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会 議 記 録  
 

会議名称 平成 30年度第 1回 杉並区福祉有償運送運営協議会 

日 時 平成 30年 5月 14日（月）午前 10時 01分～午前 11時 14分 

場 所 ウェルファーム杉並 複合施設棟 3階 第 3・第 4会議室 

出 席 者 委員 

磯、河合、杉山、直井、長谷川（万）、長谷川（信）、樋口、宮崎、

柳瀬（代理：小野寺）、矢花、山川 

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 30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 登録更新団体資料（社会福祉法人 杉樹会） 

資料 5 29年度福祉有償運送活動実績 

・広報すぎなみ（平成 29年度 3月 8日号 臨時号） 

・おでかけガイド 

会議次第 1 開会 

2 保健福祉部長挨拶 

3 委員・事務局紹介（自己紹介） 

4 会長より副会長指名 

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 29年度 福祉有償運送活動状況報告 

 2 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 

杉樹会） 

  ・事業者概要 

  ・補足説明・質疑応答 

 3 その他 

  ・杉並区外出支援相談センター運営業務委託事業者決定について 

7 閉会 
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○事務局 定刻になりましたので、ただいまより平成30年度第1回杉並区福祉有償運送運

営協議会を開催させていただきます。 

 本日は、日中のお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。よろし

くお願いいたします。 

 本日は、委員２名よりご欠席のご連絡をいただいております。委員の半数以上のご出席

となりますので、本会は成立しております。 

 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、追加資

料としまして資料3をお配りしております。それと広報すぎなみ、「おでかけガイド」1冊

を配布しております。また事前に郵送しました資料が、今期の委員名簿と要綱、それから

団体資料の更新、杉並区における移動困難者の状況ということになっております。それと、

郵送で資料を送付した委員につきましては、資料3の杉並区における移動困難者の状況に

つきまして、差しかえ版を机上で置かせていただきました。資料を手渡しした委員につき

ましては、既に差しかわったものでお渡ししておりますので、よろしくお願いいたします。 

 不足している資料等ございませんでしょうか。 

（ なし ） 

○事務局 それでは、開会に当たりまして、私ども保健福祉部長より一言ご挨拶を申し上

げます。 

○保健福祉部長 皆さんこんにちは。杉並区役所で保健福祉部長をしております。本来な

らば、区長が参りましてご挨拶すべきところですが、区長、公務の都合によって、かわり

に私からご挨拶をさせていただきます。 

 杉並区福祉有償運送運営協議会につきましては、平成17年6月に設置をされまして、は

や13年になりまして、高齢また障害をお持ちの方の移動に際しまして、非常に有用な、重

要なサービスを提供していただくところの根幹をご議論いただいております。現在の区内

福祉有償運送団体数は、ＮＰＯ法人で5団体、そして社会福祉法人で3団体でございます。

民間タクシー事業者、そして介護事業者等々と力を合わせましてこの福祉有償運送による

移動サービス供給の充実が重要でございます。こちらにつきましても、議題の1番にござ

いますとおり必要性についてのご確認をしていただき、2番目の議題は事業者の更新がご

ざいます。こちらも併せて活発にご議論いただきまして、何とぞお力添えをいただきたい

と思います。 

 少しお話が変わりますが、今回の会場はウェルファーム杉並でございます。4月からオ
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ープンいたしまして、1階の子ども・子育てプラザ、これは乳幼児親子の居場所の関係で、

とても好評でございます。そして、就労関係の相談窓口と福祉事務所、消費者センター、

社会福祉協議会、後見センター、これに加えて、杉並区としましては在宅医療生活支援セ

ンターという新たな組織を立ち上げまして、ここに加えてございます。平成33年度には、

隣の税務署が立ち退いた跡に、特養棟200床と、あわせて訪問看護ステーション、そして

診療所を設けます。そうしますと、在宅医療と生活支援が一体的にできる施設、福祉の関

係の拠点でこれだけの規模のものは国内でも例のないほどの充実した施設ができてきます。

あとは中身をしっかり私どもでつくって、頑張ってまいりたいと思います。こちらのほう

も何とぞいろいろとお力添えいただければと思います。よろしくお願いします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 続きまして、今年度4月の異動で区から出席している委員が4名ほどかわりました。あと、

国土交通省の委員の代理の方もかわられておりますので、恐れ入りますが、一言ずつ自己

紹介という形でお願いしたいと思います。 

 では、計画調整担当課長から時計回りでお願いいたします。 

○委員 はい。保健福祉部管理課に4月から新設でできました計画調整担当課長に着任し

ました、矢花と申します。福祉有償運送を担当させていただくことになりましたので、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員 よろしくお願いいたします。1年前まで交通対策課長として、こちらの会議に参

加させていただきました。今回、都市整備部は大幅な組織改正により、今年度は交通施策

担当課長として着任いたしました。引き続き委員として参加させていただきますので、何

とぞよろしくお願いいたします。 

○委員 この4月から障害者施策課長で参りました、河合と申します。障害者の関係の移

動支援をやっておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

○委員 東京運輸支局の小野寺と申します。委員である柳瀬の代理で出席させていただい

ております。私、4月から今の担当になりまして、こちらの会議は出席させていただくの

は今日が初めてですので、今後ともよろしくお願いいたします。 

○委員 杉並区ケアマネ協議会の委員で、「青い鳥」から参りました宮崎と申します。よ

ろしくお願いします。 

○会長 会長を務めさせていただいております、宇都宮大学教育学部の長谷川と申します。

○委員 杉並交通の杉山と申します。この協議会も13年だそうで、私も最初から委員とし
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て随分長くやっているなと思いました。 

○委員 区内タクシー事業者のキャピタルオート磯と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員 全国のタクシー労働組合の全自交東京地連の書記長をしております直井と申しま

す。今回二度目になります。よろしくお願いいたします。 

○委員 特定非営利活動法人おでかけサービス杉並の樋口と申します。よろしくお願いい

たします。 

○委員 ＮＰＯ法人福祉送迎サービス杉並の長谷川です。よろしくお願いします。 

○事務局 皆様どうもありがとうございました。引き続きまして、副会長の保健福祉部管

理課長が異動しましたので、会長から改めまして副会長の指名をお願いしたいと思います。 

○会長 新しく計画調整担当課長として委員になられた矢花委員に副会長をお願いしたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 では計画調整担当課長は副会長席に移動をお願いいたします。 

