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会 議 記 録  
 

会議名称 平成 25 年度第 2回 杉並区福祉有償運送運営協議会 

日 時 平成 25 年 10 月 28 日（月）午後 6時 10 分～午後 7時 10 分 

場 所 中棟 6階 第 4会議室 

出 席 者 委員 

畦元、磯、杉山、関根（代理：石毛）、田部井、高橋、長谷川（信）、

長谷川（万）、長谷川（里）、樋口 

区側 

保健福祉部管理課職員 

オブザーバー 

杉並区移動サービス情報センター長 

配布資料 ・杉並区福祉有償運送運営協議会委員名簿（平成 25 年 7 月 16 日現在） 

・前回 6月 27 日配付 資料 4 

  福祉有償運送の必要性について（経年変化） 

・団体要件確認表 

・自家用有償旅客運送の実施に係る事務・権限等 

・地方分権改革有識者会議及び地域交通部会について 

・地方分権改革有識者会議 地域交通部会報告書（抜粋） 

会議次第 開会 

会長挨拶 

議題 

 1 福祉有償運送団体に関する協議 

 ・福祉有償運送の必要性について 

 ・「特定非営利活動法人おでかけサービス杉並」の更新登録について 

 2 その他 

 ・国土交通省より 

 ・次回運営協議会について 

閉会 



平成 25 年度第 2回 杉並区福祉有償運送運営協議会 

 

2/11 

○事務局 それでは、皆様、課長が来ていませんが、お時間も大分過ぎましたので、今年度第2回杉

並区福祉有償運送運営協議会を開催いたします。 

 改めまして、皆さんこんばんは。本日は、お忙しい中、遅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。 

 本日は、全国自動車交通労働組合連合会の森田委員と杉並区の交通対策課の清水委員から欠席の

ご連絡をいただいております。 

 本日の議題は、福祉有償運送1団体の登録更新の協議と、その他事項といたしまして、国土交通省

の石毛専門官より、自家用有償旅客運送の事務・権限の移譲等についてお話をいただくことになっ

ております。 

 議事に入る前に、委員の変更がございましたので、ご報告をいたします。 

 きょう机上にお配りしている資料の一番上にありますが、杉並区で7月に職員の異動がございまし

た関係で、保健福祉部の管理課長と高齢者施策課長の2名が変更になっております。保健福祉部管理

課長は、前任の高橋（幸）課長が厚生労働省にお戻りになった関係で、後任には高齢者施策課で今

までも委員でした田部井課長がお見えになられました。そして、高齢者施策課長には、新たに杉並

区区民生活部の協働推進課長であられた畦元課長がおいでになっております。 

 ここでお二人に簡単に自己紹介をお願いしようと思っていたのですが、田部井課長がまだ見えて

いないので、畦元課長から自己紹介をお願いいたします。 

○委員 7月16日に、急に人事異動で、田部井課長の後に高齢者施策課長になりました畦元と申しま

す。皆様、よろしくお願いいたします。 

 保健福祉部は長いんですが、1年3カ月ちょっとぐらいでしょうか、区民生活部に一旦おりました

けれども、早くまた保健福祉部に戻ってくることができました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 はい。ありがとうございます。 

 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、議事進行をお願いいたしま

す。 

 会長、どうぞよろしくお願いします。 

○会長 はい。ありがとうございました。今年度第2回ということで、更新の団体が今年度多いとい

うことで、皆さんともお会いする機会が多く、円滑な協議にぜひともご協力をよろしくお願いしま

す。 

 そうしましたら、早速ですが、議題のほうに入らせていただきたいと思います。 

 まず、福祉有償運送の必要性について、前回も資料を出していただいたところでございますが、

改めて新しい数字がまとまったということで、資料を用意していただいております。 

 じゃあ、その必要性について、資料の説明を事務局からよろしくお願いします。 

○事務局 はい。それでは、福祉有償運送の必要性についてですけれども、机の上に配っておりま

す名簿を1枚めくっていただきますと、「資料4」と入っております第1回福祉有償運送運営協議会で

の資料の説明をさせていただきます。 

 3の移動困難者に対する移送回数（推計）とあるところですね。こちらを見ていただきますと、杉

並区の移動サービス全体の供給量と移動困難者数が一覧になっております。平成20年度から24年度

までの経年変化になっております。こちらの年間移送回数が一番右に書いてありますけれども、供

給量割ることの移動困難者合計数、そちらが、平成20年度から6.5、6.6、6.9、7.0、7.0ということ

で、平成24年は7.0回、7回ですね。往復すると3.5になりますので、1年のうちで3回の外出しかでき

ていないという現状であり、杉並区では今後も福祉有償運送が一定の役割を担っていく必要がある

ということを確認できると思います。 

 必要性については、以上です。 
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○会長 今の説明について、何かご意見、ご質問おありでしたらお受けしたいと思います。いかが

でしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○会長 ありがとうございます。 

 そうしましたら、特定非営利活動法人おでかけサービス杉並の更新登録についてということで、

事務局のから資料を説明していただきたいと思いますが。 

（ 田部井委員入室 ） 

○委員 すみません、おくれました。 

○会長 田部井課長がおいでになられましたので、新委員就任の挨拶と、引き続き副会長のほうを

お願いしたいと思っております。よろしくお願いします。 

○副会長 皆さんこんばんは。おくれまして、本当に申しわけございませんでした。 

 7月16日から保健福祉部管理課長ということで、この副会長という仕事にもつくことになりました。

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。どうぞよろしくお願いします。 

 そうしましたら、特定非営利活動法人おでかけサービス杉並の更新登録ですけれども、樋口委員

はご自分の団体ということで、一旦委員から説明のほうに回っていただきたいと思います。 

（ 委員、オブザーバー席へ移動 ） 

○会長 事務局から、資料の説明をよろしくお願いします。 

○事務局 はい。それでは、団体の登録更新についてですが、初めに資料の確認をさせていただき

ます。事前に郵送させていただいた資料をお持ちいただけましたでしょうか。大丈夫ですかね。事

前にお送りした団体要件の確認表ですが、数カ所訂正箇所がありましたので、机上のものに差しか

えをお願いします。次第の次についていますね。こちらの確認表に沿って、確認をしていきます。 

 それと、あと、身体状況等の態様ごとの会員数というものも事前にお配りしていると思うんです

けれども、そちらも後ほど差しかえていただくようになります。今お配りしている団体要件確認表

の次に旅客の名簿がありまして、その一番下に身体状況、態様ごとの会員数がついております。こ

ちら、新しいものになっておりますので、こちらで説明をさせていただきます。 

 当日配付資料でございますが、旅客名簿、自動車登録名簿、車検証の写し、運転者名簿、事故の

記録、運転者台帳と運転者証の新規の方の分をお配りしてございます。全て個人情報は伏せてござ

いますが、こちらについては、帰りに回収させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、特定非営利活動法人おでかけサービス杉並の更新登録について、団体要件確認表に沿

って説明いたします。 

 こちらの団体の有効期間は、平成26年1月11日までになっております。1月11日までに国のほうに

申請しないといけないということですね。 

 運営主体は、団体名が特定非営利活動法人おでかけサービス杉並さん。所在地、代表者ともに変

更はございません。 

 運送の対象ですが、平成25年10月現在、登録会員が167名です。こちらの旅客の名簿は、本日、お

名前と住所の番地を伏せたもので、丸がついているものですね、こちら、イ、ロ、ハ、ニというの

がついているものになります。こちらの分布がこの名簿の後ろにありますけれども、身体障害者

29名、要介護認定者17名、要支援認定者113名です。その他8名ということで、こちらの団体の特徴

といたしましては、要介護認定者が会員の約70％になっておりまして、高齢者が多いということで

ございます。 

 そして、こちら、発着のいずれかは杉並区内ということで、こちらは確認しております。 

 車両につきましては、福祉車両が4台、セダン型車両が11台ということで、そのうち福祉車両4台

のうち2台は団体運営主体所有のもので、あとの2台は運転協力員さんが提供している車椅子対応の

車になっております。 
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 資料は、本日配付いたしました自動車登録簿と車検証になりますが、内容につきましては、事務

局のほうで既に確認しております。また、任意保険証も、今回つけていないんですけれども、事務

局のほうで確認は全部させていただいております。 

 続きまして、こちら、運転者についてですけれども、運転協力員は現在20名です。そのうち、二

種免許保持者が2名ですね。前回の更新以降に新規登録された運転者の台帳と運転者証と、あと、今

回この運転者のところに交通事故その他、道路交通法違反に係る履歴というのがあるんですけれど

も、24年度に事故が1件あったということなので、そちらの台帳もつけてございます。そして、運転

協力員さんの運転免許証と国土交通大臣の認める講習の修了証は、事務局で確認させていただきま

した。交通事故につきましては、後ほどご説明いたします。 

 その次の損害賠償措置。対人と対物というのがありますけれども、対人は15台全て無制限がかか

っております。対物については、1台だけ1,000万円というのがありますが、あと14台については無

制限になっております。こちらも自動車登録簿と車検証で確認してください。 

 そして、運送の対価については、協議事項ですので最後にお話しします。 

 その次に、運航管理体制と法令遵守、その他の、8、9、10ですね。この要件確認表にある8、9、

10の中で、こちらは特に前回と変わりませんので、その中の事故の記録と活動実績報告について説

明させていただきます。 

 事故の記録につきましては、本日配付した運転者台帳の前についております。こういったもので

すけど、ございますでしょうか。参考様式第ト号ですね、本日配付した資料なんですけども。ござ

いましたでしょうか。はい。こちらが事故の記録になっております。事故の概要、事故の原因、再

発防止策ということで、記録されております。 

 こちらの事故の概要ですけれども、「車いすの利用者と付添いの家族1名を乗せ、目的地前に停止

していたところ、後方より自車を追い越そうとした相手車両が、前方から来た自転車を避けようと

ハンドルを左に切ったため、自車の右後方に接触した。同乗者、運転者、相手運転者に怪我は無し。

車両にヘコミ等できたが、実況見分後、診察を終えた利用者を自宅までお送りした」。車両は、当

方車両、タウンボックス、相手車両、ベルファイアですね。 

 事故の原因は、「停止車両の脇をすり抜ける際の前方確認が不十分だったため」ということで、

「自車は後方からの車を確認しており、通り過ぎるのを待って降車しようとしていた」ということ

ですね。 

 再発防止策。「夕方の商店街で、歩行者や自転車の学生等も多い道。車がやっとすれ違える狭い

道路で、なおかつ、医院の向かい側には電柱もあるため、止まる位置を医院の正面でなく、少し手

前のコインパーキングのところか、電柱を避けた先のところに止める事とした」ということで、事

故の記録はしております。 

 続きまして活動実績ですね。活動実績は、事前にお配りしている資料の一番最後のページについ

ております。 

 こちらの一番最初に1件訂正がありますけれども、22年度の一番下の事故発生件数というのが1件

となっておりますが、こちらは0件の間違いですので、訂正をお願いします。 

 資料を見ていただきますとわかるように、3年間順調に運営を進めていて、平成24年度の会員数は、

平成22年度の約1.2倍、運行回数も平成24年度は3,115回と、平成22年度の約1.4倍になっております。

順調に活動しているのがこちらでも見てとれると思います。 

 そして、最後に、協議事項である運送の対価についてご説明いたします。こちらも事前にお配り

した資料の中に料金表というのがありますが、ありましたでしょうか。大丈夫ですか。 

 こちらですけれども、この団体は、今回3回目の更新ですが、料金の変更はございません。内容は、

その料金表でご確認いただけるといいですけれども、中身について特に変更はなく、ただキャンセ

ル料は1,000円から650円に下げていらっしゃるということです。大丈夫でしょうか。あと、なお、

消費税の関係につきましては、今後タクシー業界の動向等を見てから検討したいとのことで、今回
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の更新には提示されないということでした。 

