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平成 24 年度 第 1 回倉吉市福祉有償運送運営協議会について（報告） 
 
１．日 時  平成 24 年 7 月 13 日（金）10 時 00 分～10 時 45 分 
２．場 所  倉吉市役所 第一会議室（本庁舎４階） 
３．出席者 【委員】  小川 潤  （鳥取県ハイヤー・タクシー協会中部支部） 

小林 敦子 （社会福祉法人 トマトの会） 
            小川 朗子 （社会福祉法人 地域でくらす会 蔵まち） 
            大黒 恭弘 （社会福祉法人 和） 

筏津 充代 （倉吉市肢体不自由児・者父母の会） 
            衣笠 和英 （倉吉市身体障害者福祉協会） 

治郎丸 有里（知的障害者相談員） 
高間 武人 （倉吉市自治公民館連合会） 
橋本 孝之 （国土交通省中国運輸局鳥取運輸支局) 

            道祖尾 義孝（日ノ丸ハイヤー倉吉分会労働組合） 
池田 弘之 （倉吉市企画振興部長） 

      【事務局】 
            森石 学  （福祉課長） 
            向井 一博 （総合政策課長） 
            児島 義則 （福祉課福祉係長） 
            大本 誠  （総合政策課企画政策係長） 
 
４．目 的  ①「社会福祉法人 和」が、倉吉市を発着として運行する福祉有償運送事業の更新登録

の申請を行なうため、本福祉有償運送運営協議会に合意を求めたものであり、内容

の審査等の協議を行ったもの。 
       ②「社会福祉法人 地域でくらす会」が、倉吉市を発着として運行する福祉有償運送事

業の更新登録の申請を行なうため、本福祉有償運送運営協議会に合意を求めたもの

であり、内容の審査等の協議を行ったもの。 
５．資 料   事前配布資料 
６．結 果   委員による協議が整い、上記①②とも申請内容が承認（合意）された。 
７．協議内容  以下のとおり 
 

運営協議会は、倉吉市福祉有償運送運営協議会設置要綱第 6 条第 4 項の規定により、原則公開となっ

ていることを説明。 
 
１．開会あいさつ 
 
２．事務局説明  

□総合政策課事務局より説明・報告 
・福祉有償運送運営協議会の委員の委嘱及び日程について 

本協議会の設置趣旨について。福祉有償運送とは道路運送法第 78 条に規定される自家用有償運送

のひとつで、福祉有償運送を行う場合は道路運送法第 79 条で国土交通省に登録が義務付けられてい

る。事業者による福祉有償運送の登録及び更新申請時には、本協議会においてその運送に関する協

議を調え、その内容を書面として添付することが必要。協議を調えるとは、福祉有償運送の必要性、
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及び配布資料に記載のある「旅客の範囲」「運送の区域」「使用車両」「運行管理の体制」「収受する

対価」などを協議し、要件を満たしていることを確認、運行を承認するもの。 
 
運営協議会委員について。本協議会の設置要綱第 4 条に委員の任期は 2 年とすると規定。3 月に

各団体に委員の推薦・承諾に係る文書を送付し、5 月に委員就任に係る委嘱状を送付。委員の任期

は平成 24 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日。 
   （委員の紹介  委員名簿参照） 
これまで委員として参加されていた社会福祉法人 親誠会（ホームヘルプひまわり）は、この 3

月末をもって福祉タクシー事業を終了されたので、今回から不参加。 
 
最後に本日の日程について。今回は新たに委員に就任いただいたので、この後、会長及び副会長

を委員の皆様の互選により選出。 
 
協議事項について。福祉有償運送に係る「社会福祉法人 和(なごみ)」「社会福祉法人 地域(ま

ち)でくらす会」の更新申請について協議。「社会福祉法人 和」の現在の登録の有効期間は平成 24
年 8 月 17 日まで、「社会福祉法人 地域でくらす会」の有効期間は平成 24 年 10 月 24 日までとな

っており、今回併せて協議。 
 

   本日の委員出席 11 名、欠席 2 名であり、倉吉市福祉有償運送運営協議会設置要綱第 6 条第 2 項

の規定による会議の開催要件の過半数を満たしていることを報告。今回は「社会福祉法人 和」「社

会福祉法人 地域でくらす会」の福祉有償運送更新申請についての協議があるので、「和」「地域で

くらす会」には福祉有償運送申請者としての立場で参加いただく。 
   事務局からの説明及び報告は以上。 

 
 
