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宮崎、森田、畦元、出保、山川 

区側 

保健福祉部管理課職員 

配布資料 ＜事前配付資料＞ 

資料 1 杉並区福祉有償運送運営協議会委員名簿(平成 28年 4月 1日付) 

資料 2 杉並区福祉有償運送運営協議会設置要綱 

資料 3 杉並区における移動困難者の状況 

資料 4 27年度福祉有償運送活動状況 

資料 5 新規登録団体資料（社会福祉法人 杉樹会） 

＜当日配付資料＞ 

資料 3-1 経年変化資料 

冊子 杉並の付添サービス 

会議次第 1 開会 

2 保健福祉部管理課長挨拶 

3 委員自己紹介 

4 会長・副会長挨拶 

5 議題 

(1)杉並区の福祉有償運送の必要性について 

  ・杉並区における移動困難者の状況について 

  ・平成 27年度福祉有償運送活動状況報告 

 (2)福祉有償運送 新規事業者登録協議について 

  ・事業者概要（事務局） 

  ・補足説明・質疑応答（社会福祉法人 杉樹会） 

 (3)その他 

  ・28年度協議会日程について（更新団体 5団体） 

6 閉会 
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○事務局 それでは、お時間が早いのですが、皆さんお揃いになりましたので、本日は平

成28年度の第1回目になります杉並区福祉有償運送運営協議会を始めさせていただきます。

議事に先立ちまして進行をさせていただきます、保健福祉部管理の保健福祉担当係長です。

前任の異動に伴い4月から着任いたしました。よろしくお願いいたします。 

 まずは、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 先日、開催通知を送らせていただきました。それに同封したものが資料1「杉並区福祉

有償運送運営協議会委員名簿」、それから資料2「杉並区福祉有償運送運営協議会設置要

綱」、資料3「杉並区における移動困難者の状況」、資料4「27年度福祉有償運送活動状

況」、資料5「新規登録団体資料（社会福祉法人杉樹会）」。以上の資料、お手元にござ

いますでしょうか。 

 それから、本日の式次第、経年変化の資料、それと「杉並の付添サービス」という冊子

が机上配付となっておりますが、不足の方はいらっしゃいませんでしょうか。 

 本日ですが、杉並区障害者団体連合会の高橋会長様、それから特定非営利活動法人おで

かけサービス杉並の樋口理事長様、お二人が欠席というご連絡をいただいておりまして、

会の出席が11名ですので、定足数7名を満たしておりますので、本会は成立しております

ことをご報告いたします。 

 それでは、式次第に沿って進めていきたいと思います。本日、部長が出席予定でしたが、

急用が入りまして、かわりに保健福祉部の管理課長から、一言皆様にご挨拶申し上げます。 

○副会長 皆様、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。本来ですと、保健福祉

部の部長がご挨拶をするところですが、急用ということで、かわってご挨拶させていただ

きます。 高齢者の増加に伴いまして、今後も移動困難者の増加が予測されるところです。

認知症の方の事故の問題等も、新聞等で報道されていますとおり、非常にこれからは公共

交通機関での外出が難しい区民の皆様方のために、日常生活や社会参加をサポートするた

めにも、民間のタクシー事業者や介護事業者とあわせて、高齢者の方々、障害者の方々が

安心して生活できるように、福祉有償運送にかかわる移動サービスが非常に重要になって

くるということでございます。 

 この協議会は非常に古くからされているところですが、今回の協議会では、28年度、昨

年は第1回しか開催されなかったところですが、今回は今年度第1回目の開催ということで、

まず杉並区の福祉有償運送についての必要性を確認するとともに、新規の事業者さんにつ

いての協議が主な議題となっております。ぜひ、活発にご協議いただきたいというふうに
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思っております。私からは以上でございます。 

○事務局 続きまして、委員の変更をお知らせいたします。事前にお配りいたしました資

料1の福祉有償運送の運営協議会委員名簿をお開きください。こちら関東運輸局の主席専

門官がかわっております。それから、私ども保健福祉部管理課長がこの4月からかわりま

して、変更は２名です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、年度初めで第1回目ということになりますので、大変恐れ入りますが、委員

の方々から一言ずつ、お名前と自己紹介をお願いできればと思います。 

＜自己紹介 略＞ 

 では最初に会長にご挨拶をいただきまして、そのまま議事をよろしくお願いしたいと思

います。 

○会長 改めまして皆様こんにちは。昨年度より2年任期で、また協議会のほうの会長を

させていただいております。 

 ちょうど、前回が9月2日でした。その後、皆さんも記憶に新しいかと思いますけれども、

9月10、11、12日と、関東、東北、大雨があって、また非常に身近なところで災害を意識

する機会があった事を、議事録を見直しながら思い出していました。 

 杉並区では、お出かけに関するサービスを担当しているセンターをいち早く立上げて、

この福祉有償運送についても全国的に見ても非常に早い段階から、また委員の皆様のご協

力もあって、丁寧な議論を重ねて進めてきているかと思います。 

 先ほど災害の話を致しましたが、私、住まいは文京区ですけれども、勤め先が宇都宮、

栃木県なので、水害のときに、大学から一番近い鹿沼のほうの災害ボランティアセンター

に学生を連れていったりしました。そこでもともと移動の足がないような地域で、さらに

高齢の方が孤立してしまっているという状況を多くの地域で見ることがありました。ただ、

そんなところでも、やはり地域の方々の助け合いや声かけで、復興に向けて頑張っていら

っしゃる姿を拝見しました。そういうことを通じて、やはり日ごろの地域での助け合い、

それから福祉有償運送も、ＮＰＯという形ではありますけれども、地域の人のために地域

の人たちが力を合わせて、移動という1人では解決することが非常に難しい問題に取り組

んでいるということが大事なのだなということを改めて感じることがありました。 

 杉並区では本当に、先ほどもお話ししましたけれども、丁寧に議論していただくことで、

真剣に議論する方々がいるから福祉有償運送ができているという、そういう認識を皆が持

つことによって、大きな事故もなく、非常に多くの方にサービスを利用してもらうという
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状況を続けることができていると思います。 

 ちょっと長くなりましたけれども、改めて皆様のご協力いただいているということに感

謝したいなと思っております。昨年度は一度しかありませんでしたが、今年度は三度ほど

予定されているようですので、ぜひ、皆さんの活発なご議論と議事進行への協力をよろし

くお願いいたします。 

 続きまして、議事のほうに入りたいと思います。本日は議題として三つ上がっておりま

す。一つ目の議題に入りたいと思います。杉並区の福祉有償運送の必要性についてという

ことで、配っていただいております資料に基づいて、事務局のほうから説明をしていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局 4月から新しく担当になりました職員です。よろしくお願いします。それでは、

杉並区の福祉有償運送の必要性について、事務局からお話しさせていただきます。資料の

ほうは資料3と4をごらんください。 

 杉並区における移動困難者の状況について、初めに移動困難者の推計についてお話しさ

せていただきます。 

 平成27年度の移動困難者について、下記の通り、要介護認定及び障害認定をもとに推計

を行いました。福祉車両を必要とする人の推計は8,013人と、前年度と比べて微増となっ

ていますが、総人口に占める割合は前年度同様1.4％台を維持し、移動困難者全体は増加

しています。平成28年4月1日現在、総人口55万5,897人に占める65歳以上の割合は21.07％、

65歳以上に占める要介護認定者の割合は20.6％と、同年度の同値21.01％、20.5％と比べ

ると増加しております。今後も一層の高齢化が予想されておりますので、福祉車両を必要

とする移動困難者数の増が見込まれます。 

 次に、移動サービス供給量の推計について参ります。 

 区内の移動サービスの供給内訳は、福祉車両（車いす・ストレッチャー）を中心とした

個別輸送の総供給量に占める割合が13.7％、福祉有償運送が15.8％、福祉タクシー券を利

用した輸送（一般タクシー・福祉限定タクシー）が70.3％という割合になっております。

供給量全体として、26年度と比較すると1万6,000件近く減少しておりますが、これは福祉

タクシー券の総利用額が減少したのが影響していると見られます。タクシー券の利用額減

少については、25年度に発行回数を年に2回から1回に変更いたしました。過渡期に伴う混

乱を防ぐため、使用期限を延ばしたところ、年度末での駆け込みの使用がなかったことが

減少の理由になっていると思われます。結果として、福祉車両を中心とした個別輸送と福
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祉有償運送の比率が上昇いたしました。 

