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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 27 年２月４日（水）  14：30 ～ 16：00 

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、飯田 美江子、齋藤 彰、内藤 昭二、小宮 純、 

若菜 敏孝、須藤 典久、出口 道夫、出口 雅史、丸 恭輔、仲野 美幸、 

渡辺 久美子、浅羽 昭子、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 27 年７月頃 

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。定刻になりましたので、ただいまから、平成 26 年度 第３

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。本日は

ご多忙のところご出席いただきましてありがとうございます。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。 

 

協議会の成立要件 

（司 会） 

 本日の協議会ですが、定員 24 名のところ現在 20 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おりますので、協議会が

成立していることをご報告いたします。なお、逗子市の小川委員、三浦市・笹谷

委員からは、事前に欠席の旨、ご連絡いただいております。 

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
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たします。 

 

（会 長） 

 あらためまして、皆さんこんにちは。本協議会の会長を拝命しております中川

でございます。これ以降、失礼ながら着席のまま進めさせていただきます。さっ

そくではありますが、次第に沿って会議を進行させていただきます。 

 

次第２ 会議の傍聴及び公開について 

（会 長） 

 それではここで、横須賀・三浦地区福祉有償運送市町共同運営協議会傍聴要領

に基づき、本日の傍聴者の入室を許可します。 

 

（傍聴者 入室） 

（会 長） 

 傍聴の方、大変お待たせいたしました。 

はじめに傍聴の方にお知らせいたします。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。また、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、ご了承ください。

その他、注意事項を遵守されますようお願い申し上げます。また、協議会の議事

は、原則公開とされております。会議記録は、会議及び会議記録の公開に関する

取扱要領第５条により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、本協議会では、会議記録作成のために録音させていただ

きます。発言は必ずマイクでお願いいたします。 

 

次第３ 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、及び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、本日配布いたしました資料について、確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」、鎌倉市、横須賀市分の「差

し替え資料」、三浦市分の「軽微な変更に係る追加資料」及び「差し替え資料」に

なります。なお、鎌倉市分の差し替え資料は、A４の表紙のない１枚ものになっ

ておりますので、ご了承いただければと思います。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
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協議事項としまして、申請が６件ございます。協議の順番は、「新規登録の申請」

横須賀市１件、「軽微な変更」を含む「更新登録の申請」鎌倉市１件、「変更登録

の申請」１件を含む「更新登録の申請」三浦市１件、「変更登録の申請」横須賀市

２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３件、鎌倉市１件、逗子市１件、「廃止届」の鎌倉市１件でございます。なお、

本日の会議時間ですが、委員の皆さまお忙しい中でもありますので、午後４時ま

でを目安に考えております。ご協力お願いいたします。今年度の協議会につきま

しては、今回で終了となります。今後の予定ですが、次回協議会は７月頃の開催

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） 

 ただいま事務局から説明がありましたように会議の進め方、今後の予定につい

てこのような段取りでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声多数 ） 

 

（会 長） 

   異議なしの声が聞こえましたので、続けさせていただきます。それでは、協議

のすみやかな進行につきまして、皆様のご協力をお願いいたします。 

 

次第４ 議題（１）申請書の協議について（新規登録申請） 

 

（会 長） 

 まず、「次第４・議題」の（１）申請書の協議について、[自家用有償旅客運送

の新規登録の申請]に入ります。「NPO 法人 えくぼ介護センター」の方、及び横

須賀市事務局の方は、説明席にお願いします。  

 

（会 長） 

 「NPO 法人 えくぼ介護センター」の新規登録の申請について、横須賀市事務

局から説明をお願いします。 

 

（横須賀市事務局） 
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 まず、資料の差し替えがありますので、お願い致します。 

