
第2回　杉並区福祉有償運送運営協議会

会議記録

会議名称 第2回　杉並区福祉有償運送運営協議会

日　　時 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・平成22年11月25日（木）午後6時03分～午後6時46分

場　　所 西棟6階　第5・第6会議室

出席者 委員

高橋、林、杉山、磯、樋口、長谷川、井山、若宮、春原、

和久井（伸）、和久井（義〉、大林

区側

保健福祉部管理課職員

配布資料 資料1杉並区移動サービス情報センター活動報告について
資料2　「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」等の一部

　　　　改正にっいて

会議次第 1開会
2会長あいさっ

3議題
　（1）福祉有償運送団体に関する協議等

　・「特定非営利活動法人　おでかけサービス杉並」の更薪登録に

　　ついて（団体要件確認票：事前配付）

　（2）その他

　　・杉並区移動サービス情報センターについて

　・その他
　・次回運営協議会について

4閉会
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○事務局　第2回杉並区福祉有償運送運営協議会を始めます。

　今回は、NPOおでかけサービス杉並の更薪ということで、議題を用意しております。

その他報告事項については、移動サービス情報センターの状況等について、少しご説明い

たします。　それでは、よろしくお願いいたします。

○長谷川会長　皆さん、こんばんは。第2回福祉有償運送運営協議会ということで、よろ

しくお願いします。

　議題の1、福祉有償運送団体に関する協議等ということで、本日は特定非営利活動法人

おでかけサービス杉並の更新登録についてご協議いただきたいと思います。

　（樋口委員及びおでかけサービス杉並・野口氏、ともにオブザーバー席に移動　）

O長谷川会長　それでは、事務局の方から資料の説明をお願いいたします。

○事務局　はい。それでは、事務局の方から、今回の団体要件の確認につきまして、資料

に沿ってご説明させていただきます。

　まず初め、運送主体ですけれども、こちらの団体名が特定非営利活動法人おでかけサー

ビス杉並。所在地の方が杉並区荻窪5－18－11、サニーシティ荻窪103です。こちらの内容に

つきましては、様式1－2でお示ししてございます。あわせて、資料に、定款と、それから

登記事項証明書の方を添付しております。

　2番目としまして、運送の対象、現在、登録会員が137人です。旅客の名簿、参考様式の

イ号、それから身体状況等、容体ごとの会員数ということで、参考様式第ロ号の方に内訳

をお示ししています。旅客名簿の方につきましては、名前、住所、そちらの方は個人情報

になりますので、伏せてお出ししております。こちらの資料で確認していただくところは、

この運送を必要とする理由、イ、ロ、ハ、二の分布の方をごらんください。

　続きまして、3番の運送の形態。こちらが、発着のいずれかは杉並区内ということにな

っております。様式第1－2号のとおりです。

　続きまして、使用車両ですけれども、福祉車両が2台それからセダン型の車両が7台とい

うことで、福祉車両につきましては運送主体の所有のものであります。セダン型の車両に

つきましては、提供車両という登録になっております。こちらの方の資料が自動車登録簿

それから車検証、任意保険証、それと資料4、5、6番、そちらの方で確認してください。

　続きまして、運転者ですが、運転協力員が今現在15人ということです。そのうち2種免

許の所持者が1人ということになっております。こちらの方は様式第4号の方でお示しして
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おります。こちらも名前の方は伏せてあります。参考様式として、運転者台帳のホ号それ