 裏面のほうに参りまして、移動サービス年間利用の推計に参ります。 

 移動困難者一人あたりの移動サービス年間利用回数は、移動サービス供給量を移動困難

者数で割ると、約7回となります。1回の外出には、通常、往復の利用が必要であるため、

サービスを利用しての外出は3回から4回と推測できます。今後も増加が見込まれる移動困

難者の外出機会を増やすためには、民間タクシー事業者や介護事業者等をあわせ福祉有償

運送によるサービス供給の充実が求められます。27年度については、地域型福祉有償運送

登録団体の運行数は、運行団体が1団体増加したこともあり増加しましたが、タクシー券

利用の減により、全体としての供給量は落ち込みました。今後は増加傾向が続くと思われ

る移動困難者の需要に対して、福祉有償運送の果たす役割は大きいと思われます。 

 次に、資料4の平成27年度福祉有償活動状況について参ります。活動状況については表

のとおりです。事故の発生件数については、地域型の小計として1件、施設型の小計とし

て1件、全体で2件という数字となっております。1件については車両の整備不良、もう1件

については交差点内の停車車両についての接触事故ということになっております。 

 以上、事務局からの杉並区移動困難者の状況の説明になります。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 そうしましたら、今ご説明いただきました杉並区の福祉有償運送の必要性について、何

かご質問、ご意見がありましたら、出していただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○委員 すみません、細かい数字で恐縮ですけど、資料3のほうの表と裏で数字が若干―

パーセンテージのところですね。2番のところの文章のほうでは、例えば一般タクシー

70.3％、福祉車両の個別輸送が13.7％という数字がありますけど、裏面ですと、福祉車両

13.8％で、タクシーのほうが70.4％という数字の違いがありますけど、これは誤差の範囲

とか、そういう感じでしょうか。 

○事務局 ご指摘すみません、ありがとうございます。合計を100％に合わせために、数

値の末尾に調整を加えました。ぶれておりますが、基本的には、元の数値は同じものです。 

○会長 わかりました。それは、どちらかに。 

○委員 合わせておいたほうがいいかな。 

○事務局 そうですね。はい。 

○会長 ではどちらかに合わせるということでお願いします。ほかにはいかがでしょうか。 

○事務局 ではすみません、事務局より。前回の宿題といいますか、２７年度第1回目の
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協議会の際、実車率、それぞれの福祉有償運送の団体さんが持っていらっしゃる車の稼働

率が出せるかなというようなご質問を委員よりいただいたのですけれど、各団体さんにも

聞いてみたところ、基本的に流しの営業がないので、予約100％の運行で、社有車が1日の

うちどれぐらい動いているかということになるのかなと思うのですが、計算方法の統一と、

事業者さんの事務負担的にも難しいかなということで…… 

○委員 大変ですか。うん。じゃあ、結構です。 

○事務局 すみません、数値として出すのが難しいということで、よろしくお願いいたし

ます。 以上です。 

○委員 いえいえ、せっかく機会をいただいたので、ちょっと一言聞かせてもろてよろし

いですか。いいですか。 

○会長 はい。 

○委員 すみません。ちょっと教えてください。資料4ですけども、表の「利用会員の状

況」なんですけども、これの「うち区民」と「うち区民以外」とあるんですけど、区民以

外って何でしたっけ。 

○事務局 登録している会員さんで、お住まいが杉並区以外という方になります。 

○委員 以外。 

○事務局 隣接する区で、世田谷区とか、練馬区とかの方が登録になっていると、対象者

として分けて計算してもらっています。 

○委員 ああ、そうか。ああ。 

○事務局 はい。ただ、発着のいずれかは…… 

○委員 発着のいずれかが杉並にかかっているということですよね。 

○事務局 はい。 

○委員 その解釈でよろしいんですよね。なるほど。 

○事務局 そうですね。病院なり施設なりが杉並のほうにある、通っていらっしゃるとい

うことになります。 

○会長 はい。よろしいでしょうか。 

 タクシー券の関係で、全体として利用回数は減っているけれども、この協議会で扱って

おります福祉有償運送については、昨年度2万8,076件が3万2,841件ということで、福祉有

償運送に関しては、サービス件数はふえている、供給量はふえたということですね。 

 じゃあ、特にないようでしたら、議題の1を終わりにしたいと思います。よろしいでし
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ょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 続きまして、議題の2、福祉有償運送の新規事業者登録協議についてということ

で、今回は新規登録を希望されている団体が書類のほうを提出されておりますので、その

協議を行いたいと思います。登録申請されている団体の方に、オブザーバーとして入って

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○杉樹会 よろしくお願いします。 

○会長 それではまず、事業所の概要について、事務局のほうから説明をよろしくお願い

します。 

○事務局 はい。それでは座ったままで失礼いたします。 

 今回新しく福祉有償運送を始められる、社会福祉法人杉樹会さんです。平成7年に設立

の団体で主に老人介護施設を運営されています。杉並区の、地域包括支援センターのケア

24なども運営していただいている団体さんになります。では、こちらの団体要件確認票に

沿って説明をさせていただきます。資料5になります。 

 まず1番からですけれど、1枚めくっていただいた様式第2の1号の内容として、社会福祉

法人杉樹会、杉並区阿佐谷北1-2-1、理事長は前田義之様になります。要件確認票になる

と、3番の部分ですが、運送の形態として、発地もしくは着地が杉並区になります。申請

する団体の名前は「さんじゅ阿佐谷」ですけれど、事務所の名称としては愛称ということ

で「サポートさんじゅ」という表記をされる予定と伺っております。 

 続きまして、①番。資料の①と右上にある資料が定款になります。こちらは新しい定款

になりまして、ちょうど真ん中、「第5章 公益を目的とする事業」というのがあります

が、その中の4番、福祉有償運送事業というのが新規に追加されました。それを今、区の

社会福祉法人の指導担当に提出していただいている状態です。今後、杉並区でこの定款を

認可して、有効になります。指導担当に確認したところ、内容に問題はないということで

すので、新しい定款が有効になるべく、申請手続中ということになります。 

 2番目が、現在事項全部証明書で、会社の登記事項証明書添付で、裏がこちらの社会福

祉法人さんの役員一覧表になります。よろしいでしょうか。 

 次、運送の対象として、登録会員が現在18名と伺っております。介護認定者の方が主な

利用者さんで、現在のところ、イ、ロ、ハ、ニの区分のうち、二のその他、肢体不自由内

部障害に当たる対象者がおられないので、今回の申請は、イ、ロ、ハ区分のみです。 

7/23 



平成 28年度第 1回 杉並区福祉有償運送運営協議会 

 

