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平成２１年度第１回石狩市過疎地有償運送運営協議会議事録 

（全文筆記、会長署名方式） 

 
日 時：平成２１年１２月２２日（火） １０：００～ 
場 所：石狩市役所４階 ４０１会議室 
出席者：次のとおり 

委員 事務局 
役 職 氏 名 出欠 所 属 役 職 氏 名 
会 長 佐々木 隆哉 ○ 企画調整課ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当 課長 藤田 正人  

企画調整課企画調整担当 主査 森本 栄樹  委 員 
（職務代理者） 

櫛引 勝己  ○ 
企画調整課企画調整担当 主任 笠井  剛  

委 員 田岡 伸義  × 厚田支所 
委 員 澤田 純一  ○ 厚田支所地域振興課 課長 尾山 忠洋  
委 員 有路  剛  － 厚田支所地域振興課 主査 髙田 靖仁  
代理出席者 研谷  敦  ○ 厚田支所地域振興課 主任 植木 将史  
委 員 佐藤  薫  ○ 申請団体 
委 員 小林  篤  ○ 
委 員 林   輝  ○ 

あつたライフサポートの会 
理事長 
役員 

佐藤 勝彦  
２名 

傍聴人：０名 
 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 
【事務局：藤田課長】 
 年末のご多用の時期にお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。 

 本日、事務局を務めさせていただきます、企画調整課プロジェクト担当課長の藤田でご

ざいます。同じく、主査の森本と主任の笠井でございます。どうぞ宜しくお願いいたしま

す。 

それでは、只今より、平成２１年度第１回石狩市過疎地有償運送運営協議会を開催いた

します。 

 委嘱状の交付でございますが、今回、初めての協議会の開催となりますので、本来です

と、石狩市長から、皆様方へ委嘱状を手交すべきところですが、本日、所要のため、この

場に出席できませんので、委嘱状につきましては、皆様方の机の上に置かせていただきま

したのでご容赦願いたいと思います。 

次に、主宰者挨拶でございますが、当協議会の主宰者でございます、石狩市長に代わり

まして、企画経済部長の佐々木から、挨拶いたします。 
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【佐々木会長】 

本日は、暮れも押し迫った中、また、道の悪い中でお集まりをいただきまして、誠に有

難うございます。 

本来であれば、市長からということになるわけですが、代わりまして私の方からご挨拶

をさせていただきます。 

皆様方におかれましては、日頃より、市政の推進にご理解、ご協力を賜りまして、誠に

ありがとうございます。また、この度は、委員就任について、ご承諾いただきまして、重

ねてお礼申し上げます。 

人間はホモサピエンスと言いますけれども、別名ホモムーベンスとも言われているそう

で、これは移動する生き物だと。人間というのは、様々な社会的な活動をする中で移動と

いうのは避けて通れない生き物だということなのだろうと思います。これまでのこのよう

な移動手段の大半を地域の公共交通が担ってきたわけでございますが、民間企業ベースで

行ってきたわけですから、乗る人が少なければ、民間としても手を出せないということに

なるわけでございます。これまでは、そういうものをモータリーゼーションということで、

自家用車が代行してきた部分もあったわけですが、この先、高齢化が進めば、そういった

ような手段に頼れない方も大勢出てくることが予想されるわけでございまして、この点に

ついて、何らかの対策を講じなければならないといったことが、日本全国の共通認識とな

ってきているところでございます。 

これからは、地域の行政が適切なコーディネートをする中で、住民の方々にも、サービ

スの利用者、また、提供者双方の視点から、積極的にこうした課題に取り組むことが求め

られているわけでございます。 

本日の案件は、石狩市における、先駆けとなるようなものとしていければと考えてござ

います。 

本市としては、この過疎地有償運送運営協議会は初めての開催でございまして、何かと

不慣れな点もあろうかと存じますが、宜しくご審議賜りますことをお願い申し上げまして、

簡単ではありますが、主宰者のご挨拶に代えさせていただきます。 

 本日はどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

【事務局：藤田課長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、私の方から、委員皆様方のご紹介をさせていただきます。 

 私の右テーブルから順番にご紹介をいたします。 

 初めに、札幌運輸支局から、小林首席専門官でございます。 

 

【小林委員】 

 札幌運輸支局の小林でございます。どうぞ宜しくお願いします。 

 

【事務局：藤田課長】 

 次に、ダイコク交通株式会社取締役業務部長の田岡様でございますが、先程、急な用向

きのため、本日は欠席させていただきたいという旨のご連絡がございました。 
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次に、ダイコク交通労働組合の書記長の林様でございます。 

 

【林委員】 

ダイコク交通労働組合で書記長を預かっております、林です。宜しくお願いします。 

 

【事務局：藤田課長】 

 次に、私の真向かいのテーブルになりますが、今回の申請団体の会長でございます、あ

つたライフサポートの会の佐藤様及び役員の方々でございます。 

 

【あつたライフサポートの会：佐藤理事長】 

 佐藤です。宜しくお願いします。 

 

【事務局：藤田課長】 

次に、一般公募によりこの協議会に参加をいただきました、佐藤様でございます。 

 

【佐藤委員】 

佐藤です。宜しくお願いします。 

 

【事務局：藤田課長】 

次に、北海道中央バス株式会社札幌事業部次長の有路様ですが、本日、所要のため、代

理としまして、研谷様のご出席をいただいております。 

 

【研谷氏】 

中央バスの研谷と申します。宜しくお願いします。 

 

