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令和３年度第２回横浜市福祉有償移動サービス運営協議会議事録 

日 時 令和３年11月１日（月）10時00分～11時30分 

開催場所 横浜市役所 18階会議室（なみき16・17） 

出 席 者 

門谷委員、藤井委員、梅原委員、熊坂委員、北川委員、水野委員、服部委員、 

西尾委員、原田委員、稲田委員、山野上委員、内田委員、 

桑野様（三橋委員代理） 

欠 席 者 大江委員、髙橋委員 

開催形態 公開（傍聴者１名） 

議 題 １ 開会 

２ 協議事項  

（１）道路運送法第79条登録団体の変更登録申請に係る協議（２団体） 

（２）道路運送法第79条登録団体の運賃変更に係る協議（２団体） 

（３) 道路運送法第 79条登録団体の更新登録申請に係る協議(３団体) 

３ 報告事項 

（１）道路運送法第79条登録団体の変更報告について 

（２）事故報告について（２団体） 

（３）横浜市福祉有償移動サービス輸送実績について 

（４）令和３年度第１回横浜市福祉有償移動サービス運営協議会議事概要 

決定事項 決定事項 

・協議事項（１）及び（３）については合意 

・協議事項（２）については一部合意。１団体（つばさ福祉の会）については協議

保留。 

議   事 １ 開会 

 

２ 協議事項 

（１） 道路運送法第79条登録団体の変更登録申請に係る協議（２団体） 

（服部委員）精神障害者保健福祉手帳を持っている方に○（該当）がないが、精神

障害は何か特別な理由で○がついてないのか。 

（西尾会長）対象者の部分について、新旧どちらにも○がついていない。この２団

体にはもともと対象者がいないということではないか。 

（事務局）この２団体については、もともと精神障害者保健福祉手帳をお持ちの

方の利用がないため○がついていない。福祉有償運送は、利用したい

というニーズが出てきて初めて、旅客の範囲の拡大・設定ができる。

利用者がいない状態では、旅客の範囲の設定をすることができない。

そのため、○がついていない。 

（服部委員）了解した。ただ軽い障害を含めて、精神障害者が結構いる。軽い障害

の方は、いろいろなところに行けているのでニーズがないだろうと思

う。もともとは多くの障害者がいると思うので、どうされているのか

と思い質問をした。 

（西尾会長）この２団体については対象となる方がいないが、旅客の範囲に対象者
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として定められているからには、他の団体には対象者がいるというこ

とで良いか。 

（事務局）団体の中には、【ロ：精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方】に該当

する利用者の運送を行っている団体もある。ロの要件は、手帳をお持

ちの方になるが、軽い障害の方は、一人で公共交通機関を利用するこ

とが難しいという条件がつくが、手帳がなくても【ト：その他】で対

応することが出来る。今回の場合、特定非営利活動法人サポートめぐ

みの場合は、すでに【ト】の旅客の範囲の設定があるため、ニーズが

あれば受入が可能である。特定非営利活動法人つばさ福祉の会につい

ては、【ト】の旅客の範囲の設定がないため、今後【ト】のニーズが

あった場合は、協議会で旅客の範囲の拡大の協議を行う必要がある。

手続きの必要がある団体もあるが、すでに【ト】の旅客の範囲の設定

がなされている団体に関しては、手帳をお持ちではない精神障害者を

運送することが可能である。 

（北川委員）他の団体では、精神障害者を受け入れているところもある。精神障害

者の特徴として、なかなか外にでることが出来ない人が多い。特に、

初めての方については難しい。だんだんと外に出ていける状態にはな

ったが、いろいろ考えてしい、外に出られない人が多いのではない

か、と感じている。 

（西尾会長）ほかに意見等なければ、この２団体について合意ということでよろし

いか。 

（ 委 員 ）異議なし。 

 