（ 副会長席へ移動 ） 

○副会長 よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは改めて、会長、副会長にご挨拶をいただきまして、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りましたら、保健福祉部長

は所用のため、退席させていただきます。それでは会長、よろしくお願いいたします。 

○会長 はい。よろしくお願いします。 

 改めまして、おはようございます。先ほどこの協議会が平成17年からということで、多

分会長を19年ぐらいから務めさせていただいております。そのころ、やっと歩き始めたぐ

らいの下の息子がもう中学3年になりまして、時の流れの早いのを感じつつ、福祉有償運

送に関しても、これだけの杉並区が実績を重ねてきているというのは感慨深いものがある

なと思って、先ほどの部長の話を聞かせていただいておりました。これもひとえに、委員

の皆様の熱心なご議論のたまものだと思っておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願

いします。 

 日本全体で見ますと、オリンピック、パラリンピックに向けて移動の部分、特にタクシ

ーなどは新しい車両が導入されたり、動きがありますが、やはり区民の足を守るというこ

の福祉有償運送の重要性は、変わることなく続けていかなくてはいけない部分かなと思い

ながら、そういった新しい動きにも、もしかしたら何か対応するべき事が今後出てくるの
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かなと思いながら、楽しみにもしております。どうぞよろしくお願いします。 

○副会長 では、副会長を仰せつかりました、保健福祉部管理計画調整担当の矢花と申し

ます。 

 福祉有償運送ですが、高齢化が進む中、高齢の方たちが住みなれた地域で安心して暮ら

していくためには欠かすことのできないサービスだと思っております。会長を補佐しなが

ら、しっかり議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○会長 それでは、議題に入らせていただきたいと思います。 

 まず議題の1、杉並区の福祉有償運送の必要性についてということで、こちら協議会で

は、年に1回、区内の福祉有償運送が必要な状況について確認することとなっております。

資料はお手元にあるかと思いますが、事務局の方から資料の説明をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○事務局 かしこまりました。差しかえの資料3をごらんください。29年度の移動困難者

の状況をまとめたものになります。 

 平成29年度の移動困難者数につきまして下記の表のとおり、要介護認定及び障害認定者

をもとに推計を行いました。福祉車両を必要とする人とセダン車でも可能という方の推計

値は、前年度と比べて、やはり増加しております。全体としても移動困難者数は増加して

いるということになります。平成30年4月1日現在の杉並区の高齢者率は約21%で、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していくことが見込まれます。 

 続いて裏面、供給量の推計につきまして、区内の移動サービスの供給内訳が、福祉車両、

車椅子とストレッチャーを中心とした個別輸送が13.8%、福祉有償運送が15.5%、福祉タク

シー券を利用した輸送、一般タクシーと福祉限定タクシーの割合が70.7%になっておりま

す。供給量を種別に見ると、福祉車両を中心とした個別輸送は前年度よりも増加しており

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減少していることで、総

供給量は減少しております。移動サービスの年間利用の推計を、供給と、必要としている

方の数から推計しましたところ、移動困難者1人あたりの移動サービスの年間利用回数は

大体6.3回、1回の外出に通常、往復ということになりますので、大体年間3回くらい利用

されていると推測できると思われます。今後も増加が見込まれる移動困難者の外出機会を

ふやすために、民間タクシー事業者や介護事業者と合わせ、福祉有償運送による移動サー

ビスの供給が今後とも必要になってくるかと思われます。 

 資料3の説明としては以上です。 
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 番号が飛びますが、資料５が杉並区の福祉有償運送として登録していただいている団体

の29年度活動状況です。本日登録更新の協議にいらっしゃっている団体の杉樹会は、老人

介護施設を運営されている社会福祉法人ですが、施設利用者だけでなく地域の方も会員登

録していただいているため、地域型の小計に含めております。この数値は資料3の供給の

数値と一致するものです。 

 去年の活動のまとめとしましては、大きな事故として運輸局に報告しなくてはならない

ような事故も苦情もゼロということになっております。以上です。 

○会長 ただいまの説明いただきました内容について、何かご質問、ご意見などございま

したら出していただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 ありがとうございました。それでは、引き続き福祉有償運送が必要とされている

ということが今の説明からも確認できたかと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願

いします。 それでは続きまして、議題の2、福祉有償運送事業者登録更新協議について

ということで、先ほどお話がありました、社会福祉法人杉樹会の協議に移りたいと思いま

す。  

（ 杉樹会関係者、オブザーバー席に移動 ） 

 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 事務局より、概要のご説明をいたします。資料4をごらんください。 

 28年度に新規で登録され、2年、最初の1回目は2年で、2年後に更新ということで今回更

新の時期となりました。 

 団体名は社会福祉法人杉樹会。所在地は東京都杉並区阿佐谷北1-2-1。代表者は、理事

長、前田義之様となっております。 

 資料が、Ａ、Ｂ、Ｃ、添付されておりますので、ごらんください。 

 2、運送の対象は、登録会員が85名、3月31日現在です。 

 3、運送の形態としましては、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。 

 4、使用車両。福祉車両が3台、セダン型車両が3台。使用権限としまして、福祉車両は

運送主体所有が3台となっております。添付のＦが登録、自動車の登録簿となっておりま

すので、ご確認ください。 

 5、運転者ですが、運転協力員人数は25名。普通第二種運転免許所持者数ですが、こち

ら、1となっておりますが、4名の間違いでしたので、訂正をお願いいたします。添付書類
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の――添付書類ですが、Ｇに25名の協力員の名前が連ねてございます。 

