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会 議 記 録  
 

会議名称 平成 28年度第 3回 杉並区福祉有償運送運営協議会 

日 時 平成 29年 1月 16日（月）午後 1時 30分～午後 2時 29分 

場 所 中棟 4階 第 1委員会室 

出 席 者 委員 

長谷川（万）、習田、磯、尾崎（代理：小川）、杉山、高橋、 

長谷川（信）、樋口、宮崎、畦元、山川 

区側 

保健福祉部管理課職員 

配布資料 資料 1 登録更新協議（福祉送迎サービス杉並） 

資料 2 登録更新協議（サンフレンズ） 

資料 3 料金改定資料（おでかけサービス） 

資料 4 料金改定資料（杉樹会） 

資料 5 （机上配布）登録更新協議（杉並移送サービス） 

資料 6 （机上配布）関東運輸局プレスリリース 

（平成 28年 12月 20日） 

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（杉並移送サービス） 

  ・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（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)福祉有償運送事業者 登録更新協議（サンフレンズ） 

  ・事業者概要（事務局） 

  ・補足説明・質疑応答 

 (4)福祉有償運送事業者 料金改定協議（おでかけサービス杉並） 

  ・補足説明・質疑応答 

 (5)福祉有償運送事業者 料金改定協議（杉樹会） 

  ・補足説明・質疑応答 

3 その他 

  ・平成 29年度第 1回協議会日程について 

  ・福祉有償運送運営協議会委員任期更新について 

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3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、福祉送迎サービス、サンフレンズ、について、料金改定の資

料を、おでかけサービス杉並、杉樹会についてご送付させていただいております。本日、

机上配付は、杉並移送サービス登録更新の資料と、国土交通省からのプレスリリースの資

料がございます。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。 

 本日、全国自動車交通労働組合連合会の委員と、障害者施策課長が欠席です。それから

お一人、後から10分ほどおくれていらっしゃるということですので、一応半数以上の委員

の出席として、この会は成立ということになります。 

 皆さんにお願いなんですが、本日のこの会議につきましては、記録をとらせていただく

関係で録音させていただきます。発言のある方は必ずボタンを押していただいての発言を

お願いします。ご協力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

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○会長 皆様、改めまして、こんにちは。また少し時間がたってしまいましたけれども、

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。長いもので、私と杉山

委員、高橋委員が最初から参加なので、もう10年ぐらいやっているかなと思います。今年

度の協議会はこの1回で最後かと思いますが、有償運送運営協議会の議事進行にご協力よ

ろしくお願いします。 

 本日は議題が多く用意されておりますので、私の挨拶はこのぐらいにさせていただきま

して、議題、また資料の順番とは前後いたしますが、以前からこの協議会でも話が出てお

りました東京のタクシーの初乗り運賃につきまして、正式に改定が決まったということで、

今日は資料6、運輸支局から資料提供をいただきまして、少し詳しくお話しいただきたい

と思っております。よろしくお願いします。 

○委員（運輸支局） 東京運輸支局より本日も代理出席という形で参りました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 近年、訪日外国人の増加に伴いまして、タクシー運賃を国際標準に合わせつつ、近距離

の利用者と長距離利用者の負担の公平感を向上させる観点から、利用者の実際の乗車距離

に応じた運賃にするという動きが見られまして、杉並区を含む特別区、武蔵野市、三鷹市
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の交通圏に営業所を有するタクシー事業者各社から、国が定めた公定幅運賃を変更するよ

う要請書が提出されておりましたが、昨年12月20日付で新たなこちらの運賃の公示をさせ

ていただきました。 

 内容といたしましては、これまで初乗り2キロ730円だったものを、初乗り1.052キロ

410円程度としまして、そこから段階的に加算していくもので、2キロメートルになったと

きに730円を超えないよう、初乗り距離、運賃額、加算距離を組みかえたものとなってお

ります。こちらの運賃の変更の実施自体は本年1月30日を実施とさせていただくことにな

ります。 

 新運賃のポイントとしては、約2キロまで運賃は引き下げになるんですが、2キロから約

6.5キロまでは運賃は引き下げになる部分と引き上げになる部分がございます。約6.5キロ

以上乗られるというときには、引き上げになります。詳細は、配らせていただきました資

料6で記載させていただいております。 

 ここで、ちょっとタクシーの運賃の制度を少しご説明させていただきますと、タクシー

の運賃は大きく分けて2種類ございます。一般タクシーの運賃は先ほど申し上げました公

定幅運賃、介護タクシーの運賃は自動認可運賃というものがございまして、ともに国が公

示している運賃の範囲が変更となりましたが、後者の介護タクシーの運賃に関しましては、

従前の初乗り2キロ730円運賃を採用することが、当面の間、可能となっております。よっ

て、自家用有償旅客運送の対価の基準となる地域のタクシー運賃自体は今回変更となりま

したが、今回の運賃変更は初乗り運賃及び加算距離、運賃等を組みかえるものでございま

して、組みかえ後の運賃により算定したその運送収入が昨年平成27年度のものと同等とな

るものであることを要件としておりましたので、仮に公示前の初乗り2キロの、公示前の

運賃料金に近似した対価の設定、こういったものをやりたいと提示されたものを、一概に

営利が目的であって法令等に抵触するとまでは言えませんので、協議においてその内容を

十分に精査すれば、設定することも可能でございます。また、従前協議されまして、初乗

り2キロ程度を設定されている対価まで、当方から、国から変更をしなさいとか、そうい

ったことまでは求めることはございませんので、よろしくお願いします。 

 簡単ではございますが、今回のタクシー運賃の変更のご説明とさせていただきます。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。 

