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平成３０年度第１回君津市福祉有償運送運営協議会 会議録 

 

 

◇ 開催日時   平成３１年３月７日（木） １０時００分～１１時００分 

 

◇ 会  場  君津市役所 ６階 ６０１会議室 

 

◇ 公開又は非公開の別 公開 

 

◇ 出席委員 安藤 正之、奥瀬 亮彦、山田 幸生、加藤 正智、 

渡邊 法子、飯塚 孝廣（代理 八木橋 武士）、 

河野 喜代子、野村 出 

 

 

以上 ８名   

 

◇ 欠席委員  西藤 淳、榎本 武士、市川 恭唯、徳重 裕二 

 

以上 ４名 

 

◇ 出席職員 濱松高齢者支援課長、三澤介護事業支援係長、山河主任主事 

 

以上 ３名  

 

◇ 傍 聴 者  なし （定員５名） 

 

◇ 議  題  １ 福祉有償運送運営協議会会長及び副会長の選出について 
２ 本市における移動制約者及び福祉有償運送の状況等について 

３ 福祉有償運送の新規登録について 
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１ 開 会 

（三澤介護事業支援係長） 

定刻になりましたので、ただ今から君津市福祉有償運送協議会を開会させていただ

きます。本日司会を務めます、保健福祉部高齢者支援課の三澤と申します。よろしく

お願いいたします。初めに、本日、協議会にご出席いただいた委員は８名です。本協

議会設置要綱の規定によりまして、委員の半数以上に達しておりますので、協議会は

成立することを申し添えます。なお、国土交通省関東運輸局千葉運輸支局 飯塚委員の

代理として、同じく 国土交通省関東運輸局千葉運輸支局の八木橋様が代理で出席され

ておりますのでご報告させていただきます。 
この協議会につきましては、君津市審議会等の会議の公開に関する規則第３条に基

づきまして会議録の公開をさせていただきます。会議録の作成のため録音させていた

だいておりますので、あらかじめご承知ください。また、この後の議事の説明者とし

て、申請法人であります医療法人社団小羊会から協議会にご出席を頂きますのでご報

告させていただきます。 
それでは、君津市保健福祉部高齢者支援課長の濱松から、一言ご挨拶を申し上げま

す。 
 
２ あいさつ 
（濱松高齢者支援課長） 

君津市保健福祉部高齢者支援課長の濱松と申します。本日は、お足元の悪い中、

大変お忙しい中、君津市福祉有償運送運営協議会へご出席を賜り誠にありがとうご

ざいます。また、委員の皆様方におかれましては、日ごろから本市の保健福祉行政

に、多大なるご理解、ご協力を賜っておりますことを、この場をお借りして厚く御

礼申し上げます。さて、昨今の高齢化の進展とともに、介護を要する高齢者、また

障害をお持ちの方に対する福祉有償運送の必要性は増しているところでございます。

平成３０年１０月時点で千葉県内では、１５０の事業所が登録をされているという

状況でございます。現在、君津市におきましては、この福祉有償運送を実施されて

いる事業者はおりませんが、高齢化率が３０％を超えているなど高齢化が進展して

いることなどから、その重要性が高まっている状況でございます。本日の協議会に

おける議題といたしまして、お手元に配布の資料にありますとおり、福祉有償運送

の新規登録がございますが、協議会におかれましては、旅客の範囲や対価等につい

てご協議をいただくこととなっております。委員の皆様におかれましては、慎重な

るご協議をお願い申し上げますとともに、協議会の運営につきまして、より一層の

ご理解とご協力を賜りますよう、重ねて、お願いを申し上げまして私の挨拶とさせ

ていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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３ 委員及び事務局紹介 
【 委員及び事務局職員紹介 】 

 
４ 議題 

(1)  議題１ 福祉有償運送運営協議会会長及び副会長の選出について 

【 互選により、会長 安藤委員、副会長 奥瀬委員が選出される 】 

 

