それは運賃に転嫁する話ではないといいますか、別なところからやっていくものか

と思います。あくまでも、福祉有償輸送としてやる場合では、福祉有償運送の実費の範ちゅ

うでやってくださいというのが前提にある以上、モチベーションのためにというのはちょっ

と難しいところがあるのかなという気はします。 

ちなみに大型車でいくと加算が公定幅運賃の上限額で 263 メートルで 120 円なので、1 キ

ロ単位で簡単に計算すると 400 円ぐらいからもうちょっと高額になると思うんです。そうな

ると半額程度と言われたらそうかなという気はするんですけれども。要は竹田委員がおっし

ゃった通り、この書き方でいくと、軽のほうもこれ 200 円使うんですかって話になってしま

いそうなので、この書き方も変えていただかないと、利用者目線でいくとちょっと分かりに

くいのかな、というところですね。 

何かオプションがあってこの金額にしているというわけではないんですよね。 

○医療法人社団 老蘇会 

違いますね。 

○二階堂氏 

違いますか。ちょっと高額かなという印象がございます。 

○医療法人社団 老蘇会 

書き方につきましては普通車というよりは小型の福祉有償を含めての料金。大型につきま

してはハイエース 9 人乗り車いす付きというところでの料金ということで、書き換えをさせ

ていただきたいと思います。 

○二階堂氏 

セダン車というのは何人乗りくらいなんですか？ 

○医療法人社団 老蘇会 

セダンは 4人乗りです。 

○二階堂氏 

軽ではないほうもですか。 

○医療法人社団 老蘇会 

軽が 1台、普通車と言うか 5ナンバーが 1台。 

○二階堂氏 

1台。小型も 5人乗りで運転手除いて 4人乗りということで。 

○医療法人社団 老蘇会 

はい、そうです。 

モチベーションもあるんですけれども、人件費も上がっておりましてそちらの方の運転手、

福祉有償に関わる従業員の給料に補完という。 

○竹田委員 

もし介助とか特別なところで必要だということであれば、対価外の対価という考え方もあ

ると思いますので、そちらの方で整理されたほうがいいんじゃないのかなという気がします。 

 



○医療法人社団 老蘇会 

対価外の？ 

○二階堂氏 

介助にかかる費用とか。 

○竹田委員 

対価外の対価という制度にすると一旦いいのかなという気がちょっとするんですけれども。

あくまでもここは運送の対価についての実費が適正かどうかということで、運賃に関しては

適切に申請し、そのうえで、モチベーションですとか介助ですとかっていうことを考えてい

ただき、運送の対価ではなくて、対価外の対価ということの中で整理された方がいいのでは

ないのかという気がするんですけれども。あくまで私の意見ですので。 

○二階堂氏 

あくまでも運送の対価としては実費の範ちゅうで行ってくださいと。もし、ほかの付帯業

務が発生することによって、人件費だとか、どうしても落ちてしまっているとかあるならば、

そこは、その付帯業務に対しての対価と別に、実際に設けているところもございます。介助

料だとか、そういった設定もできるので、そういった方法をお考えいただいた方がいいのか

なと。 

あくまで、この運送の対価という考え方になると、どうしてもタクシー運賃をベースに考

えているところもございますし。 

○鈴木委員 

はい、いいですか。運賃についてはおおむね半額です。おおむねだから 150 円でもいいよ

ってこともあるんだろうとは思うんですけども、やっぱり、この協議会の中でおおむね 2 分

の 1 が 6 割 7 割 8 割というような形の中で上がっていくということは、やっぱり好ましくな

いと思います。タクシー会社というのは本当にメーター運賃でいくわけですけども 670 円の

中で消費税抜きましたら、それの大体 7 割近くがタクシー運転手の人件費になります。そう

いった部分からいくと会社というのは 3 割ちょっとの部分で車両の維持、燃料代、それから

管理部門の人件費等も出していくんですね。そういった部分からいくと、NPO 法人またはこ

ういった医療法人の部分の中で、福祉有償運送を行っていくよといったときには、それこそ

おおむね 2分の 1、5割の範ちゅうのところで設定していただきたいと感じます。 

ですから、それこそ基準は 1キロ 248円くらいでしたか。その部分からいくと、半額で 125

円なのか 130 円なのか 120 円なのかというところあるかと思うんですけれども、おおむねと

いうところでいったら 130 円というところなら、協議会としても審議して賛同を得られるの

かな、なんて。これ私の私見ですけれども、そういったようなところを感じたところです。 

○大友会長 

はい。ありがとうございます。ただ今出ております各委員からの意見は、その職員の方の

モチベーションというのは非常に重要なことではありますけれども、あくまでも今ご説明あ

ったような形でしっかりと福祉有償運送を活用するのであれば、運用していただきたいとい

うことでありますので、今回ご提示いただいている 150 円という改定料金が多少高いのでは

ないかというのが皆さんの意見です。鈴木委員からは 130 円くらいではどうだろうというよ



うなご意見も出ておりますけれども。老蘇会の方はいかがですか。 

○医療法人社団 老蘇会 

持ち帰りまして、ちょっと検討いたしますけれども、私ども決して利益を追求しているわ

けではなくて、スタッフが不足になったところで、一時はこの有償運送から撤退しようとい

うか、やめようかという話もあったんです。ただ、利用者さんから、どうしても続けてほし

いと、ほかの事業者さんあたったんだけども見つからないんだよと。どうしてもやってくれ

ないかということで、続けているわけなんです。その中で、やはり法人としては、利益は追

求しないけども、多少なりとも、人件費なりというところにあてるような料金を、というこ

とでございましたが、私だけでは決められないので。 

前の利用者さんの登録は、十何名いたんですけれども、今、少なくなって 4 名くらいなん

ですね。 

○大友会長 

利用されたい方は 4 名。 

○医療法人社団 老蘇会 

その中でも、やはりどうしても続けてくれと言われたのが、1 人いらっしゃいまして、障

がいの方で、リハビリ行かなきゃいけないという方だったんですね。 

その方に私ども事業もスタッフも苦しい状況だったので、1 カ月、ほかの事業者さんで、

ということでお願いしたんですけども、どうしても新しい事業者さんが受けられないという

ことだったので、何とか続けてくれないかというお話の中で、こういう結果になったわけで

す。 

○大友会長 

ご事情は十分理解できましたし、数名であるけどニーズがあるという、その利用者の声に

応えていきたいというお気持ちも、十分に分かります。しかしながら、ではその声に応えて

いくときに、福祉有償運送を活用していくということになると、やはり福祉有償運送とはど

ういうものであるかというところを、しっかり踏まえていただいて、ということになります。

ですから、各委員からありましたがガソリン代うんぬんといったことを含めて、多少改定が

必要だという点は理解はできるけれども、この料金は高いのではないだろうかというところ

なんですが。 

○平島委員 

すみません。今、札幌のタクシー事業者も非常に厳しい状況でして、実はある時期報道機

関では報道されてますけれども、10月の消費税増税というところに向けて、運輸局さんに対

して運賃改定ということを申請をさせていただいています。要はタクシー料金値上げ申請を

しているということですね。 

正直、どれくらいの改定になるか、実はほとんど改定されないかもしれないです。そちら

は私たちの考えではどうすることもできないんですが、10月に何らかの形で発表がされると

思うんですね。 

ですので、例えば今回 150 円の改定がやっぱり必要だよねということであれば、その辺の

動向を見てから、もう一度申請されたら、その時のタクシー料金に照らし合わせて、半分程



度だから通るかもしれないねとか、そういう可能性もあるということだけ、とりあえずご認

識いただければ、また一つ選択肢としては広がるかなと思いました。以上です。 

○大友会長 

具体的にどれくらいの料金が妥当だっていうところになるかは、運輸局にご相談されたら、

また助言もいただけるかと思いますので、お持ち帰りいただいて、金額の設定等々どのあた

りが妥当なラインがあるかというところの助言いただいて、その上でご検討いただいてはい

かがでしょうか。 

○医療法人社団 老蘇会 

分かりました。はい。 

○大友会長 

はい。それでは大変申し訳ありませんが、今回の老蘇会さんの料金改定に関しては、再度

ご検討いただいて、申請いただくということで、よろしくお願いいたします。 

○医療法人社団 老蘇会 

ありがとうございました。 

 