「福祉有償運送の新規登録申請の概要」の表紙をめくったところになりますが、

迎車料金及び運転者の名簿について変更がありますので差し替えお願いいたしま

す。12 ページ資料５の利用料金一覧の迎車料金について一部変更がありますので

差し替えお願いいたします。29 ページの資料 10「運転者就任承諾書兼就任予定

運転者名簿」につきまして１名増加がありましたので、差し替えをお願いします。

また、30 ページの「運転者名簿（個人情報削除版）」につきましては、特に必要

がなくなりましたので廃棄していただければと思います。資料 11、31 ページ以

降の運転予定者の「講習の修了証」ですが、資料の方ではまだ受講されていない

方が受講済みになりましたので、その方の「講習の修了証」を持参しましたので

差し替え願います。差し替えいただくところは以上となります。 

それでは概要について説明させていただきます。まず運営の主体でございます

が、横須賀市野比１丁目 21 番７号 コーポアベリア 101 に事業所を置いており

ます「ＮＰＯ法人 えくぼ介護センター」でございます。運送の区域については

資料に書かれましたとおり、横須賀市及び三浦市・逗子市・三浦郡葉山町を考え

ております。利用料金ですが運送の対価は、１ｋｍあたり 150 円を予定しており

ます。迎車料金につきましては、市内市外関係なく、利用者宅へ迎えに行く場合

は、１回あたり 200 円。また、利用者宅以外で横須賀市内へ迎えに行く場合も、

1 回あたり 200 円。利用者宅以外で横須賀市外へ迎えに行く場合は、迎えに行く

距離 1km につき 50 円をいただくことを予定しております。なお、市外の場合は、

高速代金を負担頂ける方のみ対応させていただいております。また、付近に車が

いて、実際の迎車距離が短かった場合については、こちらはいただかないような

形になっております。こちら、市外につきましては、１km あたり 50 円をいただ

くか、または、１回あたり 200 円いただくかどちらかになっております。待機料

金ですが、15 分あたり 300 円を予定しております。5 分までは算定せず、5 分を

超過してから 300 円いただくような形で計算しています。介助料は、介護保険・

障害サービス利用者は１割負担。それらのサービス等を利用されない方は、1,000

円。２人対応の場合はひとり 1,000 円としまして 2,000 円を予定しております。

付添料金は、介護保険・障害サービス利用者は１割負担。それ以外の方の場合は、

30 分あたり 1,100 円を予定しております。また、それ以外の代金として、事業者

所有の車椅子を利用する場合は、通常タイプは 500 円、リクライニングタイプは

2,000 円を予定しております。現在、利用者につきましては、会員 7 名を予定し

ております。車両は現在、普通車が 1 台、軽自動車が 3 台の計 4 台、全て持込と

なっております。また、運転者は８名となっております。運行の管理、整備体制、

事故等の対応につきましては、別添の運行管理マニュアルを作成し対応していく

ことを考えております。損害賠償につきましては、日新火災海上保険㈱と対人・

対物無制限の契約を結んでおります。以上でございます。審議のほどお願い致し

ます。 
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（会 長） 

 ありがとうございました。ただ今、横須賀市事務局から「NPO 法人 えくぼ介

護センター」の新規登録につきまして説明がございました。この件につきまして、

質疑等ございましたら、挙手のうえご質問を頂ければと思います。 

 

（会 長）  

ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。 

 

（委 員） 

  確認をしたいのですが、差し替え前の資料をご覧いただきたいのですが、資料

２に団体の定款がございまして、その第５条、⑤の中に団体さんの目的を達成す

るため、次の事業を行うということで、一般乗用旅客自動車運送業（福祉限定）

と入っているのですが、この一般乗用旅客自動車運送業（福祉限定）は、自家用

有償運送とは似て非なるものでして、何が違うかと言いますと、一般乗用旅客自

動車運送事業は、事業ですので、営利性が認められているのですが、自家用有償

運送は、ボランティア前提の輸送で、営利性が認められていません。定款等に団

体さんの方がもし事業として行いたいという事であれば、自家用有償運送には、

そもそもそぐわないのかなと思われます。定款の方は、団体の基本規則を定める

ものでありますので、団体のスタンスとしては、まず、自家用有償運送をしたい

のか、タクシーの一般乗用旅客自動車運送事業をしたいのか、どちらがしたいの

かを確認させていただければと思います。 

 

（法 人）  

福祉有償運送を行いたいので、一応、定款を作成するときに司法書士さんにこ

れで大丈夫でしょうかと確認をとってこの形で載せさせていただきました。変更

が必要という事であれば、定款は変更させていただきます。 

 

（委 員） 

わかりました。そもそも事業内容が違うという事であれば修正いただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

（会 長） 

この件につきましては、文言を修正すれば良いということでしょうか。 

 

（委 員） 

定款の修正が必要と思われます。これから、この団体さんについて協議をされ

ていくと思うのですが、実際、登録の申請の前には、定款の修正をしていただく
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事が必要だと思います。 

 

（会 長） 

というご指摘ですが、定款を変更するということでよろしいですね。 

 

（法 人）  

はい。至急、手続きをとらせていただきます。 

 

（会 長） 

それでは、そのようにお願いいたします。他に、質問がある方いらっしゃいま

すでしょうか。 

 

（委 員） 

旅客から収受する対価のところで伺いたことが２点あります。旅客から収受す

る対価で、運送の対価以外の対価、迎車料金のところが、ちょっと複雑なのでご

説明いただきたいと思います。「事業所から迎え先までの距離の運賃の三分の一

（１キロ：50 円）をいただきます。付近からお迎えに行った場合はいただきませ

ん。高速代金を負担いただける場合のみ対応」とありますが、この部分はこの文

言、対応でよろしいのか。ご意見いただきたいと思います。まずは１点目、「距離

の運賃の三分の一」ということですが、上限はないのですか。それから、「付近か

らお迎えに行くときはいただきません」これは、ケースバイケースできちんとし

た形にならなくてもよろしいのか。「高速代金を負担いただける場合のみ対応」と

ありますが、仮に横須賀から鎌倉まで利用者をお乗せして高速代を負担していた

だいて、帰りは高速の料金が出ないから使わないというケースもありうるわけで

す。そのあたりが、公平性に欠けるのとケースバイケースの対応というのはどう

なのか。まずは、対価のところを質問します。 

 

（法 人） 

料金に関しましては、高速料金は事業所から出た場合のみです。例えば、事業

所が横須賀市の野比というところにあるのですが、横浜市内まで行ったとします。

そうしますと、高速が横須賀の佐原インターから福浦までとしますと、その間の

往復料金を最初に説明して、高速料金がどれくらいかかりますと納得していただ

いた方に利用していただくという形です。その日にここに行くからこれを下さい

というのではなく、最初にきちんと取り決めをしてからという形でやらせていた

だいております。あくまでも、高速料金をいただくのは、事業所からということ

になるのですが、途中からお迎えに行った場合は、高速料金うんぬんは抜きにし

て、きちんとお迎えのご連絡をいただいて、事業所から出ますけれどもという感

じでやらせていただこうと思っております。 
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（会 長） 

ただ今の回答でご理解いただけましたでしょうか。 

 

（委 員） 

高速道路は、事前にお約束をして、「いただく」、「いただかない」とすることは

分かったのですが、車のスタートする場所によって違うというのは、やはりケー

スバイケースになって、同じ利用の仕方をしても料金、対価全体が違ってくるこ

とになると思います。それでよろしいのかなというのもありますし、最初にご質

問しました、迎車料金の横須賀市内迎え先までの距離の運賃の三分の一（１キロ：

50 円）をいただきます。これに上限はないのでしょうか。以上２点です。 

 

（法 人）  

迎車料金につきましては、上限はありません。事務所から出た場合のご自宅に

お迎えに行った時の 200 円をいただくような形になっております。 

 

（委 員） 

そこに書いてあると思うのですが、複雑なので、書いてあるまま読んでいるの

ですが、最初にきちんと整理してくださいと申し上げたのですが、横須賀市外へ

迎えに行く場合、事業所から迎え先までの距離の運賃の三分の一（１キロ：50 円）

をいただきます。付近からお迎えに伺った場合はいただきません。これは、上限

はないのですか。 

 