(2)  議題２ 本市における移動制約者及び福祉有償運送の状況等について 
 

(会長) 

 議題２、本市における移動制約者及び福祉有償運送の状況等についてを議題といた

します。事務局からの説明を求めます。 

 

（山河主任主事） 

 事務局から説明させていただきます。事務局作成資料の６ページをお開きください。 

 本市における移動制約者の状況としまして、まず、１ 要支援・要介護認定者の人数

は、平成２９年４月１日時点で、３，９１３人、平成３０年４月１日時点で４，０３

１人、平成３１年１月１日時点で４，２０５人と増加傾向にあります。また、３年ご

とに作成する「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」では、要支援・要介護認定

者は、２０２５年、平成３７年には、約４，９００人に達するものと推計をしており

ます。 

次に、２ 障害者手帳交付件数の数につきましては、平成２９年４月１日時点で、身

体障害者手帳が２，９０４人、療育手帳が６８９人、精神障害者保健福祉手帳が４１

６人、合計で４，００９人となっており、平成３０年４月１日時点で、身体障害者手

帳が２，８４１人、療育手帳が６９６人、精神障害者保健福祉手帳が４３４人、合計

で３，９７１人となっており、平成３１年１月１日時点で、身体障害者手帳が２，８

５５人、療育手帳が７１９人、精神障害者保健福祉手帳が４５９人、合計で４，０３

３人となっております。こちらは、４，０００人前後で推移しております。要支援・

要介護認定者及び障害者手帳交付者の全ての方が、移動に介護等を必要とするとは言

えませんが、移動にあたりなんらかの制約を受けている状況にあると考えられます。 

続きまして、３ 君津市の人口等をご覧ください。君津市の総人口は、平成２９年３

月３１日時点で、８６，１１８人、平成３０年３月３１日時点で、８５，１８１人、

平成３１年１月３１日時点で８４，６９５人と、減少傾向にあります。次に、６５歳

以上人口については、平成２９年３月３１日時点で、２５，１１５人、平成３０年３

月３１日時点で、２５，６２３人、平成３１年１月３１日時点で、２５，９２０人と

なっており、こちらは、増加傾向にあります。君津市の総人口は、減少しており、６

５歳以上人口は、増加しているため、高齢化率については、当然ながら、平成２９年
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３月３１日時点で、２９．１６％、平成３０年３月３１日時点で、３０．０８％、平

成３１年１月３１日時点で、３０．６０％と、上昇しており、今後もさらに高齢化が

進んでいくものと考えられます。 

 続きまして、７ページ、４ 福祉タクシー利用数等の状況をご覧ください。君津市で

は、移動制約者に対する主な福祉移送サービスとして、重度の身体障害者、重度の知

的障害者、及び７５歳以上のひとり暮らしの方を対象にタクシーを利用する場合に、

その料金の一部を助成する福祉タクシーを行っております。 

 実績としましては、重度の身体障害者及び重度知的障害者を対象とした福祉タクシ

ーは、平成２８年度登録者５５０人、利用件数８，２９８件、平成２９年度登録者数

５４９人、利用件数８，２２８件、平成３０年度は、１月末時点で、登録者５５５人、

利用件数６，９５９件となっており、年間約８，５００件の利用件数で推移しており

ます。 

 ７５歳以上のひとり暮らしの高齢者を対象とした福祉タクシーについては、平成２

８年度登録者１１６人、利用件数１，４６０件、平成２９年度登録者１０７人、利用

件数１，４３９件、平成３０年度、１月末時点で、登録者１１６人、利用件数１，３

１４件となっており、こちらは、年間約１，５００件の利用件数で推移しております。 

 最後に、本市における福祉有償運送の状況等については、以前は、君津市内で福祉

有償運送を行っている団体もありましたが、現在は、君津市を運送区域として福祉有

償運送を実施している団体は、ございません。しかしながら、要介護者など、移動が

困難である方が増加する傾向を踏まえますと、福祉有償運送によるサービス提供は必

要なものと考えております。以上で、本市における移動制約者及び福祉有償運送の状

況等についての説明とさせていただきます。 

 