【事務局：藤田課長】 

 次に、新厚ハイヤー有限会社常務取締役の澤田様でございます。 

 

【澤田委員】 

 厚田でハイヤーをやっております澤田でございます。宜しくお願いします。 

 

【事務局：藤田課長】 

 次に、本市の福祉有償運送の所管部局から、福祉総務課長の櫛引でございます。 

  

【櫛引委員】 

 櫛引でございます。宜しくお願いします。 

 

【事務局：藤田課長】 

最後に、先程挨拶をさせていただきました企画経済部長の佐々木でございます。 
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【佐々木会長】 

佐々木です。どうぞ宜しくお願いします。 

 

【事務局：藤田課長】 

皆様方の委員の任期につきましては、本日から、２年間となってございます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

次に、配布資料の確認をさせていただきたいと思います。 

会議次第、委員名簿、資料１から資料５については、事前配布させていただいておりま

すが、多少の修正事項がございましたので、本日、差替えたものを一式、皆様に配布させ

ていただいておりますので、ご確認をお願いいたします。 

皆様方、資料の方は揃っていますでしょうか。 

また、本日、申請団体の申請書一式を配布してございます。この資料につきましては、

個人情報や団体としての事業活動情報が含まれておりますので、会議終了後、回収させて

いただきますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、次第に基づきまして、進めさせていただきます。次第５の「過疎地有償運送

の概要及び過疎地有償運送運営協議会について」でございます。 

 これにつきまして、森本の方からご説明いたします。 

 

【事務局：森本主査】 

それでは、私の方からご説明いたします。 

資料１「過疎地有償運送の概要及び過疎地有償運送運営協議会について」をご覧下さい。 

資料１の１ページ目をお開き願います。「１ 過疎地有償運送の概要について」でござい

ます。 

「(１)過疎地有償運送とは」でございます。過疎地有償運送は、市町村運営有償運送と

福祉有償運送とともに、自家用有償旅客運送の一つであり、自動車を利用し、料金をいた

だいた中で、利用者を運送するサービスのことであります。 

 この過疎地有償運送は、過疎地域、本市では、厚田区と浜益区が過疎地域となりますが、

この過疎地域におきまして、バスやタクシーなどの公共交通機関では、住民の交通手段の

確保が困難な場合に、ＮＰＯ法人などが、利用者から実費の範囲内で料金をいただき、輸

送サービスを行うものでございます。 

 次に、「(２)過疎地有償運送の登録要件について」でございます。 

 過疎地有償運送の実施には、国土交通大臣の登録が必要であり、法令により、いろいろ

と要件が定められております。 

 その登録要件の一つに、市町村が主宰し、関係者で構成された過疎地有償運送運営協議

会の合意が必要となってございます。 

 この合意する事項については、次の黒丸の二つに記載してございますが、一つは、申請

者が行う過疎地有償運送が必要であるのか、いわゆる既存のバス・タクシーの公共交通機

関では不十分であるのか。 

もう一点は、利用者からいただく料金が法令の基準に照らして適当であるか。 

 この２点につきまして、協議会で協議し、調整が調うことが、過疎地有償運送の登録に
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必要不可欠なものとなってございます。 

 協議事項はこの二点でございますが、本日は、この後、申請団体の申請概要などをご説

明する予定となってございますので、申請団体の申請概要を参考の上、この二点について、

委員皆様方の協議をお願いしたいと考えている次第でございます。 

 続きまして、「２ 過疎地有償運送運営協議会について」でございます。 

「(１)過疎地有償運送運営協議会の設置」でございますが、厚田区で活動するＮＰＯ法

人が、来年４月から、道路運送法に基づく過疎地有償運送の事業開始の意向があるため、

本市において、法令に基づきまして、委員構成をし、協議会を設置したものでございます。 

なお、この協議会の概要につきましては、次の２ページ、３ページにあります要綱に基

づき、抜粋して簡単にご説明いたします。 

 まずは、第２条でございます。 

協議会での協議事項について、（１）から（３）までが規定されております。 

（１）につきましては、先程ご説明いたしましたが、過疎地有償運送の必要性と利用者

から収受する料金を協議することとなっています。 

（２）は協議会で合意した事項に対する解除についても協議することとなっています。

続きまして、（３）その他過疎地有償運送に関する事項を協議することとなっています。 

次に、第３条をご覧下さい。協議会の構成員を定めております。 

 協議会の構成メンバーは、法令により定められており、本市としては、その法令に従い

委員構成をしてございます。要綱上は１０名以内での組織構成としてございますが、今回

は、８名の委員構成でスタートしてございます。 

 次に、第４条でございますが、協議会の運営について定めております。 

 第１項では、この協議会に会長を置くこととなっており、会長は、石狩市長が指名する

職員をもって充てることとしております。 

 次に、第４項の規定では、会長が会議の議長となり、協議会を進行することとなってご

ざいます。 

 次に、第６項の規定では、協議会の議決方法を定めてございます。議決方法としては、

出席委員の総意をもって決定することとなりますが、協議が不調の場合には、出席委員の

過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところとなってございます。 

 次に、３ページ、第５条の規定では、委員の任期を定めており、先程の委嘱状の交付の

際でもご説明いたしましたが、皆様方の委員の任期は２年間となってございます。 

 以上、簡単ではございますが、資料１の協議会の概要については、以上となります。 

 

