
平成２９年度宮城県福祉有償運送運営協議会 会議録（要旨） 
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  ４．出席臨時委員（敬称略） 

（特定非営利活動法人ドリーム・ゲート協議時） 

八木 伸善（仙台市住民代表） 

大江 健太（仙台市健康福祉局社会課 主事） 
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議事 

１ 開会 

○事務局 

 本日はお忙しいところお集まりいただき感謝する。 

 本日は委員９名中８名のご出席をいただいている。また，協議事項については，２名の

臨時委員に出席いただく予定である。よって，委員及び臨時委員の半数以上の出席が認め

られ，宮城県福祉有償運送運営協議会条例第５条第２項の規定により，本協議会が有効に

成立していることを報告する。 

 

 

２ あいさつ 

○成田課長 

本日は，お忙しいところ，平成２９年度宮城県福祉有償運送運営協議会にご出席いただ

き感謝する。 

皆様におかれては，日ごろ，本県の保健福祉行政の推進にご協力いただき，感謝申し上

げる。 

ご承知のとおり，福祉有償運送はご高齢の方や障害をお持ちの方，その他移動に制約の

ある方々のための移動手段の確保という役割を担っているが，本協議会は，福祉有償運送

事業の登録に関し，その必要性等を審議するために設けられているもの。 

本日の運営協議会においては，更新登録団体に関する協議がある。委員の皆様におかれ

ては，移動に制約のある方の社会参加促進と福祉の増進の観点より，活発な議論をいただ

きたい。 

 

  

３ 報告事項 

平成２８年度福祉有償運送移送実績報告について 

○武山会長 

 事務局より，報告事項について報告いただきたい。 

 

○事務局 

 それでは平成２８年度福祉有償運送移送実績について説明をさせていただく。資料１の

１ページ「平成２８年度移送実績総括集計表」をご覧いただきたい。事業者は柴田町の「医

療法人社団秀成会」である。 

 平成２８年度末現在の登録会員数は２０人，登録運転者数は４人，登録車両数は１台と

なっている。 

 また，平成２８年度の移送回数は延べ５０８回，移送距離の合計は３２，５１２キロメ



ートル，移送金額の合計は３，５８０，２００円となっている。 

 なお，事故，苦情等は一切無かった。 

 次に２ページをご覧いただきたい。事業者は名取市の「特定非営利活動法人ドリーム・

ゲート」である。 

 平成２８年度末現在の登録会員数は１１人，登録運転者数は４人，登録車両数は１台と

なっている。 

 平成２８年度の移送回数は延べ６７回となっている。移送距離の合計は７３５キロメー

トル，移送金額の合計は６４，５００円となっている。 

 なお，事故，苦情等は一切無かった。 

 

○武山会長 

 ただいまの説明について，ご質問などあったらお願いしたい。 

 

（質問等無し） 

 

 無いようなので，報告事項については終了する。 

 

 

４ 協議事項 

  特定非営利活動法人ドリーム・ゲートの更新登録申請について 

○武山会長 

 それでは，協議事項の「特定非営利活動法人ドリーム・ゲートの更新登録申請について」

に入る。 

 ここからは条例第３条に基づき，臨時委員の方々にも参加をいただき審議をすすめてい

く。臨時委員の方々にお入りいただくので，しばらくお待ちいただきたい。 

 

（臨時委員・関係者入室） 

 

それでは，事務局より臨時委員の紹介をお願いする。 

 

○事務局 

それでは，臨時委員のご紹介をさせていただく。 

 

（臨時委員の紹介） 

 

 なお，審議には条例第６条に基づき申請団体の特定非営利活動法人ドリーム・ゲート 田



中様，酒本様にも関係者として出席いただいている。 

 

○武山会長 

 それでは協議事項（５項目）に従い審議を進めていく。 

 項目毎にご質問やご意見は伺うが，承認については最後に一括して行うこととするので

ご了承願いたい。 

 それでは，（１）必要性の判断 について，事務局より説明をお願いする。 

 