（２）道路運送法第79条登録団体の運賃変更に係る協議（２団体） 

①【特定非営利活動法人つばさ福祉の会】 

（熊坂委員）利用していた団体から、時間外割増料金を設定したということを途中

で言われた経験がある。疑問に思い、区役所を通じて調整をしたこと

がある。従業員の方の時間外割増料金とのバランスはどうなのかとい

うことで、だいぶ話し合いを行ったという経験がある。この25％とい

う数字は、どのような根拠で申請したのか。すでに他の団体でも設定

があるという数字かもしれないが、この点を説明して欲しい。 

（西尾会長）時間外料金で25％割増という内容について、働く人の状況があるのか

どうかということもあると思うが。 

（熊坂委員）実施団体によっては、２割の設定や１割の設定とまちまちであるが、

時代の変化ということもあるが、この点も含めて説明をしてほしい。 

（事務局）なぜ25％という設定かは理由を確認していないため、確認をさせてい

ただきたい。もともと介護保険適用外の介助料は、最低賃金を下回っ

ている。また設定としては、金額が低めに設定されているため、申請

の時点では、大きく上回らないのではないかと判断をした。根拠とい

う点では、確認が出来ていないため、確認をし、ご報告する。 

（藤井委員）時間外割増料については、運送を含めたすべての料金に割増料金が適

用になるのか。 

（事務局）そのとおり。 
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（藤井委員）資料の記載には、「運送の対価以外の対価」になっているが、実際は

運送の対価も25％割増になる。タクシーの場合、深夜帯の割増はある

が、年末年始だから割増になる等の概念がない。また最低賃金の話も

あったが、今コロナ禍で事業が大変である中で、会社が人件費等を負

担している。利用者に転嫁するというのはどうなのか。また運送の対

価が割増の対象とするならば、運送の対価の欄に記載すべきではない

だろうか。 

（事務局）全体の料金に対し割増になる。 

（藤井委員）運送の対価に25％割増することで、タクシー運賃の1/2の範囲を超えて

くる。タクシーには、日曜、年末年始に割増をする概念はない。運送

の対価が25％割増ということで議論をしなければおかしい。介助料等

が25％割増の議論であれば、現状の資料でも構わない。運送の対価も

25％割増がかかってくるのであれば、この資料の記載の方法は違って

いるような違和感がある。 

（西尾会長）資料に記載のある時間外割増は、運送の対価や迎車料等の運送の対価

以外の対価、全体にかかってくるという理解でよろしいか。 

（事務局）運送の対価を含む、発生した費用全体にかかってくると聞いている。

団体へは、運送の対価以外の対価で発生した費用に対し、割増をする

案も提案した。本協議会で出た意見は、すべて団体に伝える。 

（西尾会長）運送の対価に25％割増をすると、藤井委員の指摘にもあったが、1/2の

水準を超えるか。 

（事務局）運送の対価以外に時間外割増を適用するという条件つきで協議をして

いただき、熊坂委員からの質問事項である「根拠理由」は確認すると

いう形ではいかがか。 

（藤井委員）今後の資料の形として、運送の対価に割増料金等が加算される場合

は、運送の対価にも新旧を設けて、新（料金）の欄に但し書き等で時

間外割増の内容を記載しなければならないと思う。今後、同じような

申請があった場合は、料金表や協議会資料の記載を整理しなければな

らない。 

（西尾会長）時間外割増の部分については、運送の対価以外の対価に加算するとい

う条件付きで合意をするという方法が１つ、運賃にも含めるという形

であれば、今回は保留とし、次回再度申請していただくという方法が

ある。 

（事務局）保留にしていただき、団体に、時間外加算を運送の対価にも適用する

のか、または運送の対価以外の対価のみに適用するのか確認する。協

議会資料については、藤井委員から意見があったことを踏まえ、次回

以降反映する。 

（西尾会長）指摘のあった時間外割増料がどの部分の料金に適用になるのか確認し

てもらい、今回のつばさ福祉の会の料金変更については、保留とし、

次回再度申請していただくということでよいか。 

（山野上委員）次回というのは、次の運営協議会で諮るということか。 

（事務局）そのとおり。 

（山野上委員）次回の開催はいつごろか。 
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（事務局）１月に開催する予定である。 