から運転者証へ号というような書式、これを備えております。こちらの15名の運転免許証、

国土交通大臣の認める講習の修了証は事務局で確認しております。

　続きまして、6番、損害賠償措置は、こちらの対人・対物、それぞれ無制限の保険に入

っております。内容にっきましては、自動車、任意保険証、こちらの資料6でご確認くだ

さい。

　続きまして、7番、運送の対価です。運送の対価は、資料7、8のとおりです。走行距離

の2キロまでが350円、その後1キロまでごとに150円を加算となっております。こちらの料

金ですが、変更はありません。

　続きまして、8番の運行管理体制。こちらは様式第5号でお示ししてございます。責任者

の就任承諾書、第6号で運行管理体制を記載した書類、参考様式第ハ号として、安全のた

めの確認票ということで、資料を添付してあります。

　あわせて資料の9の方で、車両の運行規定、こちらの団体の車両の運行規定です。

　続きまして、事故の際の対応につきましては様式のト号、それと、苦情処理の対応にっ

きましては様式チ号ということで、それぞれ添付しております。法令の遵守にかかる宣誓

にっきましては、様式第2号を添付しております。

　団体の清動の収支の状況につきましては、21年度の決算、22年度の予算書を添付してお

ります。あわせてご確認ください。

　車両の表示につきましては資料がありませんが、自動車の両側面に運送者の名称、有償

運送車両の文字、そして登録番号、これを記載しまして、車の側面から見やすいように表

示しております。

　また、自動車内の掲示につきましては、運転者の写真を張りっけた運転者証、先ほど申

し上げました様式のへ号ですね、こちらに写真と氏名等を載せて車の中に表示してござい

ます。それと、料金に関する事項をわかりやすく自動車内に掲示しております。

　以上、こちらの方で送らせていただきました団体要件確認票にっいてのご説明になりま

す。この内容に基づきまして、ご協議、よろしくお願いいたします。

○長谷川会長　ありがとうございました。

　団体の方から何か補足、説明等ありましたら、お願いしたいと思います。

○おでかけサービス杉並・野口氏　特にはございません。
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○長谷川会長　ありがとうございました。

　そうしましたら、事務局の方から団体要件確認票の方を説明していただきました内容に

つきまして、質問、ご意見等ございましたら伺いたいと思います。いかがでしょうか。

○杉山委員　この団体はもう何年もやっているし、実績もある。一番後ろにいろいろ2年

間の実績が載っていますけども、事故もゼロ、苦情もゼロということで、本当にすばらし

いと思っています。

　これは全く関係ないことかもしれないんですけども、20年度と21年度になって利用者・

稼働日数などが随分落ちて、売り上げが落ちたりしている。高齢化とか、やめていかれた

NPOの利用者の受け入れなど、本当は逆にふえていくと思っていました。単純な疑問で

すけど、もしよかったら、それを教えていただければと思います。

○おでかけサービス杉並　質問にお答えいたします。

　20年度から21年度にかけて、実績の方が落ちている点ですが、　（当NPOは）料金体系が

時間棚になっていて、ほかのNPOで距離制をとっているところが新しくでき、その関係

で落ちたということがあります。それで、今年度当初、4月に料金の改定をいたしました。

○長谷川会長　よろしいでしょうか。

　今日の資料は21年度までですので、また次、今年度の状況を確認していきたいと思いま

す。

○おでかけサービス杉並（野口氏）　22年度ですけれども、半期分で比較しますと、20年

度と比べて、二倍に近くまで実績が伸びていますので、料金改定をしたことが、利用者さ

んに選んでいただいている理宙かと思っています。　　　　・

○長谷川会長　わかりました。ありがとうございます。

　ほかに何かございますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（なし　）

○長谷川会長　おでかけサービス杉並の更新登録にっいて、協議整ったということにさせ

ていただきたいと思います。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。

○長谷州会長　それでは、樋口委員に委員席の方にお戻りいただいて。

　杉山委員からも話が出ましたけれども、実績をお持ちの団体なので、今後もこの調子で

杉並の移動サービスに貢献していただきたいと思います。よろしくお願いします。
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○おでかけサービス杉並　ありがとうございます。

　　　　　（樋口委員は委員席へ、おでかけサービス杉並は傍聴席へ移動　）

○長谷川会長　それでは、その他に進んでよろしいでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（了承　）