（法 人） 

あくまでも、事業所から迎えに行くまでの距離であって、事業所から先という

ことではないので、最初から高速料金と同じで、事業所からそこまでは、何キロ

ですという形で説明させていただいて、それからになりますので、上限と言われ

てしまいますと、距離や人によって違ってきますので。 

 

（委 員） 

上限はなくて、お約束されればどこまでも行くし、行った場合は、距離の料金

の三分の一いただく、上限があるかないかで言ったら上限はないのですね。 

 

（法 人） 

はい。そうです。 

 

（委 員） 

もう一つ、「付近からお迎えに行ったときはいただきません」うんぬんのところ
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が、はっきり言って納得できないのですが。付近、あるいは営業所から出た場合

と違いがあるのが利用者にとって難があるのではないでしょうか。何度も申し上

げていますが、同じ事象に対して大きく対価が変わってくることに対してちょっ

とわかりにくいのではないでしょうか。 

 

（法 人） 

その点につきましては、事業所から出たのと、近くに待機車がいて迎えに行っ

た時のあいまいさが出てしまうので、その辺はなしでとも考えております。 

 

（委 員） 

ここで変更されるという事であれば、明確にご説明いただいて、きちんと文言

の変更をおっしゃっていただきたい。 

 

（法 人） 

それでは、この括弧の部分、「付近からお迎えに伺ったときはいただきません」

これを抹消させていただきます。 

 

（委 員） 

そうしますと、事業所から迎え先で常に計算をして、上限はなしという形にな

ります。 

 

（法 人） 

はい。そういう形でお願いします。 

 

（委 員） 

この件につきましては、納得しました。もう一つ、旅客の名簿の運送を必要と

する理由の部分です。６番の方、運送を必要とする理由が「ニ」になっています

が、備考欄に説明がありません。これが１点。それから、運行管理体制について

ですが、基本的には細谷さんと長谷川さんのお二人。運行管理としまして細谷さ

んが運行管理責任者、長谷川さんが代行者、お二人とも乗務員運転者の登録をさ

れていますのでその辺を明確にできるのか、更には、細谷さんは運行管理者なの

ですが、相模原市のご住所になっているのですけれど、業務がある日の一定割合

の日に相模原から出勤されて運行管理をされるのか。乗務員とかぶっている点は

法人さんの大きい小さいに関係してくるところもありますので、説明書きがあり

ますけれども、事故、苦情が発生した時に乗務員登録の方がされていても対応で

きるということを口頭で細かく説明いただければと思います。 

 

（法 人） 
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細谷なのですが、横須賀に住む形で、運行管理をさせていただきます。細谷と

長谷川は事務所の方で待機をしておりまして、緊急時のみ搬送につきたいと思っ

ております。 

 

（委 員） 

先程から、細かくて申し訳ないのですが、細谷さんと長谷川さんは必ずどちら

かが事業所におられるということですね。 

 

（法 人） 

はい。そうです。 

 

（委 員）  

苦情・事故に対してもどちらかが対応出来る、ということですね。 

 

（法 人） 

はい。 

 

（委 員） 

もう一つ。旅客名簿の説明をお願いします。 

 

（法 人） 

旅客名簿の６番なのですが、脳性麻痺ということで、内部障害がありますので、

備考欄に追加させていただきます。 

 

（委 員） 

質問の内容については理解できました。ありがとうございました。 

 

（会 長） 

それでは、利用料金のところを一部修正、削除すること、運行管理体制、旅客

名簿の備考欄に記入するなどありましたが、そういった形の修正をするというこ

とでよろしいでしょうか。質問者もそれでよろしいですか。 

 

（委 員） 

旅客から収受する対価については修正する、旅客名簿に関しては加筆する、運

行管理体制についてはご説明いただいたとおりの体制をとっていただければ問題

ないと思います。 

 

（会 長） 
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他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。ないようでしたら、「NPO 法人 

えくぼ介護センター」の新規登録につきまして、一部修正をすることを条件に協

議が整っ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、「NPO 法人 えくぼ介護センター」の新規登録申請は一部修正をす

ることを条件に協議が整ったということで、「NPO 法人 えくぼ介護センター」

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。 

 

次第４ 議題（２）申請書の協議について（更新届出書） 

 

（会 長） 

それでは、議題の（２）自家用有償旅客運送の更新登録申請に入ります。「特定

非営利活動法人 にしかま介護たくしー」の方、及び鎌倉市事務局は、説明席に

お願いします。 

 

（会 長） 

「特定非営利活動法人 にしかま介護たくしー」の更新登録の申請について、

鎌倉市事務局から軽微な変更の報告を含め説明をお願いします。 

 

（鎌倉市事務局） 

鎌倉市からは「特定非営利活動法人 にしかま介護たくしー」の「更新登録申

請」と「軽微な変更の申請」をあわせて説明いたします。説明の前に資料の差し

替えをお願いします。お手元にお配りしております利用料金の一覧ですが、15ペ

ージの資料と差し替えをお願いします。 

それでは、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 にしかま介護たくしー」代表者は、長谷川晃一氏、主たる事業所所在地は、

鎌倉市西鎌倉３丁目７番５号です。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ります。現在の登録満了日は、平成 27 年５月 27 日までと

なっております。運送の区域は、鎌倉市、藤沢市で前回の更新時と変わっており

ません。旅客から収受する対価ですが、運送の対価は１km あたり 50 円。運送の

対価以外の対価は、福祉有償運送の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、なしです。これらの料金につきましては、前回更新

時から変更ありません。運送しようとする旅客の範囲ですが、添付した資料のと

おりです。現在の登録利用者は、24人となっております。資料の１、２ページに
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ありますとおりこの度、軽微な変更といたしまして、現在の対象である要介護認