(3) NPO法人 札幌微助人倶楽部 

○大友会長 

それでは続いて 3 番目、NPO 法人 札幌微助人倶楽部の更新申請の審議に入りたいと思い

ます。事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

A3の資料をご覧ください。団体概要ですが、家事援助ですとか介護、移送サービスなどを

行う、有償ボランティア団体でございます。 

運送の対象者は身体障がい者 52名をはじめ、知的障がいのある方、そして要介護認定者な

ど、合計で 92名でございます。法令順守に関しましては宣誓書の提出がございます。使用す

る車両ですが、所有車両が 1台、持ち込み車両が 11台の合計 12 台でございます。運転者 13

名につきましては、大臣認定講習を修了しておりまして、また過去 3 年間に免許停止の処分

を受けた方はおりません。 

運行管理責任者、整備管理責任者も選任されておりまして、損害賠償措置も前回申請時と

同様でございます。運送の対価につきましては、距離制運賃としてまして、料金についての

変更もございません。 

最後に、資料修正のご連絡でございます。微助人倶楽部さんのところを開いていただいて、

1 枚目、自家用有償運送更新登録申請書のところですが、運送しようとする旅客の範囲のと

ころがあります。福祉有償運送のところですが、下から２番目のところにチェックが付いて

ますが、このチェックは間違いでございます。要支援認定者はいらっしゃらないということ

ですので、ご承知おき願います。このチェックは外していただくということです。 

では団体さんの方から、実績報告をよろしくお願いします。 

○NPO法人 微助人倶楽部 

微助人倶楽部の会長の児玉でございます。よろしくお願いします。 



概況ですけども、2018 年 3 月 31 日現在でご報告申し上げます。車いすが 1 台、セダン等

が 21 台、計 22 台でございました。そして走行距離が 4 万 6,051 キロ、輸送人員が 6,548 人

です。運送収入が 605万 5,000円です。以上が 2018 年でございます。 

続きまして 2019年の実績を申し上げます。2019 年 3 月 31日現在では、車いすが 1台、セ

ダンが 21 台、計 22 台となっております。輸送実績は走行キロが 4 万 3,711 キロ、輸送人員

が 6,018人、運送収入が 572万 6,000円となっております。以上です。 

○大友会長 

ありがとうございました。それでは、ただいまご説明ありました微助人倶楽部さんの案件

につきまして、皆さまから、ご質問、ご意見、お願いいたします。 

○鈴木委員 

確認なんですけれども、前回申請時のときの車両数という部分と、この 29 年度、30 年度

の登録車両数、大きく違うというところをまず知りたいという部分と、それから様式 9 号の

ところで、自動車の運行管理体制等という部分があります。安全な運転のための確認等の体

制という部分の中で、日常点検実施というのが北海道通信ビル北 5 条西 6 丁目のところだと

思うんですが、そのようなところに自家用車、要するに持ち込み車両、全部駐車場に入って

いるものなのかと。 

全部そこに入ってるんであれば、日常点検、また運行管理の部分についても、対面とかっ

ていう部分が可能なんですけれども、何せ場所が中心部なものですから、運行管理者と運転

手の連絡はどういうふうにやっているのかなということ、この 2 点先にお伺いしたいと思い

ます。 

○大友会長 

それでは、ご説明お願いします。 

○NPO法人 微助人倶楽部 

第 1点目もう一度、おっしゃっていただけますか。 

○鈴木委員 

実績で今、セダン等の部分の中で、21 台と言われてますけども、この前回申請時というと

ころに車両数というのが、車いす 2台、そして持ち込み車両 9台、合計 11 台ですよね。これ

が倍以上になるというと、今回申請時までに、車両等が増えてるのかな。 

○NPO法人 微助人倶楽部 

そうですね。増えてます。 

○鈴木委員 

当然その状況の中で、運転者数も変わってくるんだろうなという気はするんですけども。 

○NPO法人 微助人倶楽部 

そういった意味に関しましては、運送を希望する方が非常に増えてるんですよね。そのこ

とによりまして、ボランティアドライバーを募集しましたら、大変参加する方が多くなりま

して、22台というふうに変更いたしました。 

これは一昨年の 1 月に微助人倶楽部を紹介する北海道新聞の記事が出まして、輸送ドライ

バーが少ないというふうなことを書いていただいたところ、定年でもって自動車会社を退任



したりした人が参加してくださって、それが倍増につながりました。 

○鈴木委員 

そうしたらどうして今 10 人しかいないの、運転手。 

○NPO法人 微助人倶楽部 

それがですね、その後、一時的に働いていただいたんですけども、やめる人も増加しまし

て、あるいは高齢の方が多くなってきましたので、事故の観点からも、やめていただくとい

うふうになって、現在の 12人。 

○鈴木委員 

29 年のときが 21 台くらいですか。30 年のときも同じくらいあるんですか。その辺のこと

については、運輸局さんのほうには届出されているんでしょうか。2 点目のところは、どう

なってるでしょうか。 

○NPO法人 微助人倶楽部 

運行管理者と、それから事務所には事務局長というのがおりまして、この 2 人とは、運転

者と常に面談し、連絡を取り合っております。ですから、そういう意味では、運行に支障は

ないというふうに考えてます。 

○鈴木委員 

私の聞いているのは、この運行前点検、それこそ我々タクシー会社では点呼というんです

が、対面点呼という部分の中で本人が元気だと言ったって、運転手の顔色が青いじゃないか、

血圧高いじゃないかということも含めて、運行に安全な運転ができるかということが大事な

ことになるわけです。 

そこのところで、それこそ厳密にそこまで求めてはいないんですけども、電話でというだ

けでこの北 5 条西 6 丁目という場所ということから考えると、自家用車の持ち込み車両で運

行する方の運行前点検、運行前点呼というのは、どんなような形でやってるんでしょうかと

いうことなんです。 

○NPO法人 微助人倶楽部 

それを厳密に言うと、それぞれのドライバーさんに任せてます。そして運行管理者さんに

連絡をとりながら、ということで車が同じ所にあってそこで一斉点呼とか、そういうことを

やっているということはございません。 

○鈴木委員 

ということは、持ち込み車両の方々、自宅にいてこの仕事が入りました、この仕事を運行

してくださいというのを、電話で指示するという形ですね。 

○NPO法人 微助人倶楽部 

そうです。 

○二階堂委員 

今、鈴木委員がおっしゃったとおり、タクシー事業者さんは点呼、これは原則対面でやり

なさい、これは法令上義務付けてございます。運行管理の方は、おそらく基礎講習、受けて

らっしゃると思うので、ご存じかとは思うんですけれども、運行前に確認というのも、自家

用有償旅客自動車は求められてます。基本は対面でやってくださいというところなんですけ



れども、今の話でいくと、事務所から連絡が入って、持ち込み車の方、自宅から行ってると

いうことですよね。それでは、確認は取ってないということですよね。 

○NPO法人 微助人倶楽部 

いったん、事務所に出て来て、それからお客様のところに行くという形ではなくて、今は

自宅から希望者のところへ直行するという形でやっておりまして、ですから自宅まで行って

