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会 議 記 録  
 

会議名称 平成 25年度第 3回 杉並区福祉有償運送運営協議会 

日 時 平成 26年 1月 20日（月）午後 2時 00分～午後 4時 09分 

場 所 中棟 4階 第 2委員会室 

出 席 者 委員 

畦元、磯、清水（代理：和田口）、杉山、関根（代理：石毛）、 

田部井、武井（代理：井出）、長谷川（信）、長谷川（万）、 

長谷川（里）、樋口、森田 

区側 

保健福祉部管理課職員 

配布資料 ・平成 25年度第 3回杉並区福祉有償運送運営協議会次第 

・団体要件確認表（更新登録 3団体分） 

・料金改定協議資料 

会議次第 1 開会 

2 会長あいさつ 

3 議題 

 1 福祉有償運送団体に関する協議 

  (1)「社会福祉法人 サンフレンズ」の更新登録について 

  (2)「特定非営利活動法人 福祉送迎サービス・杉並」の更新登録

について 

  (3)「特定非営利活動法人 杉並移送サービス」の更新登録・料金

改定について 

  (4)「特定非営利活動法人 おでかけサービス杉並」料金改定につ

いて 

 2 その他 

  ・次回運営協議会について 

4 閉会 
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○事務局 定刻になりましたので、今年度第3回の福祉有償運送協議会を始めさせていただきま

す。 

きょうの課題ですけれども、席上配付しております次第のとおりでございまして、更新登録の

協議が、社会福祉法人サンフレンズ、特定非営利法人の福祉送迎サービス・杉並、特定非営利法

人の杉並移送サービス。こちら3件が更新登録の協議をお願いすることになります。杉並移送サ

ービスにつきましては、それと同時に料金改定の協議をお願いします。 

 第2番としまして、料金改定だけの協議が特定非営利法人のおでかけサービス杉並から議題と

して挙がっております。こちらにつきましては、前回、更新協議は調っておりますので、料金改

定だけになっております。 

 資料は事前に配付しておりますが、きょう、お忘れの方はいらっしゃいますでしょうか。その

他といたしまして、次回の協議についてといった課題になっております。 

 それでは、会長から、よろしくお願いいたします。 

○会長 皆さん、こんにちは。第3回杉並区福祉有償運送運営協議会ということで、今、事務局

からお話がありましたように、きょうは議題のほうが盛りだくさんでございますので、円滑な議

事進行に協力していただければと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、早速ですが、福祉有償運送団体に関する協議ということで、今回、更新登録につい

て3件、それから料金改定について2件ございます。いただきました議事次第に沿いまして、社会

福祉法人サンフレンズのほうから更新の協議に入らせていただきたいと思います。団体の方はい

らっしゃっていますでしょうか。よろしくお願いします。 

 そうしましたら、オブザーバー席のほうによろしくお願いします。 

（ サンフレンズ関係者、オブザーバー席へ移動 ） 

○会長 よろしくお願いします。 

 そうしましたら、ご用意いただきました資料に沿って、事務局のほうから、まず概略をご説明

お願いします。 

○事務局 社会福祉法人サンフレンズの更新登録協議資料、こちらの団体要件確認表に沿って説

明させていただきます。 

 まず、添付資料という欄に、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄというふうにアルファベットが振ってあると思い

ますけれども、こちらのアルファベットは資料の右上についているものになりますので、こちら

の添付資料を確認してください。 

 団体名は社会福祉法人サンフレンズ、所在地は杉並区松ノ木3-16-12、理事長は安藤雄太。資

料Ａの自家用有償旅客運送更新登録の申請書、Ｂの定款、Ｃの履歴事項全部証明書を添付してご

ざいます。 

 運送の対象は、施設に入所の方が対象になっております。資料Ｋ移送サービス運営規定の中で、

法人が運営する特別養護老人ホームの入所者、またはショートステイサービスの利用期間中の利

用者でなければ利用できないということで定めておりますので、運送対象者は全員がこちらの施

設に入所されている方となっております。25年12月現在で、登録会員は40名でございます。内訳

は、資料Ｄ、身体状況等、態様ごとの会員数が両面印刷になってございまして、表面がサンフレ

ンズ上井草園、裏面がサンフレンズ善福寺になっております。上井草園が11名、善福寺が29名に

なっております。 

 運送の形態は発着のいずれかが杉並区内ということで、両方とも、事務所が上井草園とサンフ

レンズ善福寺で、杉並から発進する形になっております。 

 使用車両は福祉車両が5台。上井草園で3台、善福寺園で2台持っております。こちらは、Ｆの

自動車登録簿のほうに記載してございます。表面が上井草園、裏面が善福寺になっております。

こちらについては全て、法人が所有している車になっております。こちらの車検証、任意保険証

については、事務局で全て確認してございます。 

 続きまして、5番の運転者。運転協力員が6名。Ｇの運転就任承諾書兼就任予定運転者名簿にご

ざいますが、上井草園で3名、サンフレンズ善福寺で3名と、3名ずつになっております。運転免

許証の種類は、全員が一種免許です。こちらも、事務局で免許証の写しについて確認させていた
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だいております。交通事故その他の交通違反というのはございません。 

 6番の損害賠償措置。こちらはＦの一覧で確認できますけれども、自動車登録簿で、5台全部、

対人、対物ともに無制限の保険がかかっております。 

 7番で、運送の対価。こちらも前回の3年前の協議と変わっておりません。資料Ｈでサンフレン

ズの料金比較表がついております。こちらの一番左、改正後の料金は3年前のままになっていま

すので、こちらは現行の料金になっています。最初の2キロまでが360円、以降、288メートルご

とに45円を加算するということで、全部の車にメーター表がついております。 

 8番の運行管理体制。運行管理の責任者承諾書がＩで確認できます。こちらも両面になってお

ります。Ｊの運行管理の体制等を記載した書類も両面になっています。こちらで、Ｋの運行規定

がついています。法令遵守は、Ｌで宣誓しています。その他、収支状況につきましてはＭ。平成

24年度の決算書、25年度の予算書がついております。最後に、Ｎの活動実績報告書で活動実績を

報告してあります。 

 車両の表示につきましては、今までと変わりなく自動車の両側面に運転者の名称、有償運送の

車両であるという文字、登録番号を記載した標章を見やすいように表示することになっておりま

す。自動車内につきましても、運転者の写真を張りつけた運転免許証、あと、料金に関する事項

を旅客に見やすいように自動車内に掲示しています。登録証の写しは自動車内に常備しています。 

 以上で団体要件確認表の説明を終わります。 

○会長 ありがとうございました。 

 団体から何か補足で説明が必要なことがあったらお願いします。 

○サンフレンズ 運転手は現在6名で名簿を出させていただきましたが、新年度になりましたら、

2名ほど追加する見込みではおります。 

 以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 ただいま説明がございました社会福祉法人サンフレンズの更新について、何かご意見、ご質問

がある方はお願いします。 

○委員 事務局から今ご説明があったかと思うんですけども、ＨとＫの資料、改正後という話で

すけども、今回、更新だと思いますので、表現がどうなのか。今後、消費増税も考えられるので、

変更されるのかわかりませんが、変更されるのであれば混同しやすいと思うので、この表現でい

いのかをお伺いしたいんですけど、いかがでしょうか。 

○会長 どうぞ。 

○事務局 こちらは現行料金の間違いということで、提出書類は現行料金と訂正して出していた

だくようにお願いします。 

○会長 よろしいですか。 

○委員 消費税が上がった場合というのは、再度4月の段階で協議がなされるんでしょうか。 

○サンフレンズ 私どもは介護保険事業が主たるところでやっておりまして、この移送サービス

についての消費税の転嫁は、現時点で検討されていないところでございます。ですので、提出等

の期限に間に合わなければ、消費税については転嫁しない形で行うことになっていくと思ってお

ります。 

 以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 ほかに何か、ご質問、ご意見はございますか。 

 お願いします。 

○委員 身体状況等のＤのところですけれども、ショートステイとか施設入所の方が会員という

ことなので、例えば、ショートステイだったら、利用はご自宅から園までという、そういうこと

を考えればよろしでしょうか。 

○サンフレンズ はい。ご自宅から園のほうは、介護保険の中でのサービスの移送部分に当たる

ので、それは対象外で、ショートに入所中にどうしてもご都合で病院に行かれる場合等が想定さ

れると理解しております。 

○委員 ありがとうございます。 
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○会長 よろしいですか。ほかにはいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○委員 このＨの料金で、相乗りとかそういうのは前にあったような気がするんですけれども、

それはここに載っていないですが、相乗りもありますよね。 

○サンフレンズ 実績では生じていません。極力そういうことはないようにやっていると聞いて

おります。 

○委員 わかりました。実績ではない。ほかの団体では、たしか相乗りが実際にもあったケース

がありますよね。相乗りはないようにやっていく、でいいですけど、相乗りしたほうが便利です

よね、同じ方向だったら。そういうのも載せておいたほうがいいのではないですか。今はないけ

れども、いずれ出てくると思うんですが。 

○会長 わかりました。 

 私も、個々の団体の相乗りについて忘れてしまったんですけれども、以前、サンフレンズの相

乗りについては協議はしたんでしたでしょうか。 

○事務局 サンフレンズについては、相乗りの協議はしていないです。 

○会長 わかりました。 

○事務局 実際どういった事例かというと、施設に入っていらっしゃる方が、施設で決められた

以外の病院に行くことが多いため、相乗りの可能性が余りないと伺っています。設定もされてい

ないです。 

○会長 相乗りはないということでよろしいですか。 

○事務局 そうですね。 

○会長 はい、わかりました。 

○委員 失礼しました。私もほかの団体と勘違いしていたのかもしれません。送迎については介

護保険の中でやっているから、朝、迎えに何人か行くときには、介護保険の中でやっているとい

うことですね。 

○サンフレンズ はい。ショートの送迎は、今のとおり介護保険サービスなので、このサービス

には全く入れておりません。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。お願いします。 

○委員 更新登録のことに直接ではないんですけど、上井草園が11人で善福寺のほうが29人、規

模的には善福寺のほうが小規模で上井草園のほうが大きいと思います。この人数ですと想定した

ものと違っているので、園の違い、利用の実態の違い、そういったものがおありになりますか。 

○サンフレンズ はい。この点は、上井草園とサンフレンズの施設の運営理念の違いが反映され

ているところです。サンフレンズ善福寺が全室個室で、個別援助を重視しようという強い考え方

で行いましたので、入居者には移送サービスを使えますというご説明もして、大半の方に登録し

ていただいていております。 

○会長 わかりました。今の説明でよろしいでしょうか。 

○委員 はい。 

○会長 ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、料金等も変更なしということですので、社会福祉法人サンフレンズの