定者に加え要支援認定者も対象にしたいと考えております。法令遵守ですが、当

該法人役員全員、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。使用車両台数ですが、

福祉車両が１台、セダン型車両が０台の計１台となっております。また、所有車

両は１台、持ち込み車両は０台となっております。運転者ですが、運転者は１人

です。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、適切な管理や整備等を行っております。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、適切な措置が取ら

れております。 

以上のとおりでございます。軽微な変更も含め、ご審議のほど、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。ただ今説明していただいた件に                 

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） 

更新申請ということで実績を踏まえた申請だと思いますが、確認をさせてくだ

さい。車両数１台で代表者の方が自ら運転されるということで、利用者が 24 名、

要支援の方も加えたいということですが、お一人１台でやっていくとなると 24

名なら何とかやっていけると思いますが、将来的にドライバーさんを増やすのか、

車両を増やすのかというところはどうなのでしょうか。現状 24 名であれば、おそ

らく対処できると思うのですが、あまりお休みも取れず、車の故障・整備等あっ

た場合だいぶ大変になってくると思うのですが、その辺よろしければ実情を伺え

ればと思います。いかがでしょうか。 

 

（法 人） 

現状につきましては、24 名の会員で、私一人の運転手で十分仕事の量も時間も

足りています。おかげさまで、今回２回目の更新になるのですが、過去に事故も

ありませんし、大きなクレーム等もありませんので、大丈夫だと思います。今後、

要支援の方も含めて利用したいという声が多いので、そういう方の声が多くて、

会員数も多くなればまず、役員につきましては、全員ヘルパー以上の免許及び普

通第２種免許以上のものを全員持っていますので対応できると思います。会員数

が現状のままでしたら、私一人だけで十分利用者さんのご要望にお応えすること

はできていますがこれ以上会員数が増えるという事であれば、乗員等増やしてい

くつもりはあります。車両の台数も増やしていくつもりはあります。 

 



12 

 

（委 員）  

はい。ありがとうございます。 

 

（会 長）  

よろしいですか。他にご質問ある方いらっしゃいますか。 

 

（委 員） 

念のため確認させていただきたいのですが、申請書の２ページ目の運送しよう

とする旅客の範囲、「ハ」の対象の方を追加予定となっていますが、添付されてい

る旅客の名簿を見るとまだどなたもいらっしゃらないと思うのですが、これは、

今後「ハ」の方も対象としていくということでしょうか。今のところは、登録さ

れていないということで、よろしいですか。 

 

（法 人）  

そのとおりでございます。 

 

（委 員） 

そうしますと、これから更新申請の協議に入るわけですが、申請の時までに会

員になるのか、申請後に会員になるのかどちらでしょう。 

 

（法 人） 

もう一度お願いします。 

 

（委 員） 

「ハ」の対象の方を会員登録するのがいつ付けになるのか。それが、更新登録

が認められてから、その後追加になるのか。それとも、更新申請の前に追加にな

るのかどちらなのかなというところです。 

 

（法 人） 

今、現状要支援の方の要望があるので、許可後に軽微な変更の申請になると思

います。 

 

（委 員）  

はい。わかりました。そうしますと、もし更新が認められた場合は更新申請の

時にはまだ「ハ」の方はいらっしゃいませんから「ロ」にだけ丸を付けていただ

いて、その後、「ハ」の方が対象となって会員登録されましたら変更の届を出して

いただければと思いますのでよろしくお願いします。 
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（法 人） 

わかりました。 

（会 長） 

他に、質問ある方いらっしゃいませんか。ないようでしたら協議が整ったとい

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 にしかま介護たくしー」の更新申請につきま

しては、協議が整いましたので、「特定非営利活動法人 にしかま介護たくしー」

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。鎌倉市事務局は、

自席にお戻りください。 

 

（会 長） 

続きまして、「特定非営利活動法人 歩」の方、及び三浦市事務局は、説明席に

お願いします。 

 

（会 長） 

「特定非営利活動法人 歩」の更新登録の申請については、まず先に[旅客から

収受する対価及び区域の変更について]協議を行ったうえで行いたいと思います

ので、説明をお願いします。 

 

（三浦市事務局） 

それでは、三浦市の「特定非営利活動法人 歩」から提出のありました「変更

登録申請」について、説明いたします。 

資料につきましては、３ページ目が差し替えとなっておりますので、よろしく

お願いいたします。 

三浦市の協議資料の変更１件という書類の、ページ番号１をご覧ください。今

回変更する内容としましては、「運送の対価以外の対価」と「運送の区域の追加」

となっておりまして、あわせて複数乗車における利用者の名簿の更新をさせてい

ただく変更内容となっております。旅客から収受する対価のうち「運送の対価」

につきましては、変更はございません。 

それでは、「運送の対価以外の対価」につきまして、変更箇所を説明いたします。

まず、迎車回送料金ですが、200円から 300円、待機料 15分ごとが 200円から 300

円、乗降介助料１人対応が 200 円から 1,080 円、乗降介助料２人対応になります

と倍の 2,160 円、付添介助料 15分ごとが 250円から 540円、付添看護師料 15 分

ごとは新規で設定いたしまして 1,080 円、福祉車両利用料は、変更はございませ
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ん。車椅子利用料につきましては、新規設定になりまして 540 円、リクライニン

