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障がい者福祉課長  

 ただいまより、第14回板橋区福祉有償運送運営協議会を開催いたします。  

 開催に当たりまして、お手持ちの資料のご確認をお願いいたします。事前に送付させて

いただきました資料１から資料10までのものにつきまして、皆様お手元にございますで

しょうか。  

 なお、配付資料ですが、大変申しわけございません、一部訂正がございまして、訂正後

の資料を本日お席のほうに配付させていただいております。  

 まず、次第ですが、配付資料４のところ、内訳のところでございますが、こちら板橋区

ともに生きる福祉連絡会様が正しいのですが、連絡福祉会となっており、大変失礼いたし

ました。正しくは福祉連絡会でございます。大変申しわけございません。また、９ページ

及び74ページに訂正がございます。詳しくは、後ほど各団体のほうから説明をさせてい

ただくこととなっております。  

 また、１つ皆様にお願いがございます。本日の協議会の会議録を作成するため録音させ

ていただいておりますので、発言される方は、発言される前にお名前をおっしゃっていた

だいてからお話を始めていただきますようお願いいたします。ご協力のほど、どうぞよろ

しくお願いいたします。  

 また、本協議会は、会議の透明性の観点から傍聴制度を設けておりますが、本日は傍聴

の申し出はございませんでしたので、お知らせいたします。  

 では、次第に沿いまして、小池会長よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたし

ます。  

 

小池会長  

 皆さん、こんにちは。  

 本日は、ご多用のところ、第14回板橋区福祉有償運送運営協議会にご出席賜りまして

誠にありがとうございます。  

 また、前回は私にとっても初めてという会議でございましたけれども、調整がちょっと

うまくいきませんで、欠席をさせていただきまして、大変ご迷惑をお掛けしまして申し訳

ございませんでした。特に、丸山先生には議事進行を変わってしていただいたというふう

に承っておりまして、ありがとうございました。この場をお借りしまして、お詫びとお礼

を申し上げさせていただきたいと思います。ありがとうございます。  



-2- 

 そういうことで、改めまして、自己紹介を兼ねましてご挨拶のほうをさせていただきた

いかなというふうに思ってございます。  

 私は、本年４月１日に福祉部長ということで就任いたしました小池喜美子と申します。

福祉部に所属するのは２回目でございまして、以前といいますか、前は、ちょうど平成

14年の支援員制度の準備の年に、板橋福祉事務所の障がい者支援係長ということで福祉

部の仕事をさせていただいたという経験がございます。約10年ぶりの福祉部の復帰とい

うようなことになるのですけれども、その間、私の個人的な感想ですけれども、障がい者

施策ということにつきましては随分大きく変わってきているのだなという感想を持ってお

ります。特に、この自家用有償旅客運送という事業につきましては、私が、お休みという

と何ですけれども、ちょっと離れておりました10年間の間に、皆様のご協力、あるいは

ご尽力をもちまして定着してきた事業だというふうに思っております。その点につきまし

ては、皆様のご尽力に対して感謝と敬意の意をあらわしたいというふうに思っているとこ

ろでございます。  

 そうは言っても、まだまだ障がいのある方の施策、サービスということについては、不

足している部分も多い状況ではあると認識はしております。ただ、本日、資料の10とい

たしまして、障害者差別解消法パンフレットというものをつけさせていただいております

けれども、やはり本年の４月１日よりこの障害者差別解消法が施行されまして、その中で

合理的配慮というような考え方が打ち出されたわけでございます。合理的配慮につきまし

ては画期的な出来事だなというふうに思っておりまして、実施については、特に民間の事

業者さんについては非常に難しい面がございますけれども、障がい者の方のサービス提供

ということでは欠かすことのできない今後、考え方になりますので、皆様におかれまして

も十分なご理解をいただきまして、サービス提供ということをしていっていただきたいな

というふうに思っているところでございます。  

 少し長くなりましたけれども、本日は、そういうことも含めまして、よろしくご審議の

ほどをお願いしたいというふうに思います。本日はありがとうございます。  

 

障がい者福祉課長  

 それでは、次第に沿いまして、次の次第の２でございます。  

 名簿の順に各委員のご紹介をさせていただきます。  
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委員の紹介  

 

障がい者福祉課長  

 なお、本日、関東運輸局東京運輸支局首席運輸企画専門官、尾崎行雄様は、ご都合によ

りご欠席のため、代理として運輸企画専門官、小川良樹様がご出席です。また、池袋交通

株式会社常務取締役、吉田貴美夫様は、ご都合によりご欠席でございます。続きまして、

板橋区の職員をご紹介させていただきます。  

 

板橋区職員の紹介  

（介護保険課長  丸山弘委員は他の公務のため、代理として介護保険課管理相談係長  中

条英雄が出席）  

 

障がい者福祉課長  

 また、本日は、２団体の協議がございますので、各団体の出席者の方を紹介させていた

だきます。  

 

各団体の出席者の紹介 

 

障がい者福祉課長  

 それでは、議長を小池会長にお願いいたします。  

 

小池会長  

 それでは、規定でございますので、議事進行のほうをさせていただきます。皆様のご協

力のほうどうぞよろしくお願いいたします。それでは、協議に入りたいと思います。  

次第の３でございます。板橋区における福祉有償運送の必要性について、事務局から説明

をお願いいたします。  

 

事務局  

 