更新については、協議が調ったということにさせていただきたいと思います。よろしいでしょう

か。 

（ 了承 ） 

○会長 ありがとうございました。 

○サンフレンズ ありがとうございました。 

（ サンフレンズ関係者、傍聴席へ移動 ） 

○会長 引き続きまして、福祉送迎サービス・杉並の更新登録の協議に移らせていただきます。

団体の方――協議中はそちらのほうに移っていただくということで、よろしくお願いします。事

務局から説明をお願いします。 
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○事務局 福祉送迎サービス・杉並の更新登録協議資料に基づきまして、団体要件の確認をさせ

ていただきます。 

 最初に5の運転者の運転協力員数を18人から19人に訂正をお願いします。その中で、普通二種

免許の所持者も3人に訂正をお願いいたします。名簿は、今お配りしています。 

 それでは説明させていただきます。1番の運送主体は特定非営利活動法人福祉送迎サービス・

杉並。所在地は杉並区清水3-27-2、代表者は長谷川信儀です。資料Ａの自家用有償旅客運送の変

更、更新登録の申請に書いてございます。こちらもＢ定款、Ｃ履歴事項全部証明書をつけてござ

います。 

 運送の対象は現在、登録会員191名です。その中で、区外の方が1名いらっしゃいます。資料は、

Ｄの身体状況、態様ごとの会員数をごらんください。身体障害の方が96名、要支援認定者が18名、

要介護認定者が65名、知的障害の方が12名いらっしゃいまして、全部で191名です。Ｅの福祉送

迎サービス・杉並の利用会員登録証という様式を使って登録をしております。年会費は1,200円

になっております。 

 使用車両は福祉車両が6台、セダン型車両が6台。福祉車両のうち3台は法人の所有車両で、3台

は提供車両になっております。セダン型6台は全て提供車両になっております。こちらもＦの自

動車登録簿でご確認いただきたいと思います。車検証と任意保険証は事務局で全て確認してござ

います。 

 5番の運転者、運転協力員数は19名です。そのうち第二種免許所持者が3名になります。こちら

は、差しかえさせていただいた、Ｇの名簿で確認をお願いいたします。こちらも交通事故その他

違反の報告はございません。 

 6番の損害賠償は、12台全部、無制限の対人と対物の保険がついてございます。 

 7番、運送の対価は変更の申請は出ておりません。車両が走行した距離の2キロまでは350円、

以降、1キロまでごとに150円を加算するということになっております。その他、送迎料金として

300円を加算、乗降介助料が1回200円を加算。軽介助料については、15分までごとに250円を加算

するということで、Ｈに料金表と早見表がついてございます。 

 運行管理体制は、資料Ｉ、運行管理の責任者で、理事長ご自身が責任者になっております。Ｊ

管理体制です。管理体制もこちらでご確認いただきたいと思います。Ｋに車両運行の規定、福祉

送迎サービスの車両運行の規定がついてございます。 

 そして、9番の法令遵守はＬで宣誓しております。 

 その他、Ｍで24年度の決算書、予算書が1枚になっております。実績と予算ということで1枚に

なっております。それから、最後にＮ、活動実績、22年度から24年度までで載せてございます。

車両の表示と自動車内の表示につきましては、先ほどのサンフレンズと同じように守られてござ

います。 

 以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 団体から何か補足して説明することがありましたら、お願いいたします。 

○福祉送迎サービス・杉並 よろしくお願いいたします。 

○会長 はい。 

 そうしましたら、今ご説明がありました福祉送迎サービス・杉並の更新登録について、ご質問、

ご意見等がございましたら伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

 お願いします。 

○委員 Ｈの料金表のほうで、複数乗車についての規定がございますけども、複数乗車はこうい

う形で協議を受けていらっしゃったんですか。 

○福祉送迎サービス・杉並 ええ。いただいております、こちらで。 

○委員 その資料を確認したところ、過去に資料がなかったのですが、一応協議されているとい

うことですか。 

○福祉送迎サービス・杉並 何年か前、こちらで協議していただいています。そのとき、たしか

東京運輸支局の方もご出席いただいていたと記憶しております。 

○委員 前回の申請書の中に複数乗車の記載がなかったので、今回新たに設定するのかと思った
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のですが、こちらの確認ミスかもしれません。もう協議いただいているということで、間違いな

いですね。 

○福祉送迎サービス・杉並 書類のほうをもう一度確認してみます。 

○会長 お願いします。 

○委員 先ほども出ていましたけども、料金表、同じくＨですけども、4月からの消費増税の分

は、今後、一応どうされますか。 

○福祉送迎サービス・杉並 消費税の課税対象になるのが、年間売り上げが1,000万円以上の会

社が対象で、私どもは今年度1,000万円を超える見込みです。そうしますと、平成27年度から消

費税を納めるということになります。その時点で消費税分の増額を申請しようと考えている段階

でございます。ですから、現時点では具体的にどうするというのは持っておりません。 

○委員 よくわかりました。ただ、消費税を転嫁しなかったら、当然、この料金表で出ている限

りは、その利用者の人、会員さんからはこの金額しかもらえないわけですから。 

○福祉送迎サービス・杉並 ええ、おっしゃられるとおりですね。 

○委員 あとはもう、自分のところの負担ということになりますよね。結局それで続けられるの

かどうか、そういうのも問題になってくる。私なんかはタクシー業界ですから、当然4月から転

嫁された料金で、恐らく公定幅運賃になると思います。だから、消費税分を内包したままでやる

と、どうしても無理が出てくると思います。 

○福祉送迎サービス・杉並 ありがとうございます。 

○委員 余計なおせっかいかもしれませんけど、その辺をね。 

○福祉送迎サービス・杉並 いや、その点については、27年度4月から値上げをするという方向

で進めたいと思います。ありがとうございます。 

○委員 わかりました。 

○会長 私も久しぶりで忘れてしまったんですけど、消費税の改定分は、自動的ではなく、改定

ですか。 

○委員 福祉有償運送の対価を変える場合は協議が必要となっていますので、消費税分を転嫁し

ようとする場合も協議が必要と考えております。どういう形で上げるかというのは協議して、協

議が調えば実施可能ということになっています。 

○会長 わかりました。 

 この福祉送迎サービス・杉並の更新登録の申請はいつですか。 

○福祉送迎サービス・杉並 29年3月16日が次回の更新日です。今回更新いただいたという前提

ですけれども。3年後の更新ですから。 

○会長 なるほど。今回は3月15日までに済ませないといけないということですね。 

○福祉送迎サービス・杉並 はい。27年4月から消費税を上げたいので、それをベースに運営協

議会に諮っていただきたいと考えております。 

○会長 わかりました。 

○委員 それでしたら、1年間は自分のところで負担するという感じですね。 

○福祉送迎サービス・杉並 いや、そうではなくて、まだ払わなくていいのです。今年度やっと

1,000万円になるものですから。 

○委員 今までは免税事業者でしたね。なるほど。 

○福祉送迎サービス・杉並 来年度も払わなくてよろしいし、再来年度の4月から課税業者にな

ります。 

○委員 なるほど。わかりました。 

○会長 ありがとうございました。 

 ほかに何か質問、ご意見はございますか。お願いします。 

○委員 事務局から教えていただきたいんですけど、料金表の「利用可能な杉並区発行の券」と

いうところで子育て応援券とありますけども、これは、どういう考えなんでしょうか。 

○会長 わかりますか。 

○事務局 子育て応援券は特別に認められた業者が登録できるもので、福祉送迎サービス・杉並

は早くから申請を出しています。 
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○福祉送迎サービス・杉並 子育て応援券を担当している部署に申請を出して、承認をいただい

て、初年度からたしか子育て応援券の利用事業者です。 

障害のあるお子さんで、基本的には就学前のお子さんが対象でご利用いただいている制度です。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 よろしいでしょうか。 