グ車椅子利用料も新規設定で 1,080 円、ストレッチャー利用料が 1,000 円から

1,620 円に変更となっております。また、下段のほうに記載がございますが、乗

降介助料、付添介助料、付添看護師料の割増料金として、６時から８時及び 18時

から 21時については 1.25の割増と、21時から翌朝６時及び日曜・祭日について

は 1.5 割増としています。今回、このように対価を変更したい理由といたしまし

ては、第一に福祉有償運送に関して現状では赤字という状況があります。また、

消費税の引き上げやガソリンが一時期高騰した部分での経費の関係も影響してお

ります。新規で設定した料金につきましては、様々な利用者の要望があり、法人

としてできる限り利用者のニーズに対応したいとの考えによるものであります。 

続きまして、３ページ目にございます「利用料金一覧の複数乗車距離制」に関

してですが、こちらにつきましては、本日お配りしました三浦市の差し替え資料

をご覧ください。今回、事前に委員さんよりご指摘をいただきまして、こちらの

上段に複数乗車利用対象者として、岩戸養護学校及び武山養護学校の通学者、透

析施設利用者（別添「複数乗車利用予定者名簿」の者）と限定した記載に修正い

たしました。これは、複数乗車に関しましては、平成 26年２月の協議会で許可を

いただいた際に、岩戸養護学校及び武山養護学校の通学者と、透析施設利用者で

協議会に名簿を提出した者に限るという条件付きで許可いただいたものに基づく

ものです。その複数乗車利用予定者の名簿についてですが、差し替え資料の３枚

目にございます。今回は、前回提出の名簿について更新したものになっておりま

す。なお、透析施設利用者につきましては、前回、４グループの 12名で許可をい

ただいていたところですが、お亡くなりになったり、退会されたり、介護保険適

用の関係で１人対応をしなければならなくなったりという事情で、新たな１グル

ープの２名のみとなっております。 

続きまして、「運送の区域の変更」についてですが、こちらは、事前にお配りし

た変更申請の資料のページ番号４をご覧ください。こちらの４ページの下段の

（２）運送の区域の変更のところに記載がございますが、今までは三浦市、葉山

町、横須賀市でしたが、こちらに新たに逗子市、鎌倉市を追加しております。な

お、変更予定期日は、平成 27年３月１日を予定しております。 

説明は以上のとおりでございます。ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

 

（会 長） 

ただ今、変更について説明がございましたが、この件について質問のある方、

いらっしゃいますか。 

 

（委 員） 

確認させていただきたいのですが、複数乗車の関係の利用料金一覧表のところ

で、比較表の下に、「運送以外の対価 ただし、迎車料金及び遠方以外は利用者の



15 

 

要望に応じて個別に対応する」とあるのですが、これを読むと迎車料金は個別輸

送に準ずるのかなと、次にある「遠方以外」というのは、料金を取っているので

しょうか。 

 

（法 人） 

取っていません。まさに、このままの料金です。 

 

（委 員） 

利用者の要望に応じて、個別に対応するとあるのですが、これは具体的にどう

いったものなのでしょうか。 

 

（法 人）  

今、現状は名簿の中にはいないのですが、階段を二人で降ろしたことがありそ

こは、乗降介助料金をいただいたことがあります。今回の名簿の中にはその方は

抜けておりますので、いません。 

 

（委 員）  

そうしますと、個別に対応するとありますが、基本的には個別輸送に準じて収

受しますということでよろしいのでしょうか。 

 

（法 人） 

はい。そのとおりです。 

 

（委 員） 

わかりました。では、但し書きの部分、利用者の要求に応じて個別に対応とい

うよりは、個別輸送に準じて利用者から求めがあれば、介助料などをいただいて

いくということでよろしいでしょうか。 

 

（法 人） 

はい。そのとおりです。 

 

（委 員） 

わかりました。もう一点確認させていただきたいのが、今回の区域の変更につ

いてなのですが、私あまり土地勘がないもので、旅客の名簿の中で鎌倉市と逗子

市の方が増えているということですね。 

 

（法 人） 

はい。そうです。 
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（委 員） 

お名前を出してしまうといけないので、鎌倉市と逗子市の方を番号で教えてい

ただけますか。 

 

（法 人）  

55 番と 56 番です。 

 

（委 員）  

私が見落としていただけでした。ありがとうございました。 

 

（法 人） 

それ以外に三浦には定期的に鎌倉の施設に送迎している方がいらっしゃいま

す。この有償運送で発地、着地が旅客運送範囲でなければいけないという中で鎌

倉の施設から、三浦に帰ってこないで例えば横浜のおばさんの家に送ってほしい

とかそういう要望もあるのですが、そうすると発地、着地が該当しなくなってし

まいます。三浦に帰ってくるときは、着地が三浦なので良いのですが、それもあ

って今回鎌倉の追加をお願いしたいのです。 

 

（委 員） 

鎌倉に所属されている会員さんもいらっしゃるということですね。それプラス

そういった運送もあるよということですね。わかりました。 

 

（会 長） 

他に質問ある方いらっしゃいますか。質問がないようでしたら、「特定非営利活

動法人 歩」の変更登録の申請につきまして、協議が整ったということでよろし

いでしょうか。表現はこのままでよろしいですか。 

 

（委 員） 

運送以外の対価が、個別輸送に準ずるそのものの意味であるということであれ

ば、但し書きの部分は特に必要ないかと思いますが。 

 

（会 長） 「 ●運送以外の対価（個別輸送に準ずる）」という部分を残して、「た

だし、迎車料金及び遠方以外は利用者の要望に応じて個別に対応する。」という文

章を削除するということですね。 

 

（委 員） 

そうです。 
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（会 長） 

では、ご指摘のとおり、削除するということを条件に協議が整ったということ

でよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声 多数） 

 

（会 長）  

では、そのようにさせていただきます。続けて「特定非営利活動法人 歩」の

更新登録申請について説明お願いします。 

 