○長谷川会長　議題のその他で、幾つか事務局から説明いただくことがあるようなので、

よろしくお願いします。

○事務局　最初に移動サービス情報センターのこの間の実績にっいて、簡単にご報告した

いと思います。センター長からお願いしたいと思います。

○移動サービスセンター長　こんばんは。よろしくお願いいたします。

　お手元に資料を用意いたしました。前回からの事業者の数の変化から報告します。

　前回は、明の時点で45事業者、今、幽51事業者の協力を得ております。福祉限定事業者

が32から36団体に、介護保険事業者のタクシーが4から6団体へ増加しました。

　前回の運営協議会以降のセンターの主な活動にっいて報告します。区民の皆様への周知

活動を続けておりまして、地域区民センターまっり、イベント等での相談コーナーを設置

して、区民の方にお話をしております。去年も敬老会にリーフレットの配付に伺っていま

すが、ことしは「さんじゅ」の参加者の方に、入り口におきましてリーフレットを配付い

たしましたので、移動の情報が欲しい方にお渡しすることができたと思っております。

　今回は千昌夫さんのコンサートがあり、大変参加者が多く、車いすのスペースが埋まっ

ていた状態でした。当βだけでなく、後目車いすでも出かけていらっしゃる方を見てのご

相談もいただきました。　「もび～る」へのご相談は、通院に関する相談が9割方です。楽

しいことへの外出のイメージが持てたいい機会でした。来年もまた、引き続き情報提供の

機会とさせていただきたいと思っております。地域ケア会議、地域安心ネットワークの地

域連絡会、家族介護教室等でもご説明をしております。

　今年、変わった点は、22年度版の高齢者のしおり、あるいは福祉タクシー券等を見ての

お問い合わせが多く見受けられました。障害者の方々は、いっもお使いになられている事

業者をお持ちですので、毅規のお問い合わせは高齢者の方たちが中心となっています。世

田谷区にも「そとでる」という機能があり、配車の機能を中心にしているのでリピーター

が多いのですが、こちらのセンターは情報提供が中心ですので、リピーターは余りありま

せん。絶えず新しい方たちに情報提供をしていく姿勢が大事と改めて思っております。
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　また、事業者連絡会を9月に2回目を開いております。グループ討議の場面を設けまして、

事業者さんたちがこの3年間でどんな変化を感じているか、課題や今後の展望についてご

意見をいただきました。今年の夏は非常に暑く、車いすの方が救急車で搬送されたあと、

夜お帰りになれなかったことも多く聞かれました。4月から民間のコールセンターで朝の

5時まで受け付けできるところが始まり、以前より大分移動サービスの持つ機能が変わっ

てきたことも、参加者で共有しました。また最近、移動サービス・福祉有償運送それから

介護保険のタクシー、福祉限定を含めてふえてきており、新規に開業された方が安定する

までの期問が、以前に比べて遅くなっているという報告もありました。新しいところは苦

戦しているというような報告があったのも、特徴としてとらえております。

　続きまして、ケアマネジャー対象ミニセミナーを、11月16日に介護保険編ということで、

スギコーヘルパーセンターの方においでいただきまして、移動の場面での介護保険の使い

かたをケアマネジャーの皆様に説明する機会を設けました。ケアプランに組まれたことが

ある方がとても少なかったので、引き続きこのようなセミナーを繰り返していく必要を感

じております。

　また、セダン乗り込み介助技術研修ということで、腰を痛めないような新しい技術の習

得目的で協力事業者とともに勉強の機会も設けました。また「もっとまちに出よう！車い

す介助教室」ということで、　「電車にのって商店街散策を楽しむ」という企画を10月に行

っております。センターは、移動手段についての情報提供も行っておりますが、コスト的

にご利用者の負担も大きいので、バスや電車など費用のかからない移動手段の活用も促し、

介助ができる方の育成をしております。参加していただいた方たちには好評を博しており、

これからも区と相談しながら進めたいと思っております。また、今回荻窪駅の駅員さんた

ちが、車いすの方のお手伝いが大分スムーズで、なれていらっしゃるなということも実感

しました。新宿では一日に100人の方が車いすで乗りおりをされているということも聞い

ております。また、すぎなみ移動カフェを、　「あんしん安全な施設送迎」ということで、

研修が義務づけられていない事業者さんの方に情報提供の場を設けました。

　秋にり一フレットを4，000部増刷いたしまして、ゆうゆう館にリーフレットの配置をお

願いいたしました。　「もび～る通信」を8月と11月に発行しております。また、ホームペ

ー ジのデータも髄時更新しております。今後は1月に第3回の事業考連絡会、そして2月に

「もび～る通信」3月に移動カフェ、また内部の研修等で個人情報の保護ほか、相談につ
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いての理解を深めるような研修を予定しております。

