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様式３ 

会 議 記 録 

 

次の協議会を次のとおり開催した。 

協 議 会 名 称  横須賀・三浦地区福祉有償運送市町共同運営協議会 

開 催 日 時  平成 26 年７月 29 日（火）  14：00 ～ 15：30 

開 催 場 所  葉山町福祉文化会館 １階大会議室 

出 席 者  

※ 会 長 等 ◎  

副 会 長 等 ○  

◎中川 進一、○石井 孝広、山口 忠夫、飯田 美江子、齋藤 彰、 

内藤 昭二、小宮 純、若菜 敏孝、小川 研一、笹谷 月慧、出口 道夫、 

出口 雅史、丸 恭輔、仲野 美幸、渡辺 久美子、浅羽 昭子、市川 壽一、 

菊池 尚、中﨑 廣、佐藤 弘朗、樽井 彰子、 

脇 尚志（代理）、城田 芳紀（代理） 

次回開催予定日  平成 26 年 10 月 29 日（水）  14：00 ～ 

問 い 合 わ せ 先  

所属名、担当者名  葉山町保健福祉部福祉課社会福祉係、板倉 

電話番号      ０４６－８７６－１１１１（内線２３１） 

メールアドレス   kourei-fukusi@town.hayama.lg.jp 

会 議 記 録  発言記録 ・ 要約 
要約し 

た理由 
長時間に及んだため 

内      容 

 開会・委員の委嘱等 

（司 会） 皆様、こんにちは。本日はご多忙の所、また、暑い中ご出席を頂き、

ありがとうございます。 

ただいまから、平成 26 年度 第１回 横須賀・三浦地区福祉有償運送市

町共同運営協議会を開催いたします。 

申し合わせによりまして、会長職は１年交代となっております。今年

度の正副会長が選出されるまでの間、事務局長として会議の進行をつと

めさせていただきます葉山町 保健福祉部 福祉課の守屋と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

まず、委員委嘱につきまして、横須賀・三浦地区福祉有償運送市町共

同運営協議会設置要綱第７条により、平成 26 年４月１日から平成 28 年

３月 31 日までの２年間、別紙の名簿のとおり、委員が選任されておりま

す。設置要綱第６条第５項に基づき、事務局長が会長・副会長の職務代

理となり、先に送付いたしました委嘱通知をもって、新たな委員委嘱と

させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 協議会の成立要件 

（司 会） 次に、本日の協議会ですが、定員 24 名のところ 23 名のご出席をい

ただいており、設置要綱第８条第１項により、委員の過半数が出席して

いるので、協議会が成立していることをご報告いたします。なお、逗子

市・須藤委員からは事前に欠席の旨、ご連絡いただいております。また、

神奈川運輸支局の中澤委員の代理で脇様、神奈川県福祉部地域福祉課の

西條委員の代理で城田様にご出席をいただいております。 

 自己紹介 

（司 会） 次に、新たな任期での会議となりますので、お配りしました委員名簿

の順番に、自己紹介をお願いしたいと思います。 

（横須賀市の山口委員より、各委員が、順に自己紹介を行った） 

 

（司 会） ありがとうございました。皆様よろしくお願いいたします。 

次に、担当事務局の紹介をさせていただきます。横須賀市・鎌倉市・

逗子市・三浦市・葉山町の順に自己紹介をお願いいたします。 

（横須賀市事務局から、順に事務局が自己紹介を行った） 

 次第２ 正副会長の選出 

（司 会） それでは次に、会長の選出に移りたいと思います。会長の選出につき

ましては、設置要綱では委員の互選となっておりますが、申し合わせに

より、事務局市・町の中から選出することとなっております。そこで、

葉山町選任委員で協議しました結果、中川委員に会長をお引き受けいた

だきたい、ということになりましたが、皆様いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声 拍手あり） 

（司 会） ありがとうございます。それでは、中川委員、会長席にお移りくださ

い。それでは、設置要綱第６条第３項の規定により、以後の進行を会長

にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

（会 長） 本日は、この暑い最中、当葉山町までお越しいただき本当にありがと

うございます。ただいま、ご説明ありましたように、当運営協議会、担

当する市または町の委員の中から選出と言う事でございますので、会長

に選出されました中川でございます。どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。ただ今、自己紹介の中でお話ししましたが、私、葉山町の民生委員

児童委員協議会の会長もしております。この要綱の中にも記されており

ますように、日頃は地域、あるいは地域住民の福祉増進に微力を尽くし

ておる次第であります。今日一日よろしくお願いいたします。今日の会

議、一応予定は、２時から４時となっております。時間内に終わるよう
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に進めたいと思いますので、会につきましては、進行にご協力お願い致

したいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。以下着席をさせて

いただきますので、ご承認いただきたいと思います。 

（会 長） では、早速ですが副会長の選任の件ですけども要綱上、会長が指名す

ることになっておりますので、今回は葉山町の担当でございますが次期

は横須賀市の事務局が担当ですので、横須賀市福祉部 福祉総務課長の石

井様にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声 拍手あり） 

横須賀市の石井課長どうぞこちらの席にお願いいたします。それでは、

副会長からご挨拶をいただくようによろしくお願いします。 

（副会長） 横須賀市福祉総務課長石井です。このような４市１町で連携する協

議会、素晴らしい事だと思います。会長をしっかり補佐したいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