【事務局：藤田課長】 

 今、森本の方から、過疎地有償運送の概要と本協議会の協議事項などの説明がございま

した。何かご質問等がございましたら、お願いいたします。 

 

～ 各委員 質問等なし ～ 

 

【事務局：藤田課長】 

 それでは、今後の議事進行につきましては、要綱第４条の協議会の運営の規定により、
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石狩市長が指名する職員が会長となり、会議の議長となります。 

 会長につきましては、過疎地有償事業を所管するということで、佐々木企画経済部長と

いたしたいと思いますが、委員皆様方、よろしいでしょうか。 

 

～ 各委員 了承 ～ 

 

【事務局：藤田課長】 

それでは、今後の進行につきましては、企画経済部長の佐々木が務めさせていただきま

す。宜しくお願いいたします。 

 

【佐々木会長】 

 改めまして、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 まず、最初に要綱第４条第３項の規定により、職務代理者を指名することとなっており

ますので、職務代理者については、櫛引福祉総務課長にお願いしたいと思います。 

 次に石狩市では、審議会の透明性を向上させるために議事録の作成方法をそれぞれの審

議会の中で決めることとなっておりまして、決めるべき事項としては、記録の方法で、言

ったことをそのまま全て記録する全文筆記とするのか、要点だけ纏めたものを記録するも

のがあります。それと内容の確認方法ですが、出席委員全員で確認するのか、代表者を決

めて、その代表者に確認をしてもらう方法があります。それから、議事録の確定方法です

が、最終的には誰かがこの議事録に署名をすることによって確定させるのですが、その場

合、会長が署名をするのか、誰か別な署名委員により確定させるというようなことをそれ

ぞれの審議会の中で決めることとなっています。 

 これについて、どうのようにいたしましょうか。 

 一般的には、テープからそのままを起こした全文筆記で、内容確認については、出席委

員全員にそれぞれの発言内容等を確認していただいた上で、最終的には会長が署名をして

確定をしていくというような方法が多いのですが、この作成方法でよろしいでしょうか。 

 

～ 各委員 了承 ～ 

 

【佐々木会長】 

 そのように進めさせていただきたいと存じます。 

それでは、会議次第に従いまして、会議を進めて参ります。 

 「６ 議題」の(１)の「厚田区の過疎地有償運送の必要性について」事務局より説明を

お願いします。 

 

【事務局：藤田課長】 

 私から「過疎地有償運送の必要性について」ご説明させていただきます。 
使う資料は、お手元の資料２でございまして、構成を説明させていただきます。文言で

書かれている資料が三点ございまして、その後に「厚田区地区別高齢者（６５歳以上）比

率図面」が１枚と次ページの「区内バス停・公共施設図面」が１枚ついてございます。こ
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れを用いまして、概略の説明をさせていただきます。 
 まず、本市の地域自治区の一つである「厚田区の現状」についてですが、面積は２９２．

８４平方キロ、その多くが山林であり、日本海に流下する沢沿いに、３ページの後の図の

ように１０の集落が形成されております。これらの集落は、「厚田」、「望来」、「聚富」の３

地区に集約され、それぞれの地区の「人口構造」は１ページの下の表のとおりであります。

本市の高齢化率が約２１．９１％であるのに対し、厚田区全体では３３．４０％と全体に

比べて高齢化が進んでおります。 
 次に、「公共施設などの現状」ですが、２ページ上段の表、或いは最後の図に掲げるよう

に、区内１箇所の医療機関を始め、厚田地区に公共施設の殆どが集中しておりますが、そ

の他の２地区を見ますと、地区会館等の集会施設が点在する状況となっております。 
 次に、同区の「公共交通機関の現状」ですが、国道２３１号を通過する路線バスが基幹

となっているほか、市が運行するスクールバスへの有償混乗、それにタクシー事業者が１

社となっています。 
 特に、望来、聚富両地区の国道から奥まって離れた集落では、最寄りのバス停留所まで

かなりの距離があり、高齢などにより、運転が困難な「移動制約者」にとっては、交通手

段の確保は容易ではなく、また、タクシー事業者が保有する車両台数も１台というのが現

状でして、例えば、高齢者クラブの会合などで輸送需要が重なった場合は、なかなか対応

が困難な状況にあります。 
 以上のことから、同区における「過疎地有償運送の必要性」についてでありますが、所

管部局といたしましては、現状として、公共交通機関による輸送サービスの供給量が、地

域住民の求める需要量に対して十分に提供されていないことから、既存の地域交通体系を

補完する意味合いで必要なものと考えております。 
 私からは、以上であります。 
 

【佐々木会長】 

 有難うございました。 

 只今、過疎地有償運送の必要性について、資料２の説明をしていただきましたが、内容

について、ご質問等はございますか。 

 事務局サイドとしては、厚田地区の現状から、「過疎地有償運送は必要です」という考え

に立った説明でございますが、これに対しての反論も含めて、意見、ご質問がありました

らお願いします。 

 

～ 各委員 質問、意見等なし ～ 

 

【佐々木会長】 

 無いようですので、この過疎地有償運送の必要性については、委員皆様方から、ご了解

頂けたということで、取り進めてもよろしいでしょうか。 

 