　別紙①の方で、相談者別月次相談実績というところで、10月までの合計実績は646件に

なっております。こちらは去年の、09年度10月までのときが561件でしたので、115％の伸

びです。また、この②の相談内容別月次相談実績の中で「取次」とありますが、こちらの

10月までの合計199件、これは09年度では10月までの時点で153件でしたので、130％とい

うふうに傭びてきております。また、6時間以内に取次を希望する、なるだけ早くという

ご要望にもこたえられるように夏以降力を入れ、件数が19件になっております。

　④の方では、相談内容別詳細。新しい傾向として、センターで取り次いだ件ではないの

ですが、どこのタクシーに予約を頼んだか忘れてしまわれたという話がありました。認知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド症の方と思いますが、ご相談が寄せられた揚合はケア24にっないでいく対処をしておりま

す。今後こういう認知症の方への理解を深めた相談を行っていく必要を感じております。

○長谷川会長　ありがとうございました。

　今ご報告いただきました内容について、質問、また感想などありましたらいただきたい

と思います。

○磯委員　確認をさせていただきたいのですが、先ほど協力事業者数のご案内があった中

で、杉並区外の協力事業者というのはふえているのでしょうか。

○移動サービスセンター長　はい。ここのところ、杉並区内の事業者さんは余りふえてい

なかったのですが、この介護保険のタクシーにっいては、2事業者とも区内の事業者さん

です。福祉限定は、6月以降は、私の記憶だと区外の事業者さんです。

○磯委員　区外の事業者さんを杉並区がサポートしている。このfもび～る」を使ってあ

っせんを受けて、区内の方を移送されると。この協議会を通していない形になると思うの

ですけども、そういう形というものは問題ないのかなという疑問を感じます。

○移動サービスセンター長福祉限定の免許は、都内は発着地オーケーというような形に

なっておりますので、大体、隣の区からとか来ていただく例が多いようです。法的な縛り

で言えぱ、福祉限定はタクシーの範囲ですので、運営協議会の検討事項ではないと思って

おります。

○磯委員　ちょっとすみません。先ほど杉山社長の方からもお話がありましたけど、区内

の事業者さんが少し落ちている中で、区外がいろいろ入ってきているとなると、ちょっと

どうなのかなというところもあるもんですから、その辺もお話しさせていただいたんです。
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法的に問題がないというのはわかりますが、そういう傾向でいいのかなというところも感

