


横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　委員名簿 【資料１】

1 横浜市健康福祉局の職員 地域福祉保健部長 内田
ウチダ

　沢子
サワコ

2 神奈川県個人タクシー協会　副会長 門谷
カドタニ

　真人
マサト

3 一般社団法人 神奈川県タクシー協会　常任理事 藤井
フジイ

　嘉一郎
カイチロウ

4 青葉区介護者の会　介護者サポート「ほっと青葉」 梅原
ウメハラ

　由美子
ユミコ

5 特定非営利活動法人神奈川県難病団体連絡協議会 髙野
タカノ

　元
ハジメ

6 横浜市心身障害児者を守る会連盟 副代表幹事 熊坂
クマサカ

　康
ヤスシ

7 公益社団法人横浜市身体障害者団体連合会 白石
シライシ

　幸男
ユキオ

8 特定非営利活動法人横浜市精神障害者家族連合会　副理事長 井汲
イクミ

　悦子
エツコ

9 国土交通省地方運輸支局の職員 国土交通省関東運輸局神奈川運輸支局　首席運輸企画専門官 三橋
ミツハシ

　裕
ユタカ

10
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転
者が組織する団体

全神奈川ハイタク労働組合連絡会議　議長 水野
ミズノ

　潔
キヨシ

11
市内において、現に福祉有償運送を行っている
特定非営利活動法人等

特定非営利活動法人横浜移動サービス協議会　理事長 服部
ハットリ

　一弘
カズヒロ

12 学識経験のある者 学校法人愛知東邦大学人間健康学部 西尾
ニシオ

　敦史
アツシ

13 横浜市介護支援専門員連絡協議会 鈴本
スズモト

　勝
マサル

14 横浜市野庭地域ケアプラザ　看護師 籾山
モミヤマ

　敦子
アツコ

15 ボランティア団体に所属する者 認定特定非営利活動法人市民セクターよこはま　理事 山野上
ヤマノウエ

　啓子
ケイコ

任期：令和４年４月１日から令和６年３月31日

一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

住民又は旅客

選出分野 団体等 氏名（敬称略）

地域のケアマネジャーや保健師等の有資格者





























































































































































道路運送法第79条登録団体の変更登録申請（旅客の範囲の拡大）　協議団体概要 【資料８-１】

年 2 月 10 日

人 人 人 2 人 0 人 人 人
人 人 2 人 2 人 2 人 人

1 人 人 1 人 0 人
人 人

1 人 人
2 人

人

4 人 人 3 人 4 人 2 人 人 人
計 13 人

【ホ：要支援】【へ：基本チェックリスト】【ト：その他】の方の福祉有償運送を必要とする理由
＜ホ（要支援認定者）＞
  膝に痛みがあり歩行困難、弱視のため単独歩行が困難

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者） ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）

肢体不自由

内部障害

知的障害要介護３
要介護４

要支援１
要支援２

要介護５

拡大後の名簿の内訳

６級
５級
４級
３級

３級
２級
１級

軽度
中度
重度

要介護１
要介護２

（認定者除く）
人

その他

２級
１級

精神障害者

（認定者を除く）
人

旧

イ：身体障害者手帳をお持ちの方

新

ロ：精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

ハ：愛の手帳（療育手帳）をお持ちの方

○

二：要介護認定者

ホ：要支援認定者

へ：基本チェックリスト該当者

ト：その他肢体不自由、内部障害、知的障害、
　　精神障害その他の障害を有する者

○

○

○

○

○

○

イ：身体障害者手帳をお持ちの方

ロ：精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

ハ：愛の手帳（療育手帳）をお持ちの方

二：要介護認定者

ホ：要支援認定者

へ：基本チェックリスト該当者

ト：その他肢体不自由、内部障害、知的障害、
　　精神障害その他の障害を有する者

法人名称 特定非営利活動法人たちばな福祉会

法人概要

法人代表者氏名 星野　剣　　 【法人所在地】

法人設立年月日 平成16 横浜市旭区上白根一丁目33番1号

事業等

※履歴事項全部証明書より
目的及び業務
　この法人は、高齢者及び中途障害者（以下「高齢者等」という。）の地域での自立支援及び少子化対策のため、
介護保険法に基づく居宅介護支援事業、介護保険法に基づく居宅サービス事業及び託老ホーム事業等を行い、
地域と社会の福祉の増進を図り、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
　この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動法人活動を行う。
　　（１）保健、医療又は福祉の増進を図る活動
　　（２）子どもの健全育成を図る活動
　　（３）社会教育の推進を図る活動
　　（４）まちづくりの推進を図る活動
　この法人は、上記の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
　　（１）介護保険法に基づく居宅介護支援事業
　　（２）介護保険法に基づく居宅サービス事業
　　（３）託老ホーム事業
　　（４)生活支援事業
　　（５）地域の子育て支援等事業
　　（６）介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
　　（７）介護保険法に基づく介護予防サービス事業及び介護予防支援事業
　　（８）介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業
　　（９）障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
　　（10）福祉有償運送事業
　　（11）上白根コミュニティハウス指定管理事業
　　（12）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

障害者総合支援法
事業所指定 無

旅客の変更（拡大）

事業所所在地
ＮＰＯたちばな
※法人所在地に同じ

介護保険法事業所
指定 無



道路運送法第79条登録団体の変更登録申請（旅客の範囲の拡大）　協議団体概要 【資料８-２】

年 5 月 26 日

人 人 1 人 25 人 3 人 人 人
人 人 3 人 87 人 2 人 人
人 人 3 人 70 人 9

1 人 61 人
2 人 34 人

12 人
12 人

15 人 人 7 人 人 5 人 人 人

【ホ：要支援】【へ：基本チェックリスト】【ト：その他】の方の福祉有償運送を必要とする理由
【ホ（要支援認定者）】　ふらつきあり、歩行困難
【ト（その他）】介護認定申請中（ADL低下）、歩行困難

