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障がい者福祉課長  

 ただいまより、第13回板橋区福祉有償運送運営協議会を開催いたします。開催に先立

ちまして、委嘱状の交付を行います。  

 板橋区副区長、橋本正彦より委嘱状をお渡しいたします。皆様の席でお一人ずつ交付を

いたしますので、お名前をご紹介させていただきました方、その場でご起立をお願いいた

します。また、ご起立が無理な方は、着座のままで結構でございます。  

 

委嘱状の伝達  

 

障がい者福祉課長  

 尾崎行雄様はご欠席のため、代理の方にお受け取りいただきます。小川良樹様、よろし

くお願いいたします。堀井真由美様、野尻雅人様は本日ご欠席でございます。  

 それでは、板橋区副区長、橋本正彦よりご挨拶を申し上げます。  

 

橋本副区長  

 本日は委員の皆様には、本当にご多忙の中を板橋区の福祉有償運送運営協議会にご出席

をいただきまして、誠にありがとうございます。  

 改めまして副区長の橋本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 本来でしたら、坂本区長から皆様に委嘱状をお渡しし、また、ご挨拶を申し上げねばな

らないところでございますけれども、大変恐縮なのですが、本日は公務がすごく重なって

ございまして、伺うことができません。ですので、ぜひよろしくというふうに申しつかっ

てまいりました。大変恐縮でございますが、かわりまして私から挨拶を申し上げたいと思

います。  

 ただいま委員の皆様に委嘱状を交付させていただきました。皆様、引き続きのお引き受

けいただきまして、本当にお忙しい中、ご尽力をいただきますことに感謝を申し上げたい

と思います。  

 板橋区では平成14年に策定をいたしましたバリアフリー推進条例、これを受けまして、

平成15年度を初年度といたしますバリアフリー総合計画というものを策定いたしまして、

この中で全ての区民が自由に行動して社会参加できるよう、区と区民の皆様、また事業者

の皆様との協働によります板橋区におけるバリアフリーの総合的な推進を目指して取り組
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んできているところでございます。  

 そうした中で、当運営協議会につきましては、平成16年３月に道路運送法、これが改

正されまして、これを受けまして、都内で３番目、大変早い段階で運営協議会を皆様のご

協力のもとで設置をさせていただいて、本日の運営協議会で13回目を数えるところでご

ざいます。現在、板橋区では当運営協議会でご協議をいただきまして、福祉有償運送、こ

れを実施していただいております団体が２団体ございます。障がい者の皆様、あるいは高

齢者の皆様にとりまして、地域における大変重要な移動手段を確保できているということ

でございまして、そういう意味では、本当に事業者の皆様にも感謝申し上げる次第でござ

います。  

 今回、新規のＮＰＯ様から福祉有償運送実施のための協議がございます。ＮＰＯ法人等

の福祉有償運送の必要性や実施の際に旅客から収受をいたします対価、また旅客の安全や

利便性の向上等々、ご協議をいただきますよう、よろしくお願い申し上げる次第でござい

ます。  

 あわせまして、板橋区の将来にわたります福祉有償運送のあり方、これにつきましても、

ぜひ活発なご意見をいただければというふうに思っているところでございます。  

 また、本年、今年度でございますけれども、バリアフリーを一歩進めまして、全ての

人々にとりまして、暮らしやすいまちづくりを推進していくバリアフリーからユニバーサ

ルデザインへということで、ユニバーサルデザイン推進計画というものも現在、策定作業

を進めているところでございます。区といたしましても、障がいのある方の移動の利便性

の向上に努めて参りますので、ぜひ皆様方におかれましても、一層のご理解とご尽力をい

ただければということでございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

障がい者福祉課長  

 これで板橋区福祉有償運送運営協議会の委嘱式を終了いたします。  

 副区長は公務のため、ここで退席させていただきます。  

 

橋本副区長  

 大変申しわけございません、どうぞご協議のほう、よろしくお願いいたします。  
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障がい者福祉課長  

 では、引き続きまして、板橋区福祉有償運送運営協議会の議事に進めさせていただきた

いと思います。  

 それでは、資料の１番に基づきまして、名簿の順に各委員のご紹介をさせていただきま

す。恐れ入りますが着席して進めさせていただきます。  

 

