
平成 29年度第 1回 杉並区福祉有償運送運営協議会 

 

1/15 

会 議 記 録  

会議名称 平成 29 年度第 1 回 杉並区福祉有償運送運営協議会 

日 時 平成 29 年 5 月 22 日（月）午後 1 時 59 分～午後 3 時 05 分 

場 所 西棟 6 階 第 6 会議室 

出 席 者 委員 

畦元、磯、直井、高橋、出保、長谷川（信）、長谷川（万）、 

樋口、松沢、宮崎、星野、柳瀬（代理：小川） 

区側 

保健福祉部長、保健福祉部管理課職員 

配布資料 資料 1 杉並区福祉有償運送運営協議会委員名簿 

（平成 29 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 28 年度福祉有償運送活動状況 

資料 5 新規登録団体資料（特定非営利活動法人 一期の会） 

資料 6 登録更新団体資料（社会福祉法人 いたるセンター） 

資料 7 料金改定案団体資料（特定非営利活動法人 ポプラの会）

（机上配布） 

・「外出をサポートする おでかけガイド 付き添い編」 

2017.5 月版 

会議次第 1 開会 

2 保健福祉部長挨拶 

3 委員・事務局紹介 

4 会長・副会長選任 

5 会長・副会長挨拶 

6 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 28 年度福祉有償運送活動状況報告 

 (2)福祉有償運送事業者 新規登録協議について 

（特定非営利活動法人 一期の会） 

  ・事業者概要 

  ・補足説明・質疑応答 
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 (3)福祉有償運送事業者 登録更新協議について 

（社会福祉法人 いたるセンター） 

  ・事業者概要 

  ・補足説明・質疑応答 

 (4)福祉有償運送事業者 料金改定案について 

（特定非営利活動法人 ポプラの会） 

  ・料金改定案 

7 閉会 
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○事務局 お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまより平成29年度第

1回福祉有償運送運営協議会を開催いたします。 

 本日は昼間のお忙しい時間にお集まりいただきまして、ありがとうございます。私は事

務局の保健福祉部管理課保健福祉支援担当、吉田です。会長選任まで進行をさせていただ

きます。 

 では、まず資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 席上に、本日の次第と追加資料を1枚、それから杉並区の外出支援相談センターが新た

につくりました「おでかけガイド」の付き添い編をお配りさせていただいております。そ

れから事前に郵送で送らせていただいた資料が、今期の委員名簿と、要綱、杉並区におけ

る移動困難者の状況と平成28年度の福祉有償運送の活動実績、新規登録団体資料、登録更

新団体資料となります。皆さん、資料の漏れ等はございませんでしょうか。 

 今回でこの任期が更新され、新な任期は平成29年4月から平成31年3月までの2年間とな

りますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 また、本日、欠席者は1名、杉並交通の杉山様です。委員の半数以上が出席となってお

りますので、会としては成立してございます。 

 では、開会に当たりまして保健福祉部長から挨拶がございます。部長、よろしくお願い

いたします。 

○保健福祉部長 皆様、こんにちは。杉並区の保健福祉部長をしております有坂といいま

す。いつも日ごろから杉並区の障害者の関係の分野でお力添えをいただきまして、心から

感謝申し上げます。また、この協議会のほうにつきましては平成17年6月からですので、

12年目を迎えてございます。当初はタクシー業界からのいろんなご意見もありましたけれ

ども、今、円滑に続いております。これもひとえにこの協議会でしっかりご議論いただい

て、それを踏まえて実行に移しているからだと思っております。 

 この区内の福祉有償運送団体数は、ＮＰＯ法人で4団体、そして社会福祉法人で3団体あ

ると聞いていますけれども、しっかりとまたこの協議会で今年度もご議論いただいて、よ

りよいサービスの提供を願っております。今後高齢化もますます進み、こちらの需要も高

まってまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○事務局 はい。ありがとうございます。 

 それでは、今年度新たに就任された委員の方もいらっしゃいますので、お手数ですけれ

ども、皆さん、一堂に自己紹介ということで、一言ずつお願いできたらと思います。 

○委員 障害者団体連合会の高橋です。これが設立されてからずっと続けています。 

○委員 ＮＰＯの福祉送迎サービス・杉並の長谷川と申します。 

○委員 同じくＮＰＯ法人のおでかけサービス杉並の樋口と申します。 

○委員 全自交労連の東京地連で書記長をしている直井と申します。全自交労連と申しま

すのは、全国のタクシードライバーの労働組合の集まりです。きょうは初めて参加させて

いただいております。 
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○委員 キャピタルオートの磯と申します。地元のタクシー事業者代表でございます。 

○委員 国土交通省関東運輸局東京運輸支局の首席運輸企画専門官、柳瀬の代理で参りま

した小川と申します。私自身は昨年28年4月からこちらの運営協議会のほうに出席させて

いただいております。微力ながらお力添えができればと思っております。 

○委員 宇都宮大学教育学部の長谷川と申します。高橋委員と一緒で、最初から参加して

いたかと思います。 

○委員 杉並区居宅介護支援事業者協議会から参りました、青い鳥の宮崎と申します。 

○委員 高齢者施策課長の畦元と申します。 

○委員 障害者施策課長の出保と申します。障害の分野でも移動支援というのは一つの大

きな柱となっております。 

○委員 私、都市整備部交通対策課長の星野といいます。 

○委員 4月に新しく保健福祉部管理課長になりました松沢と申します。 

○事務局 続きまして、新任期でございますので、改めて会長の選出をさせていただきた

いと思います。運営協議会の設置要綱第4条第2項で、会長は会員の中から互選をすること

になっております。皆様の中で、どなたか推薦または立候補等がございましたらお願いい

たします。 

 では、高橋委員、お願いします。 

○委員 一番古くからやっている長谷川（万）先生にお願いしたらどうでしょうか。 

（ 拍手 ） 

○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、長谷川（万）先生にお願いいたします。 

 では、長谷川（万）先生、前の会長席のほうに移動していただいてよろしいでしょうか。 

（ 長谷川（万）委員、会長席へ移動 ） 

○事務局 それでは、会長を決めていただきましたので、ご挨拶をいただく前に、設置要

綱の第4条の第4項によりまして、副会長は会長が指名することになってございますので、

会長から副会長の指名をお願いいたします。 

○会長 はい。副会長には杉並区の状況に詳しい保健福祉部管理課長の松沢委員にお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（ 拍手 ） 