その他

計　331人

【法人所在地】
横浜市港北区篠原北二丁目５番７号

人

人

知的障害

内部障害

肢体不自由

拡大後の名簿の内訳

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者）

（認定者除く）

２級 要介護５ 精神障害者

（認定者を除く）１級

４級 １級 重度 要介護３
３級 要介護４

５級 ２級 中度 要介護２ 要支援２
６級 ３級 軽度 要介護１ 要支援１

ホ：要支援認定者 ○ ホ：要支援認定者 ○

ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）

へ：基本チェックリスト該当者 へ：基本チェックリスト該当者

ト：その他肢体不自由、内部障害、知的障害、
　　精神障害その他の障害を有する者

○
ト：その他肢体不自由、内部障害、知的障害、
　　精神障害その他の障害を有する者

○

ハ：愛の手帳（療育手帳）をお持ちの方 ハ：愛の手帳（療育手帳）をお持ちの方 ○

二：要介護認定者 ○ 二：要介護認定者 ○

イ：身体障害者手帳をお持ちの方 ○ イ：身体障害者手帳をお持ちの方 ○

ロ：精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 ロ：精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

事業所所在地
福ちゃんパワー
※法人住所と同じ

介護保険法事業所
指定 有

277

法人名称 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

法人概要

【法人代表者氏名】 渡邉　貴士

【法人設立年月日】 平成17

事業等

※履歴事項全部証明書より
目的及び事業
　この法人は、不特定かつ多数の要援護高齢者、障害（児）者、子ども等とその家族に対し、安全・安心に日常生
活が送れるよう、介護し介護予防し生活支援するために、中高年のボランティア市民団体が結束し、市民同士助け
合いによる新しい形の社会貢献活動の機会創造と、社会的サービスを充実する事業を行い、もって中高年・高齢
者・障害（児）者・子ども達の健康生きがいづくりと保健福祉の増進に寄与することを目的とする。
　この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
（１）保険、医療又は福祉の増進を図る活動。
　この法人は、上記の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
（１）中高年が要援護高齢者・障害（児）者・子ども等とその家族を支援し助け合う、新しい形の社会貢献活動の機
会を創造する研究と実践。
（２）介護保険制度と障害者自立支援法、その他法規に基づく介護・介護予防・生活支援事業に関する諸問題の研
究と実践。
（３）要援護高齢者・障害（児）者・子ども等の外出行動を援助する研究と実践。
（４）保健と介護予防のための食生活改善、食文化向上に関する研究と実践。
（５）その他、この法人の目的を達成するために必要な事業。

障害者総合支援法
事業所指定 有

旅客の変更（拡大）

旧 新









【資料９-４】

法人名称　

変更事項　

提出日

変更予定日

新 旧

迎車料

２㎞未満：290円
２㎞以上：500円
利用の依頼を受けて、利用会員滞
在場所まで迎えに行く際の料金

２㎞未満：290円
２㎞以上：500円
利用の依頼を受けて、利用会員宅
まで迎えに行く際の料金

待機料

介助料 （廃止）

【障害福祉サービス適用の場合】
障害福祉サービス利用時の自己負
担割合分
【障害福祉サービス適用外（実費）
の場合】
1,000円/回（車いす介助を含む）

添乗・
付添料

その他

運送の対価

運
送
の
対
価
以
外
の
対
価

150円/㎞

250円/15分

横浜市福祉有償移動サービス運賃の変更に係る協議

特定非営利活動法人湘南障害児者を守る会まつぼっくり

迎車料・介助料

令和4年5月17日

協議が調い次第



































横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料12-８】

年 10 月 13 日

・ 0 台 ・ 0 台
台 ・ 29 台 台 ・ 4 台

・ 0 台 ・ 0 台
・ 1 台 ・ 3 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認

台 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認 済

済 115 人 0 人

人 人 済 115 人 0 人

済 13 人 0 人

人 人

人 人

運転者

合計 128 内、直近2年間免許
停止処分者 0

支局申請時までに取得予定

・セダン講習等 支局申請時までに取得予定

二種免
許所持
者

13 内、直近2年間免許
停止処分者 0 ・セダン講習等 支局申請時までに取得予定

一種免
許所持
者

115 内、直近2年間免許
停止処分者 0 ・認定講習

普
通
車
両

（
セ
ダ
ン
等

）

0 89

・対人無制限 ・対人無制限
・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

使用車両 ・対人無制限 ・対人無制限

126 台 ・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

車椅子車 車椅子車

兼用車 兼用車

回転シート車 回転シート車

運送の区域 横浜市、鎌倉市、逗子市、藤沢市、茅ヶ崎市、葉山町、川崎市、厚木市

所有車両 持ち込み（貸借）車両

福
祉
車
両

30 設備内訳 寝台車 7 設備内訳

事業所所在地

①横浜市港北区日吉5-24-33（Dayひよし
内）
②横浜市神奈川区菅田町1781-1（リアンか
ながわ内）
③横浜市南区井土ヶ谷下町37-1
④横浜市緑区十日市場町840-3（るるる＊み
どり館内）
⑤横浜市栄区犬山町53-18（Dayいのやま・
ハーモニー内）
⑥横浜市金沢区釜利谷東2-10-5パインクレ
スト１号間501号室
⑦横浜市戸塚区矢部町270-5（にじの家）
⑧横浜市磯子区磯子2-8-13
⑨横浜市港南区日野2-2-1-101

介護保険法事業
所指定 無

障害者総合支援法
事業所指定 無

寝台車

法人名称 福祉クラブ生活協同組合

法人種別 消費生活協同組合
法人代表者氏名 大場　英美

法人設立年月日 平成元

事業等

※履歴事項全部証明書より
事業
１　組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組合員に供給する事業
２　組合員の生活に有用な協同施設（第５号に掲げるものを除く。）を設置し、組合員に利用させる事業
３　組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
４　組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
５　高齢者、障害者等の成年後見を含む福祉に関する事業であって組合員に利用させるもの
６　組合員の生活の共済を図る事業
７　前各号の事業に附帯する事業