その整備状況を確認するって、非常に物理的、時間的に難しい。 

○二階堂委員 

整備状況も、もちろん日常点検も必要なんですけれども、むしろ点呼で確認するのは、車

というよりも人なんですよね。車以上に人間の身体状況というのは、輸送の安全、運行する

上の安全性に大きな影響を与えるので、どっちかというと車って結構頑張ってくれるという

か、ハードウエアっていうのは、結構今性能がいいのが多いですし、結構頑張ってくれるん

ですけども、恐らく人なんですよ。体調に問題ないかとか。 

義務付けはまだされていないんですけれども、できればやってほしいということは、アル

コール検知器による検査、法令上は義務付けになってないです。なってないですけど、それ

もお願いしているところです。 

なので、そこのやり方は改めていただく必要はあるのかなというふうに思います。きちん

と事務所に出てきて、運転者の状況を確認するということを求められているので、あと必要

な指示を与えるとかというのは、現状で求められているものですから、ちょっとあそこ行っ

て、というだけだと、それは何も確認していないことになってしまうわけなんですよね。 

昨今、ついにタクシーでもありましたけれども、運転中に健康問題が発生して、実際に事

故を起こして、というケースもあったりするんです。そうなると、運転手さんはもちろんな

んですけれども、旅客の方にも多大な影響を与えることになるので、その点は、十分に気を

つけていただいて。タクシー運転手とかバス運転手が昨今、意識を失うという話がテレビで

クローズアップされていますけれども、自家用有償旅客運送者も基本的には人を運んでると

いう点において、同じになってしまうので、同様のリスクは抱えてるということに留意して、

その点をぜひとも。 

○大友会長 

皆さまから、運行管理体制が、十分ではないということのご意見が出ております。 

○竹田委員 

原則、対面点呼だと思うんですけどね、どうしても難しい場合であれば、電話なりメール

なり今の時代でしたらスカイプのようなテレビ電話のような形で、相手の顔を見ながら健康

状態どうですか、みたいなところを確認する方法もできるかと思うんですけど、ですから今

後、そういうような方向を検討、取り入れていただくということで、いかがでしょうか。 

○鈴木委員 

最低、それをやってもらわないと。 

○竹田委員 

決して全くやりたくないということではないかと思うので。 

 



○鈴木委員 

この仕事が入りました。ここに迎えに行ってください。ここが現場です。この指示だけで

は、運行の管理がなされているとは、私は思えません。 

今、スマホ等の中でテレビ電話等もありますので、本当にそういった部分の中で管理体制

を見直さないと。ざっくばらんに言いますと、登録されてる運転手の方皆さん私より上、私

も 65 を過ぎてますから、その私より上の方々なんで、50 歳、60 歳でも、それこそ脳梗塞と

か心筋梗塞で、運行中に運転ができなくなる事故になるというのもあるんですよ。そういっ

たことから考えると、やっぱり声だけではなくて、顔色という部分も含めて、この仕事をや

ってもらうのに大丈夫ということを、運行管理の方で確認が取れるということが望ましいと

思いますので、ぜひその部分については、見直しをしていただきたいなというふうに思いま

す。 

○NPO法人 微助人倶楽部 

はい。 

○大友会長 

いろんなご提案ありまして、こちらの運転者の皆さんを拝見しますと、今も鈴木委員から

ご意見ありましたが、リタイアされて、ボランティア等でということで関わってくださって

いるという、非常に志を持った皆さんがやってくださってるということはありがたいことで

はありますけれども、比較的、リタイア後の方が多いということで、それに対して何か特段

安全運転に関してとか、NPO として何かやってらっしゃることはおありになりますでしょう

か。 

○NPO法人 微助人倶楽部 

昨年の 12月にドライバーを全部集めまして懇談会をやって、安全運転の徹底と、そういっ

た、どうやったらいいかということについての懇談会を開いたことがございます。 

それと前回のこの場でドライブレコーダーを付けたほうがいいのではないかというご提案

をいただきまして、全車両にドライブレコーダーを付けました。このことによって、ドライ

バー自身の安全運転に対する意識が向上したというふうに、私どもは考えております。以上

です。 

○大友会長 

はい、ありがとうございます。いろいろと工夫いただいて、新たな取り組みもしていただ

いているということで、重要なことかなと思いますが、各委員から意見がありましたように、

この運行管理体制に関しては、やはりもう一度、見直しが必要かというふうに思います。 

竹田委員からのご意見もありましたように、スカイプ等を活用するとか、いろいろと方法

はあるかと思います。大変申し訳ありませんが、昨今社会は比較的リタイア後の方の交通事

故問題、非常に多くありますので、そういう意味でもこんな形で見直しを図りましたという

のを次の更新申請の前に札幌市の事務局のほうに、こんな形で変更を図っていきたい、こう

いう取り組みをしていきたいというところは、なるべく早くご検討いただいた結果を、提出

いただければと思います。 

 



○NPO法人 微助人倶楽部 

分かりました。 

○鈴木委員 

すみません。追加です。皆さん見て、わかると思うんですが、運転記録証明書を見ていた

だくと、信号無視、一時不停止というのが付いてございます。ほとんどの人高齢の方が多い

んですね。 

信号無視と一時不停止って重大事故になりますよね。3 年なら 3 年の中に、これだけの数

の方が上がってくるということからいきますと、やっぱり事業所として、安全運転教育を例

えば年 2 回なら年 2 回、一堂に会することができないなら 3 人、3 人とかという形でもいい

ですから、やっぱり自家用車で運転してるときにも、交通違反が無い、これがやっぱり運転

する人の目指すところだと思ってますので。信号無視と一時不停止、これは完全に人の命、

奪いますので、たまたまこれ事故になっていないだけだと思います。 

そういったことの中では、こういう信号無視、完全な悪質違反ですから、こういったもの

が自家用運転のときにも起こさない、この教育というものを事業所で計画を立てて、先生を

呼ぶなら先生を呼んでもいいですので、そんなような形の中で、次回更新のときにこの紙が

付いてこないように、何とか検討していただきたいなと思います。 

○NPO法人 微助人倶楽部 

分かりました。 

○大友会長 

いずれにしてもやはり安全運転で、こんなふうに事業所としてしっかりと図っていくかと

いうところに、いま一度、見直しを図っていただきたいということでございます。ほかに皆

さんから何かございますか。 

それでは無いようですので、今回の NPO 法人、札幌微助人倶楽部さんの更新申請を認める

こととしてよろしいでしょうか。 

〇委員一同 

 異議なし。 

○大友会長 

はい。ありがとうございます。それでは本申請を認めることといたしますので、先ほど少

し触れさせていただきました点、またご提出いただければと思います。よろしくお願いしま

す。本日はこれで結構でございます。 

○NPO法人 微助人倶楽部 

ありがとうございました。 

 

(4) 社会福祉法人 札幌報恩会 

○大友会長 

続きまして、４番目、社会福祉法人 札幌報恩会の更新申請の審議に入りたいと思います。

事務局から説明、お願いします。 

 