 ほかに何かございますか。お願いします。 

○委員 軽介助料金15分ごと250円とありますが、これは具体的にどのような介助でしょうか。 

○福祉送迎サービス・杉並 例えば透析の病院までお送りして、受付からベッドまで15分間、車

椅子を押した場合250円いただくということです。 

あるいは、家の中から出るのが大変ということでしたら、玄関から、転倒しないように支えな

がら車に乗るようにするということです。 

○委員 透析が終わった後、シーツを整えるのは介助の中に入りますか。 

○福祉送迎サービス・杉並 それは透析の病院のベッドの話ですか。 

○委員 そうです。 

○福祉送迎サービス・杉並 伸ばすとかという程度であればお手伝いはできます。 

○委員 それが時間の中であればということですね。ありがとうございます。 

○福祉送迎サービス・杉並 はい。私どもは、大体15分のそういった軽介助で料金をいただいて

います。病院へ通院の場合に付き添ってほしいというときは、その病院内でかかった時間の料金

をいただくということでやっております。 

○委員 ありがとうございます。 

○委員 軽介助料金は、以前30分500円ぐらいだったのを、15分250円に短く区切ったのでしたよ

ね。10分、15分で済む場合も30分でもらうのは多い、ということで15分になったのだったと思う

のですが、そういうことでしたよね。 

○福祉送迎サービス・杉並 はい。 

○委員 それと全く違うのですけれども、5番の、運転者の方が19人もいらっしゃるのは多いで

すよね。それで、新規の方は3年間の運転記録証明書の履歴を確認している。余り事故が多いと

か違反が多いのはとりませんよということだと思います。この19人いると事故や違反、苦情があ

ると思うのですが、入ってからの対策はしていますか。 

○福祉送迎サービス・杉並 入ってからは、まず、2週間ぐらい、私が同行することになってい

ます。無理のない運転をするとか、この方はどういうルートで走るとか、運行のチェックをしま

す。ルートマップを用意して行います。その後も、まだ定型的ではないですが、時々同乗して、

問題ないか確認をしています。 

 それから、頻度が少ないというふうにおっしゃられるかもしれませんけど、一応3カ月に一遍、

年間4回ほど、安全運転の勉強会を、外部講師を呼んで実施して、安全運転の励行を心がけるよ

うしています。 

 それから、あともう一点、一応、この運転協力員の中でもやっぱり70歳以上の方については、

この過去3年間の事故や違反がないことの証明書をとるようしています。 

○委員 参考のためにお聞きしたいんですけども、運転手に不適格な方がいた場合、やめてもら

った方がいたのかどうか教えてください。 

○福祉送迎サービス・杉並 ええ。今まで2人ほどやめていただきました。この福祉有償運送に

はふさわしくない方ということで、万が一のことがあると手おくれになりますもので、おやめい

ただきました。 

○委員 ありがとうございました。 

○委員 資料Ｎですけども、一番下、苦情件数が24年度で初めて3件と入っているんですけど、

この内容を教えていただけませんか。 

○福祉送迎サービス・杉並 このうちの2件は同じ利用者さんで、自宅からリハビリ施設までの

ルートを、つくった地図のとおり走ってくれということで、そのルートを運転協力員に説明して

一緒に走ったんですが、たまたま違うルートを走ってしまったことの苦情が1件。それから、私

どもはできるだけお約束の時間の5分前ぐらいに到着するようにしていますが、5分ぐらいおくれ
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てきたということで苦情が来ました。 

 それから、あともう1件の方は、土曜日の朝、これから病院へ行きたいと予約が入ったんです

が、たまたまあいている車がなかったのでお断りしたところ、その家族から、会員登録している

のにどうして対応してくれないんだと苦情がありました。こちらからも、原則的には3日前ぐら

いにご予約いただきたいというふうにはお願いは一応していますけれども、そういうことがあり

ました。 

 この3件の方は、その後も継続的にご利用いただいております。もちろん、先ほどの利用者の

運転協力員はほかの人にしました。 

○委員 苦情が団体のほうへ入ったとき団体は事務局に報告していますか。 

○事務局 はい。 

○委員 報告を受けたらどう対処されていますか。 

○事務局 報告内容を保管しています。 

○委員 運輸支局には苦情に関して義務はないんでしょうか。 

○委員 苦情の扱いは、まずは、その団体が、苦情を申し立てた方に対して懇切丁寧に対応する

という義務を課しています。それについての対応方法を記録しておくという義務はございます。

内容を協議会に報告する必要はないです。もし、特に大きな話題になるようなものがあれば、協

議会の中で周知をすることはあります。 

○委員 大きな案件であればですね。 

○委員 社会的に大きな話であれば、その内容を共有することになると思います。 

○委員 すみません。以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 ほかに、ご質問、ご意見はございますか。 

 ないようでしたら、特定非営利活動法人福祉送迎サービス・杉並の更新登録について、協議が

調ったということにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 ありがとうございました。 

○福祉送迎サービス・杉並 どうもありがとうございます。 

 

○会長 続きまして、更新登録の最後になります。特定非営利活動法人杉並移送サービスに移ら

せていただきます。 

（ 杉並移送サービス関係者、オブザーバー席へ移動 ） 

○会長 よろしくお願いします。 

 そうしましたら、用意していただきました資料に沿って、事務局からご説明をお願いします。 

○事務局 杉並移送サービスの更新登録の協議資料をごらんください。団体要件確認表の説明を

させていただきます。 

 1番の運送主体は、特定非営利活動法人杉並移送サービス。所在地は杉並区阿佐谷南2-22-17。

代表者は理事長、若宮恒憲。添付資料Ａに住所、名前、登録番号を記載してございます。Ｂに定

款、Ｃで履歴事項全部証明をつけています。 

 2番の運送の対象、登録会員が25年12月現在で220名です。そのうち区外の方が13名。中野区の

方です。Ｄの参考様式で、身体状況、態様ごとの会員数が書いてございます。こちらは、身体障

害の方が55名、要支援認定者が25名、要介護認定者が140名ですね。総合計は右下、ちょっと薄

くなっていますけど、220名です。 

 運送の形態は、Ａの運送の区域に載っていますが、発着のいずれかを杉並区とするということ

です。区外の方も杉並の病院に通っていらっしゃいます。 

 そして、使用車両は、福祉車両が9台、セダン型車両が12台です。福祉車両のうち6台は法人が

所有しておりまして、3台は提供車両です。セダン型12台は全て提供車両で、Ｆの自動車登録簿

でご確認をお願いいたします。 

 それから、運転者ですけれども、運転協力員数は12人。そのうち、2名が二種免許をお持ちに

なっております。Ｇの運転者名簿をご確認いただければと思います。 
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 損害賠償措置はＦの自動車登録簿にございますが、対人は無制限が12台。対物は、10台が無制

限、1台が1,000万円で、1台が500万円。 

 それから、運送の対価は後ほど団体のほうから詳しく説明していただきますが、今回、運送の

対価の料金体系そのものを見直したいということです。車両が走行した距離が2キロまでは350円、

1キロごとまでに150円加算、送迎料金300円、これらは変わりません。乗降介助料が今まで200円

だったものを250円に変えたいということです。軽介助料は15分ごとに250円ですけれども、最初

の15分までは無料とするといった申請が出ております。こちらは後ほど協議のほうをお願いした

いと思います。 

 8番の運行管理体制。Ｉの責任者承諾書、責任者は若宮さんになっております。それと、Ｊの

管理体制ですね。管理体制もこちらのとおりです。Ｋ車両運行の規定。法令遵守は、Ｌの宣誓書

での宣誓になります。 

 その他としまして、Ｍ、24年度の収支決算書と25年度の会計の予算書がついてございます。活

動実績は、最後のページ、Ｎで示してございますが、22年度から24年度の活動実績が載ってござ

います。車両の表示、自動車内の掲示については、今までの団体と同じになってございます。 

 以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 そうしましたら、運送の対価について団体から補足説明をお願いします。 

○杉並移送サービス 杉並移送サービス、若宮でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、きょうの更新の大きな改正点が、料金の改正です。 

 私どもＮＰＯ法人の立ち上げ時に、ＮＰＯは非課税事業であると解釈をしておりました。 

 ところが、私どもの22年度の売上高が1,000万円を超した段階で、税務署のほうに改めて確認

に参りましたところ、東京都庁に第二種社会福祉事業の届け出が必要と指摘を受けました。第一

種は行政及び社会福祉法人が運営する施設で、第二種は個人経営の、主に居宅サービス事業者が

該当します。誰でも届け出をすれば第二種福祉事業は開始できるということでした。 

 東京都庁へ提出したところ、都庁から杉並区の許可をとっているかという質問があり、区役所

に相談しましたが、我々の事業には該当しないということでした。いわゆる福祉有償運送につい

ては、消費税課税事業だということです。 

 サンフレンズさんは社会福祉法人ですから、恐らく第一種福祉事業になりますので、非課税に

なると思いますので、現状、福祉有償運送事業というのは、消費税課税対象事業と非課税対象事

業と二つあるということがわかりました。 

 これはどうにも変えられないものです。24年度の値上げは実際にはできなかったので、利益の

中からそれは全部吐き出しました。 

 本年4月には既に消費税が8％に上がるということが、決定されておりまして、さらなる3％の

値上げをした場合、経営が危ぶまれるため、この時点で料金改定をせざるを得ません。消費税が

3％上がる分をお客様に請求することが一番簡単かもしれませんが、私どもは利用料金の抜本的

な改革をしたいという結論に達しました。 

 それが、中にも入っております料金改定申請です。最近のお客様には、介助を希望される方が

非常に多いのですが、15分間の介助をしますと、250円という金額がかかってしまいます。850円

の運行の対価に250円を足してしまいますと、1,100円という料金になってしまい、250円が非常

に障壁となっているということがわかってきました。 

 介助をつけたいけど、やはりこの250円がどうしても出せないという要望が多数ありました。 

 そこで、私どもの案は、乗降介助料、これを現状200円頂戴していますが、これを250円に上げ

る代わりに、初期15分の介助を無料にするというものです。 

 その下に、料金改定により期待される効果というのがございます。全く介助をされない方につ

きましては、2キロまでの計算で申し上げますけども、今まで850円頂戴していました。850円頂

戴していたところが900円になるということは、単純に計算すると50円の値上がり、5.88％。こ

れは便乗じゃないかというような理解も当然あるかもしれません。でも、私どもの理解としては、

介助が必要とされるのであれば、そのまま900円で介助を15分間つけましょうということですか

ら、実質では200円の値下げになるということですね。 
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 介助は全く要らないという方は、杉並区内のほかのＮＰＯ団体に登録して、そのまま850円で

やる方もいらっしゃいますでしょう。 

 一方、今は本当に困っているけども、家族が一緒に行って何とかやっているというような方も

いっぱいいらっしゃいますので、そういう方がどのくらい助かるか。それはあくまでもやってみ

なくちゃわからないという面はございますけども、現に多数の方がこのサービスは使っていただ

けるのではないのかなというふうに思います。あえてこの乗降介助料を250円にすることによっ

て、初期の15分の軽介助料を無料にして、利用者様側の立場に立って、こういう料金の運行の対

価の改定をさせていただきたい。その次のページに料金のシミュレーションを出してございます。 

 8キロを超えていくと、3％を下回る値上げ率になっていくので、介助なしでも、8キロ以上お

乗りになる方については、逆に3％以内の値下げになってくるというのが現状でございます。 

 それから、逆に介助を今までおつけになっていたお客様につきましては、これは値下げになり

ます。要するに、今までは850円2キロで、250円の軽介助料を、1,100円いただいていたところが

900円になるということで、200円のマイナスになりますので、これは値下げ率で言うと18.2％の

値下げという形になってまいります。 

 私どもの全体の売上高の上昇率としては、24年の実績をベースにすると、71万5,150円がプラ

スになりますが、今まで介助で要していた費用が27万5,000円減額となり、実際の売り上げは

44万150円。これは、値上げ率が2.22％となり、消費税値上げの3％を切る値上げ率になります。 

 私どもＮＰＯ法人の仕事というのは、介助を必要とされる方々に対する福祉有償運送ではない

のかなというふうに考えたんです。本当に介助を必要とされない方については、タクシーもござ

いますし、その他の機関もございますということで、そんな考えに立ちまして、何とかこの、お

客様にとって一つでも有利な方法での料金改定という形で今回の申請に至ったわけでございます。

もちろんこのまま通るとは思っておりませんし、この中の協議でいろんなことを協議していただ

きたい。こんなことをやったほうがいいんじゃないかというご提案等もいただきたいと思ってお

りますので、ご協議のほど、よろしくお願いいたします。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 今の料金の説明をちょっと整理しますと、当初、消費税を支払わないでいいのではないかと思