【法人所在地】
横浜市港北区新羽町868



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料12-８】

内訳

1 人 3 人 17 人 96 人 67 人 12 人

2 人 14 人 27 人 163 人 120 人 0 人 10 人

7 人 13 人 85 人 110 人
14 人 55 人
36 人 34 人

105 人

13 人

165 人 30 人 人 人 人 0 人 72 人

人

旅客の範囲

○ 運行管理の責任者の選任 有 無
車両5両以上の場合、道路運送法施行規則で規定する資格を取得済

○ 整備管理責任者の選任 有 無

○ 運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 有 無

○ 事故発生時の連絡体制 有 無

○ 苦情対応の体制 有 無

登録を受けようとする者は、道路運送法第７９条の４第１号から第４号に 該当

運行管理体制

欠格事由 非該当

その他
(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車い

す使用料等）

有

当日キャンセル料：550円
但し、出庫後の場合は、迎車料300円を加算
遠方加算料金：1,000円（片道送迎で25㎞以上一律）
時間外料金：280円/30分
（平日月～金、９時～17時以外の時間、土日祝日、お盆（8/13
～15）、年末年始（12/29～１/3））

標準的な利用
による対価（料

金）

例 ５㎞離れた病院へ送迎した場合（片道）

運送の
対価 750円【150円/㎞×５㎞）】

【参考：タク
シー料金】

※運送の対価
の部分

1,928円
 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

提供されるサービスの具
体的な内容、他団体にお
ける同様のサービス等と
比較し、高額でないと認
められる範囲内

有 1,100円

添乗・
付添料

有 最初の30分は無料、以降、550円/30分加算

運送の対価
以外の対価

迎車料：300円
介助料：1,100円

総合計 2,150円

備考
【ホ（要支援認定者）】ふらつき、転倒のおそれあり。腰椎圧迫骨折、骨粗鬆症等の症状あり。
【ト（その他）】癌、難病、透析等

会費 1,000円/月（出資金。退会時に返却）

対価（料金）

対価区分 内容 判断基準 対価
運送の
対価

タクシー料金の概ね
２分の１の範囲内

距離
制 150円/㎞

運送の
対価以
外の対
価

迎車料 他団体における同様の
サービス等と比較し、高
額でないと認められる範
囲内

有
300円　※地域外加算：10㎞を超える迎車の場合は、10㎞を超
えた時点より、50円/㎞加算

待機料 有 550円/30分

介助料

○ 　ホ　介護保険法第19条第２項に規定する要支援認定を受けている者
　へ　介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（チェックリスト）に該当する者

○ 　ト　その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

○ 　ロ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者
○ 　ハ　障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する知的障害者
○ 　二　介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定を受けている者