 次第３ 会議の傍聴及び公開について 

（会 長） それでは、横須賀三浦地区の有償運送市町共同運営委員会傍聴要綱に

基づきまして、本日の傍聴者の入室を許可したいと思います。どうぞご

入場下さい。 

（傍聴者 入室） 

（会 長） これで、みなさんですか。傍聴の方、大変お待たせいたしました。早

速ですが、傍聴の方にお知らせがございます。まず、１点としましては、

お手元の資料につきましては、法人及び個人の情報が含まれております

ので、協議会終了後、速やかに事務局へ返却いただくことになりますの

で、よろしくお願いいたします。２点目としましては、会議中は、カメ

ラ・ビデオ等での撮影及び録音は禁止されておりますので、ご了承願い

ます。３点目としまして、協議会の議事は、原則公開とされております。

これは、取扱要領第５条によって公開となっております。会議終了後に

審議速報及び会議記録を公開することとなっております。そのため、会

議記録作成のために録音させていただきますので、発言の際は必ず所定

のマイクをご使用になりご質問あるいはご意見をいただきたいと思いま

すので、ご協力お願いいたします。 

 次第４ 会議の進め方及び今後の予定について 

（会 長） 続きまして、本日の会議の進め方、あるいは今後の予定について、事

務局から説明をお願いします。 

（葉山町事務局） それでは、まず、本日お配りいたしました資料について、確



4 

 

認させていただきます。本日、机上配布いたしておりますのは、「次第」、

新しい「委員名簿」、横須賀市分の「追加資料」、横須賀市、鎌倉市、三

浦市分の「差し替え資料」、「その他資料」としまして『自家用有償旅客

運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会 最

終とりまとめ』と『その概要』をお配りしております。事前に送付いた

しました資料と合わせまして、漏れ等がございましたら、お知らせくだ

さい。 

続きまして、本日の会議の進め方及び今後の予定について、ご説明し

ます。本日は、合意を要する協議事項としまして、申請が３件ございま

す。協議の順番は、「更新登録の申請」横須賀市１件、鎌倉市１件の順で、

「変更登録の申請」横須賀市１件の順で、団体に入場していただき、は

じめに、申請書受付事務局から申請法人の概要について説明をします。

その後、委員からの質問に対して、受付事務局、または、申請団体から

回答をいただきます。その後、協議会として「承認」、「条件付で承認」、

「不承認」の結果をまとめるという手順で進行していきたいと考えてお

ります。 

次に、協議会の合意を要しない報告事項といたしまして、軽微な変更

について報告等がございます。事前に委員の皆さまに送付した資料では、

横須賀市８件、鎌倉市４件でございましたが、横須賀市より１件追加が

ございますので報告をさせていただきます。ご了承ください。 

次に、平成 25 年度の実績報告及び、廃止団体の報告を事務局からさせ

ていただく予定です。 

なお、今後の予定ですが、協議会は年３回を考えており、次回の協議

会は 10 月の開催を予定しております。それ以外の開催は、特別な事情に

限り、別途検討することとします。事務局からは以上でございます。 

（会 長） ただいまの説明でよろしいでしょうか。よろしいですか。それでは、

続けさせていただきます。 

 次第５ 議題（１）申請書の協議について（更新登録申請） 

（会 長） まず、議題の（１） 申請書の協議についてということでございます。

[自家用有償旅客運送の更新登録の申請] これについて２件の申請が出

されております。横須賀市から１件、鎌倉市から１件でございます。ま

ず、１件目としまして、横須賀市から更新申請がありました団体の「特

定非営利活動法人 あしたば訪問介護センター」の方、また横須賀市事

務局の方は、説明席にご着席お願いします。  

（会 長） 更新登録の申請について、事務局からご説明いただければと思います。 

（横須賀市事務局） 横須賀市、介護保健課の柴田です。今回更新しますのは、
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「横須賀市の特定非営利活動法人 あしたば訪問介護センター」の更新

登録申請について説明いたします。では、着席して話させていただきま

す。 

まずは、申し訳ありません。資料の差し替えがありますので、お手元

にあります差し替え資料で「特定非営利活動法人 あしたば訪問介護セ

ンター」こちらをお願いいたします。では、まずそちらをめくっていた

だきますと福祉有償運送の更新登録申請の概要、１ページ目のところで

すが、当初お配りした資料のところで旅客からの収受する対価、こちら

に誤りがありましたので、差し替え資料の差し替えをお願いします。こ

ちらの内容については、前回の更新時と変わっておりませんが、余計な

ものが入っておりましたので、それを削除させていただきました。次、

資料１ 資料の一番下にあるページで１と書かれている自家用有償旅客

運送の更新登録申請についてですが、こちらについては提出された書類

の日付が未記載のままお渡ししてしまいましたので、記載したものと差

し替えをお願いいたします。では、次に、資料６番 15 ページ利用料金一

覧、こちらに一部誤りがありましたので正しいものを持参しましたので、

差し替えお願いいたします。間違いにつきましては、付き添い料が運送

の対価以外の対価に含まれていたのですが、こちらは全く受け取ってい

ないもので福祉有償運送ではいただいていないものになりますので抹消

させていただきました。また、下の介助料の割増料金のところなのです

が時間が間違えておりまして、６時から８時および、18 時から 21 時、

21 時から翌朝６時 および、日曜・祭日ということでお渡しした資料な

のですが、時間が 18 時から 22 時、22 時から翌朝６時という形のものが

正しいのでこちらも差し替えお願いいたします。次に、資料８、ページ

は 20 ページあともう一枚、21 ページ。こちらは、日付の方記載されて

おりませんでしたので差し替えの方お願いいたします。また、次にある

資料９、22 ページこちらも同様に日付を記載し忘れがありましたので差

し替えをお願いいたします。では、次は 32 ページ自動車検査証について

ですが、配布しました資料では有効期限が切れてしまっているものをお

渡ししてしまっていました。最新のものを持参しましたので、そちらに

差し替えお願い致します。最後 56 ページ確認書こちらも日付が記載し忘

れがありましたので、記載したものを持参しましたので、差し替えお願

いします。差し替えをお願いしたい資料は以上になります。 

では、更新について説明させていただきます。まず、運送の主体は「特

定非営利活動法人 あしたば訪問介護センター」で代表者が金子宗吉氏

です。主たる事業所の所在地は、横須賀市長沢４-29-７コートハウスC に

なります。定款、登記事項証明等につきましては、添付した書類のとお

りとなっております。なお、現在の登録満了日は平成 26 年９月 14 日と
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なっております。次に、運送区域につきまして、運送区域は横須賀市、