 今のご説明に対して何か質問などございましたら、せっかくの機会ですので、出してい
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ただければと思います。いかがでしょうか。 

○委員 いいですか。12月20日付で公示をしたということは、例えば私たち障害者団体連

合会で会報みたいなものを出しているんですけれども、そこに1月30日から料金が変わり

ますという、初乗りと2キロ料金くらいを参考に、載せても構わないということですよね。 

○委員（運輸支局） はい、大丈夫です。 

○会長 ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。何か補足でもあれば。 

○委員 いや、もう、今の支局の方がおっしゃった通りだと思います。ですから、私、ち

ょっと発言していいということならば、前回あるいはもっと二、三回前から、タクシー運

賃はもう半額になりますよという、ほぼ半額というか、410円、四百何十円という案もあ

ったようですけど、何しろ、うんと下がりますよというお話をして、この有償運送ではお

おむねその2分の1ということで、私たちの東タク協というか業界の中では、じゃあ、

730円が認められないんじゃないかというふうに思っていたんですけど、今、国土交通省

の方からのご説明のとおり、前の運賃もいいんだよということで、当時は本当にその半額、

半額という、410円とか490円とか、そういうお話ばっかり出ていたものですから、その半

分だよねと、おおむねタクシーの半額ということは、一般的にそういうことだよねという

ことで、ずっと、私自身そう思っていましたし、皆さんにも何かそんなちょっと半強制的

な、半分近くよねという話をしていたんですけど、今お話があったとおり730円も認めら

れるということなので、私たちも実は介護タクシーは10台あるんです。杉並の中でやって

います。これについては、730円で行こうということにしていますので、私たちの業界の

中では、その協議会での決定を尊重していこうということなので、おおむね2分の1という

見方が、730円なのか410円なのかって、なかなか難しいんだと思うんですけども、その辺

は各協議会で決めればいいじゃないかということで、私たちの協会からはそういうお話で

承っています。杉並ではどのように、これからまさに話し合いなんだと思いますけども、

私は、以前言ったように、随分価格が下がるからその半額よねというふうに思っていたん

ですけど、元が変わったというか２キロ区分が残ったので、いろいろと考える余地がまた

できたのかなと今は考えていて、この協議会でその辺のところを決めていけばいいという

ことで進めていければと思います。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 他にはいかがでしょうか。もともと、おおむね2分の1ということで、地域の事情に合っ

た有償運送の運行について協議するのがこの場になりますので、今日は何団体も登録更新
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等を出していただいていますけれども、その中で料金の議論についても、一律に幾らとか、

幾らまでなら認められるということではなく、個々の事情に応じて協議を進めさせていた

だきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 そうしましたら、今ご説明いただきましたように、タクシーの初乗り運賃が、東京で、

短縮運賃ですか、初乗り短縮運賃になるということで、協議会――福祉有償運送だけでな

く、自分が使うときにもどのぐらい影響があるのかなというのがまだわからないところな

んですけれども、前々から話が出ておりましたのがこの金額に決まったということでした。

どうもありがとうございました。 

 そうしましたら、改めまして議題に入らせていただきます。本日、登録更新と料金改定

と出ておりますので、順番に協議を進めさせていただきたいと思います。 

 ちょっと資料の番号とは前後いたしますけれども、まず最初に福祉有償運送事業者登録

更新協議ということで、杉並移送サービスの登録更新について協議したいと思います。資

料は資料5になります。それでは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、事務局から説明させていただきます。資料は右上に資料5と

書かれている団体要件確認表の一覧をごらんください。 

 こちらの団体の有効期限は、平成29年3月16日となっております。 

 1番、運送主体は、団体名、特定非営利活動法人杉並移送サービス。所在地、代表者に

ついては変更なしです。 

 2番、運送の対象は、平成28年12月28日現在で登録会員257名。 

 3番、輸送の形態については、発着のいずれかは杉並区内となっております。 

 4番、使用車両について、福祉車両が8台、セダン型車両が15台となっております。こち

ら、車検証の写しと任意保険証の写しは事務局で確認済みです。 

 5番、運転者について、運転協力員人数が19名、普通第二種免許所持者が1名となってお

ります。 

 6番、損害賠償措置は、任意保険証の写しで、事務局で確認済みです。 

 7番、運送の対価について、初乗り運賃1キロメートル185円の改定案の提出をいただい

ております。2キロ以降については現行の料金を据え置きということになっております。 

 8番、運行管理体制、9番、法令遵守、10番、その他については、資料ＩからＬのとおり

です。 

 以上です。 
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○会長 はい。ありがとうございました。 

 何か補足で説明することなどございますでしょうか。 

○杉並移送サービス 特にございません。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 前回の協議会でも出ておりました初乗り運賃について、今回1キロという刻みを作って