○事務局 

A3の資料、ご覧ください。団体概要ですが札幌報恩会さんは、居宅介護事業、就労継続支

援事業、移動支援事業などのほか、障がい者支援施設の運営など、多様な福祉事業を実施し

ております。このうち有償運送を実施しますのは、居宅介護事業所と、宿泊型自立訓練施設

となります。 

運送の対象者ですが、知的障がいのある方を中心に 151 名でございます。法令順守に関し

ましては、宣誓書の提出があります。使用する車両ですが、所有車両は 15 台、内訳としては、

セダンが 11台、車いす車が 4台となっています。運転者、9名ですが、大臣認定講習を修了

しておりまして、このうち 5 名は介護福祉士でございます。また、過去 3 年間に免許停止の

処分を受けた方はおりません。 

運行管理責任者、整備管理責任者も選任されておりまして、損害賠償措置も前回申請時と

同様です。運送の対価につきましては距離制運賃としておりまして、料金についての変更は

ありません。 

それでは団体さんの方から、実績報告をよろしくお願いします。 

○社会福祉法人 札幌報恩会 

報恩会の清澤でございます。よろしくお願いいたします。 

平成 29 年度の運送実績ですが、使用車両、車いす車 5台、セダン 12 台、計 17 台。走行キ

ロ数が 8,589 キロメートル、輸送回数が 2,876 回、運送収入が 68万 7,120 円となってござい

ます。 

平成 30 年度の実績報告書でございます。使用車両ですが、車いす車が 4台、セダン等車両

が 11 台の計 15 台でございます。運送実績、走行キロ数は 8,082 キロメートル、輸送回数が

3,068回、運送収入が 64万 6,560 円でございます。よろしくお願いいたします。 

○大友会長 

ありがとうございました。それでは皆さまから、札幌報恩会さんですね、更新申請に関し

まして、ご質問、ご意見ありましたら、お願いいたします。 

一つ、教えてください。報恩会さんは知的の障がいをお持ちの方々を中心にして、この福

祉有償運送を利用いただいてるわけですけれども、ドライバーさんのほかに介助者の方は必

要としない皆さんということで、よろしいですか。 

○社会福祉法人 札幌報恩会 

そうですね。運転者だけで、暴れたりとか危険な状態になったことは今までございません。 

○大友会長 

ではドライバーさんだけで対応しているということですね。ありがとうございます。 

いかがですか。利用されている方の名簿で、皆さん、札幌市内の方なんですけど、37番目

の方が北広島の方で 1 人利用してらっしゃるんですけども、これは北広島から報恩会さんの

厚別区の移動の範囲は、どこからどこまでを。 

○社会福祉法人 札幌報恩会 

自宅から病院ですとか、訓練ですとか、札幌市内なんですけど。 

 



○大友会長 

病院は北広島の病院ですか。 

○社会福祉法人 札幌報恩会 

いや、札幌市内です。 

○鈴木委員 

ちなみにですけども、こちらの事業所さんでは、通常どういう体制で乗務員さんを送り出

してるか、というのを一つ聞かせていただければ。 

○社会福祉法人 札幌報恩会 

運行管理の方で、アルコールチェッカーを用いてまして数値を見まして、チェック表で別

の本人以外の者がアルコールの数値をチェックと、健康の状態を確認をして送り出してござ

います。 

○鈴木委員 

基本的には、事業場で面談して送り出して。 

○社会福祉法人 札幌報恩会 

そうです。本人と面会して。電話ではやっていません。 

○大友会長 

はい、ほかに無いですか。 

それではほかに、皆さまから無いようですので、社会福祉法人札幌報恩会の更新申請を認

めることとしてよろしいでしょうか。  

ありがとうございました。それでは本申請を認めることといたします。また今後もどうぞ

安全運転に留意いただきまして、よろしくお願いいたします。 

○社会福祉法人 札幌報恩会 

ありがとうございました。 

 

(4) 社会福祉法人わらしべ会 

○大友会長 

それでは続いて、5 番目の社会福祉法人わらしべ会の、更新申請の審議に入りたいと思い

ます。 

では事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

A3の資料をご覧ください。団体概要ですが、わらしべ会さんは、札幌市そして浦河町、大

滝村において、障がい者支援施設をはじめ、生活介護事業、居宅介護事業、移動支援事業な

どを実施しております。 

運送の対象者につきましては、身体に障がいがある方 1名です。法令順守に関しましては、

宣誓書の提出があります。使用する車両は、所有車両 1 台でございます。運転者は 1 名でご

ざいまして、大臣認定講習を修了しておりまして、介護福祉士の資格も有しております。ま

た、過去 3年間に免許停止の処分は受けておりません。 

運行管理責任者、整備管理責任者も選任されておりまして、損害賠償措置も前回申請時と



同様です。運送の対価につきましては、距離制運賃としてまして、料金についての変更もあ

りません。 

それでは団体さんの方から実績報告をお願いします。 

○社会福祉法人 わらしべ会 

29 年度、30 年度の報告をさせていただきます。29 年度につきましては、車いす車両が 1

台、回転シート車両が 1 台、セダン車が 2 台の 4 台で、札幌市内を有償運送させていただき

ました。 

実績につきましては、走行距離が 2,579.6 キロで、輸送人員につきましては、回数につき

ましては 180回、収入に関しましては 12万 8,980 円という形になっております。 

引き続き 30 年度のほうの実績報告をさせていただきます。30 年度につきましては、車両

の方をだいぶ減らさせていただきまして、車いす車両を 1 台のみで対応させていただいてい

るというような状況になりまして、同じく運送区域につきましては札幌市内で、走行距離に

つきましては 594 キロ、運送回数につきましては 11回、運送収入は 2万 9,700円という形に

なっております。実績につきましては、以上になります。 

○大友会長 

ありがとうございました。それではただ今ご説明ありました、社会福祉法人わらしべ会さ

んの更新申請に関しまして、皆さまから、ご質問、ご意見ありましたらお願いいたします。 

○鈴木委員 

これ、札幌市さんに聞いた方がいいのかなと思うんですが、自動車 7030の自動車保険の契

約明細書の部分の中で、保険期間って私、見つけられなかったんですよ。どこかに保険期間、

書かれてますか。場所を教えていただけますか。 

○事務局 

保険期間、電話等で確認させていただいてまして、後ほど提出ということでした。実際の

保険期間自体は、問題なかったかと思います。 

○社会福祉法人 わらしべ会 

はい、1年ごとで、更新でという形になっております。 

○大友会長 

ほかに、はい、お願いします。 

○平島委員 

輸送回数 11回で、594キロメートルということは、南区のどちらのほうから、どちらのほ

うでやられている。 

○社会福祉法人 わらしべ会 

一応、南区の方から、北区の方までを、だいたいおおむね送迎をさせていただいていると

いうか、ガイドヘルプで行かせていただいているというよう状況ですね。片道だけで 30 キロ

だいたい 30分くらいあるかな。 

○平島委員 

往復で 60。 

 



○社会福祉法人 わらしべ会 

60という形になります。 

○大友会長：ほかにいかがでしょうか。 

前回の申請の際の利用者の方の登録数が、今回は 1 名のみということなんですが、それは

何か事業としてのお考えがあって。 

○社会福祉法人 わらしべ会 

実は昨今の人手不足という事情もございまして、ヘルプ事業自体の縮小を今、行っており

まして、実はこの 1 名の方というのもちょっと重度訪問で支援をさせていただいている方の

みという形で、今、事業を運営させていただいているんですね。 

それ以外の方々につきましては、実はもうヘルプ自体の支援を縮小の中でやめさせていた

だいているという状況の中で、その整理を 29 年度中にさせていただいた。その前からお伝え

させていただいて、29年度中で全て終了させていただきますって、お伝えをさせていただい

た上で、30年のその 1名の方のみ支援を引き続きやっていると。 

この 1 名の方に関しましても、正直ちょっとこのまま継続できるかどうかが、今、非常に難

しい状況にありまして、ただ今年 1 年は引き続きやるということで、会のほうで決めました

ので、このまま引き続き更新申請もさせていただいたというような状況になります。なので

運転手も車も 1台ということで、縮小させていただきました。 

○大友会長 

利用される方のニーズが無いということではなくて、事業所の維持のご事情で。 

○社会福祉法人 わらしべ会 

ニーズは多分多いと思うんですけれども、こちらの人手不足と、人員の確保の難しさとい

う部分で。 

○大友会長 

そのあたり、難しいですね。ニーズがあるんだけど応えきれない。 

○社会福祉法人 わらしべ会 

はい、非常に難しい状況です。 

○大友会長 

はい。分かりました。いかがですか、ほかに。 

それでは、皆さまからほかに無いようでしたら、今回、社会福祉法人わらしべ会さんの更

新申請を認めることとしてよろしいでしょうか。 

〇委員一同 

 異議なし。 

○大友会長 

ありがとうございます。お 1 人だけということですが、どうぞまた安全運転にご留意いた

だきまして、よろしくお願いいたします。 

○社会福祉法人 わらしべ会 

はい、分かりました。ありがとうございます。 

 