○事務局 それでは、副会長も前の席にお願いいたします。 

（ 委員、副会長席へ移動 ） 

（ 委員、所用のため退席 ） 

○事務局 それでは、会長、副会長に一言ずつご挨拶をいただきまして、そのまま、ここ

からは会長に議事をお願いしたいと思います。会長、副会長のご挨拶が終わったところで

部長は退席をさせていただきます。 

○会長 改めまして、皆様、こんにちは。宇都宮大学教育学部の長谷川と申します。 
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かれこれ10年以上、杉並区の有償運送だけでなく福祉の移動サービス等にかかわらせて

いただいております。今回もまた続投ということで、杉山委員がお休みなのがちょっと心

もとないですが、今期も福祉有償運送について皆さんご協議いただけたらと思っておりま

す。 

 杉並区では、先ほどＮＰＯ4団体、社会福祉法人が3団体ということで、移動サービスを

提供されている民間の団体が非常に多いですが、いまだに都内でも全くそういう団体がな

い自治体もございます。そのような中で、きょうの協議会にご出席いただいている方々の

ご努力によって大きな事故もなくサービスが提供されていることというのは、非常にあり

がたいことだと思っております。きょうも、新規そして更新の団体の協議がありますけれ

ども、ぜひ皆さんの活発なご議論をいただきまして、杉並区の福祉有償運送をまた進めて

いけたらと思っております。審議のほう、ご協力いただけますようどうぞよろしくお願い

します。 

○副会長 副会長を仰せつかりました、保健福祉部の管理課長の松沢と申します。 

 保健福祉部長のほうからご挨拶もありましたが、高齢化の進展に伴いまして、杉並区の

中でも移動困難な方というのは、今後も増加が見込まれているところでございます。やは

りそういった中で、福祉有償運送の充実というのは杉並区にとっても大事なものだと思っ

ております。会長を補佐しながら、杉並区の今後について、しっかりと議論していきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

（ 保健福祉部長、所用のため退席 ） 

○会長 それでは、議題のほうに入らせていただきます。 

 議題1としまして、杉並区の福祉有償運送の必要性についてということで、毎年度、1回

目の協議会で福祉有償運送の必要性について協議会のほうで確認をさせていただいており

ます。資料に沿って事務局のほうからご説明いただきたいと思います。 

○事務局 事務局の木村と申します。 

 それでは、事務局より杉並区の福祉有償の必要性についてご説明いたします。資料3を

ごらんください。 

 まず移動困難者数の推移ということで、平成28年度の移動困難者数について、下記の表

のとおり、要介護認定者及び障害認定をもとに推計を行いました。福祉車両を必要として

いる人の推計値は、今年度7,926人、昨年度27年度8,013人と比べて減少しておりますが、

「セダン車でも可」の人が増加したことによりまして、全体として移動困難者数は、3万

1,365人から約300名増加しまして、3万1,691人となっております。今年度の4月1日現在の

杉並区の高齢者率は約21％であり、今後も一層の高齢化が予想されることから、移動困難

者数も増加が見込まれます。 

 続きまして、2の移動サービス供給量の推計について説明いたします。裏面の表を見て

いただきますと、区内の移動サービスの供給内訳がおわかりになるかと思いますけれども、

福祉車両を中心とした個別輸送が13.3％、福祉有償運送が16.2％、福祉タクシー券を利用
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した輸送が70.6％となっております。供給量を種別に見ますと、福祉車両を中心とした個