 続きまして、④番の使用車両についてです。こちらは車検証を添付いただきました。

1台、28年6月23日で有効期限が切れるものがありましたので、お伺いしましたところ、既

に切りかわって、この「練馬880あ1340」なんですけれど、こちらの車両については有効

期限が平成30年であることを事務局で確認いたしました。あわせまして、ちょっと前後し

ますけれど、保険につきまして、6番の損害賠償措置の部分で、既定の3台とも対人対物無

制限のものに入っていらっしゃるということを事務局で確認しておりますので、よろしく

お願いいたします。よろしいでしょうか。 

 続きまして、今度は⑤番の運転者の部分の説明に参ります。右上に5番と振ってあるの

が運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿です。こちらのほう、7名お名前を記載いただ

いているんですけれど、現在、受講済みの方は1名で、あと6名は6月23日にケアセンター

八王子の認定講習を受ける予定ということで伺っていまして、ケアセンター八王子さん発

行の受講申込承認書というのを事務局で確認しております。この講習は1日受講されると

資格を得られるそうですので、出席が要件にはなりますが、登録時には協力員7名の予定

です。ということで、登録の段階では全て条件を満たしているというふうに、事務局は把

握しております。 

 次が7番、運送の対価になります。こちらは右上に⑥と番号の振ってあるこちらの一覧

表、比較表をご参考ください。基本的には現行の福祉有償運送の団体さんの料金体系を参

考にされていらっしゃるということで、実車2キロまでは350円、以降1キロごとに150円加

算になっています。で、運送の対価以外のところについては、下記のとおり、迎車ですと

か待機ですとか、このようになっております。裏面に利用者さん向けにちょうどわかりや

すいようにということで、具体的な場所を挙げたような説明を出してくださっていますの

で、それも協議の材料にしていただければと思います。 

 続きまして、⑧番の運行管理体制で、⑦番と⑧番の書類、こちらのほうはそれぞれ様式

に従った内容になっております。⑨番の運行管理マニュアルというのを作っていただいて

いまして、添付いたしました。社会福祉法人さんなので、運転者の年齢が70歳以下となっ

ていて、皆さんお若いなというふうな印象を持っております。 

 最後が法令遵守につきまして、⑩番の書類になります。要件確認票につきましては、⑩

番以降の書類は更新対象者用なので、今回は新規のため提出ございません。 

 以上が事務局からご説明になります。 

○会長 はい。ご説明ありがとうございました。 
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 今の説明に加えて何か補足して説明することなどありましたら、杉樹会さんのほうから

お願いしたいと思います。また、あわせて今回申請に至った経緯も、簡単にご紹介いただ

けたらと思います。よろしくお願いいたします。 

○杉樹会 かしこまりました。座ったまま失礼いたします。 

 私、杉樹会の福祉有償担当でして、本来であれば、理事長の前田がご挨拶、ご説明をさ

せていただくところでございますけども、所用で出席できないため、私が代理でご説明さ

せていただきます。 

 先ほどの事務局の説明と重複しますけども、当法人は、この20年間、阿佐谷と久我山で

特別養護老人ホームとデイサービスの運営をしてまいりました。入居者様、利用者様が通

院する場合、原則ご家族に付き添いをお願いしていますが、最近では付き添いされる方も

高齢となってしまい、ご自宅から施設まで電車を乗り継いでの移動もままならない方もい

らっしゃいまして、まして病院までの移動、付き添いができないので、職員の方で対応し

ていただけないだろうかという声が多く出ておりました。そういうときは、生活相談員で

すとか介護職員が業務の合間に送迎をしているんですけども、病院の待ち時間等を加える

と半日仕事になってしまうことも多くて、日常業務に非常に支障が出るということがあっ

たもので、それではもう福祉有償部門を立ち上げて、新たに一つの事業にしてしまおうと

いうことで、今回の申請に至りました。 

 あともう一つ、この総合事業の一端を担う社会法人としてなんですけども、地域に貢献

できるかなと思うところもそこには大きく含まれておりまして、デイサービスでの送迎を

行っているときに、毎日数えられないくらい、ご自宅の入り口まで付き添いをする方がい

ますが、その自宅の階段、2歩、3歩が上れない、おりられない。それが理由で通院できな

い方ですとかお買い物に行けない方が多いので、そういう方たちの手足となるために、

我々社会福祉法人が福祉有償部門を立ち上げて、皆さん、地域の人の手足になるべきでは

ないかと思い、今回の申請に至りました。 

 登録の名称ですけども、「サポートさんじゅ」とさせていただいた理由は、今回の福祉

有償を皮切りに、生活支援サービスも含めて行っていきたいということで、施設名ではな

くて「サポートさんじゅ」とさせていただきました。 

 以上になります。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 そうしましたら、今、先ほどの事務局の説明、それから今の杉樹会さんからの説明につ
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いて、協議が必要だと思われることがございましたら、出していただきたいと思います。

いかがでしょうか。 

○委員 よろしいですか。今、説明を承りました。福祉有償運送の中で、大別して、杉並

区も四つの地域型と二つの施設型がありますが、杉樹会さんはどちらを目指していらっし

ゃるんですか。 

○杉樹会 はい。基本的には施設型から始めまして、徐々に地域型のほうにも移行してい

きたいと考えております。 

○委員 わかりました。 

 じゃあ、ちょっと具体的にお聞きしたいところがありまして、これ、⑥の、いただいた

資料ですね。読んでいて、⑥のところで、乗降介助1回につき200円。真ん中辺にございま

すよね。その裏面に行きますと、具体例が三つ載っていて、1番のところで行くと、この

介助料400円というのが真ん中にありますよね、一番上のところ。これは片送りという前

提の条件で上に書いてあるんですが、これ、乗っておりて400円ですか、1回の乗降につき。 

○杉樹会 乗降介助につきましては、片道1回で200円ですので、往復で400円になります。 

○委員 例1は片道でしょ。例3が往復でしょ。 

○杉樹会 あ、記載ミスです。申しわけありません。 

○委員 はい。 

 それと、この例1、2、3で、何か恣意的なことはないと思うんですが、やけに実車距離

が長いんですね。8キロ、9キロ、18～9キロって、非常に長い距離。施設型ではそんなに

長い距離は要らないでしょうし、新宿まで10キロもないこの地区から、何でそんな長い例

をとっているんですか。これから、例えばさっきも雑談でちょっとお話ししていましたけ

ど、タクシーの運賃が変わっていく、1キロ幾らになっていくと、施設なんかでは非常に

短いですよね、距離が。1キロもあるかないかだと思うんですね。そうすると、この運賃

はいずれ変えていくのかどうかということが一つありますけども、何か一般タクしーとの

開きを、いかにも2分の1以下ですよというのを出すためかどうかはわからないんですけど

も、やけに実車距離が長いですよね。これは何か恣意的な他意があるんですか。 

○杉樹会 はい。具体的な病院名はここには出していないんですけども、特別養護老人ホ

ームの入居者様の通院されている病院を例に上の二つはとっております。例3については、

銀座の往復を想定しています。 

○委員 今、先ほどのお話を聞いていると、施設型がメーンでスタートですから、これは
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どっちかというとレアケースですよね。もっと施設に近いところ、1キロ、2キロ、そうい

う方が圧倒的な数になっていくんだと思うんですけど、そんな例外的なことを、三つも挙

げておいていただいて。で、一番上は、これ、間違いでいいんですね。介助料は200円な

んですね。片送りは200円なんですね。 

○杉樹会 はい、訂正します。 

○委員 はい、わかりました。 

 いや、近くてやけに長いなというのを、今までの団体から見ても圧倒的に長い例ばっか

り載っているんですが、おおむねタクシー運賃の半分以下ならばいいということですから、

短い距離でも、当然その半分になるような形でやられるということですよね。 

○杉樹会 おっしゃるとおりです。 

○委員 はい、わかりました。 

○会長 そこら辺は、事務局のほうでも確認済みで。 

○事務局 そうですね。現行団体さんと同じということで伺っております。 

○会長 はい。以前は、例示じゃなくて、何か表で出していたときがあったので、例えば

1キロ、2キロだったら幾らですとかというのが、そういう表で出していただいていたとき

があったので、多分委員がおっしゃっているのは、例示は利用者さんのためにはとても、

こういう、具体的に幾らかかるのがやっぱりわからないというのはとても不安だと思うの

で、いいと思うんですけども、ちょっと比較するには、単純な表のほうがわかりやすかっ

たんじゃないかということかなと思うんですが、そこはもう、事務局のほうで確認済みだ

と思いますが。 

○事務局 そうですね、団体さんによっては一覧表の方もいらっしゃるので、利用者さん

の説明のほうがわかりやすいのかなと思ったんですけれど、やはり短距離とかに関しては、

短い、距離ごとの一覧表のほうが、あったほうがわかりやすいですね。以降気をつけます。

今回は、一応こちらの表示でよいでしょうか。 

○会長 そうですね。委員が心配しているのは、またそのタクシーの運賃改定があったと

きに結局それをつくることになるだろうという、そういうことかなと思います。 

○事務局 そうですね、今後また料金改定の際には、今回のご意見を反映したもので、ま

た協議していただくということになるかと思います。 

○会長 はい。ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

○委員 すみません。 

11/23 



平成 28年度第 1回 杉並区福祉有償運送運営協議会 

 