 以上が事務局からの報告になります。ご協議のほど、よろしくお願いいたします。 

○会長 はい。どうもありがとうございました。今説明していただきましたおでかけサービス杉並

の協議のほうに入っていきたいと思います。 

 おでかけサービス杉並のほうから、何か補足することがあれば。特にないですか。 

○おでかけサービス杉並 特にないです。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 それでは、ご質問、ご意見等ございましたら出していただきたいと思います。どうぞ。 

○委員 ちょっと確認ですけども、細かいところで恐縮ですが、事故記録のところの事故発生日時

は4月の20日というふうになっているんですけども、1枚めくりまして、運転者台帳のところの事故

歴のところが4月の21日になっているんですが、これは同じ事故という形でよろしかったでしょうか。 

○おでかけサービス杉並 すみません、同じです。 

○委員 ちょっと、それだけ確認。 

○おでかけサービス杉並 上のほうは、この作成ということで、記録を作成したということで、発

生日時は20日でございます。申しわけございません、20日でございます。すみませんでした。 

○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。 

○委員 この前の会議のときに、本当は書類審査というふうに事務局のほうから提案がありました

が、ちゃんと集まって審査したほうがいいと言いました。内容的に見れば、書類審査で構わないの

かもしれないけれども、やはりそういうところで手を抜いていくと、何か起きたときに自分たちで、

やっぱり何か落ちていたんじゃないか、あるいは不十分だったのではないかなんていうふうに思う

んで、私、本当は夜に来るの嫌なんですけど、やっぱりこういうところで、まあ、特に事業者さん

と顔を合わせるということも含めて、開くべき。開いて、みんなで確認したほうがいいかなという

ふうに改めて思っています。それが最初の意見です。 

 それとあと、ちょっと質問が。団体要件確認表の中で、4番目、使用車両の中で、福祉車両が4台

で、うち2台は提供車両というふうに書いてあります。ということは、これは、何、ふだん家で使っ

ているものを何かのときにはおでかけサービスのほうに提供してくれるということなんでしょうか。 

○おでかけサービス杉並 運転協力員登録をしていただくときに、車両の提供の登録というのもし

ていただいているんですけれども、そのときにご自身がお持ちになっている福祉車両のほうを登録

していただいて、普通のセダン型と同じように利用させていただいているというような、運転協力

員が自分の車を持ち込んで動かしているということです。 

○委員 ということは、やはり、その運転協力員の人が運転する、協力するときに、その車を持ち

込むと。ふだんから4台あるということではなくて、2台あって、残りの2台はそういうのが必要なと

きに運転協力員さんに頼んだときに、その人が車椅子対応の例えば車を持ち込んできて、協力して

くれるということですよね。一応、その確認をしたかったので。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 ほかに何かございますでしょうか。お願いします。 

○委員 いただいた資料では、運転協力員の方が20人と書いてあるんですね。めくっていったら、

この乗務員台帳じゃない――何だろう、これは。乗務員さんの年齢とか書いてあるのが下のほうに

ありまして、数を数えていくと12人分なんですね。で、別に全員の分が要らないのかどうかわかり

ませんが、一番高齢の方を見たら70歳で、あとは六十六、七。大体、私と同じぐらいなんですけど

も。随分高齢だなと。あと、8人、残った方を何か恣意的につけなかったのかなと。あんまり年寄り

ばっかりだからつけなかったのかなと、ちょっと勘繰っちゃったんですけど。それはないんですね。 

○事務局 すみません。団体要件確認表の運転者の添付資料ということで、運転者台帳ですが、新

規の方の分だけ当日配付ということで、12人です。前回から今回の変更、更新までで、新しくなっ
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た方の分だけをおつけしています。 