 6、損害賠償ですが、対人対物無制限に6台とも入っております。こちらは事務局の方で

書類を確認いたしました。 

 7、運送の対価としましては、Ｈの利用料金早見表をごらんください。ほかの団体と同

じような料金形態となっております。 

 8、運行管理体制としましては、資料がＩ、Ｊ、Ｋがついてございまして、運行管理の

責任者の就任承諾書ですとか運行管理の体制等をお伝えした書類、運行管理マニュアルが

ありますのでご確認いただきたいと思います。 

 9、法令遵守ですが、Ｌの宣誓書で確認がとれてございます。 

 10、その他としまして、収支状況、Ｍ、添付のＭをごらんください。29年度の決算書と、

裏面に30年度の予算書が添付されております。また、昨年度の28年度の8月からと、29年

度、昨年度の活動の実績報告書はＮの資料をごらんください。 

 以上、事務局から簡単なご説明をいたしました。その他のご質問があれば、杉樹会にお

願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。 法人から何か補足で説明が必要なこととか、あります

か。もしよろしければ、活動の様子とか、簡単にご紹介いただけたらと思うんですけれど

も。 

○杉樹会 はい。まず、登録会員数85名ですが、当団体は特別養護老人ホームが主体で、

その施設利用者の方と、あと地域の方々が対象になっていますが、割合としましては、施

設ご利用者関係の方が85名中44名で、その他の方々が41名、割合としては51.8%と48.2％

ということで、現状ほぼ半々というような感じになっております。 

 福祉有償運送を始めまして2年ほどですが、まだまだ体制としましてはちょっと不十分

な感じもありまして、輸送力的なところでいっても、まだちょっと足りないかなと思って

おります。 

 私自身、前任が辞めたところに、半年ほど前に入りまして、引き継ぎ等あるなか、体制

が整わない中で続けざるを得なかったところがあります。そのところで、今までご利用い

ただいていた方々に対して十分な供給ができなくなってしまったという状況もありまして、

営業的にも数字が落ちた感じです。これからまた改めて体制を整えて、受け入れ態勢の方

もそうですし、ご利用者様の拡大ということも両方あわせてやっていこうということで活

動しているところです。 
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○会長 はい。ありがとうございました。では、ただいまの事務局からの説明と法人から

の補足の説明につきまして、質問やご意見、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 収支予算と収支決算の書類Ｍの書類ですけれども、ちょっと確認で、車両費支出

の部分、決算書にはガソリン代の括弧書きがありますが、予算書にはガソリン代の表記が

ないので、その辺の内訳をどのようにお考えかとか、実車キロに対してどれくらいのガソ

リン代を見込んでいるのかとか、その辺の想定を教えていただければと思います。 

 去年と今年度で予算が大分違うというのは、単純に利用者数が増えるという想定なのか、

予算として少し多目に組んでいるのかも、お聞かせいただきたいと思いますけど。 

○杉樹会 収支決算書、予算書のガソリン代の表記ですが、基本的に、当初予算ではガソ

リン代が補助対象等から除外されるということでしたので、含めておりませんで、決算に

つきましても、本来、ガソリン代は入っていないんですが、うちの決算書上表記がされて

しまうので、決算書添付で出している関係で、そのままの表記になっているというところ

です。 

 ですので、基本的には車検修理等の車両に係る費用のみを計上しているはずですので、

ガソリンの表記は決算書と合わせる関係で記載されてしまっています。 

○委員 そうすると、30年度の決算書ができ上がったときには、ガソリンを含んだ内容と

いうことですか。 

○杉樹会 いえ、数字の中には含まれておりません。 

○委員 では予算が増えるのは、登録人数が増えるという感じですね。 

○杉樹会 そうですね、はい。増やしていきたいということもありまして。 

○会長 この協議会は区の補助金とは直接関係がないので、実態として福祉有償運送にど

のぐらいかかっているのかがわかる収支決算の方がいいのかなと思うんですね。 

 で、本体事業の社会福祉法人の特別養護老人ホームとの車を共有している部分がありま

すよね。 

○杉樹会 特養施設の利用者送迎専門の車両別で考えておりますので、日常の福祉有償運

送には用いておりません。 

○会長 分かりました。法人会計全体との関係で難しいとは思うんですけれども、補助金

対象になるかならないかではなくて、ここで協議している部分についてどのぐらいかかっ

ているのかとか予算を立てているのかというのが分かる資料であればいいと思うので。 
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 今回、出し直しということではないんですけれども、その点を確認させていただきたい

と思います。 

○委員 いいですか、今の件で、ガソリン代は予算・決算に含めていないんですか、両年

度とも、この実績も予算もガソリンは入れませんというお話ですと、ガソリン代はどこが

負担するんですか。 

 職員、非常勤の職員というのは、ボランティアというか乗務していただける方たちです

よね、これ。それの給与というか、対価ですよね。 

○杉樹会 はい。この事業にかかわっている職員の給与です。 

○委員 で、ガソリンはその方が、どういう車をまず――あ、ごめんなさい。ちょっと車

は分からなかったですけど。自分たちの所有だとか持ち込みだとかなんでしょうけども、

ガソリンというのは、たまたまその何か印刷の都合上だとかなんとかで今載っていまして、

片方は載っていて載っていないという話ですけど。ガソリンは全然考慮していないんです

か、これ。 

○杉樹会Ｂ すみません。ちょっとガソリン代が詳細幾らかとか、決算の細かい数字まで

持ってきていないので…… 

○委員 ガソリンの負担はどこがするんですか。燃料費は団体で負担されているんですか。 

○杉樹会 はい。ガソリン代もそれぞれの車両で分かるようになっておりますので、法人

で使っている分、法人というか特養施設で使っている分と福祉有償運送の事業の車両が使

っている分は明確に分かるようには、こちらの決算上はなっております。 

 この中にどのぐらい含んでいるかというと、補助対象のものしかこの書類に書いていな

いと思うので、含まれていないはずなんですが。詳細をもう一度確認させていただきたい

と思います。 

○委員 今のちょっと説明も、よく分からないんですけど。 

 ガソリンは、施設で使っている車のうちの有償運送で使う部分と施設で使う部分がある

から、区分けが難しいとかって、そういう話なんですか。 

○杉樹会Ｂ いえ、ガソリンそのものの区分けはできます。どの車両がどれだけ入れてい

るかというのはわかりますので、区分けはできます。 

○委員 ですから、実費としてここへは、29年度は入っているんでしょうし、30年度もガ

ソリン代というのは、今の質問でガソリン代は入っていませんというお話があったんです

けど、ガソリン代は入っているんですよね。 
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 29万円が「修理・車検」と書いてありますけども、ほかに燃料費が込みということじゃ

