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会 議 記 録  
 

会議名称 平成 28年度第 2回 杉並区福祉有償運送運営協議会 

日 時 平成 28年 10月 24日（月）午後 1時 30分～午後 2時 55分 

場 所 中棟 4階 第 1委員会室 

出 席 者 委員 

長谷川（万）、磯、尾崎（代理：小川）、杉山 

高橋、長谷川（信）、樋口、宮崎、森田、 

区側 

畦元、出保、山川、習田、保健福祉部管理課職員 

配布資料 資料 1 登録更新協議（おでかけサービス杉並） 

資料 2 登録更新協議（杉並ポプラの会） 

資料 3 料金改定協議（福祉送迎サービス・杉並） 

資料 4 ＮＰＯ等が実施する福祉有償運送の対象者、対価の明確化及び

運営協議会の運営方法について（机上配布） 

会議次第 1 開会 

2 議題 

 (1)福祉有償運送事業者 登録更新協議（おでかけサービス杉並） 

  ・事業者概要（事務局） 

  ・補足説明・質疑応答 

 (2)福祉有償運送事業者 登録更新協議（杉並ポプラの会） 

  ・事業者概要（事務局） 

  ・補足説明・質疑応答 

 (3)福祉有償運送事業者 料金改定協議（福祉送迎サービス・杉並） 

  ・事業者概要（事務局） 

  ・補足説明・質疑応答 

3 その他 

  ・次回協議会日程について 

4 閉会 
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○事務局 それでは、定刻になりましたので、これから第2回杉並区福祉有償運送運営協

議会を開催したいと思います。 

 まず、資料の確認をさせていただきたいと思います。事前に登録更新の資料を、おでか

けサービス杉並と杉並ポプラの会につきまして送付しております。本日机上配付は、本日

の次第と、国土交通省から出されております「ＮＰＯ等が実施する福祉有償運送の対象者、

対価の明確化及び運営協議会の運営方法について」という資料をお配りしておりますが、

足りない方はいらっしゃらないでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それから、障害者施策課長が少し遅れて来るということですけれども、本日、欠席者な

しということで会が運営できますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ここから会長へ引き継ぎまして、会長のご挨拶を含めて議事進行をお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。本日はお忙しい中、お集まりいただき、ありがとうござ

います。既にお送りしておりますとおり、今日は登録更新それから料金改定と、議題が多

く予定されておりますので、円滑な議事進行にご協力いただけましたらと思います。どう

ぞよろしくお願いします。 

 私、栃木県の自立支援協議会の委員をしておりまして、先日、委員会があったんですけ

れども、そのときに、6年後に栃木で国体があって、そのときに合わせて障害者のスポー

ツ大会もあるということで、自立支援協議会でも議題になりました。栃木は非常に車で移

動することが多いので、全国から障害をお持ちの方を選手としてお迎えするに当たり、移

動の足をどうするんだということで話題になりました。オリンピック・パラリンピックも

ありますので、ますますいろんなところで福祉有償運送にかかわるようなことを議論され

ていくんだなと思います。 

 本日は、先ほども申しましたけれども、議題がたくさんありますが、どうぞ皆さんの活

発なご議論と円滑な進行にご協力よろしくお願いします。 

 それでは、議事に入っていきたいと思います。議題の1、福祉有償運送事業者登録更新

協議ということで、本日は2団体予定されておりますけれども、まず、おでかけサービス

杉並さんの登録更新の協議に入りたいと思います。 団体の代表はこの協議会の委員でも

ありますので、オブザーバーとして参加していただくことになります。 

 準備できましたでしょうか。ありがとうございます。 

（ 該当委員、オブザーバー席へ移動 ） 
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○会長 それでは、まず事業者の概要について、事務局から説明をよろしくお願いします。 

○事務局 はい。それでは、登録更新団体の概要について、事務局からご報告させていた

だきます。資料は1番の団体要件確認表の一式をごらんください。 

 こちらの団体の有効期間は平成29年1月12日までとなっております。 

 1番の運営主体について、団体名、ＮＰＯ法人おでかけサービス杉並。所在地、代表者

については前回と変更ございません。 

 2番目の運送対象についてですが、平成28年10月1日現在で登録会員215名となっており

ます。 

 3番の運送の形態ですが、資料Ａの4番にありますとおり、発着のいずれかは杉並区内と

なっております。4番の使用車両ですが、福祉車両4台、セダン型車両が11台となっており

ます。車検証は事務局で確認済みです。 

 5番、運転者ですが、運転協力員人数が19名、こちらの運転者証についても事務局で確

認しております。 

 6番、損害賠償措置については、対人、対物ともに無制限となっております。 

 7番、運送の対価については、利用者負担額となっております。添付の資料Ｈの利用料

金額表のとおりです。 

 10番、その他について、収支状況と活動実績については、資料ＭとＮと決算書と実績報

告書のとおりとなっております。 

 事務局からの報告は以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 それでは、おでかけサービス杉並から、前回の登録更新後のことを中心に、何か補足す

ることがありましたらお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○おでかけサービス杉並 おかげさまで大きな事故もなく、利用会員それから実績も増や

しながらやってきております。今かなり需要は増えてきておりまして、運行員の調整をコ

ーディネーターが若干苦労もしながら、皆様のご要望に応えるべく努力をしてきたところ

でございます。特別に補足することはございませんので、どうぞ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。 

 そうしましたら、ただいま事務局のほうから説明いただきましたおでかけサービス杉並

の登録更新について協議していきたいと思います。何か協議が必要だと思われる点がござ
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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 いいですか。料金表を今見たんですけど、加算料金が、短距離の運賃の場合、

2キロまで360円で、1キロ増すごとに154円というふうになっていますよね。おつりが大変

かなと思うんですけども。その辺はどうしているんですか。 

○おでかけサービス杉並 おでかけサービス杉並の利用料は、月ごとにまとめて請求とい

う形をとらせていただいていますので、特にその場でやりとりするということはございま

せん。 

○委員 わかりました。 

○会長 はい。大丈夫ですか。ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 特にないようでしたら、前回から大きな変更もございませんし、事故などもなか

ったということですので、協議会での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。 

○おでかけサービス杉並 ありがとうございました。 

○会長 それでは、席のほうにお戻りください。ありがとうございます。 

（ 委員席へ移動 ） 

○会長 では、続きまして議題の2、福祉有償運送事業者登録更新協議ということで、杉

並ポプラの会の協議に移りたいと思います。杉並ポプラの会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。 

 それでは、まず、事業者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。こちらは資料の2番をごらんください。こちらの団体の有効期間は平成

28年12月9日までとなっております。 

 1番、運送主体は、団体名、特定非営利活動法人杉並ポプラの会。所在地、代表者につ

いて、住所地が、方南1丁目11-6に変更になっておりまして、新しい定款を提出いただい

ております。 

 2番、運送の対象は、平成28年10月1日現在で登録会員51名となっております。 

 3番、運送の形態については、発着のいずれは杉並区内となっております。 

 4番、使用車両について、福祉車両2台、セダン型車両が4台となっております。こちら
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も、車検証は事務局が確認済みです。 

 5番、運転者について、運転協力員人数6名となっております。 

 6番、損害賠償措置については、対人、対物ともに無制限となっております。 

 7番、運送の対価については、添付資料のＨ、利用料金比較表のようになっております。 

 10番、その他について、収支状況、活動実績については添付資料ＭとＮ、活動計算書と

定期総会議案のとおりとなっております。事務局からは以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 杉並ポプラの会から何か補足することがございましたら、前回の更新登録の後の状況な