別輸送は前年度よりも減少しておりますが、福祉有償運送及び福祉タクシー券による輸送

サービスが増加したことで、総供給量は増加しております。 

 続きまして、3の移動サービス年間利用の推計ですけれども、移動困難者1人あたりの移

動サービス年間利用回数は、移動サービスの供給量を移動困難者数で割りまして、約

6.6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

しての外出はおおよそ3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

ービスの供給の充実が求められております。 

 続いて資料4をごらんください。昨年度の福祉有償運送の活動状況をご報告させていた

だきます。 

 区内7団体の実績は、表のとおりとなっております。1件、苦情の受け付けが福祉送迎サ

ービスさんのほうに入っておりますけれども、車の待機場所が希望と違っていたという内

容の苦情でした。その希望場所というのが駐車違反のところで、とめることができず、別

の場所にとめていたために、苦情になってしまったということでした。 

 以上で福祉有償運送の必要性についてのご説明を終わらせていただきます。 

○委員 そういうのは苦情として取り扱うのですか。違法な駐車を要請されて、別な場所

で待っていた場合、苦情として受け付けるのかどうかというのもちょっと考えなきゃいけ

ない。 

○委員 私の団体でうけた苦情です。ちょうどＬ字の交差点の角でとめろというふうに言

われました。ここではとめられないと言いましたら、その方が役所のほうに苦情の手紙を

出されそうだったものですから、私も事前に区にご相談して、それで苦情ということで届

け出をした次第です。本来だったらそんなことはならないのですけれども、区にまで手紙

を書いて訴えるという話もあったものですから、そのように私どもは対応して報告いたし

ました。 

○会長 今のお話だと、苦情としてここに挙げるので、それ以上はという。そういうやり

とりがあったということでしょうか。 

○副会長 これ、資料の取り扱いとしては、どういう形で使われるのでしょうか。どこか

に報告する資料なのですか。便宜的にここの会議の場で作成している資料ですか。 

○事務局 それもありますが、自治体など他のところから福祉有償運送の報告を求められ

るときがありますので、そういった場合にこの数字も利用しております。 

○委員 通常だったら、「苦情等」にする。「苦情」ではなく。苦情という、不満を明ら

かにするのではなく、要望を含める形にする。 

○副会長 最近は余り「苦情」と言わないで、あくまでも「要望等」という形にする。

様々な意見がありまして、今後の建設的な意見と捉えられる場合もありますので。 

○委員 要望なら納得できる。 
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○副会長 「苦情」としたら、こちらの非があって、そこに対しているという。 

○委員 役所が認めた苦情という形になるのは、何かちょっと納得いかない。 

○委員 法定で決められているような報告件数どうこうじゃなければ、今後その辺のとこ

ろを考えてもいいのでは。 

○事務局 実はこれ、区政相談にも話が行きまして、私どものほうで何度か対応しました

が、なかなか納得いただけなかった。最終的にはご理解いただけましたが、駐車禁止の場

所というところがご理解いただけなかった。 

○委員 タクシーだって困る。 

○委員 タクシーはもっと多い。朝、通行禁止というか時間帯規制があるところに迎車で

来てくれとかというのがあります。ただ、時間帯によっては可能なので、前はやってくれ

たのに今回はやってくれないのかみたいな話があるのかもしれませんけど。 

○委員 それは「苦情受付」という表現じゃなくていいような気はする。 

○副会長 文言は、別に修正の可能性があるような。 

○事務局 そうですね。「要望等」で。 

○会長 これは、そもそも運輸のほうに出す、この後の議事で言うと様式第6号という運

行管理体制を書き込む票がありまして、この中に事故処理と苦情処理と書くようになって

いるので、多分それに対応してこういう形にまとめて、ずっとそれを使っていると思いま

す。 

○事務局 運輸局のほうの項目事項として、事故等は上げて、苦情も同じような形で上げ

ることにはなっている。事故等にしても車両の故障の場合は、それは事故ではないと回答

が返ってきたりすることもあるようですので、実際、運輸局がそれをカウントされるかど

うかはまた別ですが、事務局の取り扱いとしては、この枠が設けられております。 

○会長 運輸支局のほうで、旅客運送の事故というものが多分違うのですね。 

○委員 そうですね。報告規則というものが法令でありまして、それに該当しているかど

うかというのを判断して、報告義務があるかどうかというのも判断していますので、すべ

からく事故イコール運輸支局に報告ということではないので、ご報告いただいた場合に、

それを法令にのっとって指導しております。 

○事務局 苦情等もありますか。 

○委員 苦情は、基本的にどれを苦情かというのは、やはりわからないですね。運輸支局

にも、よくよく聞いてみたら駐車違反だったとか、要はお申し出される方のほうに非があ

るとか、そういう話もありますので、どれを苦情として扱うというのはなかなか難しいと

ころです。ですので、我々といたしましては、まあ、「苦情等」とかのほうがいいのかな

とは思いますが、この資料自体、我々への提出資料ではございませんので、運営協議会の

中でこのほうが好ましいのではないですかというふうに方向性を決めていただければよろ

しいのかなと思います。 

○事務局 様式等も、表現の仕方も、事務局のほうでも考えさせていただきたいと思いま
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す。 

○会長 そのほか、今のご説明で何か質問等はございますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 そうしましたら、議題の2、福祉有償運送事業者の新規登録協議ということで、特定非

営利活動法人一期
い ち ご

の会というところから新規の登録協議が出ておりますので、そちらに移

りたいと思います。 

○事務局 一期の会の方、登録団体の席にお座りください。 

（ 一期の会関係者、オブザーバー席へ移動 ） 

○事務局 事務局のほうから、皆さんのお手元にございます資料5の一式を上から説明い

たします。 

 運送主体ということで、団体名が特定非営利活動法人一期の会さんで、所在地が杉並区

成田東1-11-3。野澤ヒロ子様が代表理事になります。 

 2番、運送の対象ですが、現在、4月現在で登録会員3名、区分のイとハを網羅していら

っしゃいます。今後また会の活動が大きくなって正式に登録がなされた後、会員として登

録したいとおっしゃっている方もいらっしゃるということですので、立ち上げとしまして

は、現在3名です。 

 運送の形態が発着のいずれかが杉並区、様式の2-1のほうに記載されている内容になり

ます。 

 使用車両がセダン型車両2台、こちらの登録簿等、車検等はこちらでも確認いたしまし

た。 

 運転協力員人数が2名。様式4号と参考様式ホ、ヘの、Ｇの資料に記載されております。 

 損害賠償措置につきましては、しかるべき保険に入っていらっしゃいます。 

 7番の運送の対価につきましては、ほかの団体様の料金を参考にされたということで、

1キロ区分を設けられまして、1キロ200円、以降1キロごと170円、迎車300円、介助200円、

軽介助が15分250円というふうに、皆様と大体同じような体系になっているようです。 

 8番の運行管理体制ですけれど、Ｉ、Ｊ、Ｋのこの5号、6号、車両運行規定のほうに記

載されているとおりになります。 

 最後、法令遵守ということで、右上にＬと書いてある資料で宣誓書をいただいておりま

す。新規ということで、その他の部分、活動実績等の資料はございません。 

 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。 

 団体のほうから、新規ですので、今回サービスを始めるに当たって、どんな経緯でお始

めになるのか、また今の説明で補足がありましたらお願いしたいと思います。 

○一期の会 代表をしております野澤ヒロ子と申します。 

 私たちは高齢者の方の生活支援や相談を承っておりまして、やはり住んでいる地域が若



平成 29年度第 1回 杉並区福祉有償運送運営協議会 

 