板橋区における福祉有償運送を取り巻く現状について、資料３により説明  
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小池会長  

 ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に何かご質問のある方はいらっしゃ

いますでしょうか。よろしいでしょうか。  

 

（発言する者なし）  

 

小池会長  

 今、係長のほうからもありましたけれども、板橋区における福祉有償運送の必要性につ

いては、必要性があるということでご協議いただきたいということでございます。  

 それでは、続きまして、次第の４になりますけれども、（１）でございます。  

 特定非営利活動法人板橋区ともに生きる福祉連絡会板橋区地域生活応援センターの道路

運送法第79条の6に基づく有効期間の更新登録申請についてのご協議をお願いしたいと

いうふうに思います。まず、事務局のほうから説明をお願いいたします。  

 

事務局  

 説明させていただきます。  

 板橋区地域生活応援センターさんは、平成17年10月の第３回運営協議会で承認され、

国土交通省の登録を受けて福祉有償運送を実施していらっしゃいます。  

 平成25年11月20日の第11回運営協議会での更新に係る審議に続き、本日、第４回目

の更新に係る協議となります。よろしくお願いいたします。  

 

小池会長  

 それでは、ここで１点、まず確認させていただきますけれども、板橋区福祉有償運送運

営協議会設置要綱第３条第４項の規定に基づきまして、板橋区地域生活応援センターに所

属されております有償運送利用者代表であられます堀井真由美委員につきましては、ご発

言はできますけれども、当該議事決定には参加できないということになっておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、申請団体の協議についてです。特定非営利活動法人板橋区ともに生きる福祉

連絡会板橋区地域生活応援センターの道路運送法第79条の6に基づく有効期間の更新登

録申請及び対価について、板橋区地域生活応援センター様よりご説明お願いいたします。 
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板橋区地域生活応援センター  

 それでは、更新申請につきまして、審査していただく内容を順次説明させていただきま

す。  

 それでは、９ページの資料５のほうから、これは前回の申請と対比していまして、変わ

ったところは、差し換えになった部分が正しいのですけれども、大きくは料金自体は変更

はしておりません。それで、車両が昨年の４月から２台を１台に減車しました。それにつ

きましては、次の資料の５でまた説明させていただきますので、10ページの様式第２－

２の自家用有償旅客運送の更新登録の申請、この内容につきましては目を通していただい

て、前回と同様、変わっているところは11ページの中ほどの車両の保有のところの台数

が１台になっていると思います。内容的には、あとは変更ありません。  

 続きまして、13ページから22ページまでの板橋区ともに生きる支援団体の定款につき

ましては、時間の制限がありますので省略させていただきます。  

 それと、23ページから25ページまでが、登録されています商業登記簿謄本、板橋区と

もに生きる支援団体の謄本となっております。  

 26ページが当ＮＰＯの役員名簿となっております。  

 27ページが様式第８号申請書、28ページが保有車両の車検証の写しになります。  

 29ページが様式第４号で、運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿、前回と変わらず、

私が担当しております。内容も、運転免許の種類も前回同様大型二種ということで申請さ

せていただきます。  

 30ページが、私の免許証の写しとなっております。  

 31ページが参考様式第５号とほぼ同じで、運転者台帳となっております。免許証の内

容について内容を細かく表記しております。  

 32ページが様式第５号、運行管理の責任者就任承諾書となっております。  

 33ページが様式第６号、運行管理の体制等を記載した書類、これはトヨタの車が日産

の車に変わった関係で、（イ）の整備管理の責任者の就任予定名簿が、前回と違う方にな

っているかと思います。これは日産自動車にいつも整備をしていただいている整備の方で

す。  

 それと、34、35ページが自動車保険の内容となっております。補償内容と保険金額は、

対人対物等は無制限で、同乗者、人身傷害で１名につき3,000万、搭乗中のみの補償と

なっております。これは、平成26年の６月20日に損保ジャパンから東京海上日動火災保
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険のほうに内容を充実させるために変更しました。  

 36ページから参考様式第２号、平成27年度の利用者の登録情報になっております。全

部で38名ご利用者がいます。  

 37ページが参考様式第ロ号、これは38名の方の障がい状況、会員の方の障がい状況に

ついて明記しております。  

 内容的には前回と変わっていないので、ちょっと飛ばして、38ページが運送対価比較

表、ここも料金的には全く変更しておりません。ただ、タクシー料金のほうが平成26年

の４月１日から消費税が５％から８％に上がった関係で、初乗り２キロ710円が730円

になっている部分だけは変更しました。それにつきましては、一応事例として時間制料金

で、中ほどの慶応病院と、あと事例の２で距離制料金ということで、一応所沢のほう、国

立リハビリテーションセンターへの移送を行った場合のケースを、前回同様、タクシー料

金のほうはちょっと修正しておりますが、応援センターは変わっていない料金で計算して

おります。  

 続きまして、39ページが参考様式第ハ号、安全運転のための確認表、40ページが実際、

運行で使っている運行記録表、実際に今現在使っている記録であります。  

 41ページが参考様式第ト号、事故の記録、今のところ事故は無事故、無違反で営業と

いうか、移送、乗っていますので、特に自損していることはありません。  

 42ページが参考様式第チ号、苦情処理で、それと、その最後43ページが、今現在、国

土交通省のほうからも自家用有償旅客運送者登録証として登録いただいています平成26

年１月12日から平成2９年１月11日までの登録証の写しとなっております。  

 それと、44ページが、平成26年度と27年度の活動状況表を、金額等、人数等で表示

しております。  

 最後、45、46、47が、年度末、締めた後に国土交通省のほうに提出しています自家

用有償旅客運送輸送実績報告書、25年度、26年度、27年度の３枚、一応写しを添付さ

せてもらいました。  

 以上で、更新申請についての説明を順番にさせていただきました。協議のほうをよろし

くお願いします。以上です。  

 