どを中心にお話を聞かせていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○杉並ポプラの会 私ども、今回が初めての更新登録ということで、早いもので2年たっ

たんですけれども、全くゼロから始めて、やってまいりました。何せ初めてなことなので、

いろんな課題というか、一定の品質を持ったサービスを提供しなければいけないというこ

とでやってまいりましたけれども、幸い事故、苦情等なくやってこれまして、まあ、何と

かやれてこれたかなというふうに思っております。まだまだこれから運転員の訓練とか私

たちコーディネーターの能力ですとか、いろいろやっていかなければいけない課題はたく

さんありますけれども、更新の承認をいただけたらと思いますので、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。杉並は歴史が長い団体が多くて、ポプラの会さ

んも何か昔からやっているような感じに思ってしまいまして、失礼いたしました。 

 それでは、杉並ポプラの会につきまして、今の説明を踏まえて何か協議が必要な点がご

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 協議じゃなくて、参考までにいいですか。 

○会長 はい、どうぞ。 

○委員 2台で6人で、小さい規模でやっていらっしゃいますけども、何とか黒字になって

いるんですか。採算は合っているんですか。 

○杉並ポプラの会 採算というか、半分が運行収入、4分の1が区の補助金で、あと4分の

1が寄附金で何とかちょっと赤字というようなところでやっております。会員の皆さんが、

金額が安いものですから、これをとっておきなさいですとか、いろんな形でのご支援をい

ただいて何とかやれているかなというのが現状です。 

○委員 失礼しました。2台じゃなくて、6台ですね。失礼しました。 
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○杉並ポプラの会 はい。 

○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。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 特にないようでしたら、杉並ポプラの会につきまして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。どうもありがとうございました。 

○杉並ポプラの会 どうもありがとうございます。 

○会長 それでは、議題の3に移りたいと思います。料金改定について、福祉送迎サービ

ス・杉並のほうから協議のために申し出がありましたので、本日の議題とさせていただい

ております。 

 まず、事業者の概要、また料金改定の内容につきまして、事務局から説明をお願いした

いと思います。 

 福祉送迎サービス・杉並の代表も協議会委員ですので、ご自分の団体につきましては、

オブザーバーとして参加していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

（ 該当委員 オブザーバー席へ移動 ） 

○会長 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 はい。団体名が認定ＮＰＯ法人福祉送迎サービス・杉並。運送の対象は、平成

28年10月現在で登録会員219名になっております。 

 運送の対価についてですが、前回の消費税が5％から8％に変更になった際、他のＮＰＯ

団体では上乗せ料金で協議をしております。福祉送迎サービス・杉並については、消費税

が10％になるタイミングで料金改定する予定でしたが、時期が不透明なまま2年間が経過

しております。今回は来年度から実施される可能性が高い、1キロメートル料金も含めた

料金を改定する予定となっております。 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、今事務局から説明がありましたが、団体から改めて改定の趣旨とそれ

から内容について、補足で説明が必要なことがありましたらお聞きしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○福祉送迎サービス・杉並 ありがとうございます。前回の運営協議会でも議題として出

まして、現在、タクシー業界が1,059メートルで410円という短縮料金を申請中で、年内に

は実施されるかもしれないということだったんですけれども、そういうお話が出たときに、
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私ども、パワーがないものですから、準備期間がそれなりに必要だということで、まだ国

交省さんから許可がおりていないとは伺っておりますけれども、実施はほぼ間違いないと

いうようなお話もあったものですから、それをベースに計算して今回提出させていただい

た次第です。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。ご説明によりますと、これまで消費税が5％から8％に

なった時には料金を上げず、時期を見て据え置きとしていた消費税分の対応と、来年以降

恐らく実施されると思われるタクシー短縮運賃も踏まえての今回料金改定ということでよ

ろしいですか。 

○福祉送迎サービス・杉並 はい、そうです。 

○会長 わかりました。ありがとうございました。 

 そうしましたら、詳しくは資料3に改定案の金額が載っているかと思うんですけれども、

事務局でタクシー料金との比較も確認していただいておりまして、何区分か50％を超えて

いる、小数点以下ですけれども超えている部分もあるけども、おおむね2分の1であるとい

うことで、事務局でも確認をしていただいているところです。 

 そうしましたら、これまでの説明と資料を踏まえて、料金改定について協議していきた

いと思います。これにつきまして、何か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。すみません、支局の専門員がいらっしゃるので、ちょっと私も

お聞きしたいし、皆さんも多分興味があると思います。410円の初乗り、短縮になるとい

うのが、もう来年早々ぐらいじゃないかと業界紙にも載っています。 

 介護事業について、限定事業者――私の耳に入ってくるのは、限定は枠が違うんじゃな

いのと。限定まで410円になるのかという話と、限定は今のままじゃないかという話も漏

れ聞いているんですが、今の団体は410円に対応した運賃、料金ということですけど、そ

の辺含めて、今わかる範囲で結構なんですが、教えていただけたらと思います。 

○会長 わかる範囲でということで、ご回答よろしくお願いします。 

○委員（運輸局） わかる範囲というと、本当に限られる――限られるというか、前回の

運営協議会の時点から何も変わっていないというか、地域の一般の法人タクシーの事業者

さんの8割以上の要請があり、地域のタクシー運賃を変更していこうという手続に入って

審査しているところでございまして、確かに今、一般のタクシーと限定事業者さんのタク

シーの運賃というのは、基本的に一緒。一緒の枠の中でやっていらっしゃる。ただ、名前
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がそれぞれ違って、一般のタクシーに関しましては、タクシーの特措法に基づいて国が公

定幅運賃というものを定めましたので、その公定幅運賃の中でやっていらっしゃる。片や

福祉限定の介護タクシーの事業者さんに対しては、自動認可運賃といって、原価計算を要

しないような自動認可運賃という枠の中でやっていらっしゃるという、二つの運賃体系が

ございます。 

 幸いにして、今、金額自体はその消費税改定後の運賃、例えばメジャーなところだと初

乗り730円という運賃、2キロ730円というのが、両方、今一緒になっているんですが、そ

の福祉限定の運賃を改定するという話に関しましては、我々関東運輸局でも全く情報とし

てつかんでいないところでございます。ですので、福祉限定の事業者様に対しての自動認

可運賃を変更するのか、改定するのかというところに関しましては、こういった運営協議

会の場で公言することはできないです。 

 あと、今トピックとして、短縮料金について我々の上局である関東運輸局と国土交通省

にて審査させていただいているところですが、その中で、先日、8月から9月15日までの間、

実証実験ということで、都内4カ所、新宿、新橋、浅草、東大病院で初乗り410円で、実験

を行ったところ、日本人の方の利用の中で6割の方が、今後タクシーを利用しやすくなる

のではないかと、410円が妥当なんじゃないかなという話も聞けたところでございます。

これをもとにまた審査を継続させていただいて、運賃の改定を目指していくというか、公

定幅運賃として新しいものを公示できるように閣僚会議等を経て手続を踏んでいくという

ところでございます。 

 手続中のお話で、私から運営協議会の場で公言できなくて申しわけないんですけども、

今現在の情報としてはここまでということになっております。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。大体見込みとして、その結論はいつぐらいまで