っていたところ、実は払わなくちゃいけないということにあり、本来であれば4月から8％を転嫁

せざるを得ないところを、今までたまたま気づいていなかったということもあり、5％を企業努

力してきたという実績があるので、今回の3％の分についてどう対応するか検討した結果、単純

に料金に上乗せということではなくて、より利用者の意向に沿った料金体系に変更すると。その

中身としては、乗降介助を50円上げるかわりに、軽介助の最初の15分ぶんを無料にすると。そう

いうことでよろしいですか。 

 ということで、ご説明いただきました特定非営利活動法人杉並移送サービスの今の更新登録の

ご説明について、ご質問、ご意見、協議が必要なことがございましたら、出していただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○委員 説明をお聞きしまして、内容的にはいろいろ考えられて、自分の団体にもマイナスがな

いようにということだと思うんですけど、ちょっと理路整然としない。軽介助については全員か

らもらう、必要ない人からも――透析は自分で歩ける人もいるし、必要ない方がいるはずなんで

すね。そういう方も50円上がる。薄く満遍なく取るということですが、福祉送迎サービスのよう

に、軽介助は15分250円もらって利用者に応分の負担をしてもらえばいいかと思います。そうす

れば、必要ない方にもらわなくて済む。 

 それから、消費税が3％上がるということは、我々も今710円が730円になるんですね。ですか

ら、350円というのが多分370円とかそこまでもらえることになるわけですから、10円とか20円の

消費税分をもらえるはずなので、そういう分け方をしたほうが非常にわかりやすい。同じ区内で

違うカウントの仕方があるよりも、福祉送迎に倣ったほうが良いと思うんですが。 

 私が言っていることは、多分マイナスになることではないと思います。総合的に見たら答えは

同じか、あるいは、もしかしたらプラスになるんじゃないかと思います。ですので、できたら合

わせたほうが理路整然としているんじゃないかなというふうに思うんですが。 

 今の説明を利用者にするのは非常に難しいと思うんですよね。必要ない人に負担してもらうよ
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りも、きちっとその応分の負担でいいんじゃないかなと。4月から、次の団体では上げようとい

うところがあるようですから。いかがでしょうか。 

○会長 はい。 

 いかがでしょうか。 

○杉並移送サービス そういう考え方ももちろんあると思いますけども、介助の必要のない方に

ついては、私どもを使う必要はございませんよね。 

○委員 その方がいずれ介助が必要になったときや、透析をやっていたけども車椅子になること

もあるでしょうし、ＮＰＯの組織をそれなりにキープしていかなきゃいけないんでしょうし、そ

んな冷たく言っちゃいけないんじゃないですか。うちはもう要りませんと…… 

○杉並移送サービス これは、お客様が選ぶことであって、例えば今回――協議が整ったとする

と、850円の会社、875円の会社、それから900円の会社、それぞれ、ただサービスが違う。お客

様の選択肢がふえてくる。私はやっぱり介助が要るから杉並移送サービスがいい。いや、私は介

助なんか要らないから、値段が安い850円のところにする。そういう選択肢もやはりお客様の一

つの権利じゃないかなというふうに私は考えました。何も全ＮＰＯが一律でやっていく必要性は

ないかなと思っているんですね。 

○委員 そうですかね。使い勝手とか、乗務員さんになれているとかがあるので、利用者に選択

権があるといっても、半ばないような。この日にちはいっぱいだとか、そういうときの選択権は

あっていいと思うんですね。ただ、最初からいろんなメニューがあって、あんたはどっちを選ぶ

のよというのは趣旨からして、ちょっと違うんじゃないかなと。どちらの方にも同じように公平

にサービスを提供してあげてほしいと思います。料金で違和感があるなら、どうぞよそへ行って

くださいというのは、ちょっと言い過ぎじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○会長 団体さんだけじゃなくて、ほかの委員の方。 

○委員 先ほど答弁されていましたけども、この料金改定申請の裏面の24年度実績の中で、軽介

助実施回数の1,100回というのが載っていますよね。売上高が1,984万何がし。このうち運行回数

で言うと、1万4,303回。これから軽介助を実際実施した回数は1,100回。あとは全部軽介助が入

っていないという理解でいいんですか。 

○杉並移送サービス はい。 

○委員 でしたら、この売上高のほとんどはその軽介助以外で上げた1,900万円ということにな

りますよね。ここから軽介助の分はまた別に置いておいても。 

○杉並移送サービス いや、乗降介助それから迎車料、これは運行代から引かれます。 

○委員 私、3年前のときには、もちろんここの委員ではなかったのでお聞きしたいんですけど、

この今回の運賃改定を見ると、今、現行で2キロで850円ですよね。 

○杉並移送サービス はい。 

○委員 それを900円にしようということですけど、2キロで850円。これは運送の部分で。 

○杉並移送サービス 運送の対価は350円です。 

○委員 それで、いろんなものが乗って850円。 

○杉並移送サービス はい。迎車料300円、乗降介助200円です。 

○委員 ああ。もう最初からそれが乗っているということなんですね。 

○杉並移送サービス はい。 

○委員 わかりました。それで理解できました。 

 それと、教えていただきたいのは、この運送の対価、活動実績という表がありましたよね。こ

の中で、介助必要の方が多いのか、やっぱり無介助、要は介助が要らないという方が多いのか、

その内訳をちょっと、できれば教えてほしいんです。 

○杉並移送サービス はい。これはちょっとお出ししていないんですが、私どもの前年度の11月

実績をもとにして試算したものがございますが、介助されない方のほうがやはり圧倒的に多いで

すね。ところが、その中に、先ほど申し上げましたように、潜在的なお客様が本当に多くいらっ

しゃる。使いたいんだけども250円で使えないとおっしゃるお客様が非常に多いというところで

ございます。実際には、比率としては圧倒的に介助を使わない方のほうが多いです。 

○委員 それでしたら、先ほどちょっとやりとりされていましたけども、杉並でもほかにもＮＰ
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Ｏ団体があることですし、最初から、それを前面にうたったらどうでしょう。会員の登録へ行く

際は、代表が行かれると言われていましたよね。 

○杉並移送サービス はい。 

○委員 宣伝をいろんな形でやっているのかもしれませんけど、最初からそういう誤解を生むん

でしたら、うちは要介助の方のみ対象にしています。申しわけないけど介助を必要とされない方

は、ほかにも事業者さんを紹介するほうがわかりやすいと思います。 

 でないと、先ほど言われたように、やっぱり2キロまでで圧倒的な値上げになるわけですから。

我々タクシー業界も、今度の3％を上げるのでも、かなりの抵抗が自分らにもあるわけですよ。

だから、利用者の介護サービスを受けられる方はなおさらそうじゃないかなと思います。今の説

明を利用者一人一人に説明できるかというたら、なかなか難しいと思いますし、理解もなかなか

されないと思うので、その辺りを考えられたらいかがかなと思います。 

○会長 ありがとうございました。 

 ほかの委員の方はいかがでしょうか。 

○委員 この裏面の申請というのは、裏面に運行回数と軽介助の24年度実績が出ていますが、

1万4,303回のうち、軽介助料金として実施したのが1,100回と。そうすると、それ以外は軽介助

ではなかった。 

○杉並移送サービス ついていません。現状ではついていません。 

○委員 ついていないということですね、現状では。先ほどの、潜在というのはおありになると

しても、現状ではついていないということですね。 

○杉並移送サービス ついていません。 

 それと、もう一つに私どもが考えましたのは――よろしいですか。 

○会長 はい。 

○杉並移送サービス あと、距離で言いますと、8キロを境に値上げ率は消費税の3％を下回って

くるんですね。ということで、私どもの試算では、それと、介助をつける方を含めますと、全体

の4割の方がそういう比率になります。逆に6割の方が、今、現状では3％以上の値上げ。 

○委員 いいですか。8キロというのは、ここから新宿より、もっと中です。多分、透析だとか

非常に近くに病院へ行かれるということで、8キロという想定は非常に少ないはずですね。たま

にロングはあるかもしれませんが、大体が二、三キロ、千円ぐらいの範囲内だと思うんですね。

多分、数的には少ないと思います。 

 それと、私が何回も言っているように、全員に欲しくないサービスまでつけて値上げをしてし

まうよりも、必要な人にはこれをつけますという方が良いのではないですか。税が上がるんだか

らこれはもらいますよというのは、財源的には変わりはないと思います。非常にその説明が複雑

だし、不透明ですよね、利用者からしてみると。で、嫌ならどこかほかの団体へ行ってください、

あなたとは合わない、うちのルールとは、というのはちょっと…… 

○杉並移送サービス いや、そこまでは…… 

○委員 ちょっと私の言い過ぎかもしれませんが、そう聞こえます。そういうふうに先ほども、

おっしゃっていました。うちのルールじゃないんなら、ほかの団体へ行ってくださいと。こうい

う事業をやる方が、そういう言い方をするのはちょっとまずいんじゃないんですかというお話な

んですね。 

 最終財源は変わりないと思いますよ。それが欲しい方からもらえばいいじゃないですか。15分

の250円というのを。今までもらっていないんだと言うんだから、もらってくださいよ。でも、

必要ない方にまで、何でそれをもらうんですか。たかが50円じゃないかと言いますけども、その

方に50円をもらわなきゃいけないのですか。それから、8キロは3％以内じゃないかというのは、

8キロなんて、100回のうち何回あるんですかとお聞きしたいですね。 

○杉並移送サービス はい。じゃあ、お答えします。 

 まず、私どもの1回当たりの走行記録がございますが、5キロでございます。5キロというのは

1,300円、ここが私どもの総距離から総回数を割った距離でございます、現在。 

 それと、サービスを必要としないとおっしゃいますけども、実は使いたいんだけども250円で

高くて使えないという方が僕は圧倒的に多いと思っています。この1年間で100件ぐらい行ってい
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ますが、その中で非常に多いんです。250円だったらこんなサービス使わないという方が非常に