委員の紹介  

 

障がい者福祉課長  

 本日ご欠席ですが、有償運送利用者の代表で身体障がいの代表の方といたしまして、堀

井真由美様、及びタクシー等交通機関関係者、野尻雅人様は本日ご欠席でございます。  

 次に、板橋区の職員をご紹介いたします。  

 福祉部長、小池喜美子は本日公務が重なっており、大変皆様に申しわけないと申してお

りましたが、欠席をさせていただいております。次に、介護保険課長、丸山弘です。最後

になりますが、私は障がい者福祉課長、星野邦彦でございます。よろしくお願いいたしま

す。ここで、事務局の職員の紹介をさせていただきます。障がい者福祉課福祉係係長の菅

原でございます。同じく障がい者福祉課福祉係の河﨑です。  

 

障がい者福祉課長  

 では、ここで改めまして、お手持ちの資料のご確認をさせていただきます。  

 ただいまご確認いただきました資料１から資料７までがお手元にありますでしょうか。

ご確認をよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。  

 皆様に一つ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。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、

お話しを始めていただきますようお願いいたします。ご協力をどうぞよろしくお願いいた

します。また、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

聴の方はいらっしゃいません。  

 それでは、次第の４に進んで参りたいと思います。  

 板橋区福祉有償運送運営協議会設置要綱、資料の２に基づきまして、会長、副会長の選

出でございます。  
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 会長について、どなたかご推薦いただけますでしょうか。  

 

Ａ委員  

 板橋区では、従来から福祉部長が運営協議会の会長をなさっていました。運営協議会の

ガイドラインでも、運営協議会の主宰は地方公共団体の長が主宰するとなっておりますの

で、必ずしも地方自治体の職員が会長でなくとも構わないのですけれども、今までの経緯

から、小池部長を推薦したいと思います。  

 

障がい者福祉課長  

 そのほかご意見はございますでしょうか。  

 本日、先ほど紹介させていただいたとおり、部長がこの会議を決定した後に、別の公務

が急遽入ってしまったもので、本日欠席という異例の状態でございまして、大変皆様には

申しわけないのですが、事前に過去の慣例から指名される可能性があるということを伝え

ておりまして、もし指名された場合には、当然にお引き受けをするということ。それから、

その場合には、丸山委員に副会長をお願いしたいという旨を聞いております。皆様、いか

がでございましょうか。  

 

（「異議なし」の声あり）  

 

障がい者福祉課長  

 ありがとうございます。  

 では、異議なしということでございますので、会長は福祉部長とさせていただきます。

本当に重ねて申しわけございませんが、本日、福祉部長、小池喜美子は公務が重なってお

り欠席でございますので、今の話に沿って、会長職、会長に事故がある場合は副会長にと

いうことでございますので、まず、副会長についても一括でご了承いただいたということ

で、ありがとうございます。会長がおらないものですから、副会長に本日の進行をお願い

したいと思いますが、丸山副会長よろしいでしょうか。  

 

副会長  

 わかりました。  
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障がい者福祉課長  

 では、よろしくお願いいたします。  

 

副会長  

 では、改めまして、本来であれば、福祉部長の運営協議会の会長が進行するので、私も

今までずっと横で聞いて、いろいろ言えたのですけれども、今日は進行をやるということ

なので、いろいろ皆さんのご意見を伺いながら進めていきたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。  

 それでは、議事次第の５番目、板橋区における福祉有償運送の必要性についてという部

分の議事に移りたいと思います。こちらのほうについては、資料３というところに資料が

ございますけれども、事務局のほうから説明のほうをお願いします。  

 

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  

 

副会長  

 説明ありがとうございました。  

 ただいま板橋区のほうから説明がありました。この板橋区における福祉有償運送の必要

性についてというところの内容について、何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。  

 

B委員  

 外出時の板橋区の現状の中の板橋区の人口なのですけれども、高齢者の方が増えている

と伺っているのですが、人口はどうなのですか。私もちょっと知らないので。人口は増え

ているのですか。  

 