３．会長・副会長の選出について 

□総合政策課事務局により進行 
日程３の本協議会の会長及び副会長の選出を行いたいが、どのように選出すべきか。 

（事務局一任の声） 
それでは事務局一任ということでよろしいか。 
会長を倉吉市自治公民館連合会の高間委員、副会長を倉吉市福祉保健部長の深田委員にお願いした

い。（異議なし） 
 

□ここからは、倉吉市福祉有償運送運営協議会設置要綱第 6 条第１項の規定により高間会長により 
進行。 

 
４．協議事項 
 ①「社会福祉法人 和」からの福祉有償運送更新申請について、「社会福祉法人 和」より概要説明。

（資料による） 
 

【社会福祉法人 和 更新申請概要】 
 住所は倉吉市福庭、運送区域は倉吉市を想定。車両は福祉車両ではないセダンを 1 台使用。受託の

範囲は、イとロの方を対象。運賃は 1 ㎞ごとに 50 円ということにしている。 
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【福祉課補足説明】 
 P8 の旅客名簿に掲載の 13 名について。本市の福祉有償運送の旅客の範囲については、障がいのあ

る方については、身体障がいの手帳をお持ちの下肢障がい 1,2 級の方、療育手帳 A の方、精神障がい

の手帳をお持ちの 1 級の方、障がい児の方、障がいを重複している方を対象。高齢者については、要

介護・要支援の認定を受けている方が対象。公共交通機関の利用が 1 人では困難な方を福祉有償運送

に係る車両輸送で、社会福祉法人等にお願いしている。先ほどの 13 名の方は、福祉有償運送の対象

者であることを確認済み。 
 

【質疑内容】 
(委員) 今回は更新ということだが、前回との変更点はあるか。 

  (和)  運賃を 1km30 円から 1km50 円に変更した。 
  (委員) 30 円から 50 円にされたということだが、いったいどの部分で運賃を発生させているのか。

また、車が今は 1 台ということだが、今後車両を増やす予定はあるのか。 
  (和)  運賃は、事業所を出発するところから測り始めている。車両を増やすことに関しては、現

在内部で検討している段階。 
  (委員) 利用者としては、車いす対応の車両を 1 台増やしてもらえると、幅も広がるのでぜひ検討

してほしい。ちなみに、1km50 円ということだが、1 回だいたいどのくらいの金額になる

ものなのか。 
  (和)  利用者 1 人ひとりで実態が異なるので、具体的にいくらと示すことは難しい。 
  (委員) 車の運転手は二種免許でなくても良いのか。 
  (事務局)国土交通大臣認定講習を受け、認定書を運輸支局に出せば二種免許でなくても可能。 
  (委員) 今回が初参加。利用者にとっては、極力安い運賃で行うことが理想。ただ、ハイヤー事業

者も同様の事業を行っている。たとえば、倉吉市内から三朝の温泉病院に行くとすると、

ハイヤーだと 2000 円ちょっとはかかってしまう。1km50 円でするとなると、一概には言

えないものの 500～600 円くらいと思われ、ハイヤーに比べて格段に安い。しかし、その

ような料金で採算は取れるのか。あくまでもサービスということか。 
  (和)  利益が出るかといわれれば、大きな利益はない。今回 30 円から 50 円にしたのも、ガソリ

ンの高騰を受けての変更。 
  (委員) サービスの部分が大きいということか。 

(委員) そういうこと。これらの対象者の方に既存のタクシーを利用してもらうとなると、なかな

か大変なこと。 
  (委員) 障がい者の移送支援では、車両で移送した場合の移動中は運賃になるのだが、乗車・降車

それぞれで 1 回 1000 円の車両輸送の給付が発生する。必ずしも運賃だけということでは

ない。 
  (会長) 初参加ということで、このようなことを含め、いろいろと勉強して帰っていただければと

思う。 
  (委員) おそらくこの名簿に挙げられている人のほとんどは、倉吉市からタクシー券を年間 36 枚配

布されている。事業者としても、車両が出せないとき等にタクシー券の利用を呼び掛けて

もらえたら、両者とも折り合いが良いのではないか。 
 

 (会長) その他、特にないようでしたら、協議事項①「社会福祉法人 和」からの福祉有償運送更

新申請について、合意してよろしいでしょうか。 
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（特に意見なし） 
 (会長) それでは、「社会福祉法人 和」の福祉有償運送更新申請について、本運営協議会で協議が

整ったものとします。 
 
 

②「社会福祉法人 地域(まち)でくらす会」からの福祉有償運送更新申請について、「社会福祉法人 地

域でくらす会」より概要説明。（資料による） 
 

【社会福祉法人 地域(まち)でくらす会 蔵まち 更新申請概要】 
  10 月が更新だが、この度の会議に合わせて更新することに。本部は米子市。運送区域は、本部のあ