（三浦市事務局） 

それでは、引き続き「特定非営利活動法人 歩」の更新登録申請について説明

いたします。更新登録申請のほかに、軽微変更の報告もありますので、まず軽微

変更を先に説明した後に、更新登録申請それぞれのご説明をいたします。申し訳

ありませんが、本日お配りした追加資料の「報告」の軽微変更・三浦市分をご覧

ください。こちらの１枚目をめくっていただきますと、26 年 12 月１日付の軽微

変更届出書になっております。この裏面の（５）に変更の自動車数が記載されて

おりますが、この軽微変更により、「特定非営利活動法人 歩」では、車いす車が

２台増車、セダン等が３台増車となり、合計車両台数は 17台になりました。これ

をもとにして、更新登録申請について、ご説明をしたいと思います。資料につき

ましては、協議事項として三浦市から提出しております更新の資料をご覧くださ

い。表紙をめくっていただきますと、概要がございます。この概要に沿いまして

ご説明します。まず、運送の主体は、「特定非営利活動法人 歩」で、代表者は理

事長の飯島徳貴 氏でございます。主たる事務所の所在地は、三浦市南下浦町 898

番地５です。定款、登記事項証明等につきましては、添付した資料のとおりとな

ります。現在の登録満了日は、平成 27 年８月 26 日となっております。運送の区

域は、三浦市、葉山町、横須賀市、逗子市、鎌倉市です。旅客から収受する対価

ですが、運送の対価は、特大車で１kmあたり 150円、特大車以外では１kmあたり

100 円。運送の対価以外の対価は、先程の変更申請のとおりとなっておりますの

で、説明につきましては省略させていただきたいと思います。運送しようとする

旅客の範囲ですが、添付した資料のとおりとなっております。現在の登録利用者

数は 174 人となっております。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。使用車両台数ですが、福祉車両が８台、

セダン型車両が９台の計 17台となっております。所有車両は１台、持ち込みの車

両が 16台となっており、契約状況は使用に関する契約書が書面で行われておりま

す。運転者ですが、運転者は 16 人おり、うち第二種免許取得者は 11 人でござい
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ます。講習の受講の状況ですが、神奈川福祉移動サービスネットワーク等が主催

の福祉有償運送運転者講習、セダン等運転者講習等に６人が受講し、修了してお

ります。また、２人が介護福祉士の資格があり、２人が訪問介護員２級課程を修

了しています。各講習修了を確認できる資料を添付してございます。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や整備等を行っております。また、運行管理責任

者については、安全運転管理者証を受領しており、それを添付してございます。

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、適切な措置がと

られております。 

以上のとおりでございます。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

（会 長） 

ありがとうございました。ただ今、更新登録の申請の説明がありましたが、質

問のある方はいらっしゃいますか。 

 

（委 員） 

運行管理体制について確認させてください。運行管理者の吉田さんが、事故・

苦情も責任者として対応される。その代行者として代表の飯島さんがいらっしゃ

いますが、お二人とも運転者の登録をされているので、運転をすることが全くな

いことはないと思うのですが、この場合どちらが先に運転されるとかの取り決め

はあるのでしょうか。 

 

（法 人） 

運行管理者の吉田はこの運転をいたしません。運転講習も受けておりませんし、

二種免許も所持しておりません。なので、乗務することはありません。飯島は二

種免許を持っておりますので乗務することがあります。吉田は運行管理者の資格

を持っており、飯島は安全管理者の資格を持っておりますので、どちらかが必ず

事務所で対応できるようにしています。運転者名簿にある吉田は、女性ですので

運行管理者とは別人です。 

 

（委 員） 

運転者名簿の吉田さんは、苗字しかなかったので、誤解しました。別人という

ことで理解しました。 

 

（会 長） 

他に質問のある方はいらっしゃいますか。 

 

（会 長） 



19 

 

 質問がないようでしたら、「特定非営利活動法人 歩」の更新登録申請につきま

しては協議が整っ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） 

では、「特定非営利活動法人 歩」の方、ありがとうございました。退席いただ

いて結構です。三浦市事務局は、自席にお戻りください。 

 

次第４ 議題（３）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）  

次に、変更届出のうち、協議を要するものについて、協議いたします。それで

は、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 ねむのき」

の方、及び横須賀市事務局の方は、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 ねむのき」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） 

「特定非営利活動法人 ねむのき」の「旅客から収受する対価の変更」につい

て、ご説明いたします。運送の対価につきましては、今回変更はありません。運

送の対価以外の対価につきまして、今回変更がございます。現在、「透析利用者及

び月３回以上利用する利用者に掛けている割引」を「割引無し」に変更いたしま

す。この設定については、事業にかかる負荷を軽減し、事業の継続を図るために

行うという形でございます。 

以上のとおりでございます。ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

 

（会 長） 

では、ただ今の説明に基づいて質問のある方、挙手をして質問お願いします。 

 

（会 長）  

ございませんか。なければ、「特定非営利活動法人 ねむのき」の変更登録の申

請につきましては、協議が整ったということにさせていただきます。「特定非営利

活動法人 ねむのき」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。事務局の方は、お残りいただきます。 

 

（会 長） 
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続きまして、「特定非営利活動法人 鈴
りん

鈴
りん

」の方、説明席に移動お願いします。 

 

（会 長） 

それでは、「特定非営利活動法人 鈴
りん

鈴
りん

」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） 

「特定非営利活動法人 鈴鈴」の「旅客から収受する対価の変更」について、

ご説明いたします。 

変更したい点は、運送の対価になります。運送の対価ですが、現在１㎞あたり

50 円を収受しておりますが、それを１㎞あたり 100 円に変更するものです。設定

に当たっては、現在の対価では事業の継続に多大な負荷がかかるため、こちらを

値上げすることにより、負荷を軽減し、事業を継続したいということです。その

ために変更の申請をお願いするものです。 

以上のとおりです。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。ただ今の説明に基づいて質問のある方、挙手をして

質問お願いします。 

 

（委 員）  

細かい資料を付けてくださっていますが、一番最初にある A さんのケースで伺

いますが、運送の対価以外の対価は、迎車料金だけの収受なのですか。 

 

（法 人）  

違います。 

 

（委 員） 

今回上げられている人工透析通院利用者の方達は、基本的には迎車料金と運賃

の二つの費用をいただいて、利用していただくということでよろしいのでしょか 

 