（重複：90人）

○ 　イ　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

人
３級 要介護４

２級 要介護５ 精神障害
（認定者を除く）

37 人
１級

４級 １級 重度 要介護３ 知的障害
（認定者を除く）

0

129 458 187

1041

６級 ３級 軽度 要介護１ 要支援１ 肢体不自由

その他

合計
対象者

951
人

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者）

５級 ２級 中度 要介護２ 要支援２ 内部障害

ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）



【資料13】

法人名称
横浜市へ
の届出日

変更内容 新 旧

横浜市、町田市、平塚市、大磯町、川崎
市、相模原市

廃止

7

R4.3.14

車両の増車特定非営利活動法人あさひ

廃止

R4.3.15

8

車両の減車

車両の減車

令和４年度第１回横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　変更報告一覧

車両の減車

【ららむーぶ栄】
車いす車　５台
回転シート車　１台
セダン等　７台（+1台）

車両の増車

車両の種類の変更を
伴う車両の入替

車いす車　   　８台
回転シート車　１台
セダン等　     ９台

3 福祉クラブ生活協同組合

令和３年11月29日　廃止
【理由：ボランティアの減少及び車両廃棄の
ため】

有賀　美代

R4.3.16
車いす車　　 １台
回転シート車 １台（+１台）
セダン等　　　17台

14

車いす車　　 　９台
回転シート車　１台
セダン等      　８台

セダン等　５台

5

セダン等　10台

法人の代表者の変更

令和４年２月14日　廃止
【理由：ボランティアの減少及び車両廃棄の
ため】

セダン等　３台（-１台）
【理由：持込運転者の退職】

車いす車　   　１台
セダン等　     ９台（-１台）
【理由：持込運転者の退職のため】

運送の区域の減少

【ららむーぶ戸塚】
車いす車　６台
セダン等　 ８台

R3.12.28

廃止

【ららむーぶ栄】
車いす車　５台
回転シート車　１台
セダン等　６台

2 法人の代表者の変更 貝沼　貞夫 大貫　芳夫

福祉クラブ生活協同組合4

大副　祥一

特定非営利活動法人日本アビリ
ティーズ協会

6 神奈川高齢者生活協同組合 R4.2.24

【ららむーぶ戸塚】
車いす車　６台
セダン等　 ７台（-１台）
【理由：持込運転者の退職のため】

セダン等　４台（-１台）
【理由：持込運転者の退職】

横浜市、町田市、平塚市、大磯町

車いす車　１台
セダン等　10台

車両の減車

R4.3.3

1
社会福祉法人横浜市戸塚区社会
福祉協議会

社会福祉法人横浜市泉区社会福
祉協議会

R4.1.27

R4.2.17

R4.2.28

社会福祉法人横浜市鶴見区社会
福祉協議会

車両の減車

R4.2.8

特定非営利活動法人横浜移動
サービス協議会

R4.1.31

車両の減車

回転シート車　１台
セダン等　　　17台

車いす車　１台（-１台）
【理由：ボランティアの減少及び車両廃棄の
ため】

令和４年３月12日　廃止
【理由：ボランティアの減少及び車両廃棄の
ため】

12
公益社団法人北汲沢地域総合福
祉活動委員会

セダン等　９台（-１台）
【理由：持込運転者の引退】

11 神奈川高齢者生活協同組合 R4.3.10

9
特定非営利活動法人移動サービ
スアクセス

R4.3.4

社会福祉法人横浜市中区社会福
祉協議会

R4.3.8

13

10
社会福祉法人横浜市港北区社会
福祉協議会

車いす車　２台

セダン等　４台



法人名称
横浜市へ
の届出日

変更内容 新 旧

車いす車　８台
セダン等　９台（-１台）
【理由：廃車のため】

車いす車　８台
セダン等　10台

26

25

28 社会福祉法人たすけあい泉 R4.5.10 車両の減車

廃止

廃止

R4.4.14一般社団法人元気の会

法人の住所の変更

車両の種類の変更を
伴う車両の入替

特定非営利活動法人ワーカー
ズ・コレクティブふれあい都筑

R4.3.31

車両の減車

19

18

15

廃止

17

R4.3.16
車いす車　８台（所有８台）
セダン等　４台（所有２台、持込２台）

横浜市金沢区朝比奈町245番地
サンハイツ金井A棟

【ららむーぶ港南】
車いす車　１台
セダン等　６台

法人の代表者の変更

セダン等　３台

車いす車　２回

車両の増車

車いす車　１台（-１台）
【理由：ボランティアの減少及び車両廃棄の
ため】

令和４年３月31日廃止
【理由：事業所閉鎖のため】

車両の減車

横浜市金沢区朝比奈町263番地
フォンティーン金井A-101号

R4.4.7

令和４年３月31日廃止
【理由：事業廃止のため】

セダン等　２台（-１台）
【理由：廃車のため】

R4.4.28

R4.4.28

令和４年３月31日廃止
【理由：ボランティアの減少及び車両廃棄の
ため】

令和４年３月30日廃止
【理由：ボランティアの減少及び車両廃棄の
ため】

【ららむーぶ港南】
車いす車　２台（+１台）
セダン等　６台

【ららむーぶ南】
車いす車　２台
セダン等　８台（+１台）

車両の増車

車いす車　２台
セダン等　８台（-１台）
【理由：持込運転者の退職】

R4.4.21

令和４年３月23日廃止
【理由：ボランティアの減少及び車両廃棄の
ため】

廃止

R4.4.28

R4.3.24

廃止

車両の減車

20

23 福祉クラブ生活協同組合 R4.4.22

特定非営利活動法人ワーカー
ズ・コレクティブみらい

社会福祉法人横浜市栄区社会福
祉協議会

21

社会福祉法人横浜市緑区社会福
祉協議会

R4.3.28

27
公益社団法人北汲沢地域総合福
祉活動委員会

R4.5.10
車両の種類の変更を
伴う車両の入替

特定非営利活動法人ピースフル
ライフ

22
社会福祉法人横浜市西区社会福
祉協議会

社会福祉法人横浜市港南区社会
福祉協議会

福祉クラブ生活協同組合24

セダン等　９台（うち軽１台） セダン等　９台（うち軽２台）

【ららむーぶ南】
車いす車　２台
セダン等　７台

車いす車　２台
セダン等　９台

車いす車　６台（所有６台）
セダン等　６台（所有４台、持込２台）

16 特定非営利活動法人すずらん R4.3.16

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

29
特定非営利活動法人湘南障害児
者を守る会まつぼっくり

R4.5.17 車両の減車
車いす車　２台（-１台）
セダン等　１台
【理由：廃車のため】

車いす車　３台
セダン等　１台

30 福祉クラブ生活協同組合 R4.5.12 車両の増車

【ららむーぶ金沢】
車いす車　１台
回転シート車　１台
セダン等　10台（+１台）

【ららむーぶ金沢】
車いす車　１台
回転シート車　１台
セダン等　９台



法人名称
横浜市へ
の届出日

変更内容 新 旧

31 福祉クラブ生活協同組合 R4.5.12 車両の増車

【ららむーぶ港北】
車いす車　10台
回転シート車　１台（+１台）
セダン等　17台

【ららむーぶ港北】
車いす車　10台
セダン等　17台

32 福祉クラブ生活協同組合 R4.4.22 車両の減車
【ららむーぶ戸塚】
車いす車　６台
セダン等　６台（-１台）

【ららむーぶ戸塚】
車いす車　６台
セダン等　７台

33
社会福祉法人横浜市神奈川区社
会福祉協議会

R4.5.30 廃止
令和４年４月１日廃止
【理由：ボランティアの減少及び車両廃棄の
ため】

34 特定非営利活動法人みなみかぜ R4.6.1 車両の減車
車いす車　２台（-１台）
セダン等　１台
【理由：廃車のため】

車いす車　３台
セダン等　 １台



 

 

 

 

 

 

 

 

【資料 14】   事故報告（１件） 
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【資料 15】 

福祉有償移動サービスにおける安全確保の確認について 

平成 29 年 11 月から横浜市に登録のある団体へ道路運送法第 94 条４の規定に基づき安全確保の確認のため

訪問を開始しました。引き続き令和３年度も実施団体 28事業所を訪問しましたので報告します。 

福祉有償運送ガイドブックに定められた各種台帳や記録が適正に実施されているかなど大きくわけて 10

項目の視点から確認を行っています。 

令和３年度の訪問結果の概要は以下のとおりです。 
 

・指摘項目として多かったのは、「運転者台帳」の不備に関する内容で、28 件中 19 件で指摘事項が見つかり、

改善を指導しました。 
・安全運転に係る確認項目では、「安全な運転のための確認表」では誤った確認方法や記載方法の誤認識が３

件、「乗務記録」の記載事項に関する指摘が９件ありました。 
・料金について、本協議会での協議なしに改訂している事案が２件あり、訪問直後の運営協議会で料金変更

の協議を行うよう指導しています。（令和３年度第３回協議会において１件料金変更承認済み、また令和４

年度第１回協議会において１件申請予定。） 
・令和３年度の訪問団体は、今年度協議対象団体及び前回の訪問時に指摘事項があった事業所です。全体を

とおしては、不備や記載ミスが減少しました。 
10 項目の視点ごとの確認状況は、以下のとおりです。 
 

 

 

名簿の管理について 

運送を必要とする理由の確認、旅客の範囲の届出状況、保管方法等の確認を行いました。 

 