○委員 わかりました。 

○事務局 すみません。 

○委員 できたら、その年齢だとか、ちょっと知りたい――別に高齢の方が悪いわけじゃないんで

すけども、じゃあ、構成20人の方がいらっしゃって、お年は幾つなのかとか経験がどれぐらいにな

るのかとか、紙一枚でいいんだと思うんですけども、そんなのもあれば、わかりやすくていいなと

いうふうに思いました。 

 それから、よろしいですか。あと、先に郵送でいただいている資料で、おしりの2ページ目と3ペ

ージ目に、2012年度の活動計算書というのと13年度の予算というのがあるんですけれども、この中

で、計算書のほうは経常費用というところ、(2)の5行目ぐらいのところに、車両費というのがある

んですね。これは何の費用なんですか。お借りするのに、幾らか、団体で負担しているんですか。

それとも、自分たちが何か移動するための車の費用なんですか。これ、次のページをめくっていた

だきますと、真ん中辺に持ち込み車両費というのが72万で載っているんですね。で、前のページ、

決算のほうのでは155万で、半額で載っているんですけども、これはどういう種類の、車両を何か購

入したということなんですか。 

○おでかけサービス杉並 車両費の中にいろいろ、ガソリン代だとか、いろいろあるんですけれど

も、その中に、運転協力員さんにお支払いをする持ち込みセダンの対価というのが入っています。

経費として入っています。 

○委員 中の、その、何というんでしょうかね、運営の中身に、運賃が決まっていて、料金が決ま

っていて、その中でやりくりしているわけですから、細かいことを私たちが知る必要もないんです

が、そうすると、この車両費と、次のページにあるガソリン代、持ち込み車両費って、これ、両方

足すと100万ぐらいですね。予算のほうですね。決算のほうは155万と。前年度分なんですけども、

これとが対比するということですか。 

○おでかけサービス杉並 ごめんなさい。ちょっと確認させてください。すみません。 

○委員 それじゃ、もう一つ。この活動計算書2012年の中に、上から、これは何番なんだろう、4番

ですか。3番が受け取り助成金というのがありまして、これが翌年にも、補助金収入というのと額が

ほぼ同じで、二百三、四十万となっているんですが、4番の事業収益というところで3,600万と載っ

ているんですが、予算のほうで見ると、これは杉並区委託費2,600万と載っているんですね。ここで

は収益という書き方をしていると、これ、何か誤解があるんじゃないでしょうかね。これ、2,600万、

委託で受けているわけですから。事業収益というよりも区の委託費、助成金と同じように並べて書

いたほうがすんなりするんじゃないかなというふうに思いました。 

○おでかけサービス杉並 はい。もしわかりにくかったら、申しわけございません。これ、活動計

算書の両方とも、私どもおでかけサービス杉並の全事業のことになっておりまして、こちらの計算

書のほうが書式にのっとりましたものですので、こういう書き方になっております。内容的にはほ

ぼ前年と沿いまして、ちょっと予算のほうは少し変わっている部分もございますけども、そんな感

じになっておるんですけども。 

○委員 委託費というのは、これは事業収益という、そういう文言の何か定義みたいなことになっ

ちゃいますけど、そういうことでよろしいんですか。ほかの委員の方とか会長にお聞きしたいんで

すが。 

○会長 私も細かいところはよくわからないんですけど。 

○おでかけサービス杉並 事業収益、2013年度予算ということでいきますと、970万の、つまり経常

収益、活動計算書のほうは、これ、書式にのっとった形になっているかと思います。受け取り会費

としては、いわゆる会費収入です。それから、これは、寄附金というのはいわゆる寄附金ですけど

も、そして、あと助成金等というのが、この福祉有償運送サービスへの区からの助成金をいただい

ております。そのほかのものが、事業収益という形で、事業収入とそれから委託収入というものを
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合わせたものの金額になっているんです。事業収益という言い方が杉山委員のちょっとご疑問かと

思いますが、すみません、税理士を入れまして、ＮＰＯの活動計算書と、このたびちょっと、以前

よりもＮＰＯ法人の会計が変わりまして、こういう形にのっとって提出しているもので、これは東

京都におきましても受理されているものでございます。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 結構何か毎回この決算と予算の、おでかけさんだけじゃなくて、決算と予算の項目立てが違うと

いうことで、必ず杉山委員のほうからというとあれなんですけど質問が出て、報告のほうがＮＰＯ

などは厳しく求められているので、こういうことでも運営自体は可能なんだろうとは思うんですけ

れども、やっぱりわかりにくいところはあるので…… 

○おでかけサービス杉並 そうなんですよね。こちらの予算のほうは、何というんでしょう、現実

のところでの項目になっておりまして、それを合わせたりして、活動計算書という形で全体として

は申請しているものですので、こんな形になっているんですけども。 

○会長 はい。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

○おでかけサービス杉並 それから、先ほどの分ですけども、車両費という155万の内訳につきまし

ては、ちょっと計算があれですけども、ガソリン代と持ち込み車両費で約110万で、その後の車両保

険それから定期点検修理費、そういった車両関係のものが全部合わさって、こちらの活動計算書の

155万になっていると思います。 

○委員 今、はっきりわからないんでしょ。はっきりわかる…… 

○おでかけサービス杉並 予算と決算ですので、ちょっとあれなんですけど。 

○委員 でも、どれが含まれているか、わからないんでしょ。 

○おでかけサービス杉並 いえ、多分これだと思います。 

○委員 多分じゃなくて、税理士さんに聞いて、それを事務局に届けてもらったほうがいいんじゃ

ないの。「だと思います」でするよりは、確認して…… 

○おでかけサービス杉並 はい、そうですね。 

○委員 それをきちんと事務局に届けて、みんなには知らせてもらうということがいいんじゃない

かなと。 

○おでかけサービス杉並 はい。それは私もそう思いますけど、会長のご判断でおっしゃっていた

だければ。 

○会長 じゃあ、これについては事務局のほうで確認していただいて。多分、去年は車検がかかっ

たけど今年はかからないとか、何かそういうので、10万、20万動いているのかなと思うんですけど、

じゃあご確認いただくということでよろしくお願いします。 

 では、石毛委員、すみません。 

○委員 すみません。さきに送付いただいた書類の中に、様式第6号ということで、運行管理の体制

等を記載した書類というのを添付いただいているんですけども――すみません。これ、つけていた

だいたのは荻窪事務所のやつでして、基本的には運行管理の体制というのは事務所ごとにつくって

いただくという形なんですけども、井草事務所というのがもう一つありまして、そこに1台、一応、

車を配置しているわけですよね。だから、運行管理の体制としては、事務所ごとに運行管理の責任

者の方がいて、あとは整備管理の責任者の方がいて、そういう体制でやっていくという形ですので、

こっちの様式、そういう形でやっていただいているとは思うんですけども、これがないから今はだ

めとかという話ではないんですけれども、一応、様式第6号のほうも後でつけてもらったほうがいい

ですね。井草事務所の分がなかったので。 

○おでかけサービス杉並 これまでも――ええ。 

○会長 それは駐車場が団体車両について荻窪と井草になっているから、それは別の管理になるん

じゃないかと、そういうことですか。 
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○委員 駐車場というか事務所が二つありますので、荻窪と井草ということで。 