○会長 はい、お願いします。 

○委員 ちょっと、今までタクシーのおおむね半額ということで、一般的にタクシーとい

う形で書いていただいたんですけども、うちの社名が出ているので、初めてのケースなの

で、困惑しているんですけども。 

 これで言うと今、私も説明を聞いていて、うちが高くて、こっちを使ったほうがいいで

すよというような、誘導ということはないんでしょうけども、ちょっとそういうような印

象も受けるものですから、タクシー全般として、タクシーに対しておおむね半額というよ

うな形だと思いますので、ちょっと余り具体的な会社名を挙げられると、非常に厳しいな

というところが。 

○委員 これは、事前の了解を得なかったんですか。 

○委員 今初めて、ここで…… 

○事務局 すみません。 

○委員 それはぐあいが悪いでしょう、普通は。 

○事務局 失礼いたしました。申しわけないです。 

○委員 それと、今お話にあった銀座というのは、何か具体的に銀座に、病院なんでしょ

うか、それとも普通に。 

○杉樹会 はい。これは、この事業を始めるに当たって、入居者様にアンケートをとった

ところ、銀座の三越に行ってみたいという方がいらっしゃいましたので、三越を一応想定

しております。 

○委員 はい。ありがとうございます。 

○会長 日本橋髙島屋さんとか三越さんとか、そういうお買い物つきのタクシー往復とい

うサービス、最近ありますよね。 

○委員 すみません。その件で言うと、よりまた具体的になってしまうんですけども。 

 すみません、当社なんかですと、今、会長がおっしゃったように、三越のほうの介護つ

きの送迎というものをやっていまして、具体的に。その上でも非常に比較になってしまう

ものですから。ちょっと。 

○委員 ついでに私も。 

 じゃあ、この三つ目の例で、これは、ある病院まで行ったと書いてあるんですよね。な

ぜ三越が病院に変わっちゃうんですか、これ。 

○杉樹会 失礼しました。訂正します。「百貨店」に変更します。 
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○会長 はい。余りその具体的なところが協議の根本のところに余り影響するわけではな

いですけれども、一応これ、記録というか、もうこれで協議をしたということになるので、

委員の方々もそこら辺を、正確を期してということで質問させていただいているんだと思

います。 ほかにはいかがでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 じゃあ、特にないようでしたら、社会福祉法人杉樹会から出ておりました福祉有

償運送の新規登録について、杉並区の福祉有償運送運営協議会では協議調ったということ

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。 

○杉樹会 ありがとうございました。 

○会長 それでは、よろしくお願いします。 

○委員 今の内容については、事務局の方が責任を持って修正の部分は確認するというこ

とで、よろしいですね。 

○事務局 はい、かしこまりました。 

○会長 これがそのまま全部出るというわけじゃないですよね。 

○事務局 はい。資料ということでは、団体要件確認票は協議会用のものですので、料金

に対して細かい部分でもう少しわかりやすい説明ができればよかったかなということで、

社名については訂正して、運輸局提出時には一般タクシーの表記に改めていただきます。 

○会長 はい。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。 

 そうしましたら、最後の議題ですね。その他ですが、事務局のほうで何かございますか。 

○事務局 はい。そういたしましたら、今年度、また次回の予定についてご説明させてい

ただきたいと思っております。更新協議が今年度内に必要な団体が5団体ございます。 

 まず、特定非営利法人のおでかけサービス杉並さん、それとポプラの会さん、この2団

体が、10月から11月ぐらいの間で更新の手続をしなければならないということがございま

す。それから、杉並移送サービス、それから福祉送迎サービス・杉並、それからサンフレ

ンズ、この3団体につきましては、来年の1月から2月について協議を、更新の時期という

こともございますので、この運営協議会に出させていただきたいというふうに思っており
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ます。ですので、皆様のいろいろご都合があろうかと思いますけれども、今年度、あと

2回、協議会を開催させていただきたいと思いますので、お忙しいとは思いますけれども、

よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。今の説明、何かご質問はございますか。お願いします。 

○委員 先ほども触れた件ですけど、今、タクシー業界では距離短縮運賃というのが検討

されておりまして、今後の成り行きによっても変わってくるところではあるんですけども、

これ、ちょうど、早ければ12月ぐらいに実施される可能性がある、と。まあ、仮の話で申

し訳ないですけど、そうなった場合、この協議内容とか協議団体に対してもそうですし、

今回のさんじゅさんに関してもそうですけど、再度決まった場合には、その都度協議し直

すという形になるんでしょうか。 

かつ、1キロ台で400円台というのが検討されている中で、タクシーのおおむね半額となっ

たときには、それを今後どうしていくのかも、支局の方にもちょっとお伺いしたいなとい

うふうに思いまして。 

○会長 はい。では現状で構いませんので、よろしくお願いします。 

○委員 今、そのタクシー、東京都の特別区、武三、23区と武蔵野・三鷹地域において、

初乗り運賃額を短縮するという公定幅運賃の変更の要請が出されておりまして、約2万

7,000台あるタクシーの中での7割を超えて要請が出てまいりましたので、国交省として要

請を受け、その審査に入らせていただくというところでございまして、実際にその公定幅

運賃、例えばですけども、初乗り運賃額が1キロ410円とか、そうなったからといって、即

この福祉有償運送の対価をすぐに変えろとか、そういったことにはならないかなとは思っ

ております。当然その地域の、総意に基づく対価ですから、この対価を見直すということ、

必要性があれば当然議題として扱っていただきたいなと思っておりますので、ちょっと、

今変わるかどうかもこれから審査になりますので、申しわけございません、まだ今の現状

としかお答えできなくて申しわけないんですが、ここまでとさせていただきます。 

○会長 はい。ありがとうございました。 よろしいでしょうか。 

○委員 ちょっといいですか。今のお話で、2キロから上になると、ほぼ同じなわけです

から、今のままでいいんだと思いますが、私はすぐ変わるのかなと思っていたんですね。

410円の運賃のおおむね2分の1以下というルールがありますから。あるいはそういう作業

に着手しなきゃいけないのかなというお話じゃないかなと思っていましたが、今のお話は、

そんな急には変われないじゃないかということなんですけども。でも、至急それはやるべ
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きじゃないんですか。まあ、2キロ以内、特に1キロ前後の送迎が多ければということです

けれども。 

○委員 当然必要とあらば、そういった議論は必要だと思うんですけども、ただ、我々国

交省として、ルールとして2キロを上限とするということは一言もまだ、一言も言ってい

ないというか、あくまで目安でございますので、その上限が2分の1というのがちょっとひ

とり歩きしないようにということを再度周知しましょうというのが昨年12月に通達も出さ

れておりまして、あくまで、おおむねそのタクシー運賃の2分の1というのはあくまで目安

ということですので、その2分の1を上回るから即だめとか、そういったことまでは我々国

としては言っていないところでございますので、地域の実情に応じて、活発なご議論の上、

対価は決めていくべきだと認識しております。 

○会長 はい。 

○委員 すみません。いいですか。今の国交省の見解ですけども、それはあくまでも国交

省の内部で云々という、まだ議論もそういうことはされていないという理解でいいんです

か。今こちらへ来られている委員さんの考えというか、東京支局さんですけども、まあ、

そこでも議論されていないし、本省の国交省でもまだそこまで、この福祉有償の件までは

議論されていないという認識でいいんですね。 

○委員 されていないです、そこまでは。 

○委員 はい、わかりました。 

○委員 いいですか。認識されていないと言いますけども、我々から見ると、もう行政主

導で、マスコミなんかがリークしていて、12月には410円かと、もうマスコミからは出て

いますから、多分そうなるんだろうなというのが、我々、中にいてもそう思うんですね。 

 で、2分の1って、もしそうならないと、1キロ当たり、施設送迎なんかでは1キロもある

かないかの場合は、予約料、迎車、回送を取っていった場合は、我々よりも高くなってし

まうというか、短い距離の場合は。それは各行政、余り細かいことを国交省のほうでは口

を出さないのかもしれませんけど、我々杉並区の福祉有償運送とすれば、早急に対処した

ほうがいいんじゃないかなというふうに思うんです。 

 まあ、何か前提がまだ決まっていませんよ、あるいはそうなるかもしれないとか、いろ

いろ憶測で進んでいますけども、ほぼ間違いないようですし、あるいは12月じゃなくても

1月か2月かその辺でなるんだと思うんですね。4月という予定だったようですけども。だ

から、そうなったとき、あるいはもう、なるということで、この委員会は進めていくべき
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じゃないのかなと私は思うんですけど、いかがでしょうか。 