～ 各委員 了承 ～ 
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【佐々木会長】 

 続きまして、議題(２)の「特定非営利活動法人「あつたライフサポートの会」の過疎地

有償運送の登録申請について」です。 

 初めに、申請団体の代表でございます、佐藤理事長から、この過疎地有償運送の申請へ

の経緯経過及び申請概要のご説明をいただきたいと存じます。 

 それでは、佐藤理事長、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

【あつたライフサポートの会：佐藤理事長】 

 それでは、私の方から申請に至るまでの概略を説明させていただきたいと思います。 

 いま、資料の２で示していただきましたように厚田区は平成１７年度の市村合併により

まして、地域自治区制度によりまして、厚田区と名称を変えまして、石狩市に組み込まれ

ることになりました。そのために地域協議会が設置されまして、私は、この地域協議会の

副会長をしております。 

そこで、厚田区のいろいろな問題を地域協議会で検討しました。そこで持ち上がった問

題の中に、過疎化の問題、或いは、高齢化による「足」の問題、いわゆる移送の問題、あ

とは除雪の問題など、どうしても避けて通れない問題が上がってきましたので、地域協議

会としても、これは、大きな地域の問題だということで、実際に調査をしました。 

第１回目の調査として、厚田区全戸を対象に訪問調査を行ないました。そこで、多くの

高齢化の実態が浮き彫りになってきました。そういう調査結果を受けまして、「足」の問題

と「除雪」の問題の二つに絞りまして、地域協議会の中に分科会及びプロジェクトを作り

ました。その中で今回申請する最初の立ち上げでございました。 

これは、地域協議会が行なわれまして、半年くらい経った頃から、この問題を調べるこ

とになりました。プロジェクト及び分科会では、最初は、このような大掛かりなものでは

なくて、できれば、スクールバスなどを利用しながら、やって行こうという計画でした。  

それと同時に「足」の問題と「除雪」の問題に絞ったので、この二点について、このプ

ロジェクトが厚田区全戸を対象に第２回目の調査を高齢者の有無も含めて行ないました。 

そこで、大きく持ち上がってきた「足」の問題では、例えば、高齢者と自分の子どもが

同居していても、繁忙期などでは、子どもに送ってもらうのが心苦しい高齢者ですとか、

夫婦で車を持っていても、将来、自分が運転できなくなるということへの不安ですとか、

或いは、独居の高齢者の方では、それこそ、大変な時期に札幌に居る子どもにわざわざ来

てもらい、何とか病院に連れて行ってもらうなど、思うようには中々いかないという実態

を踏まえまして、最初は、スクールバスなどで検討してみましたが、スクールバスだと時

間が合わないですとか、また、スクールバスの路線での運送ですので、厚田区全体の高齢

者の方達へのサポートは無理だということで、本格的に今回申請させていただくような有

料の運送にしようと。 

有料にするというのには、二つの理由がありまして、一つは、長くこのサポートを続け

ていくためには、消耗品ですとか、サポーターへの何らか支援が必要だろうと、多少の経

済的なサポートが必要だと考えたわけです。 

 その前に先程の実態調査から浮かんできたのは、お年寄りが人にものを頼むときに非常

に頼みにくいのですね。頼んだ後に何をお礼したらいいかなど非常に悩みます。それから、
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ちょっとした、ほんの些細なことから、トラブルになり、人間関係が気まずくなってしま