にみたいなことはあるんでしょうか。 

○委員（運輸局） それも、東京都特別区は――タクシー運賃というのは公共料金として

結構重要視されているところもあり、関係閣僚会議等に付議しなくてはいけないというこ

ともありまして、時期的なところも私どもにはまだ情報が入ってきていないところでござ

います。申しわけございません。 

○会長 わかりました。ありがとうございました。今のところ、わからないということな

んですけど。 

○委員 もう一ついいですか。今のところで、専門官、運賃の成り立ちは二つあって、介
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護運賃と、タクシー初乗り料金がたまたまそれが730円で一致しているということですけ

ど、そうすると、もしかしたら、その介護のほうの限定車については730円が残る可能性

もあるというお話ですよね。 

○委員（運輸局） うーん…… 

○委員 まあ、全然わからないという、それが正しいんですよね。すみません。大分きつ

い質問をしました。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

○委員 全然わからなかったよね。 

○会長 福祉送迎サービス・杉並から出ております料金の改定についてちょっと整理しま

すと、協議会としては改定の理由についても協議の対象なんですけれども、やはり利用さ

れる方への影響というのも考慮しなくちゃいけないところだと思います。それと、今質問

させていただいていたタクシー料金の改定があるのかどうかということは、また別に考え

る必要があるのかなと思います。 

 タクシー料金がもし改定されなかった場合、平成29年4月1日からの改定でご準備いただ

いている資料なんですけど、実施時期と改定の時期がずれるかもしれないということです

ね。タクシー料金が改定されるというときにまた料金について考えなければいけないと思

うんですけれども、今のお話にありましたように、その時期も内容もまだはっきりしない

ということですので、団体さんとしては改定も見越して今回こういう価格改定の資料を出

していただいたんですけれども、協議会としては一旦それは切り離して、この改定案で了

承できるかという話をさせていただいていいのかなと思うんですね。 

 2キロの下を1キロで刻むのは団体によって自由だと思うので、2キロで370円というとこ

ろが、ほかの団体の料金と比べてそんなに変わらないのではないかなと、今、更新登録で

出ていた団体さんを見ていて思ったんですけれども、このタクシー料金の現状とこの今回

出していただいた改定案とで、問題がないかということをご協議いただければいいのかな

と思うんですけども。すみません、何かちょっとまどろっこしい言い方になってしまった

んですけど、とりあえずタクシーの短縮料金は一旦置いておいて、出していただいた資料

にある料金体系で協議会として了承できるかということでご協議いただけたらなと思いま

す。その上で何かご意見がございましたら出していただきたいと思うんですけども、いか

がでしょうか。 

○委員 すみません。ちょっといいですか。先ほどこの福祉運送運営自体が、福祉に限ら
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ず自家用有償は全てそうなのかもしれませんが、この通達にもあるように、おおむねタク

シー料金の半分というふうに10年前からそういうふうに示されていますけども、今回、先

ほど会長が言われたように、タクシーのことは横に置いておくんですけども、ただタクシ

ー料金の運賃料金のその半額、今回もう1キロから出されてきたと。 

 で、改定時期が29年4月。まさしくこれ、ドンピシャの期間かもしれませんけども、早

ければ1月、遅くても3月までというふうには我々も聞いてるところではあるんです。ただ、

この福祉有償運送の運賃、料金に関しては、通達では、先ほど言うたように、タクシー料

金のおおむね半分という目安というのが決まっていましたけど、果たしてそれをタクシー

料金に比例して、それに準じて反映させていく必要があるのかなという素朴な疑問が、浮

かびます。 

 車両の保有数や車両を運転する方への対価みたいな部分、それと当然ガソリン代、いろ

んな車両経費を含んで、福祉有償運送の料金というのは決められていくと思うんですけど、

その料金が最高でも、タクシーの半分以上にならないようにという通達の意味だと私は考

えています。 

 ですから、今回の、1キロ刻みでこうやって書かれていますけども、タクシーの初乗り

距離短縮は別に置いておいても、やはり今後またタクシー運賃、料金がどういうふうに変

わるかもわからない。来年、再来年――その先、どういうふうに変わるかもわからない。

その中において、タクシー運賃の半額という目安があったとしても、それはそれで、やは

り福祉運送運営の料金体系として、根本からの積み上げのほうが大事じゃないのかなとち

ょっと思った次第です。 

 タクシーに合わすというと、前にも一度発言させていただきましたけど、いろんなパタ

ーンがありまして、今東京では上限運賃、こういう780円、これを距離短縮して、1.059か。

それで410円という案に落ちついていますけども、今後またいかなる運賃になるかもしれ

ないんで、やはりあくまでもいつまでもタクシーの半額、まあ、目安には当然大事なんで

すけど、それをちょっともう少し精査して決めていただけたらなというふうに思います。 

 それと、つけ加えですけども、やはり福祉の枠ですから、タクシーの半分と言わずとも、

やはりそういう事情のある方を輸送するわけで、安いほうがその方々も当然助かるわけで

しょうから、安くなる方に私は別に反対するつもりも何もありませんけど。 

 以上、意見です。すみません。 

○会長 はい。ありがとうございます。今いただきました意見はやはり50％より足が出な
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いほうがいいんじゃないかということでしょうか、簡単に言うと。 

○委員 タクシー運賃に合わしていくと、今後ますます料金上がって、距離を短縮すりゃ

別ですけど、以前、はるか昔ですけど、2年に一度運賃改定していた時期もありますんで。

極端に言うと、それに合わして上げていくのかと。それは違うんじゃないかなというふう

にも思います。 

○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。どうぞ。 

○福祉送迎サービス・杉並 ちょっと一言だけ申したいんですけれども、現在の私どもの

決めているこの価格というのは、確かに10年ぐらい前に「もくれんの家」というＮＰＯが

ありまして、そのときに決めた価格をそのまま継続してやってきたと。 

 先ほども事務局の方からもお話があったんですが、消費税が5％から8％、あるいは8％

から10％になるということで、ほかのＮＰＯ2社が、たしか2年前ぐらいですか、に3％値

上げしましたけれども、私どもは、そうしょっちゅう、連続して料金改定をやりたくなか

ったということがあります。時の政権が、消費税10％への時期をずらしてきていて、正直

言って10年ぶりぐらいでの価格改定です。 

 ここでお約束するわけじゃないんですけれども、例えば次回消費税率が8％が10％にな

ったからすぐ改定するということは考えていませんで、やっぱり3年から5年ぐらい後に、

また改めてそのときの状況で改定していきたいと思いますもので。やはり利用者の方はい

ろんな方がおられるし、認知症の方もおられるので、そう頻繁に価格改定すると、かえっ

ていたずらな混乱が生じるのではないかということで、まあ、経営努力と言うと大げさな

んですけれども、価格改定のタイミングは少し、ある程度時間を置いてやりたいと思って

おります。劇的にこの世の中が変わるようなことがあれば、またその時には相談させてい

ただきますが、今の段階では多分3年、今回もし改定が実施された後、3年とか5年ぐらい

先にまた、必要があれば価格改定をお願いしようと思っております。以上です。 

○会長 はい。ほかにいかがですか。 

○委員 ちょっと余談というか、結論がここで出るような話ではないんですけども、価格

云々の話になってきますと、今後、私見ですけども、今回の距離短縮運賃によって、運賃

が上がるというよりは距離が変わってくるという可能性が出てくるのかなと。そうなると、

価格云々というよりも距離をどうしていくかと。今までの2キロ、1キロとか、そういう切

りの良い数字じゃなくなってくると。消費税が上がればその部分を短くするというような

考えも出てくると思いますので、そういったこともちょっと今後どうしていくのかという
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のも、頭に置いておかなきゃいけないのかなというところがありますので、価格がおおむ