事務局  

 昨年度でいきますと、一昨年前は54万6,414人ですので、昨年度からは増えておりま

す。ちょっと年度のすみません、10年間の統計は今手元にないのですが、昨年からは増

えております。  
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B委員  

 54万……。  

 

事務局  

 今、板橋区はおかげさまで確実に人口増えていまして、区制始まって以来、55万を超

えたというところでございます。マンション等の増加が一つというところと、あと外国人

の人口も増えているというところがございます。  

 

B委員  

 人口は、外国人の方が３年以上何か滞在されると、人口のほうに入るとか、そういう数

字になっているみたいですね。  

 

事務局  

 今、90日以上滞在する方は、人口に登録することはできますので。  

 

B委員  

 それだと、何人ぐらいいらっしゃるのですか。  

 

事務局  

 昨年の統計はちょっとわからないのですが、今年が約２万人です、外国人の方が。  

 

B委員  

 5５万3,000人のうち、２万人ですね。  

 

副会長  

 よろしいでしょうか。  

 ほかに何かご質問ありますでしょうか。どんなことでも構いません。よろしいでしょう

か。  

 進行していると私が質問しづらいのですけれども、ちょっと質問というか、意見といい

ますか、必要性という部分で高齢者の状況と同様に、例えば障がい者の状況も、いわゆる
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身体障がいの障がい種別と等級だけじゃなくて、どれぐらい移動制約があるかという観点

から見ると、例えば障害者総合支援法の障害支援区分に基づく支給決定とかされている人

数というのも一緒に示すと、身体・知的・精神という、それぞれの重複、重複は除いてい

るのでしたっけ。そのままですか。  

 

事務局  

 そのままカウントされています。  

 

副会長  

 なので、恐らく重複とかもあったりするので、どれぐらい支援が必要かというので支給

決定の数とか、次回、載せられるといいかなというふうに思いました。難病患者の数も難

病医療法ができて、300以上の疾病が出ていて、障害支援区分の中でも入ってくるので、

一括りでどれぐらい入るとか、必要かというような、そこであると見やすいかなと思いま

したけれども、次回以降、検討いただければと思います。  

 

事務局  

 了解いたしました。ありがとうございます。  

 

B委員  

 それで、もう一つ。障がい者の状況にある、この身体障がい者の内部とございますよね。  

 内部障がい、これはどういう障がいですか、勉強不足で申しわけない。  

 

事務局  

 内部障がいに関しましては、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、また、免疫機能

障がい、肝臓機能障がい等の障がいが入っております。  

 

B委員  

 内臓障がい、例えば障がいというと、何か病気じゃない、疾病じゃないですよね。障が

い、内部で障がいがある・・・。  
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副会長  

 いわゆる体の機能の中の内臓の部分の障がいが固定してしまって、完全に治癒が難しい、

治癒というか、そのまま生活に病気が治らないことで支障がある状態、心臓にペースメー

カーを入れたりとか、腎臓で人工透析の方とか、それから直腸とか膀胱だとストーマとい

う人工肛門とかですね。直接的にそれぞれの障がいで移動が制約されるかどうかという部

分は、また人それぞれであります。  

 

B委員  

 わかりました。  

 

丸山副会長  

 ありがとうございました。  

 ほかには。  

 

B委員  

福祉タクシー券についてお伺いしたいのですけれども、この交付枚数ですね、年間の。こ

れはほぼ100％使用されているのですか。  

 

事務局  

 100％ということはないです。受け取った方が全部使い切らずに区のほうにお返しし

ていただくのもありますので……  

 

B委員  

 そういう方もいらっしゃるのですね。  

 私もタクシー会社、長いのですけれども、大体例年のことを見ますと、年度末になると

まとめて出てくるんですね。これは必要性に応じて実際に使っているのかどうか。年度末

の30、31日になると、ほぼもういつものときの５倍、10倍ぐらいの、１冊ありますね、

その状態で使う方が増えているのですよ。ということは、本当に実際に必要性があるかど

うかというのも、ちょっとクエスチョンマークがつくかなと、そう考えております。  
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事務局  