じます。

○長谷川会長　はい。ご意見ということですかね。

○磯委員　そうですね。

○長谷川会長　もう少し、事業者の所在地と、例えばどのぐらい取り次ぎをそこにしてい

るかみたいなのというのは、資料としてはまとめようと思えぱまとめられるものですよね。

どのぐらいどこに紹介した、取り次ぎをしているかというのは資料としてはあるというこ

とですね。

○移動サービスセンター長　はい。

○長谷川会長　わかりました。

　では、もし必要があれば、次回、また報告をいただくときにご要望として挙げていただ

いて、その前のときの報告で出た内容として、協力事業者さんの所在地が、杉並区と杉並

区外でどういうふうになっているのかというようなことを、次のご報告のときに少しご紹

介いただけたらいいのかなと思います。

　いかがでしょうか。よろしいですか。

○磯委員　もう一つ。区の資金というのも少し出ていると思います。区外がメーンになっ

てくるような傾向があると、何のためのサポートなのかなという疑問も感じます。

O事務局　「もび～る」自体は、確かに区の委託事業という形でやっていますが、実際に

利用されるのは、「もび～る」に相談されるのは区民の方で、区罠サービスという意味で

は特に問題ないと思っています。

　福祉有償運送が区内で認められているというのは、一っにはそれ以外の移送サービスで

まかなえない現状から来ています。いわゆる限定さんも含めた区外の事業者であっても、

サービス提供の対象が区民であればいいということです。本来であれば、磯委員がおっし

ゃるように区内の事業者さんが全部カバーできるというのは理想なのかもしれませんが、

現状では、できるだけ利用の機会をふやしていただくという面からも、ほかの自治体の事

業者さんであっても「もび～る」に登録していただいて、区民へのサービス提供に活躍し

ていただけるということも必要と今のところは思っております。

○長谷州会長　ありがとうございました。

　よろしいでしょうか。
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第2回　杉並区福祉有償運送運営協議会

○杉山委員　すみません。今のお誰でちょっと平たく理解しますと、区民のためのサービ

スをやる、情報提供をするのが「もび～る」だと思いますけども、区からお金も出ている

し、区の委託を受けてやっているということですよね。極論で言うと、区民の利便を図る

ためならば事業者はどこでもいいと、そういうことになるのですね。そういうことですよ

ね。そこまで極端ではないのかもしれませんけども、磯委員の聞きたいことは多分そうい

うことだと思うんですね。できたら区内で全部需要を賄って、区民のために区内の事業者

がやるというのが正当と思うんです。足りないときは、いろんなところの外の事業者をみ

んな使いますよと。区民がそのために利便をあずかれるのであればそれでいいんだという

ことですよねP

O事務局（竹田）　杉山委員のお話はまさに極論なのかもしれないのですが、理想的には

区内の事業者さんがすべてのサービス提供が可能であれば、区外の事業者さんにお声をか

ける必要はなくなるだろうと思っています。それがあるべき姿というか理想と思いますが、

今のところは必ずしもそうではないので、区民の方が利用したいときに区外の事業者さん

にお瀬いせざるを得ない状況もあるということです。決して区外の事業者を優先して、そ

っちの方をどんどんやっていきましょうというような考えでいるわけではございません。

その辺はご安心いただければと思います。

○長谷川会長　よろしいでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（なし　）

○長谷川会長　はい。ありがとうございました。

　ほかにご質問、ご意見、ご感想ありましたら承りたいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（なし　）

○長谷川会長　はい。ありがとうございました。

　そうしましたら、その他の2ですね。事務局の方からご説明をお願いいたします。

○事務局　はい。それでは、資料2について説明させていただきます。

　きょう、当踊己付した資料ですが、こちらの国の通知が同じ番号で二つ出ておりまして、

「国自旅第262号　平成22年3月23印付で、過疎地有償と福祉有償と全く同じ番号、日付

で出てございます。具体的な改正につきましては、最後のページの方にありますとおり、

地方自治法に定める地縁団体、こちらを加えるというふうな形で、福祉有償の対象団体の
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拡大という変更になってございます。こちらが3月の変更なので、第1回月の協議会の方で