る米子市と倉吉市を想定。車の台数は、前回更新時から 1 台普通の車が増え、4 台で運行。旅客の範

囲は、イ、ロ、ハ、ニに該当する人すべてを対象。旅客名簿には、倉吉市以外の東伯郡の町の方もお

られるが、倉吉市の有償運送ということで、倉吉市発着でお願いしている。また、これまでは 1 回乗

車ごとに 300 円という運賃設定にしていたが、和さんやトマトさん同様に 1km あたり 50 円に変更し

た。利用者にわかりやすくするため。現在はまだ 1 回 300 円だが、今日の会議をもって値段設定を変

更するのか、運輸局に更新申請できる 8 月 24 日以降に変更するのか検討中。 
 

【福祉課補足説明】 
P19、P20 の登録会員名簿記載の 23 名の方については市の移動支援対象者であることを確認してい

る。 
 
（質疑内容） 
 (委員) 料金変更に関しては、先ほど言われた手法で問題ないのか。 
 (事務局)運輸支局に確認が必要だが、申請を出し、再度認可が下りてから変更ということになるだ

ろう。 
 (委員) 早く料金変更をしたい場合は、運輸支局に料金改定だけの申請を行なってもらうことも可

能である。 
 (地域) 現在、利用者の方にはまだお知らせしていない。予告なしで急に変更すれば混乱のもとに

なるので、更新をもって変更としたい。 
 (委員) 前回までのように事業者ごとに料金が違うというのは、利用者からすれば利益不利益があ

ったと思うので、同一料金になったことは大変喜ばしい。しかし、各利用者が 1 回あたり

どのくらいの料金がかかっているのか把握しておく必要があるのではないか。 
 (事務局)利用料金の把握については、事業者とも協議し、だいたいの目安となるものを次回にでも

示したい。 
 (委員) タクシー券の利用状況も合わせて示してもらいたい。 
 (事務局)承知した。 

 
 (会長) その他、特にないようでしたら、協議事項②「社会福祉法人 地域でくらす会 蔵まち」

からの福祉有償運送更新申請について、合意してよろしいか。 
（特に意見なし） 

(会長) それでは、「社会福祉法人 地域でくらす会」の福祉有償運送更新申請について、本運営協

議会で協議が整ったものとします。 
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 (事務局)先ほど合意いただいた内容について、合意書(案)を確認いただきたい。 
       別紙の合意書(案)を配布。 
 (会長) 合意書(案)についての質問はあるか。 
  (委員) 「3 合意の内容」の運送主体の表現が、地域でくらす会は「ヘルパーステーション 蔵まち」

とあるが、これは今回の申請書のどの部位分を書くべきなのか。 
  (委員) 申請書でいえば、1 番の名称、住所、氏名の部分の「地域でくらす会」になる。法人の名称

を書くのが良いだろう。 
  (委員) 地域でくらす会の運送区域は米子市と倉吉市とあり、事務所の住所も米子市と倉吉市の事

務所の住所が記載してあるが、本日の合意書は倉吉の分の協議であって、米子市の協議会

にも別にかけるということか。 
  (地域) 米子市は本部のほうが対応する。 
  (委員) では、2 つの合意書を持って運輸支局へ提出されるということか。 
  (地域) そういうこと。 
  (事務局)先ほどの「ヘルパーステーション 蔵まち」の表記についてはなくても良いということな

ので、社会福祉法人の名称のみで合意書を作成する。 
  (委員) 蔵まちは米子市でも有償運送されているということだが、米子市の登録になれば倉吉から

米子に行くことも可能なのか。 
  (事務局)倉吉市発着ということなら可能だと思う。 
  (委員) 倉吉発着であれば、利用者との話し合いが整えば、ある程度遠くまで行くことも可能なの

か。 
  (地域) 基本的には倉吉市の有償運送ということで、倉吉市発着ならばどこまでも行かせてもらう。

ただ、運賃のこともあるし、遠くまで行くとなるとその分リスクも大きくなってくる。今

のところは、中部全域をこちらとしては想定しているが、利用者との協議次第では中部以

外に行くことも可能だと思う。 
  (委員) リスクの話だが、保険の関係はどうなっているのか。 
  (事務局)P11、P23 に掲載。申請時に保険証書も添付し、運輸支局へ提出することになっている。 

(会長) その他、特に異論がないということでしたら、合意書についてはよろしいか。 
        （異議なしの声） 

(事務局)ただいまの合意書につきましては後日それぞれの事業者に送付する。 
 

(会長) それでは、協議事項はすべて終了。 
     「社会福祉法人 和」「社会福祉法人 地域でくらす会」には、安全で安心な運行を行って

いただきたい。それでは、閉会。本日はありがとうございました。 
 