(6)NPO法人いつつ葉のクローバー 

○大友会長 

続きまして 6 番目、NPO 法人いつつ葉のクローバーの更新申請の審議に入りたいと思いま

す。では、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 

A3の申請団体の概要の資料をご覧ください。団体概要ですが、いつつ葉のクローバーさん

は障がい福祉サービス事業所として、居宅介護事業、生活介護事業、移動支援事業、就労移

行支援事業などを実施しております。 

運送の対象者は、身体障がい者 22名をはじめ、知的障がい者、精神障がい者など、合計で

27 名です。法令遵守に関しましては、宣誓書の提出があります。使用する車両ですが、所有

車両が 1 台、持ち込み車両が 6 台の合計 7 台でございます。運転者 8 名のうち 1 名は二種免

許所持者でございまして、他の 7名は大臣認定講習を修了しています。運転者のうち 6名は、

介護福祉士の資格を有していまして、過去 3年間に免許停止の処分を受けた方はおりません。 

運行管理責任者、整備管理責任者も選任されておりまして、損害賠償措置も前回申請時と

同様でございます。運送の対価につきましては、距離制運賃としまして、料金についての変

更もございません。 

それでは団体さんの方から、実績報告をお願いします。 

○NPO法人 いつつ葉のクローバー 

はい、よろしくお願いいたします。 

平成 29 年度、自動車数は車いす車両 6 台、セダン等 7 台、計 13 台です。走行距離数は、

18 万 1,897キロ、運送回数は 4,325 回、運送収入の方が 88 万 6,900 円です。 

平成 30 年度、自動車数は、車いす車両 6 台、セダン等 7 台、計 13 台です。走行キロ数は

17 万 4,359 キロメートル、運送回数の方が 3,685 回、収入の方が 92 万 1,900 円となってい

ます。よろしくお願いします。 

○大友会長 

はい、ありがとうございました。それでは、ただ今ご説明ありました、NPO 法人いつつ葉

のクローバーさんの案件につきまして、ご質問ご意見お願いします。  

よろしいですか。昨今、毎日のように交通事故等々のニュースを目にすることが多く、そ

のあたりも安全運転とか難しいところだなというふうに日々感じておりますけれども、事業

所として安全運転に関して、どんな教育とか研修とか何か具体的に取り組みしておられるこ

とがありましたら、お聞かせいただきたいと思います。 

○NPO法人 いつつ葉のクローバー 

他の事業所さんの方でもやられていることではあるとは思うんですけれども、車両に乗ら

れるとき、それは送迎の際ですけども、運転手の方から声をかけていただいています。ただ

業務中忘れてしまうことももちろんあったりするので、そういうときに、本当にその方が運

転できているのかという実態を知るために、運行管理者から運転手の方に連絡をとって、し

っかりと点呼をとるように、という本人確認は日々行っていっているところでございます。 

また、僕らではありますけれども 1 週間に 1 回、車両の点検等々、しっかりと取り組んで



いこうと、利用者さん等々、運転者、あとスロープ式の車両等々のシートと安全に使用でき

るのかどうかというのを確認しながら進めているところであります。 

○大友会長 

はい、ありがとうございます。皆さん、いかがですか。 

それでは皆さんから、ほかにございませんでしょうか。では、今回、申請のありました NPO

法人いつつ葉のクローバーさんの更新申請を認めることとしてよろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございます。それでは今回の申請、認めることといたしますので、どう

ぞまた今後も安全運転に留意いただきまして、よろしくお願いしたいと思います。 

○NPO法人 いつつ葉のクローバー 

ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 

(7) 社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会 

○大友会長 

それでは続きまして 7 番目の、社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会の更新申請の審議に

入りたいと思います。 

では、事務局から説明お願いします。 

○事務局 

A3の資料ご覧ください。団体概要ですが、障がい福祉サービス事業所でございまして、生

活介護事業、居宅介護事業、移動支援事業などを実施しております。 

運送の対象者は、身体障がい者 46 名、知的障がい者 1 名の合計 47 名です。法令遵守に関

しましては、宣誓書の提出があります。使用する車両ですが、所有車両 4 台です。運転者に

つきましては 5 名でございまして、そのうち 1 名は二種免許をお持ちでございます。他の 4

名は大臣認定講習を修了し、介護福祉士の資格も有しています。また、過去 3 年間に免許停

止の処分を受けた方はおりません。 

運行管理責任者、整備管理責任者も選任されておりまして、損害賠償措置も前回申請時と

同様でございます。運送の対価につきましては、距離制運賃としておりまして、料金につい

ての変更もありません。 

それでは団体さんの方から、実績報告をお願いします。 

○社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会 

札幌肢体不自由福祉会の伊藤と申します。福祉会では運行管理の仕事を担当しております。 

平成 30 年度の実績報告をさせていただきます。輸送実績、走行キロ、6,476 キロ、輸送人

員または運送回数、792 回、運送収入 32 万 3,800 円、事故件数はありません。平成 30 年度

実績は以上です。 

○大友会長 

右側の、今ご説明いただいたのは 29年。 

○社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会 

29年です。失礼いたしました。 

 