小池会長  

 ありがとうございました。  
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 ただいまのご説明に何かご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。  

 

A委員  

 ２台を１台に減車されたというお話でございますけれども、何か理由はどういうところ

で。予算が少なくなったということですか。  

 

板橋区地域生活応援センター  

 理由は、トヨタの車で排気量2,500のハイエースと1,800のタウンエースを保有して

いたのですけれども、タウンエースのほうがもう年式が14年を超えてきまして、夏場、

35度を超えるとエアコンがきかなくなってきたのがもう一、二年続いていまして、それ

で一応これではまずいということで、応援センターとか、当事業所のほうも財源がないも

ので、日本財団のほうにインターネット申請しまして、３年前に、それの審査が通りまし

て、日産のキャラバンが１台配備されることになりまして、それで、その時にキャラバン

とハイエースを何カ月か使ったのですけれども、同じ大きさの車を２台持っていても、ち

ょっと使い勝手が悪いということで、ハイエース自体ももう10年を超えていて、修理も

リフトが１回壊れて修理代がかかったときもあったり、やっぱり中古車で買ったハイエー

スでしたので、メインのリフトが壊れた時を含めて修理の場合が増えてきた関係で、日本

財団さんから配備された車１台ということで、今、営業をさせていただいています。  

 

A委員  

 利用者は１台でも足りているということですか。  

 

板橋区地域生活応援センター  

 板橋区内の病院とか、通院とかの依頼はほとんど断ることがなかったのですけれども、

１台になって、もう重なると無理はできないので、やっぱり早くご予約いただいた方を優

先でやっていますので、前よりはちょっとお断りする利用者さんもいました。  

 

A委員  

 大体同じ時間にあれですよね、ということありますからね。ありがとうございました。

以上です。  
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小池会長  

 ありがとうございます。  

 他にございますでしょうか。  

 

（発言する者なし）  

 

小池会長  

 それでは、ほかに質問がないようでございますので、協議会として決定をさせていただ

きたいと思います。  

 それでは、特定非営利活動法人板橋区ともに生きる福祉連絡会板橋区地域生活応援セン

ターの更新登録申請と対価につきまして協議が調ったものといたします。ご異議ございま

せんでしょうか。  

 

（「異議なし」の声あり）  

 

小池会長  

 ありがとうございます。それでは、決定させていただきます。  

 続きまして、次第の４－（２）でございます。  

 一般社団法人ぱざぱ様の道路運送法第79条の2に基づく登録申請についての協議をお

願いしたいというふうに思います。  

 まず、事務局から団体の紹介を含めまして説明をお願いいたします。  

 

事務局  

 ご説明させていただきます。一般社団法人ぱざぱ様、平成28年１月22日に一般社団法

人として設立されました。来年、平成29年当初に高島平で開設予定の短期入所施設の入

居者の方を主に対象として福祉有償運送を行う予定であると伺っております。よろしくお

願いいたします。  

 

小池会長  

 それでは、申請団体の協議に移ります。  
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 一般社団法人ぱざぱの道路運送法第79条の2に基づく登録申請及び具体例につきまし

て、一般社団法人ぱざぱ様よりご説明のほうをお願いいたします。  

 

ぱざぱ  

 一般社団法人ぱざぱと申します。よろしくお願いいたします。初めての場ですので、説

明のつたない点があるかと存じますが、ご了承ください。  

 まず、48ページ、資料５ですが、このとおりの申請内容となります。弊団体の有償運

送の登録に関してなのですが、基本的に障がい者の通所施設である短期入所においての利

用者さんの居宅以外の、例えば、１泊した次の朝に支援学校ですとか、福祉作業所ですと

か、そういった場所への送迎が法律上、障害者総合福祉法上、認められていない点があり

ますので、そういった送迎の補助的な役割として有償運送で利用者さんの送迎ということ

を考えております。  

 次に、49ページになりますが、車両に関しては、持ち込みの車両を１台、ワンボック

スカーで日産のキャラバンを利用しています。  

 そして、49ページの６番ですが、運送しようとする旅客の範囲につきましては、イロ

ハニのところに全て丸が入っておりますけれども、現段階においての会員登録予定の方、

全てイロハニの方が該当しておりますので、このように４カ所の丸ということにさせてい

ただいております。  

 それから、50ページから57ページまでの報酬、定款に関しましては割愛させていただ

きます。  

 58ページが履歴事項全部証明書となりまして、法人の目的等の９番が本案件に該当す

るので、登記上問題ないというふうな確認をとりましたので、このまま定款事項を変更し

ないで申請となりました。  

 59ページ、60ページは、弊団体の理事及び監事になります。  

 61ページの宣誓書は、該当しないということでなっております。  

 それから、62ページの車検証なのですけれども、有効期間の満了する日が28年10月

10日で、現段階では車検が切れておりますが、本申請様式を提出する段階ではまだ車検

は切れておりませんで、車両自体は現在購入予定の日産のディーラーに置いてある状態で

す。車検に関しては、１カ月でも後に延びたほうが得と考えておりますので、今回の短期

入所と福祉有償運送の開業に合わせて、連絡すればすぐに車検がとれる段階ではあります。  
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 63ページ、64ページなのですが、これは特定の書式はないと聞いておりますので、弊