○おでかけサービス杉並 主と従という形で、二つ出しておりますけども。実態は駐車場1台置いて

おりまして、それで、従という形でお示ししているんですけども。これまでも…… 

○委員 あ、駐車場…… 

○おでかけサービス杉並 これまでもこの形式で…… 

○委員 井草事務所というのは、ここは事務所がないんですか、駐車場だけなんですか。 

○おでかけサービス杉並 駐車場1台分をお借りしております。 

○委員 そこには団体さんの事務所はなくて、活動していらっしゃる事務所というのは荻窪だけな

んですか。 

○おでかけサービス杉並 こちらを書かないほうがよろしいということでしょうか。 

○委員 そうですね。やはり活動されている事務所のほうで、当然、運転者さんというかボランテ

ィアさんが出てきて、そこで管理していく、事務所で管理するというのが基本ですから、事務所が

二つあれば、当然それぞれの事務所ごとで管理していくというのが基本的な流れなんですけども、

今のお話ですと荻窪事務所だけで、駐車場の関係でそこに記載されただけであれば、井草事務所の

ほうは消してもらったほうがいいですね。 

○おでかけサービス杉並 はい、わかりました。失礼いたしました。 

○委員 すみません。あともう一点なんですけれども、今回、合計で15台ということで更新申請さ

れているんですけども、多分、今、届け出をされている台数というのは多分もうちょっと少ない台

数だと思うんですね。車の数が変わったときには適宜一応届け出をしていただくという形になって

いますんで、その辺も今後忘れずにというか、適宜提出いただければというところです。これは特

に、この申請がどうこうじゃないんですけど。 

○会長 ありがとうございました。先ほどので言うと、様式第6号に、よく見たら、「サービス杉

並・荻窪」となっていたので、そこも削るということですね。様式第6号が事務所名が荻窪になって

いたので、そこも削って、1カ所だけで出していただくということですね。 

○委員 そうですね、何というんですかね、様式1-2号のほうで事務所が二つという形になっていま

したので、それであれば、様式第6号のほうも2枚必要という形なんですけども、様式第6号のほうが

現時点でついているものが荻窪だけでしたので、 

○会長 そうですね。ここ、ちょっとあるかと…… 

○委員 はい、そうですね。井草のほうも必要ではないかというふうに思ったんですけども、ただ、

今お話をお聞きした限りですと、井草のほうは事務所ではないということでしたので、駐車場とい

うことでしたので、その1-2号のほうの井草のほうを消していただければ、事務所が1個でそれに対

応する様式6も1枚でいいということですね。 

○おでかけサービス杉並 で、この様式第6号の事務所名というところを、「・荻窪」というのを消

したほうがいいというふうに会長はおっしゃったんでしょうか、今。 

○委員 ここは事務所名ですので…… 

○おでかけサービス杉並 そっちは…… 

○委員 「荻窪事務所」と書いてもらえば、それで。「ＮＰＯ法人おでかけサービス杉並・荻窪事

務所」と書いても――まあ、このままでもいいですけれども。 

○おでかけサービス杉並 このままでもよろしいですか。 

○委員 はい、荻窪と。名称が荻窪となっていますから、そのまま荻窪と書いてもらえば、それで

構わないですけども。 

○おでかけサービス杉並 はい。 

○事務局 様式第1号-2の「事務所」を消すということですね。 

○おでかけサービス杉並 ええ、そうですね。 

○委員 そうですね。 
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○委員 もう一ついいですか。 

○会長 どうぞ。 

○委員 1ページ目ですね。6番で、損害賠償措置ということで、無制限9台ずつと載っているんです

が、15台あって、残り6台はどうなったのかと。これ、9台というのは何でなんでしょうか。 

○会長 多分差しかえの…… 

○委員 差しかえてるんだ。 

○事務局 差しかえしましたので、新しいので…… 

○会長 はい、させていただいていると思います。 

○委員 ごめんなさい。さっき聞いていた。そうですね。失礼いたしました。 

○会長 事務局のほうにお願いなんですけど、次回3団体ということで、今、石毛委員のほうからご

指摘があった台数――協力者についてはいいんでしたっけ。久しぶりで、忘れてしまいました。協

力者の名簿というのは、別に随時更新しなくてもいいんですね。 

○委員 はい。それは、届け出る必要はないんですね。 

○会長 じゃあ、車の台数について、もし変更があるようであれば、まだ時間もありますので、届

け出をしていただくようにお願いします。 

 ほかにはいかがでしょうか。実際集まってみると、いろいろ出てくるものだなという感じがしま

す。 

 今、高橋委員からもあったように、やはり最初のころと違って、きちんと活動していただいてい

るからこそなんですけれども、やはり見逃してしまうところもあるかもしれませんので、常に、更

新とはいえ、この協議会に託されていることの責任の重さというのを自覚しながらやりたいなとい

うふうに思います。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

○委員 事業者にとっても、やっぱりこういうことがみんなに承認されていくためには必要なんだ

ということがわかって、いいことなのかなというふうに思います。私たち委員にとっても大切なこ

とだけど、事業者にとっても、やはり、あ、こういうところが不十分だったのかなと、今いろんな

意見が出されましたけれども、見過ごされないでよりよくしていくためには、やっぱりこうやって

顔を合わせてやっていくことはしょうがないかなという。本音ですけれど、思いました。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、最初に確認させていただいたように、あくまでも杉並区にお住まいの、移動に困難を