○大友会長 

右側のほうに 30年もあるということで。 

○社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会 

それでは次、30 年度を報告させていただきます。走行キロ数、6,775 キロ、輸送人員また

は運送回数、844 回、運送収入、33 万 8,750 円、事故件数はなしです。以上が平成 30年度の

実績報告になります。 

○大友会長 

はい、ありがとうございました。それではただいま説明いただきました社会福祉法人 札

幌肢体不自由福祉会さんの案件に関しまして、皆さまから何かご質問等あればお願いいたし

ます。 

○平島委員 

運行管理をされているという話を伺いまして、運行管理体制について少しお話しいただけ

ればなと思います。どのような健康のチェックをされているのかとか、そのあたりを。 

○社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会 

健康に関しては、年に 1 回、健康診断というのと、あと職務状況、運転する仕事なので、

ドライバーには体調悪ければすぐに報告するようにということを言いやすい環境をつくって

いることを意識して、管理させていただいております。 

○平島委員 

特に日々の点呼簿とか、そういったものは作ってないですか。 

○社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会 

点呼簿はないです。業務に関しては全て運行日報のほうに記載するようにしておりまして、

そこには例えば利用者さんのやりとりだとか、あと日常点検、点検項目のチェックだとかを

記載するようにしております。 

○平島委員 

出発前はどのような形で送り出すんでしょうか。 

○社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会 

出発前は、朝と帰り、事業所でそれぞれ送迎しているんですけれども、朝がそれぞれ時間

不定期なので、各ドライバーにそれぞれ送迎車を担当してもらって、出てもらっているとい

う感じですね。帰りの送迎に関しては支援員と協力しながら利用者さんに乗車していただい

て、それで出発する仕組みです。 

すみません、ちょっと補足させていただきます。出発前には目視点検で全てチェック項目

がございまして、そこを全て点検して、車いす車両等もですね、現場も全て見て、それで出

発する形をとっております。帰りに関しても同じ状態でチェックをして、ご利用者の方に乗

っていただいて、という形をとらせていただいております。 

あと、健康に関しては年に 1 回の健康診断も行いますけども、言いやすい環境と言いまし

たけれど、当日どうこうということではなくて、やはり事前に分かっているものですから、

前日とかその辺での健康管理ですね。風邪っぽいとか、熱がちょっとというようなときには

事前に申し出をして、ドライバーを替わるという形をとりやすいように組んではいます。 



○二階堂氏 

運輸支局の二階堂と申します。まず自家用有償旅客運送者の皆さんは、乗務しようとする

前に、いわゆる運送事業者の点呼に相当するものなんですけど、必ず、運転手がきちんと運

行して問題ないかという健康状態の確認だとか、あと酒気帯びの有無だとか、そういったも

のを確認して、それはやっていると記録に残さねばならないんです。 

これは今始まったわけではなくて、ずっとこの条項がございまして、運送事業者であれば

法令の中にはっきりと、原則対面で行うこと、タクシー事業者は基本的に、電話点呼とかは

泊りとかでなければ認めては私どもはおりません。 

自家用有償旅客運送事業者の条文自体には、そうはっきり書いているわけではないですけ

ど、基本的には対面でもってやってほしいという話はさせてはもらっているところです。 

その心はどこにあるかということなんですけど、先ほど車の点検を目視でされているとい

うか、日常点検をきちっとやってくださっているという話がありましたが、その点はありが

たいなと思うんですけれども、事故で一番多いのはやはりヒューマンエラー、運転手自身が

どうかというところが結構、要因としては大きくてですね。昨今、バス運転手さんが運行中

に意識を失ってしまって、乗客が止めるとかって話ありますけれども、昨年からタクシーで

も、タクシー運転手が意識を失って事故を起こしたというケースも出てきているんですよね。 

人を乗せるという意味においては、タクシー事業者であってもバス事業者であっても、自

家用有償旅客運送者であっても等しく同じかなというところがあります。それだけ人の健康

管理の確認というのが重要なので、そこはきちんとやっていただけるような体制は整えてい

ただければと思います。タクシー運転手さんもそうなんですけど、みんな一生懸命なので、

多少の風邪でああだこうだって言わなかったりするんですよね。そういう『会社のために』

とか、『そこに待っている人がいるから』って思うところがあると思うので、そこは第三者が

きちんと見てやめなさいとか言ってあげられるという仕組みを、ぜひつくっていただければ

なと。 

○社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会 

運行管理簿とかにチェック項目という形で付けておいたほうがいいということですか。 

○二階堂氏 

そうですね。疾病状況問題ないかだとか、あと疲労が問題ないかだとか、あと飲酒はして

ないかどうか。これはタクシー事務所は義務付けで、皆さんは義務付けではないんですけど、

アルコール検知器とかお持ちになってですね、そういうところで確認はできればお願いはし

ているところではございます。 

やっていれば事故が起きないわけではないんですけど、そういったリスクを少しでも減ら

すために、そういったこともぜひお考えいただきたいなと。必ずしもしなければいけないこ

とになってはいないんですが、ぜひともお願いいたします。 

○大友会長 

今、助言ありましたように、ぜひこの点は、お帰りになりましたらすぐ資料の改善をとい

いますか、少し安全運行に関するシステムづくりを整備いただければと思いますが、ほかに

皆さんから何かありますか。 



それでは、皆さまから無いようですので、今回の申請のありました社会福祉法人、札幌肢

体不自由福祉会さんの更新申請を認めることとしてよろしいでしょうか。 

〇委員一同 

 異議なし。 

○大友会長 

はい、ありがとうございます。それでは本申請、認めることといたしますので、先ほどか

ら皆さん、安全運転をというようなことで、今も十分やっておられるんですが、さらなる重

層的な安全運転の仕組みづくりを、ぜひ早急に取りかかっていただいてというふうに思いま

す。今後もどうぞ安全運転いただきまして、よろしくお願いいたします。 

 

(8) 医療法人社団、誠仁会 

○大友会長 

それでは続きまして 8 番目、医療法人社団、誠仁会の更新申請の審議に入りたいと思いま

す。それでは、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

A3の申請団体の概要資料をご覧ください。団体概要ですが、誠仁会さんは医療機関を開設

しているほか、介護事業や障がい者の地域活動支援センターなど運営しております。このう

ち、有償運送を実施しますのは、訪問介護ステーションとなります。 

運送の対象者は、要介護認定者、身体障がい者、精神障がい者の 15 名でございます。法令

遵守に関しましては、宣誓書の提出があります。使用する車両ですが、所有車両 1 台でござ

います。運転者 2 名は大臣認定講習を修了しておりまして、介護福祉士の資格も有しており

ます。また、過去 3年間に免許停止の処分を受けていません。 

運行管理責任者、整備管理責任者も選任されておりまして、損害賠償措置も前回申請時と

同様です。運送の対価につきましては、距離制運賃としておりまして、料金についての変更

はありません。 

最後に、資料の修正のご連絡です。誠仁会さんのページの登録申請書ですが、7 番目、運

送しようとする旅客の範囲のところです。表の一番下、福祉有償運送のところの下から 2 番

目のチェック、こちらを外してください。要支援認定者はおりませんので、このチェックを

外すということでございます。 

それでは団体さんの方から、実績報告をお願いします。 

○医療法人社団 誠仁会 

29年度の実績の報告をさせていただきます。まず車いす車両の方なんですけども 2台、セ

ダン等 1台、合計 3台で行っております。輸送実績の方なんですけども、走行キロが 1,138.8

キロ、輸送人員が 200人、運送収入が 16万 9,200 円となっております。 

続いて 30年度ですけども、車いす車両が 2台、セダン等が 1台、計 3台で行っております。

走行距離のほうが 895.1 キロメートルになっております。輸送人員のほうが 162 人、運送収

入のほうが 14万 3,700円になっております。以上です。 

 



○大友会長 

はい、ありがとうございました。それでは、ただ今ご説明ありました、医療法人社団 誠

仁会さんの案件につきまして、皆さまからご質問、ご意見お願いします。 

○鈴木委員 

私の方から、輸送対象者が 4 名減っているのに対して、車が前回、車いす 3 台、セダン 1

台あったものが、車いす 1 台ということで需要がなくなったからこうしたのかなと思うんで

すけど、今登録されている方の要望に十分応えられているのかどうかという部分。  

それからもう 1 点の部分は、運行管理、責任者が交通違反をしています。やはり管理する

方々が自家用車のときという油断が起きないように安全運行をする、それがやっぱり皆さん

に対しての、安全運転するんですよ、交差点こうですよとしたときに、やはり聞いてもらえ

ることになるんだろうというふうに思いますので、ぜひ、そういった点の中で有償運送に関

わる違反ではない、でも自家用車の違反も事故もなくす、そしてそれを皆さんの職場の共通

認識の形の中で高めていっていただければなというふうに思います。 

ぜひ、日常の中でそれこそ参考までにしていただければと思うんですが、車の減った部分

ということと需要とのバランスというものはどうなんでしょうか。 

○医療法人社団 誠仁会 

はい。車両につきましては、今現在も昨年同様保有はしております。今回、登録にあたっ

て 2台が外れたというのは、車両が古くなってきておりまして、本年の車検時に 8月と 10月

に入れ替え予定を含めており、ただ正式にまだ車両発注してないものですから、需要と供給

のバランスから言って現在の 1台で十分対応させていただいております。 

あと運転管理者含めて、今、車両運転管理者というのが 5 事業所が一つの建物に入ってお

りまして、車両管理者というのが 5 名おりまして、それぞれに日々の点検を含めた運転免許

の方の日常の管理も、損保会社を通じた勉強会を通じながら進めているところでございます。

何とぞよろしくお願いいたします。 

○大友会長 

はい、ありがとうございます。ほかに何かございますか。 

それでは、無いようですので、今回の医療法人社団、誠仁会さんの更新申請を認めること

としてよろしいでしょうか。 

〇委員一同 

 異議なし。 

○大友会長 

はい、ありがとうございます。それでは本申請を認めることといたします。公私にわたっ

て、ぜひ安全運転にご留意いただいてということで、よろしくお願いいたします。 

○医療法人社団誠仁会 

本日はありがとうございました。 

 

 

 



