
令和２年度第２回 市川市福祉有償運送運営協議会 
 

 
日 時：令和２年１１月１７日（火） 

                          午後４時～午後５時（予定） 
      場 所：全日警ホール（市川市八幡市民会館） 

２階 第３会議室 
        

 

会 議 次 第  

 
１ 開 会 
 
２ 議 題 
（１）団体から提出された移送サービス状況について 

（令和２年４月～令和２年９月） 
（２）福祉有償運送の更新登録の申請について 
   ①特定非営利活動法人 ココ COLOR ねっと 

   ②社会福祉法人いちばん星 ミルキーウェイ 

（３）「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」等の一

部改正等について 
 
３ 閉 会 
 
≪配布資料≫ 
・会議次第 

・資料１   移送サービスの状況（令和２年４月～令和２年９月） 

・資料２-１ 申請団体要件確認票（特定非営利活動法人 ココ COLOR ねっと） 

・資料２-２ 団体情報（特定非営利活動法人 ココ COLORねっと） 

・資料３-１ 申請団体要件確認票（社会福祉法人いちばん星 ミルキーウェイ） 

・資料３-２ 団体情報（社会福祉法人いちばん星 ミルキーウェイ）  
・参考資料 「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」

等の一部改正等について（概要）     



今期実績 前期比 今期実績 前期比 今期実績 前期比 今期実績 前期比 今期実績 前期比 今期実績 前期比 今期実績 前期比

４３８人 ±０ １６人 -1 １６０人 -1 １００人 ＋10 ６９人 -７ １５人 +3 １５１人 ＋５

イ、身体障害者 ０人 ±０ １１人 -１ ３６人 -1 ２人 ±０ ７人 ±０ ２人 +1 １人 ＋1
ロ、要介護認定者 ０人 ±０ ０人 ±0 ７２人 ±０ ０人 ０ ０人 ±０ ５人 +2 ０人 ±０
ハ、要支援認定者 ０人 ±０ ０人 ±0 ２２人 -1 ０人 ０ ０人 ±０ ７人 +2 ０人 ±０
ニ、その他障がい ４３８人 ±０ ５人 ±0 ３０人 +1 ９８人 ＋10 ６２人 -７ １人 -2 １５０人 ＋４

２０人 -13 １１人 +2 ７６人 -23 １００人 ＋10 ６２人 -10 １５人 +3 ５９人 -27

イ、身体障害者 ０人 ±０ ８人 +1 ２３人 ＋2 ２人 ±０ ６人 +1 ２人 +1 ０人 ±０
ロ、要介護認定者 ０人 ±０ ０人 ±0 ３０人 ＋1 ０人 ０ ０人 ０ ５人 +2 ０人 ±０
ハ、要支援認定者 ０人 ±０ ０人 ±0 １１人 ＋7 ０人 ０ ０人 ０ ７人 +2 ０人 ±０
ニ、その他障がい ２０人 -１３ ３人 +1 １２人 -1 ９８人 ＋10 ５６人 -１１ １人 -2 ５９人 -２７

１０２件 １３２件 ６８件 74件 １１６７件 1376件 １６２１件 １５１１件 ４０２件 471件 １５３件 １３３件 ３６２件 ５１１件
１７（件/月） ２２（件／月） １１（件/月） １７（件／月） １９５（件/月） 229件 ２７０（件/月） ２５２（件／月） ６７（件/月） ７９（件／月） ２５（件/月） ２２（件／月） ６０（件/月） ８５（件／月）

令和２年４月
令和２年５月
令和２年６月
令和２年７月
令和２年８月
令和２年９月

４人 ±０ ５人 ±0 ２０人 -6 １１人 ±０ ８人 ±０ ２人 -1 １３人 ±０

第一種運転免許 ４人 ±０ ５人 ±0 １８人 -6 １１人 ±０ ８人 ±０ ２人 -１ １３人 ±０
第二種運転免許 ０人 ±０ ０人 ±0 ２人 ±0 ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０