抱えた方のためのサービスということなので、そのためにこういう細かい規定もあるということで、

一緒に確認できたんじゃないかなと思います。 

 特になければ、これで――いいですか。 

○委員 ちょっと感情的なことですが、気持ちで、今、ガソリン代が、始めたころから見ると随分

上がったはずなんですね。だから、よく頑張っていらっしゃるなと、実は我々業者も大変なんです。

四苦八苦なんですけども。本当に頑張っていらっしゃるし、この後の話があるのかもしれません。

行政でいろいろ、今度は緩和になってくるというようなことなので、できたら、でもこの値段でず

っと続けていただければいいなと思うし、すごい努力されているなと思いますので、それはもう評

価できると思いますので。 

○会長 ありがとうございました。 

 ほかに、特になければ、これで協議整ったということにさせていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 ありがとうございました。 

 そうしましたら、樋口委員に委員席のほうに戻っていただきまして…… 

（ 委員、委員席へ移動 ） 
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○会長 じゃあ、その他のほうに移らせていただきます。 

 国土交通省から事務・権限のことについてご説明いただけるということですので、よろしくお願

いします。 

○委員 東京運輸支局の石毛と申します。席上に配付させていただきましたカラーのＡ4横判の資料

で、1枚目に「自家用有償旅客運送の実施に係る事務・権限等」とある資料について、若干ご説明を

させていただきます。 

 今の福祉有償運送の制度の大まかな流れとしましては、まずは自治体さんが主催する運営協議会

のほうで必要性等を協議いたしまして、そこで合意されたものにつきまして、合意後に団体さんの

ほうから運輸支局のほうに申請をしていただきまして、要件に合致したものについては登録という

形になっております。また、登録後についても輸送の安全確保及び利用者の保護のための指導・監

督ということで、監査基準等に基づきまして、必要がある場合には監査等なりを実施して指導して

いくという形のサイクルという形になっておるわけです。つまりは協議会については自治体さんの

ほうで協議をいただきまして、その後の安全性の確保等については国のほうで実施しているという

形の流れになっています。これにつきまして、1枚おめくりいただきまして、2枚目のほうに「地方

分権改革有識者会議及び地域交通部会について」ということで、これらの事務について、地方分権、

これについては長い歴史があると思いますので、その経緯については省略させていただきますけれ

ども、現政権におきましても国から地方へということで、基本的には個性を生かし、自立した地方

をつくるためには地方分権改革を推進することが重要だという考え方に基づきまして、いろいろな

事務・権限等を移譲するような議論がされておるわけなんですけども、その一つのテーマとして、

この自家用有償旅客運送につきましてもそのテーマにのりまして、その議論の結果、3枚目のほうに

議論の結果としての、一応、報告書が出されました。これにつきましては、事務・権限の移譲、①

の移譲先ということで、「現在は国が行っている、自家用有償旅客運送に関する事務・権限の担い

手としては市町村がふさわしいと考えられ、事務・権限の移譲先としては、希望する市町村を基本

とすべきである」と。一方で、執行体制上の懸念などから、事務・権限の移譲を希望しない市町村

が出てくることも考えられるということで、このような場合には移譲を受けやすくするための環境

整備を国が行い、移譲の促進を図ることが必要だという形で、基本的には、まずは希望する市町村

のほうに移譲するというような方向性が示されました。事務・権限の移譲を希望しない市町村の区

域については、市町村とともに住民の暮らし全般に責任を負う立場にある都道府県が、上記のよう

な意欲・能力を持つ場合、市町村にかわって役割を果たすことが考えられるので、希望しない市区

町村の区域については、希望する都道府県にも移譲することができるようにすべきであるという形

になりました。 

 こういった報告書が出まして、基本的には、一応権限は希望する自治体さんのほうに移譲すると

いう形の方向性が出まして、この報告書に基づいて、ではどういう形、移譲する際にどういった仕

組みがいいのかというのを、今、この報告書を受けた中で、国土交通省で検討しているところでご

ざいます。詳細についてはまだ決まってはいないんですけども、方向性が出たということで、一応

皆様のほうにお知らせしたほうがいいだろうということで、ちょっとお時間をいただきまして、お

話をさせていただきました。 

 また、当然、移譲に当たっては法改正等が必要になってきますので、運営協議会のその時々のタ

イミングで、また機会等ありましたらお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○会長 ありがとうございました。 

 今のご説明で何か質問がございますでしょうか。まだ、詳細は…… 

○委員 そうですね。詳細、現行制度のまま移譲していくのか、もしくは移譲に当たって、何らか、

制度を変えていくのか。どういった形がいいのかというのは、今、詳細を国土交通省のほうで検討

会をつくってやっておりますので、また機会がありましたらお知らせしたいと思います。 

○会長 はい、わかりました。 
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 これ、いいのか悪いのか、よくわからないんですけど。何とも言えないところなんですが。 