ったというような実態が浮かんできました。 

そこで、有料にして欲しいというのは、実は私共からではなく、決まった料金で逆に気

軽に頼めるシステムが良いということで、調査の中で住民から出た意見でした。 

そういうことを踏まえまして、有料にするということを決定いたしました。 

ところが、有料にするために、私共も初めてのことですので、今年の３月から１１月ま

で実際に無償で全くのボランティアでやってみました。 

そうしますと、調査の時には、なかなか外に出ない、或いは、老人会にも出ないなど、

言ってみれば、過疎地の引きこもりという状態になっている高齢者が多くいました。それ

が、無償で実際に行なってみると、玄関まで出て、待っていてくれるんですね。月に何回

かの老人会のためにサポートしてくることを心待ちにしている。 

そして、また、そういう高齢者を乗せて、会館へ連れていくとすごく感謝をされるんで

すね。私共としては、これは、もう、組織的にずっと続けて行くことが出来ないだろうか

ということを考えて、今年の２月に「あつたライフサポートの会」を立ち上げまして、シ

ステムとしての組織を作るように考えてきました。 

ところが、資料２でお示しいただいたように、国道を挟んで海側と山側に点在する地区

の高齢者を運ぶことを考えた時に、まず、一つは、中央バスさんが走っていますので、こ

の公共交通を無くさないための動きをするには、どうしたらいいのか、まずは、バス停ま

での送り迎えとして、まだ足腰がしっかりしている方には、バスに乗って病院に行っても

らうことや、バスに乗って、買い物をしていただくというようなことを基本に置きました。 

もう一つは、ハイヤーさんとの問題があります。ハイヤーさんも生活が掛かった中で営

業しているわけですから、そこのエリアを共有できるように私共がボランティアで運ぶの

は、決まったエリア、決まった地域での往復だけということにしました。 

したがって、「バス停まで運ぶ」、「定例で行なわれる老人会」と「お年寄りが病気になら

ないような、予防を兼ねたリハビリを行なっているところまで」、これらの三点だけについ

て、バスとハイヤーとを区切りまして、輸送のルートを決めました。 

できれば、ＮＰＯとして、来年からしっかりとした組織の中で、このライフサポートを

国にきちっと認めていただいた組織として、運営していきたいという志しが会員の中で高

まってまいりました。 

 現在のところ、サポーターの会員数は１７名おります。利用者の会員は３６名、それか

ら、賛助会員ですが、これは、例えば、今はサポーターですけれども、いずれ将来は自分

が今度は利用者になるという相互扶助の精神を持って、賛同して頂ける会員が２２名で、

今、ライフサポートは７５名の会員で運営しております。 

 先程、３月から１１月までの９ヶ月間で、サポーターは、延べ２５２人です。延べ利用

者数は６９０人、月平均ですと約８０人の方が利用したことになります。 

 本当に実験的な試みでしたが、月８０人の高齢者の方に期待されるというようなことも

ございまして、今日はお忙しいところ、お集まりいただきまして、私達、ライフサポート

の話しを理解していただき、是非、これが、これからの高齢化社会に向けた取り組みとし

て、行政とそこに住む地域住民が人々のためにできる一つのモデル地区になっていけばと、

ちょっと高慢な志しと思われるかもしれませんけれども、是非、今日、我々は７５名の熱
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き願いを心に秘めて本日は参りましたので、国に申請を受理して頂けるように皆様のご支

援をいただいて、来年４月から実施していきたいと思っております。 

その時に私は志しとして、三点、会員の皆さんたちと共有しております。一点は、ボラ

ンティア精神というのは、どうしても忘れがちになってしまいます。長く続けていると私

達は「ボランティアをしてあげている」という感じになってくるわけですが、実は自分は

ボランティアをしてもらう立場に何年か先にあるわけですね。 

ですから、ボランティアというのは、必ず「させていただいている」という原点。私達

サポーター１７名全員は厚田区の住民調査などに参加した人達で、熱き思いも願いも全員

が共有しているわけですが、これから、サポーターを一人一人増やしていくわけですね。

特に若い人達に入ってきていただく。その時には、二つのことを考えております。 

一点は、そういう志しを共有できるようにシステムの中に教育を入れていくことで、ボ

ランティアの精神を伝えていこうと。 

そして、もう一点は、安全への配慮ですね。私達は、どうしてもサポーターという立場

でサポートしてあげているという、そういう心がたまたま、安全に対するところで、隙を

見せてしまうと言ってしまうとおかしいのですが、せっかく良いライフサポートが、利用

者の方に怪我を負わせてしまうなど、そういうことにならないように安全への配慮をどう

していくか組織的に作っていこうと、そういうサポートの精神、ボランティアの精神を継

続できるようなシステムを中に組み込んでいこうということを会員同士で考えております。 

ですから、これが厚田区で長くサポートが続くように私達も願って、この会を有効なも

のにしていこうと考えておりますので、どうか、今日はそういう視点で、私達への皆様の

サポートを期待しながら、７５名の代表として挨拶をさせていただきました。 

あとは、資料３につきましては、厚田支所より説明して頂けますので、私からはお願い

を兼ねて、ご挨拶をさせていただきました。ありがとうございました。 

 

【佐々木会長】 

 それでは、厚田支所から補足の説明をお願いします。 
 
【厚田支所：髙田主査】 
 厚田支所地域振興課の髙田です。宜しくお願いいたします。 
私の方から資料３、会の規定と料金の考え方について説明をさせていただきます。 

規定につきましては、１から６まで６項目定めております。 

一つ目は、会を利用することができる者です。 

あつたライフサポートの会員として登録した厚田区民に限定をしております。 

二つ目ですが、会の利用についてです。 

予約制としており、原則、利用の３日前まで会専用の携帯電話にて受付することとして

おります。 

三つ目は、予約、予約の変更・取り消し、また苦情などの対応です。 

これらの対応は全て配車を担当し、予約状況等を把握しております、コーディネーター

が行います。 

四つ目、対価についてです。 
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対価につきましては、料金表を定め、徴収することとしております。後ほど、料金設定

の考え方などについて、詳細を説明させていただきます。 

五つ目、待機料金です。 

運送の対価以外の対価は徴収しないこととしておりますので、待機料金は、徴収いたし

ません。 

六つ目、運送地等の制限でございます。 

運送区域は厚田区内のみに限定をしており、また、運送先も利用者の居宅から最寄りの

バス停留所、最寄りの集会施設及び高齢者福祉施設の送迎と制限をしております。 

以上が規定でございます。 

次に、料金について説明をさせていただきます。 

料金の算出にあたりましては、これまでの試行運行の実績を踏まえ、これらのデータを

活用しながら、燃料代・人件費の実費相当額を算出し、また、サポーターが厚田、望来、

聚富に点在しておりますので、これらの地区からのサポートを想定し、３地区の平均から、

１キロ単位で料金を設定しております。ただ、国の定めの中で、概ねタクシー料金の１/2

の範囲内と上限が定められておりますので、実費相当額が厚田地区のタクシー料金の半額

を超えている場合につきましては、タクシー料金の半額以内で料金を設定させていただい

ております。資料には、運送距離４キロと５キロの片道料金の例を記載しております。 

４キロの料金につきましては、燃料代・人件費の実費相当額が、タクシー料金の半額を

超えておりますので、サポート料金は、地区タクシー料金上限の範囲内とし５５０円とな

ります。 

また、５キロにつきましては、実費相当額がタクシー料金の半額以内となっております

ので、実費相当額の範囲内、６５０円の料金となります。 

また、複数での乗車も想定されますけれども、料金は車両一台にかかる料金であり、お

一人での利用、乗り合いによる利用であっても、同額としております。 

次に、裏面の２ページには、料金表が示されております。 

運送区域と運送先が限定されておりますので、運送距離は 1キロから１７キロまでとし

ており、料金につきましては、いずれも地区タクシー料金の1/2以内となっております。 

会の規定・料金表、資料３の説明は、以上となります。よろしくお願い致します。 

 
【佐々木会長】 
 続きまして、資料４と５についてです。 

今回予定しております、「過疎地有償運送の申請概要の確認」について、事務局から説明

をお願いします。 

 