三浦市、逗子市の３市となります。次に、旅客から収受する対価につい

てですが、運送の対価としては、３キロ以降は１キロ 100 円で、運送の

対価以外の対価につきましては、迎車料金 200 円。次に待機料金は 30

分ごとに 600 円。介助料金は 1,000 円。ただし、介護保険等利用の場合

はそちらの方を使用する形になります。また、レンタルとしてリクライ

ニング貸出料が１日 2,000 円。車椅子貸出料は１日 500 円となっており

ます。こちらは、利用者が持参した場合は、かからない金額となってお

ります。これらの利用料金につきましては、前回更新時から変更はあり

ません。次に、運送しようとする旅客の範囲になります。旅客の範囲で

すが、添付しました資料に書かれていますとおり現在の登録利用者数は

96 人となっております。資料のページは 16 ページから 19 ページまでに

なっております。次に、法令遵守ですが、当該法人の役員全員、道路運

送法第 79 条の４、第１項第１号から第４号までのいずれにも該当しない

ことを宣誓しており、宣誓書を添付しております。宣誓書は 20 ページに

添付してあります。次に、使用車両数ですが現在は福祉車両が７台、セ

ダン型車両が５台の計 12 台となっております。なお、こちら平成 25 年

度の運用実績においては 13 台と届出がされておりますが、実際には、現

在運用台数は 12 台となっております。こちら追加資料「特定非営利活動

法人 あしたば訪問介護センター」軽微な変更という所こちらを確認お

願いいたします。５月 15 日に届出をしておりまして、車の台数が増車１

台、減車が２台、差し引き１台減となっておりまして、年度末時点で 13

台だったものが現在は 12 台の体制で運営されております。次に、運転者

ですが、現在運転者は９名おり、ただそのうち第一種免許取得者は０人

になっております。運転者の資料につきましては、資料 10、35 ページ・

36 ページ、受講資格につきましては、45 ページ以降がそれぞれの運転

者の修了証となっております。講習受講状況ですが、運転者３名がかな

がわ福祉移動サービスネットワーク主催の福祉有償運送運転者講習およ

びセダン等運転者講習を修了しており、また５名が福祉有償運送運転者

代替講習を修了しております。また、１名が横浜移動サービス協議会主

催の福祉有償運送者及びセダン等運転者講習を修了しており、それぞれ

の修了証がこちらに添付されております。次に、事故発生時の対応の整

備となっております。運行管理、整備管理の体制、事故処理連絡体制、

苦情対応体制についてはそれぞれ運行管理マニュアルにより適切な管

理・整備を行っております。資料としましては、資料 13、58 ページ以

降がそれらのものになっております。なお、運行管理等につきましては、

責任者、代表者ともに運転手を兼ねておりますが、必ず常にどちらかが

対応可能な状態で待機している、このような運営で行っております。次
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に、損害賠償措置につきましては、日本興亜損保、三井住友海上、東京

海上日動で契約しており、それぞれの保険証券の写しは 61 ページから

84 ページまで、こちらにコピーを添付しております。以上のとおりとな

ります。ご審議の方よろしくお願いいたします。 

（会 長） ありがとうございました。ただ今の横須賀市の事務局の方から「あし

たば訪問介護センター」の更新につきまして、説明ございました。当件

につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

（委 員） ２点ほど確認させて頂きたのですが、15 ページの差し替えになりま

した付添料30分1,350円というのをやっていないということで削除した

のですか。付添の乗降介護、ドライバーがやるような以外の付添の介護

というのが存在しないのですか。 

（法 人） はい。そういったケースはございませんでした。 

（委 員） そうですか。はい。わかりました。 

それともう１点なのですが、更新の資料の２ページに車両の 12 両のう

ちの所有が９両となっていると思うのですが、３台は、あさひの家さん

の物だと思うのですけど、１台オリエントコーポレーションさん所有の

ものがあると思うのですが、あさひさんの３台とオリエントさんの１台

で所有が８台、持ち込みが４台にならないのでしょうか。 

（法 人） オリエントコーポレーション、これはローンで購入しまして、終わっ

ている・・・ごめんなさい、確かな記憶がないのですけれど所有者の名

義をまだ変更していないと思います。ですから、この車も自社所有「あ

したば訪問介護センター」の所有になっているはずです。 

（委 員） 名義を変えてらっしゃらないということですね。これは所有・・・お

そらく、この書き方の中では持ち込みという形の方がよろしいのではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。 

（委 員） すみません。この車というのはどの車のことですか。 

（委 員） 31 ページです。 

（委 員） この部分は使用者としては「あしたば訪問介護センター」と指定され

ているわけですよね。その場合なのですが、この申請書の所有の欄なの

ですけど車検証上の所有者を書いていただくというのではなくて、使用

者登録されているものを所有者という形で整理して書いていますので、

使用者として「あしたば」さんが登録されているということであれば、
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所有の欄に入れて頂いて問題ないです。 