 私どもは必要な対象の方に支給しているところですが、確かに３月になりますと、もち

ろん会社様からの請求も年間を通して一番多い月でございますが、３月に何かご用事が増

えたかどうかというのは、私どもとしてはちょっと分からないところではございます。  

 

副会長  

 必要な方と、必要がないけれども、受け取ったから年度末に使おうという人といらっし

ゃるかもしれませんけれども。  

 

B委員  

 福祉割引につきましては、障害者手帳を提示するだけで割り引くのですけれども、福祉

券は、ちょっとよどんだ言い方しますと、一般の方にあげても、先ほど言われましたよう

に内部障がいということで、それで何かお客様に聞く立場にありませんので、トラブルに

なりますんでね。そういったのも多少見受けられるのじゃないかなと。  

 

事務局  

 もしかしたら、その不正利用というところまでお話が今及んでいらっしゃるというふう

に想像されるのですが。  

 

B委員  

 何年か前に板橋区内で不正で使われまして、それからタクシーチケットには行き先コー

スというのを書くのは板橋区だけなんですね。ほかの区は書くところないのですよ。不正

に使われた事件がありましたよね。十何年前ですかね、あれはね。あれから板橋だけが後

ろに手書きで区間を書くということを見ていますけれどもね。  

 

障がい者福祉課長  

 まさに一般市民の方のお気持ちとしては、この福祉のために使ってもらえるなら必要な

制度である、しかしながら、不正に利用されるのでは、皆さん苦労されながら納税されて

いるお立場もありますから、何とでも認められないということで、もうかねてからここは

私ども正直大苦労、苦労しております。  
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 ということで、今のお話ですと、本当に乗務員様にはご負担をおかけしていると思うの

ですが、板橋区としては、とにかく不正利用を見つけた場合には、権利を永久に消滅させ

るというような厳格な態度。それから、シリアル番号を入れさせていただいて、その流通

させた人が誰であるかを追跡できるような仕組みということで、かなり厳しいと思います

が、やはり権利を適正に使っていただいて豊かな暮らしをしていただきたいというのが、

この制度の趣旨ですので、先ほど年度末になると数が出てくるということについては、少

しこの痛しかゆしのところもあるかと思います。恐らくいつ何があるかわからないので、

大事にとっていて、年度末になったので、もう新しいの来るから少し出かけようという方

もおいででしょうし、せっかくの権利だから、ちょっと遠出しようと。本来それが不正か

どうかというのは、かなりご議論があるところだと思いますが。不正譲渡でなければよい

なと思っております。  

 

副会長  

 ありがとうございます。  

 ほかにいかがでしょう、何か板橋区の福祉有償運送の必要性についてというところはあ

りますでしょうか。  

 なければ、一応この必要性について、板橋区の事務局の説明では、福祉有償運送の必要

性があるということを示したので、そういうことで次に進みたいと思いますが、よろしい

でしょうか。  

 

（「はい」の声あり）  

 

副会長  

 ありがとうございます。  

 それでは、続きまして、次第の６番目、ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏさんの道路運送法第

79条の２に関する登録申請についての協議に移りたいというふうに思います。  

 まず、事務局のほうから、この団体の紹介及び説明等をお願いいたします。  

 

事務局  

 それでは、申請団体の協議についてでございますが、ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ様は、平
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成28年３月11日に特定非営利法人として設立されました。板橋区において福祉有償運送

を実施するために、その目的でＮＰＯ法人を取得されたというふうに伺っております。よ

ろしくお願いいたします。  

 

副会長  

 ありがとうございます。  

 では、今回の申請団体の協議を行いたいと思いますので、ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏの道

路運送法第79条の２に基づく登録申請及び対価について、ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏさん

より説明をお願いいたします。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 改めまして、ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏの代表を務めております鈴木と申します。本日は

お忙しい中、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。  

 私自身は板橋区在住ではないのですけれども、板橋区に旧友がおりまして、その中で課

題があるということを伺っていて、その中で地域のインフラの一つになれるような福祉有

償運送のサービスを提供できないかということを考えまして、本日に至っております。  

 本日ご説明いたします内容につきまして、多少現在進行形のところがございますけれど

も、それはご了承いただければと思います。ちょっと着席させていただきます。  

 資料４の８ページのところをご覧ください。  

 まず、団体につきましては、ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏと申しまして、所在地は私の自宅