４台 ±０ ３台 ±0 ２０台 -2 ４台 ±０ ４台 ±０ ２台 -１台 ４台 ±０

福祉車両（団体所有） １台 ±０ ３台 ±0 ２台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０
福祉車両（個人持ち込み） ０台 ±０ ０台 ±0 １台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０
セダン等（団体所有） ３台 ±０ ０台 ±0 １台 ±０ ４台 ±０ ４台 ±０ ０台 ±０ ４台 ±０
セダン等（個人持ち込み） ０台 ±０ ０台 ±0 １６台 -2 ０台 ±０ ０台 ±０ ２台 -１ ０台 ±０

今期 令和２年４月～令和２年９月
前期 令和元年10月～令和２年３月

特定非営利活動法人
ココＣＯＬＯＲねっと

３７件

社会福祉法人いちばん星
ミルキーウェイ

１．登録会員状況
（令和２年９月末時点）

２．利用会員状況
（令和２年９月末時点）

３．運行件数
（令和２年９月末時点）

１７件 １１件 ２１４件 ６６件 １９件 ３７件

社会福祉法人一路会
地域生活支援センターCan

社会福祉法人生活クラブ
生活クラブ風の村

介護ステーション市川

社会福祉法人市川レンコンの会
レッツ・レンコン

特定非営利活動法人
郷の会　オリーブの家

１２件 ８件 ２２９件 ５８件 ２１件

８１件
１７件 １４件 ２４５件 ６３件 ２８件 ５４件
１９件 １０件 ３０６件 ７５件 ２４件

７３件
２１件 １１件 ３１７件 ７０件 ２７件 ８０件
１６件 １４件 ３１０件 ７０件 ３４件

特になし

４～６月は新型コロナウィルスの影
響により移動支援の利用が減少した
ため、福祉有償運送の利用も減少し

ました。

移送サービス状況報告書

４．運転者の状況
（令和２年９月末時点）

５．車両状況
（令和２年９月末時点）

６．特記事項 新型コロナの影響で利用減。

1．.２．３はコロナウイルス感染対
策の影響により減少。
４．５は活動していないドライバー
の意思確認をしたところ継続しない
という意向があった。

特定非営利活動法人
生きがいと助けあい

ＳＳＵ市川

１５７件
９１件

１９０件
２５１件
２５９件
２１９件

第２回　市川市福祉有償運送運営協議会
令和２年１１月１７日（火）

資料１



 

第２回　市川市福祉有償運送運営協議会

令和２年１１月１７日（火）
資料２-１

福祉有償運送運営協議会 申請団体要件確認票 
No 項目  

１ 運送主体 

法人 
情報 

法 人 名：特定非営利活動法人 ココCOLORねっと 
住   所：千葉県市川市南行徳1-22-3 芦田ビル202号室 
代表者氏名：能星朋子 

事業所 
情報 

事業所名：特定非営利活動法人ココCOLORねっと 
住  所：千葉県市川市南行徳1-22-3 芦田ビル202号室 

対象 身体障害者：2名 要支援・要介護認定者：12名 その他：1名 合計15名 

形態 運送の発地または着地のいずれかが市川市にある。 

２ 
使用車両 

[所有区分、車種、台数（軽

自動車数）] 

所有区分：持ち込み 
車  種：セダン等軽自動車 
台  数：台（2台） 

３ 運行管理の責任者 能星朋子 

４ 整備管理の責任者 宮本均 

５ 

運転者 
[人数、運転免許の種類] 
［75歳以上の運転者の 

有無］ 

人     数  ：2名 
運転免許の種類  ：1種 
※福祉有償運送運転者講習修了、セダン等運転者講習修了 
※過去２年間に免許停止の履歴なし 
75歳以上の運転者： 有（1名）／ 無  
次回更新時までに75歳になる運転者：有（ 名）／ 無 

６ 損害賠償措置 
対 人 賠 償：無制限 
対 物 賠 償：無制限 
加入保健会社名：三井住友海上火災保険、セゾン自動車火災保険 

７ 

運送の対価 
[入会金、年会費、運賃(距
離制か時間性かも記載)、

その他条件] 

入会金：2000円 
年会費：1000円 
運 賃：時間制 1時間1200円・お迎え料金200円 
（運賃の起点は市川市、終点は市川市） 

８ 利用時間 要望に応じて対応 

９ 管理運営体制 保有車両2両以下のため、自動車運行管理等の体制とおり 

 
 