○事務局 なかなか難しいですよね。移譲されても、なかなか難しい。 

○委員 好き勝手にやれるようになるわけじゃないから。言い方は悪いけど。 

○委員 基本的には希望する市町村さんになりまして、希望しない場合には、また希望する都道府

県さんに移譲する。どこも希望しなければ、基本的には恐らく現行どおりになるということで。 

○委員 協議会ができているところは、基本的には希望していくんじゃないですかね。そういうわ

けでもないの。 

○委員 まだ、多分、希望する場合にも、やはり…… 

○委員 条件。 

○委員 条件というか、こういう場合には希望するだとか、もしくは、もうちょっと煮詰まってい

ないと、希望するかしないかわからないとか、そういった、自治体さんのほうとしては多分そうい

うお気持ちなんじゃないかなという気はするんですけれども。 

 ただ、先ほどの2枚目のほうに出てきたそういった会議の委員さんの中で、佐賀県知事さんですと

か富山市長さんなんかが委員に入って協議いただいたわけなんですけれども、こちらの方々は、そ

れは、むしろ地方でやるべきだというようなご意見をかなりお持ちですね。どのぐらいの割合だっ

たかは、ちょっとわかりかねるところなんですけども。 

○会長 ということで…… 

○委員 現状、こういうのが出ましたという情報提供という形です。 

○会長 そうですね。地方によっては、登録に行くだけでもかなりの距離とか時間を要する地方も

あるんじゃないかと。東京なんかはまだ出やすいですけど、地方なんかだと、運輸支局なりなんか

に行くだけでも結構大変というところもあると思うので、そういうところとかは地域でやったほう

がいいんですか。何かちょっとわからないですけど。はい。じゃあ、どういうふうになるのか、ま

た、それによって――市町村には、杉並みたいな特別区も入りますか。 

○委員 そうですね。どういう形で希望する、しないというのを、意見、意思表明していくかとい

うのはまた、これからもおっしゃると思いますので、基本的には、対象というか、希望するところ

はすべきでしょう。 

○会長 はい。いずれにしても、ここでそうしようという場ではないので、運営協議会自体は。区

のほうでやるんだったら、わかりましたと言うだけなんですけど。わかりました。どうもありがと

うございました。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 特になければ、これで平成25年度第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

きたいと思います。どうもありがとうございました。 
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杉並区福祉有償運送運営協議会委員名簿 

  
（平成 25 年 7 月 16 日現在）

役職 氏名 所属等 

委員 畦元 智恵子 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 

委員 清水 泰弘 都市整備部交通対策課長  

委員 杉山 錬秀 杉並交通株式会社  代表取締役社長 

委員 関根 肇 
国土交通省 関東運輸局 東京運輸支局 

首席運輸企画専門官 

委員 田部井 伸子 保健福祉部管理課長  

委員 高橋 博 杉並区障害者団体連合会 会長 

委員 武井 浩司 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 

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 里恵子 東電さわやかケア 荻窪 所長 

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 森 田 貫 二 全国自動車交通労働組合連合会 書記次長 

敬称略 ５０音順 

（任期：平成27年3月31日まで） 



№ 団　体　の　状　態

団　体　名 特定非営利活動法人　おでかけサービス杉並

所　在　地 杉並区荻窪五丁目18番11号

代　表　者 理事長　樋口　蓉子

2 運送の対象
登録会員　167人(平成25年10月現
在)

（参考様式第イ号）
 旅客の名簿（当日配布）
（参考様式第ロ号）
 身体状況等、態様ごとの会員
数

③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１－２号）

福祉車両 ４台

セダン型車両 １１台

使用権原
福祉車両のうち2台は運送主体所有、

残り２台は提供車両。
セダン型車両は、提供車両。

運転協力員人数 ２０人

普通第二種免許所持者数 ２人

交通事故その他道
路交通法違反に係
る履歴

24年度：1件
＊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（１５台）
対物：無制限（１４台）
　　　1000万円（１台）

④自動車登録簿
⑤車検証(写)

7 運送の対価

【利用者負担額】
※ 車両が走行した距離が２ｋｍまでは
３５０円。以降1ｋｍまでごとに１５０
円を加算する。
※ その他　迎車料金として３００円を
加算。乗降介助料１回２００円を加
算。待機料３０分までごとに３００円
加算。軽介助料15分までごとに２５０
円を加算する。

⑥利用料金表

⑦料金早見表

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

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

⑥利用料金表

⑨平成２４年度決算書・平成２５年度予算書のとおり

⑩活動実績報告書　のとおり

 （様式第２号）　宣誓書　のとおり

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

⑧車両運行規定

④自動車登録簿（当日
配布）
⑤車検証(写)（当日配
布）
※任意保険証書（写）
については、事務局確
認済

（様式第４ 号）
 運転者就任承諾書兼就任予定
運転者名簿（当日配布）
（参考様式第ホ号）
 運転者台帳（新規当日配布）
（参考様式第へ号）
 運転者証（新規当日配布）

運
転
者

（様式第１－２号）
 自家用有償旅客運送の
 更新登録の申請

①定款
②履歴事項全部証明書

※国土交通大臣が認定
する講習修了書(２０人)
については、事務局確
認済
※提供車両の利用権原
にかかる契約について
は事務局確認済

・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

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

4



○ 自家用有償旅客運送の実施にあたっては、運営協議会(市町村運営有償運送の場合は地域公共交通
会議)において合意が調った後に、国土交通大臣の登録を受ける必要がある。

○ 国土交通大臣は、輸送の安全確保及び利用者の保護のための指導･監督を実施。

運営協議会 (道路運送法第79条の4)

【主宰者】 市町村(都道府県も可)
【構成員】 地方運輸局 (又は運輸支局)、地域住民、N P O 等、バス･タクシー事業者 等

【協議事項】 ①自家用有償旅客運送の必要性 ②運送の区域 ③旅客から収受する対価

運営協議会 (道路運送法第79条の4)