がございます千代田区にございます。福祉有償運送を種別としては運営してまいりたいと

考えております。運送区域につきましては板橋区内発着で、当初は事務所が上板橋のほう

にございますので、そちらの周辺のご高齢の方を中心にというふうに考えております。  

 事務所なのですけれども、板橋区の中の上板橋駅から大体徒歩10分ほどのところにご

ざいます。城北中学校の近くのところにございまして、やまと診療所というクリニックが

ございます。これは在宅医療のクリニックでして、その中に間借りをするというか、事務

スペースと駐車場を賃借するような形で運営を開始したいというふうに考えております。  

 めくっていただきまして、９ページです。  

 ９ページですけれども、こっちには車検証等はごらんいただきたいと思うのですけれど

も、まずは購入を決定している車両１台、これは福祉車両で車椅子のまま乗降できる福祉
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車両を１台で開始したいというふうに考えております。年内に自社での所有を２台まで増

やしまして、運営してまいりたいというふうに考えております。一度車両の増加につきま

しては、法令に基づきまして登録をしてまいりたいというふうに考えております。  

 旅客の範囲ということですが、まずは我々が在宅クリニックと併設しておりますので、

その方たちは比較的介護度が高くて、要介護１から５という方たちを対象に、通院ないし

外出を支援するという形で運営をしてまいりたいというふうに思います。  

 10ページ以降は定款なのですけれども、定款については、基本的にはＮＰＯ法人の定

款のひな型に基づいておりますので、内容の詳細のご説明は割愛させていただければと思

います。  

 19ページが当期の履歴事項全部証明書ということなのですけれども、先ほどご紹介あ

りましたように、設立は今年の３月11日というところで、この福祉有償運送の事業を運

営したいということで設立いたしましたＮＰＯ法人でございます。  

 役員等は理事４名、監事１名で運営してまいります。  

 21ページが様式に基づきまして、宣誓書ですけれども、道路運送法79条の４第１項第

１号から第４号までに該当したことを宣誓するという宣誓書の内容でございます。  

 22ページが自動車の車検証で、こちらがこの協議会におきまして、福祉有償運送団体

として登録されるというめどが立ちましたら、購入を予定している、これはラクティスな

のですけれども、福祉車両の車検証でございます。本日を経まして権利、購入が実際に完

了しましたら、権利手配して、私どもの名称で運営してまいるということになります。  

 23ページが運転予定者なのですけれども、今は１名、私の名前が記載されております。

この後、５月、６月の国交省認定講習を経まして、もう２名追加される予定でございます。  

 まずは24ページ、25ページが私の運転免許証及び国交省認定講習の修了証でございま

す。  

 26ページは一旦、私の運転者台帳ということで、記載させていただいております。  

 運行管理の責任者なのですけれども、私と私の母、60歳ですけれども、が一旦責任者

として登録しておいて、交互に管理者を努めたいというふうに思っておりますが、ここに

つきましても、現在その新しく国交省認定講習を受ける２名が管理者としても同じように

業務を担えるようにというふうに準備をしている次第です。  

 29ページは運行管理の体制ですけれども、こちらは私及び私の母が運行管理の体制に

つくという内容を記載したものでございます。  
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 30ページは自動車保険ですけれども、こちらも購入がまだなので、一旦そのお見積も