多いんです。それで、私はどうしても最初の15分で上げるようなサービスをしながら、ただ、そ

の分はどこかにしわ寄せは行くだろうというのは感じております。 

 それと、こういう言い方はまた委員から怒られるかもしれませんけども、本当に介助の必要じ

ゃない方っていらっしゃいますよね。そういう方はタクシーも、正直な話、お使いになれるわけ

ですよね。我々ＮＰＯ、福祉有償運送の責務というのは、基本的には車椅子にお乗りになってい

る方とか、本当に介助の必要な方、そういう方々に重きを置いたサービスをしていくのが我々の

仕事ではないのかなと思います。 

 ですから、この250円、要らないもので50円もという考え方とちょっと違うんですね。本当は

つけたいんだけども250円は払えないというお客さんもいかにすくいたいかというところに私ど

もの趣旨があるということを、ご理解いただきたいと思います。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 消費税分をどういうふうに吸収するかは、それぞれに妥当だと思う方法でいいと思うんですけ

れども、今の料金体系と違うもので十分に吸収できるのかというご心配も、ほかの委員の方もお

持ちなのかなと思うんですね。試算どおりに行くのかなということですよね。 

 それから、私がちょっと心配なのは、説明はわかったんですけれども、やはり値上げの経緯と

いうよりも、乗降介助の中に軽介助も含まれたんですよというところが利用者の方に理解される

のかな、というのがちょっと心配です。乗降介助料、1回250円に、必ず軽介助料が含まれるんだ

とすると、乗降介助料というもの自体が必要ないんじゃないかという。必ず軽介助はつくけれど

も、最初の15分は無料ということですよね。そのほうがまだわかりやすいかなとは思うんですけ

れど、そこら辺はどうでしょうか。 

 ほかに何かご意見はございますか。 

○委員 もう一つちょっと質問させていただきたいんですけども、軽介助実施、現在されている

1,100回のうち、15分ではなくてそれ以上かかっているケースはどれぐらいあるんでしょうか。 

○杉並移送サービス ちょっと今手持ちで申しわけないんですけども、250円よりも圧倒的に多

いです、それは。250円で済んでいるケースのほうが非常に少ないケースです。 

○委員 少ない。 

 先ほどおっしゃっていただいたように、今まで使いたかったけども使えなかった方も、実際に

使ってみるとなると、やはり15分じゃおさまらないというケースが多々出てくるのではないのか

なと。ケース・バイ・ケースなのかもしれませんけども、いざ、やっぱり軽介助をするとなると、

それなりの時間がかかると思いますので、実際には250円ではなくて500円と、あるいはそれ以上

という形の部分になってくる状況ですよね。 

○杉並移送サービス 今まで例えば500円かかっていた方、これは30分の方ですね。その方は、

最初の15分はただになりますので、250円しかかからないと。ですから、例えば透析で行って、

15分でやろうとしたら30分かかっちゃった場合は、250円で済むという。 

○委員 そこはわかるんですけども、今まで使っていなかった方が、使って便利だったという評

価を受けるかもしれませんけども、実質やっぱり使ってみると15分じゃなかなかおさまらないケ

ースが多いという形であれば、やっぱりそれなりに出す費用としては増してしまっている。便利

だから使ってみようという形になるのかもしれませんけれども、それが継続するかしないのかと

か、気に入らなければまた違う形で取ればいいじゃないかと言われればそれまでなんですけども、

実質やっぱり、負担自体は、15分でおさまらないのであれば、50円ではなくて、もう少し負担が

上がるのかなというふうに思うんですけども。 

○会長 いかがでしょうか、ほかに。 

○委員 私たちがタクシーで、予約料は同じですよね、300円。710円と300円で、1,010円からス

タートして、仮に、車椅子の方が予約、あるいは拾ったとき、流しなんかでも、車椅子だからと

いって、何かプラスアルファのものはもらっていないんですね。車椅子をトランクに積んで、病

院に着いたら車椅子を出してあげて、お客さんを乗せてあげて、15分もかからないと思いますよ。

5分、10分かもしれません。でも、雨の中だとかそういう中で、乗務員はそれを運賃の中で全部

消化しているんですね。 
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 350円が約2分の1だとして、ＮＰＯの方たちは何を考えたかというと、今度は、じゃあ、介助

料を考えて、さっき委員がおっしゃったけど、2キロで850円も取るのという話です。我々で言う

2キロで710円。予約を入れると1,010円ですから、そんなに違いはないよねというところです。

もちろんそこから遠方へ行くとタクシーの運賃は倍、倍になっていくかもしれませんけど、基本

料だとか1,000円に近いお客さんなんかだと、タクシーとＮＰＯってそんな違いはない。 

 結局、我々はそこはやらなきゃいけないんです。お客さんが車椅子だから乗車拒否しちゃえと

か、逃げちゃえとか、そんなことはない。雨が降っていたって、車椅子をトランクに畳んであげ

て、病院に着いたら車椅子を出してあげて、できたら軒先のある玄関に着けて。駐車場とか遠い

ところじゃだめでしょうから。人がいい人は、また押していってあげますよ、玄関の屋根まで遠

いときがあれば、そうですよね。 

○委員 そうですね。 

○委員 乗務員さんは経験があると思います。そうやって、その方に介助しているけど、介助料

金なんてもらえない。今、もらう設定にはなっていないですよね。福祉車両は別なんですけれど

も、一般タクシーはそうなんですね。 

 そういう意味から言うと、非常にこれは説明しづらいようなところがある。財源が大変だから

って、そんな財源はちっとも変わりないと私は思うんですよ。一般の方から要らないサービスで

50円余分に取る場合と、必要な方から250円取る場合と。そういうルールにされたらいかがです

かと。 

○杉並移送サービス 我々の思いというのは、いかにすくってあげたいかというところが一番の

ポイントなんですよ。本当にその250円を払えない方、それは本当にいっぱいいらっしゃいます。

その方々をやっぱりいかにすくおうかというのが、今回の料金改定の背景にあるものだというこ

とだけはご理解いただきたいんですけども。 

○委員 わかりました。代表はこれがサービスだろうということでお考えになられたわけですけ

ど、ほかの委員の方はどう考えていらっしゃるか。客観的にそれがみんなに通じるのかなと。こ

こにいらっしゃる識者たちがそれはやっぱりちょっと違うんじゃないのということならば違うん

だろうし、みんながそうだよなということならば、私がちょっと言い過ぎているのかもしれませ

ん。議長、お願いいたします。 

○会長 はい。検討していただきたいんですけれども、一つは、見直してみましたところ、団体

要件確認表の運送の対価の書きぶりと料金改定申請の書きぶりで微妙にずれがあるんですね。ど

ういうことかと申しますと、団体要件確認表のほうは、「軽介助料は15分ごとに250円を加算。

ただし最初の15分までは無料」ということなんですけれども、料金改定申請のほうは、「乗降介

助料に15分以内の軽介助」、これ、「軽介助」ではなくて、正確には「15分以内の軽介助を含

む」だと思うんですね。で、これ、違うと思うんですね。というのは、最初15分が無料というの

は、あくまで軽介助を頼んだ場合のことで、改定申請のこの改定策のところで書いてあるものは、

頼まなくても頼んでも15分以内の介助料は入っていますよということになると思うんですね。そ

れは、料金体系上は全く違うことになって、もしその料金改定申請のほうであるということであ

れば、「乗降介助料には15分の軽介助を含む。ただし、15分を超えた分については別途軽介助料

を、15分ごとに250円を取る」ということだと思うんです。 

 というのは、利用者さんにそういう説明をしていただくことになるのかということなんですね。

今回からは乗降介助料の中に15分が含まれているから、今まで頼まなかった人もちょっとしたこ

とを頼んでくださいよという改定なんですというご説明をいただくのか、介助を頼んだ人に、最

初は無料なんだけどその後は250円になるんですよという説明にするのかということなんです。

乗降介助を250円に上げて、軽介助を最初無料というところの説明については、今、私がお聞き

したところがどうなのかというのも、まず確認させていただきたいなと思うんですけども。それ

はこの改定申請のほうで行くということですか。 

○杉並移送サービス そう。改定申請のほうですね。「乗降介助料に15分の軽介助を含む」。 

○会長 含まれていると。 

○杉並移送サービス ええ。 

○会長 今までの乗降介助料とまた別の概念、別の考え方ということでいいんですね。今までは
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乗降介助ですから、あくまで乗り降りのお手伝い。 