【結果】 

・「身体状況等、態様ごとの会員数」の作成なし １件 

・「名簿」と「身体状況等、態様ごとの会員数」の内容の相違 １件 

・旅客の範囲の変更届（省令改正前）未提出 ２件（後日、変更届提出） 

 ・様式相違（省令改正前の様式） ４件 

 ・要件に該当しない利用者名の記載 １件 

利用者の要件確認については、制度説明を行いました。 

登録時にしっかりと利用者の要件や身体状況の確認、また必要書類の保管をお願いしました。 

 

 

車両について 

登録台数と現在使用している車両に相違はないか、車両の損害賠償保険の確認、持込車の使用契約書の確認

を行いました。 
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【結果】 

・増車または減車の変更届未提出 ３件（後日、変更届提出） 

・車両の必要書類なし ４件 

内訳：損害賠償保険の写しの有効期限切れ ２件 

   持込車両の使用契約書の保管なし  ２件 

 

 

安全な運転の確認について 

安全な運送を行っていただくために、運送前に確認するべき事項が実施されているか確認を行いました。 

 

【結果】 

・安全な運転の確認表を運行日ごとに作成していない ２件  

・運転者自身の確認のみ ５件 

・対面での確認が難しい場合、メールでの体調報告を行っていた １件 

・安全な運転の確認結果の記載のない日がある １件 

・運送後に確認を行った １件 

運送前に疾病、疲労、飲酒等の確認、必要な指示を対面で行い記録していただくようお願いしました。 

（対面での確認が難しい時は、必ず電話で確認を行っていただくことをお願いしました。） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、車内に飛沫防止シートの設置や消毒、換気など行っている

ことを確認しました。 

 

 

乗務記録について 

乗務の開始及び終了の地点、経過地点、乗車距離等必要事項を記載、保管しているか確認を行いました。 

 

【結果】 

・必要な記載事項の記載なし ３件（使用車両番号や開始時間、距離の記載不備等） 

使用している記録書類に、必要事項の記載を追加していただくなど書類の記載方法を提案、確認しました。 

 

 

運転者台帳について 

運転者ごとの記録・必要事項の記載について確認を行いました。 

 

【結果】 

・記載漏れ（免許番号、免許の条件、運転者の要件、健康状態等） 27件 

 うち、運転者でなくなった人の記載について   10件 

運転者台帳（参考様式第二号）を見ながら、記載方法や保存期間等を確認しました。  
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事故について 

事故が発生した場合の連絡体制および記録を確認しました。 

 

【結果】 

・事故等は発生していないことを確認しました。 

重大な事故が発生した場合、横浜市に速報を入れていただくこと、運営協議会に報告が必要な事故場合（乗

降介助中の事故を含む）は報告書の提出について確認を行いました。 

 

 

苦情について 

利用者からの苦情の記録・保管、連絡体制について確認しました。 

 

【結果】 

・苦情等はないことを確認しました。 

 

 

表示・掲示の義務について 

運送を行う際に運転者証の表示または掲示、標章が車両の両側面に表示されているか等の確認を行いました。 

 

【結果】 

 （運転者証） 

・運転者証の記載ミス（要件に関する事項等）５件 

（車両） 

・登録証の写しを備えていない ７件 

・登録番号の表示なし １件 

運転者証については参考様式第ホ号を見ながら説明を行い、標章についても必要事項や文字の大きさ等を説

明、確認を行いました。 

 

 

料金表について 

料金表の内容が変わっていないか、料金の変更は運営協議会での合意が必要であることを確認しました。 

 

【結果】 

・運営協議会での合意が得られていない料金表（対価） ２件 

 （内訳） 

・後日開催された運営協議会で変更された料金（対価） １件 

・令和４年度第１回運営協議会で変更申請を行います（対価） １件 

料金表（対価）については運営協議会で協議が必要であることを確認しました。 
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その他 

団体からの聞き取りでは、道路交通法施行規則改正（令和４年４月、10月）について質問が多くありました。 

書類の作成については、制度が複雑になってきているため、研修等を開催してほしいとの要望がありました。 

どの団体も運転者の確保が難しいとのことや車両の入れ替えや増車を行いたいと思っているが、福祉有償運

送の収益だけでは難しく減車するしかないという声も多くありました。 

 



【資料16】

1 

令和３年度第３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４年１月17日（月）９時30分～11時30分 

開催場所 横浜市役所 18階会議室（みなと４・５） 

出 席 者 

門谷委員、藤井委員、梅原委員、大江委員、熊坂委員、水野委員、北川委員、 

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 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(６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(11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（１団体） 

（３）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 

（４）横浜市福祉有償移動サービス運営協議会委員推薦依頼について 

決定事項 決定事項 

・協議事項(１）から(３)までについて合意

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） 

（原田委員）申請団体のピーグリーンから、「登録されていない旅客の範囲に該当

する利用者から利用希望があった場合、現行の制度では、協議会に変更

登録申請を諮らないと受け入れることが出来ないため、利用希望者を待

たせてしまう結果になる」という意見があった。前回の協議会で、保留

となったつばさ福祉についても、次に開催される運営協議会まで時間が

かなり空いてしまう。申請をしようとするタイミングや、申請内容の協

議が調わなかった場合、時間がかかってしまうと感じた。 

（山野上委員）ピーグリーンについて、これから愛の手帳（療育手帳）をこれから申

請するとのことだが、愛の手帳を取得するまで時間がかかる。取得する

までの間、「ト：その他」の要件で理由を記載し、福祉有償運送を利用

することはできないのか。 

（事務局）この利用者はすでに愛の手帳を持っている方なので、「ハ：愛の手帳

（療育手帳）をお持ちの方」の旅客の要件に該当するため、変更登録

申請となった。 
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（山野上委員）変更申請登録の協議が調う前の期間、暫定的に「ト：その他」で対応