9/15 

干交通等の不便な地区に位置しておりますので、何かいい方法はないかと相談を受けてい

ました。皆さん、ふだんはタクシーを利用したりしますが、タクシーを呼ぶのにも時間は

かかるし、お医者様へ行くのにはやっぱり予約時間がある。昔は元気だったので自転車で

行って、何とかカバーできていたのが、高齢になって自転車が無理になり、同居の家族も

ふだんは働いているので、できるだけ迷惑をかけたくない。年金生活なのでお財布に優し

いものがないだろうかというような話を承りまして、検討させていただいた結果、こうい

う形で行えたらいいかなと思いまして、申請を出させていただいたようなわけです。 

○会長 ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明、それから団体からの補足の説明、あわせまして何か質問、ま

たここで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 入会金と年会費を取らないのですよね。 

○一期の会 利用者のほうは利用会員という形で、年間1,200円をいただいています。こ

の有償を利用したいという方にはいただくようにしております。 

○委員 年会費の形で1,200円はもらっているということですよね。登録者は1,200円を

1年間に1回払い、実際の交通費をもらうということですよね。 

○一期の会 はい、そうです。 

○委員 今登録している人が3人で、運転者さんが2人で、車が2台。高次脳の人だから、

多分セダン型で多分大丈夫だと思いますけれども、今後利用者がふえる可能性というのは

ありますか。 

○一期の会 可能性はあると思っています。福祉車両の必要性は出てきますが、ただ、現

実的には、まだ今すぐには見込み者はいないので、とりあえずセダンからスタートという

形でございます。 

○委員 杉並区には高次脳機能障害の会、ありますよね。そことの連携はありますか。 

○一期の会 まだ全然、その辺までに行っていないので。 

○委員 そうですか。もしまだ連携をとっていないとすれば、高次脳機能障害者の会に会

員さんが30人ぐらいいて、そこの人たちも多分困っていると思うので、ぜひ連携をとって

サービスを利用してもらえばいいのかなというふうに思いました。 

 以上です。 

○一期の会 はい。ありがとうございます。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 私もちょっと高橋委員と同じで、その入会、年会費のところがちょっとひっかかってい

て、資料のＥで利用者入会申込書となっているので、何に入るのかなと。この協議会で協

議する事項としては特に問題にはならないのですけれども、ＮＰＯの運営として年会費が

どこに入るお金になるのかなと。 

○一期の会 経理上はあくまでも、例えばセミナーを開いたときの会費、100円をいただ
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くとかというような形の運営と同じような捉え方をしていまして、あくまでも運営上の売

り上げ計上という形にしています。あくまで会費じゃなくて、売り上げ計上の一環として、

経費も利用会費も売り上げで、経費です。 

○会長 樋口委員や長谷川委員のところは、年会費取っていますか。 

○委員 私どもは1,200円です。 

○委員 私のところは2,000円。 

○会長 それは、名目は入会費ですか。 

○委員 利用会員の年会費。 

○委員 年会費ですね。 

○会長 今まで気が付かなかったけれど、「利用者登録申し込み」のほうが、会員ではな

いのでいいのかなと思う。新規なので、ちょっと気になったのですけど。 

○一期の会 実はこれ、都庁に相談に行きました。そのときに定款を書きかえようとして、

我々は利用会員というのをその定款の中に入れようとしましたが、それは入れないで結構

ですと言われました。そこで指導を受けて、そういう形の会費は通常のセミナーを開いた

ときの会費と同じような形で、運営上の売り上げ計上にしてくださいと言われました。 

○会長 「入会」じゃなくて「登録」でいいのかなと思うのですけど。 

○副会長 年会費ですからね。 

○一期の会 名目上、名前のつけ方ですね。 

○委員 この「利用者入会申込書」というのが、こだわっていらっしゃる。 

○会長 車両運行には関係ないので、どちらでも構わないですけれども。 

○委員 どちらかというと、法人の会計上の問題ですよね。 

○一期の会 そうですね。 

○会長 会費としてしまうと、会費に入ってしまうと思う。協議の内容と直接関係ないで

すが、監査で会費ではないと言われるのではないかと思った。 

○一期の会 会計上は売り上げの中に1項目の入会費という項目をつけて計上しますから、

通常の運送売り上げとは別の項目を計上します。 

○会長 わかりました。協議すべき項目についての、ほかに何かご意見等はございますか。 

○委員 杉並区のほうに質問をさせていただきたいのですが、料金表のところで、「利用

可能な杉並区の発行券」のところで子育て応援券というのがありますけれど、ほかの事業

者さんもこれは使えるのでしょうか。 

○委員 私どもも利用いただいています。 

○委員 事前に登録して、応援券の登録をされてという形なのでしょうか。 

○委員 子育て支援課に申請しまして、そこで承認してもらってということでやっており

ます。 

○委員 ということは、利用者さんの中に子育て応援券の対象になるような方は結構いら

っしゃる、今後もふえてくる可能性があるということですか。先ほどの話だと、何か高齢
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者の方が多いという話があったものですから。 