②【福祉クラブ生活協同組合】 

（山野上委員）遠方加算料金の部分に「片道ケア」という言葉があるが、運転中には

介助料は発生するのか。 

（事務局）「片道ケア」と記載しているが、片道送迎の意味だと聞いている。介

助を行っているとか、本来のケアという意味合いではないと聞いてい

る。送迎という意味合いで使用しているので、遠方に送迎した際に発

生する加算料金である。 

（山野上委員）帰りの回送料ということか。福祉有償運送では、走行中、介助料等は

発生しないという認識である。この表現では、回送料とは意味合い

が違ってくるように感じる。他の団体も、走行中に介助（ケア）料

金が取れるなら設定したいとなってくると、利用者の負担が増え

る。表現や加算方法など、もう一度確認を取りたい。 

（事務局）団体に確認し、報告をする。 

（西尾会長）遠方加算料金に関しては、以前に合意されている部分である。表現や

加算方法については、再度確認をお願いする。 

（山野上委員）往復の場合は、加算されないのか。 

（西尾委員）往復の場合は、運送の距離で計算されるということでよいか。 

（事務局）長距離の場合に、空の状態で戻ってくる際に発生する回送料という理

解でいた。確認をする。 

（西尾会長）送迎の半分は、利用者がいない状態になるためという理由だと思う

が、確認をお願いする。時間外の料金の記載もあるが、かかった時間

に対して加算するということで良いか。 

（事務局）そのとおり。 

（西尾会長）遠方加算料金の表現や加算方法を確認していただくということで、こ

の運賃変更については協議が調ったということでよいか。 

（ 委 員 ）異議なし。 

 

 

 

 

 

 

 

（３) 道路運送法第79条登録団体の更新登録申請に係る協議(３団体) 

（北川委員）（特定非営利活動法人暮らしサポートの会福ちゃんパワー）履歴事項

全部証明の中の事業に「研究と実践」という事があるが、具体的に研

究をして発表したりしているのか。 

（事務局）履歴事項全部証明書に記載されている内容だったため、資料には掲載

したが、研究等については確認していない。 

（西尾会長）更新団体については、合意が得られたということでよいか。 

（ 委 員 ）異議なし。  

 

②【福祉クラブ生活協同組合】についての確認結果 

「片道ケア」という表現を改め、遠方加算料金については、「片道送迎（25

㎞以上）一律：1,000円」に料金を修正する。 
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３ 報告事項 

（１）道路運送法第79条登録団体の変更報告について 

（西尾会長）意見、質問等はないということでよいか。 

（ 委 員 ）異議なし。 

 

（２）事故報告について（２団体） 

①【福祉クラブ生活協同組合】 

（熊坂委員）駐車場で車いすごと転倒したとあるが、この場所は平坦な場所だった

のか。それとも傾斜がある場所だったのか。 

（事務局）多少傾斜がある場所と報告されている。 

（熊坂委員）利用者の体格にもよるが、過去にもこのような転倒事故があったの

か。事故報告を読む限り、転倒することが考えにくい。特別な理由が

あったのか。 

（事務局）利用者の体格や過去の事故については確認をしていない。 

（熊坂委員）普段の生活で、本人が車いすに乗っている時によく転倒される場合、

利用者の体と車いすが合っていないのではないか等の理由も考えられ

る。ストッパーが効いていなかったために事故が発生しただけであれ

ばこれで終わりだが、利用者の体と車いすが合っていなかたった場合

は、このような転倒は今後もあり得る。利用者が車いすのストッパー

を解除してしまったから、本事故が発生したと報告書には記載されて

いるが、それだけではないのではないかと思う。 

（事務局）団体からは、利用者がストッパーを解除してしまったため、事故が発

生してしまったと聞いているが、利用者の体と車いすが合っていた

か、普段の利用者の様子等の確認はしていなかった。団体には、ご意

見にあったような視点から利用者の状態を把握することも大切である

ことを伝える。 

（西尾会長）利用者は施設に入所されている方で、移動サービスを利用されたとい

うことで良いか。 

（事務局）そのとおり。 

 