できないのか。 

（事務局）該当の利用者の身体状況等によると思う。基本は、旅客の要件である

手帳をお持ちの方なので、変更登録申請をしていただくことになる。 

（神奈川運輸支局）変更登録申請に時間がかかってしまうという話は、他の協議会でも出

ている。法改正の結果、「届出事項」ではなく、「変更登録事項」と

なった。そのため、時間がかかることに対しては、ご理解いただきた

い。 

（西尾会長）省令改正により、旅客の範囲の拡大を行う際は、対象者については、

必ず協議会に諮らなければならないということだ。制度上の条件がある

ということは承知した。しかしながら、利用者がすぐに利用できないと

いう不利益が生まれてしまうという点は、課題として受け止めたい。 

（門谷委員）要綱を確認しなればならないが、個人タクシー協会では理事会をひら

いているが、緊急の場合は持ち回りで議決している。このよう場合は、

書面協議を行ってはいかがか。 

（神奈川運輸支局）協議方法については、運営協議会に委ねられている。横浜市の運営要

綱に従って対応して欲しい。 

（事務局）配布資料の中にある「横浜市福祉有償移動サービス運営協議会運営要

綱」の第八条（書面による議決）に規定はある。したがって、書面協

議を行うことはできる。案件や内容によって、書面協議を行うかどう

か判断することになる。数年前、新型コロナウイルスの感染拡大が始

まったころに、１度書面開催を行った。その際、委員の皆様にもかな

り負担をおかけしたと聞いている。実施の有無については、その時判

断したいと思う。 

（西尾会長）協議については、自治体で運営協議会を設置し、運営方法はその規定

による。現行の要綱であっても、書面協議を行えるということになって

いるということだ。課題として、どの申請を書面協議で行うかなどの整

理が必要だと思う。すべての申請を、書面協議で行うということになる

と、利用者の目線で、この移動サービスを相談し作っていくという趣旨

からすると、協議会の対面での開催は重要になってくると思う。 

（事務局）内容については、要綱等を確認し、整理をする。 

（西尾会長）検討の方をお願いしたい。では、この変更登録申請の２団体につい

て、合意した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(６団体) 

（西尾会長）料金変更の６団体のうち、１団体目「特定非営利活動法人つばさ福祉

の会」については、前回の運営協議会からの引き続きとなるが、時間外

料金については、介助料に加算されるということだ。質問等なければ、

この６団体については、合意したということでよろしいか。 

（ 委 員 ）異議なし。 
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（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(11団体) 

（門谷委員）運転記録証明書を提出するように変更したと思うが、今回運転記録証

明書を提出して貰ったのか。 

（事務局）運転記録証明書を提出して貰っている。令和３年度第１回の運営協議

会で、運営指針の変更について合意をされた後は、「宣誓書」を廃止

し、運転記録証明書の提出を求めている。 

（西尾会長）それは、団体の更新時ということか。 

（事務局）新規と更新時に提出を求めている。 

（西尾会長）その他、意見等あるか。特にないようであれば、この11団体について

は、協議が調ったということでよろしいか。 

（ 委 員 ）異議なし。 

 

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）変更報告について、質問等あるか。 

（ 委 員 ）特になし。 

 

（２）事故報告について（１団体） 

（山野上委員）移動サービスの乗降介助について、「ドアツードア」のサービスと考

える。89歳の利用者ということで、利用契約の中で、介助をする必要が

ある方ではないかと考える。基本的に、福祉有償運送において、このよ

うな場合の責任の範囲はどこまでなのか。 

（熊坂委員）付添をするか否かは、付添をする人の判断で決まる事業者が多い。付

添をするか否かは、法律の中でどのように定義されているのか。定義が

大きなくくりになっていると思う。このような事故があった場合、付添

をする人がサービスで実施していると言われれば、利用者は何も言えな

い。 

（事務局）山野上委員の質問について、もう１度お願いしたい。 

（山野上委員）事故報告の再発防止欄に、「院内まで付き添い、病院側にバトンタッ

チする」とある。この利用者に関しては、89歳という年齢を考えて、こ

のような対応が必要かと思うが、一般的に福祉有償運送の乗降介助は、

どこまでの範囲か。 

（事務局）福祉有償運送は、「ドアツードア」の運送になる。この事故に関して

は、このクリニックの入り口がエレベーターだったので、そこまでが

ドアツードアの対象となる。 

（山野上委員）分かる人だと、ドアまで行き、利用者を見送るところまで行うと思

う。 

（事務局）今回の場合は、この利用者が、車を降りた時点で、自分で行けると言

ったので、団体も利用者の気持ちを優先した。この点に関しては、現

場で活動している人が難しさを知っていると思う。無理強いをして、

一緒に付き添うのが良いのか、利用者の人柄にもよるし、サポートす

る側のスキルにもよると思う。難しい問題である。福祉有償運送で
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は、ドアまでとなるので、エレベーターの入り口とまでの介助となっ