ないんですか。燃料は全然負担がないんですか、そうすると。費用として燃料は使います

よね。 

○杉樹会 そうですね。すみません。 

○委員 何かその辺の整合性がよく分からないんですよね。 

○杉樹会 申しわけありません。ちょっとその辺経理と確認させてください。 

○委員 わかりました。それはまた後でいいですけど。 

○杉樹会Ｂ 申しわけありません。確認をいたします。 

○委員 あと、修繕費が29年度はゼロなんですが、30年度予算は40万円上がっているんで

すね。修繕は何の車の修繕なのか、予算のとして車検とか修理というのは上の項目にもあ

るので、この修繕というのは車ではないのかなと。建物の修繕ですか。29年度はゼロにな

っていますね。40万って何の費用なのかなということと。 

 それから、その他の委託費というのは何ですか。両年度とも50万と70万って、結構大き

な金額でありますよね。それは何なんでしょうかね。 

○杉樹会 委託費につきましては、職員以外の運転協力員への支出かと。 

○委員 それは一番上の非常勤勤務ではないですか。 

○杉樹会 非常勤職員給与は雇用している職員になります。 

○委員 ああ、なるほど。 

○杉樹会 運転協力員として外部でやっていただいている方につきましては、委託という

形を、業務委託という形をとらせていただいています。その違いかと思います。 

○委員 委託という表現でいいんですかね。 

○杉樹会 直接雇用ではないというところですね。 

○会長 業務委託と言われてしまうと、委託内容を確認する必要があるのかなと。 

○委員 又請みたくなっちゃうよね。区から予算をもらっていて。表現だけの問題かもし

れませんけど。 

○会長 委託というと、どういう内容をドライバーさんに業務委託しているのかを確認し

なくてはいけない感じがしますよね。業務委託というと、その責任の範囲として普通は委

託された人が責任を持ちますよね。責任を持つ範囲が広くなるじゃないですか。 

○委員 例えば事故とか。 

○会長 そうですね。そこの業務委託契約はどういう内容でされているんですかね。 
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○杉樹会 持ち込み車両の方とそうでない方がいて、給与ではなく、運転協力員という名

称で、会計上、給与かどうかで分けていたので、委託の表記になっているのですが、車両

等は私どもの車両を使っている場合はもちろん、私どもの車両の保険その他も含めてです

ね。 

 事業については、ほとんどが当法人の車両を使っているのですが、事故への対応などに

ついては、車両の保険等をベースに考えさせていただいておりますので、それで対応して

おります。 

○委員 これ、表現の話かもしれないので、例えばおでかけサービスでは、こういう場合

どういう表現を使っていますか。 

○委員 私どもは、持ち込みの場合と法人車両を使う場合と違いますけども、一定の割合

を運行員対価という形でやっております。 

 それと、事務所の運営で電話を受ける人とか、常勤の者には常勤者給与という形であり、

あとはアルバイト的に補佐している方には時給で非常勤という形でお出ししております、

運転協力員は給与といいますか、運行員対価という形でしております。 

 関連して非常勤職員給与支出――決算ですね、91万のところと。それと、今出ていらっ

しゃる、その他の委託費支出と、これはどのように分けていますか。非常勤給与というの

は、事務所でコーディネートする方ですか。 

○杉樹会 運転する者も含まれております。法人の職員という形で直接雇用をしている者

です。ですから、運転もしますが、基本的には事務所のオペレーションを中心にというこ

とになります。 

○委員 そうしますと、その運行員の方にお支払いするのがその他の委託費支出というこ

れになっておりますと。 

○杉樹会 はい。そうですね。 

○委員 表現がちょっと、誤解というか、分かりにくいのかなと思いますけど。 

○会長 社会福祉法人の会計として、ここに振り分けるしかないということですか。 

○杉樹会 そうですね。雇用としての職員給与と、今、対価というお話がありましたよう

に、運行対価ということの区分けではありますが、表現として、その他の委託という名称

になっていますが、他の名称で表現することが適切ですとか、決まり事があれば、もちろ

んそれに合わせたいと思います。 

○会長 わかりました。ほかにはありますか。 
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○委員 すみません。前回申請のときに、たしか杉樹会さんの場合は百貨店のお買い物と

かの部分も想定されていて、料金とかを1回提出されたことがあったと思うんですが、先

ほど施設内の利用者の方以外に施設外の利用者の方も含めて、結構人数がいらっしゃると

いうような話で、実際にどういう利用をされているのかというのが、ざっくりとした話で

も分かればという事と。 

 あと、区にも確認したいんですけど、今回、社会福祉法人の定款を提出されてますが、

必要書類なのかもしれませんが、定款よりも何か利用約款のほうが、協議会としては興味

があるなというか。どういう利用をされているのかが分かる約款があればなと思ったんで

す。 

○杉樹会 資料につきましては、申請当時から定款ということでしたので、定款を提出し

ておりますが、契約書、重要事項説明書に該当するような、ご利用者様にお渡しする書類

等は別にございますので、必要であれば。 

 それから、利用の内訳ですけれども、施設の方の場合には、ご家族とご一緒にどこかに

お出かけされたいとか、あるいは緊急の受診等の通院の場合は、これは施設負担で全て行

っておりますので、それ以外にご家族のご判断やご自身のご希望で臨時に病院に行きたい

とか、そういったお出かけをされる場合、あるいは外食とかお買い物に出かけたいという

方がおられまして、入居者の場合はそういった利用が多くなっております。 

 入居者外の地域の方の場合は、少しずついろんな方が利用されているパターンが多いん

ですけれども、定期的な通院の場合と、あるいは若干お出かけをされたいと、お買い物も

含めてですけれども、ちょっと用事があるので、例えば銀行、区役所に行きたいからとか、

そういった事例もありますし。あとは、美術館のようなところとか、お芝居を見に行きた

いので送迎して欲しいとかですね。例えばそういった美術館に行きたいという場合は、一

緒に介助者が車椅子を押しながらご案内するというようなものも、中には含まれています。 

 ですから、特に何かに偏っているということはないんですが、やはり多いのは定期的な

通院ですとかリハビリとかが運行数的には多いかと思います。 

○委員 施設外の利用者の方というのはどういう方なんでしょうか。 

○杉樹会 地域の方が多いんですけれども、ご紹介ですとか、あるいは私どもは前にデイ

サービスをやっておりましたので、そこでご利用されていて、何らかのつながりがあった

方とか、そういった方々からご紹介、というところが多いかと思います。 

○委員 確認ですけど、施設利用の方も、行き先が病院とかじゃなくて、買い物だとか美
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術館というお話がありましたけど、その方々が家族の方と一緒ではなくて、施設の方の付