○事務局 これは、お子さんでも、障害をお持ちになっているお子さんという意味ですよ

ね。応援券というと、本当に広くいろんな方が対象になってしまうので、あくまでも、障

害などを想定していらっしゃるということですよね。 

○事務局 障害特性でじっとしていることが難しいようなお子さんが、たまたま年齢的な

対象としてこの子育て応援券を受けている場合に使用することができると思いますので、

皆さん全般的な対象ではないのかなと思います。 

○委員 小さくて障害がある方、それを応援するという意味は当然あると思いますが、範

囲が広がってしまうと、もともとの目的と応援券の部分が変わってきてしまうところもあ

るので、ご確認いただいたほうがいいのかなと思いました。 

○委員 応援券の取り扱い事業者や、タクシー券を取り扱う事業者というのは、それぞれ

別に協定を結ばなきゃいけないのですよね。 

○事務局 そうです。 

○委員 私どもは、子育て応援券は、障害のあるお子さんの移送サービスに限って利用し

ていただくということになっております。 

○委員 ですから、これから出てくる可能性もありますね。 

○副会長 あくまでも、このＡの帳票でも、身体障害者福祉法に基づくとかという対象条

件が決まっていますからね。ここの範囲でしかできないわけですよね。 

○会長 そうですね。2に子連れの人を入れちゃいけないという制約はないのですが、実

情ではそうです。名簿に載らない人は利用できないということになるので。 

 ほかにはいかがでしょうか。樋口委員、お願いします。 

○委員 ここの議論の要件というところではないかもしれませんけども、もともとは後見

人などのご相談というところから出発した会でいらっしゃるのでしょうか。そういう中で、

先ほどおっしゃったような移動制約者というものに対して、支援をできないかというとこ

ろでお始めになるということだと思いますけれども、本来の会の活動と、こちらの移動サ

ービスは、私どもも細々と続けてきておりますけども、結構大変な事業です。人様の安全

を預かるものですし、それから、固定費用などが出たりして、いわゆる運営的にも、私た

ちもいつも区から補助もいただきながらですけど、きつきつのところでやってきておりま

す。ですから、結構大変な事業、活動だと思っていただいたほうがいいと思います。本来

の事業と、こういった移動サービス事業を、人の体制も含めてどのようにお考えになって

いらっしゃるか、ちょっとお聞きしたい。 

○一期の会 市民後見というところで、いろんな支援のサポートをしていますが、我々の

ような市民後見人というのは、名簿に載せていただくということが、なかなか杉並区の場

合は厳しくてできない。サポート支援所をつくるとか、こういう資料が必要です、という

ところまでのお手伝いはできるのですが、その先がなかなかできない。ここに係る人間と

いうのは、非常に限られておりますね。 
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 それで、こちらの移動については、おっしゃられるように高齢者の方の命がかかってい

ますので、重点度のかけぐあいは、どちらかといえばこちらのほうが多くなる可能性は多

いのではと思っております。 

 後見は、大体支援が始まって裁判所に届くまで、大体二、三カ月のパターンで、我々が

支援をするかというと、今お話ししたように、そのところには至っておりませんので、そ

の部分では命をかけるほうへ重点は行くのではと考えております。 

○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。 

（ なし ） 

○会長 ほかにないようでしたら、これから新しく始めるということで、今、樋口委員の

話にあったように、いろんな問題がもしかしたら出てくるかもしれませんが、区役所、ま

た諸先輩の団体の実績が多いところが杉並はたくさんありますので、相談しながら進めて

いただければと思います。 

 そうしましたら、これで特定非営利活動法人一期の会から出ておりました新規登録につ

いては、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。どうもありがとうござ

いました。 

（ 一期の会関係者、傍聴者席へ移動 ） 

○会長 それでは、続きまして、議題の3、登録更新協議ということで、社会福祉法人い

たるセンターさんの協議に移らせていただきたいと思います。 

（ いたるセンター関係者、オブザーバー席へ移動 ） 

○会長 まず事務局のほうから、資料の説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局 はい。では、事務局から社会福祉法人いたるセンターさんの登録更新というこ

とで、資料6の一式をごらんください。こちらの1番から説明いたします。 

 団体名が社会福祉法人いたるセンター、所在地が東京都杉並区天沼1-15-18、理事長が

谷山哲浩さんです。 

 運送の対象で、登録会員が、このいたるセンターは施設型ということで、皆さん入居さ

れていたり通所されていたりという方で、482名という方が登録されていらっしゃいます。 

 運送の形態は発着のいずれかが杉並区内。こちらも様式2-2号のところに記載されてい

る内容です。 

 使用車両は福祉車両が1台、セダン型車両が1台。こちらも、車検証等、任意保険証等、

事務局のほうで確認しております。 

 運転者は運転協力員の方が6名で、こちらはＧの様式4号、参考様式ホとヘをご参照くだ

さい。保険のほうも必要なものに入っていらっしゃいます。 

 運送の対価につきましては、こちらの法人さんは目的地が決まっていらっしゃるので、

ほかの団体が設定している区分ではなく、3キロメートルまでが300円、3キロから5キロま

でが600円、5キロ以上は900円という独特、独自なものです。また同じ目的地に向けて相

乗りをされることも多いので、2名相乗り、3名相乗りということで、それぞれ利用料金が



平成 29年度第 1回 杉並区福祉有償運送運営協議会 

 

13/15 

皆様不公平のないように、皆さんで分担できるように設定されていらっしゃいます。 

 次、8番の運行管理体制です。Ｉ、Ｊ、Ｋになります。こちらのほうをごらんください。

特に、ここ数年の事故、苦情等はございません。 

 Ｌで運行に必要となる宣誓のほうを提出していただいておりまして、その後、後ろのほ

うのＭとＮが収支報告、Ｎが活動実績ですね、稼働状況としては、大体年間1,000に行か

ないことが多いかなという運行回数です。なので、会員登録の数からいいますと、運送回

数が余り多くない印象はありますが、その分、何名乗り合い、皆さんでシェアしていらっ

しゃることが多いというのがこのクローバーさんの特色かなというふうに思います。 

 事務局からは以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

 いたるセンターのほうから、何か今の説明を補足することはございますか。 

○いたるセンター そうですね。特にはございません。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 そうしましたら、今の事務局の説明で何かご質問、それから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。 