ねタクシー運賃の半額という部分の中に、距離の部分もちょっと考えておかなきゃいけな

いのかなというふうに思います。 

 それと、もう一点、ちょっと話は変わってしまうんですけども、この協議会でちょっと

コンセンサスというかまとめておかなきゃいけないのかなと思うのは、最初の議題の2団

体さんも含めてなんですけども、もし仮にその初乗り距離短縮が今度の年明けとかにあっ

た場合に、その後で、ほかの団体さんも含めて運賃の改定というのを検討していくのか、

それとも更新時に改めて決めていくのかというところを、ある程度のガイドラインという

か、方向性は示しておいたほうがいいのかなと思っております。 

○会長 どちらのご意見というか。 

○委員 私、個人的にはどっちというのはないんですけど、その部分について皆さんであ

る程度のコンセンサスをとっておいたほうがいいのかなという。 

○会長 そうですか。わかりました。今年度登録更新がほとんどの団体でした。なので、

そうすると、登録更新は2年でしたっけ。 

○事務局 新規以外は3年更新です。 

○会長 3年ですね。今年平成28年なので31年、29年に改定になるとすると、2年後にとい

うことですね。登録更新のときに合わせて料金もというところですね。 

○委員 団体さんによってばらつきがあったりとか、あるいはもう2年たっていると状況

も変わったりして、非常に地域の中でばらつきが出てくるというのは避けておいたほうが

いいのかなと。指針だけでも決めておいて、一応そういう方向でというのだけでも、この

協議会の中で決めておいたほうがいいのではないのかなというふうに思うんですけども。 

○委員 今の件については、事務局としてどう考えていくのかというのも大切な。今、会

長の話だと、更新時に合わせてというふうに言っているけども、タクシーの運賃改定に対

して、この料金の問題とかそういう問題を、更新時じゃなくて一斉にやるのかということ

も含めて、それで大丈夫なのかどうかというのを、ちょっと事務局の意向も聞きたいと思

います。 

○事務局 意向といいますか、今ここで更新でということで決めているわけではないとは

思うんですけれども、やはりいろんな団体さんもいらっしゃいますので、できるだけ足並

みをそろえた形で行っていったほうがよろしいのかなとは思っております。更新の際で料

金改定になりますと、ばらばらになってしまうのかなと思われますので。というふうには、
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事務局側としては思いますけれども。 

○委員 いいですか。例えば、次回更新時となると、例えば今日了解されたものは、3年

後なら3年後になっちゃうでしょ、基本的には。 

○事務局 今日のは、一応平成29年の4月1日から。 

○福祉送迎サービス・杉並 うちじゃなくて、おでかけサービス杉並さんとポプラさんで

すね。 

○委員 そうすると、団体によって3年の間にばらつきというか、差が出る。ということ

があるので、そこの辺を事務局のほうで、3年、次の更新時で大丈夫なのかどうかという

のも、ちょっと検討してほしいと思います。 

○会長 おでかけサービス杉並さんは外出支援相談センターでいろんなご質問とか相談と

かを受けていらっしゃると思うんですけれども、情報提供とか利用者さんへの周知徹底で

考えると、一遍に改定するのと、その都度団体さんが改定されるのと、どちらのほうが利

用者にとっては分かりやすいのか。 回答が難しいと思うんですけれども。 

○委員 外出支援相談センターもび～るでは、福祉有償運送も登録団体でいらっしゃいま

すので、その部分は把握もしておりますけども、直接にはそういったご意見は今のところ

出ていないかと思いますし、あと福祉有償運送の連絡会の中でも――3カ月に一度、私は

今メンバーではありませんけども、団体としては入っておりまして、そこに、もび～るは

オブザーバーとして区とともに参加しておりますけども、そういった形での、話題に上る

といったことは出ていないかと思いますけども。いかがでしょうか。 

○委員 いいですか。利用者側から言うと、お互いにやっぱり情報交換をやっているわけ

ですよ。あそこは幾らだとかここは幾らと。うちのところは高いのよといったら、じゃあ、

ここは安いからここへ行ってみたらというふうに、情報交換して、それぞれの安いところ

とか、あるいは介護みたいなのが必要な人は自分に一番合ったところを選んでいるわけで

すけど、それが例えば料金体系がかなりばらついていて、事業者としても料金を直したほ

うがいいのかなというふうに思うときがあると思うんですよ。これからもタクシーの料金

とか税金が上がったりする。だから、そのときまで、次回更新時となると、2年とか3年動

かせなくなるので、そこの辺、1回そういう大きな状況があったときに例えばこの運営協

議会をもう一回開いて、どうするかと相談するということでもいいんですけれども、次回

更新時というふうにするのはちょっと危険かなというふうに、危険というか余りよくない

かなというふうに思いますので、この辺、会長とか事務局のほうで検討してもらいたいな
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と思いました。 

○会長 わかりました。今年度もう一回登録更新協議で協議会を開くことになっているよ

うですので、そのときに、もしかしたらタクシー運賃改定も決定されているかもしれませ

ん。もしかすると、その時期に国土交通省から何らかの指針的なものが出るかもしれない

ので、それを踏まえて提案にさせていただくのか、議題にさせていただくのかは、そのと

きの状況によるかと思いますけれども、次回の協議会で改めてご意見を伺うというように

したいと思うんですけども、いかがでしょうか。 

 先ほど出していただいたのですと、その2キロの前の刻みという話だけでなく、もしか

するとその距離の刻みが変わってくることによって、単純に料金のパーセントで比較する

と齟齬が出てくるかもしれないということだったので、そういうことも含めて検討は必要

かなと思うんですが、次回改めて、そうですね、そのときに決定、改定されることになっ

ていると話が早いなとは思うんですけれども、今日の時点ではご意見を伺ったということ

で、福祉送迎サービス・杉並さんから出ているものの協議とは別にご意見が出たというこ

とで承っておきたいと思います。よろしいでしょうか。 

○委員 ちょっと会長、いいですか。今、まだこの決まっていない4月1日からということ

で、4月までに本当にそういうことが整えば、それが、ああ、そうだよなということにな

るわけですけども、もしかしたらそれは整わないかもしれないですし。増税もまた何年か、

延びる可能性もあるわけですけども、そういう運賃と税が決まって初めて次の段階に入る

んだと思うんですね。これ、私、1キロ200円でいいと思うんですよ。本当に。半分だし、

全部半分だからいいよなと、個人的には賛成なんですが、まだそういうことが確定してい

ない状態での料金案なんですね。 

 だから、これは、短縮料金が確定してから、各団体も更新まで３年あるとすれば、途中

でいろんな税と運賃とあるいは距離の問題とか出てくると思うんですね。それが決まった

後に、どうするか。我々も全部半分だからいいよねという、これから未来のことを、時間

的には今決めておきゃいいじゃないかと、もうどうせすぐに実施じゃないかということか

もしれませんが、論理としてはそういうことだと思うんですね。全てが決まった後。だか

らタクシー運賃の半額じゃないのとか、税がこうじゃないのと、なったからこうですよと

いうことなので、あらかじめ決まっていないものを、今の、非常にまだ不安定というか見

通しにないという段階でこういうことを先走るのはよくないんじゃないかと私は思うんで

すけど、いかがでしょうか。 
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○会長 はい。ほかにご意見いかがでしょうか。 