き添いということでいいですよね。単独で、要は家族の方ということではないわけですよ

ね。 

○杉樹会 そういうことはないです。 

○杉樹会 はい。施設の方の家族が一緒にという、そういった場合。 

○委員 一緒に付き添ってということで。 

○杉樹会 そうです。はい。 

○委員 先ほどの委託費というのは、運転協力員の人の給与というか対価だということで

分かったんですけど、修繕費というのは修理のほかに修繕費40万って結構大きな額。実績

がなくて翌年度予算にもあって、先ほどもお聞きしたんですが、これはどういう明細なん

ですか。 

○杉樹会 そうですね、経理から直接ここの説明を聞いたわけではないんですが、車の例

えば事故があったという場合の修理かと思います。 

○委員 修理は別に29万で載っていまして、それとは違うんですか。 

○杉樹会 建物等の修繕は一切含まれておりませんので、定期でかかる車検とかみたいな

ものが上の修理費で…… 

○委員 うん。それも上に載っていますよね。ダブル計上みたいです。 

○杉樹会 何かあった時に直す費用という区分になっているかと思うんですが。 

○委員 前の年になくて、突然40万が出てきているんですけど。 

○杉樹会Ｂ そうですね。初年度というか最初の年は、特にそういったものを考えていな

かったといいますか。2年目、3年目になってきますので、車を直さなければいけないよう

な場面が出てくるのではということでの予算計上かと思います。なければないにこしたこ

とはないかと思いますが。 

○会長 よろしいですか。 

○委員 はい。 

○会長 ほかにはいかがですか。 

○委員 さっきの利用約款みたいなのは、まあ、要らないのかもしれないですけど、あっ

たほうが分かりやすいのかなと。 

○事務局 そうですね。私どもでは、従来、在宅でやっていらっしゃる団体については、

定款で十分かなと思っておりまして。施設の場合でも、これまでは施設利用者だけの輸送
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対象という事でしたので、杉樹会はちょっと特殊で、在宅の方も施設利用の方も運送対象

ということで、約款が必要ということであれば、今後は更新の際に求めていきたいという

ようには思っておりますが。 

○委員 どういう方が対象で、どういう利用をしているのか、広がるんであれば、分かっ

たほうがいいのかなというように思いました。 

○事務局 そうですね。ご意見として承りまして、次回に反映したいと思います。 

○会長 ほかにはいかがでしょうか。 

○委員 よろしいですか。運転者の名簿の中に、それぞれの何か下の、表の下に「二種免

許を有しない者にあっては」というところの後に、「施行規則第51条の第1項各項のいず

れかの要件を備えていることを証する書類を添付すること」とあるじゃないですか。これ

は、杉樹会の要件なんですか。それとも、この協議会としてのものですか。 

○事務局 これは国で定めている様式になるので、国の様式としては国が… 

○委員 申しわけございません、勉強不足で。その内容がわかれば、今教えていただきた

いなと。 

○事務局 第二種免許を持っていない方は、運転協力員の講座を受講すれば運転協力員に

なれるので、多くの方は運転協力員の講座を受講されています。 

○委員 ああ、ではほかの、国内の福祉有償運送、全部そのやり方でやっていると。 

○事務局 そうですね。 

○委員 分かりました。 

○会長 それについては事務局で確認済みということで。 

○事務局 そうですね。はい。 

○会長 さっき持ち込み車両の話が出ていたと思うんですけど、持ち込み車両って、別に

協議会に確認事項として上げなくても良いのでしたっけ。 

○事務局 運輸局に登録されるので、台数としてはカウントして、協議会でもデータとし

てはお伝えする。 

○会長 ああ。今出ているのが、法人さんの車両しか出ていないんですよね。 

○事務局 杉樹会は法人の車だけですよね。 

○会長 さっき、持ち込みと言われていたような気がしたんですけど。持ち込みはここに

は出さなくてよかったんでしたっけ。 

○委員 出していたと思いますよ。前の資料に…… 
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○会長 保険がかかっているかの確認が必要だったと思うので。 

○委員 そうですね。 

○事務局 すみません。事務局で確認をさせていただきたいと思います。 

○会長 事務局確認後、会長確認でよいのかなという感じになってしまうんですけれども。 

○副会長 一応、持ち込み車両をお持ちなんですよね。 

○杉樹会 ええ、そうですね。持ち込み…… 

○副会長 使用されているということなんですよね。 

○杉樹会 はい。 

○杉樹会 登録時に届け出はしています。 

○会長 団体要件確認表の使用車両に、ここ、台数で入らないといけないということ。 

○委員 様式としては、持ち込み車両がある場合は書いていただいています。 

○会長 そうですよね。 

○委員 持ち込み車両は、最初の登録の際からずっと使用されていたということですか。 

○杉樹会 最初の登録のときはなかったと思いますが、その後、持ち込み車両を使用する

段階でその都度申請をして、登録をしている状況です。 

○委員 その協力員の方の自家用が今日は空いているとか、そういうことじゃなくて、ち

ゃんと登録した車でやっているということですよね。 

○杉樹会 そういうことはないです。 

○事務局 ちなみに何台ぐらい持ち込み車両ですか。 

○杉樹会 持ち込みで、今、登録が5台ですね。 

○会長 では、使用車両については、事務局に改めて書類を出していただいて確認したと

いうことを、私、会長に連絡いただくということでお任せいただいて、よろしいでしょう

か。万が一そこで重大なことがあれば、委員の皆さんにご相談することになるかと思うん

ですけれども。国交省への届けは問題なく進んでいるというお話でしたので、大丈夫かと

思います。 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

○委員 ちょっと、最後に一つ。非常勤職員の給与が随分上がっていますよね、これね。

90万が190万ですから。多分専従じゃないと思うんですが、例えばアルバイトみたいな方

が1名。90万から190万ですと仕事をふやす予定でしょうか。配車業務は電話受けぐらいで

すよね。電話受け、予約受けと、配車だけですよね。 

○杉樹会 あと運転にも従事します。 
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○委員 運転にも行かれるんですか。 