（法 人） 

説明が足りていませんでした。介護保険の一割分、通院乗降介助の一割分もい

ただいています。 

 

（委 員） 

迎車料金と運賃と通院乗降介助の一割分。わかりました。 
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（会 長）  

他に質問のある方はいらっしゃいますか。 

 

（委 員） 

すみません。念のための確認なのですが、資料の３枚目にある「タクシー利用

時人工透析利用者様支払料金比較表」で、Ａさんの NPO 法人鈴鈴ご利用料金が

360 円になっているのですが、内訳はどのような形になりますか。 

 

（法 人）  

資料の４枚目にＡさんの内訳があるのですが、向かって右側真ん中ほどの介護

保険報酬の下の迎車料金 200円と賃送料金 160円を合わせまして 360円という表

示になっております。 

 

（委 員）  

賃送料金 160 円と言いますと。 

 

（法 人）  

Ａさんのご自宅から横須賀クリニックまでが 1.6ｋｍになりますので、1.6ｋｍ

×（今回お願いしております）１ｋｍあたり 100 円を掛けました賃送料金 160 円

になります。 

 

（委 員） 

では、１ｋｍあたり 100 円というのは、1.6ｋｍの場合２ｋｍと計算して 200

円とするわけではないということですか。 

 

（法 人）  

はい。 

 

（委 員）  

そうしますと、100ｍあたり 10円とした方が正しい形なのではないでしょうか。 

 

（法 人）  

はい。そうですね。 

 

（委 員）  

そうしますと、他の方達も同じ計算ですね。１ｋｍあたり 100 円よりは、100

ｍあたり 10 円が正しい表現かと思います。そのような形で修正は可能ですか。 
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（法 人）  

はい。可能です。 

 

（会 長）  

では、100ｍあたり 10 円という表現に修正するということでよろしいですね。 

 

（会 長）  

他に質問のある方はいらっしゃいますか。いらっしゃらないようでしたら「特

定非営利活動法人 鈴
りん

鈴
りん

」の変更登録の申請につきましては、協議が整ったとい

うことにさせていただきます。「特定非営利活動法人 鈴
りん

鈴
りん

」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５ 報告 （１） 変更届出書について （軽微変更） 

 

（会 長） 

続きまして、「次第５」の「報告（１）変更届出書（軽微変更）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]に移ります。事務局から説明お願いし

ます。 

 

（葉山事務局） 

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。事前に委員の皆さまに送付した資料では、横須賀市３件、鎌倉市１件、

逗子市１件になります。 

 

（会 長）  

それでは、横須賀市、鎌倉市、逗子市の順で、それぞれの事務局は、自席から

報告をして下さい。質問につきましては、３市の報告後に一括してうかがいます。

それでは、横須賀市事務局からお願いします。 

 

（横須賀市事務局） 

横須賀市の「軽微な変更」についてご報告いたします。 

まず、「特定非営利活動法人 三浦半島高齢者福祉事業所」について説明させて

いただきます。平成 26年 10月 28日付届出におきまして、所有の車いす車が１台

減になりました。結果、合計台数が 16台から 15台に変更になっております。 

続きまして、「社会福祉法人 横須賀市社会福祉協議会」ですが、平成 26年 11

月 6 日付け届出において、セダン型車両が２台減り、合計車両台数が２２台から

２０台へ変更。平成 26年 11月 25日付け届出において、セダン型車両が１台増え、
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合計車両台数が２０台から２１台へ変更となっております。以上です。 

 

（鎌倉市事務局） 

続きまして、鎌倉市の「軽微な変更」について、ご報告いたします。 

「特定非営利活動法人 にしかま介護たくしー」につきましては、先程、更新

申請の際にご説明したとおりでございます。 

次に、「福祉クラブ生活協同組合」ですが、平成 26年 11月 4日付で届出があり、

持ち込みセダンが 14 台のうち２台減って２台が増え１台が入れ替わりになった

ため 14台のうち３台の軽車両が２台に減少しました。 

続きまして、「廃止」についてご報告いたします。「医療法人 森と海」から平

成 26年８月２日付の廃止届を平成 26年 11月５日付受理いたしましたのでご報告

申し上げます。鎌倉市の報告は以上です。 

 

（逗子市事務局）  

逗子市の「軽微な変更」について、ご報告いたします。「特定非営利活動法人 ワ

ーカーズ・コレクティブくるまやさん」から、１件の変更届をいただいておりま

す。平成 27年１月７日付の届出で、セダン型車両を１台増車したものであり、合

計台数は 15 台から 16 台になっております。なお、増車した車両の保険等につい

て、添付書類はすべての要件を満たしていることを確認しております。以上です。 

 

（会 長）  

ありがとうございました。ただ今、３市から「軽微な変更」及び「廃止届」に

ついて報告がありました。これについて、ご質問のある方、挙手を願います。 

 

（委 員） 

廃止届の「医療法人 森と海」について、利用者様は他の団体を利用している

のか、自分たちでタクシーを使っているのか、その行方だけ教えてください。 

 

（鎌倉市事務局） 

元々、「医療法人 森と海」は、病院を運営しており、駅から病院までの送迎に

ついて有償化するということで、一度、福祉有償の認可を受け、送迎の利用者様

から料金を徴収するという形をとりましたが、改めて原点に戻って無料で送迎し

ようということになり、福祉有償については廃止をするということですので、利

用者は今後も無料で送迎を受ける形になります。 

 

（委 員） 

わかりました。 
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（会  長） 

よろしいですか。他にご質問のある方は、いらっしゃいますか。ないようでし

たら、以上で「報告（１）」を終了いたします。 

 

次第５ 報告 （２）その他について 

（会  長） 

  「次第５」の「 報告（２） [その他] 」に移ります。事務局より説明お願いし

ます。 

 