団体が独自で製作した自動車賃貸借契約書です。これは貸し主と借り主の代表者が同じ人

となっておりますが、短期入所のほうの開業が株式会社となっておりまして、その株式会

社の短期入所で使用する車両を一般社団法人のほうに持ち込みという形で賃貸借契約を結

んでおります。  

 65ページ、66ページが、就任予定者と私の免許証になります。  

 68ページですが、ことしの６月に練馬の社会福祉協議会において有償運送の講習会を

履修いたしております。  

 69、70ページにおきましては、現段階では記入等の必要はないので、記入等はありま  

せん。  

 71、72ページが、運行管理の体制を記載した書類になりまして、ご参照いただければ

と思います。  

 73ページの自動車保険に関しましては、実際に車は購入しておりますが、まだディー

ラーのほうに置いたままの状態ですので、あくまでも現段階では見積もりという形になり

ますが、このような契約で納車と同時に契約したいと思います。保険の内容に関しまして

は、対人対物無制限で、それ以外のオプションに関しましては手書きで書いてありますが、

ケア運送（介護タクシー）関係のオプションで、一般的に交通事故以外の、車椅子を乗せ

てリフトの上げ下げの時とかの、転落してけがした等の、そういったものは保険対象外と

いうふうに聞いていますので、リフトからの転落であるとか、それから、車両から施設に

入る時の、転んでけがをしたとか、そういったところまでカバーするような保険のオプシ

ョン契約になります。そちらのほうも同時に契約する予定であります。  

 それから、74ページの旅客の名簿なのですが、書類提出時にまだ会員さんの記入がな

かったのですが、その後、このお話をいろいろ、障がいを持っている方、あとはお年寄り

ですとかに話したところ、ぜひ使いたいということで、本日の別紙の添付資料の黒塗りし

ているところが会員さんになります。板橋区内の有償運送の団体の利用者さんの名簿は、

ほぼ板橋区の方が多いと伺っておりますが、例えば、番号５番の東京都北区の、これ小学

校６年生の女の子なのですが、短期入所のほうを利用する予定の方が自宅の送迎というこ

とで、板橋区発着、板橋区もしくは北区です、発着地が板橋区域になります。それから、

７番の豊島区の方なのですが、板橋中央病院の通院で使っているので帰りは乗りたいとい

うことで、板橋区が発地ということで豊島区の方の利用もございます。５番の北区の方な



-11- 

のですが、イとニに丸がついておりますが、この方は遺伝子の重たい病気で、症状が身体

障がい者１級の肢体不自由、それから、精神遅滞、てんかん性発作等の愛の手帳2度を持

っておりますので、丸2つになっておりますけれども、利用者さんの内訳のほうは内部障

がいから来る身体障がいということなので、次のページの75ページの内訳のほうは２の

ほうに入れさせていただいていて、人数が重複しないように記載させていただいておりま

す。  

 それから、76ページが運送対価の状況であります。  

 それから、77ページ以降80ページまでは、まだ業務開始前となりますので文書等は一

切ありません。  

 ちなみに、私が運転者に就任する予定ですが、現在の仕事なのですけれども、北区内の

ＮＰＯ法人が運営する知的障がい者の通所施設の放課後等デイサービスの生活指導員等、

送迎運転手を行っております。現在は、今年の５月から新しくできた事業所が重心の心身

障がい児の利用者さんばかりのところでございまして、ほぼ脳性麻痺等で体が動かない車

椅子の方が、ほぼ毎日、同じキャラバンで４台フル乗車になりまして、学校から放課後デ

イサービス、放課後デイサービスから板橋区、北区、豊島区の一部までの送迎を私は毎日

しております。以上でございます。  

 

小池会長  

 ありがとうございます。  

 ただいまのご説明にご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。  

 

B委員  

 ちょっと確認なのですけれども、料金は後として、今、追加で説明のあった、配付され

た会員数のところの75ページのところなのですけれども、恐らく74ページの運送を必要

とする理由のイロハニのところで、重複の方を重複しないように知的のほうでカウントし

ているということだったのですけれども、別に手帳を持っている人であれば、左側の身体

障害者手帳と知的のところと両方入れていただいて、総合計のところは、要は、全部で会

員は７名だけれども、重複の方がいる場合にはそれぞれにあっていいはずなので、基本で

いうとハとニが、ここで本当に有償運送が必要かということを確認しなければいけないの

で、例えば、身体１級を持っているのだったら、優先は身体１級にカウントしたほうがい
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いと思います。知的だと単独で移動できないということを証明しないといけない。2つ手

帳を持っていたり、要介護で身体障害者手帳１級を持っている人はそこはダブルとカウン

トしても、総合計は延べ人数じゃなくて実人数でいけると思います。それと、知的のとこ

ろの重度、中度、軽度で重度が２とあるのですが、愛の手帳は何度だったですか。  

 

ぱざぱ  

 ２度です。  

 