○委員 ちょっと質問をいいですか。福祉送迎サービス。今の話があったでしょ。今の話

は、これはタクシーの料金改定が前提になっているという改定案ですよね、一応。 

○福祉送迎サービス・杉並 前回の運営協議会では、すぐでもう決まるというようなお話

でしたもので、気が小さいものですから、事業者さんのご意見ももっともだなと思って、

今回このように提出させていただいた次第でございます。すぐにでも短縮料金が決まって、

12月には実施というようなお話も確か出ていたと思いますのもので。それからいろいろ考

えながら準備を進めてきたという次第ですね。 

○委員 いいですか。要するに遅くても4月には料金改定がされるだろうということを前

提にしてつくった案なわけですよね。ということは、実施時期の変更があったときには、

改定も変更されるということになるんですか。それとも1年おくらせるか。もう、タクシ

ーの運賃が変更されていないのにこの案を多分実行するということはできないかなという

ふうに思うんですよ。そこの辺ちょっと聞きたいと思います。 

○福祉送迎サービス・杉並 その辺はタイミングを見てということになると思いますが。 

○委員 まあ、国土交通省さんに頑張ってもらうしか。 

○委員（運輸局） すみません。この運賃、念のためにもう一度確認なんですけど、これ

はタクシーの運賃の改定がなきゃ、実施しないんですか。 

○福祉送迎サービス ええ。するつもりはありません。 

○委員（運輸局） わかりました。 

○福祉送迎サービス・杉並 改めて3％の、消費税が5％から8％に今上がっているわけで

すから、その3％分についてどうするかということは、またこの場で協議をお願いしたい

とは思っております。ですから、この1キロ410円の料金設定がなければ、今日お出しした

料金は、取り下げるも何も、対象にならないと思いますもので、引っ込めるようにいたし

ます。 

○委員（運輸局） すみません。もしも私の認識が間違っていたら申しわけないんですけ

ども、この走行料金の改定案だと、1キロ200円ということがございまして、今、基本的に

今も、1キロでもタクシーは730円だと思うんですね。 

○委員 うん、2キロまでだからね。 

○委員（運輸局） そうですね。だから、これが認められないというのは、団体さんとし

て、これはもうタクシーが改定されてからじゃないとやりたくないということなんですか
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ね。 

○福祉送迎サービス・杉並 そうじゃなくて、もうことしの年末ぐらいにはもう変わると

いうお話があったものですから、一応私どもは準備期間も必要なものですから、この間も

お話ししたように、やっぱり3カ月から半年ぐらい準備期間というかね、要するに来年4月

1日、年度初めに価格改定したいなという考え方で進めておりますもので、そうしますと、

この10月から来年の1月ぐらいにかけて、運営協議会にかけて審議いただいたほうがいい

んじゃないかということで、まあ、先走りと言われればそうかもしれませんけれども、そ

のようなお話があったものですから、準備をしたという次第です。 

○会長 はい。最初にちょっと整理させていただいたんですけれども、ご説明ではタクシ

ーの運賃料金が改定になるからということではありましたけれども、協議会としては出さ

れている資料を認めるかという協議になると思うんですね。なので、この出ている1キロ

まで200円、2キロまで370円というこの改定案が、協議会としてどうかということをご議

論いただければと思うんです。資料４で配っていただいた中にも、タクシーの上限運賃の

おおむね2分の1の範囲内であることはあくまでも目安であり上限として定められているも

のではないということで、多少、まあ、50％を超えても構わないんですね。ですので、最

初にお話しましたように料金改定があるということは横に置いておいて、今回、福祉送迎

サービス・杉並さんが出していただいたこの料金体系が、協議会として認められるのかと

いう点について議論していただきたいなと思うんです。 

 なので、先に取り下げとか言われてしまうとちょっと困ってしまうので、ご準備いただ

いたときには、もしかしたら今日までに何か新しい決定が出るかもしれなくて、それを前

提にしてご準備いただいていたかと思うんですけども、本日これを資料として出していた

だいているので、協議会としてはこれを今日認めるのかどうかということを協議したいん

ですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 

○委員 よろしいですか。私も今冷静になって、先生の言うとおりだと思いますけども、

この表で言うと、ただ、そうすると、この410円というやつ、タクシーＢがありますよね、

料金のＢ。この410円というのにみんながちょっと固執し過ぎていたのかもしれません。

これが730円だから200円でいいじゃないかと。1キロがと。そういう理解でいいんでしょ

うか。団体の方もお優しいので、410円にならなきゃ下げるというお話だったんですけど

も、冷静に考えりゃ730円、このＢのところですね、1キロのところ。ですから、200円と

いうのはうんと下回るわけだから、いいじゃないかということで、そういう理屈が合って
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いるのかなというような気もいたしますので、それでいいのかなとも思いますが。 

○会長 はい。ほかにご意見はいかがですか。お願いします。 

○委員 ちょっとどう判断したらいいかわからないんですけども、会長のおっしゃること

は正論だとは思いますけども、福祉送迎サービスでは2キロまでではなく1キロまで200円、

2キロまで370円ということに、タクシー料金が改定されなくても4月1日からはやるという

ことでお出しになったというふうに今ここで整理されたんでしょうか。 

 そうなりますと、先ほどちょっとおっしゃっていましたけども、福祉有償運送サービス

団体としては、ちょっと利用者側で何か、混乱といいますか、そういったことが起こるの

ではないかという感じがするんですけども。ですから、福祉送迎サービス杉並もそのタク

シー料金云々のことを含めて今回出されたということで言えば、今の状況では、これはや

っぱり今日決定をすることは、避けたほうがいいんじゃないかと思いますけども。 

○会長 はい。ありがとうございます。ほかにはご意見いかがでしょうか。 

○委員 すみません。この価格表を三つ見せていただくと、やっぱり2キロ設定のところ

が更新事業者のところだったんですけど、それは間違いないですよね。1キロ設定を、今

回、福祉送迎サービス・杉並さんがされているということですよね。となると、利用者の

方も、少し動揺というか、混乱される可能性はあるのかなと思うんですよね。できれば、

福祉有償運送事業者枠の料金がそんなに変わらなく、お支払いされるときには、金額が幾

らか違っても、こんなに違うとなると、例えばポプラの会さんとかおでかけサービスさん

のところをご利用されたときの料金と、それが1キロ以内だったとしてもこの料金を支払

われて、福祉送迎サービス・杉並のところだと1キロだとこの料金を払われるというのは、

利用者さんの中での混乱というのは出てくるのかなというふうに思います。利用者側から

言うと、理解されるのが難しいのかなと思いました。 

○会長 はい。ありがとうございました。いろいろご意見いただいたところなんですけれ

ども、なかなか今日に結論というのは難しいと思いますし、単純に協議調わずと言うのも、

あるとは思うんですけれども。いろいろ出していただきましたご意見から考えて、次回継

続ということで、内容についてももう一度ちょっと事務局とご検討いただいて、場合によ

っては３％分の消費税の分の料金改定はまたあるかもしれないということですね。短縮設

定はしなくても、３％分の改定は必要ということですか。 

○福祉送迎サービス・杉並 1キロ410円ですか。タクシー料金ですね。 

○会長 それではなく、３％の料金改定というのは必要ということでしたよね。前回改定
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しなかった消費税分。 