（会 長） ただ今のご質問に対する回答はこちらでよろしいでしょうか。ご理解

いただけましたでしょうか。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょ

うか。おいでにならなければ、協議が整った、同意をいただいたという

ことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声 多数） 

（会 長） それでは、「特定非営利活動法人 あしたば訪問介護センター」の更

新登録は協議が整ったということで、「特定非営利活動法人 あしたば訪

問介護センター」の方、ありがとうございました。退席していただいて

結構です。横須賀市事務局は、自席にお戻りください。 

（会 長） 続きまして、更新申請の２件目。「特定非営利活動法人 Treasure Ark 

Transport」の方及び鎌倉市事務局は、説明席にお願い致します。 

（鎌倉市事務局） 鎌倉市からは「特定非営利活動法人 Treasure Ark Transport」

の更新登録の申請について、ご説明差し上げたいと思います。以降着席

させていただきます。 

まず、添付資料につきまして差し替え資料がございます。「Treasure 

Ark Transport」の分は資料右上に鎌倉市資料９、差し替え（差替え）の

記載があるものです。こちらですが資料 22 ページ目の資料９こちらの自

動車検査証において有効期間の満了する日付が今年７月 19 日であった

ために改めて更新を行った自動車検査証を差し替えさせていただきま

す。 

それでは、更新登録申請の内容についてご説明申し上げます。まず、

運送の主体ですけれども「特定非営利活動法人Treasure Ark Transport」

代表者は横田雅俊様です。主たる事務所の所在地は、鎌倉市腰越３丁目

17 番 30 号です。定款、登録事項証明等につきましては、添付した書類

のとおりとなっております。現在の登録満了日は今年９月 28 日となって

おります。続きまして、運送の区域は鎌倉市のみとなっておりまして、

前回の更新時と変わっておりません。次に旅客から収受する対価ですけ

れども運送の対価は、15 分まで 400 円。以降 15 分までごとに 300 円と

なっております。また、運送の対価以外の対価につきましては、更新登

録申請の概要記載のとおりとなっております。複数乗車の有無は無とな

っております。これら利用料金等につきましては、前回の更新時から変

更はございません。次に、運送しようとする旅客の範囲ですけれども添

付した資料のとおりでございます。現在の登録利用者は１人となってお

ります。次に法令遵守ですけれども当該法人役員全員、道路運送法第 79
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条の４第１号から第４号までのいずれにも該当していないことを宣誓し

ておりまして、宣誓書を添付しております。次に、使用車両台数ですけ

れどもセダン型車両１台のみとなっております。また、概要の中に、契

約締結ということで、持ち込み車両２台と誤って記載してしまいました

けれども、こちらのセダン型車両は持ち込み車両として１台のみとなっ

ております。契約状況につきましては、使用に関する契約が書面で行わ

れています。さらに、運転者につきましては、運転者３名、うち第１種

免許取得者はおりません。講習受講の状況ですが、運転者３名全員福祉

有償運送の講習を修了しておりまして講習の修了を確認できる資料を添

付してございます。次に、運行管理、整備管理の体制、事故処理連絡体

制、苦情対応体制につきましては、それぞれ運行管理マニュアルにより

まして、適切な管理や整備をしております。次に損害賠償措置につきま

しては、保険証書の写しを添付しております。適切な措置がとられてお

ります。ご説明につきましては、以上のとおりでございます。ご審議の

方よろしくお願いいたします。 

（会 長） はい。ありがとうございました。ただ今の更新申請についてご質問の

ある方おいでになりますでしょうか。 

（委 員） すいません。確認なのでが、旅客から収受する対価については、以前

から変更なしとありますが、介助料なのですが、15 分ごとに 400 円（利

用会員宅～目的地）とありますが、これは添乗料という意味ということ

でよろしいのでしょうか。運転手が車を運転中に同時に介助もするとい

うことはちょっと考えにくいのでその確認なのですが。 

（法 人） 通院介助、車からおりて車イスに乗るとかそういった方を通院の中付

き添って介助するというのが運転手の分に含まれています。そういうも

のが発生した場合にはそれをつけさせていただいているということで

す。 

（委 員） わかりました。そうするとこれは、乗降介助は全く取らないというこ

とでよろしいですか。車の乗り降りから全く切り離して車を降りた後、

その後の付添にかかる金額ということで考えてよろしいのでしょうか。 

（法 人） そうです。 

（委 員） なるほど。そうすると、乗降介助の部分は、全くお金を取らないとい

うことで考えてよろしいですか。 

（法 人） そうです。 
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（委 員） そういう形なのですね。それでしたら、こちらは旅客から収受する対

価の部分なのですが、この運営協議会で協議して頂くものは、あくまで

運送に関わるものと運送に付随するものだけになります。基本的に介助

料として、こちらの運営協議会で協議していただくのは、乗り降りに関

する介助それに対してお金がかかる場合について、どのぐらいでという

協議は必要なのですが、車を降りた後に、そのあと病院等で付添何分あ

たりいくらですよというところは協議の対象ではないのです。なので、

この金額については、協議は特に必要ございませんので、申請もこの部

分はずしていただいて特に問題ないものだと思いますので、もし今回の

協議でこの部分については、よろしければ削除していただければと思う

のですが、いかがでしょうか。 

（会 長） ただ今ご意見ありましたが、いかがでしょうか。適用外のものは削除

してもかまわないということなのですけれども、この点についてみなさ

んのご意見はいかがでしょうか。そうすると、協議の対象外ですから法

的には削除したほうがいいということですね。 

（委 員） はい。 

（会 長） ということですが、よろしいですか。ご意見がないようでしたら、「特

定非営利活動法人 Treasure Ark Transport」の更新登録の申請につきま

しては、同意して頂いたということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声 多数） 

（会 長） 更新申請の２件目、「特定非営利活動法人 Treasure Ark Transport」

の協議が整いました。「特定非営利活動法人 Treasure Ark Transport」

の方、ありがとうございました。退席していただいて結構です。鎌倉市

事務局は、自席にお戻りください。 

 次第５ 議題（２）変更届出書について[旅客から収受する対価の変更につ

いて] 

（会 長） では、続きまして議題（２）の方に移らせていただきます。変更届出

のうち、協議を要するものについて、１件提出されております。横須賀

市の変更登録申請団体であります「特定非営利活動法人 くろふね」の

方、及び横須賀市事務局は、説明席にお願いします。 

（会 長） それでは、「特定非営利活動法人 くろふね」の変更登録の申請につ

いて、横須賀市事務局より説明をお願いします。 

（横須賀市事務局） では、横須賀市事務局から「特定非営利活動法人 くろふ
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ね」の旅客から収受する対価の変更について説明させていただきます。