○事務局 

 それではまず，今回の更新申請の概要について説明する。 

 資料２－１の１ページをご覧いただきたい。申請者は名取市の特定非営利活動法人ドリ

ーム・ゲート。登録番号は「東宮福第３０号」で，登録証を１０ページに添付している。

自家用有償運送の種別は「福祉有償運送」で，運送の区域は仙台市及び名取市となってい

る。使用する車両については，前回と同様１台となっており，車検証については１７ペー

ジに添付しているとおり。運送しようとする旅客の範囲については，「イ 身体障害者福祉

法第４条に規定する身体障害者」となっており，名簿については１１ページから１２ペー

ジを参照いただきたい。 

続いて必要性の判断については，資料２－２の１ページをご覧いただきたい。NPO等に

よる福祉有償運送の必要性について，タクシー事業者等による福祉輸送サービスが実施さ

れていないか，又は直ちに提供される可能性が低いと認められる場合，地域に福祉輸送サ

ービスを実施しているタクシー業者等は存在するものの移動制約者の需要量に対して供給

量が不足していると認められる場合に必要性が認められることとなる。 

区域内における移動制約者と公共交通機関の状況は２ページ以降をご覧いただきたい。

いわゆる移動制約者の数は二市合計で９９，２５１人，タクシー等の台数は計３，２３１

台となっている。区域内におけるボランティア輸送の状況については，５団体で実施され

ており，延べ輸送人員は２０，５６０人となっている。区域内の外出支援サービス事業の

実施状況については，両市で障害者等を対象に自動車燃料費の助成を行っている。名取市

では，タクシー利用券の助成事業を行っている。国が定めるガイドラインでは，これらの

状況を総合的に勘案し必要性の判断をすることとされているが，数的な判断基準は示され

ていない。したがって，機械的に供給量が充足している，あるいは不足していると申し上

げるのは難しい。しかしながら，利用を望む障害者がおり，現に当該団体においても，１

１名の利用者がいる状況である。その方々の利便性を考慮したとき，障害のある方にとっ

て移動とは大変なリスクを伴い，その方々でないと理解できない不安というものがある。

人間にとって当然の欲求である移動についてセーフティーネットの役割を果たす事業であ

るということも考慮に入れて判断していただきたい。 

 



○武山会長 

 それでは今の（１）必要性の判断 に関する説明について，何か質問等あるか。 

 

○及川委員 

移動制約者について，例えば難病の方などは当てはまらないのか。 

 

○事務局 

 難病については，資料２－２の２ページ（２）身体障害者数 の部分をご覧いただきた

い。ここの「内部障害者ほか」というところに含まれている。 

 

○及川委員 

 了解した。 

 

○武山会長 

 議論が多岐にわたりそうなので，まずは事務局からの説明と，せっかく足を運んでいた

だいているので，ドリーム・ゲートの方々からもお話をいただきたいと思う。 

 それでは事務局から，順番に説明をお願いする。 

 