○福祉送迎サービス・杉並 そのときの状況によってというか。正直言って、あれもこれ

もやると、こちらが逆に混乱するということもありますしね。 

○会長 はい。幾らか整理が必要なようなので、継続とさせていただきたいんですけども、

よろしいでしょうか。 

○委員 一応これは、もうこの数カ月のうちにタクシーの料金改定があるだろうという想

定で出してきて、さっき言ったように、各利用者、会員に対しての説明期間が次の協議会

まで持ち越されると、利用者に説明できないわけですよね。ですから、それが来年の多分

1月、2月ということはないよね。もっと遅くなるでしょ。ということで、説明できなくな

ると思うので、一応タクシー料金が改定されるということを前提にして、ここでは了承す

るという形にして、タクシー料金が改定しない場合にはこの案をとらない。または、この

最初の410円を1キロまでの730円にするという。これは別にタクシー料金が変わらなけれ

ば、これ、730円で、実際にこの福祉送迎サービスが影響を受けることはほとんどないか

なというふうに思うので、仮案として――仮案というか、そういう状況のもとにおける価

格改定案として仮了承するみたいな形にしないと、動けないと思うんですよね。 

○会長 ただ、先ほど出た、ほかの団体の料金改定時期を合わせるのかということについ

て、次回の協議会で検討ということを先ほどさせていただいた中、1団体だけ先に改定と

なると、じゃあ、ほかも一緒になのか。となると、ほかの団体さんが4月は無理だと思う

んですよね。なので、ここで協議調わずにさせていただくのも一案かとは思うんですが。

うーん、どうしましょう。 

○事務局 すみません。事務局からですけども、直近の各団体の連絡会の中でも、皆さん

やはり料金のことについては非常に興味がおありになったと記憶しております。ですので、

今回の料金がどうなるのかによっては、ほかの団体さんの動きも変わってくるなと思いま

す。そういう意味ではやはり関係する団体は足並みそろえていただいたほうが、区民の方

にも理解はしていただけるのではないかなというふうには思っておりますので、今この場

で決めるよりは、次回決めていただいたほうがよろしいのかなとは、私個人の考えですけ

ども、思っております。 

○委員 これ、ちなみに、次回協議会というのはいつ。 

○会長 1月ぐらいですか。 

○事務局 次回につきましては、1月16日を予定させていただいているんですけれども。 
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○委員 よろしいですか。そうすると、またそのタクシーの運賃の組みかえのほうも、ま

だ結論が出ているかどうか、微妙かもしれないんですよね。というよりは、タクシーの運

賃の変更があった後に緊急的に招集していただいて、その後どうするのかというのをまと

めていただいたほうがいいんじゃないかなと思うんですけど。 

○事務局 すみません、ちょっと事務局から補足です。 

 次回更新を予定している団体が3団体ございまして、いずれも更新の日付が3月半ばなの

で、その準備として、国交省さんに資料を持ち込む時期を考えると、次回協議会は1月の

遅くとも後半までぐらいかなと、第３回協議会に関してはそのように思っております。で、

先ほど協議会開始前に会長のご都合をうかがったところ、１月16日だったら大丈夫じゃな

いかなというお話で、協議会後に、次回の日程を改めて事務局からお知らせさせていただ

こうかと思っていたのですが、今ちょうどお話が次回の日程に及んだので、補足です。 

○委員 よろしいですか。おでかけサービスさんから、混乱があるというお話なんですけ

ど、何かカルテルみたいで、みんなが一緒じゃなきゃいけないということはないんだと思

うんですね。いろんな団体があって、それぞれが自分の独自色を出して、福祉送迎・杉並

さんのところはこういうふうに、なったらやりたいよと。私たちはそのときどうなるかは

わかりませんけども、410円になっていると、730円の半分になると5割にならないから、

それは当然、うんと下げなきゃいけないとは思いますけど、それぞれが自由に、ＮＰＯ法

人として、自分たちの独自色で良いんじゃないでしょうかね。そういう独特にやっていか

れるというのが、それぞれの団体で。先ほど全自交の委員さんもおっしゃっていましたけ

ども、それぞれがおおむね半分というのを守りながら、少し利益が出ているところはちょ

っと下げてあげればいいでしょうし、いろんなやり方がある。努力をしてもらうというこ

となので、それはまとめなきゃだめですか。ということです。 

○委員 ちょっと誤解をお持ちになったかもしれませんけど、別に足並みそろえてとか、

そういうカルテル的な、そういったことで私どもはやっていないです。いろんな、それこ

そタクシー料金のおおむね半分ということがある中で、消費税に対する考え方も、福祉送

迎サービス・杉並さんは上乗せをなさいませんでしたし、私どものほうはしたというよう

な、そういう中におります。 

 ただ、利用者の方たちと、私たち事業者との中で、この料金のことをどういうふうに説

明していくかということを想像したときに、福祉有償運送団体として同じ杉並区内でやっ

ているときに、考え方の違いというのは余りないほうがいいと思っているんです。そうし
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ますと、例えば福祉送迎サービス・杉並さんのところが4月1日で改定して、タクシー料金

がまだどうなるかわからないという状態で、1キロという単位が出そうだからとか出るか

らとか、そういうことは、むしろ私は逆に、福祉送迎サービス・杉並さんのところの利用

者の方に対する説明が、かえって難しいんじゃないかなと逆に思っちゃったりもするんで

すけども。 

 先ほど居宅介護事業者代表の委員さんがおっしゃったように、利用者の立場に立ったと

きに、その考え方の違いというものがちゃんと伝わるかなということを思って申し上げた

んですね。ですからそれが、料金を一緒にしようとか、そういうことではないということ

はおわかりいただけたらと思うんですけども。 

○会長 はい。 

○委員 すみません。いいですか。先ほどから出ているように、もうタクシーの今回の運

賃改定、いえ、改定じゃない。要は、初乗り距離短縮。これはもう、いつになろうが、な

るのはもう間違いないですから。これは国交省が先導でやっていますから、これはもう、

確実です。ただ、その日程がいつか、この中の誰もわからないわけで、わかるとしたら運

輸局の方ですけど。ただ、そこまでまだ出てないと思うんでね。もうこの際ここでの議論

は、先ほど言われているように、福祉有償運送の料金体系だけを論じて、タクシー初乗り

が、1キロになろうが2キロのままであろうが、それはもう関係ないと思うんですね。乱暴

な言い方かもしれません。 

 だから、新たに今度1キロが出ましたよと。現実にこの新しい料金表を出されてきたの

を見れば、1キロ刻みになっていますんで、1キロから新たに追加されましたと。で、今後

この杉並の福祉有償の更新とか、いろんな料金の改定も出てくるかもしれませんけど、そ

の場合は1キロからの事業者さんも当然ありますと。今、従来どおりでももちろん結構で

すと。ただ、誤解するのは、1キロ、距離が短くなって混乱すると言われますけど、これ、

距離に応じて料金が設定されているんで、これはもうタクシーも同じなんですね。表向き

は半額になって、安くなった。じゃなくて、走る距離が短くなっただけの話で、結局はほ

とんど変わらないというふうなことで、この料金体系にしたって一緒で、これはもう、ぜ

ひ、タクシーの短縮料金が、年明けて何月になるかと関係なく、1キロ設定から追加しま

す。1キロだったらこの金額ですと決めても、特段不思議ではないとは思うんですね。 

 そういう考えでないと、年明けて2月か3月か、国交省の初乗り距離短縮の公定額決定を

待っていても、やはり混乱を起こすと思いますね。だから、この会議はこの会議として、
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それとは独自に1キロ枠で決めたって、別に年明けて新たにタクシー運賃がこういうふう