 







 

第２回　市川市福祉有償運送運営協議会

令和２年１１月１７日（火）
資料３-１

福祉有償運送運営協議会 申請団体要件確認票 
No 項目  

１ 運送主体 

法人 
情報 

法 人 名：社会福祉法人いちばん星 
住   所：千葉県市川市南大野３－８－１８ 
代表者氏名：理事長 森田美智子 

事業所 
情報 

事業所名：ミルキーウェイ 
住  所：千葉県市川市東国分１－１１－３ 

対象 知的障害者：142名、精神障害者：8名、身体障害者：1名  合計：151名 

形態 運送の発地または着地のいずれかが市川市にある。 

２ 
使用車両 

[所有区分、車種、台数

（軽自動車数）] 

所有区分：持込 
車  種：セダン等普通自動車 
台  数：４台（３台） 

３ 運行管理の責任者 塚越千裕 

４ 整備管理の責任者 塚越千裕 

５ 

運転者 
[人数、運転免許の種類] 
［75歳以上の運転者の 

有無］ 

人     数  ： １３名 
運転免許の種類  ： １種 
 
75歳以上の運転者： 有（ 名）／ 無  
次回更新時までに75歳になる運転者：有（ 名）／ 無 

６ 損害賠償措置 
対 人 賠 償：無制限 
対 物 賠 償：無制限 
加入保健会社名：三井住友海上火災保険株式会社 

７ 

運送の対価 
[入会金、年会費、運賃(距
離制か時間性かも記

載)、その他条件] 

入会金：０円 
年会費：０円 
運 賃：距離制 初乗り走行５キロまで５００円、以後１キロ毎に５０円 
（運賃の起点は市川市、終点は市川市） 

８ 利用時間 要望に応じて対応 ＊基本的に事業所の開所時間内 

９ 管理運営体制 保有車両４両以下の為、自動車運行管理等の体制のとおり 
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「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」等の 