では、着席させていただきます。 

まず、資料ですが、先ほどお渡ししました「あしたば訪問介護センタ

ー」の更新資料の一番末尾の所に添付されております。変則的な形で申

し訳ありませんが、こちらを確認お願いいたします。 

まず、運送の対価にしまして、現状では、15 分あたり 400 円をこちら

収受しております。新しくは、15 分あたり 100 円プラスした 500 円。

こちらに変更したい旨、申し出をおこなっております。他に、運送の対

価以外の対価についても変更の届出を出しておりまして、迎車回送料金

および待機料はこれまでは、金銭をいただかない形で行っておりました

が、今後は、それぞれ、15 分あたり 300 円という形で対価をいただきた

い旨届出を行っております。また、介助料については、これまで介護保

険適用外の場合については１回あたり 1,000 円ちょうどということで行

っておりましたが、こちら今後は、1,000 円に消費税をプラスした金額

で行いたい旨届出をおこなっております。この度、金銭の設定を変更し

たい理由についてですが、まずは、福祉有償運送に関しては現状では赤

字となっております。消費税の値上げやガソリン代高騰など経費もより

かかっておりまして、さらに、利用者のニーズの拡大等により現状に比

べてコストが非常にかかるような形になっております。利用料金を値上

げすることによって赤字の方をカバーしたい。そのため今回の変更申請

をおこなっております。以上のとおりになります。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 

（会 長） ありがとうございました。ただ今の説明に対してご質問のある方、挙

手をお願いします。 

（委 員） 今回の変更の介助料について１回につき 1,000 円プラス消費税となっ

ていますが、「NPO 法人 くろふね」さんは消費税納付事業者であるの

でしょうか。それであれば、納得いくのですが。いかがでしょうか。 

（法 人） 今現在は、納税事業者ではありません。ただ、今回こちらの値上げが

通る形になると、納税事業者となります。今、ギリギリの所なのですけ

れども特別搬送が課税されるということで納税事業者となると思いま

す。 

（委 員） 税務的には申し訳ありませんが素人なので、介助料の中に消費税をお

預かりしてその分消費税を納付される。今後、消費税を取った分は納税

するという手順であるという理解であれば、当然のことですので、その

確認です。 
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（法 人） 納税することになります。 

（横須賀市事務局） すみません。捕捉しますと、「くろふね」の福祉有償運送の

こちら利用料と特別搬送を別途行っておりましてこちらの利用料を合計

して、１千万円以上になった場合はそれに対して消費税がかかることに

なっているということです。そのために、今回かかるような形になって

おります。 

（会 長） ただ今のお答えでよろしいでしょうか。ご理解いただけましたでしょ

うか。 

（委 員） ありがとうございます。介助料以外は消費税なしでよろしいのでしょ

うか。ちょっと、その辺に矛盾を感じますが、金額的に納付事業者にな

って消費税を納めなくてはいけない、そういうことは当然消費税をお預

かり、結果的にお預かりするという解釈になるのですが、今回も例えば

運送の対価そのものだったり、迎車回送料金 300 円、待機料 300 円は内

税ということですか。ちょっと細かい話で恐縮なのですが 300 円の件は

内税であって介助料は 1,000 円プラス消費税、外税というふうになると

ちょっとすっきりしないですよね。 

（横須賀市事務局） まずは、値上げ代金等につきましては、すべて内税となり

ます。ちなみに、今回、運送料ですね。500 円に値上げした場合ですと

消費税等が発生しまして実質的な料金は 462.9 円というような計算にな

っております。 

（委 員） すいません。あの細かい話で、間違っているか間違っていないかの話

ではなくて、本当に消費税と書いてあることが引っかかっている話で全

部内税であれば運送対価 500 円、迎車回送料金 300 円、待機料 300 円、

介助料 1,080 円全部内税だとすっきり分かりやすいなと理解できます。

値上げと税金の転嫁と一緒にされて説明されているので勘違いをしまし

たけれども全部内税であれば内税表記に改めていただければ分かりやす

いし、100 円上がっている部分と税金を転嫁した部分が新しい対価にな

っているということで表記がすっきりするのではないでしょうか。もし、

参考・・・まあお金の事ですからちゃんとして頂けると良いかなという

事です。 

（法 人） 消費税の事ですけれど、今現在８％ですが、今後、10％に変わるとい

う事なのでこの部分だけはあえて外に出させていただきました。今現在

は、80 円でやらせて頂くようになっていますが、この後上がった時には
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1,100 円になってしまいます。その時にも届出が必要なのでしょうか。 