(会長) 

 ただいま、事務局から説明を頂きました。質問等はございませんか。 

 

(会長) 

 質問がないようですので、次の議題に移ります。議題３ 福祉有償運送の新規登録

についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

(3)  議題３ 福祉有償運送の新規登録について 
 

（三澤介護事業支援係長） 

 本件につきましては、医療法人社団小羊会による道路運送法第７９条の自家用有償

旅客運送、福祉有償運送の新規登録についてでございます。こちら提出書類について

は市のほうで事前に申請書のチェックシートによりまして書類等の審査をしておりま

す。机上にチェックシートをお配りさせていただいております。事業の具体的な内容
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につきましては協議会設置要綱の第８条によりまして、医療法人社団小羊会に説明を

お願いしたいと思います。 
 
（会長） 
 それでは、医療法人社団小羊会に説明を求めます。 
 
（医療法人社団小羊会） 
 医療法人社団小羊会でございます。早速ですが、現在の運営状況についてご説明を 
させていただきます。我々の事業所は２００１年から千葉県の指定を受けて、デイサ

ービス、ショートステイ、居宅介護支援の介護サービスを袖ケ浦市横田で行っていま

す。事業所名は、こひつじかずさ介護支援センターと申します。場所は、館山自動車

道の木更津北インターチェンジから数分の所に位置しておりまして、毎年５月になり

ますと小櫃川に鯉のぼりを掲げるイベントを行う、その場所のすぐ脇になります。平

成２９年２月より、小羊会グループの一員となりまして現在も事業を継続していると

いうところでございます。小羊会グループとしては、千葉県を中心に病院、診療所、

在宅介護事業所、フィットネス事業、特別養護老人ホームなどを運営させていただい

ております。グループの目標といたしましては、地域包括ケア、医療介護連携を重点

に地域に奉仕することを目標に、地域に愛される、信頼される組織を目指していると

ころでございます。小羊会グループの近隣の事業所といたしましては、木更津市にあ

ります特別養護老人ホームの波岡の家が同じグループの事業所となっております。 
続きまして、福祉有償運送の運営状況について発表させていただきます。昨年の９

月の袖ケ浦市福祉有償運送協議会におきましてご承認をいただき、１０月から袖ケ浦

市を運送の区域として営業を開始したところです。この度、運送の区域を君津市にも

広げて事業を継続、発展をしたいと考えております。現在までの運送の実績ですが、

件数としては８件実施いたしました。いずれも要介護の方の運送でございます。医療

機関と自宅との間の運送でございまして、福祉車両で実施をしております。依頼の理

由ですが、急に歩けなくなり病院を受診したい、具合が悪くなり病院へ行きたいが、

家族が連れていけないなどの理由で依頼を受けております。依頼については、担当の

ケアマネジャーさんの方からの紹介で依頼があったという次第になります。また、件

数はわずかですが、利用したご家族やケアマネジャーから、助かりました等の言葉を

頂戴し、移動な困難な方のお役に立てているなと実感しているところでございます。     
当事業所のデイサービスの利用者は、木更津、袖ケ浦、君津、市原市の一部にお住

いの方がご利用されておりますが、君津市の方については現在２０名いらっしゃいま

す。君津市の方にも是非ご利用して頂きたいと思い、今回申請に至った次第です。こ

れまでの運送の事故、苦情などのトラブルについては今の所、発生しておりません。

引き続き、安全及び旅客の利便の確保に努めてまいりたいと思っております。以上で
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ありますが、何卒ご協議の程よろしくお願いいたします。 
 