(9) NPO法人札幌障害者活動支援センターライフ 

○大友会長 

それでは続きまして 9 番目、NPO 法人札幌障害者活動支援センターライフの更新申請の審議

に入りたいと思います。では、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

A3の資料をご覧ください。団体概要ですが、札幌障害者活動支援センターライフさんは障

がい福祉サービス事業所としまして、就労継続支援事業をはじめ、居宅介護事業、移動支援

事業などを実施しております。 

運送の対象者は、身体に障がいがある方 1 名です。法令遵守に関しましては、宣誓書の提

出があります。使用する車両ですが、所有車両 3 台でございます。運転者 5 名の方は大臣認

定講習を修了しておりまして、このうち 2 名は、介護福祉士の資格も有しています。また、

過去 3年間に免許停止の処分を受けた方はおりません。 

運行管理責任者、整備管理責任者も選任されておりまして、損害賠償措置も前回申請時と

同様です。運送の対価につきましては、距離制運賃としてまして、料金についての変更もご

ざいません。 

最後に資料修正のご連絡です。先ほどと同様に、運送しようとする旅客の範囲のところ、7

番目の表のところでございます。福祉有償運送のところ、上から 2 番目の塗りつぶし、それ

から一番下の塗りつぶし、ここを外していただきます。 

では団体さんの方から、実績報告をお願いします。 

○NPO法人 札幌障害者活動支援センターライフ 

29年度、実績報告させていただきます。車いす車両が 3台で運行しています。区域は札幌

市内、利用者の数が 1名、走行距離が 203 キロ、回数が 16回で、収入が 1 万 2,850 円でした。 

続いて 30年度の実績報告させていただきます。同じく車いす車両が 3台で運行しておりま

す。利用者の数が 1 名、走行距離が 79キロ、回数が 6回で、収入が 5,450 円です。両年度と

も交通事故などはありませんでした。以上です。 

○大友会長 

ありがとうございます。ただ今ご説明ありました、NPO 法人札幌障害者活動支援センター

ライフの案件につきまして、皆さまからご質問、ご意見あればお願いします。 

○入江委員 

単純な質問です。乗務員さん 5 人登録なさっていて、利用登録が 1 名で、台数が 3 台で、

年間の売上等が 1 万円くらいと。この辺ちょっとアンバランスに思えたんですけど、その辺

の運用の仕方というのは、どのような形でしょうか。 

○NPO法人 札幌障害者活動支援センターライフ 

人数的には前回の協議されたときと同じくらいの人数なので、一応 5 名は有償だけではな

くヘルパーとしても動いててその都度人が替わるんです。それでなるべく対応できるように、

5名が動けるような形をとっています。 

○入江委員 

分かりました。 



○鈴木委員 

5名の方の中で、3名の方が違反をされており、その中でまた信号無視ですとか、一時不停

止という違反もありますので、ぜひここの部分について、事業所 5 名のところで、安全運行

に関わる部分についての共通認識、改めて学習会とかそういうのではなくても、やはりヒヤ

リハットではないですけども、あそこの交差点こうだったよね、あそこのところ警察取り締

まりしてるよね、というような道路の実態をみんなで共有することによって、違反もなく事

故もなく、ということになろうかと思いますので、ぜひそういったことに心がけて、安全運

転講習ですとかを企画していただければなと思います。 

○NPO法人札幌障害者活動支援センターライフ 

ありがとうございます。 

○大友会長 

それでは、ほかにいかがですか。 

今後利用される方が増えていくことはありますか。 

○NPO法人 札幌障害者活動支援センターライフ 

必要最小限というか、人手不足ということもあり、なかなか動けない。今の 1 名の方は、

移動支援でなく通院が必要で通院での移動をしているということで、今現在、人数を増やす

とか、動きが増えるとかということは厳しいかなというところです。 

○大友会長 

分かりました。ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

それでは、皆さまから無いようでしたら、NPO 法人札幌障害者活動支援センターライフさ

んの更新申請を認めることとしてよろしいでしょうか。 

〇委員一同 

 異議なし。 

○大友会長 

はい、ありがとうございます。それでは今回の申請、認めることといたしますので、安全

運転、どうぞ留意いただきまして、事業所内でまた安全教育の方、やっていただきたいと思

います。 

○NPO法人 札幌障害者活動支援センターライフ 

ありがとうございます。 

 

(10) 医療法人社団、H・N メディック 

○大友会長 

それでは 10 番目、医療法人社団 H・N メディックの更新申請の審議に入りたいと思いま

す。では、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

A3の資料をご覧ください。団体概要ですが、H・Nメディックさんは人工透析治療など行う

医療機関でございまして、透析患者さんの通院送迎を行っております。 

運送の対象者は、人工透析の患者さん 95名でございます。法令遵守に関しましては、宣誓



書の提出があります。使用する車両は、所有車両 8台でございます。運転者は 15 名でござい

まして、1 名は二種免許をお持ちの方で、他の 14 名は大臣認定講習を修了しており、過去 3

年間に免許停止の処分を受けた方はおりません。 

運行管理責任者、整備管理責任者も選任されておりまして、損害賠償措置も前回申請時と

同様でございます。運送の対価につきましては、距離制運賃としておりまして、料金につい

ての変更もありません。 

それでは団体さんの方から、実績報告をお願いします。 

○医療法人社団 H・Nメディック 

はい、H・Nメディックです。よろしくお願いいたします。今、お話しいただきましたとお

り、車両は 2 事業所合わせまして 8 台でございます。対象は人工透析治療患者のみでござい

ます。 

車両走行距離に関しましては、厚別の方が 5 万 1,627 キロ、運送回数が 6,594 回、運送収

入が 243 万 9,820 円、続きまして、札幌東の方が、走行距離が 3 万 6,335 キロメートル、運

送回数が 4,867 回、運送収入が 121 万 2,834 円、合わせまして 8 万 7,963 キロメートル、運

送回数が 1 万 1,461 回、運送収入が合わせまして 365 万 2,654 円となっております。事故に

関しましては、ございません。 

続きまして平成 30年度の報告をいたします。車両台数、変わりなく 8 台でございます。厚

別のほうが、走行距離 5 万 1,498 キロ、運送回数が 6,594 回、運送収入が 251 万 0,205 円、

札幌東のほうが走行距離 3万 0,683 キロ、運送回数が 4,867 回、運送収入が 157万 0,520 円、

2 事業所合わせまして、走行距離が 8 万 2,181 キロ、運送回数が 1 万 1,461 回、運送収入が

408 万 0,725 円となっております。事故に関しましては同様にございません。以上でござい

ます。 

○大友会長 

はい、ありがとうございました。それではただいま説明がありました医療法人社団、H・N

メディックさんの案件につきまして、ご質問ご意見ありましたら、お願いいたします。 

○平島委員 

29 年度と 30 年度で各事業所それぞれ輸送回数一緒なんですよね、これは定期運行されて

いるというような形になるんですか。その辺教えていただきたいです。 

○医療法人社団 H・Nメディック 

そうですね。定期運行となっております。透析患者、週 3 回必ず通ってくる方が多いです

ので、年間 156回、毎回変わらず通ってきますので回数は同じになります。 

○平島委員 

例えば、それは、どこかの駅からどこまでみたいな形でやられているのか、それと人数、

患者さんの人数も全部一緒で変わらずということなんでしょうか。 

○医療法人社団 H・Nメディック 

はい、この数年は利用されている患者さんは、ドア・ツー・ドアでやっておりますので、

自宅から病院までの送迎ですけれども変わらないですね。 

 