B委員  

 どちらも。わかりました。  

 それから、お一人、要支援の方だけの方が６番目の方でいらっしゃるのですけれども、

要支援の方というのは、２人か、ごめんなさい、２人いて、要支援の１はどういう感じの

方ですか。  

 

ぱざぱ  

 パーキンソン病です。  

 

B委員  

 普段一人で移動が難しい方。  

 

ぱざぱ  

 自宅マンションの下の階の方なのですけれども、毎日のように見ておりますけれども、

ちょっと一人では歩けない状態です。  

 

B委員  

 身体障害者手帳とかはお取りになっていない。  

 

ぱざぱ  

 介護手帳というか、要支援の手帳はあります。  
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B委員  

 それと、もう１個確認なのですけれども、旅客名簿で一応、板橋区外の人がいることは

全然問題ないのですけれども、発着地のどちらかが板橋区というふうになるので、運送の

区域については、それぞれ他区の方は、板橋区外、例えば北区から北区とか、北区から豊

島区というところの場合は利用できないということは、その方もご存じということでよろ

しいですね。  

 

ぱざぱ  

 はい。あくまでも着地か発地が板橋区ということなので、北区の方とかには、あくまで

も使っていただくときは弊社の短期入所を使っていただくときという形で説明をさせてい

ただいております。  

 

B委員  

 それと多分、後で料金のところで話しになると思うのですけれども、この事業に関して、

ぱざぱさんのほうでは複数乗車ということは想定しているのでしょうか。要するに、１回

の乗車で、原則は１回、１人の人をドアツードアで移動になるのですけれども、２人以上

が同時に乗って料金を徴収するという可能性とか、そういういうことの想定はあるのでし

ょうか。  

 

ぱざぱ  

 将来的には発生するかと思いますが、例えば、支援学校からこちらに来るときは、低学

年、高学年と１便、２便という形で、下校時間等のずれがありますので、同じ学年の同じ

ご家庭の家のお子さんが同時に弊団体の施設を使っていただけるということが、そんなに

あるのかなと逆に思いますよね。  

 

B委員  

 要は、複数乗車をするかしないかということで料金がいろいろ変わってくるので、今の

料金体系のままであれば、基本的に複数乗車は想定していないということになるので。  
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ぱざぱ  

 現段階ではそうです。  

 

B委員  

 そうですよね。もし複数乗車をする場合であれば、この料金体系を使えないので、その

ときはまた別の、要するに一人ずつ、半分ずつとか、何か別の設定をしてこちらにかけて

いただくことになるので、そこはご理解をいただければと思います。  

 

ぱざぱ  

 例えば、学校までが1,000円という料金の方が、２人乗車の場合は１人ずつ500円ず

つの徴収という理解でよろしいわけですか。  

 

B委員  

 それは団体のほうで想定して、ここの運送対価比較表のような形で、タクシー料金のお

おむね半額程度に収まるような形で、1人の場合はこれぐらいだけれども、複数乗車の場

合はこんな形にしますというのをお示しいただければ大丈夫だと思います。  

 

ぱざぱ  

 わかりました。  

 

小池会長  

 ほかにございませんでしょうか。  

 

B委員  

 タクシー事業者の方がいるので、私より専門なので聞いていただけるかなと思ったので

すけれども、運送対価比較表の中のタクシー料金のほうのことで、実際の運送コース例が

ＡとＢと載っているのですけれども、これ距離と時間が合算されちゃっているのですけれ

ども、通常、距離制でやった場合、時間制、要するに10キロメートルの走行を23分、こ

れだと適用するということになってしまうので、普通、合算はしないと思っているのです

けれども。  
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ぱざぱ  

 運送コースＡ、例のＡのほうですが、こちら時間となっているのですが、距離の間違い

でございます。それで、計算方法なのですが、タクシー料金のところで距離11キロ、

2,790円、その下の時間23分、1,260円、これ本来は入れずに計算するところ、計算を

間違えまして申しわけございません。実際は、計算し直しますと、障がい者割引も合計し

たものを１割で計算しますと3,440円、これを単純に割る２しますと1,720円になりま

す。それに対して弊団体では1,900円との料金になっておりますが、いわゆるおおむね

半額という金額よりかは若干超えてしまうのですが、あくまでも一番上の表の右側の基本

の料金設定のところは、実費と思われる金額を合計して出た金額を逆算して、大体これぐ

らいだろうというところから計算したものであります。  

 それから、運送コースＢのほうなのですが、こちらのほうも、時間の42分30秒、

2,160円、こちらも本来は入れずに計算して、障がい者割引がマイナス530円になりま

して、4,820円、タクシーの場合は多分そこで降りて、診察が終わってからまた新しい

タクシーに乗ると思われますので、4,820円掛ける２にしますと、9,640円がタクシー

の料金というふうに考えますと、それに対して6,000円というのは、おおむね半額とみ

なされるのかというところが、現段階では手前どもでは判断いたしかねるところなのです

が。  

 

B委員  

 そうしますと、もう１個、ぱざぱさんのほうの料金表でいくと、距離と時間が両方ある

のですけれども、一応、国土交通省の自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の

取り扱いについてという通知の中では、距離制と時間制と定額制の中から選択するものと

いうことに原則はなっているのですけれども、これは選択というより両方とるということ

でしょうか。要するに、距離制もとります、時間制もとります、そういうふうに読み取れ

ちゃうのですけれども。  

 