（会長） 

ただいま、小羊会さんから申請に関する説明をお受けいたしましたが、説明に関し

まして皆様方からご質問等ございましたらお受けいたします。挙手を願います。 
 
（野村委員） 
 二点ほど教えて頂きたい所がありまして、申請書類の２枚目の裏側、「６ 輸送しよ

うとする旅客の範囲」というところで、介護認定を受けている方の欄のみが〇になっ

ているんですけれども、旅客の名簿の中で要支援の３名の方がいらゃっしゃるんです

が、こちらについては運送は予定していないのか、もし要支援の方の輸送もするので

あれば、要支援の方の欄についても〇が入るのかなっていう所が一点目で、もう一つ、

初めに袖ケ浦の方で登録されて君津まで広げるというところで、今後、木更津である

とか、市原に広げていく予定があるのかということについて、二点お伺いします。 
 
（会長） 
 まず一点目の輸送しようとする旅客の範囲について、ご質問がありましたがお答え 
いただけますか。 
 
（医療法人社団小羊会） 
 袖ケ浦市で始めまして、木更津市の福祉有償運送運営協議会の方に参加させていた 
だき、木更津市の方も運送の範囲として申請をさせていただきました。先日合意を得 
られたということで文書を頂いておりますので、その後申請書を提出して運送の区域 
を袖ケ浦市、木更津市、今日ご承認いただければ君津市にも広げて運営をしていこう 
と思っているところでございます。要支援の方につきましても、ご希望があれば運送 
の方をしたいと思っております。 
 
（三澤介護事業支援係長） 
 事務局から補足ですが、２枚目の資料については、袖ケ浦市で申請を提出したとき 
の、９月時点での資料になっておりますので、対象とされる方は要介護・要支援を受 
けられている方ということで、君津での申請時には「６ 輸送しようとする旅客の範囲」 
の要支援者の欄については、〇を付けて提出するという形になろうかと思います。 
 
（会長） 
 他にございますか。 
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（飯塚委員代理 八木橋氏） 
何点かお伺いしたいんですけれども、まず今回区域を広げるにあたって事務所とか 

車両とか、運転者の方は変わったりされますか。 
 

（医療法人社団小羊会） 
 変更する予定はございません。同じ台数、同じ運転手で実施を考えております。 
 
（飯塚委員代理 八木橋氏）  

あと、野村委員からお話があった要支援者の方は３名いらっしゃって、リストに載

っている方は君津市の方ということなんですかね。 
 
（医療法人社団小羊会） 

はい。リストの２０名の方は全員君津市の方で、そのうち３名様が要支援というこ

とです。 
 

（飯塚委員代理 八木橋氏）  
要支援の方も、利用をされる予定ということなんですよね。 
 

（医療法人社団小羊会） 
そうですね。 
 

（飯塚委員代理 八木橋氏）  
わかりました。あと、申請書の中で運賃は多分変わりがないと思うんですけど、料

金表の備考のところで、「ご家族等は無料でご利用することが出来ます」という所なん

ですけど、やむを得なく同乗しなければならないという時であれば構わないと思うん

ですけれども、特に一緒に介助しないといけないということが無ければ、基本は、一

緒に乗せることができない、というところになってくるんですけれども、これはそう

いうご理解の下でよろしいんですか。 
 

（医療法人社団小羊会） 
はい。到着した先で介助が必要なため家族が乗るという意味合いで入れさせて頂い

たんですけれども。 
 
（飯塚委員代理 八木橋氏）  

乗車中のサポートとかではなくて、到着した後の、ということですかね。 
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（医療法人社団小羊会） 
もちろん乗車中もご家族が見守りたいという場合は、同乗していただく想定です。 