②【社会福祉法人誠幸会】 

（西尾会長）損害賠償等の状況に記載されている内容は、団体（法人）側の保険で

対応しているということか。車両にもよるか。 

（事務局）団体（法人）が加入している保険で対応していると聞いている。 

【特定非営利活動法人暮らしサポートの会福ちゃんパワー】について 
福祉有償運送において、運転者をはじめ、団体内で日々、より良い運送を心掛け、利
用者への介助や付添いの方法を考えている。 
そして、団体内で意見を出し合い、より良いものへの対応、運送を行うよう実行して
いる。これからの対応として、ホームページ上に研究成果を掲載する予定。 
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（西尾会長）再発防止、または安全運行を徹底していただきたい。 

 

（３）横浜市福祉有償移動サービス輸送実績について 

（山野上委員）運送回数については、新型コロナウイルス感染の影響もあると思う

が、登録団体数及び車両数の減少については、団体運営や環境の問

題が背景にあると思う。どのような利用者がいるのか、今後情報と

して提供して貰いたい。12年前に市民セクター横浜の方で、移動支

援プロジェクトという形で、お互いに助け合いで活動している人達

の検討を始めてきた際には、近隣の人たちが無償でやっていた活動

であった。利用者が無償で運送することを気にし、１回いくらとい

う形になると道路運送法に違反するということになり、法改正のも

と福祉有償運送という形になった。先ほどの事故報告の運転者も70

歳代前後の方であった。運転者の高齢化が進んでいる。昔は、定年

退職後に活動に参加する人が多く、60歳代が活躍していた。今で

は、運転者が70歳代という状態になってきている。福祉有償運送が

安心安全を担保できるものなのか考える。介護タクシーもUD（ユニ

バーサルデザイン）タクシーもなかった時代は、市民が助け合うし

か方法がなかった。そういう歴史から、現在の福祉有償運送へと変

化したが、この減少している中では制度の見直しをして欲しい。事

業としてやり始めても、対価についての検討も、最低賃金程度の賃

金で、休みの日に活動をした運転者にインセンティブとして賃金を

上乗しようとすると、利用者への負担が増えてしまう。健常者も障

害者も同一料金で外出することが当たり前になるような補助制度も

あるといい。実施団体が、利用者負担の金額をどの程度見込んでい

て、それを利用者にどのように還元できるのか等を話合う機会があ

るといいと思う。 

（西尾会長）輸送実績をみると、福祉有償運送が担っている役割について、社会的

環境等の変化もある中で、担い手（運転者）の確保の難しさや、その

他利用できる資源（手段）も増えてきたということもあるのではない

か。神奈川県下の他の市町村と比較をすると、走行距離や利用回数が

かなり多く感じる。自治体によっても、さまざまな取り組みがされて

いるように感じる。 

（梅原委員）現在、青葉区で医療的ケア児・者の輸送について、当事者と家族から

声があがっている。現在は、両親が働きながら医療的ケア児・者を育

てている環境が整いつつある。医療的ケア児が通所できる施設も増や

して欲しいという運動もある。通院や通所など移動支援のニーズもあ

る。福祉有償等の移動サービスに相談をすると「看護師の添乗がない

と難しい」と断れてしまう状態で、医療的ケア児・者は非常に移動が

難しい。また訪問看護等の契約上の問題もある。NPO等では、看護師を

雇入れる難しさもあると思う。介助料の中に、医療的介助について記

載がないため、どのような状況なのか質問したいと思った。また先ほ

ど山野上委員からのいろいろなことを話し合える場があるといいとい

う意見もあったので、その中の１つとして話し合えたらと思った。 
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（西尾会長）医療的ケアの必要な子どもや人達の通院や施設通所、余暇を含めた移