いただきまして、料金改定の申請をしていただいております。中ほど、右上のほうにＨと

振ってある資料が新しい料金になるということで、1キロの刻みがついただけで、その後

は変更なしということだそうです。 

 今、資料の説明がございました杉並移送サービスの内容につきまして、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。また、質問な

どございましたら、どうぞお出しください。 

○委員 すみません。ちょっと質問になるんですけども、今までの、おおむねタクシーの

半額ということで、大体その本当に半分で合わせていただいたと思うんですけども、今回、

結構下回るような金額で、200円とかではなくて185円というのは、何かこれ、ご事情があ

ったりとかしたんでしょうか。 

○杉並移送サービス 特に理由はないんですけどね。正直な話、切りがいいというのも正

直なところです。これを、700円を、例えば、700円というか185円を200円にするとか、

15円アップしたところで、私どもの運行からすると、相当この率が、1キロ未満というの

は少ないんですね。ですから、影響を与えることはないだろうと。それよりも、本当にお

使いになる方、困った方で、1キロ未満でお使いになりたい方に対する配慮を考えて、

700円が妥当じゃないかなというふうに考えております。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 はい。他にはいかがでしょうか。 

○委員 送迎とか介助を全部合わせて700円になるんだよね。 

○会長 切りがいいというのは、全部を合わせた初乗りということなんですね。 

○委員 そう。総合で足して初乗りが700円になるという。 

○会長 ああ、なるほど。そういうことですね。はい、わかりました。なので、何で端数

がという感じですが、309円を全部足すとキリが良い。 

○杉並移送サービス そうですね。はい。 

○会長 わかりました。ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 
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（ なし ） 

○会長 特にないようでしたら、杉並移送サービスからの登録更新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。 

○杉並移送サービス よろしいですか。ありがとうございました。 

○会長 ありがとうございました。 

（ 杉並移送サービス関係者、傍聴者席へ移動 ） 

○会長 続きまして、議題の2ですね。登録更新協議、福祉送迎サービス杉並の登録更新

について協議をさせていただきたいと思います。 

こちらは資料1になります。事務局から資料の説明を―福祉送迎サービス杉並の方、よ

ろしくお願いします。 

（ 福祉送迎サービス杉並、登録団体席へ移動 ） 

○会長 では事務局から資料1の説明をよろしくお願いします。 

○事務局 はい。それでは、資料1をごらんください。 

 こちらの団体の有効期限は平成29年3月16日となっております。 

 1番、運送主体。団体名、認定ＮＰＯ法人福祉送迎サービス杉並。所在地、代表者とも

に変更はございません。 

 2番、運送の対象は、平成28年12月1日現在、登録会員215名となっております。 

 3番、運送の形態については、発着のいずれかが杉並区内となっております。 

 4番、使用車両。福祉車両が7台、セダン型車両が8台となっております。こちら、車検

証の写し、任意保険証の写しは事務局で確認済みです。 

 5番、運転者について。運転協力員人数が19名、普通第二種免許所持数が2名となってお

ります。 

 6番、損害賠償措置。対物、対人ともに無制限で、任意保険証の写しを事務局で確認済

みです。 

 7番、運送の対価については、資料Ｈの利用料金比較表をごらんください。 

 8番、運行管理体制、9番、法令遵守、10番、その他については、資料ＩからＬのとおり

です。以上になります。 

○会長 はい。ありがとうございました。福祉送迎サービス杉並さんから何か補足で説明

が必要でしたら、どうぞよろしくお願いします。 

○福祉送迎サービス杉並 いえ、特にありません。よろしくお願いいたします。 
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○会長 はい。ありがとうございます。 

 今、説明がございました福祉送迎サービス杉並につきまして、質問、また協議が必要な

点ございましたら、出していただきたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 では福祉送迎サービス杉並の登録更新について、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。 

○福祉送迎サービス杉並 どうもありがとうございました。 

（ 福祉送迎サービス杉並、委員席へ移動 ） 

○会長 続きまして、議題の3、社会福祉法人サンフレンズの登録更新について協議をさ

せていただきたいと思います。サンフレンズの担当の方、よろしくお願いします。 

（ サンフレンズ、登録団体席へ移動 ） 

○会長 では事務局から資料2の説明をよろしくお願いします。 

○事務局（三浦） はい。それでは、資料2の団体要件確認表一式をごらんください。 

 こちらの団体の有効期限は平成29年3月31日までとなっております。 

 1番、運送主体について。団体名、社会福祉法人サンフレンズ。所在地、代表者ともに

変更はありません。 

 2番、運送の対象について。平成28年12月1日現在で、登録会員43名となっております。 

 3番、運送の形態について。発着のいずれかは杉並区内となっております。 

 4番、使用車両について。福祉車両が5台となっております。こちら、車検証の写し、任

意保険証の写しは、事務局で確認済みです。 

 5番、運転者について。運転協力員人数が5名となっております。 

 6番、損害賠償措置について。対人、対物ともに無制限。任意保険証の写しは、事務局

で確認済みです。 

 7番、運送の対価については、資料Ｈの利用料金比較表のとおりとなっております。 

 8番、運行管理体制、9番、法令遵守、10番、その他については、それぞれ資料ＩからＬ

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。ちょっと待ってください。サンフレンズの資料Ｎ。杉並移送サービスさん