 この乗り合いの方も結構やっぱり固定して、いつもこの人とこの人が一緒にここという、

そういう感じですか。 

○いたるセンター 施設の中の同じ日にご利用者が一緒だった場合に、2人一緒にという

感じになるものですね。日によって、乗り合いの人は変わってしまいます。 

○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 前回に比べて送迎先ってふえましたか。 

○いたるセンター 前回と比べて、登録している人は変わらないですが、利用者が小学校

を卒業してその小学校が減ったりとか、幼稚園の人が上がって小学校がふえたりというの

があるので、そういう部分ではふえたり減ったりというのはあります。 

○委員 距離の計測はどうやっているのですか。 

○いたるセンター 距離の計測は、車のメーターを一度ゼロから始めて、向こうに行って

距離をみています。 

○委員 過去の書類を持ってこなくて申しわけないです。送迎料金表Ｈに「4月4日改定」

となっておりますが、4月4日改定した部分というのはどちらになりますか。 

○いたるセンター 運賃ではなく、新しく場所がふえたので改定しました。 

○会長 相乗りの話が出たときにいたるセンターはもう行き先が決まっているので、どこ

でも誰でも相乗りではないですという、話でしたよね。この形になったのは相乗りの関係

もあったので、実際何キロでどこに行って、それで幾らなのかという話で、こういう形に

なっています。例えば3名でどこかへ行きたいとかと言われて行くのではないということ

で料金のほうの協議をしたという経緯がありました。 
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○委員 ありがとうございます。 

○会長 ほかにはよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 そうしましたら、いたるセンターの登録更新協議につい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。 

○いたるセンター ありがとうございます。 

（ いたるセンター関係者、傍聴者席へ移動 ） 

○会長 次に議題の4、料金改定案についてということで、特定非営利活動法人ポプラの

会から出ている改定案について協議いただきたいと思います。 

（ ポプラの会関係者、オブザーバー席へ移動 ） 

○会長 資料の説明をお願いします。 

○事務局 料金改定案ということで、資料7です。杉並区のＮＰＯ法人の福祉有償団体さ

んと並ぶ形で1キロメートル区分をおつくりになりました。 

○会長 何か補足はございますか。 

○ポプラの会 杉並区内の福祉有償運送団体の中で、初乗り2キロというのは私どもだけ

になっていますが、あえて反対する理由はありません。私どもも1キロ未満のお客さんが

何人かいらっしゃるので、あわせて改定させていただきます。 

 それから、距離制についても150円を170円に上げさせていただく。これは皆さんとほぼ

横並びというか、私どもは後から参加していますので、皆さん、ほかの団体さん以上のサ

ービスを実現していればもっと高い設定があるかもしれませんけれども、そういうことも

ありませんので、一緒に上げさせていただくと、そういうことです。 

○会長 ありがとうございます。 

 ただいま説明がございました料金改定について、何かご質問、また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 これで採算は合いますか。 

○ポプラの会 まだ、杉並全体の5％程度なので、量から言ったら赤字ですね。ただ、資

金的には補助金をいただいて何とかやれるので、これでやっていきたいと思っております。 

○会長 はい。そうしましたら、利用者の方に料金改定についてわかりやすく説明してい

ただけるようによろしくお願いします。 

 それでは、これでポプラの会の料金改定について、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。 

（ ポプラの会関係者、傍聴者席へ移動 ） 

○会長 予定されている議題は以上です。何かほかにございますか。 

 事務局のほうから。 

○事務局 先ほども説明させていただきましたが、外出支援相談センターのほうで付き添

い編の「おでかけガイド」を作成しておりますので、ぜひご活用いただけたらと思います。 
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 それと、今年度は更新が1件で、今後更新の団体の予定はございません。また、新規の

団体があった場合には、また皆さんに声かけをさせていただいて協議ということになりま

すけれども、新規がなければ、次回は来年度ということになります。 

 事務局からは以上になります。 

○会長 ありがとうございます。樋口さん、何かご説明ありますか。 

○委員 私どもＮＰＯ法人おでかけサービス杉並が区から受託して、この外出支援相談セ

ンターもび～るというものをやらせていただいております。車だけの外出支援だけでなく、

お付き添いということも含めて、ことしが3年目になりますが、「外出支援相談センター」

と名称も変わりました。車のご案内だけでなく、区内の付き添い、これは介護保険でやっ

ている部分というのは除いてありまして、このリストにはありません。それ以外の自費の

サービスの介護保険事業所、自費のサービスの障害福祉サービス事業所、ＮＰＯ等のサー

ビス、そしてボランティアの四つの業態別に掲載しています。去年つくったときは56でし

たが、今回75事業所にふえました。やはり介護保険制度の改革も含め、世の中の高齢者の

状況の中でこういったサービスが求められている時代になってきたかなと思っております。 

 そういう意味で、これを発行して、区やケア24、さまざまな方にご利用いただいて、ま

た、そのご相談を直接お電話などで受けてご案内するということをやらせていただいてお

ります。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。こういうのをまとめて発行できている自治体も少ない

ので、大変貴重だと思います。ありがとうございました。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 そうしましたら、予定されておりました議題は全部終わりましたので、これで平