○杉並移送サービス はい。玄関で出ていただいて、車椅子をリフトに上げて、乗っけて。それ

から、降りるときも同じところまでという理解だったんですが、今回は、ご要望があれば、お部

屋の中まで行って、お連れする。車椅子にお乗せするとか、そこも含むし、例えば、病院の中へ

行って、受付まで。それをトータルしたものの15分を最初の乗降介助料に含めるという理解です。 

 それは、やはりお客様のご意向だと思うんですね。あくまでも、私、お伺いしていろんな話を

聞きます。お客様のご要望がよく見えてくるんですね。本当にやってほしいサービスはこういう

サービスなんだということを、よくお伺いできますので、その中でこのことは説明する。 

 それから、先ほどもございましたように、うちだけがそういう説明をしてはもちろんいけませ

ん。杉並区内で三つのＮＰＯがございまして、それぞれに料金形態というかこれが違うというこ

とは、明示は当然しなくちゃいけないです。それは、おでかけガイドという、杉並区で発行して

いる公式の冊子にも料金形態が全部明示されるということでございます。 

 それから、私どものリーフレットにも当然のことながらそれは書きますが、他社のことを言わ

なくちゃフェアじゃないというのは当然のことだと思います。私どもは50円高いけども、ここま

でのサービスはさせていただきます、という言い方にはなると思います。 

○会長 はい。そういうのであれば、乗降介助料は廃止して、軽介助料15分まで無料としちゃっ

てもいいということですよね。ただ、乗降介助をなくしちゃうと、また何かのときに動かしにく

いので、残しておいてもいいと思いますけども。 

○杉並移送サービス 今ちょっと私、言い方が悪かったんですかね。乗降介助料は残したい。残

したいというか、乗降介助料で250円。 

○会長 うーん。 

○委員 じゃあ、もう一つ聞かせてください。今、消費税のためという言葉が中にあったんだと

思いますが、4月以降は、350円という運賃の部分については、消費税が上がってもそれは上げな

いということなんですね。 

○杉並移送サービス はい。 

○委員 そうですか。わかりました。 

○会長 そうしましたら、この資料を見ての言葉のやりとりなので、大体趣旨は、皆さん、今回

のこの200円から250円に上げて、その中に15分ぐらいの、乗り降りだけじゃない部分もお手伝い

するよということを前提として、50円上げるということはご理解いただけたのかなと思います。

けれども、もし、それで協議が調ったという場合に、どういうふうに表示するのかとか説明する

かというのは、また別だとは思うんですが、とにかく今回の改定についてはそういう趣旨である

ということはご理解いただけたかなと思います。 

 それが実際8％の消費税を払う段階で試算どおりになるかというのは誰もわからないので、無

理でしょうと今ここで言うことは難しいとは思うんですが、まずは、きょうご説明いただいた料

金の距離制のところは、消費税が上がっても動かさず、全体を見直した結果、乗降介助料を、乗

降介助を充実させる形で250円に上げるというご提案だったかと思うんですけれども、その細か

い表現は別として、そういう趣旨でお認めいただけるのかどうかについて、ご意見をいただきた

いんです。それとも、もう一度ちょっと検討していただきたいとお考えか。 

○副会長 すみません、ちょっと私から発言なんですけども。 

 お気持ちというか、意気込みとかその辺は大変よく理解できるところなんですけれども、先ほ

ど委員からも、全体1万4,303回のうちの1,100回、今現状はそうで、先ほどから何回もご説明い

ただいていますけれども、潜在的には利用の希望があるんだということを再三おっしゃっていま

すけれども、その辺、きちんとした試算ができているのかどうかというところが、まず心配なと

ころです。 

 それで、上のこの5.8、上のほうは、利用しない場合は値上げになって、下のほうが値下げに

なるという、事実上、下がるということなので、先ほどから言われているように軽介助を利用す

る方がもし多ければ、値上げ率が下がるわけですから、経営的に大丈夫なのかなというのが、ま

ず素朴な疑問なんですね。 

 それで、ほかのところに行ってもいいよということになった、お選びいただくということにな
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っても、ほかのところで、そうやってもしも大量に移ってきた場合、その辺の受け皿というのが、

普通はタクシーだったら多少あるんでしょうけれども、ほかの3事業者にきちんとそれが、福祉

的なものとして受け皿があるのかどうかというところもちょっと心配なところもあるので、慎重

にこの辺は、引き続き協議していただいたほうが私はいいんじゃないかなというふうに思います。 

○会長 どうぞ。 

○委員 いいですか。これ、3年前の当初から、ここの団体についてはこの料金の示し方なんで

すか。私はわからないけど。どうなんでしょうか。今まであったように、2キロ350円とかそうい

う表示の仕方とかじゃなくて、申請の仕方じゃなくて、最初からもう乗降介助、迎車料金を含ん

でのこの850円というのは、最初からですか。私、大阪の時代もここでも初めてなんです。 

○委員 2ページ前に、運賃は別にとあります。 

○委員 運賃は別に。 

○委員 ええ。850円から始まって、全部でそうなります。予約と…… 

○委員 予約とね。予約の300円プラス。 

 この今度の料金改定申請で、これをこういうふうに出すということなんですよね。こういう出

し方をするから混乱が起こるし、ややこしい話になるし、いろいろわからんことも出てくる。も

らい過ぎや、いやいや、そういう福祉のためを思ってと、いろいろな意見がありますけど、これ、

もともとのシンプルな形で、あとは付加料金ということで別個に系列して、要る人、要らない人

って、やっぱりどうしてもあると思うので、きょうのこの運送に関しては当然必要なわけやから、

この350円なりは必要ですけど、付加の分は別個のメニューで出すという申請にやり直したほう

がいいんじゃないですか。単純に、シンプルに、そう思いますけど。 

○会長 団体要件確認表のほうには、運送の対価ということで、2キロまで350円。で、その他と

いうことで載せておりますので、運送の対価については変更なしということになるんだと思うん

ですね。その他について、ここで認めないからどうこうというのは、なかなか微妙な、実は微妙

なところかなというふうには思うんです。 

 出していただいた内容で協議が調わないなということであれば、どこをどう変えてくれという

までの意見は今回出す必要はないかと思うんです。もう一度お持ち帰りいただいてとは思うんで

すけれど、その前に、これでは難しいと思われる委員の方が多いようであれば、まだ若干日程的

には余裕がございますので、今回出た意見を持ち帰っていただいて、例えば、利用者さんにこう

いう形で説明するとか、委員などから出ていたように、全くもうシンプルに、キロ数のところを

動かすということでも構いませんけれども、今回出た意見で解決しなかった部分については次回

検討していただくということになるかと思うんですが、もう一度ご検討いただくということでよ

ろしいですか。 

○委員 こういうときに一応、決をとってみたらどうですか。 

○会長 余りとらないんです。 

○委員 いや、余りとらないけど、一応向こうで決まっているんでしょ。 

○会長 いや、皆さんがそうであれば、特に手を挙げていただく必要もないので、いや、ぜひこ

のまま通したいという方がいらっしゃれば、逆に挙手していただければと思うんですけれども。

よろしいですか。 

 そうしましたら、ちょっと具体的にこういうところというのをまた事務局とも相談していただ

いて、次回、3月、同じ時期ですよね。3月中なので、日にちはまだあるとはいえ、そんなには余

裕はないので、もう一度検討していただくということでお願いしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 はい。それでは、杉並移送サービスの更新登録につきましては、引き続き協議するとい

うことで今回のところはまとめさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

（ 杉並移送サービス関係者、傍聴席へ移動 ） 

○会長 そうしましたら、議題の(4)、特定非営利活動法人おでかけサービス杉並の料金改定に

ついて協議したいと思います。 

 直接事務局から説明いただけますか。 
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○事務局 はい。特定非営利法人おでかけサービス杉並の料金改定の協議資料がございます。こ

ちらは、改定理由が、現状5％の消費税が4月より8％に改定されるためということで、今までお

でかけサービス杉並さんも内税でやってきましたので、現行の料金を1.05で割って、それに

1.08を掛けるという方法で提案されております。消費税については、四捨五入という提案です。 

 年会費等がございますが、年会費は消費税の対象外なので改定は行わない。それぞれの運賃と

迎車料と、あと乗降介助料、それぞれ計算して、初乗り、軽介助がつかない場合は875円になる

というようなご提案でございます。よろしいでしょうか。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 おでかけサービス杉並のほうから、何か補足で説明することはございますでしょうか。 

○おでかけサービス杉並 特にはございません。よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。 

 今、説明がございました料金改定について、何か協議が必要な点がありましたら出していただ

きたいと思います。いかがでしょうか。 

 タクシーの運賃って、もう決まりましたか。今、認可待ちですか。 

○委員 まだ。これからです。 

○会長 申請中で。バスとかはもう始まっているんですね。 

○委員 タクシーは、仕組み自体が変わりまして、改定という部分はまだ出ていないんです。 

○会長 心配なのが、タクシーの2分の1というのが、場合によってちょっと怪しくなってしまっ

たりする結果になったりすると面倒くさいなというだけなんですけれども。現状では、こういう

対応で問題ないということですよね。 

○委員 2分の1のほうは、一応、おおむねという感じになっておりますので、必ずしも厳密にと

いうことでは言っておりませんので。 

○会長 そうですね。わかりました。ありがとうございます。 

○委員 計算も根拠もきちっとされていて、これでいいんですが、出た数字が、非常に、1円台

がありますよね。これは1円台でやるんですか。 

○おでかけサービス杉並 私どもは、利用された後、1カ月まとめて、そして振り込みでいただ

いているものですので、対応できるものとして、なるだけ明瞭、透明性を確保するということで、

小数点以下は四捨五入というふうにさせていただいております。 

○委員 はい、よくわかりました。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○委員 そうしますと、相乗りの場合の迎車回送料金309円のそれぞれ2分の1というと、155円で

いいわけですか。四捨五入で。 

○委員 154円50銭になるんですね。 

○おでかけサービス杉並 154円50銭。そうすると、切り上げになります。 

○委員 155円に。ということでいいわけですね。 

○おでかけサービス杉並 はい。 

○委員 ありがとうございます。 

○おでかけサービス杉並 実際としては、相乗りはそんなに数が多い利用ではございません。 

○会長 ほかに何かございますでしょうか。 

 お願いします。 

○委員 すみません。今回は料金の改定だけなんですけども、本来は、期限はいつですか。 

○おでかけサービス杉並 この前の運営協議会で更新しました。委員が多分ご欠席だったんです。 

○委員 10月はちょっと、自分のところで用事がありまして。 

○おでかけサービス杉並 そのときに済んでおります。 

○委員 ああ、あのときですか。そうなんですか。 

○おでかけサービス杉並 そのときは、この消費税に対しての対応が、私どもの中でもはっきり

できなかったので、今回させていただいております。 

○委員 会員さんはちなみにどれぐらいですか。 
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○おでかけサービス杉並 12月末現在で、163名です。 