○杉樹会 そうですね。 

○杉樹会 協力員の講座を受けておりますので。 

○委員 運転に行かれたとは、誰が電話を受けるんですか。 

○杉樹会 法人の事務局の中に電話がありますので、ほかの事務員が電話をとることは必

ずできるようにしております。専従しか電話をとらないのではなく、ほかの事務職員も電

話には出られるようにという形で、その分給与は、こちらにはもちろん含んでおりません。 

○委員 分かりました。 

○会長 Ｊの運行管理の体制ですけども、法人の中の、仕分けとしては協力員さんに委託

ということだと思うんですけど、ちょっと事故処理のところに「委託の場合を含む」と書

いてあって、委託してやることなのかなと。 

○杉樹会 ここは、もともとこの書式のところに入っているところですので、うちで加え

たものではないんです。 

○会長 「事故対策の責任者（委託の場合を含む）」というのがもともとのテンプレート

として入っているということですね。 

○杉樹会 もともと、この様式6の書類のところに入っているものです。 

○会長 そうなんですね。分かりました。気づかず。この「委託の場合」って何なんだろ

う。「委託の場合を含む」。誰に何を委託した場合になるんですかね。 

事故処理連絡体制の事故対応の責任者のところに「委託の場合を含む」と入っているん

ですけど、その上の運行管理の責任者には入っていないんですよね。この「委託の場合を

含む」というのは、ちょっと教えていただければと思うんですけれども、何を誰に委託し

た場合を含むという意味でしょうか。 

 それと、その上に入らないということは、運行管理に関しては委託の場合を含まないと

いうことなんでしょうかね。もし分かれば教えていただきたいんですけど。事故対応を委

託するということですか。 

○事務局 もともと委託の一文は入っていないですね。 

○会長 入っていないですよね。法人さんで入れられたんですかね。 

○杉樹会 そうですね、新規申請の時の書式で残っておりまして、そこに加えたものです。

この書類を作成したのは私ですけれど、その前から委託と入っていたので、今回作成した

時点で入れたものではなくて。なので、私はもとの書式で入っていると思っていたので、
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こちらでそれを意図的に加えた文言ということではないです。 

○副会長 ということは、削ってしまっていいということですか。 

○杉樹会 こちらとしては、そうですね。 

○副会長 じゃあ、こちらは削除ということで。 

○杉樹会 ただ、基本的には、先ほど申しましたように、運転協力員は私どもの職員でな

いので業務委託という位置づけで、そういう方が外で事故があった場合の対応も当然法人

の責任者として対応いたしますので、ここの「委託の場合を含む」という文言があっても

なくても、そこはもちろん同じだとは思っています。特段加えた覚えはないですが、そう

いった意味での「委託の場合も」と思っておりましたので。 

○委員 これ、運輸支局では、今、会長が言われた運行管理者の責任者と事故対応の責任

者、そういう委託関係で良いですか。まあ、委託という表現がいいのかですが。 

○委員 委託という表現がいいかどうか、持ち込み車両に関しても、もし何か事故があっ

たときに、当然その団体さんの名のもとで有償運送をやっているわけなので、そこは責任

を持っていただきたいということで、「委託」という表現については皆さんのお考えにも

よりますが。委託というと、委託した方に責任を全て任せるというように受け取る可能性

もあるのかなとは思いますが。 

○会長 あくまでも事業に協力する人という位置づけなので、業務委託ですと仕事として

お願いするみたいで、それはこの福祉有償のもともとの枠組みとは違うんですね。法人全

体の業務の中で、運転協力員を業務委託と捉えて、処理されているというのは理解できる

んですけども、福祉有償運送に関して言うと、業務委託という表現は、今もお話があった

みたいになじまない表現かなと思うので、次の更新は2年度でしたか。 

○事務局 3年後になります。 

○会長 3年後ですと大もとの申請様式も変わるかもしれないですけれど、協議会に出す

ものについては、そこで必要になる――予算・決算について、表現についてもこちらの福

祉有償運送に沿った表現になっていればいいと思うので。今回、協議調わないという事で

はないですが、次回更新の際には事務局とも相談していただければと思います。ほかの団

体の更新資料も参考にしていただくと良いのかなと思います。よろしくお願いします。 

○委員 収支の決算書はもう済んだことですけど、予算については、項目ですとか、金額

的にも、前年こうだったから今年はこの数字になるとか、予測のもとに出されていると思

うのですが、ご説明が良くわからなくて。自分の団体を考えると、予算を組むところから
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考えておかないと、また次の決算もどこかでそごが生じるのではないかと思います。会長

がおっしゃったように、これで協議が調わないということでは全然ないと思いますし、私

の経験からいっても、最初の出発のころは本当に四苦八苦してやっておりましたので、ま

た、特養との関係とか、法人全体の中でのご苦労があるかと思いますが、今後のことを考

えると予算書の組み立てもお考えになったほうがいいのかなという、私の感想です。 

○会長 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 そうしましたら、使用車両につきましては、先ほど皆様にお諮りしたとおり事務

局にまず出していただいて、確認できたということを会長も確認させていただくというこ

とを前提に、杉樹会の協議が調ったということにさせていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 ありがとうございます。それでは、まだちょっと宿題が残ってしまいましたけれ