た。結果、利用者が怪我をしてしまったが、反省をしなければならな

いが、やるべき範囲の介助はしたと思う。団体側としては、今回は利

用者が怪我をしていることを踏まえ、もう一歩踏み込んだ声掛けを行

っていくと聞いている。 

（山野上委員）熊坂委員のいう通り、利用者は、どこまでの介助をして貰えるのか心

配であると思う。 

（熊坂委員）介助者によって、対応が異なるという点がある。本人は、一生懸命に

やっているといい、事業者も同じことを言う。実際はちゃんと介助を実

施していない事例が多い。親族が被害をうけた事例は、車いすを車両か

ら下ろす際に、車いすのブレーキを解除し、取り付けるベルトも外され

た状態で、介助者が運転席に移動し目を離した。その隙に、車いすがバ

ックしてしまい転倒をした。事例によっては、さまざまなケースがある

が、法律上、介助の定義が曖昧である。先ほども話があったが、介助す

る人の親切に頼っているのが現実ではないか。法律の定義の一線が分か

りづらい。「利用者は、感謝しなさい。感謝しない利用者には手を抜

く」というサービス提供者もいた。このような状態は、声を上げにくい

子どもたちにとって、とても危険である。 

（山野上委員）移動サービスの方でも、第三者評価のような場所があり、事業者自身

の評価、利用者や保護者からの意見の聴取、それぞれの立場の意見を活

かし、お互いに安心してできるサービス作りができると思う。 

（藤井委員）今回の事故は、サービス提供の隙間で発生した事故であると思う。今

回は大きな問題にならなかったから良いが、責任の所在が不明確であ

る。タクシーで通学支援を行っているが、生徒を保護者に引き渡すまで

が業務である。（保険も含めて）業務内容に空白部分が出ないようにし

ている責任の所在を含めたサービス内容(業務受託内容)を明確にしない

と、また同じような事例が発生するのではないか。心配な点がある。 

（門谷委員）タクシーで起こった事例だが、坂道で停車し、利用者が降車した。利

用者が酔っ払っていたせいもあり、利用者が転倒した。その際に、運転

者が気付き声をかけていれば良かったが、そのまま車が発進してしまっ

た。その後、この件について苦情があった。この件についてもいえる

が、現場の運転者の対応が非常に重要であると思う。 

（梅原委員）自分も、障害者のガイドヘルパーやヘルパーの仕事をすることがある

が、事故がないと100パーセントないとは言えないので、ヒヤリハット

を書くということはある。経験から話すと、この事故は運転者がエレベ

ーターの前まで付き添えば、この事故は発生しなかった。藤井委員や門

谷委員の話にもあったが、運転者や介助者の気遣いが必要であるという

話であった。しかし、ヘルパーの方では、ここまでというはっきりとし

た条件や範囲があり、やりたくてもできないという部分がある。そうし

たことで、ヘルパーが守られていると思う。お金にはならないが、利用

者にとって大事なことだと、素直な気持ちで出来るかどうかということ

が、守られているか守られていないかというところだと思う。移動サー
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ビスの契約の中にもはっきりと、「ここまでは責任は事業者が持ちま

す。」「それ以外の部分については、利用者の責任となります。」と明

記されていると思う。認知症の高齢者の場合、利用者の安全確保のため

に、利用者本人の気持ちは理解できるが、事業者のサービス提供の内容

を提示することで、責任の所在をはっきりすることが出来る。事前に提

示することで、介助する側も範囲が明確になり、利用者の安全確保につ

ながると思う。契約書に、このような文言があれば、介助者も安心だ

し、利用者も納得して利用できると思う。 

（大江委員）まずは、この事例の場合は、添乗・付添料の料金が発生していたの

か。 

（事務局）団体に確認していないため、確認の必要がある。 

（大江委員）もし、料金が発生しているのであれば、ADLの高さに関係なく、病院内

まで付添うのが、この料金の責任ではないのか。 

（事務局）料金は発生していないことを確認していた。 

（大江委員）発生していないのであれば、この再発防止欄に記載されている「ADLの

高い方でも、病院の中まで付き添い、病院側にバトンタッチする。」と

いう取り組みが妥当なのか、ADLが高いか高くないかを誰が判断するの

か。他の委員からの意見にもあったが、その点に関しては個人の感覚な

ど曖昧な部分であり、責任の所在が不明確で、不安な気持ちになる。 

（西尾会長）いろいろな視点での意見があった。福祉有償運送のサービスの範囲に

ついて、どこまでが運行主体者の責任になるか、利用者との契約が、ど

こまでのサービス内容かという話があった。料金が発生しているのかど

うかという点についても意見があった。また担い手のサービスの質も、

人によって変わってしまうという課題もあった。しかしながら、利用者

本人の意思もあり、対応の難しさがあることが分かった。福祉有償運送

のサービスの質についての第三者評価の必要性の話もあった。 

（事務局）いただいた意見については整理をし、対応すべきことは対応する。 

（西尾会長）契約書等は、それぞれの団体で利用者と交わされているのか。 

（事務局）団体による。 

（西尾会長）契約書等は、その団体ごとの内容によるところもあるかと思う。 

（事務局）団体による。契約書等の確認は、確認事項ではない。 

（西尾会長）契約書等を交わしているか、確認が難しい状況であるということか。 

（事務局）横浜市が独自で行っている確認は、契約書等の確認をしなくとも、利

用者の安全確保の点から聞き取りはしている。確認事項ではないが、

利用者に対して、どのように料金説明を行っているかなど確認をして

いる。その中で、契約書等を交わしている団体があることを把握して

いる。 

（熊坂委員）利用者からすると、利用者の立場から行政には後押しして欲しい。こ

の場で、委員から沢山の意見が出た。検討をし、あとで報告するという

形ではダメだ。具体的に、どのように検討をし、どう進めていくか、こ

の場で説明できないか。委員からの有意義な意見を拝聴できたでは、意

味がない。そういう事例が、今まで多すぎる。 
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（事務局）本日いただいた意見の中に、第三者評価や契約の内容等の確認につい

ては、この場で決めることが難しい。事務局で検討し、相談や報告を

したいと考える。 

（西尾会長）意見の中には、行政としてすぐに制度上対応できる内容と、団体と利

用者との契約内容に関する課題もあった。定義をする必要があると思

う。責任の所在の線引きが難しい。利用者が直接、団体と契約を交わ

し、利用者が自ら大丈夫であると介助を断ったために、介助者が利用者

の気持ちを受け止めた。この事例は、当然あり得る話である。しかしな

がら、団体側としては、ドアの中までが責任であるので、対処してい

る。今回は、大きな問題にはならなかったが、タクシーの事例や熊坂委

員の話でもあったが、課題はあると思う。 

（服部委員）今回の事故は、軽い怪我であったが、もし万が一、死亡事故になって

しまった場合、この場での議論がどのように進むか検討して欲しい。 

（西尾委員）万が一の事態になりうる可能性もあるので、福祉的な支援が必要な人

の移動サービスであるので、事故の防止や安全確保について検討をし

て欲しい。車の中だけではなく、ドアツードアのサービス提供の課題

について、整理が必要なのではないかと思う。事故報告について、利

用者の安全確保の点についても、多くの意見を頂いた。これからの安

全な福祉有償運送の運行につながるよう、検討をして欲しい。 

 