○委員 結構大所帯ですね。 

○おでかけサービス杉並 全員が利用しているということではないですので。 

○委員 そうですか。わかりました。 

○会長 よろしいでしょうか。 

 ほかに質問などはございませんでしょうか。 

（ なし ） 

 ないようでしたら、今回のおでかけサービス杉並の料金改定について、協議が調ったというこ

とにさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○おでかけサービス杉並 ありがとうございました。 

○会長 そうしましたら、今回の協議会で用意していただきました議題については全て終わりま

したので、その他。 

○事務局 先ほどの杉並移送サービスですけれども、運用の対価のところの協議が調わなかった

のですが、こちら、運用の対価を今までどおりということにして、ほかの要件の更新という形に

はできますでしょうか。 

○副会長 更新登録と料金改定は別々なので、料金以外の部分は今までどおりということで更新

登録だけはきょうじゅうにできないでしょうか。 

○会長 それは、次回協議会を近々に開くのは難しいからという判断ですか。 

○事務局 いえ、料金改定が、もしも3月に間に合わない場合は、更新ができなくなってしまう

危険性があるかと思いまして。 

○副会長 仮に3月にやった場合、そこでまた調わないと、また更新もできなくなってしまう。 

○会長 それはそうなんですけど、趣旨には賛成なんですけれども、まだ1カ月ぐらいあるので、

通るように検討していただくようにお願いしたいというのが会長としての正直なところです。た

だ、ご心配はもっともなので、委員の皆さんの賛同が得られるようであれば、それでも構わない

ですけれども。 

 支局的には構いませんか。改定自体は別に消費税に合わせなくちゃいけないということもない

ですよね。 

○委員 登録の期限が3月でしたっけ。更新と変更の協議を分けてやっていただく分というのは、

それは構わないと思います。 

○会長 ただ、2月か3月の初めぐらいがぎりぎりだと思うんですけども、そのときに出していた

だいて、万が一だめだったとき、じゃあ更新だけはということと変わらないかなと思うんですけ

れども。 

○委員 申請から登録まで大体一月ぐらいかかるので、仮に直前に協議会を開催したとしても、

期限が来てしまうんじゃないかということのご心配ということですか。 

○事務局 そうですね。申請書を東京運輸局に出してすぐに回答がもらえないことがあるので、

なるべく2カ月ぐらい前にやってもらいたいとＮＰＯ団体から要望をもらっているんです。許可

証の関係がありますね。 

○委員 居住者専用道路の通行許可ですね。有効期限が3月15日に終わると、その時点で更新し

てもらっていないと、申請してももらえないんです。私のほうは荻窪警察署ですけれども、先回

のときも、私どもの処理手続が悪かったのもあるんですけれども、時期がずれて、1週間ぐらい

ブランクになったことがあったものですから、できれば一月ぐらい早くこの更新の会議をやって

いただくと、手続がスムーズに行くなということでお願いした次第です。 

○委員 登録の期限は、登録証に記載された有効期限までにとにかく申請してもらえれば、その

登録申請に対しての処分が出るまでは、有効期間がそこまで延ばされたとみなすという法律上の

規定はあるんですけども、警察署さんのほうはそういうのは関係なくて、登録証の有効期限がそ

こまでだったらもうそこまでしか出ないから、早目にやってほしいということですね。 

○委員 はい、そうです。 

○会長 今のご提案は、協議をやり直すことになるので、もしやるのであれば、議事も戻らせて

いただくことになりますね。別途で協議していないので、議題(3)に戻りますということですね。 
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○委員 運賃、料金は今のままということならば、ほかに異議がなかったとみなす、私はそう思

っているので、更新はしてあげてもいいんじゃないかなと思うんですね。 

○会長 ただ、料金改定を前提とした更新だったと私は理解しているので。 

○委員 いや、それがだから、今、条件つきで、料金や運賃はこのままでいったらどうですかと

いうことじゃないんですか。 

○会長 その前に整理させていただくと、私は一旦この議事を終えたと言ったんですけれども、

今のご提案は、もう一度この議事に戻って、終わったということは取り消して、もう一度議題

(3)に戻らせていただきますということです。 

○事務局 はい。 

○会長 なので、杉並移送サービスの方にはまたお戻りいただいてということですね。 

○事務局 お願いします。 

（ 杉並移送サービス関係者、再度オブザーバー席へ移動 ） 

○会長 申しわけありません。議事進行上の不手際がありました。 

 今、事務局のほうからご提案がありました件に関してですが、団体要件確認表の7のその他迎

車料金として、乗降介助料1回250円の加算を、200円を加算に訂正ということですね。 

○杉並移送サービス そうですよね。 

○会長 はい。 

○杉並移送サービス 無料というところがなくなりますね。 

○会長 はい。軽介助料は15分ごとに250円。 

○杉並移送サービス 「ただし、最初の15分までは無料とする」は削除。 

○会長 はい。今、口頭で確認いたしました運送の対価のその他の部分について、現状どおり、

と訂正した上で、更新についてお認めいただけるかということになるかと思いますが、率直に申

しまして、消費税分が抱えられないということでの改定で4月からということを前提にしますと、

その部分だけ戻して大丈夫でしょうというのも私としてはおかしな話ではないかとは思いますが、

委員の皆様のご意見をお聞きして、更新だけ先に進めたほうがいいということのご意見が多いよ

うでしたら、その部分を訂正した上で、更新登録については協議が調ったということにさせてい

ただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

○委員 結構だと思いますが。 

（ 了承 ） 

○会長 では更新登録については協議が調ったということにさせていただきたいと思います。 

 料金改定については、本来であれば、この団体要件確認表を訂正してしまった時点で改定自体

がなくなってしまっているので、ねじれた状況になっているとは思うんですが、次回、全く同じ

ものを出されるということではないと思いますので、先ほどの添付の資料でした料金改定申請と

いうこの書類をもって料金改定については協議継続ということにさせていただきたいと思います。 

 とはいえ、経営上の問題もあるかと思いますので、余り間を置かずご検討いただければと思い

ますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。 

○委員 もう一ついいですか。もし若宮代表が、おでかけサービスさんや前に私が言ったような

やり方にもし賛同してくれたら、また集まらないで、持ち回りか何かでというわけにはいきませ

んか。運賃料金が同じなんだからいいじゃないかと。それは仮定の条件なので。また皆さん、こ

れだけの方が集まる必要はないんじゃないかと。そこまで決められたら一番いいなと思いました

けど、いかがでしょうか。 

○会長 わかりました。おでかけサービス杉並のほうで今回出された、そのままの現行のものに

消費税を反映させただけ、機械的に計算したというものであるというような場合ですね。会長に

任せていただくということでよろしいですか。 

○委員 ええ、結構です。 

○会長 ご趣旨をお聞きして、皆さんにメールでお諮りするか集まっていただくか、検討させて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

（ 杉並移送サービス関係者、再度傍聴席へ移動 ） 

○会長 そうしましたら、あとは次回の予定ですか。 
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○事務局 急遽継続協議ということで、料金につきましてもう一度協議が入ることになりました

ので、なるべく早く皆さんに、時期を整えてご連絡を差し上げたいと思います。そのためには杉

並移送サービスとの調整等がございますので、3月の上旬ぐらいですか。 

○副会長 上旬は予特なので、区側が多分誰も出られない。3月の中旬ぐらい。 

○会長 手間としては一緒のほうがいいでしょうけど、更新については調っているので…… 

○副会長 料金を4月1日から上げるとしたら、いつまでにすればいいんですか。 

○委員 対価の変更については、協議会で協議が調えばそれで終わりですので、支局への手続と

いうのは必要ないですね。有効期間の更新の登録だけですので。 

○事務局 3月中なら大丈夫ですね。団体さんが4月から上げるとしたら。 

○委員 そうですね。3月中に協議が調えば、4月から実施できるという形です。更新は、今回、

協議が調いましたので。 

○事務局 では3月の中旬以降になるかと思います。またご連絡差し上げます。よろしくお願い

します。 

○会長 長い時間、ご協議をどうもありがとうございました。今年度更新登録が必要な団体はも

うこれで終わりですね。 

○事務局 あと、6月に更新の社会福祉法人がもう1団体ございますので、年度が明けたらという

形になると思います。 

○会長 わかりました。 

 これで平成25年度第3回杉並区福祉有償運送運営協議会を終わらせていただきます。どうもあ

りがとうございました。 
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平成 2６年１月 2０日 

区役所中棟第２委員会室 

 

 

平成２５年度 第３回 杉並区福祉有償運送運営協議会次第 

 

・開会 

 

 

・会長あいさつ 

 

 

[議 題] 

１ 福祉有償運送団体に関する協議 

 （１）「社会福祉法人 サンフレンズ」の更新登録について 

（２）「特定非営利活動法人 福祉送迎サービス・杉並」の更新登録について 

（３）「特定非営利活動法人 杉並移送サービス」の更新登録・料金改定について 

（４）「特定非営利活動法人 おでかけサービス杉並」料金改定について 

 

 

２ その他 

  ・次回運営協議会について 

 

 

 

[資 料] 

・団体要件確認表（更新登録 3 団体分） 

・料金改定協議資料 

 