お示しすべきところだったんですが、問に合わずに、今回お示しする形になりました。

　以上です。

○長谷川会長　はい。ありがとうございました。

　登録の申請ができる団体に、認可地縁団体というものが加わったということですね。

　杉並は、ちなみに幾つぐらいあるのですかね。

○事務局　杉並区の場合に、いわゆる町会・自治会というのが区内全体で大体160ほどあ

るのですが、いわゆる法人格を持った団体というのは、今把握しているところでは14団体

です。

○長谷川会長　わかりました。ありがとうございます。

　すぐ、その14団体から何か申請があるということはないかと思いますけれども、何かの

折には、改正があって、拡大されたということを、もし委員として何かご説明するときに

は念頭に置いていただければと思います。

　ありがとうございました。

　それでは、ほかに侮かございますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（なし　）

○長谷川会長　なければ、次回について。

○事務局（竹田）　次回の運営協議会について、勝手ながら日程を決めております。

　次回は2月9日、水曜日、午後6時から、第4会議室で行いたいと思っています。

　次回は、更新が3団体、3月に期限が切れる団体が3団体ありますので、そちらの更新の

協議をお願いをしたいというふうに考えてございます。また、開催通知それから事前配付

資料等、改めてお知らせしますが、今からご予定いただければと思います。

　こちらからは以上です。

○長谷川会長　ありがとうございました。

　ほかに何かございますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　〈なし　）

○長谷川会長　特にないようでしたら、これで第2回杉並区福祉有償運送運営協議会の方

を終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
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平成22年11月25日
　区役所第5・6会議室

第2回　杉並区福祉有償運送運営協議会次第

会長あいさつ

［議　題］

1　福祉有償運送団体に闘する協議等

　・「特定非営利活動法人　おでかけサービス杉並」の更新登録について

　　　（団体要件確認表：事前配布）

2　その｛也

　・　杉並区移動サービス情報センターについて（資料1）

　・　その他（資料2）

　・　次回運営協議会について

　［資　料］

資料1　　・杉並区移動サービス情報センター活動報告について

資料2　　・「過疎地有償運送の登録に闘する処理方針について」等の一部改正について



資料1
杉並区移動サービス情報センター報告

平成22年11月25日
1　相談・取次実績報告（別紙①）　　　　　1

　協力事業者数…51事業者（平成22年IIO月末現在）

　　　　福祉有償運送団体　　　　　　　3

　　　　福祉限定事業者　　　　　　　36

　　　　介護保険事業者タクシー　　　　6

　　　　福祉ハイヤー　　　　　　　　3

　　　　一般タクシー　　　　　　　　　3

2　前回運営協議会（6月28日）以降のセンターの主な活動

　・区民への周知

　　レ地域区民センダーまつり等イベントでの相談コーナー設置
　　　　　　　　　　ノ
　　レ地域ケァ会議・地域連絡会・家族介護教室等での説明

　・第2回事業者連絡会（9月7日）

　　グループ討議「これからの杉並区の福祉交通…現在の課題と今後の展望」

　・ケアマネジャー対象ミニセミナー

　　「外出がむずかしい方の交通手段～杉並区の移動サービス」

　　　レ【基本編】（10月29日：ケア24梅里地域ケア会議にて）（13名参加）

　　　レ【介護保険編】G1月16日）（12名参加）

　・セダン乗り込み介助技術研修（協力事業者対象）（9月26日）

　・もっとまちに出よう1羅いす介助教室…電車にのって商店街散策を楽しむ

　（10月16日）
　・すぎなみ移動力フ：［「あんしん安全な施設送迎」（7月21日）

　・リーフレット増刷4000部　ゆうゆう館各館に配置手配

　・もび～る通信発行　8月9号・11月10号　（各40◎部）

　・ホームページデータ随時更新

3．今後の予定

　・第3回事業者連絡会（1月）

　・もび～る通信（2月）

　・移動力フェ（3月）

　・研修（個人情報保護等）



一部改正

一部改正

国自旅第143号
乎成18年9月15日

国自旅第33号
平成21年5月21日

国自旅第262号
平成22年3月23日

各　地方運輸局長　殿

沖縄総合事務局長　殿

自動車交通局長

福祉有償運送の登録に関する処理方針について

　平成18年5月に公布された道路運送法等の一部を改正する法律（平成18年法律第4

0号）が平成18年10月1日から施行されることとなるが、この改正は、地域住民の生
活に必要な旅客輸送を確保するため、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、

地域の関係者が必要であると合意した場合に、一定の要件を満たした市町村や特定非営利

活動法人等による自家用自動車を使用した有償旅客運送を可能とする登録制度を創設し、

輸送の安全及び旅客の利便の確保を図ること等を目的とするものである。

　本目的を踏まえ、福祉有償運送の登録に関する処理方針を別添のとおり定めたので、各

地方運輸局及び沖縄総合事務局においては、その趣旨を十分理解の上、遺漏のないよう取

り扱われたい。

　なお、本通達の発出に伴い、「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第8

0条第1項による許可の取扱いについて」（平成16年3月16日付け国自旅第240号）
は廃止するものとする。
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●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙2