○事務局 

 次に，（２）運送の区域 について。運送の区域については，運営協議会において協議が

調った市町村を単位とするものとし，旅客の発地又は着地のいずれかが運送の区域にある

ことを要するとともに，複数圏域にまたがる場合の運送の区域は，当該運営協議会の地域

全域とするのではなく，利用者の居住地・目的等に照らし合理的であり，かつ，当該団体

の運行管理が適切かつ確実に実施されると認められる範囲の市町村であること，とされて

いる。今回の申請団体における運送の区域は，仙台市及び名取市の予定。 

 続いて（３）旅客から収受する対価 だが，運送の対価は距離制・時間制・定額制から

選択するものとし，当該地域のタクシーの上限運賃のおおむね二分の一の範囲内であるこ

ととされている。資料２－２の５ページをご覧いただきたい。運送の対価のタクシー運賃

との比較について，仙台市地区とその他の地区運賃それぞれと比較をしている。いずれも

小型運賃との比較をしており，時間制運賃についてはいずれの価格帯も５割以下となって

いる。当該団体との運賃比較については，資料２－２の６ページにあるとおり。前回登録

時から引き続き時間制での運賃を定めており，運送の対価以外の対価についても変更はな

い。 

 続いて（４）運送を必要とする旅客の範囲 については，身体障害者福祉法に基づく身

体障害者，介護保険法に基づく要介護認定・要支援認定を受けている者，その他肢体不自

由等の障害を有する者のうち，移送困難者と認められる者及びその付添人とされている。



申請団体の旅客の範囲については，資料２－１の１２ページに記載のとおり，会員の方１

１名全員が身体障害者である。 

 最後に（５）その他必要と認められる措置 である。まず，自家用有償旅客運送に使用

する自動車の種類毎の数だが，福祉車両の車いす移動車１台を予定している。次に運転者

に求められる要件であるが，運転者の人数は４名で，全員が一種免許となっており，いず

れの運転者についても国土交通大臣の認定する講習を受講している。損害賠償措置につい

ては民間の損害賠償保険の自動車保険に加入，対人対物無制限の保証となっており，保険

証の写しは資料２－１にあるとおり。運行管理，整備管理，事故時の連絡体制，苦情処理

体制については，資料２－１の６ページに記載してあるとおり。 

 

○武山会長 

 それでは議論を進めていくが，申請団体がいるなかで議論していき，協議会としての判

断をする段階においては，申請団体には退出していただくこととする。 

 今事務局から説明があったが，申請団体からも団体の性格・性質や，福祉有償運送を始

めるに至った経緯，今現在の状況はどのようになっているかなどについてお話しいただき

たい。 

 

○ドリーム･ゲート 

 では，お話しさせていただく。有償運送を行うに至った経緯については，当団体の利用

者とその家族からの要望があったため，その要望にできる限り答えたいという思いから始

めることにした。 

  

○武山会長 

 団体の方では通常どのような活動を行っているのか。 

 

○ドリーム･ゲート 

 在宅の方の支援，訪問介護，移動支援等を行っている。 

 

○武山会長 

 対象となる方はどれくらいいるのか。 

 

○ドリーム･ゲート 

 ５０名弱である。 

 

○武山会長 

 それでは委員の皆様からも事務局，申請団体への質問等はあるか。 



○及川委員 

 資料２－２の１ページと５ページにある運賃について，一部誤りがあるのではないか。 

 

○大江委員 

 併せて資料２－２の６ページについても，エクセルのずれによる誤植があるのではない

か。 

 

○事務局 

 資料２－２の運賃の部分については，国土交通省の資料に基づいて作成しているところ

であるが，後ほど確認させていただきたい。 

 

○武山会長 

 それでは私からも。平成２８年度の移送実績について，実施団体の秀成会とドリーム･ゲ

ートで大きく差がある。ドリーム･ゲートの方は移送回数が１回の月もあり，秀成会と比べ

て少ない。そのなかでも１２月の実績は２１回と多いが，要因は何か。 

 

○ドリーム･ゲート 

 年末にかけて病院に行く方が多かった。 

 

○武山会長 

 会員の方々の具体的な状態は分からないが，この移送の他に移動はしているのか，それ

ともこの有償運送の他は移動せず，自宅にいるようなかたちなのか。 

 

○ドリーム･ゲート 

 車いすを使ってご自身で出かけたりする方もいる。 

 

○武山会長 

 有償運送の移動範囲については仙台市と名取市となっているが，やはりどちらか一方で

は収まらないか。 

 

○ドリーム･ゲート 

 通院等で利用する場合，両市が移送範囲だと利用者の選択の幅も広がるため，やはり必

要と考える。 

 

○武山会長 

 その他委員からご質問等あるか。 



○八木委員 

 資料２－１の会員名簿で氏名・住所等が黒塗りになっているが，これでは会員が実在す

るのか判断できない。個人情報保護の観点から必要なのは分かるが，それならば会議開始

時に配布して終了後に回収すれば良いのではないか。 

 