№ 団　体　の　状　態

団　体　名 社会福祉法人　サンフレンズ

所　在　地 杉並区松ノ木３－１６－１２

代　表　者 理事長　安藤　雄太

2 運送の対象
登録会員　４０人(平成２５年12月現在)
　（内訳　上井草園11人
　　　　　サンフレンズ善福寺29人）

（参考様式第イ号）
 旅客の名簿　※事務局確認済
D（参考様式第ロ号）
 身体状況等、態様ごとの会員
数

E 利用会員登録書

3 運送の形態 発着のいずれかは杉並区内 （様式第１－２号）

福祉車両 ５台（上井草園３台　善福寺２台）

セダン型車両 ０台

使用権原 全て運送主体所有

運転協力員人数 ６人

普通第二種免許所持者数 ０人

交通事故その他道路
交通法違反に係る履
歴

＊新規運転協力員については、運転記録
証明書による履歴の確認（３年間）

6 損害賠償措置
対人：無制限　（５台）
対物：無制限　（５台）

自動車登録簿

7 運送の対価

【利用者負担額】
※ 車両が走行した距離が２ｋｍまでは
３６０円。以降２８８ｍまでごとに４５
円を加算する。

H 料金比較表

車両の整備管理

事故時の対応

苦情処理の対応

9 法令遵守

利用者への周知

収支状況

活動実績

車両の表示

自動車内の掲示

F 自動車登録簿

※車検証(写)、任意保険証
書（写）は、事務局確認
済

※使用車両数変更につい
ての登録事項変更届出書
（1/9提出）は事務局に
て確認済。

杉並区福祉有償運送運営協議会　団体要件確認表

5

使
用
車
両

項　　目

1

運
送
主
体

添付資料

4

A（様式第１－２号）
 自家用有償旅客運送
 更新登録の申請書

B 定款
C 履歴事項全部証明書

Ｉ （様式第５号）　  運行管理の責任者　就任承諾書

J （様式第６号） 　 運行管理の体制等を記載した書類

（参考様式第ハ号） 安全な運転のための確認表　　※事務局確認済

（参考様式第二号） 乗務記録　　※事務局確認済

K 移送サービス運営規程

（参考様式第ト号） 事故の記録　　※事務局確認済

（参考様式第チ号） 苦情処理簿　　※事務局確認済

運
転
者

8

運
行
管
理
体
制

運行管理

G 運転者就任承諾書兼就任予
定運転者名簿

※（様式第４ 号）
 運転者就任承諾書兼就任
予定運転者名簿
（参考様式第ホ号）
 運転者台帳
（参考様式第へ号）
 運転者証
については事務局確認済

L （様式第２号）宣誓書 のとおり

＊団体関係資料は協議後に回収させていただきます。
　また、団体に帰属する詳細な情報ですので、取扱いには、十分なご注意をお願いします。

10

そ
の
他

料金比較表

M 平成２４年度決算書・平成２５年度予算書 のとおり

N 活動実績報告書 のとおり

・自動車の両側面に「運送者の名称」、「有償運送車両」の文字、「登
録番号」を記載した標章を見やすいように表示する。

・運転者の写真をはり付けた運転者証（参考様式第へ号）、料金に関す
る事項を旅客がみやすいよう自動車内に掲示する。
・登録証の写しを自動車内に常備する。



№ 団　体　の　状　態

団　体　名 特定非営利活動法人　福祉送迎サービス・杉並

所　在　地 杉並区清水３－２７－２

代　表　者 長谷川　信儀

2 運送の対象
登録会員　191人(平成25年1２月現
在)

（参考様式第イ号）
 旅客の名簿　※事務局確認済
D（参考様式第ロ号）
 身体状況等、態様ごとの会員
数

E 利用会員登録書

3 運送の形態 発着のいずれかは杉並区内 （様式第１－２号）

福祉車両 ６台

セダン型車両 ６台

使用権原
福祉車両のうち、３台は所有車両、３台
は提供車両。セダン型６台は全て提供車
両。

運転協力員人数 １８人

普通第二種免許所持者数 ２人

交通事故その他道路
交通法違反に係る履
歴

＊新規運転協力員については、運転記録
証明書による履歴の確認（３年間）

6 損害賠償措置
対人：無制限（１２台）
対物：無制限（１２台）

自動車登録簿

7 運送の対価

【利用者負担額】
※ 車両が走行した距離が２ｋｍまでは
３５０円。以降1ｋｍまでごとに１５０
円を加算する。
※ その他　迎車料金として３００円を
加算。乗降介助料１回２００円を加算。
軽介助料15分までごとに２５０円を加
算する。

H 料金表、料金早見表

車両の整備管理

事故時の対応

苦情処理の対応

9 法令遵守

利用者への周知

収支状況

活動実績

車両の表示

自動車内の掲示

杉並区福祉有償運送運営協議会　団体要件確認表

項　　目 添付資料

1

運
送
主
体

A（様式第１－２号）
 自家用有償旅客運送
 更新登録の申請書

B 定款
C 履歴事項全部証明書

4

使
用
車
両

F 自動車登録簿

※車検証(写)、任意保険証
書（写）は、事務局確認済

※使用車両数変更について
の登録事項変更届出書
(12/18提出)は事務局にて
確認済

5
運
転
者

G 運転者名簿

※（様式第４ 号）
 運転者就任承諾書兼就任
予定運転者名簿
（参考様式第ホ号）
 運転者台帳
（参考様式第へ号）
 運転者証
については事務局確認済

8

運
行
管
理
体
制

運行管理

Ｉ（様式第５号）　  運行管理の責任者　就任承諾書

Ｊ（様式第６号） 　 運行管理の体制等を記載した書類
　　　　　　　　　　※管理者の講習終了証は事務局にて確認済

（参考様式第ハ号） 安全な運転のための確認表　　※事務局確認済

（参考様式第二号） 乗務記録　　※事務局確認済

Ｋ 車両運行規定

（参考様式第ト号） 事故の記録　　※事務局確認済

（参考様式第チ号） 苦情処理簿　　※事務局確認済

＊団体関係資料は協議後に回収させていただきます。
　また、団体に帰属する詳細な情報ですので、取扱いには、十分なご注意をお願いします。

L （様式第２号）宣誓書 のとおり

10

そ
の
他

料金表

M 平成２４年度決算書・平成２５年度予算書 のとおり

N 活動実績報告書 のとおり

・自動車の両側面に「運送者の名称」、「有償運送車両」の文字、「登
録番号」を記載した標章を見やすいように表示する。

・運転者の写真をはり付けた運転者証（参考様式第へ号）、料金に関す
る事項を旅客がみやすいよう自動車内に掲示する。
・登録証の写しを自動車内に常備する。



№ 団　体　の　状　態

団　体　名 特定非営利活動法人　杉並移送サービス

所　在　地 杉並区阿佐谷南２－２２－17

代　表　者 理事長　若宮　恒徳

2 運送の対象
登録会員　２２０人
　　　　　(平成25年1２月現在)

（参考様式第イ号）
 旅客の名簿　※事務局確認済
D（参考様式第ロ号）
 身体状況等、態様ごとの会員数

E 利用会員登録書

3 運送の形態 発着のいずれかは杉並区内 （様式第１－２号）

福祉車両 ９台

セダン型車両 １２台

使用権原
福祉車両のうち、６台は所有車両、３台
は提供車両。セダン型１２台は全て提供
車両。

運転協力員人数 １７人

普通第二種免許所持者数 ２人

交通事故その他道路
交通法違反に係る履
歴

＊新規運転協力員については、運転記録
証明書による履歴の確認（３年間）

6 損害賠償措置

対人：無制限（１２台）
対物：無制限（１０台）
　　　1,000万円（1台）
　　　   ５00万円（1台）

自動車登録簿

7 運送の対価

【利用者負担額】
※ 車両が走行した距離が２ｋｍまでは
３５０円。以降1ｋｍまでごとに１５０
円を加算する。
※ その他　迎車料金として３００円を
加算。乗降介助料１回２５０円を加算。
軽介助料は15分ごとに２５０円を加
算。  ただし最初の15分までは無料と
する。

H 料金比較表、料金改定
申請

車両の整備管理

事故時の対応

苦情処理の対応

9 法令遵守

利用者への周知

収支状況

活動実績

車両の表示

自動車内の掲示

杉並区福祉有償運送運営協議会　団体要件確認表

項　　目 添付資料

1

運
送
主
体

A（様式第１－２号）
 自家用有償旅客運送
 更新登録の申請書

B 定款
C 履歴事項全部証明書

4

使
用
車
両

F 自動車登録簿

※車検証(写)、任意保険証
書（写）は、事務局確認済

※使用車両数変更について
の登録事項変更届出書
（25年12月）は事務局に
て確認済

5
運
転
者

G 運転者名簿

※（様式第４ 号）
 運転者就任承諾書兼就任
予定運転者名簿
（参考様式第ホ号）
 運転者台帳
（参考様式第へ号）
 運転者証
については事務局確認済

8

運
行
管
理
体
制

運行管理

Ｉ（様式第５号）　  運行管理の責任者　就任承諾書

Ｊ（様式第６号） 　 運行管理の体制等を記載した書類
　　　　　　　　　　※管理者の講習終了証は事務局にて確認済

（参考様式第ハ号） 安全な運転のための確認表　　※事務局確認済

（参考様式第二号） 乗務記録　　※事務局確認済

Ｋ 車両運行規定

（参考様式第ト号） 事故の記録　　※事務局確認済

（参考様式第チ号） 苦情処理簿　　※事務局確認済

＊団体関係資料は協議後に回収させていただきます。
　また、団体に帰属する詳細な情報ですので、取扱いには、十分なご注意をお願いします。

L （様式第２号）宣誓書 のとおり

10

そ
の
他

料金比較表

M 平成２４年度決算書・平成２５年度予算書 のとおり

N 活動実績報告書 のとおり

・自動車の両側面に「運送者の名称」、「有償運送車両」の文字、「登録
番号」を記載した標章を見やすいように表示する。

・運転者の写真をはり付けた運転者証（参考様式第へ号）、料金に関する
事項を旅客がみやすいよう自動車内に掲示する。
・登録証の写しを自動車内に常備する。



平成２６年１月２０日 
（写）杉並区保健福祉部管理課 
 
杉並区福祉有償運送運営協議会 御中 
 

特定非営利活動法人 
おでかけサービス杉並 

理事長 樋口蓉子 
 

福祉有償運送利用料金改定申請のこと 
 
今般、福祉有償運送に関わる利用料金の改定を行いたく申請しますので、認可賜ります

ようお願い申し上げます。 
 
１．改定理由 
  現状５％の消費税が、明年４月より８％に改定されるため。 
 
２．改定料金 
  別添「料金表」のとおり。 
 
３．改定料金適用時期 
  平成２６年４月１日以降の利用料金から適用する。 
 
４．改定料金の考え方 
（１）基本的考え方   

現行料金は、既に消費税５％が含まれる内税料金である。 
   従って改定料金は以下の計算式で計算する。 
   （改定料金計算式）   

現行料金÷１．０５×１．０８ 
（２）端数の処理 
   上記計算式から求められた数字を小数点以下四捨五入する。 
（３）その他 
   年会費は消費税対象外であり改定は行わない。 
   またキャンセル料は、キャンセルの実績がほとんどないため据置とする。 
 

以上 
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