「福祉有慌還送の登録に関する処理方針について」（平成18年9月15日付け国自旅第143号（平成21年5月21日付け一部改正））
の一部改正　新iB対照表’

新

福祉有償運送の申請に対する処理方針

以下の方針の定めるところにより行うものとする。

1．　　（略）

2．受録の申請
（1）、（2）　　（略）

（3）添｛寸書類

　　　施行規則第51条の3に定める申請書に添付する樽類は、それぞれ次に掲げる
　　讐類とする。

　　①　定款等の書類
　　　　施行規則第51条の3第1号に規定する申請者である法人等の定款（財団法
　　　人に．あっては寄附行為）及び登記事項証明書曲びに役員名簿（登記事項蹉明婁

により確認できる堰合は不凄）。なお　　日地　団　の　　に　っては　　1・

．ぴ　　自治法　　和22年法　　67 260　の2蜥て2　の　日
諺下　r　示 とい一　　・　に と

　②一⑪　（略）
（4）、（5）　　（略）

3，　～8．　　（略）

附　則
　（略）

附　則
　（略〉

附 平成22年3月23日 自旅　262
1． 理　　は　　成22　3　23日以　に けf・ける　のから　用

様式第1－1暑一様式第1－4号　　（略）

添付盤類（新規畳録の申請に際して添付が夢要な書類）

必　翼　毒　類 様式番号

1 窟款又1ま寄付舎為及び登記事項証明書並びに役員の名簿（愛記事項証明魯により確認でき馬場舎は不要）

旧

福祉有償還送の申請に対する処理方針

以下の方針の定めるところにより行うものとする。

↑．　　（略）

2．登録の申購
（1）、（2）　　〔賂）

（3）添｛寸蚕類

　　　施行規則第51条の3に定める申請魯に添付する書類ぱ、それぞれ次に掲げる
　　書類とする。

　　①　完款等の聲類
　　　施行規則第5コ条の3第1号に規定する申講者である法人等の定款（財団法
　　　人にあっては寄附行為）及び登記事項証明醤並びに役晟名簿（登記事項証明書
　　　によリ確認できる場合は不要）。

　②～⑪　（略）
（4）、（5）　　（田各）

3，～8．　　（略）

附　則
　（略）

附　則
　（略）

様弐第1－1丹～．様式第1－4暑　　（賂）

添付書類（新規登録の申請に際して添付が必要な啓類）

必　要　書　類 様式番暑

1
定款又は寄付行為及び登記事項証明審並びに役員の名簿（登記
事項眠明樽により確詔で音る場含は不要）

” 1噛



瀧　’ 口 によ ムは ■　閣 宗　　　　　　　，

に の

2～9 （略） （略）

添付書類（更新登録、変更登録の申請、変更の届出に際して基本的に添付が必蚕な書
類）

必　要　書　類 様式番暑

1
定款又は寄付行為及び登記事項証明養並びに役風の名獅（登記
事項証明書により砲認できる場合ぱ不要）
なお　　肩地，　　によ　　含は　　、、・　　　汽　　　日露・

に　　　の

2叩10 （略） 　「（賂）

以下　　（略）

2．

～
9

（降） （略）

添付書類（更新登録、変更登録の申舗、変更の届出に際して蒜本的に添付が必要な書
類）

必　要　魯　類 様式番号

1
定款又は寄付行為及び登記事項証明書並びに役員の名鍛（登記
事項証明書により確認できる場舎は不要）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

2～10 （略） （略）

以下　　（略）

く
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杉並区福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年5月19日
17杉並第10179号