【事務局：森本主査】 
 私の方から、ご説明させていただきます。 
 資料４をご覧下さい。Ａ３の２ページとなっています。 

 この資料４は、過疎地有償運送の登録申請の際の法令基準と、今回、申請団体が行う登

録申請の状況を一覧にして解り易くしたものでございます。 

 資料の見方でございますが、項目としては１０の項目がございます。左欄から順番に、
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法令基準、これは、登録申請に当たっての法令基準を抜粋してございます。 

 次の欄の、申請団体の概要の欄については、今回の申請団体の申請状況等を申請書など

から、抜粋したものでございます。 

 次の欄の確認資料等は、申請団体の概要について、確認した資料を表示してございます。 

 次の判定の欄ですが、この欄については、申請団体が法令基準を満たしているかどうか

の確認欄として、各委員において、利用して頂ければと考えております。 

 最後の右欄は、法令根拠を示したものでございます。 

 それでは、項目１番から１０番までをご説明させていただきます。 

「１ 運送の主体、事業主体」でございます。 

過疎地有償運送の事業主体は、ＮＰＯ法人、公益法人など法令で限定されておりますが、

今回の申請団体は、ＮＰＯ法人であり、既に９月には、北海道の法人認証と登記が完了し

ておりますので、法令基準を満たしております。 

 次に、「２ 運送の区域」でございます。 

今回の申請団体の運送区域は、先程の説明でもありましたように、厚田区内に限定して

おり、運送先としましては、利用者の居宅から最寄りのバス停留所と最寄りの集会施設及

び最寄りの高齢者福祉施設となっております。法令基準を見ますと、基準は満たしている

こととなります。 

 次に、「３ 使用車両」についてです。 

申請団体において、今回の運送で使用する車両は、会が所有する車両ではなく、運転者

個人が持ち込んだ自家用車を使用することとなり、小型自動車１６台となっております。 

これにつきましては、個人から全て承諾をいただいております。法令基準では、事業主

体が使用する自動車に使用権原を有することとなっていることから、この項目の基準は満

たしていることとなります。 

 次に、「４ 旅客の範囲、対象者」です。 

法令基準では、運送区域内の住民、その親族その他日常生活に必要な用務を反復継続し

て行う者で、予め、事業主体の団体で名簿登録している者及びその同伴者となっておりま

す。申請団体の状況ですが、利用者については、当該申請団体の会員として登録された厚

田区民に限定しておりますので、基準は満たしていることとなります。 

なお、現段階では、会員として登録している利用者は３６名となってございます。 

 次に、「５ 運転者要件」でございます。 

運送サービスを行う運転者の法令基準は、二つありまして、①の第二種運転免許所持者

で免許停止となっていないもの、②の第一種運転免許を受けているもので、過去２年間免

許停止を受けておらず、認定講習を受けているものとなってございます。 

申請団体では、第二種運転免許保持者がいないことから、②の要件により申請を行う予

定であります。 

申請団体では、運転者要件を法令基準より厳しく設定し、第一種運転免許の所持者で、

過去３年間免許停止を受けていないこととし、法令基準の２年間の免許停止より厳しく設

定してございます。 

これにつきまして、第一種運転免許所持者については、国土交通大臣が認定する講習の

修了が不可欠でありますが、運転予定者については、来月の１月２３日に行なう、国の認
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定事業者による過疎地有償運送運転者講習会を受講する予定となっております。 