○会長 会長の私がちょっと整理しますと、委員のほうから出ました、あくまでも協議会

が地域の状況を勘案して決めることなので、そこが「おおむね」がついているところであ

って、2分の1に決めているわけではないということですよね。なので、その刻みが変わっ

たからといって、即変えないと、例えば法律に違反するとか、そういうことではない。と

いうことでは、協議会でやはり協議するのであれば、対応することになるかとおもいます。

今、委員から、正確には何月何日に幾らということが出ていない段階なので、いつやりま

しょうという話にはならないかとは思いますが、杉並区の福祉有償運送運営協議会で、こ

の地域を走るタクシーの料金が改定するに当たり、有償運送団体の料金をどうするかとい

うことを検討してほしいという要請があったというふうに受けとめました。そのことにつ

いては、まず話してみる必要はあるだろうと私も思います。 

 ただ、あと一方で考えなきゃいけないのは、やっぱり利用される方が混乱してしまうと

いうのが一番協議会としても望まないところなので、やはり、改定予定の時期に合わせて

どうしましょうという話は難しいかなというのは、例えば年度の途中で、改定に合わせて

どうするかというようなことで先に議論しなくちゃいけないというのは、難しいのではな

いかなと思っています。  

利用者さんの立場から考えると、例えば年度の途中に急に何かわかりにくくなるのは避け

たほうがいいと思うんですけれども。例えば、改定するとか議論するということを団体さ

んのお立場で考えると、総会を通してじゃないと難しいとか、いろいろありますよね。今

のお話で福祉有償の運営事業者さんとしてどんなふうに受け取られましたか。 

○委員 そうですね。タクシー会社さんが具体的にどういうふうになるかというのが、今、

新聞報道やなんかでは出てきていますけれども、具体的にそれがどうなるかはまだわから

ない状態で検討するには、正直言って、あんまり戦力というかパワーが少ないものですか

ら、ちょっとそれはしたくないなということと。やっぱり、アナウンスするには、3カ月

から半年ぐらいかかるかということと、できれば年度がわりで、私どもは年度が4月から

3月ですから、4月から実施するということを、例えば来年の4月からもしやるにしても、

1月ぐらいにはアナウンスして、4月以降こうしたいと、こうするということで、アナウン

スしたいなと思っております。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 何かこの件に関してご意見がほかにございましたら、いかがでしょうか。恐らく次回、
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次々回の議題に関係してくるので。 

○委員 すみません。これは、仮にそのタクシー運賃が12月もしくは1月に今の公定幅の

枠の組みかえが終わって、そのとおり1.059キロで、それで410円というふうにほぼなれば、

その時点からスタートするのか。今言われた意見でしたら、出てみないと、わからないと。

当然そうですけども、それには回数が余りにも年度末言うたって少な過ぎるでしょ。この

開催がね。 

 で、その前に例えばこの23区プラス武三地区で運賃が決まれば、各地域協議会、運営協

議会で、運賃として議論できるのか。それかまとまって、国のほうから通達か何かが来る

のか。その辺がまず前提で、もし言うて、個別にその地域地域でタクシー事情が違う、運

賃が違うわけですから、違うんでしたら、その個別の運営協議会でやってくださいという

のであれば、こちら、議論できますよね。そういうことを計画立ててもうつくっていった

ほうがいいんじゃないでしょうかと思いますけど。 

○会長 ええ。 

○委員 恐らくそのタイムスケジュールやったら、今、事業者さんがおっしゃったように、

早ければ12月、我々業界としたら12月は避けてほしいんですけども、恐らく12月末か1月

末までには決まるんだろうと。7月4日が運賃届け出の締め切りでしたよね。 もう、今は

8割超えていますんで、恐らく審査には入ることやと思いますんで。 

○委員 8割は超えていないです。 

○委員 もう8割行ってますね。 

○委員 超えていないです。 

○委員 超えてないですか。七十八、九ぐらいでしょ。 

○委員 まあ、それぐらいです。 

○委員 そんなもんでしょ。まあ、約8割ですね。 

○会長 わかりました。通達ですか、公示ですか。告示で出されるというか、その新しい

刻みというのは。 

○委員 はい、公定運幅賃が。 

○会長 告示か何かですか。 

○委員 公示が出ます。 

○会長 公示が出るということですね。公示が出たら、走っている車は即改定になるんで

しょうか。 
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○委員 これから公定幅運賃の枠を決めていくということになって、原価計算書や実績報

告、営業報告書を見ながら、どれが一番減収率が低いのかと。今のその730円、初乗り2キ

ロ730円の今の体系から、どれだけの減収率になるのかがというのかを見せていただいて、

公定幅運賃の上限額と下限額が示されますが、今の時期ですと、いつそういうのが出るの

かというのはまだ全くわからない。申しわけないですけども。 

○委員 もう一つ、消費者委員会ですとか、あと閣議決定も必要なので、タイミングがち

ょっとわからないですよね。 

○会長 わかりました。いずれにしても何か正式な決定がないと議題には上げにくいので、

決定が出た段階で。でも、今日のお話ですと、協議会として協議はしていただきたいとい

うことかと思いますし、国土交通省関東運輸局あたりで一遍に何か通知をするという動き

は多分ないでしょうから。ただ、ほかの区がどうするのかわかりませんけれども、杉並は

杉並で判断することなので、決定が出た段階で協議の議題として上げたほうがよいかと思

うんですけれども。ただ、それも、出てみないとわからないので。 

 今まで委員からの発議というか、議題提出はなかったと思うんですね。今回はどういう

形になるか、会長と事務局が相談するのか、委員から提案を受けてという形になるかは、

初めてのケースなので相談したいと思います。もしかしたら何か決定が上のほうであって、

報告になるかもしれませんけれど、はっきりした段階での後の協議会に上げるということ

でよろしいでしょうか。 

○事務局 すみません。ちょっと事務局から逆に質問なんですけれど、運賃改定を見据え

て、例えば料金を上げたいという場合、タクシー運賃の50％を超えていると、実際に事業

としてやっておられるタクシー会社さんからすると、余り認めたくないというところでし

ょうか。福祉有償運送をやっていらっしゃるＮＰＯさんが割と赤字のところが多くて、事

業の存続のために、タクシー料金の半額以下ではなく、ちょっと上げるということはでき

るかなというような質問も受けたんです。そういった場合に、認めていただくというか、

協議会としては合議として最終的にどのように―要綱には多数決とかの記載がないんです

ね。どのように合意していくのかなと思いまして。皆さん話合いの上での合意ということ

になるんでしょうか、最終的には。 

○会長 はい。 

○委員 いいですか。いろんなグレーゾーンみたいなのがあって、国交省のほうではおお

むねタクシー運賃の2分の1ですから、2分の1を超えているところもあるのでしょうし、
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2分の1以下のところもあるとは思うんですね。でも、それはやっぱり守っていかなきゃい