と福祉送迎サービス杉並には、活動実績というのがついていたんですけど。 

○事務局 すみません。活動実績が…… 
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○長谷川（万）会長 はい。特にそれがないと、というわけではないんですが。 

○事務局 はい。すみません。そうですね。団体要件確認表には挙げておりますが、資料

がＭまでしかないですね。見落としで申し訳ないです。 

○会長 はい。すみません。特に、人数もなんですけど、委員の方が一応気にされるとい

うか、確認したいのは事故発生とか苦情とかかと思うので、特にはなかったのかなと思い

ましたけども。 

○事務局 ええ、すみません。事故等はなくて、年間運行件数が150件を超える位です。 

○会長 わかりました。では、ちょっとそれも。 

○事務局 件数的には、運行件数が年間150件ぐらいで、事故等はございません。 

○会長 わかりました。それも含めて、大体の様子で構いませんので、少し活動の様子も

含めて補足でお話しいただけたらと思います。よろしくお願いします。 

○サンフレンズ はい。よろしくお願いします。 

 私どものところは特別養護老人ホーム2カ所のところで有償移送サービスをやっていま

す。主にご入居している方の通院等を主に用途として利用していただいているところでご

ざいます。 

○会長 わかりました。今回は、先ほど説明がありましたように、介護タクシーは2キロ

というものも選択できるということでしたので、サンフレンズさんは従来どおりの料金で

ということでよろしいですか。 

○サンフレンズ はい、そうですね。大体病院が2キロ以上、行っても5キロ未満ぐらいの

ところなので、初乗りを1キロにして、というところはあまりこちらとしては…… 

○会長 もともとご利用が余りないということ。 

○サンフレンズ はい。という形になっております。 

○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、今説明がありました社会福祉法人サンフレンズの登録更新につきまし

て、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 確認で。事後のところが288メートルとなっているんですけども、これ、280メー

トルの間違いじゃなくて、多摩とかは288メートルなんですけど。 

○会長 へえ。そうなんだ。 

○委員 加算の部分が、距離が288となっていますけども。280ではなくて、288でよろし
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いんでしょうか。 

○サンフレンズ はい。そのまま現行どおりなので、はい、そのままです。 

○会長 はい、わかりました。 

○委員 ついでによろしいですか。これから後の団体と、先にあらかじめいただいていた

資料で言うと、短縮410円というのが大分声高だったから、次のおでかけサービスさんな

んかも、含めて410円をもとにした新運賃になりそうなんですね。で、サンフレンズさん

も、今聞いていたら、2キロ以下の運行は余りないという話だったんですが、この前の協

議会でも、各団体の初乗りに差があって、それは独自性があっていいじゃないかという意

見もありましたが、できたら杉並の中で、問題ないならば、各団体の初乗りは1キロから

スタートでいいのかなと思います。それからもう一つは、この280メートルとか288メート

ルというのは、最初に距離を測っておいて、施設からこの病院まで何メートルだから幾ら

ねということなのかなと。メーターもないのに、この288メートルというのをどうやって

カウントするのか。運行距離はその都度違うだろうし、トリップメーターを使って、実際

やれるわけはないと思うんですけども、その二つ、いかがでしょうかね。できたらこの後

の、杉樹会も含めて、この協議会では初乗り距離をどちらか一方に、足を寄せておいたほ

うがいいのかなと思うんですが、ちょっと考えていただけないでしょうか。 

○サンフレンズ はい。今のご質問で、一応別途トリップメーターはつけておりまして、

都度それをもとに算出はさせていただいています。別づけで車に取りつけております。あ

と、こちら側事情で、老人ホームにご入居の方だけがご利用しているサービスとして提供

しているので、できれば1キロ単位でという形で反映できればとは思うんですが、介護報

酬更新の年に重要事項説明書の更新をさせていただいておりまして、ご家族様のご負担等

も含めて、契約の更新を頻回にやるというよりは、次回契約更新タイミングで検討させて

いただければと思っております。ちなみに1年後に介護報酬の大幅な改定がございまして、

その時に全部契約書をとり直しますので、料金のことも含めて契約のし直しをさせていた

だければと思っております。 

○委員 はい。それでいいと思うんです。介護報酬の改定の時ということで。そのときは、

じゃあ、ここで、杉並ルールじゃないですけども、ある程度できたらそこに合わせるとい

う、そういう理解でよろしいですか。 

○サンフレンズ はい。ここで即答はできないですが、その方向で検討させていただきた

いというふうに思っております。 
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○委員 はい、わかりました。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 ちょっと前の質問に戻ってしまうんですけど、確かに、さっきの280メートルか288メー