 
（飯塚委員代理 八木橋氏）  

乗車中、何か特殊な障害とかでサポートするために乗車しなければならないという

のであればいいのかなと思うんですが、もしそういうのがないと、この福祉有償運送

というものは、基本的にどうしても対象者が限定されている、乗せることが出来る方

が限定されていますので、降りた先でサポート、介護をするような場合ですと、その

方は別な移動手段で現地で待っていただいて、サポートしていただくという形になっ

てきてしまうので、そこは注意して頂きたいと思います。 
 

（医療法人社団小羊会） 
 承知しました。 
 
（飯塚委員代理 八木橋氏） 
 あと、様式第６号の運行管理の体系ですが、木更津市の協議会のときに運行管理責 
任者の代理者の話はしましたかね。 
 
（医療法人社団小羊会） 
 はい。副はいますか、ということで。 
 
（飯塚委員代理 八木橋氏） 

これ、前回出している資料をそのままコピーして付けられているところだと思いま

すが、そこは同様に、そういう体制に変わっていくということでいいんですよね。 
 
（医療法人社団小羊会） 
 はい。 
 
（飯塚委員代理 八木橋氏） 
 わかりました。 
 
（会長） 
 今ご質問があった件については、小羊会さんにおいても内部で十分に検討してご対 
処をお願いいたします。他にはございますか。 
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（河野委員） 
 現在の事業は、どのくらいの方がご利用されていますか。袖ケ浦の利用実績は。 
 
（医療法人社団小羊会） 
 ８件です。全て袖ケ浦市の方になりまして、要介護の方です。 
 
（河野委員） 
 頻繁に利用されていますか。 
 
（医療法人社団小羊会） 
頻繁ではないです。突発的な病気とか、今回多かったのはインフルエンザに罹って 

病院に行きたいんだけれども、家族が連れていけないとか、車に乗せられないという

依頼があって運送したというような事例がございました。 
 
（河野委員） 
 ありがとうございます。 
 
（会長） 
 他にはいかがでしょうか。 

 
（渡邊委員） 
 この安全運転管理者証というものは、確か毎年か、２年に１回かの講習で、２年ご 
とに更新ではなかったのかなと思うんですが、これは今年受ける予定ということなん 
でしょうか。 
 
（医療法人社団小羊会） 
 申請をして、研修は毎年あるのでそれに参加するという形になります。それでこの 
資格者証は、新しくなることはありませんので、最初に取ったものがずっと残るとい 
う形になります。 
 
（渡邊委員） 
 手帳みたいなものを貰って、安全運転管理者を受講していますっていう証明を貰う 
ことになっているようなことだったと思うんですが、その辺は毎年受けられています 
か。 
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（医療法人社団小羊会） 
 安全運転協会の方から、研修の通知が来まして、それに基づいて毎年参加をすると 
いう形になります。手帳等は認識不足で申し訳ないです。 
 
（会長) 
 講習は毎年受けているということですよね。 
 
（医療法人社団小羊会） 
 毎年受けております。 
 
（会長) 
 他にございませんか。 
 
（三澤介護事業支援係長） 
 ご質問等なければ、医療法人社団小羊会様には、ご退席頂こうと思いますがよろし 
いでしょうか。 
 【 委員から異議なしの声が挙がり、医療法人社団小羊会退席 】 
 
（会長） 
 それでは、医療法人社団小羊会さんに対する本協議会としての採決を求めます。賛 
成の方の挙手を求めます。 
 
（会長） 
 挙手、全員でございます。医療法人社団小羊会の承認を決議いたします。 
 以上で、本日の議事は全て終了となります。皆様のご協力に感謝申し上げます。あ 
りがとうございました。 
 
（三澤介護事業支援係長） 
 安藤会長、大変ありがとうございました。市の意見書につきましては、本日の協議 
結果を元に医療法人社団 小羊会に通知させていただきます。通知内容につきまして 
は後日、各委員に郵送にて報告させていただきます。また、次回の会議につきまして 
は、事業者からの申請の状況によって開催させていただきたいと思いますのでよろし 
くお願いいたします。 
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５ 閉 会（11：00） 
(三澤介護事業支援係長) 
以上を持ちまして、君津市福祉有償運送運営協議会を閉会といたします。本日は、 

ご多用のところ、誠にありがとうございました。  