（委 員） 神奈川運支局ですが、「くろふね」さんとしては、次回の消費税の増

税を見込んでここで消費税という記載をしておけば次回こういった協議

が不要なことからそういう形に書かれているのかなというところなので

すけど、ただ消費税転嫁という形になってくるとこの部分だけ上げます

というのはちょっとおかしいのですね。そうすると、つじつまが合わな

くなってくるかと思います。それであれば、今回の金額の値上げという

のは消費税の転嫁だけではなくて、今、現在実際にやっている中で赤字

の部分があるので実態で実費の収入に見合うような形でもう一度対価を

考え直そうという事も含まれていると思うのです。また、消費税転嫁の

部分なのですが、きっと今後値上がりした時は、ここの介助料だけの転

嫁だけで間に合うような話ではないかと思いますし、今現在、納税事業

者さんになるかそれともならないかちょっと瀬戸際ってことをおっしゃ

っていましたから、今後どうなるかわからないのかなと思われるのです

よ。それであれば、これはひとつの提案ですが、ここの記載は今回は、

消費税の転嫁だけではなくてあとは赤字部分の適正な対価に直すという

所も含めた上での金額変更という事で介助料の表記の方を 1,000 円プラ

ス消費税ではなくて 1,080 円に変えるとして頂いて、その上で今後、納

税になるか、納税にならないかも踏まえて、また、消費税が今度切り替

わった時にやっていけるか、やっていけないかという所を踏まえた上で

もし、切り替えたいという形であれば、その際また変更の協議をかけて

頂ければ良いのかなと思うのですが、それでいかがでしょうか。 

（法 人） はい。わかりました。変更させていただきます。 

（会 長） ほかにご質問ある方いらっしゃいますか。 

（委 員） 一点確認です。表の方で迎車回送料金 15 分以上 300 円となっている

ところが、裏面にいきますと迎車回送料金 15 分ごとに 300 円。最初

の場合は 15 分以上であれば 300 円で済むのかなと思ったのですが、

この表記ですと 15 分ごとに 300 円という理解でしょうか。 

（法 人） こちらの表記、迎車回送待機料金の部分なのですが、迎車回送料金に

つきましては、15 分を超えた場合に 300 円、待機料金につきましては、

15 分ごとに 300 円となります。上段の迎車回送料金の 15 分ごとは 15

分を超えた場合にのみです。申し訳ありません。表記間違えておりまし

た。 

（横須賀市事務局） すいません。補足説明なのですけども、迎車回送料金、待
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機料金とも 30 分もしなった場合なのですが迎車回送料金は 15 分以上に

なった場合に 300 円頂くだけなので 30 分になろうが１時間になろうが

こちらは 300 円のみとなります。待機料金の方は 15 分ごとに 300 円頂

きますので 15 分で 300 円、30 分ですと×２になるので 600 円頂く形に

なっております。 

（委 員） 「ごと」を消せばいいのです。 

（会 長） という答えでご理解いただけますか。ありがとうございました。他に

ご質問ある方いらっしゃいますか。そうすると、ただ今ご議論頂いた分、

ようするに、表示の記載方法を変えればいいという事でよろしいですか。

みなさんのご意見として同意頂いた、一部修正という形なのか、それと

も同意いただいた、だけども、そのままでいいのかそれとも一部修正を

加えたうえで同意という事にするのかみなさんのご意見を確認しておい

た方がよろしいかと思うのですが・・ 

（委 員） 先ほどの件があるので、1,000 円プラス消費税というのは、1,080 円

という形に修正したうえでの同意という事でお願いしたい。 

（会 長） というご意見ですが皆さまいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声 多数） 

（会 長） 今、発言ありましたようにはっきりわかりやすい形に修正をした上で

同意をするという事でよろしいですか。 

（委 員） はい。 

（会 長） では、そのようにさせて頂きます。「特定非営利活動法人 くろふね」

の更新登録の申請につきましては、一部修正することを条件に協議は

整ったという事にさせていただきます。よろしくお願いいたします。

「特定非営利活動法人 くろふね」の方、ありがとうございました。

退席していただいて結構です。横須賀市事務局は、自席にお戻りくだ

さい。 

 次第６ 報告１ 変更届出書について（軽微変更） 

（会 長） では、続きまして、「次第６」の「報告（１）変更届出書について[自

家用有償旅客運送に係る登録事項変更届出等]に移らせていただきます。

変更届出書につきましては、協議会の合意を必要としない軽微な変更の

報告になります。横須賀市８件、鎌倉市４件でございましたが、横須賀

市より本日１件追加させていただきました。これにつきまして、自席か

らで結構ですので横須賀市事務局、鎌倉市事務局から順に説明をお願い
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いたします。 

（横須賀市事務局） 説明させていただきます。最初に、追加で１件入ったもの

について改めて説明させて頂きます。更新の届出を出させていただいた

「特定非営利活動法人 あしたば訪問介護センター」こちらの方の台数

の変更になります。先ほど、お話ししたとおり、こちら５月 15 日に台数

の方が変更になっておりまして、これまで、13 台で行っていたものを増

車が１台、減車が２台。結果、差し引き１台減という形になりまして、

現在は、12 台の体制で行わせていただいております。増減については、

それぞれセダン車になりまして、結果、以前の体制に比べてセダン車が

１台減といった状態で運営しております。 

次に、資料になりまして、軽微な変更６件について報告させていただ

きます。まず、①、②、こちらは、それぞれ「特定非営利活動法人 三

浦半島高齢者福祉事業所」となっております。まず、こちらの事業所、

25 年の 12 月 12 日に変更しております。こちら利用する台数を１台増加

しております。さらに、今年 26 年６月６日にはさらに１台増加しまして、

現在 17 台体制でおこなっております。次に③「特定非営利活動法人 在

宅療養支援推進協会」について説明いたします。こちらは、平成 25 年

10 月 23 日に届出を行っておりまして、こちらの方は合計台数３台増加

しております。こちらの方、車椅子車およびセダン車をそれぞれ２台ず

つ計４台増車した代わりに兼用車を１台減となっており差し引き３台増

となっております。次に④「特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレク

ティブ オリーブ」について説明させていただきます。こちらの事業者に

ついてなのですが、台数そのものに変更はないのですが内訳に変更があ

ります。以前は車椅子車およびセダン車計２台で運営していたのですが

ここからセダン車をなくし、セダン車が０台になります。その代り、回

転シート車を１台増加し以前と台数そのものは変わらないのですが、現

在は車椅子車、回転シート車１台ずつ計２台の体制で運営を行っており

ます。次に⑤、⑥「社会福祉法人 横須賀市社会福祉協議会」ですが、

⑤につきましては、平成 26 年４月 24 日付け届出においてセダン型車両

が１台減り合計車両台数 27 台から 26 台に変更。⑥につきましては、平

成 26 年５月 21 日付け届出においてセダン型車両が１台減り合計車両台

数が 26 台から 25 台に変更になっております。以上となります。 

（鎌倉市事務局） 続きまして、鎌倉市から軽微な変更４件についてご説明しま

す。まず、「福祉クラブ生活協同組合」から軽微な変更がございまして、

持ち込みのセダンの数が 16 台から 14 台に２台減少いたしました。また、

ページ移りまして、「らら・むーぶ・かまくら福祉クラブ生活協同組合の

らら・むーぶ・かまくら」につきまして、理事長が三輪様から竹本様に
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交代になっております。また、運行管理責任者が竹中様及び青木様から