 次に、「６ 運行管理等」でございます。 

 法令基準では、事務所毎に運行管理者資格証などの要件がある運行管理責任者を選任す

ることとなっております。申請団体においては、厚田地区、望来地区、聚富地区にそれぞ

れ事務所を設け、その３地区にそれぞれ運行管理責任者を選任することで聞いております。 

なお、予定する運行管理責任者については、来月の１月１４日開催の安全運転管理者講

習を受講し、資格要件を満たす予定と聞いております。 

 次に、「運行管理責任者の業務」でございます。 

これにつきましては、法令基準欄の白丸の３つ目となっています。運行管理責任者は、

原則対面により、運転者の疾病、疲労、飲酒などの状況を確認し、必要な指示を与えるこ

ととなっております。 

 これにつきまして、資料５の１ページをお開き願います。「安全運行確認表」となってい

ます。 

申請団体においては、運行管理責任者が、この安全運行確認表にて運転者の健康状態を

確認しますが、この様式は、法令の安全運行確認表の様式に会独自で、一番右欄の「完了

報告・確認」欄を設け、利用者への運送終了後、運転者から運行管理責任者は連絡をもら

うこととしており、仮に、完了予定時刻に運転者から連絡がない場合には、事故等が予想

されることから、各地区の運行管理責任者が現地確認などを行うことを想定していると聞

いております。 

 続きまして、資料５の４ページをご覧下さい。安全運行に関する独自の取り組みの展開

として聞いていますのは、これは、法令に特段の基準はございませんが、申請団体での自

主的な取り組みとして、運転者の安全運行の意識高揚を図るため、外部講師を招いて、年

２回程度の安全運行に関する講習会を開催する予定と聞いております。 

また、その他の乗務記録及び運転者台帳は、法令基準に従い、申請団体において整備す

ることとなっております。 

 次に、資料４の２ページをご覧下さい。引き続き、「６ 運行管理等」でございます。 

 運転者証の整備、車両表示事項等いわゆるステッカーの整備、旅客の名簿の整備につい

ては、法令基準に従い、申請団体において整備、又は整備予定となってございます。 

 次に「７ 整備管理」でございます。 

 法令基準では、整備管理の責任者の選任と整備管理の体制整備を行うこととなっており、

申請団体においては、整備管理責任者を選任し、整備管理体制の整備を図ると聞いており

ます。 

 次に「８ 事故の対応等」でございます。 

 法令基準では、事故対応の責任者の選任と連絡体制の整備を行うこととなっております

が、資料５の７ページをご覧下さい。 

 これは、申請団体における事故対応連絡体制マニュアルでございますが、事故発生時の

消防・警察の関係機関、ＮＰＯ法人の運行管理責任者などへの連絡体制を整備してござい

ます。 

 事故の際には、運転者が、関係機関や運行管理責任者にそれぞれ連絡を行いますが、事

故の際は、相当、気が動転するなどの場合も想定されますので、ケースによっては、運行
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管理責任者が、消防・警察の関係機関へ連絡を行うことも想定しております。 

 右上には、事故状況を把握する上で、最低必要限度の情報が明記できるようになってお

ります。このマニュアルについては、各車両に常備すると聞いております。 

 次に、黒丸の３つ目の法令基準による、任意保険の加入措置でございます。 

申請団体では、法令基準の対人８，０００万円以上、対物２００万円以上の任意保険の

加入のほか、人身又は搭乗者傷害保険５００万円以上の加入を申請団体としては、上乗せ

して義務付けしております。よって、任意保険の法令基準は満たしております。 

 次に「９ 苦情処理体制」でございますが、法令基準では、苦情処理体制の整備を行う

こととなっておりますが、申請団体においても、苦情処理責任者の選任と苦情処理体制の

整備を図ると聞いていますので、これも基準を満たしております。 

 最後に「１０ 収受する対価」でございます。 

 法令基準では、実費の範囲内であること、合理的方法で定められ、利用者に明確である

こと、その地域のタクシー事業者の運賃等を勘案し、営利とは認められない範囲内で、運

営協議会の協議が調っていること、この３つが対価の基準となってございます。 

 具体的な金額の設定については、①「運送の対価」と、②「運送の対価以外の対価」の

２つの対価により、金額が決められることとなります。 

①の「運送の対価」は、距離制、時間制、定額制から選択することとなっており、その

地域のタクシーの上限運賃の概ね1/2の範囲内で設定することとなっております。 

 ②の「運送の対価以外の対価」については、待機料金などが考えられ、実費の範囲内で

定めることとなっております。 

 申請団体の状況でございますが、先程の申請団体の説明では、算出基準については、１

キロ単位の距離制となってございました。 

次に、料金の内訳は、燃料代と人件費の実費となってございました。 

次に、厚田地区のタクシー料金との兼ね合いですが、厚田地区のタクシー料金の半額を

上限として設定しているとの説明でございました。 

 その他、申請団体が設定した料金については、運送の対価の設定であり、運送の対価以

外の対価は徴収しないものと説明を受けております。 

 以上が資料４及び資料５の説明でございます。 

 
【佐々木会長】 
 有難うございました。 
 この協議会での協議事項というのは、最後の「対価」という話しになるわけでして、そ

れ以外の項目について、法令に適合しているかどうかということについては、基本的には

運輸支局さんの方でご判断されることになるわけでございますが、関連するということも

ありまして、纏めて説明をしていただきました。 
 それでは、これまでの説明の中で、ご質問、ご意見等がありましたら、お願いします。 
 
【研谷氏】 
 よろしいでしょうか。ご確認したいことがあるのですが、一つは、あつたライフサポー

トでは、会員登録をされた方を輸送するということでしたが、この会員になるための登録
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にあたって、どのような基準などがあるのでしょうか。 
 
【厚田支所：髙田主査】 
 年齢などの制限はございません。厚田区民を対象としています。 
また、これまでの登録状況では、高齢者の方が殆どとなっています。 

 
【研谷氏】 
 そうしますと、高齢者以外の方も会員になれるわけですね。 
 
【厚田支所：髙田主査】 
 はい。例えば、高齢者に限らず、怪我をされて通院しなくてはならない方がいるなど、

日常生活のサポートが必要な方には、会員登録をしていただいた中で行っていくことにな

ります。 
 
【研谷氏】 
 もう一つは、輸送の範囲ですが、資料では最寄りのバス停留所と最寄りの集会施設、高

齢者福祉施設となっていますが、例えば、資料２の２ページに公共施設の一覧が載ってい

るのですが、これが全ての施設ということでしょうか。 
 
【あつたライフサポートの会：佐藤理事長】 
 はい。 
 
【研谷氏】 
 例えば、厚田地区の会員の方が聚富地区の会館へ行くということも、輸送の範囲内とい

うことになりますか。 
 
【あつたライフサポートの会：佐藤理事長】 
 範囲内ということにはなりません。また、いままで、そのようなことは全くないです。

必ず、老人会や地域リハビリなどは、その地域、地域で行われております。 
 
【研谷氏】 
 わかりました。 
 
【佐々木会長】 
 他にございませんか。 
 それでは、私の方から一つ。 
 使用する車が１６台でサポーター会員が１７人ということですが、これは、ご夫婦でサ

ポーターになっている方がいらっしゃるということですか。 
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【厚田支所：尾山課長】 
 はい。使用する車両は夫婦で１台の登録となっていますので、使用する台数と登録人数