【主宰者】 市町村(都道府県も可)
【構成員】 地方運輸局 (又は運輸支局)、地域住民、N P O 等、バス･タクシー事業者 等

【協議事項】 ①自家用有償旅客運送の必要性 ②運送の区域 ③旅客から収受する対価

国土交 通大 臣の登 録 (道路達送法第ヲ9榮) 権限の委任fこょり･

【登録要件】 ①バス、タクシーによることが困難であり、かつ、地域住民の生活に必要な輸送を確保するため必要であること

につき、地域の関係者が合意していること。
②連行管理体制~運転者、整備管理体制~事故発生時の連絡体制等、必要な安全体制を確保してし、ること。

【有効期間】 2年(重大事故を起こしていない場合等は3年)

→協議会の合意に基づき、更新の登録が必要

(道路運送法第7 9条の9 等) 運輸支局長が実施 中も国土交通大臣起盗る輸送の安全確皸壁等一の堕鱸･監督 こ》 - } 、

○ 連行管理体制、運転者の要件等、輸送の安全確保のために必要な体制等について、指導･監督

0 必要に応じ、監査等により確認。さらに、是正命令や登録の取消等の処分を実施
　 　　　 　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　



地方分権改革有識者会議について

0 地方分権改革の推進体制を整えるため、平成25年3月に地方分権
改革推進本部 g本音疊長:総理 全麗馳鑪で構成)が設置され、国から地方
への事務･権限の移譲などについて議論を進めていくこととされた。

○専門的･実務的な議論を行うため、平成2 5年4月に地方分権改革
推進担当大臣の下に地方分権改革有識者会議が設置された。 《ミ

地方分権有識者会議委員名簿 l

座長 神野 直彦 東京大学名誉教授

座長代理 小早川 光即 成蹊大学法科大学院客員教授

議員 柏木 斉 株式会社リクルートホールディングス取
締役相談役

後藤 春彦 早稲田大学創造理工学部長

白石 勝也 松前町長

勢ー 智子 西南学院大学教授

谷口 尚子 東京工業大学准教授

古川 康 佐賀県知事

森 雅志 富山市長

これまでの開催状況

第 1回 (4/12金) :事務局より、国から地方への事務 ･権限の移譲に係 }

蛙 地域変通部姿について !
菫 0 平成2 5年5月、地方分権改革有霊轉者会』議の下に地域交通部会が設

置された。
ミ○地域交通部会では、自家用有篦賞旅客運送に関する事務 権限の見直

しをテーマとして、各省や地方団体等の関係者からヒアリングを行い、
移譲に係る具体的な方策について検討を行った。

l 地域交通部会委員名簿 l
部会長 後藤 春彦 早稲田大学 創造理工学部長

構成員 内田 明憲 読売新聞 論説委員

加藤 博和 名古屋大学大学院 准教授

勢ー 智子 西南学院大学 教授

山内 弘隆 一橋大学大学院 教授

第1回 (7/3水):事務局より自家用有償旅客運送に関する事務･権限の

見直し等についての説明。

関係者(国交省~古川知事(知事会)、森市長く市長会)"

揖斐川町長 (町村会)、関係団体)からのヒアリング ミ

虱 第2回 (7/26金):報告書 (素案)について意見交換(部会長に一任)



5 見直しの方向性等 -8/29第4回地方分権改革有識者会議資料ょり -

(1)事務･権限の移譲
① 移譲先

(略)現在は国(国土交通省)が行っている、自家用有償旅客運送に関する事務 権限の担し、手としては市町社がふさわしいと考えら
れ,ユ事務 権限の移譲先としては、希望立る市町粒を基本とヱナべきである。

一方で、財政状況を含め執行体制上の懸念などから霊務 権限の移譲を希望しない市町村が出てくることも考えられる。このような市
町村に対しては、まずは、養護を受けやすくするための環境整備を国(国土交通省2が奪い,垂多譲の促進を図ることが必亜である。

また、事務･権限の移譲を希望しない市町村の区域については、市町村とともに住民の暮らし全般に責任を負う立場にある都道府爆
が,上記のよう窒意欲･能力を持つ場合、市町村にかわって役割を果たすことが考えられる。
このため、当該事務･権限の移譲を希望し箋い市町村の区域については,希望する都道府県にも移譲することができるように立べきで

ある。
なお、当初は事務･権限の移譲を受けなかった市町国が、その後希望立盃に至った場合には、当該市町村にも移譲することができる

ようにすべきである。 (以下略)
② 移譲先の体制整備

移譲に当たっては、移譲先において、輸送の安全を確保し、利用者保護を図るための事務･権限を適切に執行する体制を整備する
ことが不可欠である。

このため、国 (国土交通省)は、これまで蓄積した専門的な知見やノウハウはもとより、輸送の安全確保を担う責任に対する考え方な
ども含めて的確に継承するために必要な措置を講ずるとともに、移譲後におし、ても雲務 権限が適切に執行≧れるよう,盡多譲先の地方
公共団体との連携を図り,これを支註匿すべきである。

また、国 (国土交通省)は、自家用有血賞旅客運送の実施とその登録･監査等の窒務が同一の地方公共団体に帰属する場合であって
も、適正な登傘暴･磨杏等が隼施されるよう必要な措置を検討すべきである。

(2 )地域の実情に応じた運送の実現に向けた措置
① 国(国土交通省)は、
(i )これまで法人格のある団体に限られていた実施主体を弾力化すること、
(沮)運送の濫里別ごとに限定されていた旅客の範囲を拡大すること、
(餌)運送の対価は、実費の範囲内であり、営利を目的としている凶ま認められない妥当な範囲内であれば設定可能である旨の周知を

徹底すること、
(対)地域における合意形成の手続や運用を改善すること、
(v )登録更新における書類の省略等事務手続を簡素化すること、
など、意欲ある地方公共団体が地域の実情に応じた自家用直出資旗客運送を室謂曝立ることができるよう必要な措置を検討すべきである。
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