○平島委員 

全く一緒で。 

○医療法人社団 H・Nメディック 

一緒です。ちょっとたまたまというところはあると思います。1人減って、1人増えてとい

うことはあると思うんですけれども、そのような感じになっております。 

○平島委員 

日々の運行管理の体制について、少しお聞かせいただきたいと思います。乗務される方の

健康チェックだとか、運転される前の点検だとかをどのようにされているかというところを。 

○医療法人社団 H・Nメディック 

朝、出発前には、全員の点呼を行いまして健康の確認はいたしております。あと、飲酒チ

ェックですね。お互いに匂いを確認しながらやっております。 

○平島委員 

運転記録簿みたいなものというのは、点呼簿みたいなものも作成されていらっしゃるんで

すか。 

○医療法人社団 H・Nメディック 

点呼簿はつけておりませんが、何かしらの問題があったときに必ず管理者に報告をもらい、

面談するというような形はとっております。あと運行記録の方は付けております。 

○二階堂氏 

札幌運輸支局の二階堂と申します。点呼のほうはやっていただいているということ、あり

がとうございます。安全上重要なところなのでそれは継続してやっていただければと思うん

ですけれども、もう一つ、実施した場合は記録を付けてくださいと、何か疾病状況だとか疲

労状況、飲酒運転という話もでましたけれども、あと何か指示したのであれば指示したこと

を記録することと。 

○医療法人社団 H・Nメディック 

点呼というよりもミーティングを行ってますね。 

○二階堂氏 

何かあれば報告させる形ですか。 

○医療法人社団 H・Nメディック 

何か報告が必要な状態であればさせていただいてます。 

○二階堂氏 

法令では確認という形になってますけれども、点呼に類することを、出発前に必ずやるこ

とと、そこは記録を付けてくださいということに規則上なっているので、そこは作成してい

ただければと思います。 

○大友会長 

ありがとうございます。ほかはいかがですか。 

○鈴木委員 

運行回数の部分が、29年と 30年と同じということになっていますが患者数違いますよね。

73 名と 68 名というふうな中で患者数違っても同じ運行回数になるということは、ある程度



ルートを決めて回っているということなんですね。 

○医療法人社団 H・Nメディック 

はい、そうです。 

○鈴木委員 

ではその中で、1人しか乗らなかったら 1人から 300 円もらう、2人乗ったら 600 円と、そ

ういうふうな形の計算ですね。 

前回申請のときも私いたんですけど、透析の部分、通常タクシーでほとんどの透析患者っ

て病院まで入っていってますから、医療法人のところでこれをやったら通われる方の部分に

ついては便利なのかなというふうに思いながら、タクシーのお客さんいなくなると思いなが

ら、、、。それは二の次として、本当にそういった部分の中で透析の方というのも、透析した後

すぐ動ける人とそれから時間をおかないと動けないという、当然、そういった医療法人のと

ころでやっているから、そういったことは分かっててやってるんだと思いますので、ぜひ本

当に安全運行に努めていただく、そして皆さんに信頼される福祉有償運送であってほしいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○大友会長 

はい、ありがとうございます。ほかによろしいですか。 

○二階堂氏 

すみません。今の話だと、1人 300円初乗りで乗ったとき、8人乗ったら、300 円ずつ 8人

からもらうということですよね。複数乗車はもちろんやることは認められているんですけど

も、複数乗車があった場合想定される人数だとかいろいろあると思うんですが、総額で、タ

クシー運賃のおおむね半分以下というところが前提としてあるんです。そういうことだと、

複数になれば運賃を安くしたり、もっと安く設定したりというところはあるんですけど、そ

のあたりを加味しての設定をされているということですか。 

○医療法人社団 H・Nメディック 

はい、そうですね。今おっしゃっていただいたとおり、もともと安くタクシーのおおむね

半額以下に設定して、距離に関しましては直線距離で計算をしています。道のりではなく直

線距離でやっています。 

○二階堂氏 

分かりました。 

○大友会長 

ほかに何かお気づきの点ありましたらお願いします。 

よろしいですか。それでは、無いようですので医療法人社団 H・Nメディックさんの更新

申請を認めることとしてよろしいでしょうか。 

〇委員一同 

 異議なし。 

○大友会長 

はい、ありがとうございます。 

それでは、本申請を認めることといたしますので、先ほどそれぞれの委員からいろいろご



提案ありましたが、どうぞ安全運転さらに留意いただきまして、よろしくお願いしたいと思

います。 

○医療法人社団 H・Nメディック 

よろしくお願いします。 

○大友会長 

それでは、本日の協議事項はここまでといたします。お疲れさまでした。最初の料金体系

でちょっと時間がかかって申し訳ありませんでしたが、それでは次回の日程に関しまして、

事務局からお願いします。 

○事務局 

次回、第 2 回目ですが、9 月の中旬ごろを予定しているところでございます。後日、改め

て皆さんと日程調整させていただいて、日にちが決まりましたら速やかにご連絡差し上げま

すので、今後ともどうぞよろしくお願いします。 

○鈴木委員 

すみません、1 点よろしいでしょうか。今日出てきた団体の分というか、運行前、運行後

の管理体制についてですが。 

○大友会長 

そこ、課題ですね。 

○鈴木委員 

私たちも青ナンバーの運転手だから余計感じるところがあるんですけど、特に北 5 条西 6

丁目道通ビルというところの場所を考えて、電話で指示してというような持ち込み車両の体

制が、交通面で合ってないなと感じました。本当に竹田委員がおっしゃったように、さまざ

まなシステムがあるというのは理解しますけれども、やっぱり事業所として、安全運転教育

をもう少しやっていただかないと、走行距離がたくさんあるからそのうち事故が起きて当た

り前というふうな気がします。 

過去の申請の中で、法人登録しているけれども、運転手と利用者と直でやってるよという

ような話があったりもします。ですから、札幌市の福祉有償運送運営協議会として運行前の

ところの管理体制ということについて厳格にすることは求めません。ただやっぱり安全運行

するためにこうあるべきということ、安全運転講習の機会を多くの法人に設けてほしいです。

その中で、皆さんに安全運行についての共通認識を持っていただきたいです。タクシーが全

部ではないですが、本当に毎日のように今、事故があって、会社で都度、出庫前に言われる

わけですよね。そういうことで、安全運転の意識というものが、おのずと身についてくると

いうのが実態です。 

ですから、この福祉有償運送の場合は、走行距離も走行時間も少ない、だから、たまたま

事故が起きていないということではなくて、安全運行についてきちんとやっているから事故

が起きていない、こんなような札幌の福祉有償運送になってほしいなという願いがあるもの

ですから、ぜひそういったことも含めて、事業所さんに理解を求めていただくような、今ま

でも札幌市の方で取り組んでもらっていますけれども、そのようなこともぜひ考えていただ

ければなと思います。 



○大友会長 

はい、ありがとうございます。私自身も今日の各事業所のお話を伺っていて、改めてずい

ぶんとばらつきが大きいなというか、特に持ち込み車両を前提としている事業所、これは今

日の課題が浮き上がった部分かなと思っていました。運輸局の方にいろいろとご助言いただ

いて、運行に入る前から終了するまでの安全運行管理をしっかり留意してもらうように何か

そういう札幌市版のようものをつくって、それをまた福祉有償運送をやっておられる事業所

の方に送付するなりということを、なるべく早期にできるようにしたいなと思います。9 月

までに運輸局の助言をいただいて、私と事務局で原案の相談をして次回の委員会でご相談し

てみますか。という段取りは事務局、厳しいですか。 

○事務局 

我々も日ごろから事業所の方と書類のやり取りしてますので、その中で今日の課題として

浮き上がった部分は、事業所の方に周知してまいりたいと思っていますので、今後ともよろ

しくお願いします。 

○大友会長 

では、鈴木委員からご提案のありました点についても、次回また皆さんと検討させていた

だきたいなと思いますので、運輸局のご助言が前提になっていますので、よろしくお願いい

たします。 

 

３．閉会 

○大友会長 

それでは、以上をもちまして、令和元年度、第 1 回札幌市福祉有償運送運営協議会、閉会

いたします。本日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございました。個別審査の

資料につきましては、事務局回収ということですので、席に置いたままお帰りいただいて結

構です。ありがとうございました。 

 