成29年度第1回、杉並区福祉有償運送運営協議会については閉会とさせていただきたいと

思います。議事進行にご協力いただきまして、どうもありがとうございました。 
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平成２９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  

  委員・事務局紹介 

  会長・副会長選任 

 

・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 

・平成２８年度 福祉有償運送活動状況報告 資料４ 

  

２ 福祉有償運送事業者 新規登録協議について（特定非営利活動法人 一期の会） 

 ・事業者概要 資料５（事務局） 

     ・補足説明・質疑応答 

 

 ３ 福祉有償運送事業者 登録更新協議について（社会福祉法人 いたるセンター） 

   ・事業者概要 資料６（事務局） 

     ・補足説明・質疑応答 

 

 ４ 福祉有償運送事業者 料金改定案について（特定非営利活動法人 ポプラの会） 

   ・料金改定案 資料７ 

 

[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 2９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 ２８年度福祉有償運送活動実績 

・ 資料５ 新規登録団体資料（特定非営利活動法人 一期の会） 

・ 資料６ 登録更新団体資料（社会福祉法人 いたるセンター） 

・ 資料７ 料金改定案団体資料（特定非営利活動法人 ポプラの会）（机上配布） 



 

 

 

 

杉並区福祉有償運送運営協議会委員名簿 

  
（平成 29年 4月１日現在） 

役職 氏名 所属等 

委員 畦元 智惠子 保健福祉部高齢者施策課長  

委員 磯 史洋 キャピタルオート株式会社 専務取締役 
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委員 高橋 博 杉並区障害者団体連合会 会長 

委員 出保 裕次 保健福祉部障害者施策課長  

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 長谷川 万由美 宇都宮大学教育学部 社会福祉学 教授 

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 松沢 智 保健福祉部管理課長  

委員 宮崎 智子 
杉並区居宅介護支援事業者協議会 

介護サービス青い鳥 

委員 星野 剛志 都市整備部交通対策課長  

委員  柳瀬 光輝 関東運輸局 東京運輸支局 首席運輸企画専門官 

五十音順・敬称略 下線は新委員 

（任期：平成31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 28 年度の移動困難者数について、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値は前年度と比べて減少しているが、セダ

ンで車でも可の値が増加し、全体として移動困難者数は増加している。 

 29 年 4 月 1 日現在の杉並区の高齢者率は約 21％であり、今後も一層の高齢化が予想さ

れることから、移動困難者数も増加が見込まれる。 

 

（参考）       

平成 2７年度 
8,013 人  23,352 人 31,365 人 

1.4% 4.2% 5.6% 

 

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 13.3%、福祉有償運送 16.2％、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）70.6%である。 

供給量を種別にみると、福祉車両を中心とした個別輸送は前年度よりも減少したが、福

祉有償運送及び福祉タクシー券による輸送サービスが増加したことで、総供給量は増加し

ている。 

1.4% 4.2% 5.6%

合　計 7,926人 23,765人 31,691人

（総人口に占める割合）

精神障害者

精神保健福祉手帳
1～3級

3,536人 3,536人

知的障害者

愛の手帳所持者

（施設入所者を除く）

2,180人 2,180人

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

（施設入所者を除く）

2,550人 1,711人 4,261人

移動困難者（合計）

介護認定者数

要介護3以上 要支援・要介護1･2

（施設入所者を除く）

5,376人 16,338人 21,714人

福祉車両を必要とする人 セダン車でも可の人

28年度移動困難者数推計



資料３ 

 

 

 

 

３ 移動サービス年間利用の推計 

 移動困難者１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 6.6 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おおよそ 3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。 

 

  
サービス供給量（回） 

(A) 

移動困難者（人） 

(B) 

利用回数 

(A)÷(B) 

平成 27年度 207,439 31,365 6.6  

平成 28年度 208,107 31,691 6.6  

 

28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

備　　　　　考
（参考）

前年度供給量

① 福祉ハイヤー 1,188 0.6%
H25年度、移動サービス情報センターに
おいて実施した「移動サービス供給量
調査結果（推計値）」より

1,188

Ｈ28年度　車いす券　　　13,888件

H28年度　ストレッチャー券　684件

27,580 13.3% 28,568

※H28年度　４団体分
（一部セダン車を含む）の実績

※H28年度　３団体分
（一部セダン車を含む）の実績

33,687 16.2% 32,841

法4条・一般乗用

※福祉タクシー券利用状況から
　1回2,000円と想定して推計
　（H２８年度）

一般タクシー 　・延受給者　６，５６８人

　・支払額２億９，３６８万円
　　（一人平均   4.47 万円利用）

208,107 207,439

福
祉
車
両
を
中
心
と
し
た
個
別
輸
送

福
祉
有
償
運
送

福
祉
タ
ク
シ
ー

券
に

よ
る
輸
送
サ
ー

ビ
ス

総供給量

④

⑤

福祉有償運送（地
域型）

福祉有償運送（施
設型）

15,560

11,820

31,856

985

146,030

患者等輸送限定
（介護タクシー）

患者等輸送限定
（訪問介護事業者）

小計

小計

H25年度、移動サービス情報センターに
おいて実施した「移動サービス供給量
調査結果（推計値）」より

146,840

14,572

11,820

32,300

1,387

7.0%

5.7%

15.5%

0.7%

70.6%

②

③



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 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 杉樹会 いたるセンター サンフレンズ