○事務局 

 配付資料では黒塗りとなっているが，事務局で正式なものを確認しているため，問題は

ないと考えている。 

 

○成田委員 

 先ほど及川委員から指摘があった資料２－２の運賃表について，これはこの表の数字自

体が間違っているのか，それともデータをとる時点がずれているだけなのか。 

 

○事務局 

 このデータは平成３０年１月末現在のデータなので，時点のずれではないと思われる。 

 

○佐々木委員 

 こちらは運輸局が提供したデータであるので，事務局と調整しながら確実なデータとな

るようにしたい。 

 

○武山委員 

 その他，申請団体の方がいるところで質問等はあるか。 

 

○佐々木委員 

 平成２８年度実績のところで，苦情や事故の発生件数はゼロとあったが，この体制整備

の部分で不安なことはあるか。 

 

○ドリーム･ゲート 

 今のところはない。 

 

○佐々木委員 

 安全面の確保は大事なところなので，何かあったら運輸局までご相談いただきたい。 

 

○武山委員 

 その他何かあるか。 

 



（質問等無し） 

 

 申請団体への質問等が他にないようなので，申請団体の方々には退出いただく。 

 

（ドリーム･ゲート退出） 

 

○武山会長 

それでは，５つの協議事項について，何かご意見等はあるか。 

 

○及川委員 

 仙台市の協議会でも委員になっているが，時点の違いとはいえ移動制約者の数が毎回違

うのが気になっている。また，仙台市及び名取市の移動制約者が１０万人弱，タクシー等

公共交通機関の数が３，０００強であることから，この交通機関の不足が放置されたまま

というのもいかがなものか。また一口に移動制約者といっても，それぞれ事情が異なって

いるため，それに合わせたサービスが必要に思う。 

 

○坂井委員 

 事務局のほうでは移動制約者の会員について，それぞれどのような障害や要介護度とな

っているか把握していると思う。それを把握さえしていれば有償運送の必要性もわかるの

で問題ないと考えている。自分たちの団体も仙台北地区の協議会に諮るときは，利用者の

障害や介護度，その他身体の状態などを記載して事務局に提出している。 

 

○武山委員 

 必要性の判断というのはたいへん難しい。八戸市の協議会も見ているが，細かい審査な

どはしていない場合も多い。他の移送サービスを提供している団体から見ると，福祉有償

運送のサービス利用者は少ないという印象を持たれるのではないかと思う。 

 

○成田委員 

 先ほどの移動制約者の数が変動するということについて。当方は長寿社会政策課なので，

要介護者，要支援者の数が毎年動くもので固定されるものではない，ということは把握し

ているが，当然身体障害者の数なども変化するものと考えてよろしいか。 

 

○事務局 

 その通り。 

 

 



○及川委員 

 福祉有償運送の登録者数がかなり少なくなっている。仙台市では３団体。協議会はどの

くらいの頻度で行っているのか。 

 

○大江委員 

 仙台市では今年度２回行った。来年度は１回やる予定である。 

 

○坂井委員 

 福祉有償運送の実施団体は県内で２４団体くらいかと。 

 

○及川委員 

 やはり縛りが厳しくてなかなか新規参入できないのだろうか。 

 

○坂井委員 

 儲かるか儲からないかでいえば，儲からない。 

 

○及川委員 

 申請団体はよくやっていただいている，という印象。 

 

○坂井委員 

 この少ない移送回数では大変だろうと思う。 

 

○武山委員 

 他に意見等はあるか。 

 

（意見等無し） 

 

 それでは，ドリーム･ゲートの更新登録申請については，当協議会として承認ということ

でよろしいか。 

 

○委員一同 

 異議無し。 

 

○武山会長 

承認された。以降は事務局に進行をお返しする。 

 



５ 閉会 

○事務局 

 以上をもって平成２９年度宮城県福祉有償運送運営協議会を終了する。 

 

 

 

 

 