ども、使用車両と、次の更新に向けて法人全体の中でも少し相談していただいて、福祉有

償運送運営協議会に出すものと、法人全体でまとめていくものと、そんなにかけ離れてい

ないほうが間違いも少ないのかなと思いますので、検討していただければと思います。 

○杉樹会 ありがとうございました。 

（ 杉樹会、傍聴席へ移動 ） 

○会長 それでは、議題3、その他としまして、杉並区外出支援相談センター運営業務委

託事業者決定について、事務局から説明をよろしくお願いします。 

○事務局 杉並区外出支援相談センターについてのご報告です。 

 去年度公開型のプロポーザルを実施いたしまして事業者を募集させていただきましたと

ころ、おでかけサービス杉並さんの手が挙がりまして、プロポの結果、また引き続きおで

かけサービス杉並さんが外出支援相談センターの運営事業者として決定しましたので、ご

報告させていただきます。 

○事務局 それで、新しいおでかけガイドをお配りしております。また少しリニューアル

をしていただいておりますので、もし何か追加のご説明あればお願いします。 

○委員 委員の立場ではありますが、私どもの法人で、この4月から引き続き外出支援相

談センターの委託を受けることになりました。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。 

 5月版で、今できたばっかりで、広報すぎなみ6月1日号にお知らせを載るところです。
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それで、今日、区役所の関係部署とウェルファームの福祉事務所、社協、ケア24、すまい

ると、順次、お届けさせていただいておりまして、ご活用いただけたらと思います。 

 登録事業者さんが増えてきておりますので、見たところ、結構情報を詰め込んだ感じも

致しますが、どうぞご活用いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。センターがウェルファームに入るとかはないですかね。 

なんだかご挨拶する団体が全部あるような状態なので。何か出張相談日とか、こちらで開

けると良いのかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員 居宅のケアマネさんとか一般区民の方にも、昨年はミニセミナーという形で、地

域ブロック別に開催したりしておりまして、今回もそんな形でやっていきたいと思ってお

ります。 

○会長 ありがとうございます。先ほど部長から、こういった施設はどこの区も欲しいと

は思っていてもなかなかできないと思うんですけども、このセンターも杉並ならではの事

業なので、一緒にあればと思ったりします。ほかにセンターについて、何かご質問ありま

すでしょうか。 

○委員 今、我々タクシー事業者もジャパンタクシーというトヨタのＵＤタクシーを積極

的に導入していまして、文面で入れていただいているんですけど、また来年になると、区

内事業者でも台替えでかなり車両がふえてくると思うんですね。ですので、お願いという

か掘り下げというところで、タクシー事業者でもＵＤ車両を導入して社員教育を行ってお

ります。新しく都内でタクシー乗務員証を取得している者、あるいは既存の者でもＵＤ講

習を受けている者が増えてきています。車両の導入とともに乗務員も講習も受けていると

いうことを、ＰＲをいただけると、と思います。 

○委員 はい。今回も少しだけですが掲載しております。もう少し詳しく載せたほうがい

いのかと思いながらも、作成時期がまだ色々未確定な状況でしたので、最新の情報をいた

だくことで私どもも区民の方に情報を提供できるようになっていけばいいなと思っており

ます。 

 私もこの間、ちょうどジャパンタクシーに乗りまして、一般の方にとっても大変乗りや

すいですね。今後、本当に移動困難な方にどのようにうまく使っていただけるかというの

がこれからの課題かなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員 お声がけいただければ、タクシー協会でも、写真ですとかいろんな情報を提供で

きるかと思います。 
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○会長 はい。ぜひその辺は区民のために情報提供をお願いします。台数もふえていきま

すよね、ＵＤタクシー。 

○委員 そうですね。 

○会長 よろしくお願いします。ほかにはいかがでしょうか。 

○委員 この冊子では今、福祉有償はこの6団体ですか。さっき8団体と事務局では報告を

していたような。 

○委員 施設型は掲載していませんので。 

○委員 ああ、入れていないんですね。一般の方が使いやすいように。 

○委員 そうです。 

○委員 では施設型は。 

○事務局 二つです。 

○委員 二つですか。どこですか。サンフレンズと。 

○事務局 サンフレンズといたるセンターです。 

○委員 そうですか。 

○委員 あと、この今の横長の資料について感想といいますか、運送の対価とその他対価

のところですが、運送の対価に対して、その他対価の割合が約半分になっていると思うん

です。法人によって、運送の対価がメーンの収益の団体と、運送の対価とその他収益が

半々くらいの団体もあって、結構差があるのかなと思いました。これはいいとか悪いとか

ではないと思うんですけど、タクシー料金の約半分の対価という形で考えても、結局はそ

の他の対価でコストが上がってしまうなと思いまして。本来運送の対価でもらっていると

ころだと思うんですけども、その他対価がウエート大きいのはやむを得ないんでしょうか。

まあ、単に感想なんですが。 

○委員 料金で、運送の対価とその他の対価については、この運営協議会でご説明してご

承認いただいた対価ですもので、団体によっては運送の中身が違うというか。例えば病院

の中でも、院内介助が多い団体だとか、それぞれ特性がある程度あらわれているのかもし

れませんね。 

 私どもは待機料金をいただいていませんけれども、待機料金を設定している団体さんで

は、その他対価の割合が増えると思います。ただ、団体さんの考え方で違ってくる部分も

あるかと思いますが、よそ様の運営は詳細がわからないですから、対比のしようがありま

せんけれども。 
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○委員 そうですね。あと、1回の運送の距離も、透析とか短距離で何回もやっている団