に組みかえになりましたというふうな発表をされたって、別にその金額が、半分を超える

わけじゃないし。というふうには思いますけどね。 

 それと、最後に、言われている杉並の中で似たような料金体系と言ったって、今現在の

運賃体系、料金体系自体が別に横一線じゃないですよね。横一線ですか、大体。 

○事務局 まあ、ほぼ。 

○委員 大体、横に並んでいますか。 

○事務局 そんなに差はないです。 

○委員 そんなに差はないけど、よく似た料金になっていると。そしたら、これに1キロ

設定を今度新たに加えて。今は2キロ以上でしたっけ、杉並の料金体系は。1キロ設定の周

知徹底って、そんな難しくないと思うんですけどもね。それのほうがいいんじゃないです

か。いつまでも、タクシーの料金がどうこうと言ったら、話はなかなか進まないかなと思

います。 

○福祉送迎サービス・杉並 よろしいですか。私どもは、1キロ料金設定しても、利用者

の混乱は生じないと思います。逆に、正直言って、ご自宅から、行きと帰りで距離が違い

ますけど、300メートルのところの美容院へ行く方も実際850円いただいていますし、ある

いは1.9キロとか2キロの方も同じ料金ですね、現在。逆に言えば、利用者にしっかり説明

することによって、混乱は生じないと思いますし、また生じないように説明をしてまいり

たいと思っています。 

○会長 わかりました。1キロ、今までそういった方は2キロまでの料金だった分が、今度

収入が減るわけですよね。それでも大丈夫ということであれば、もう全くタクシーの料金

改定と関係なく、この刻みでこの料金で、反対がなければもうこれで。その理由もタクシ

ーが料金改定するからではなく、団体の全体の運営の状況なども考えて、この料金体系を

会員さんのほうにご説明いただくことになりますが、それは可能ですか。 

○福祉送迎サービス・杉並 はい、可能です。 

○会長 わかりました。 

○福祉送迎サービス 捕捉ですが、近距離のほうが、我々の団体からとると効率がいいん

ですよ。走行時間が、乗降の時間も入れて、5分とかあるいは10分ですと、次にまた別の

方も送迎できる時間的余裕ができるということから考えると、遠距離よりは比較的距離が

短いほうが、事業を経営している者にとっては、生産性というか、この仕事は余り生産性
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とか効率を考えちゃいけないんですけれども、そちらのほうが1人でも多くの方を送迎で

きるということから考えると、ベターだと思います。 

○会長 わかりました。それでは、ちょっと、いろんな…… 

○委員 ちょっとよろしいでしょうか。福祉送迎サービス・杉並さんの今おっしゃってい

ることはわかりましたし、皆さんのご意見も理解したつもりです。ただ、意見としては、

この価格改定案を出された理由というものを2点、先ほど冒頭おっしゃったと思います。

それと今の議論は、ちょっとずれてきておるかと思うということだけは、意見として申し

上げたいと思います。 

○会長 わかりました。そうですね、地域の事情を勘案して協議するのが各地域の有償運

送の協議会の役割ではあるんですけれども、単純に数字として、料金体系として出てきた

ものが協議会として認められるかということを最終的には考えなくちゃいけないところだ

と思いますので、確かに当初の説明ですと、タクシー料金改定と、前回、消費税が上がっ

たときに10％になると言っていたからそれを待っていたんだけど、時期が延びているとい

う事情で今回の改定になったということですけれども、それ以外にも、何度も改定を行っ

ているゆとりがないというか、利用者さんにも迷惑がかかるということと、今後のタクシ

ー料金改定も見越して、そういった状況の変化も含めて今回の案を出していただいている

ということですので、私としては、どちらの論も立つのかなと。継続にするのも良いです

し、ここで協議調うというふうにもできるのかなと思いますし、調わなかったということ

も、前提がまだ、前提となっているタクシー料金の改定がまだなんだから、そもそも協議

できないじゃないかという考えもあるのかなと思います。私だけの意見ではなくて、委員

の方々からそういった、どの判断にもつながるようなご意見がそれぞれ出てきたところか

と思います。 

 先ほどちょっと、1キロで刻んでも運営的には大丈夫なのかということを、利用者さん

への混乱がないのかという点については大丈夫だということでしたので、協議会としては

この今回出していただいたものを協議調ったということにさせていただくのはいかがかな

と思うんですけれども、ただ、先ほどから出ておりますタクシーの運賃改定に伴って福祉

有償運送のほうも変わるんですよという説明になってしまうと、じゃあ、ほかの団体さん

はどうなのかという、次回検討させていただきたいと思ったところが先に、福祉送迎サー

ビス・杉並さんはこういうふうにしているのに、ほかはどうなんだとか、そういう混乱を

引き起こしてもよくないのかなと思いますし、そもそも協議会で説明させていただいてい
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るのは、そういったもろもろの事情はあるとしても、この料金体系で、利用者さんにも問

題がなく、おおむね2分の1であるということが確認できたということになりますので、ま

ず、その点については、改定とは別に、福祉送迎サービス・杉並さんのご事情として料金

を改定したということで進めていただけたらと思うんですけれども。 

 すみません。何かだらだら話してしまったので、もう一度整理しますと、ここに出して

いただいた料金改定を協議会として協議調ったということで手続を進めていただくという

ことと、改定については、タクシー運賃改定が予想されているからという理由ではなく、

福祉送迎サービス・杉並さんで料金改定をされたいという事情で改定されるということを、

たまたま時期的に重なるかもしれませんけれども、そのように利用者さんのほうにはご説

明いただいたほうがいいのかなというふうには思うんですけれども。 

 あ、すみません。後者については協議会で協議しなくてはいけないことではないんです

けれども、その前の、この料金体系の改定について、改めてご意見いただきたいんですけ

れども。協議調ったということで。 

○委員 今、会長が話をした、今回の料金改定を、理由を抜きにしても認められるかなと

は思うんです。さっき全自交さんが話したとおり、これがタクシーの料金が改定されなく

ても、うちはこれでやりますよということで言えば、できるのかなと。もしタクシーの料

金が改定されなかったらここを730円、1キロのところを直せばいいだけで、料金改定案と

しては成立しているんじゃないかなというふうに。 

 ただ、会長が言ったように、これはタクシー料金改定のためではないですよというふう

に説明するかどうかは、各団体に任せる。だから、福祉送迎サービスの場合はタクシー料

金改定でこういうものを出したと。今後、例えばおでかけサービスでは、うちはタクシー

料金改定があってもこうですよとか、それぞれの団体の説明はそれぞれの団体が責任を持

って行うということにしておかないと、協議会でこのために方針を決めて、というふうに

はできないんじゃないかなと思います。でも、ここで先に料金を決めれば、ほかの団体も

動きやすくなるのかなというふうに思います。 

○会長 はい。ありがとうございました。申しわけありません。おっしゃるとおりで、後

半のほうはちょっと私のほうがいろいろ心配してしまっただけで。 

○委員 そうだよね。 

○会長 その部分は、訂正といいますか、私の心配だけなので、もちろん団体のほうでそ

れぞれのご判断があるかと思いますが、この料金体系、出していただいたものについては
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協議調ったということでよろしいでしょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 はい。ありがとうございます。長い時間、ご協議ありがとうございました。 