動の課題についての意見であった。この中で、福祉有償運送でどのく

らい対応しているか、なかなか見えてこないといくことであった。 

（熊坂委員）福祉有償運送を依頼する際、必ず医療的行為が必要かと聞かれる。必

要であると断られ、また両親のいずれかが添乗・同行してくださいと

いうのが必須条件である。本当に困った時にも、そのやり取りをして

いる間に、子どもは具合が悪化し、最終的には救急車をお願いするこ

とになった。福祉有償運送の中に、看護師または医療行為のできる資

格のある方をお願いしたい。それができるようになる運動、法律改正

があると良いと思う。今までは、両親が対応してきた部分が多いが、

両親も高齢化や医療的行為が必要になる時が来る。福祉有償運送等で

検討課題としてあげて欲しい。 

（藤井委員）医療的ケアが必要な方の運送ということで、横浜市教育委員会から特

別支援学校の送迎の委託事業の入札を行っている。タクシー会社も昨

年あたりから、医療的ケアの必要な生徒の輸送等を始めている。看護

師が添乗・同行するケースもあるが、ご家族にお願いするケースもあ

る。これは業務委託内容に含まれている。生徒によっては、そこまで

のケアを必要としない子どももいる。その場合は、ユニバーサルドラ

イバーという形で対応し、万が一の際は、保険で対応をするようにな

っている。重度の障害の方の場合は、NPO等の福祉有償運送にお願いを

しなければならないが、精神障害、身体障害者を含めた軽度の障害の

方の場合は、タクシーでもかなりの支援ができるようになってきてい

る。医療的ケアが必要な場合も、看護師やご家族の添乗で、かなり支

援ができるようになった。輸送実績の減少の理由として、タクシーで

の運送も理由の一つかもしれない。ただ、タクシー運送の場合は、料

金が高くなってしまう。横浜市のサポートがあれば、利用者ももっと

利用しやすくなるのではないかと思う。 

（西尾会長）特別支援学校の生徒の送迎もバスを出すということだけでなく、委託

事業もあるということだ。横浜市には、小規模の特別支援学校もあ

り、医療的ケアの必要性は高い生徒が通学されるのかと思う。送迎の

体制の必要性、通院や余暇支援の移動支援という課題がでた。 

（事務局）本運営協議会では、要綱上難しい部分があるが、関係部署には情報提

供する。 

（北川委員）本当に難しい問題だと思う。精神疾患の場合は、入院が必要な時に、

本人が入院を拒み、無理やりにでも病院に連れていないかなければな

らない時がある。親が高齢で身体的に連れていくのが難しい場合、娘

婿にお願いを手伝って貰うこともある。それを民間のサポートを依頼

すると、高額になる。このような大変なことを福祉有償運送団体に依

頼するのは難しいと思う。精神障害者の場合は、このような場面で送

迎していただきたい理由である。精神障害者ご本人は、自分が病気で

はないと思っている。そう思っている人を病院に連れていくという行

為は、非常に困難であり、悩みである。 

（西尾会長）民間の送迎サポートを依頼すると、そんなに高額な費用がかかるの
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か。 

（北川委員）民間救急の場合は高額であるが、必要なので仕方がない。その点も、

家族にとっては大きな悩みであるとよく耳にする。 

（西尾会長）移動の必要性がある時、家族送迎となる場合が多いと思う。しかしな

がら家族の支援にも限界がある。それをどのように公共で支援できる

ものを準備するのかが課題である。 

 

（４）令和３年度第１回横浜市福祉有償移動サービス運営協議会議事概要 

（西尾会長）議事録については、確認をお願いしたい。その他について、何かある

か。資料提供があったが、これについて説明をお願いしたい。 

（山野上委員）横浜移動サービス協議会の冊子を配布した。移動困難な方達の支援を

ボランティアで行ってきた。状況が変化し、通院や通学の支援はプ

ロに任せ、自分達は、楽しむこと、例えば旅行に行く等の支援をし

ていきたいとの思いで、企業に参画していだたきながら活動を広げ

ていくとういう内容の冊子を作った。 

（西尾会長）楽しむということも大切なことであると思う。  

             

（終了）     

 