トルかというのが、確かに何でずらすのかよくわからないと言えばわからないかもしれな

いですね。Ｈの表の対象になっているのが280メートルのタクシー料金表なので、それ、

8メートル長く行けるので、構わないと言えば構わないんですけれども、何でかなと。 

○サンフレンズ もともと288メートルで設定して契約を交わしているので、すみません、

改めて8メートル追加したというわけではないんですが、ずっとこれでやってきた経緯が

ありまして、今回、先ほど申し上げた次の契約の更新の時には、あるべきところのメータ

ー数に直して契約をし直せばよろしいかなと思っているので、多分ご利用者とかご家族に

も、この説明で一旦また混乱を招くと大変申しわけないので、次の更新のときにはこの

280メートルという形で更新させていただきたいと思うんですけれども。 

○委員 ひょっとするとなんですけど、多摩地区が288メートルなんですね。なので、も

しかすると、その数字になってしまっているのかなというところが。 

○長谷川（万）会長 ああ。どこかでは288メートル。ここでは288という数字でやったこ

とはないということですか、タクシー自体が。 

○委員 東京特別区は280メートルなんですけど、多摩地域は288メートルなんです。 

○会長 ああ、わかりました。 

○委員 じゃあ、もう一個いいですか。次の介護報酬改定のときには、先ほどの210円と

いう1キロ設定でやりますと、協力したいと思いますということになると、今は初乗り以

降237メートルかな、タクシー一覧表のとおりなんですね。そのとき、距離は気をつけて

いただいて、両方直していただければいいなと思います。 

○サンフレンズ はい。ありがとうございます。何度も契約のし直しをするのはご利用者、

ご家族のご負担になるので、今度の更新のときには、変更し直して更新を迎えたいと思っ

ております。 

○会長 すみません。次の更新じゃなくて、介護保険に合わせて料金改定ということにな

るかもしれないということですよね。 

○サンフレンズ そこら辺は、なるべく運営協議会の皆さまにもご負担のないように、混

乱のないように、事前にご相談させていただきたいと思っております。 

○会長 厚生労働省も、介護報酬改定が最終的にどうなるか、よくわからないので。 
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○サンフレンズ そうですね。国の施策によるものなので、本来それと一緒にするのはお

かしいかと思うんですが、なるべく1回で終わらせるような形でこちらも協議させていた

だきます。 

○会長 はい、わかりました。利用されている方ができるだけ混乱なく、負担もなくとい

うほうが、協議会としてもよろしいかと思いますので、またそのときには相談していただ

くということかと思います。他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 では、社会福祉法人サンフレンズから出ておりました登録更新につきまして、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。 

（ サンフレンズ関係者は傍聴者席へ移動 ） 

（ おでかけサービス杉並関係者は登録団体席へ移動 ） 

○会長 続きまして、料金改定でございます。まず、おでかけサービス杉並さんから出て

おります料金改定の協議に入らせていただきます。こちらは資料3で、1枚ですね。では事

務局から説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局 はい。ＮＰＯ法人おでかけサービス杉並で、今回、料金改定予定です。前回、

第2回協議会で更新協議をさせていただいています。その後、1キロ短縮料金を反映した料

金改定で、今回、料金のみの協議になります。資料は裏表になっておりまして、29年4月

1日から適用予定ということで、案と書いているほうが今回新しくお出しになったもので、

現行のものが裏側です。ここの団体さんは、決済方法としてまとめて月決めで請求をして

いらっしゃるので、端数が生じた金額になっております。以上、事務局からです。 

○会長 はい。おでかけサービス杉並さんから、何か補足で説明等ございますでしょうか。 

○おでかけサービス杉並 補足、特にありません。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 今、説明がございました運賃の改定案につきまして、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。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 そうしましたら、4月1日からということで、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。 

○おでかけサービス杉並 ありがとうございました。 

（ おでかけサービス杉並関係者は傍聴者席へ移動 ） 
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（ 杉樹会関係者は登録団体席へ移動 ） 

○会長 続きまして、料金改定の協議でございます。資料4、社会福祉法人、社会福祉法

人杉樹会サポートさんじゅから出されております料金改定について、協議させていただき

たいと思います。まず、事務局から資料4の説明をよろしくお願いします。 

○事務局 はい。社会福祉法人杉樹会さん。今年度の第1回協議会で福祉有償運送事業を

始めますということで協議していただいたかと思いますが、8月3日から登録を得て運行を

開始していらっしゃいます。初年度ということで、次回の更新は平成30年ですが、今回、

短縮料金が実効性を持ってきたということで、やはり同じように1キロ区分を設定されま

して、平成29年4月1日から適用予定ということです。資料4と書いてある案が新しく今回

お出しになっている料金表で、裏が現行のものです。基本的にその他迎車料等は変更なし

です。あと、介助料が若干細かい刻みになりまして、15分ごとになると伺っております。

以上、事務局からです。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。 

 杉樹会さんから何か補足で説明がございましたら、お願いします。 

○杉樹会 特にありません。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 実際、8月から運行を始められて、どんなご様子ですか。 