（３）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 

（４）横浜市福祉有償移動サービス運営協議会委員推薦依頼について 

（事務局）現在の委員の任期が、今年度末までとなっている。２月下旬に、各所

属団体の長へ委員の推薦依頼の通知を発送したいと考えている。 

（西尾会長）運営協議会での協議・報告事項は以上になるが、他に情報提供等ある

か。 

（山野上委員）利用者の要件について、聴覚障害者は該当するか。聴覚障害者の人

が、他の手段で対応ができない場合、福祉有償運送の「ト：その他」で

対応をしても良いか。 

（事務局）旅客の範囲の要件については、他人の介助によらずに移動することが

困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利

用することが困難な者という理由が、前提条件にある。なおかつ、イ

～トに定められている要件が求められている。聴覚障害者であって、

その人の身体状況がどういう状態であるのかが問われる。聴覚障害者

だから一律で受け入れられないということはない。 

（山野上委員）その利用者の身体状況により、可能ということか。 

（事務局）その通り。 

（山野上委員）最近、聴覚障害者の方からの利用相談があった。 

（大江委員）福祉有償運送を利用出来ると思われる方が、この制度を知らないこと

が多い。リクライニング車椅子を使用している利用者が、福祉有償運送

を知らず、高額な介護タクシーを利用されていた。その人は、介護タク

シーの事業者から、福祉有償運送のことを聞いたという話があった。ま
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た別の利用者から移動についての相談があった際、横浜市のホームペー

ジに掲載されている団体一覧を案内した。利用者からは、区役所等の担

当者がほとんど情報を知らず、案内がないという話があった。ある区役

所では、移動情報について詳しい担当者いる。担当者によって、情報量

にばらつきがあるという話を聞いた。必要としている人に、必要なサー

ビス提供ができるよう周知して欲しい。 

（西尾会長）福祉有償運送を知らない利用者への周知についての意見であった。 

（山野上委員）市民セクターが22年前に立ち上がり、いろいろなプロジェクトを検討

してきた。その中には、移動に関するプロジェクトもあり、いろいろ話

し合ってきた。当時は福祉有償運送制度がなく、ボランティア活動の一

つとして行っていた。平成18年に、法律で認められ、福祉有償運送にな

り、運営協議会が開催されるようになった。地域の人の支え合いで始ま

った活動であるが、現在はボランティアで送迎をする運転者がいない。

当時、思いがあって活動していた運転者は、高齢化し、福祉有償運送で

は出来ないと思っている。福祉有償運送は、サービスではなく、ボラン

ティア活動が認められ制度化され、一定の条件を満たせば、安心安全に

活動できるという過程があり始まった。福祉有償運送を実施している団

体の中には、断らなければならない状況の団体もある。福祉有償運送の

周知について、各団体に情報の周知について、確認をしてから行って欲

しい。また運転をしてみたいという人がいたら、紹介して欲しいとも思

う。 

（西尾会長）移動は、公共サービスの役割の部分が非常に大きいが、費用がかか

り、維持していくことが難しくなっている。共助の部分で始まったこの

制度ではあるが、少しずつ広まってきている。また難しい部分が多くあ

ると思う。また相談対応を行う、ケアマネージャーや地域ケアプラザの

役割も大きいのではないかと思う。重要な本質的な問題提起をしていた

だいたと思う。 

（稲田委員）大豆戸地域ケアプラザの包括をしているが、菊名おでかけバスや福ち

ゃんパワー等の福祉有償運送団体とのつながりもあり、移動支援には関

わってきた。包括支援センターには、急に動けなくなってしまった等の

相談が非常に多い。救急車を呼ぶほどの状態ではないが、介護保険もな

い、他の手段が見当たらないことから、福ちゃんパワー等の事業所に理

由を説明し、依頼をする。引き受けてくれる事業所の運転者が、高齢に

なってきて、少し不安なところはあるのは事実である。介助も、２人体

制でなければ難しい場合や、車いす利用の方の階段昇降、いろいろな場

面がある。福祉有償運送において、安心安全の確保が、どこまで確保が

出来るのか日ごろから考えていた。菊名おでかけバスも、地域住民をど

うにか移動で、生活を豊かにという気持ちから始まった。前回の衆議院

選挙の際、要支援レベルの住民が、投票所へ行くことがほとんどなかっ

た。行けなかった。日頃、タクシー等を利用し通院等はするが、日ごろ

のちょっとした外出を手伝って貰えない。菊名おでかけバスは、ワクチ

ンの接種会場への送迎を特別に行っているが、日ごろのちょっとした外
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出等の部分が難しい。事故報告の89歳のケースもそうだが、90歳代後半

の一人暮らし高齢者が結構多い。なんとか生活をしているが、余暇や楽

しみといった生活の部分では、なかなか外出できないことを考えると、

移動については、これから厳しい問題となる。担い手の確保という部分

についても厳しい問題である。菊名おでかけバスの運転者も、活動が10

年経っているため、高齢になっているため、作業療法や理学療法の講座

にグループでの参加を勧め、本人の安全と利用者の支援方法の安全を学

ぶ機会を設けた。勉強会など、支援する側の支援をしていかないと規模

が縮小してしまうと思った。 

（西尾会長）菊名おでかけバスの活動事例であった。福祉的な要件だけではなく、

買い物や行政手続き、ワクチン接種等の外出機会もあるということだっ

た。 

（門谷委員）団体情報の周知に関して、以前民生委員（主任児童委員）をやってい

た。その地域は、地区社協の活動が活発であり、ボランティア支援など

も行っていた。地域差というと変だが、社会福祉協議会の活動が活発な

地域は、いろいろな情報が周知されているのではないかと思う。知り合

いが倒れ、要介護５の認定を受けた。倒れて１年程経つので、身体障害

者の申請を行おうとしているが、倒れた際にかかった病院に申請書類の

ために行かなければならないが、要介護５で、車いす利用なので、なか

なか行くことが難しい。ケアマネージャー等に相談することを勧める

が、移動の部分が難しい。地域によって状況が異なるため、周知につい

ても難しいと感じた。 

（西尾会長）地域活動によって、住民が情報を得るというところにも繋がってくる

と思う。安全確保やサービス提供の範囲、いろいろな課題がある。ニー

ズがあるので制度化されたものだと思うので、多くの意見を聞き、検討

していければと思う。 

 

                （終了）     
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