（葉山町事務局） 

その他といたしまして、本日は１点ございます。事前に送付させていただいた

資料１「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の一部改正

について（説明資料）」をご覧ください。 

表紙をめくりまして１ページ目一つ目の●ポツにありますとおり、設置要綱第

４条第５号の規定に基づき、事務局より、今後の運営協議会の開催にあたり、「有

効期間の更新登録のみの協議事項等の場合は、委員を招集せず、書類の送付及び

表決書の提出による議決としてよいか」という点について、設置要綱改正（案）

を提案いたします。 

なお、本件につきましては、既に平成 25 年７月 30 日に開催されました運営協

議会において、当時の三浦市事務局より説明済みではありますが、設置要綱改正

の背景を改めて説明させていただきます。 

お手元の資料２「「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について」の

改正新旧対照表」をご覧ください。 

平成 25 年４月に道州制特別区域基本方針の一部変更に伴う道路運送関係通達

の一部改正等がございました。この通達の一部改正により、「運営協議会の設置及

び運営に関するガイドラインが改正され、裏面にあります（５）の４行目、「なお」

以降のところになりますが、「なお、委員の招集が困難である場合等にあっては、

運営協議会があらかじめ定める方法により行う判断に基づき、全ての委員からの

意見聴取及び賛否の意向の確認を行うこと並びに議事概要の作成及び公表を行う

ことを条件として、開催に代えて書面の郵送又は持ち回りにより意見の聴取及び

議決（道路運送法第 79 条の６第１項に定める有効期間の更新の登録に係るものに

限る。）を行うことができるものとする。」とされました。 

先の運営協議会では、今後、県内他市の状況を見ながら、また、委員の皆様の

ご意見を頂きながら検討することを確認したところです。 

なお、県内他市の状況としましては、横浜市、川崎市、大和市、湘南東部地区、

県央地区の３市２地区において既に要綱改正を済ませ書面協議を「可」としてい

ることを報告させて頂きます。 

つきましては、横須賀・三浦地区の福祉有償運送運営協議会においても、書面
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協議を実施するにあたり、その要件を規定するなど必要な整備を行いたく今回お

時間を頂いた次第です。 

資料３（設置要綱の一部を改正する要綱（案））と資料４（新旧対照表）をご覧

ください。 

改正文（案）としましては、第９条に次の２項を加えます。 

「第２項 会長は、前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する場合であっ

て、書面の郵送又は持ち回りにより、全ての委員から表決書で承認を得たときに

限り、協議会に代えることができるものとする。 

（１） 委員の招集が困難である時 

（２） 協議事項が、法第 79 条の６第１項に定める有効期間の更新の登録に係る

事項で、前回協議時から対価の変更、運送の区域の拡大並びに運送しようとする

旅客の区分の追加がない時 

（３） 次の軽微な事項の変更届出による報告事項である時 

 ア 団体の名称、住所、代表者の氏名 

 イ 自家用有償旅客運送の種別（減らす場合のみ） 

 ウ 運送の区域（減少の場合のみ） 

 エ 事務所の名称、位置 

 オ 事務所ごとの配置車両の数及びその種類ごとの数 

第３項 会長は、前項の規定による書面協議を行った場合、全ての委員からの意

見聴取及び賛否の意向の確認を行うこと並びに議事概要の作成及び公表を行うも

のとする。」 

事務局の考えとしましては、設置要綱改正（案）はあくまでも「できる規定」

であるため、これまでどおり年３回の協議会開催を前提とします。しかし、更新

登録申請について、委員全員から資料５「表決書」で「承認」するとの回答があ

った場合は、例外的に書面協議に代えさせて頂ければと考えています。 

その他、こんな時はどうなるのかといった点につきましては、資料１の２ペー

ジ目に記載しておりますので、お読み取り頂ければと思います。 

簡単ではありますが、説明は以上のとおりとなります。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

（会 長） 

ただ今、事務局から説明がありました。いかがでしょう。ご意見、ご質問があ

りましたら、挙手をしてお願いします。 

 

（会  長） 

ご意見ございませんでしょうか。ないようでしたら、「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の一部を改正する要綱（案）」につきましては、

協議が整ったということでよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」の声 多数） 

 

（会 長） 

では、以上で「 報告 （２） 」を終了いたします。 

 

閉 会 

 

（会 長） 

以上で、本日の会議の案件は終了いたしました。事務局から何かありますか。 

 

（葉山事務局） 

長時間ありがとうございました。先ほど、冒頭でお話しさせていただきました

とおり、今年度の協議会につきましては、今回で終了ということになります。要

綱改正の件に関しましては、ありがとうございました。４月１日付で制定させて

いただければと思います。よろしくお願いします。次回につきましては、７月頃

を予定しております。ご協力ありがとうございました。 

 

（会 長） 

ほかに何かございますか。ないようでしたら、本日の議事は全て終了いたしま

す。 

今回で、葉山町での開催は終わりとなりますので、一言お礼申し上げます。こ

の１年間、大変不慣れな点も多く、皆様にはご迷惑をおかけしたと思いますが、

各委員の皆様のご協力、また、各市町の事務局のご協力を得まして、何とかこの

責務を全うすることができました。これまでご協力いただきまして、ありがとう

ございます。 

なお、協議会は今後も続いてまいります。各委員さん皆様方のご健勝、ご多幸

とあわせて協議会のますますの発展を祈念申し上げまして、１年間のお礼とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

 

（ 拍 手 ） 

 

（司 会） 

中川会長ありがとうございました。次回事務局を担当されます横須賀市の現副

会長の石井委員からご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

（委 員） 

横須賀市福祉総務課の石井と申します。よろしくお願いいたします。平成 27
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年度は本協議会を横須賀市が運営するということになりますので、引き続き皆様

のご協力をよろしくお願いします。１年間お疲れさまでした。 

 

（司 会） 

以上をもちまして、平成 26 年度第３回の運営協議会を終了いたします。長時間

にわたり、皆様の協力をいただきまして、誠にありがとうございました。 

 

 