○杉樹会 基本的に私どもは特別養護老人ホームの入居者さんの送迎から始めたんですけ

ども、やはり場所柄、清川病院ですとか河北がメーンなので、2キロ以内の送迎が多いの

で、今回はちょうどタイミングがよかったかなと思っております。介助料も15分刻みにさ

せていただこうと思っているのは、やはり銀行、郵便局、本当に駅前のちょっとしたご用

の方が多いので、それで15分にさせていただきました。 

○会長 はい。ありがとうございます。そうしましたら、杉樹会から出ております料金改

定につきまして、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 いいですか。実際に4月からですか、運行して始めたのは。 

○杉樹会 8月です。 

○高橋委員 8月。利用者が何人ぐらいふえているのか、減っているのか教えて下さい。 

○杉樹会 利用者様の数ですか。少しずつふえておりまして、登録の方が70名ぐらいです

かね。 
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○委員 ああ。すごいな。 

○会長 利用されている方は、入所されている方が中心ですか。 

○杉樹会 入居者様と、あとご近所の方が多いです。 

○会長 ああ。では、やっぱり口コミで広がるという感じで。 

○杉樹会 そうですね。はい。 

○会長 ありがとうございます。 その他、何かございますでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 特にないようでしたら、社会福祉法人杉樹会から出されておりました料金改定に

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。 

○杉樹会 ありがとうございました。 

（ 杉樹会関係者、傍聴者席へ移動 ） 

○会長 議題は以上になりますけれども、その他、委員の方から何かございますでしょう

か。 

○委員 はい。今、5団体が運賃の更新になったと思うんですけど、杉並では6団体あった

かと思いますが、今、登録は何団体ですか。 

○事務局 登録が全部で7団体です。 

○委員 7ですか。そうですか。 

○事務局 はい。来年度の29年度の第1回協議会のときに、いたるセンターさんという、

こちらも社会福祉法人の団体が更新予定なのですが、今の登録が6月9日までなので、5月

のゴールデンウイーク明けから下旬までぐらいの間に次回協議会を開催させていただけれ

ばと思っております。 

○委員 730円という介護限定の料金は残っていくわけですけども、今日の5団体の中で、

変な話で杉並ルールじゃないけども、１キロ410円を基準にほぼ料金が集約していて、サ

ンフレンズさんも次の介護の改正では合わせようと思いますというお話をいただいている

わけです。あと２団体がどういう運賃だったかちょっと覚えていませんけども、今度の１

キロ410円というのを、杉並区の中では混同するといけないのでそれをベースに考えてい

くのがいいのかなということで。まあ、2キロまでのお話ですから、2キロ超えればあとほ

ぼ同じということだし、運賃が私たちタクシー事業者も含めて半額になったということを、

何しろマスコミでわんわんやっているわけですから、ＮＰＯの有償運送も、スタートは１
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キロなんだよと。ということで統一していければいいなと思うので、ここで決定じゃない

ですけども、そういう流れで、各委員の方にもお願いできればいいのかなと思います。 

○会長 はい。ありがとうございました。他に何かございますでしょうか。 

○委員 いいですか。今の意見なんですけども、例えば来年、5月ぐらいまでに、事務局

から、1キロの初乗りということに合わせた運賃体系は考えていませんかというようなサ

ジェスチョンをすることは可能なんだよね。 

○事務局 はい。事務局からも、当初この初乗りに関しては1キロに一本化されるのかな

というような論調もありましたので、各団体さんには今回出たプレスリリースも含め、距

離についてお伝えしております。ただ、やはり団体さんの規模によっては対応が難しいと

いうこともあるようです。次回、来年度の第1回協議会に更新協議予定の、いたるセンタ

ーさんはその時、料金についての変更も出てくるかと思うんですけれど、前回、28年度第

2回協議会で更新をしたポプラの会さんというところが、料金改定について、平成29年度

の第1回にお出しになるか、またはもう少し準備とか周知に時間がかかるようでしたら、

もう1回、29年度第2回協議会として、委員の皆さんに協議していただくことになるのか。

という状況です。 

 ただ、介護タクシー料金で2キロ区分が残るというお話でしたので、団体さんのほうで

どのような判断をされるか。短縮料金についての情報は事務局として提供しておりますが、

改定されるかどうかは、その団体さんの判断といいますか、回答待ちという形になってお

ります。よろしくお願いします。 

○会長 はい。そうですね、いたるセンターさんも先ほどの介護保険と同じようなご事情

で、いろいろ手続的に面倒なこともあるかもしれないですよね。 

○事務局 そうですね。ただ、サンフレンズさんは、重要事項説明書に送迎の料金等も全

部記載されているので、料金改定の度に新しく契約を取り交わすというのが負担――利用

者様にとっても負担だと伺っておりまして、いたるセンターさんについては、どのような

契約を結んでおられるかにもよるかと思います。非常に登録会員数が多い団体さんで、

500名近く会員登録はしておられるんですが、稼働件数はそんなに多くないので、福祉有

償として個別の契約を結んでやっていらっしゃるようでしたら、多少料金等の変更は柔軟

にできるのかなとは思います。以上です。 

○会長 わかりました。ありがとうございました。 他にはいかがでしょうか。お願いし

ます。 
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○委員（運輸支局） すみません。今回、登録更新団体様で、先ほど事務局からご報告が