けないと思うし、運賃が2分の1なら、料金で取っていこうと。随分いろんな料金がありま

すよね。ちょっと院内介護へ行くとか、時間でお手伝いするとか。乗降介助も介護保険で

はあるんでしょうけど、私たち一般常用では、乗降介助で料金を取ることはないです。今

はね。いろんなことで、料金設定しすき間を埋めているんだと思うんですが、大原則はや

っぱりタクシー運賃の半額という、おおむね2分の1という言葉があるわけですから。 

 それは、例えば今度も運賃改定についても、我々もこういう協議をやってきてますが、

運賃改定はずっとなかったんだと思います。何年間だか、7年――もっとなかったでしょ

うね。これからは多分またあると思うんですね、また何年後か。あるいは410円は安過ぎ

て、もうちょっと上げようよとか、やってみて、いろんなことが出てくるかもしれません。

運賃改定が全くないというのがずっと続くわけではないので。そうすると、運賃のおおむ

ね2分の1ということは残っていかなきゃいけないんだと思うし、今、これから後、ずっと

それは続けていく。もう、一々委員会を開かなくても、運賃の2分の1という大目標がある

んだから、これで行きましょうということで、わざわざ委員会を開く必要もないのかなと。

要するに今後いろいろ運賃が変わっていったときにも。そういう認識で、やっていけばい

いのかなと。だから、全く未知の世界で、初めて運賃が変わる。委員会が始まってですね。

だから、これからはそういうことをあらかじめもう決めておく。決めておくというか、国

の指針なわけですから、もう、それで、そこに合わせていただくと。 

 今回も、2キロ行けば、ほとんど同じ料金だということになっていますから、最初の初

乗りのところだけですよね。だから、そこのところだけが、確かに短距離が多いと減収に

なるんだと思います。でも、これは我々事業者も同じなんです。同じなんですよ。だから、

そこはもうしょうがない。お互いそういうことを認め合ってやっていく以外にないんじゃ

ないかなと思うので、ここでしっかり決めておいたほうがいい。いつ決まるかわからない。

幾らになるかわからない。確かにそのとおりなんですけど、ほぼ見えています。国交省の

方はそういうことをうかつに言えない立場ですけど、ほぼもう決まっているというか、そ

れが事実だと思うので、しっかりそれは決めておいたほうがいいんじゃないかなと思いま

すね。 

○会長 はい。 

○委員 すみません、今、我々として困るか困らないかという話もありましたけども、個

人的な見解ですけども、タクシー事業者も今言われているのが、世間にある6割以上がも
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う赤字だというのが現状です。 

 そういう意味で言うと、今回の運賃の組みかえも、高齢者の方あるいは体の不自由な方

も、近距離でも利用していただきやすいように、運賃の改定、変更を要請しているわけで

す。短距離の方でも利用しやすいようにという観点から考えていますので、それは当然、

一番そういう方、やっぱり体が丈夫でない方ということになってきますので、非常に大き

く関係してくるところだと思います。 

 赤字どうこうという話も、まあ、それでも我々も赤字でもやっているという状況もあり

ますし、それの部分に関しては、皆同じだと思うんですね。運営する上でどうなのかとい

うところに関しては、また個別にいろいろと検討していけばいいところだと思いますけど

も、このおおむね2分の1というところを外れてしまうと、我々もこういう状況ですので。

今後、私たちも例えば来年になると、もうセダン型がつくられなくなりまして、ＵＤタク

シー、次世代型タクシーを購入していきます。約100万円以上、車両価格が上がるものを

購入して、いろんな方が乗れるようにしていきますし、今現在、新規の乗務員さんなんか

に関しては、全員ＵＤ講習、こういったものも全部受けていって、その費用というのもタ

クシー会社が出していっているという状況です。かなり高度な知識とか対応が必要な方に

関しての対応というのは、まだまだ至らないところがありますけども、まあ、我々ができ

る範囲のことはコストもかけて、どんどんやっていっているというのが現状です。 

 そうなると、我々としても、安くてこちらのほうを利用したほうがいいですよというよ

うな形でやられてしまうと、非常に問題があるのかなと。当然、一利用者で考えたときに、

少しでも安いほうがいいというのは当然どなたでも一緒だと思いますけども、それでやる

と、そもそも認可事業とか運送事業というのは何なのかという話になってしまいますので、

我々としても、しっかりプロとして二種免許を取って、ＵＤ講習なんかも受けて、車両も

いいものを入れて、輸送を提供していきたいと思っていますので、その部分というのもご

理解いただければなというふうに思います。 

 そういうＰＲする場もなかったので、ぜひ、この場で。ＵＤ講習も受けていますし、来

年からほとんどの事業者が新しい車を買っていきますということを、お伝えできればと。

区の方にも、区の事業者、今、杉並さんもそうですし、うちもそうですし、大きいところ

へいくと宮園さんもそうですけども、入れてきますので、そういった部分、ぜひご認識い

ただきまして、ぜひ、タクシーもご利用いただければなというふうに思っています。 

○委員 ちょっと、もう一つだけつけ加えさせていただきます。今、委員がおっしゃいま
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したけども、今、都内、武蔵野、三鷹、先ほど数字がありました。約2万8,000台というの

が法人の車ですね。で、その中の1万台かな、2020年、4年後には、もうセダン車じゃなく

てワンボックス、トヨタはセダンの、まあガソリン車はつくるんですけども、ガソリン車

じゃ我々は単価が高過ぎるということで、今ＬＰ車なんですけども、ワンボックスで、

「ジャパンタクシー」という、もう街を変えると言っています。2万8,000台のうち1万台、

国と都がそういう補助をしていただけるんですけども、全部車椅子が、もう流しで乗れる

と。バリアフリーという、そういうユニバーサルデザインという、そういう車をもうこれ

から入れていくんだと、国と都がもう本当に大手を挙げて、そのためのお金も予算をつく

ってくれているのがあるので、多分これからもそのＮＰＯが今のこの運賃料金で赤字だと

いうことになったときは、2万8,000台のうち最低1万台と言われていますから、そういう

車が街中を流しているんですね。車椅子でも乗れますよと。現実はどうだかわからないで

すけども、高齢者、障害者の方がいつでもどこでも出かけられるというスタイルを、行政

も我々事業者も目指しているし、そうすると施設型はわかりますけど地域型のＮＰＯは、

あえて赤字なのを我慢してやっていけるのかなと。4年後の話ですけど、そういう絵が今

描かれていますよというお話ですね。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 難しいですね。協議会なので、今まで決をとったことはないんですね。そのことで大変

もめて時間がかかったことも、当初からの委員しか、もう覚えていないと思うんですけど、

決はとらずに、協議が調うまで頑張るというスタイルで今まで来ているので、決をとると

いうのは、ちょっと難しいのかなと。例えば委員で行政サイドの方が手を挙げるというの

も、現実的には難しいと思うんですね。ただ、協議会の皆さん、杉並区のことは本当によ

く知っていらっしゃる方々が委員になっているので、協議会の中でその地域の事情を踏ま

えて議論いただいて、納得していただくところでおさめるというか、おさまるのかなと思

うんですけれども。 

 今、タクシーの新しい計画とか、料金改定に当たっての背景とかというのも、むしろ杉

並区固有のことじゃないので、協議会の中でお話しいただくということはあまりなかった

かと思うんですが。そういうのも含めて、正式に出た段階で議題として上げて――多分な

いとは思うんですけど、関東運輸局から文書が出る可能性もあるので、文書が出ればそれ

に沿ってですし、なければ、先ほどお話ししたように、手続的にどういう議題の上げ方に

なるかはちょっと相談させていただきたいと思うんですけれども、やはり、これも杉並区
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の区民の方が利用される移動サービスの変更にかかわることなので、協議会で協議したほ