体さんと比べて、うちは割と中距離的な運送もありまして、運送の対価はトリップ数に比

較して上がって、その他対価のウエートは下がります。あと、私どもの場合は、行きと帰

りを別にするとか、一度帰るとか、待機の拘束が少ないです。院内介助については、私ど

もの団体で自分たち団体のＮＥＫＯ（ネコ）の手サポートというのと組み合わせるとかし

ております。 

 いずれにしましても、今、冒頭におっしゃっていたように、介助料、待機料についても、

こちらの運営協議会でご承認いただいた内容という事でご理解いただけたらと思います。 

○委員 はい。 

○会長 ありがとうございました。ほかには何か。最後になりますがいかがでしょうか。 

○副会長 ちょっと別件ですが、今日、この会議が終わりましたら、ウェルファーム内を、

簡単にご案内させていただければと思っています。私は地域ささえあい連携推進担当課長

としてこちらに席もありますので、もしお時間許せば、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す。 

 それでは、他に特にないようでしたら、議事を事務局にお返ししたいと思います。あり

がとうございます。 

○事務局 はい。ありがとうございます。 

 次回の福祉有償運送運営協議会につきましては、新規登録がなければ、今年度はもう開

催がございません。新規はお問い合わせが実は2件ほどございまして、１件は可能性があ

るかもしれないですが、もう１件は、1回だけのお問合せ後それきりですので、ちょっと

わかりません。 

 ですので、一応今年度は、予定としましては今回のみの開催になりますので、よろしく

お願いいたします。どうもありがとうございました。 

○会長 ではこの後、ウェルファームをご案内いただけるということで、よろしくお願い

します。本日はどうもありがとうございました。 

○副会長 では見学可能な方は残っていていただければ、ご案内します。 

○会長 よろしくお願いします。 
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資料 １ 

杉並区福祉有償運送運営協議会委員名簿 

  
（平成 30年 4月１日現在） 

役職 氏名 所属等 

委員 磯 史洋 キャピタルオート株式会社 専務取締役 

委員 河合 義人 保健福祉部障害者施策課長  

委員 清水 泰弘 保健福祉部高齢者施策課長  

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 直井 幸男 全国自動車交通労働組合連合会 

会長 長谷川 万由美 
宇都宮大学教育学部 

社会福祉学 教授 

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 

合同会社 介護サービス青い鳥 

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 

副会長 矢花 伸二 保健福祉部計画調整担当課長  

委員 山川 浩 都市整備部交通施策担当課長  

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 29 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とセダン車でも可の人の推計値は前年度と比べて

増加しており、全体として移動困難者数は増加している。 

 平成 30 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 28 年度 
7,926 人  23,765 人 31,691 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総供給量に占める割合は、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 15.5％、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）70.7%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増加しているが、

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減少したことで、総供給量は減少

している。 

1.4% 4.4% 5.8%

福祉車両を必要とする人 セダン車でも可の人

29年度移動困難者数推計

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）

5,679人 16,941人 22,620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・聴覚・音声障害

（施設入所者を除く）

2,392人 1,649人 4,041人

知的障害者

愛の手帳所持者

（施設入所者を除く）

2,452人 2,452人

精神障害者

精神保健福祉手帳
1～3級

3,639人 3,639人

合　計 8,071人 24,681人 32,752人

（総人口に占める割合）
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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 6.3 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 28年度 208,107 31,691 6.6  

平成 29年度 205,086 32,752 6.3  

 

29年度　移動サービス供給量（推計）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

種別 № 輸送の種類 供給量(件)
総供給量に
占める割合

備　　　　　考 供給量(件)
総供給量に
占める割合

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 0.6%

Ｈ29年度　車いす券　　　14,554件

H29年度　ストレッチャー券　736件

28,298 13.8% 27,580 13.3%

※H29年度　6団体分
（一部セダン車を含む）の実績

※H28年度　2団体分
（一部セダン車を含む）の実績

31,829 15.5% 33,687 16.2%

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
　（H２９年度）

一般タクシー ・延受給者　６，６５３人

　・支払額２億８，９９４万円
　　（一人平均   4.36 万円利用）

205,097 208,107

0.7%

70.6%

（参考）前年度

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

7.0%

5.7%

15.5%

14,572

11,820

32,300

1,387

146,840144,970

15,290

11,820

31,054

775

7.5%

5.8%

15.1%

0.4%

70.7%

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）

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

②

③
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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　　　85 人
（平成30年3月31日現在）

（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 7

セダン型車両 4

使用権原 福祉車両は、運送主体所有6台／持込１台

運転協力員人数 25

普通第二種免許所持者数 4

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（　6台）
対物：無制限（　6台）

任意保険証（写）
（事務局確認）

7 運送の対価

【利用者負担額】
・1kmまでは200円。以降1kmごとに170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。

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

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

（参考様式第ホ号）
 運転者台帳
（参考様式第へ号）
 運転者証

運
送
主
体

＊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

M平成２９年度決算書・平成３０年度予算書のとおり

 L（様式第２号）　宣誓書　のとおり

運
行
管
理
体
制

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

F 自動車登録簿
※車検証(写)、任意保険
書（写）（事務局確
認）

G （様式第４号）
運転者就任承諾書兼就任予定
運転者名簿

運
転
者

8

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

添付資料

4

・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(更新）

5

使
用
車
両

項　　目

1
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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 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 一期の会 杉樹会 いたるセンター サンフレンズ

総数（人） 226 252 202 66 12 85 843 530 41 571 1414

うち区民（人） 224 237 199 66 12 85 823 498 41 539 1362

うち区民以外（人） 2 15 3 0 0 0 20 32 0 32 52

区民率（％） 99.1 94.0 98.5 100.0 100.0 100.0 97.6% 94.0 100.0 94.4% 96.3%

要支援・要介護（人） 158 196 79 37 11 79 560 0 41 41 601

障害者手帳所持者（人） 52 56 106 21 1 6 242 530 0 530 772

その他（人） 16 0 17 8 0 0 41 0 0 0 41

総数（人） 18 18 17 6 2 25 86 6 5 11 97

うち2種免取得者（人） 4 2 1 0 0 4 11 0 0 0 11

364 365 363 343 191 283 1909 234 63 297 2,206

総数（回） 5,261 14,312 8,130 1,706 405 1,240 31,054 662 113 775 31,829

うち２名相乗り（回） 265 0 8 1 1 0 275 160 0 160 435

うち３名相乗り（回） 0 0 3 0 0 0 3 34 0 34 37

5,526 14,312 8,144 1,707 406 1,240 31,335 890 113 1,003 32,338

8,144,300 12,807,705 9,654,385 1,191,990 358,880 1,307,400 33,464,660 430,900 118,190 549,090 34,013,750

1,825,080 7,934,970 4,298,350 991,050 318,750 630,000 15,998,200 0 0 0 15,998,200

38,988 77,030 49,201 8,155 1,839 4,971 180,184 7,224 613 7,837 188,021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成29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）

運転協力員の状況

利
用
会
員
の
状
況

登録会員

移動制約者等
の内訳

項　　　　　目 地域型小計
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