B委員  

 この計算方法では、１キロ台100円、例えば、10キロ走りましたら1,000円、それプ

ラス、それにかかった時間が30分でしたら1,500円プラス、初乗りがありますので、２

キロをマイナスしないといけませんので、実際には500プラス時間、時間プラス10キロ
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だから、１キロ800円というふうになりまして、1,800円というふうになります。  

 

B委員  

 要するに、運送の対価の設定のときに、距離で1キロ幾らという形で、もしくは最初の

初乗りの部分と距離ごとに幾らというのがあって、距離だけでとる場合と、それから、事

業所によっては、時間で、１時間で丸々幾らですよみたいな感じで、距離とはまた別な形

でやる場合と、それから、定額で１回の利用ごとに幾らという、この3つの対価の方法が

あって、原則的にはどれかを選択するという形なのです。例えば、距離制と時間制を2つ

やる場合には、それなりの合理的な理由がないといけないかなと思っているので、そのあ

たりどういう設定、理由でこのように設定されたのかなと思ったのですけれども。  

 

ぱざぱ  

 利用者さんの中には、確かに先ほどお話で出ましたパーキンソン病の方は慶応病院に行

かれているというふうに聞いておりますが、弊団体に関しましては、おおむね板橋区着の、

この辺の近い界隈での運行がメインになるのではないかというふうに思っております。そ

れで、例えば、施設から支援学校まで行くのに２キロぐらいだったと仮にしましても、

500円と、例えば仮に200円の距離の初乗りを含めた料金設定ですと、700円等になっ

てしまうわけです。それに関して将来的に利用者さんが増えた場合、例えば、アルバイト

等での運転手さんを雇ったとしても、多分お給料までは払い切れないような低額になって

しまいますので、せめてプラス30分につき500円はいただきたいなと、最低限の経費を

賄えるぐらいを想定しますと、距離とプラス時間を合算したものを利用者さんにご請求申

し上げたいと現段階では思っております。  

 

B委員  

 ちょっと今の……  

 

A委員  

 私は、これ時間と距離というのは別々に、どちらかそのときに契約するのかと私はこれ

を読んでいたのですけれども、これ要綱を作っていくと、そういうあれは料金設定にはな

い、ちょっと問題があるのではないですか。これだと取り過ぎてしまうのではないですか。
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30分500円で、それで500円で、また距離で２キロ加算で１キロごとに100円取って、

また時間500円取るというと高額になってしまうのではないですか。だから、もともと

これ別々の話じゃないのですか。  

 

ぱざぱ  

 そうです。申しわけありません。  

 

A委員  

 そうですよね、そういうことはあり得ないのではないか、その辺はどうですか。  

 

B委員  

 そうであるならば、ここの中で時間をとるのか、距離をとるのかというのをあらかじめ

設定しておいていただいたほうがいいと思います。両方というのは、例えば、さっきおっ

しゃっていた事業所としての運営マネジメント、お給料という部分、それは事業所の問題

であって、ここでは利用者に対して福祉有償運送として合理的な対価設定かどうかなので、

極端な話、事業所としてのお給料とかという部分は、基本的にこれ営利事業ではないので

事業所のほうの自助努力で賄ったいただくことで、もちろんどこも厳しくて、それで撤退

してしまうのですけれども、そういう意味では、営利を目的としない限り、例えば、ボラ

ンティアの延長でやっていくような事業でもあるので、タクシー料金のおおむね２分の１

程度というところで、料金が利用者にとって距離なのか、時間なのかということが明確に

なっていないと、ちょっと利用はしづらいかと、両方とるとなると、タクシーと比較する

とやはりちょっと問題があるかなと思います。  

 

小池会長  

 ぱざぱさん、今日その点について決定がお出来になりますか。  

 

ぱざぱ  

 出来ます。  
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小池会長  

 大丈夫ですか。そうしましたら、76ページで提出していただいた運送対価比較表の正

しい金額を、委員の皆様にお知らせ願えればと思いますけれども。  

 

ぱざぱ  

 それでは、距離でお願いします。  

 

小池会長  

 どういう料金体系になりますか。  

 

ぱざぱ  

 料金体系は、初乗り２キロまで５00円、１キロごと100円の距離制を利用者さんに提

示させていただきたいと思います。  

 

小池会長  

 そうしますと、確認させていただきますけれども、一般社団法人ぱざぱの料金というこ

とで、運送コース例Ａの場合には、500円と11キロで900円ということで1,400円とい

うことでよろしいわけでしょうか。それでよろしいわけですか。  

 

ぱざぱ  

 はい。  

 

小池会長  

 大丈夫でしょうか。そうしますと、運送コース例のＢにつきましては、どうなりますで

しょうか。  

 

ぱざぱ  

 Ｂのほうで説明差し上げますと、初乗り500円、距離が37キロの3,500円、時間のほ

うの2,000円がなくなりまして、合計で4,000円です。  
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小池会長  

 それでは、もう一度確認させていただきます。運送コース例Ａの場合には総額で

1,400円、運送コース例Ｂの場合には総額で4,000円ということで、こちらのほうに協

議をしていただいているということでよろしいでしょうか。  

 

ぱざぱ  

 はい。  

 

小池会長  

 それでは、委員の皆様、大変お手数でございますけれども、そのような形で読みかえて

いただきまして、ご審査のほうをよろしくお願いいたします。  

 