あったとおり、全団体、事故はなかったというご報告をいただいたので、ありがたいなと

いったところでございますが。 

 他の運営協議会にも出席させていただいている中で、高齢者の方がドライバーをやって

いらっしゃる団体様がかなり多数ございます。やはり、どちらかというと、やはり健康起

因に端を発するような事故が、緑ナンバーでも発生しているようなところもございます。

ですので、もう一度安全対策、あとは運転手様の健康管理を、いま一度ご確認をお願いし

たいといったところでございます。何と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。 

 福祉有償運送に限らず、最近いろいろ話題になっている高齢者ドライバーの問題かと思

いますが、結構、退職されてからドライバーという方がいらっしゃるかと思いますので、

各団体で気をつけていただければと思います。 他にはいかがでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 事務局から何かございますか。 

○事務局 はい。それでは、その他議題として、先ほどからお話が出ておりました29年度

の第1回の協議会の日程につきまして、いたるさんの更新等も視野に入れますと、5月19日

あるいは22日あたりを想定させていただければと思っております。まだ先の話なんですが、

もしこの場でもう日が決まるようであれば、どちらかの日ということで決められれば、ご

案内を事務局からお送りさ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。

5月19日ですと、金曜日になります。5月22日になりますと月曜日ということになりますが。

今まで比較的月曜日開催が割と多いこの会なんですけれども、もし皆様のご都合がよろし

ければ、22日で設定させていただけたらと思うんですけれども。 

○委員 私も、19日だと、連合会の総会だから。 

○事務局 そうなんですね。では、一応5月22日を予定ということでよろしいでしょうか。

また改めて開催通知は送らせていただきたいと思います。 

 それから、福祉有償の運送運営協議会の委員の任期の更新が来年度ございます。就任依

頼につきましては、各関係書類を事務局からまた送付させていただきたいと思っておりま

す。ただ、継続がもし難しい方がいらっしゃるようであれば、わかった段階で、事前に事

務局までご連絡いただければ大変ありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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 それから、あと1点、先ほどの事前の配付資料のときにご案内が漏れました。本日、外

部委員の方には、報酬に対する支払調書を封筒に入れてお配りさせていただいております

ので、ご確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上になります。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 そうしましたら、今日はこの後、新しいタクシーの情報提供ということでＤＶＤを見せ

ていただくことになっております。会議は一旦閉めたいと思うんですが、今日も皆さん、

協議進行にご協力していただき、ありがとうございます。 

 ちょっと冒頭で言い忘れてしまったんですけれども、10年以上かな、足かけ10年過ぎた

と思うんですけど、杉並の有償運送の関係の仕事をさせていただいているんですけれども、

私の地元のある区では、その間、一つも団体が出ることなく、ずっと来ております。当初

から杉並区は非常に団体が多くて、福祉有償運送の活動も活発で、横のつながりも非常に

強くて、そういうところは本当に他の区などからもうらやましがられているところじゃな

いかと思います。そんな中、団体数も多くて活動も多い中、先ほど運輸支局の方もおっし

ゃっていましたけれども、大きな事故もなくというのは、やはり協議会の皆さんにも真剣

に協議していただいているたまものじゃないかなと思いますので、今後ともどうぞよろし

くお願いします。 

 協議会はこれで終わりとして、一旦閉め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。 



 

 

平成２９年 １月１６日 

杉並区役所 第１委員会室 

 

 

平成２８年度 第３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（杉並移送サービス・資料５） 

 ・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（福祉送迎サービス杉並・資料１） 

  ・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 登録更新協議（サンフレンズ・資料２） 

  ・事業者概要（事務局） 

・補足説明・質疑応答 

 

 ４ 福祉有償運送事業者 料金改定協議（おでかけサービス杉並・資料３） 

・補足説明・質疑応答 

 

５ 福祉有償運送事業者 料金改定協議（杉樹会・資料４） 

・補足説明・質疑応答 

 

その他 

・平成２９年度第１回協議会日程について 

   ・福祉有償運送運営協議会委員 任期更新について 

 

 

 

[資 料] 

・ 資料１  登録更新協議（福祉送迎サービス杉並） 

・ 資料２  登録更新協議（サンフレンズ） 

・ 資料３  料金改定資料（おでかけサービス） 

・ 資料４  料金改定資料（杉樹会） 

・ 資料５（机上配布） 登録更新協議（杉並移送サービス） 

・ 資料６（机上配布） 関東運輸局プレスリリース（平成２８年１２月２０日） 



№ 団　体　の　状　態

団　体　名 認定ＮＰＯ法人　福祉送迎サービス・杉並

所　在　地 杉並区清水３－２７－２

代　表　者 理事長　長谷川　信儀

2 運送の対象
登録会員   ２１５ 人

(平成  ２８年 １2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 台

セダン型車両  8 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  2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】
　初乗り料金 1Km 200円
　加算料金 1Km　ごとに170円
　迎車回送料　300円
　乗降介助料　200円
　軽介助料　250円／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 N活動実績報告書