うがいいかなとは思っておりますが、いかがでしょうか。 

○委員 会長に一任いたします。 

○会長 はい。個人的には同じぐらいの料金で、タクシーのほうがいいよとならないのか

なと。また福祉有償が合わせて下がると、どうなのかなと。同じぐらいの料金だったら、

タクシーがいいよという人もいるんじゃないかなと。 

○委員 大体、営利事業とＮＰＯとの違いがあるんですね。もともと10年前にこの制度が

できる以前から反対していました。自家用有償運送、福祉も含めてですね。ところが、政

府の方針もあって、導入せざるを得ないということで、この自家用有償運送いうのはでき

たんですけども。そのときはどうしてタクシーのおおむね半分以下で、そういう制約をつ

けたかというと、やはりタクシーは公共事業であるし、公共交通であるし、それは頑とし

て守らないけないと。それと対することでもいけないし、侵食するような場合はもっとい

けないと。だから、それを、あくまでもそういう地域にそういうタクシーとか、福祉タク

シーがない場合の限定として、特別に認められた制度と思ってます。 

 過疎化なんていうたら、過疎地有償運送で今ちょっといろいろ問題になっていますけど、

バス、タクシーがどうしても行けないところに限定しているんですけど、やはり先ほどの

運賃の件、料金というんですか、運賃の件を一旦外してしまうと、やっぱり際限なくなる

のが今までの歴史ですから、やはりそれは頑と守らないかんし。 

 我々、別に、さっきからお二人の委員が言われていますけど、タクシー側はこうだ、あ

あだって、まあ、第三者が見ればタクシー事業者は勝手なことを言うてるなと思うかもし

れませんけど、現実に先ほど言うように赤字であって、私はそこで働く者の組合をやって

いますけど、会社が赤字やったらそこで働く運転手は、もっと苦しいんですね。だから希

望としては、やはりタクシーでカバーできる部分は、できるだけタクシーで、杉並区であ

ってもカバーしてほしい。ほんで、そっちのほうで考えを持った上でやっていただけるん

やったら、それは仕方がないというふうな認識なんですよ。その辺が全然違うんですね。 

 だから、運輸局さんはようわかってはると思いますけど、それを今後とも守らないかん

し、ほんで先ほどのその採決どうこういう話です。あれは国交省、本省のほうでもかなり

議論されてきたローカルルール。いろんな大学の教授さんがローカルルールが諸悪の根源

と言われていましたけど、それはなぜかいうたら、地域協議会によって、決裁の決め方が

違うと。全会一致方式と、あとは過半数方式。それと、先ほど言われたように、徹底的に
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平成 28年度第 1回 杉並区福祉有償運送運営協議会 

 

いろんな意見を出し合うて、最終的には仕方がないですね、そうしましょうか、というの

で決める方式と、地域によってやっぱり違うと思うんですよね。だから仮に今後そういう

問題が出たら杉並はどうするか。 特にこれという、上からこう決めなさいというのは恐

らくないと思うので。地域協議会のその会長の職務というか、我々委員もですけど、そう

いうのはやっぱり覚悟を決めて臨まないといけないなと思います。 余談です。以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 それでは、この件につきましては、また状況を見まして、事務局等とも相談して進めて

いきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、用意しました議題につきまして、全て協議終わりました。 

○事務局 最後に1点よろしいでしょうか。机上に一応配付させていただきました「杉並

の付添サービス」。こちらは杉並区の外出支援相談センターもび～るさんで作成いたしま

した。非常に見やすい冊子になっておりますので、ぜひご一読いただければと思います。 

以上です。 

○会長 そうですね。先ほどの新しいタクシーとかの違いについて、必要に応じて、もび

～るさんからも、ニーズに合わせたご紹介をいただければと思います。 

 そうしましたら、これで議題のほうは全部終わりましたので、平成28年度第1回杉並区

福祉有償運送運営協議会を終わりにしたいと思いますが、先ほどありましたように、今回、

更新が必要な団体は5団体ということで、あと2回と、最後に出ましたタクシー運賃の関連

の協議も、その中でということになると思いますが予定されますので、久しぶりに何回も

皆さんに会うことになってうれしいんですけど、どうぞお手やわらかにといいますか、今

後ともどうぞよろしくお願いします。 

 それでは、これで、協議会のほうは閉めさせていただきます。ありがとうございました。 
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平成２８年  ６月２０日 

杉並区役所 第１委員会室 

 

 

平成２８年度 第１回 杉並区福祉有償運送運営協議会次第 

 

・開会 

保健福祉部長挨拶  

 

・会長・副会長挨拶 

 

[議 題] 

１ 杉並区の福祉有償運送の必要性について （事務局） 

・杉並区における移動困難者の状況について・資料３／３－１ 

・平成２７年度 福祉有償運送活動状況報告・資料４ 

  

２ 福祉有償運送 新規事業者登録協議について 

 ・事業者概要（事務局） 

     ・補足説明・質疑応答（社会福祉法人 杉樹会） 

 

 ３ その他  

   ・２８年度協議会日程について（更新団体５団体） 

 

[資 料] 

・ 資料１  杉並区福祉有償運送運営協議会委員名簿（平成 2８年 4 月１日付） 

・ 資料２  杉並区福祉有償運送運営協議会設置要綱 

・ 資料３  杉並区における移動困難者の状況 

・ 資料４  ２７年度福祉有償運送活動状況 

・ 資料５  新規登録団体資料（社会福祉法人 杉樹会） 

＜本日机上配布＞ 

・ 資料３－１経年変化資料 

・ 冊子   杉並の付添いサービス 

 



資料１ 

 

杉並区福祉有償運送運営協議会委員名簿 

  
（平成 28年 4月１日現在） 

役職 氏名 所属等 

会長 長谷川 万由美 
宇都宮大学教育学部 

社会福祉学 教授 

副会長 習田 由美子 保健福祉部管理課長  

委員 磯 史洋 キャピタルオート株式会社 専務取締役 

委員 尾崎 行雄 
関東運輸局 東京運輸支局 

首席運輸企画専門官 

委員 杉山 錬秀 杉並交通株式会社  代表取締役社長 

委員 高橋 博 杉並区障害者団体連合会 会長 

委員 長谷川 信儀 特定非営利活動法人福祉送迎サービス・杉並 理事長 

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 宮崎 智子 
杉並区居宅介護支援事業者協議会 

株式会社 フレイア 

委員 森 田 貫 二 全国自動車交通労働組合連合会 書記次長 

委員 畦元 智惠子 保健福祉部高齢者施策課長  

委員 出保 裕次 保健福祉部障害者施策課長  

委員 山川 浩 都市整備部交通対策課長  

敬称略 下線は新委員 

（任期：平成29年3月31日まで） 

 