一部改正等について 

（概要） 

令 和 ２ 年 １ ０ 月 

国土交通省自動車局 

旅客課 

１．背景 

第201回国会において、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進

するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律（令

和２年法律第36号）が、令和２年５月27日に成立、６月３日に公布されたところ。 

同法の施行に伴い、道路運送法施行規則（昭和26年運輸省令第75号）等についても

所要の改正が行われることとされている。 

ついては、「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」等の

自家用有償旅客運送に係る関係通達について、制定ないし所要の改正を行うすること

とする。 

２．概要 

（１）「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」の一部改 

正 

① 規則において自家用有償旅客運送の種別の見直しをすることに伴い、地域公

共交通会議及び運営協議会について自家用有償旅客運送に係る協議対象を整

理することを踏まえ、本通達に運営協議会に関する考え方を併せて規定し、一

本化することとする。これに伴い、名称を「地域公共交通会議等に関する国土

交通省としての考え方について」に改称し、「運営協議会に関する国土交通省と

しての考え方について」を廃止することとする 

② その他所要の改正

（２）「交通空白地有償運送（仮称）の登録に関する処理方針について」及び「福祉

有償運送（仮称）の登録に関する処理方針について」の制定 

① 現行では規則上、自家用有償旅客運送の種別は実施主体及び運送目的に応じ

て３類型に整理されているところ、当該種別を見直し、運送目的により交通空

白地有償運送（仮称）及び福祉有償運送（仮称）の２類型に整理する 

それに伴い市町村による交通空白地輸送及び福祉輸送の実施について定めた

「市町村運営有償運送の登録に関する処理方針について」、NPO 法人等による交



通空白地輸送の実施について定めた「公共交通空白地有償運送の登録に関する

処理方針について」及び NPO 法人等による福祉輸送の実施について定めた「福

祉有償運送の登録に関する処理方針について」を廃止し、新たに市町村又は NPO

法人等による交通空白地輸送の実施について定めた「交通空白地有償運送（仮

称）の登録に関する処理方針について」及び市町村又は NPO 法人等による福祉

輸送の実施について定めた「福祉有償運送（仮称）の登録に関する処理方針に

ついて」を制定し、運送目的に応じた処理方針に再整理することとする 

② 地域において協議会等が組織されていない場合の取扱いを明記することとす

る

③ 事業者協力型自家用有償旅客運送の実施等に係る登録の処理方法を明記する

こととする

④ 有効期間の更新の申請に添付する一定の書類について、更新の前後において

その内容に変更がない場合に限り、添付を省略することができることとする

⑤ 自家用有償旅客運送者が運送事業者にその運行を委託する場合に、当該運送

事業者が保有する事業用自動車に必要な措置を講じた上で、当該運送事業者の

事業計画及び運行計画に支障のない範囲で当該事業用自動車を持込むことが

できることとする

⑥ その他所要の改正

（３）「福祉有償運送に係る運営協議会における協議に当たっての留意点等につい 

て」の一部改正 

① 福祉有償運送に係る協議について、自家用有償旅客運送の類型整理により市

町村が実施主体に追加されたことに加え、NPO 法人等が実施主体の場合につい

ても運営協議会のみならず、地域公共交通会議又は地域公共交通活性化再生法

上の協議会においても行うことができることとなることを踏まえ、本通達の対

象となる協議会を整理し、これに伴い、名称を「福祉有償運送に係る協議会等

における協議に当たっての留意点等について」に改称する 

② その他所要の改正

（４）「道路運送法第５章（自家用自動車の使用）及び第６章（雑則）に規定する申

請に対する処分及び標準処理期間の処理方針」の一部改正 

① 規則において自家用有償旅客運送の類型が、運送目的により交通空白地有償

運送（仮称）及び福祉有償運送（仮称）の２類型に整理されることに伴い、所

要の規定の整理を行うこととする 

（５）「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」の一部



改正 

① 現行の対価の水準が当該地域におけるタクシーの上限運賃の概ね１／２の

範囲内であることとされていることについて、地域公共交通会議等において調

った協議結果に基づき、１／２を超える対価の設定ができることを明記するこ

ととする 

② その他所要の改正

（６）「自家用有償旅客運送自動車の運転者に対して道路運送法施行規則第５１条

の１６第４項の規定に適合すると認められる者が行う講習の認定要領等につ

いて」の一部改正 

① 規則において自家用有償旅客運送の類型が、運送目的により交通空白地有償

運送（仮称）及び福祉有償運送（仮称）の２類型に整理されることに伴い、講

習の種別及び対象について整理することとする 

② 交通空白地有償運送（仮称）に係る講習及び福祉有償運送（仮称）に係る講

習の両者における共通点について、重複して受講する必要がない旨明確化する

こととする 

③ 出張による講習の実施及び遠隔システムを活用した講習の実施について明

記することとする 

④ 規則第５１条の１６第１項第２号に規定する要件に、事業者協力型自家用有

償旅客運送を行う場合における協力事業者が行う指導監督を追加することと

する 

⑤ その他所要の改正

（７）「事業者協力型自家用有償旅客運送における事故時の責任関係について」の 

制定 

① 事業者協力型自家用有償旅客運送における事故等によって生じた第三者に

対する損害賠償に係る実施主体と協力事業者との責任関係を明確化するべく、

損害賠償責任の負担割合や協力事業者の業務の明確化等について定めたガイ

ドラインを策定することとする 

② その他所要の規定の整備

（８）「地域の交通状況の把握の考え方について」の制定 

① 成長戦略実行計画（令和元年６月２１日閣議決定）において「現状では、自

家用有償旅客運送の対象地域の考え方は様々である。このため、地方公共団体

が、制度導入を検討する際の基準となる考え方を具体化する必要がある。生活

実態を踏まえて、地域における合意形成を容易化するため、既存の導入事例を



調査・分析し、一定の目安を示し、判断の枠組みについてガイドラインを策定

する。」とされたことを踏まえ、地域の交通状況を把握し、更なる移動手段の検

討が必要かどうか判断するための材料・基礎となるものとしての「地域交通の

把握に関するマニュアル」を策定することとする 

３．今後のスケジュール（予定） 

公 布  令和２年１１月下旬 

施 行  令和２年１１月下旬 
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