（発言する者なし）  

 

小池会長  

 それでは、対価の比較表について、そのほかに何かご質問等ございますでしょうか。  

 

A委員  

 そういうことですと、時間制運賃は取らないということですか。  

 

ぱざぱ  

 はい。  

 

A委員  

 わかりました。  

 

B委員  

 追加なのですけれども、運行の料金以外に介助が必要な人の、例えば介助等に係るもの

やガソリン代や事務手数料とか、そういったものは設定されていますでしょうか。  
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ぱざぱ  

 例えば、添乗員がいた場合等の人件費ということですか。  

 

Ｂ委員  

 一応、福祉有償運送の中で、利用者から取る料金もきちんと明示する中に、ここの運行

に係る、今でいうと距離制度ですけれども、それ以外の介助料であったりとかが、もし取

るようであれば、事前にお示しをいただかないといけないかなと思って、ただ、ないとい

うことは取らないのかなと思ったので。  

 

ぱざぱ  

 当然、利用者さんの状態によっては必ず添乗員は必要になりますが、そもそも短期入所

のほうは生活指導員が24時間必ず在籍しておりますが、一般的に短期入所は、朝になっ

たら支援学校や福祉作業所等のほうに行きまして、ほぼ短期入所のほうは人がいなくなり

ますので、でも、そちらの従業員も車に乗っていただくという形になりますので、それに

関しては従業員等の、添乗員の給料等は発生しません。  

 燃料代に関しましては、63ページに記入しましたが、あくまでも株式会社のほうから

お願いして一般社団のほうに車を出していただくという名目上、燃料代は短期入所側で持

つという概念のもと、燃料代は株式会社のほうで払うというふうに考えております。  

 

B委員  

 そうしますと、確認なのですけれども、株式会社の事業所のショートステイのほうで、

それに係る燃料代を利用者に別途請求するという行為は当然ないわけですよね。  

 

ぱざぱ  

 ないです。ありません。  

 

B委員  

 そうすると、いわゆる乗降介助に関する部分は介助料という料金が設定できるというこ

とと、運送に当たって添乗員を付き添わせる場合には添乗料という、そういう料金設定が

できるのですけれども、今のご説明だと、ショートステイさんのほうでそこへ添乗するの



-21- 

で、そちらの業務になるので、乗降添乗者がついてもつかなくても、乗降介助が発生して

も、ぱざぱさんの福祉有償運送のほうで利用者のほうに料金を請求することはないという

ことでよろしいですね。  

 

ぱざぱ  

 ないです。  

 

B委員  

 あと、もう１点だけ、これは福祉有償運送とはまた別のものになるから、ここでは協議

することではないかもしれないですけれども、さっき、ショートステイというか、短期入

所のほうでガソリン代を請求することはないということだったのですけれども、短期入所

の料金というのは総合支援法とかである程度決まってはいるけれども、そこに送迎を利用

する人、しない人がいるとして、する人に、別途添乗するからとか、送迎を利用すること

の、福祉有償運送を利用するからという料金の設定とかもないということでいいですよね。 

 

ぱざぱ  

 施設と自宅間というのは、国保連からの送迎加算が別途一律で、詳しい数字は忘れまし

たが、170から180点ぐらいありまして、それに対して板橋区は11.084掛けて、おお

むね1,800とか1,900円ぐらいが料金になりますので、そういったところでいただける

部分は、例えば日曜日、家に迎えに来て、それからまた家に帰るというようなことに関し

ては、有償運送の部分は一切使いません。  

 

B委員  

 それは別の送迎ということですよね。  

 

ぱざぱ  

 そうですね、福祉施設としての送迎加算からいただける部分は有償運送とは関係ありま

せん。  
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B委員  

 それは、こことはまた別のところでトラブルになるので確認するのですけれども。  

 

小池会長  

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。  

 

B委員  

 さっき、定款の説明があったときに、例えば、58ページの履歴事項全部証明書のとこ

ろでご説明があったときに、福祉有償運送はその目的の中の９番の総合支援法に基づく移

動支援事業に該当すると言っていたのですけれども、該当しないので、移動支援は単純に

総合支援法に基づく地域生活支援事業の指導支援で、これは全然省庁も法律も違うので、

例えば、応援センターさんのところであれば、ちゃんと道路運送法に基づく福祉有償運送

事業と入っているので、ここだと別にあえてそれをうたわなくても23番のその他の項目

に入るのかなと思ったのですけれども、９番には該当しないということだけ、すみません、

確認しておきます。  

 

小池会長  

 ありがとうございます。それはちょっと社団さんのほうできちんと整理をつけていただ

きたいというふうに思います。別に記載事項について誤りはありませんので、説明すると

きの話だけですので、お願いいたします。  

 

ぱざぱ  

 はい。  

 

小池会長  

 ほかにございませんでしょうか。  

 

（発言する者なし）  
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小池会長  

 それでは、ほかに質問がないようでございますので、協議会としての決定をさせていた

だきたいと思います。  

 それでは、一般社団法人ぱざぱの登録申請の対価について、協議が調ったものといたし

たいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。  

 

（「異議なし」の声あり）  

 

小池会長  

 異議がないものというふうに判断いたします。それでは、よろしくお願いいたします。  

 では、次にまいります。  

 それでは、最後の議題で、東京運輸支局さんのほうからご報告ということで資料の９を

用意させていただいてございますので、ご説明のほうよろしくお願いいたします。  

 