総数（人） 221 261 200 67 54 803 482 41 523 1326

うち区民（人） 218 245 198 67 54 782 453 41 494 1276

うち区民以外（人） 3 16 2 0 0 21 29 0 29 50

区民率（％） 98.6 93.9 99.0 100.0 100.0 97.4% 94.0 100.0 94.5% 96.2%

要支援・要介護（人） 157 203 84 38 49 531 0 41 41 572

障害者手帳所持者（人） 49 58 102 21 5 235 482 0 482 717

その他（人） 15 0 14 8 0 37 0 0 0 37

総数（人） 20 18 18 7 15 78 6 7 13 91

うち2種免取得者（人） 4 2 1 0 0 7 0 0 0 7

363 365 364 356 141 1589 240 93 333 1,922

総数（回） 4,859 16,818 8,986 1,637 459 32,759 734 194 928 33,687

うち２名相乗り（回） 177 0 9 0 0 186 132 0 132 318

うち３名相乗り（回） 0 0 0 0 0 0 32 0 32 32

5,036 16,818 8,995 1,637 459 32,945 930 194 1,124 34,069

6,370,819 15,413,334 9,093,734 1,576,250 602,900 33,057,037 481,600 118,190 599,790 33,656,827

1,502,107 9,134,468 4,867,100 844,000 289,300 16,636,975 0 0 0 16,636,975

33,183 88,948 54,798 9,352 2,543 188,823 7,348 613 7,961 196,784

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1

平成28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）

事故発生件数（件）

施設型小計 総計

要望受付件数（件）

走行キロ（Ｋｍ）

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



№ 団　体　の　状　態

団　体　名
特定非営利活動法人
一期の会

所　在　地 杉並区成田東１－１１－３

代　表　者 理事　野澤　ヒロ子

2 運送の対象
登録会員    ３人

(平成   ２９年 4月現在)

D（参考様式第イ
号） 旅客の名簿
（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2－１号）

福祉車両  0台

セダン型車両 ２ 台

使用権原

運転協力員人数 ２ 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

7 運送の対価

【利用者負担額】
　運賃　1km \200 以降1km毎\170
　迎車　\300
　乗降介助　\200
　軽介助　\250　(15分）

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 活動実績報告書　のとおり

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　（新規）

5

使
用
車
両

項　　目

1

運
送
主
体

添付資料

4

A（様式第2-1号）
 自家用有償旅客運送
 登録の申請書

B 定款
   登記事項証明
C 役員名簿

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

（参考様式第ホ号）
 運転者台帳
（参考様式第へ号）
 運転者証

F 自動車登録簿
※車検証(写)、任意保険書
（写）

（参考様式第チ号） 苦情処理簿

運
転
者

8

運
行
管
理
体
制

運行管理

G （様式第４号）
運転者就任承諾書兼
就任予定運転者名簿

L （様式第３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

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。



№ 団　体　の　状　態

団　体　名 社会福祉法人  いたるセンター

所　在　地 東京都杉並区天沼１－１５－１８

代　表　者 理事長　谷山　哲浩

2 運送の対象
登録会員 482人

(平成29年4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２－２号）

福祉車両 1台

セダン型車両 1台

使用権原 福祉車両、セダン型車両とも運送主体所有

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
対物：無制限

任意保険証（写）
（事務局確認）

7 運送の対価

【利用者負担額】
 ※３ｋｍまでは300円、３ｋｍから５ｋｍ
未満は600円、5ｋｍ以上は900円。
 
 ※2名相乗りの場合は、利用料金の1/2、
3名相乗りの場合は利用料金の1/3。

H 送迎料金表

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 N活動実績報告書　のとおり

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

5

使
用
車
両

項　　目

1

運
送
主
体

添付資料

4

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
   役員名簿
C 登記事項証明

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

（参考様式第ホ号）
 運転者台帳
（参考様式第へ号）
 運転者証

F 自動車登録簿
※車検証(写)、任意保険書
（写）（事務局確認）

（参考様式第チ号） 苦情処理簿

運
転
者

8

運
行
管
理
体
制

運行管理

G （様式第４号）
運転者就任承諾書兼
就任予定運転者名簿

 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

M平成２８年度決算書・平成２９年度予算書のとおり

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。



1.　距離制運賃(乗車から降車まで)

　　初乗料金　　　 2Kmまで350円→1Kmまで200円
　　加算料金　　　　 1Kmまで増す毎に150円→170円

2.改定時期

～ 1.0 Km ¥200 ¥410 ¥205

～ 2.0 Km ¥370 ¥730 ¥365

～ 3.0 Km ¥540 ¥1,130 ¥565

～ 4.0 Km ¥710 ¥1,450 ¥725

～ 5.0 Km ¥880 ¥1,770 ¥885

～ 6.0 Km ¥1,050 ¥2,090 ¥1,045

～ 7.0 Km ¥1,220 ¥2,490 ¥1,245

～ 8.0 Km ¥1,390 ¥2,810 ¥1,405

～ 9.0 Km ¥1,560 ¥3,130 ¥1,565

～ 10.0 Km ¥1,730 ¥3,450 ¥1,725

～ 11.0 Km ¥1,900 ¥3,770 ¥1,885

～ 12.0 Km ¥2,070 ¥4,170 ¥2,085

～ 13.0 Km ¥2,240 ¥4,490 ¥2,245

～ 14.0 Km ¥2,410 ¥4,810 ¥2,405

～ 15.0 Km ¥2,580 ¥5,130 ¥2,565

～ 16.0 Km ¥2,750 ¥5,530 ¥2,765

～ 17.0 Km ¥2,920 ¥5,850 ¥2,925

～ 18.0 Km ¥3,090 ¥6,170 ¥3,085

～ 19.0 Km ¥3,260 ¥6,490 ¥3,245

～ 20.0 Km ¥3,430 ¥6,810 ¥3,405

平成29年5月22日

料金改定案 NPO法人　杉並ポプラの会

平成29年10月1日

走行料金 ﾀｸｼｰ走行料金
ﾀｸｼｰ走行料金

の1/2
実走行距離
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