 そうしましたら、議題としましては、その他、次回協議会日程についてということで、

先ほどお話がありましたが、改めてよろしくお願いします。 

○事務局 はい。そういたしましたら、次回ですけども、一応1月16日の午後ということ

で、また改めて開催通知を送らせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 それから、本日お配りしました資料につきましては、お持ち帰りはご遠慮いただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、別件でお願いなのですが、年末に謝礼につきまして、マイナンバー提出のお願い

をすることになるかもしれませんので、そのことをお含みおきいただければと思います。 

  次回、1月16日の午後1時半から、またできればこの同じ会場でと思っております。正

式な通知はまた追ってお送りしますので、よろしくお願いいたします。 

○会長 はい。ほかには何かございませんでしょうか。 

○委員 いいですか。その他、もう会議の後ということで、終わりということでいいです

か。それで、お話しさせてください。 

 私が前回、本当にこれ、年内にという、マスコミも全部そうでしたし、私たち業界もそ

うだったし、新聞、テレビ、まあ、支局の方もいらっしゃいますけども、本当に年内実施

ということだったんですね。さっきもお話があった物価判定何とか会議とかというので、

そこを通らなきゃいけない、時間がないというので、年内は無理だということで、多分

1月ごろじゃないかと。まあ、聞けば、返事はできないと思いますし、私たちは1月ごろと

いうことも暗に聞いていますし。また余分なことを言っちゃうと、羊飼いの少年みたくな

っちゃいますけども、遅くても1月、2月ぐらいの実施なんだと思います。 

 いろいろ心配されているかと思いますけども、この4月1日には、不確定じゃないかと言

われながらも、ほぼ確定なんですね。だから、そのころにまた合わせていただいて、1キ

ロというのもつくっていただければいいのかなと思いますので、私が大分前回大きなこと

を言ったことで皆さんにご迷惑をかけまして、本当に申しわけございませんでした。 

○会長 大丈夫です。はい。 

○委員 すみません。ちょっとよろしいでしょうか。今の議事録は、協議調ったというの
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は全員の総意でというようなふうに示されるんでしょうか。そういうことではないですか。 

○会長 そう――特に全員の総意に基づいて協議調ったとさせていただきますとは発言し

ていないので、協議会として協議調ったという。 

○委員 協議会としてということですね。わかりました。 

○会長 はい。すみません。閉会を本当はまだしていなかったんですけど、後で議事録で

また確認させていただいて。いろいろご意見をいただきまして、ありがとうございました。

恐らく次回タクシーの運賃改定の話が出てくるかと思いますので、またそのときに運賃改

定の必要性等についてもご意見をいただけたらと思います。 

 本日は、長い時間、本当にありがとうございました。これで第2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。 

 



 

 

平成２８年 １０月２４日 

杉並区役所 第１委員会室 

 

 

平成２８年度 第２回 杉並区福祉有償運送運営協議会次第 

 

・開会  

 

[議 題] 

１ 福祉有償運送事業者 登録更新協議（おでかけサービス杉並） 

 ・事業者概要（事務局） 

     ・補足説明・質疑応答 

  

２ 福祉有償運送事業者 登録更新協議（杉並ポプラの会） 

  ・事業者概要（事務局） 

     ・補足説明・質疑応答 

 

 ３ 福祉有償運送事業者 料金改定協議（福祉送迎サービス・杉並） 

  ・事業者概要（事務局） 

・補足説明・質疑応答 

 

 ４ その他 

    ・次回協議会日程について 

 

 

[資 料] 

・ 資料１  登録更新協議（おでかけサービス杉並） 

・ 資料２  登録更新協議（杉並ポプラの会） 

・ 資料３  料金改定協議（福祉送迎サービス・杉並） 

・ 資料４  ＮＰＯ等が実施する福祉有償運送の対象者、対価の明確化及び運営協議会の運 

営方法について（机上配布） 



№ 団　体　の　状　態

団　体　名 NPO法人　おでかけサービス杉並

所　在　地
杉並区荻窪５－１８－１１
サニーシティ荻窪１０３

代　表　者 理事長　樋口　蓉子

2 運送の対象
登録会員   ２１５ 人

(平成  ２８年  １０月　１日現在)

（参考様式第イ号）
　旅客の名簿
　（事務局確認）
D （参考様式第ロ号）
　身体状況・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２－２号）

福祉車両 ４ 台

セダン型車両 １１ 台

使用権原

運転協力員人数  １９人

普通第二種免許所持者数 ４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
対物：無制限

（様式第７号）
契約書（見積）の写しが添
付できない時

任意保険証（写）
（事務局確認）

7 運送の対価
【利用者負担額】
 


Ｈ　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
欠格事項に該当しない旨の宣
誓

利用者への周知

収支状況

活動実績 Ｎ　活動実績報告書

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。

Ｌ　 （様式第３号）　宣誓書　のとおり

10

そ
の
他

Ｍ　前年度決算書・現年度予算書

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。

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

（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

Ｋ　車両運行規定

（参考様式第ト号） 事故の記録

（参考様式第チ号） 苦情処理簿

4

使
用
車
両

F  自動車登録簿
  ※車検証(写)
　　（事務局確認）

5
運
転
者

Ｇ　（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
（事務局確認）

資料１

杉並区福祉有償運送運営協議会　団体要件確認表　（更新）

項　　目 添付資料

1

運
送
主
体

A （様式第２-２号）
 自家用有償旅客運送
 更新登録の申請書

B  定款
C  登記事項証明
    役員名簿



№ 団　体　の　状　態

団　体　名 特定非営利活動法人　杉並ポプラの会

所　在　地 杉並区方南１－１１－６

代　表　者 代表　秋田　豊

2 運送の対象
登録会員   ５１ 人

(平成  ２８年  １０月　１日現在)

（参考様式第イ号）
　旅客の名簿
　（事務局確認）
D （参考様式第ロ号）
　身体状況・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２－２号）

福祉車両 ２ 台

セダン型車両 ４ 台

使用権原

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
対物：無制限

（様式第７号）
契約書（見積）の写しが添
付できない時

任意保険証（写）
（事務局確認）

7 運送の対価
【利用者負担額】
 


Ｈ　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
欠格事項に該当しない旨の宣
誓

利用者への周知

収支状況

活動実績 Ｎ　活動実績報告書

車両の表示

自動車内の掲示

資料２

杉並区福祉有償運送運営協議会　団体要件確認表　（更新）

項　　目 添付資料

1

運
送
主
体

A （様式第２-２号）
 自家用有償旅客運送
 更新登録の申請書

B  定款
C  登記事項証明
    役員名簿

4

使
用
車
両

F  自動車登録簿
  ※車検証(写)
　　（事務局確認）

5
運
転
者

Ｇ　（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
（事務局確認）

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

（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

Ｋ　車両運行規定

（参考様式第ト号） 事故の記録

（参考様式第チ号） 苦情処理簿

＊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３号）　宣誓書　のとおり

10

そ
の
他

Ｍ　前年度決算書・現年度予算書

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。
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