のバランスが取れていない状況です。 
 
【佐々木会長】 
 わかりました。 
 それと、先程の佐藤理事長からのご説明の中で、賛助会員というご説明がありましたが、

賛助会員というのは、今のところ、サポーターでも利用者でもないという立場なのですか。 
 
【厚田支所：髙田主査】 
 賛助会員につきましては、サポーターでも利用者でもありません。この会を応援、支援

して下さる方ということで位置付けております。 
 
【佐々木会長】 
 それは、金銭的な支援などですか。 
 
【厚田支所：髙田主査】 
 そうです。賛助会員になりますと、１，０００円の会費をいただいて、支援をいただい

ています。 
 
【佐々木会長】 
 わかりました。 
 
【小林委員】 
 お願いということで、三点ほどあるのですが、例えば、資料５で確認表などいろいろと

ありますが、運送にあたっては、あくまでも登録された車で運送を行っているかを必ず確

認していただきたいということと、もう一点は、今回の車両の中で貨物仕様の車両が１台

あるのですが、駄目ということでは、私は考えてはいないのですが、ただ、原則は乗用と

いうことでして、このまま貨物でということになれば、今後、これの他にも同じく貨物で

登録したいというようなことが出てくるかもしれませんので、原則は乗用ということで対

応をお願いしたいということです。もう一点は、運転者の年齢をみますと、ご高齢の方が

多いようですので、健康の面で事故などの問題も事例としてありますので、この辺につき

ましても、個人情報の問題などで難しいとは思いますが、お客さんを乗せるという観点か

らも、ある程度は、会としても健康状態などを把握しておいた方がよろしいのかと思いま

す。 
 
【佐々木会長】 
 ありがとうございました。他にございませんか。 
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【林委員】 
 資料５の「安全運行に関する取り組みについて」ですが、開催時期については、４月、

１２月で限定されているのか、それとも、開催時期に動きがあるのか。 
 
【あつたライフサポートの会：佐藤理事長】 
 年に２回程度の開催を予定しておりますので、ある程度の間隔を考えると、その時期の

開催と考えました。 
 
【林委員】 
 例えば、私共の会社の方で行っている講習などは、春先と冬に入る前に行ない、業務に

あたっているわけですが、４月前、１２月前で少し余裕を持った時期での開催がいいので

はないかと思います。１２月であれば、もう冬に入っているわけですから、１０月か１１

月に行なった方がいいのではないかと思います。 
 
【あつたライフサポートの会：佐藤理事長】 
 わかりました。この辺の時期などにつきましては、コンクリートではないので、参考に

させていただきたいと思います。 
 
【佐藤委員】 
 運送上での安全面の問題なのですが、例えば、高齢者の方が多いので、走行中に車の中

で体調が悪くなったり、心臓停止などの状況にあった時に対応できるよう、会の皆さんで

救急救命の講習を受けるなど、何かあった時のために装置などを含めた体制を整えておく

必要があるのかなと思ったのですが、その辺についてはどうお考えでしょうか。 
 
【あつたライフサポートの会：佐藤理事長】 
 ＡＥＤのような装置を車の中に準備しておくというところまでは考えていませんでした。 
 ただ、我々も乗せる時には、常に乗車される方の顔色ですとか状態を見ますし、前もっ

て電話で確認をするようにします。そういうことで対応はしていきます。 
 
【佐々木会長】 
 他にございませんか。 
 ご質問も尽きたようですので、最終的な結論をこの場で出して行きたいと思うのですが、

本協議会といたしましては、この申請団体が考えている「収受料金は適正なものと判断す

る」ということでよろしいですか。 
 

～ 各委員 同意 ～ 
 
【佐々木会長】 
 ありがとうございます。 
それでは、前段の話しと併せまして、「過疎地有償運送は、この地域では必要である」と
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いうことと、「この団体が考えている料金の内容については妥当である」ということで、こ

の協議会としての結論を出したということにさせていただきます。 
皆様方のご協力によりまして、審議は無事に終了いたしました。私の任務もこれで終了

とさせていただきます。ありがとうございました。 
 
【事務局：藤田課長】 
それでは、最後の次第「７ その他」でございます。 

 先程、協議会として、今回の申請団体の過疎地有償運送事業について、合意をいただき

ましたので、協議会として、法令で定める様式により、申請団体に書類を交付することと

いたします。 

 なお、今後の協議会の開催でございますが、申請団体におかれましては、来年４月から

の事業開始を予定してございます。 

 できましたら、本市にとっては、始めての過疎地有償運送の事例ということもあります

ので、来年度にこの協議会を開催しまして、事業者から、事業開始後の運用実績や課題な

どを報告をさせていただきたいと考えておりますので、宜しくお願いいたします。 

 本日は、長時間にわたり、ご審議をいただきまして誠にありがとうございました。 

 これを持ちまして、平成２１年度第１回石狩市過疎地有償運送運営協議会を終了いたし

ます。本日は誠にありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 

平成２２年 １月２１日 議事録確定 

 石狩市過疎地有償運送運営協議会 会長 佐々木 隆哉 
 