湯浅様に交代しております。登録車両が 20 台から 18 台に減少したため

運行管理責任者につきましては１名のみとなっております。また、整備

管理責任者が橘様から藤田様に交代しております。続きまして、「特定非

営利活動法人 暮らしいきいきサポートの会かながわ」ですけれども代

表者が横山様から古角様に交代いたしました。また、運送しようとする

旅客の範囲につきまして、要支援認定者とその他を加えています。なお、

その他につきましては、障害者手帳または介護認定を受けていらっしゃ

らない方のうち一人歩きできない方を指しております。続きまして、「社

会福祉法人 ラファエル会」ですが、事務所の名称が「ラファエル会地

域支援室」から「鎌倉れんげの里」に変わっています。また、持ち込み

のセダン等の数が２台から１台に減少しております。最後に「特定非営

利活動法人 ハッピーライフ」ですけれども、こちらのページめくりま

して、所有している車椅子車の台数が１台から２台に増加いたしました。

以上のとおりでございます。 

（会 長） はい、ありがとうございました。横須賀市、鎌倉市両市の軽微な変更

につきまして、ご報告説明がありましたが、ご質問ある方いらっしゃい

ますでしょうか。 

（会 長） 質問がないようですので、こちらの方は終了させていただきたいと思

います。 

 次第６ 報告２ 平成 25年度実績報告について 

（会 長） それでは次に、「次第６」の「報告（２）自家用有償旅客運送実績報

告書（平成 25 年度）について」、事務局から報告をお願いします。 

（葉山町事務局） 「平成 25 年度実績報告書」につきましては、一括して事務局

からご報告いたします。平成 25 年４月１日から平成 26 年３月 31 日ま

での実績報告は、横須賀市は 13 団体、鎌倉市は 10 団体、逗子市は２団

体、三浦市は１団体、合計 26 団体から提出されています。 

また、平成 25 年度中、各団体から事故報告はございませんでした。 

次に、廃止団体につきましては、横須賀市の「特定非営利活動法人 ﾜ

ｰｶｰｽﾞ・ｺﾚｸﾃｨﾌﾞ移動ｻｰﾋﾞｽしゃりん」から平成 26 年４月１日付で廃止届

が提出されております。また、横須賀市の「特定非営利活動法人 藤の

花」から平成 26 年３月 31 日付で廃止届が提出されています。以上、報

告を終わります。 

（会 長） はい、ありがとうございました。ただ今の事務局の説明について、何

かご質問がございますか。ご質問がないようですので、以上で「報告２」
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を終了させていただきます。 

 次第７ その他について 

（会 長） それでは、次に、「次第７」の「その他」に移ります。事務局から、

説明をお願いします。 

（葉山町事務局） その他としまして、本日は１点ございます。『自家用有償旅客

運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会 最

終とりまとめ』について、神奈川運輸支局の脇様から説明をお願いしま

す。 

（神奈川運輸支局） それでは、私からは「自家用有償旅客運送の事務・権限の

地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会」この資料に基づいて

権限移譲の現在の状況について簡単にご説明させていただければと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

まず、最初に資料にない話を少しだけなのですが・・・、地方分権の

お話なのですが、かなり前から検討されてきましたが、現に、安倍内閣

においても地方分権改革有識者会議にて議論されてきたところです。そ

の中で実際に自家用有償運送の権限移譲を行うにあたって、具体的な制

度設計や輸送の安全を確保する為に必要な仕組みやまた、単に権限を国

から自治体に移譲するだけではなくて地域の実情に応じた運送の実現に

向けた運用ルールの緩和や運用方法の改善について国土交通省でこの自

動車局が設置しました自家用有償旅客運送の事務・権限を地方公共団体

への移譲等のあり方に関する検討会の方で今まで検討を行ってきまし

た。これについては、何回か開催いたしまして、平成 26 年の３月に最終

取りまとめは次のページのとおりとなされました。これについて、簡単

に今日はこの表紙（パワーポイント）の内容をもとにご説明させていた

だきます。なお、この資料の中で「何々するべきである。」という記載が

ありますが実際に「何々すべき」というところをどのように運用してい

くかという所を現在、国土交通省で検討中のところでありまして詳細の

所はまだ申し上げる段階にございませんので、その点につきまして、ご

承知おき願いたいと思います。まず、１．の事務・権限の移譲に関する

考え方のまとめなのですが、移譲の目的は国会審議中なのですけれども、

もうすでに衆・参両院通過しておりまして法案は通っております。地域

公共交通活性化・再生法改正法案と相まって、地方公共団体による創意

工夫をこらした地域の交通ネットワークの形成・充実の取り組みを促進

することにある。移譲が有効活用されるようにするためにも、国土交通

省が今回の提言内容を速やかに実施し継続的にフォローアップを行って

いくべきとなりました。そして、２．ここに移譲の進め方が書かれてい
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るのですが、（１）いわゆる「手挙げ方式」による移譲・・・移譲先の市