改正　　平成19年3月19日杉並第84245号
改正　　平成ig年3月19日杉並第84257号

　（設置）

第1条　杉並区（以下「区」という。）は、道路運送法（昭和26年法律第183号。以下「法」

　という。）及び道路運送法施行規則（昭和26年運輸省令第75号。以下「省令」という。）の

規定に基づき、移動棚約者を対象とした特定非営利活動法入（以下FNPOjという。）

等による福祉有償運送の必要性及び旅客の安全及び利便の確保に係る方策等を協議する

　ため、杉並区福祉有償運送運営協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

　（協議事項）

第2条　協議会は、次に掲げる事項について協議する。

　（1）　法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録（法第79条の6第1項の規

　　　定に基づく有効期間の更新及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含

　　　む。）を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関すること。

　（2＞法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関すること。

　（3）移動欄約者の利便性向上及び福祉有償運送事業者に対する支援策等の検討をする

　　　こと。

　（4）前三号のほか、福祉有償運送について必要と認められること。

　（構成）

第3条　協議会は、区長が任命又は委嘱する別表に掲げる協議会委員（以下「委員」とい

　う。）で構成する。

　2　委員は、前条に掲げるすべての協議に関与する。ただし、区内福祉有償運送団体の

　　代表は、自らの団体に対する前条第1号及び第2号に関する議事の決定には関与しな

　　い。

　3　委員の任期は2年とするが、再任は妨げない。

　（会長及び副会長）

第4条　協議会には、会長及び副会長を置く。

2

3

4

5

会長は、委員の中から互選する。

会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

副会長は、会長が指名する。

副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職を代行する。

　（協議等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第5条　協議会は会長が招集し、委員の半数以上の出席をもって成立する。

　2　協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときには、会長の決



　　するところによる。

　（協議会の公開）

第6条　協議会は、公開とする。ただし、協議会の議決があったときは、非公開とするこ

　とができる。

　（意見聴取）

第7条　協議会は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、その意見又は説

　明を聴き、若しくは必要な資料の提出を求めることができる。

　（事務局）

第8条　協議会の事務局は、保健福祉部管理課に置く。

　（委託）

第9条　この要綱に定めるもののほか、協議会の運営方法その他必要な事項については、

　別途協議の上、決定する。

　　附　則

この要綱は、平成17年5月19日から施行する。

　　附　則（平成19年3月19日杉並第84245号）

この要綱は、平成18年10月1日から適用する。

　　附　則（平成19年3月19日杉並第84257号）

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表（第3条関係）

杉並区福祉有償運送運営協議会委員

関東運輸局東京運輸支局長の指名する職員 1名

公共交通に関する学識経験者 2名以内

福祉有償運送の利用が想定される区民の代表 2名以内

区内一般旅客自動車運送事業者 1名

一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の

代表
1名

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の

運転手が組織する団体の代表
1名

区内福祉有償運送団体の代表 2名以内

区長の指名する関係課長 4名以内



杉並区福祉有償運送運営協議会委員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　（平成22年2月1日現在）

役職 氏 名 所　　属　　等

会 長 黒 瀬 義 雄 保健福祉部管理課長

委 員 高 橋 博 杉並区障害者団体連合会　会長

委 員 林 史 子 杉並区居宅介護支援事業者協議会 会長

委 員 杉 山 錬 秀 杉並交通株式会社　代表取締役社長

委 員 磯 史 洋 キャピタルオート株式会社 専務取締役

委 員 鈴 木 代伺和 交通労連・東京ハイタク労連 執行委員長

委 員 樋 口 蓉 子
特定非営利活動法人

おでかけサービス杉並理事長

委 員 長谷川 万由美 宇都宮大学教育学部准教授

委 員 春 原 和 洋
国土交通省　関東運輸局

東京運輸支局　輸送担当 運輸企画専門官

委 員 若 宮 恒 徳
特定非営利活動法人

杉並移送サービス理事長

委 員 大 森 房 子 保健福祉部障害者施策課長

委 員 和久井 義 久 保健福祉部高齢者施策課長

委 員 植 田 敏 郎 都市整備部交通対策課長

　　　　　　　　　　　　敬称略

（任期：平成23年3月31日まで）
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