資料３ 

杉並区における移動困難者の状況 

～福祉有償運送の必要性について～ 
 

１ 移動困難者数の推計 

 平成 27 年度の移動困難者について、下記の通り、要介護認定及び障害認定をもとに推

計を行った。福祉車両を必要とする人の推計は 8,013 人と、前年度と比べて微増となって

いるが、総人口に占める割合は前年度同様 1.4％台を維持し、移動困難者全体は増加して

いる。 
 平成 28 年 4 月 1 日現在、総人口 555,897 人に占める 65 歳上の割合は 21.07％、65 歳

以上に占める要介護認定者の割合は 20.6％と、前年度の同値 21.01％、20.5％からいずれ

も増加している。 
 今後も一層の高齢化が予想されており、福祉車両を必要とする移動困難者数の増が見込

まれる。 
「平成 27 年度移動困難者数推計」 

   
（人） 

区分 福祉車両を必要とする人 セダン車でも可の人 移動困難者合計 

高齢者 
要介護 3 以上（施設入所除く）           要支援・要介護１・２             

21,671  
5,423 16,248  

身体障害者 

（65 歳未満） 

肢体不自由・内部障害 1～３級 肢体不自由・内部障害 1～３級

以外、視覚障害等 4,313  （施設入所除く） 

2,590 1,723  

知的障害者   
愛の手帳  

2,078  2,078 

精神障害者   
精神保健福祉手帳 1～3 級 

3,303  
3,303  

合  計 8,013 23,352 31,365 

対総人口割合 1.4% 4.2% 5.6% 

（参考）       

平成 26 年度 
7,799  22,671  30,470  

1.4% 4.1% 5.5% 

２ 移動サービス供給量の推計 

 区内の移動サービスの供給内訳は、福祉車両（車いす・ストレッチャー）を中心とした

個別輸送１３.８%、福祉有償運送１５.８％、福祉タクシー券を利用した輸送（一般タクシ

ー・福祉限定タクシー）７０.４%である。供給量全体として、２６年度と比較すると 1万

６千件近く減少しているが、福祉タクシー券の総利用額が減少（２６年度は３億３８８４

万円）したのが影響している。結果として福祉車両を中心とした個別輸送と福祉有償運送

の比率が上昇した。 



資料３ 

「平成 27 年度移動サービス供給量推計」 
 

 
（件） 

種別 輸送の種類 供給量 
総供給量に

占める割合 
推計方法 

（参考） 

Ｈ２6 年度 

福
祉
車
両
を
中
心
と
し
た
個
別
輸
送 

① 福祉ハイヤー 1,188 0.6% 
H24 年度移動サービス情報センター「移動サー

ビス供給量調査結果（推計値）」 
1,188  

②患者等輸送限定 

（介護タクシー） 
15,560 7.5% 

H27 年度車いす券：14,923 

H27 年度ストレッチャー券：637 
13,256  

③患者等輸送限定 

（訪問介護事業者） 
11,820 5.7% 

H24 年度移動サービス情報センター「移動サー

ビス供給量調査結果（推計値）」 
11,820  

小計 28,568 13.8%   26,264 

福
祉
有
償
運
送 

④地域型 31,856 15.3% H27 年度 4 団体分実績（一部セダン車を含む）   26,797  

⑤施設型 985 0.5% H27 年度 2 団体分実績（一部セダン車を含む）  1,279  

小計 32,841 15.8%   28,076  

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
に

よ
る
輸
送
サ
ー
ビ
ス 

⑥法 4 条一般乗用 

  一般タクシー 
146,030 70.4% 

福祉タクシー券利用実績から、1 回 2,000 円と

想定して推計 

延受給者 6,638 人 

169,420  

合     計 207,439     223,760  

 

 

３ 移動サービス年間利用の推計 

 移動困難者一人あたりの移動サービス年間利用回数は、移動サービス供給量を移動困難

者数で除すと約 7 回となる。1 回の外出には、通常、往復の利用が必要であるため、サー

ビスを利用しての外出は 3から 4回と推測できる。 

 今後も増加が見込まれる移動困難者の外出機会を増やすためには、民間タクシー事業者

や介護事業者等とあわせ、福祉有償運送によるサービス供給の充実が求められる。 

 

「平成 27 年度移動サービス年間利用回数推計」 

  
サービス供給量 「Ａ」        

（件） 

移動困難者数 「B」 

          （人） 

利用回数（推計） 

 Ａ÷B   （回） 

平成27年度 207,439  31,365  6.6  

平成26年度 223,760  30,470  7.3  

 



福祉有償運送の必要性について（経年変化） 資料３－１

１’　移動困難者数（推計）　　　資料２

福祉車両を
必要とする人

セダン車でも
可の人

移動困難者合
計(a)

前年比（％）

平成23年度 7,523 19,724 27,247 104.5

平成24年度 7,831 20,868 28,699 105.3

平成25年度 7,719 21,980 29,699 103.5

平成26年度 7,799 22,671 30,470 102.6

平成27年度 8,013 23,352 31,365 102.9

２’　移動サービス供給量の状況（推計）　　　資料３

A福祉車両を
中心とした個
別移送（回）

B福祉有償運
送 （トリッ
プ）

C福祉タク
シー券による
輸送サービス
供給（回）

合計（回）
(b)

前年比
（％）

平成23年度 25,148 23,308 142,970 191,426 107.1

平成24年度 26,693 25,678 147,840 200,211 104.6

平成25年度 27,955 26,785 154,957 209,697 104.7

平成26年度 26,264 28,076 169,420 223,760 106.7

平成27年度 28,568 32,841 146,030 207,439 92.7

３’　移動困難者に対する移送回数（推計）　

移動サービス
供給量（回）

(b)

移動困難者合
計（人）

(a)

年間移送回数
(b)÷(a)

平成23年度 191,426 27,247 7

平成24年度 200,211 28,699 7.0

平成25年度 209,697 29,699 7.1

平成26年度 223,760 30,470 7.3

平成27年度 207,439 31,365 6.6



資料４

特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 社会福祉法人 社会福祉法人

おでかけサービス杉並 杉並移送サービス 福祉送迎サービス・杉並 杉並ﾎﾟﾌﾟﾗの会 いたるセンター サンフレンズ

総数（人） 206 274 209 48 737 438 41 479 1216

うち区民（人） 203 255 207 48 713 416 41 457 1170

うち区民以外（人） 3 19 2 0 24 22 0 22 46

区民率（％） 98.5% 93.1% 99.0% 100.0% 96.7% 95.0% 100.0% 95.4% 96.2%

要支援・要介護（人） 157 206 85 27 475 0 41 41 516

障害者手帳所持者（人） 37 68 108 15 228 438 0 438 666

その他（人） 12 0 16 6 34 0 0 0 34

総数（人） 18 19 19 6 62 10 7 17 79

うち2種免取得者（人） 3 1 3 0 7 1 0 1 8

360 366 362 304 1392 241 64 305 1,697

総数（回） 4,081 17,385 9,226 1,164 31856 860 125 985 32,841

うち２名相乗り（回） 121 0 5 0 126 154 0 154 280

うち３名相乗り（回） 0 0 0 0 0 48 0 48 48

4,202 17,385 9,231 1,164 31982 1,110 125 1,235 33,217

4,889,263 16,391,210 9,112,833 1,270,350 31663656 565,360 79,880 645,240 32,308,896

1,357,976 9,478,490 4,929,950 592,400 16358816 0 0 0 16,358,816

24,832 96,606 52,506 7,666 181609.9 8,445 450 8,895 190,505

0 0 1 0 1 1 0 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

走行キロ（Ｋｍ）

事故発生件数（件）

施設型小計 総計

苦情受付件数（件）

利
用
会
員
の
状
況

登録会員

移動制約者等
の内訳

運転協力員の状況

項　　　　　目 地域型小計

平成27年度　福祉有償運送活動状況

その他の対価（円）

運送人員（人）

運送の対価（円）

運送回数
活
 

動
 

実
 

績

稼働日数（日）



資料　５

新規 団　体　の　状　態

団　体　名 社会福祉法人　杉樹会

所　在　地 東京都杉並区阿佐谷北１丁目２番１号

代　表　者 理事長  　 前田　義之

2 運送の対象
登録会員　　　 　 18人
（平成２８年　　6月　　3日現在）

運送しようとする旅客の名簿
参考様式第イ又はロ号
③ 旅客の名簿（イ号）

3 運送の形態 発着のいずれかは杉並区内 （様式第2－1号）

福祉車両 3台

セダン型車両 ０台

使用権原 福祉車両は、運送主体所有3台。

運転協力員人数 7 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（　3　台）
対物：無制限（　3　台）

（様式第９号）
または任意保険証書（写）

※事務局確認済

7 運送の対価

【利用者負担額】
・実車2kmまでは350円。以降1kmごとに
150円を加算する。
・その他迎車料金として300円と、乗降介助
料（乗降一回につき適用）200円を加算す
る。

⑥利用料金比較表

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 ⑩宣誓書

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

＊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。

そ
の
他

活動実績報告書

 （様式第２号）　宣誓書

8

運
行
管
理
体
制

運行管理

（様式第５号）　  運行管理の責任者　就任承諾書

（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

（参考様式第二号） 乗務記録

⑦就任承諾書
⑧運行体制の体制等を記
載した書類
⑨運行管理マニュアル

自動車についての使用権限を証
する書類

④車検証（写）

（様式第４号）
 ⑤運転者就任承諾書兼就任予
定運転者名簿

運
転
者

（様式第2－1号）
 自家用有償旅客運送の
 更新登録の申請

①定款
②登記事項証明書
　　役員名簿

（参考様式第ホ号）
（参考様式第へ号）
 運転者証　※事務局確認
済

・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。

（参考様式第ト号） 事故の記録

（参考様式第チ号） 苦情処理簿

杉並区福祉有償運送運営協議会　団体要件確認表(新規）

5

使
用
車
両

項　　目

1

・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。

10

運
送
主
体

添付資料
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