町村長または都道府県知事を国土交通大臣が指定する方式により、希望

する市町村等に対して移譲する制度となっております。要は、希望する

自治体の方が手を挙げていただいて、その自治体さんが国の定める指定

基準を満たしていれば指定をすると、そしてその指定された自治体さん

に移譲すると、そういった仕組みになっております。続いて、（２）輸送

の安全確保・利用者利益の保護です。ちょっと繰り返しになるのですけ

れども、移譲される市町村等が事務を適切に遂行する能力・体制を備え

ていることが必要ですので、国土交通省において指定基準の明確化、指

導・助言、市町村を補完する都道府県への働きかけ等をおこなうべきで

ある。さらに、移譲後も移譲を受けた市町村等と密接に連携すべきであ

るとなっておりまして、まず、指定基準の方を作ります、とその上で、

国交省がきちんと働きかけや連携を行うと、そういった形で輸送の安全

確保・利用者利益の保護をしていきますということです。続いて（３）

ですが、移譲を促進するための環境整備等なのですが、市町村等が移譲

を受けやすくするため、国土交通省において知見・ノウハウの継承・人

材育成に係る支援等を行うべきであるとされました。もし、権限移譲を

受けない自治体さんがいらっしゃいましても、今後権限移譲を受けて頂

けるように支援をさせて行くべきだとされました。続いて三つ目です。

運用ルールの緩和・運営協議会のあり方の改善等についてですが、一つ

目、運用ルールの緩和ですが、今後法制的検討で可能と判断されれば、

市町村長が適切と認める「権利能力なき社団」、これは、町内会等の株式

会社や社会福祉法人とか NPO 法人ではない、まだ法的には権利能力が

ないとされている社団さんも実施主体として認めるべきであるとされま

した。ただ、これについては、いま、国交省の方で法制的検討で可能か

どうか検討しているところです。続いて、運送できる旅客として一定の

条件の下で、①地域外からの生活支援ボランティアとあるのですが、こ

れは福祉有償運送の対象外ですので、これは、削っていただきまして、

福祉有償運送で関係するのは②社会参加が困難な者、③地域外からの訪

問者等も認めるべきであるとされました。こちらですが、当然どのよう

な方でも認めますよという訳ではなくて、これらの方の中でも一定の条

件が整った場合に認めるべきだというふうにされております。少し細か

くお話しさせていただくのですが、②の社会参加が困難な者については、

次の資料の５ページ。上の方にございますローマ字数字の ii、障がいは

有しない地域住民のうち社会参加が困難な事情が認められるもの。こち

ら読み上げます。地域住民である限り、市町村運営有償運送または過疎

地有償運送により運送することが可能であるが、福祉有償運送による運

送についても、健康上等の理由から道路運送法施行規則第 49 条第３項の
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イ～二、これは身体障害者の方だったり、要介護者の方が列挙されてい

る条項になるのですが、これらの方に準ずるものとして市町村長が認め

て名簿に記載することとされたものであって運営協議会へ報告したもの

については運送できることとすべきであるという形です。誰でもと言う

訳ではなくて、やはり一定の条件でまず、市町村長が認めて名簿に記載

するとされたものであるということ。さらに、運営協議会で報告するこ

ととなったものについてという形です。続いて、今度は、もう一度先ほ

どの資料に戻っていただきたいのですが、③地域外からの訪問者等とあ

りますのは、これについての記載は６ページ、ハの方が該当します。①

市町村長において「当該市町村の区域内及びその周辺に営業所が存在し

ないこと等により、バス・タクシー事業者において地域住民ではない又

は名簿に記載されていない地域外からの訪問者も含めた運送サービスの

提供が困難であること」を判断するため、当該市町村及び隣接市町村の

区域内に営業所を有するすべてのバス・タクシー事業者に対し直接の聴

取またはこれに代わる合理的な方法により、サービスを提供する意思の

有無を確認していること。事業者さんの方に確認をしていることですね。

②すべてのバス・タクシー事業者によるサービスの提供が困難であるこ

とを確認したことについて運営協議会等へ報告していること。③実施主

体において、あらかじめ利用者に対してバス・タクシー事業者ではない

ことを明示すること。この３つを条件として地域住民ではないまたは名

簿に記載されていない地域外からの訪問者を自家用有償旅客運送の対象

として認めるべきであるとされました。「べき」と書かれておりますが、

実際にどのようにしていくかというところはこれから検討していくとい

うところです。続いて、先ほどの表紙の所に戻っていただきたいのです

が、３.の（２）運営協議会のあり方の改善等についてなんですが、他の

交通関係協議会と連携するほか、まちづくり、福祉、教育等の分野と一

体的に議論するべきである。この福祉有償だけにとどまらず、ほかに、

まちづくりだったり、教育等の分野と一体的に議論するべきであるとさ

れました。続いて、国土交通省において、協議対象の合理化に向けた働

きかけの継続、合意形成の円滑化に向けた先進事例に関する情報提供、

関係者に対する研修機会の提供、コーディネーター役としての有識者の

活用や不合理なローカルルールの是正の促進等を進めるべきであるとさ

れました。これらを簡単にまとめた内容になっておりまして、詳しい内

容については、次のページからの最終とりまとめの方をご覧いただけれ

ばと思いますので、時間のある時にご覧いただければと思います。また、

これらの最終取りまとめを踏まえまして今後、運用ルール等が順次公表

されると思いますので、今後の動向について注視いただければと思いま

す。これで、私の方の説明を終了させていただきます。 
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（会 長） どうもありがとうございました。ただ今、神奈川運輸支局から説明が

ありましたが、いかがでしょうか。ご意見、ご質問等ございますか。 

 閉会 

（会 長） ないようでしたら、以上で、本日の会議の案件は終了したいと思いま

す。事務局から何かありますか。 

（葉山町事務局） 長時間ありがとうございました。次回の協議会の日程につい

てなんですが、次回は、10 月 29 日（水）14 時を予定しております。場

所も、同じくこの会場を予定しております。期日が近づきましたら、改

めてご連絡いたしますが、ご予定ください。 

（会 長） それでは、以上をもちまして平成 26 年度第１回の運営協議会を終了

させていただきたいと思います。大変不慣れで申し訳ございませんでし

た。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 