車両の表示

自動車内の掲示

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
   役員名簿
C 登記事項証明

4

使
用
車
両

F 自動車登録簿
※車検証(写)、任意保険書
（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

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。



№ 団　体　の　状　態

団　体　名 社会福祉法人　サンフレンズ

所　在　地 東京都杉並区松ノ木３－１６－１２

代　表　者 理事長　安藤　雄太

2 運送の対象
登録会員   　４３ 人

(平成  ２８年 １２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 ５ 台

セダン型車両  0 台

使用権原

運転協力員人数 ５ 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】
初乗　360円＋45円／288m
  

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)、任意保険書
（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

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
   役員名簿
C 登記事項証明



実走行料金 タクシー タクシー

走行料金 走行行金
の１／２

Ａ Ｂ Ｃ＝Ｂ／２

200 410 205

368 730 365

536 1,130 565

704 1,450 725

872 1,770 885

1,040 2,090 1,045

1,208 2,490 1,245

1,376 2,810 1,405

1,544 3,130 1,565

1,712 3,450 1,725

1,880 3,770 1,885

2,048 4,170 2,085

2,216 4,490 2,245

2,384 4,810 2,405

2,552 5,130 2,565

2,720 5,530 2,765

2,888 5,850 2,925

3,056 6,170 3,085

3,224 6,490 3,245

3,392 6,810 3,405

　　　　　　　　　　　　　運賃改定案　                                  資料3

特定非営利活動法人おでかけサービス杉並

　距離制運賃（乗車から降車まで）

①初乗料金　：　１ｋｍ　　　　２００円

②加算料金　：　１ｋｍごとに１６８円

③改定時期　：　２０１７年　４月　１日

運賃比較表

実走行距離

～１２ｋｍ

～２ｋｍ

～３ｋｍ

～４ｋｍ

～５ｋｍ

～６ｋｍ

～７ｋｍ

～８ｋｍ

～９ｋｍ

～１０ｋｍ

～１１ｋｍ

～１ｋｍ

～１９ｋｍ

～２０ｋｍ

～１３ｋｍ

～１４ｋｍ

～１５ｋｍ

～１６ｋｍ

～１７ｋｍ

～１８ｋｍ



社会福祉法人杉樹会　サポートさんじゅ

走行料金の
改定案

タクシー料金の半
額比較

タクシー料金
タクシー料金

の半額

Ａ Ｄ＝Ａ/Ｂ Ｂ Ｃ＝Ｂ/2

～１Km 200 48.8% 410 205

～2Km 370 50.7% 730 365

～3Km 540 47.8% 1,130 565

～４Km 710 49.0% 1,450 725

～５Km 880 49.7% 1,770 885

～６Km 1,050 50.2% 2,090 1,045

～７Km 1,220 49.0% 2,490 1,245

～８Km 1,390 49.5% 2,810 1,405

～９Km 1,560 49.8% 3,130 1,565

～１０Km 1,730 50.1% 3,450 1,725

～１１Km 1,900 50.4% 3,770 1,885

～１２Km 2,070 49.6% 4,170 2,085

～１３Km 2,240 49.9% 4,490 2,245

～１４Km 2,410 50.1% 4,810 2,405

～１５Km 2,580 50.3% 5,130 2,565

～１６Km 2,750 49.7% 5,530 2,765

～１７Km 2,920 49.9% 5,850 2,925

～１８Km 3,090 50.1% 6,170 3,085

～１９Km 3,260 50.2% 6,490 3,245

～２０Km 3,430 50.4% 6,810 3,405

走行距離

　　　　　　　　　　　　価格改定(案）    　　　　　　　　    　　　　　資料4

①初乗り走行料金：１Ｋｍ　￥200
②加算料金：１Ｋｍごとに　￥170
③病院内・お買物等の介助料：15分ごとに￥250 
④改定時期：平成29年4月1日



№ 団体名

団　体　名 特定非営利活動法人　杉並移送サービス

所　在　地 東京都杉並区阿佐谷南２－２２－１７

代　表　者 理事長　若宮　恒徳

2 運送の対象
登録会員   　２５７　　人

(平成  ２８年 １２月２８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  ８台

セダン型車両 １５ 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 １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：
対物：

任意保険証（写）
（事務局確認）

7 運送の対価

【利用者負担額】
　 初乗り １Km 　\１８５
  （２Km以降現行料金据置）
　　迎車料　　　￥３０９
　　乗降介助料　￥２０６
 　　軽介助料　　￥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 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)、任意保険書
（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

資料5　　　

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
   役員名簿
C 登記事項証明



資料６












	1第3回杉並区福祉有償運送運営協議会
	2会議次第　
	3更新(福祉送迎杉並）
	4更新(サンフレンズ)
	5料金（おでかけ）
	6料金（杉樹）
	7更新(移送)
	8運輸局プレス