C委員  

 よろしくお願いいたします。  

 この場をお借りして、ちょっとご報告ということで、近年のタクシー業界の動きという

ものをご説明させていただきたいなと思います。  

 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

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

応じた運賃にする動きが見られまして、こちら板橋区を含む特別区三交通圏に営業所を有

するタクシー事業者各社さん、国が定めた公定幅運賃を変更するよう要請書が国土交通省

に提出されました。  

 内容としましては、これまで初乗り２キロ730円だったものを、１キロ410円程度と

して、そこから段階的に加算していくものでございまして、２キロになったときに現在の

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

ります。  

 地域における法人タクシー、特別区、23区、武蔵野市、三鷹市の一般法人タクシー車

両数ベースで８割以上を占める各事業者さんから要請書が提出されましたので、現在、国

土交通省及び関東運輸局に向け、タクシー運賃の公定幅運賃というものの変更に向けた審
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査をしているところでございます。  

 本年８月５日から９月15日まで、新橋駅東口、浅草駅前、新宿駅東口、東大病院にて

初乗り運賃の短縮実証事件が実施されました。先日、実証実験結果について国土交通省本

所にてプレス発表させていただきまして、日本人利用者の約６割が410円タクシーにな

れば利用回数が増えるであるとか、外国人利用者の約８割が410円タクシーは安価、安

いまたは適当と回答されまして、アンケートの回答結果を平均すると、初乗り410円タ

クシーの導入によって利用回数が約46％ほど増加するのではないかという結果が得られ

るなど、おおむねこの初乗り短縮運賃による需要喚起の効果が期待できるところでござい

ます。  

 今後、消費者庁との協議が物価問題に関する関係閣僚会議に付議し、手続を進めていく

ことになります。ということで、地域のタクシー運賃が、まだ決定ではございませんが、

今後変わっていく可能性もございますので、この基本となる今後、対価を議論する際の基

準となる地域のタクシー運賃が変更になる可能性もございますので、ちょっとこの場を借

りてご報告させていただきました。  

 

小池会長  

 ありがとうございました。  

 ただいまの件につきまして何かご質問がございましたら、せっかくですのでちょっとお

伺いしたいというふうに思っておりますけれども、何かございますでしょうか。  

 

B委員  

 そうすると、福祉タクシーというか、介護タクシーも全部申請すればこういうふうにな

る、それとも、事業者というか、一般タクシーだけですか。  

 

Ｃ委員  

 そうですね、今のところ一般タクシーについて見直しの要請が出ておりますので、今後、

それに付随して、実は、タクシー運賃も、一般のタクシー運賃と限定事業者様の自動認可

運賃といって運賃が違うのです。公定幅運賃を見直すことによって、もしかすると福祉タ

クシーの運賃も見直さなくてはいけないかもしれませんし、ここはまだ確定した情報では

ございませんので、申しわけありませんが。  
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B委員  

 いえとんでもない、その辺、実態がどうなのかと気になったので。  

 

A委員  

 大体実態で、私どもでも福祉タクシーのほうをやらせてもらっていますが、距離ではな

くて、大体時間でやらせていただいています。ですから、これから実際に410円になる

か、80円とか、ただ、80円だと余りにも早くメーター数がどんどん変わるもので、私ど

ものちょっと実証実験をやってみて、そういうようなお客様のほうからクレームがついた

とか、早過ぎると、今までの運賃のメーターの上がり方よりも早いと、以前は280メー

トルで90円上がったところが、237メートルで80円がぼんぼん上がるという印象が余

りよくないということで、私なんかは、これはやっぱり90円の、事後のメーターは90円

にしたほうがいいのではないかと意見は言っているところなのですけれども。これは距離

数に関してはそうですけれども、これは一般タクシーですから、一般の我々が実際にやら

せていただいているのは、タクシー自体は実メーターで動かしていますが、介護、福祉タ

クシーはお客様との時間で契約させていただいていますので、それは今のところは変更な

しでやらせてもらっています。  

 

B委員  

 すみません、ありがとうございます。  

 

小池会長  

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。  

 

（発言する者なし）  

 

小池会長  

 それでは、ほかにご質問がないようでございますので、最後になりますけれども、資料

10につきまして事務局のほうより説明をさせていただきます。  
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事務局  

 説明させていただきます。資料10についてでございます。  

 冒頭に会長のほうからお話がございましたが、平成28年４月１日に障害者差別解消法

が施行されました。本日は、ご参考に内閣府が作成したパンフレットをお配りさせていた

だきました。よろしくお願いいたします。以上でございます。  

 

小池会長  

 ありがとうございます。  

 今、係長のほうからもありましたけれども、ちょっと中身が、なかなか実践するのが難

しい段階かなというふうに私ども担当としても思っておりますので、ごらんいただきまし

て、いろいろご意見等をいただければというふうに思ってございます。よろしくお願いい

たします。  

 以上で、次第の議題のほうは終了ということでございますけれども、ほかに何か委員の

ほうからございませんでしょうか。  

 

（発言する者なし）  

 

小池会長  

 ないようでございますので、皆様、議事進行にご協力いただきましてありがとうござい

ます。  

 それでは、これをもちまして、第14回板橋区福祉有償運送運営協議会を閉会させてい

ただきます。本日はどうもありがとうございました。  

 