りでという形で記載してございます。こちらも福祉有償運送の法令を遵守するということ

に基づきまして、対人対物補償1,000万円というルールがあると思うのですけれども、

無制限でという保険の内容になってございます。  

 旅客の名簿につきましては、現在１名の名前がありますけれども、こちらも本日の協議

会を経まして、登録のめどが立ちましたら、実際の営業開始は事務所ができます８月１日

以降ということになりますけれども、その時点で約10名の方、亡くならなければという

ことですけれども、10名を想定してございます。年内に50名近くの会員の方にご利用い

ただけるように、内容を準備してまいりたいというふうに考えております。  

 現在、登録されている方の32ページの要介護度でいうと１の方１名という状況です。  

 ここまでは概要なのですけれども、ご議論の論点でもございます利用対価につきまして、

ご説明申し上げます。  

 33ページですけれども、運送の対価につきましては、初乗り料金を乗車地より２キロ

メートルまで350円で設定しております。時間の加算はございませんで、距離の加算の

みで500メートルごとに80円という値段を設定しております。  

 運送以外の対価につきましては、迎車回送料金につきまして、起点になっているのが駐

車場ですので、そこから迎車する先までということで、１キロメートルごとに100円の

対価を頂戴すると。乗降介助につきましては、おおむね往復２回ご利用されることが多い

と思いますので、その場合の２回分で500円という設定でございます。待機料金につき

ましては、30分ごとに500円という設定です。時間に関する料金の加算ございませんの

で、距離計算のアプリケーション等で発着地の距離を計算いたしまして、対価の金額とし

て設定したいと、算出したいというふうに考えております。  

 これ以外の対価についての設定は今のところ想定しておりませんが、どうしても駐車料

金が必要な場合とか、そういった場合は実費でご請求させていただくというケースがある

かと考えております。  

 34ページがタクシー料金との比較ということで、ちょっとタクシー会社様によっても

若干その乗降介助の値段等違うケースがございますので、ちょっとこれはホームページ上

の情報なので、詳細もしかすると違っているかもしれないのですが、現在運営中の会社様

を比較の対象として設定してございます。運送の対価と運送以外の対価をそれぞれ算出し

た際に、福祉有償運送の場合、おおむねタクシー料金の２分の１程度という金額の設定が



-14- 

あるかと思いますけれども、そちらでおさまるような料金設定になっているかと思います。

基本的にはタクシーの料金設定のさまざまな項目で２分の１未満におさまるような料金設

定をしておりますので、多様なケースにおいても、２分の１程度におさまるという料金の

設定になっているのではないかというふうに考えております。  

 35ページ以降は運転のための確認以下、情報記録等の通常業務で用いるような運行管

理用の書類だと思いますけれども、こちらについては特段、参考様式からの変更ございま

せんので、ご説明については割愛させていただければと思います。  

 一旦、私からの説明はちょっと長くなりましたけれども、以上でございます。ご議論を

いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 

副会長  

 ありがとうございました。  

 それでは、協議のほうに移りますけれども、ただいまの説明について、何か確認事項、

質問とかございますでしょうか。B委員、どうぞ。  

 

B委員  

 車両についての質問をさせていただきたいのですけれども、車両はそうしますと、ラク

ティスだということだと思うのですけれども、名義はディーラー、リースということ。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 いえ、購入を予定しています。まだ車検の車体が購入前なので、名義が会社様の名前に

なっているのですけれども、その会社から購入の権利を移管してという予定でございます。  

 

B委員  

 そうすると、まだ所有はされていないということね。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

はい。  
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B委員  

 ですから、使用の本拠の位置が埼玉県なんてありますよね。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 はい。  

 

B委員  

 そうすると、板橋のほうに、上板橋のほうに車庫とかそういったものを所有されている

のですか。それは。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

車庫はですね。冒頭にも説明させていただきましたが、やまと診療所という在宅のクリ

ニックがございまして、そこに賃借をさせていただくのですけれども、そこに７台現在駐

車場がございまして、そのうちの１カ所を使わせていただくということでございます。今

ちょっとクリニック自体が７月まで高島平で運営をしていて、それから８月に、今ちょう

ど改装工事をしているところなのですけれども、８月１日にそちらに入居が開始しますの

で、そのタイミングで移らせていただくという予定でございます。  

 

B委員  

 そうすると、予定では７月ごろに診療所ができ上がって、車庫もそこに。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 そこにでき上がります。  

 

B委員  

 ７台のですね。上板橋のところの。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 そうです。  
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B委員  

 そうしますと、そちらのほうの、今高齢者の方を主にされるような方向ですよね。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 クリニックの業態としては、各一戸一戸を回っていく形の在宅診療所でして、主に末期

がんの方が余命を自宅で過ごされたいという方たちのための在宅医療を行っているクリニ

ックの中に賃借させていただくという形でございます。なので、クリニックの中の病床は

２床だけですので、そこの患者さんを主要な対象としてというわけではございません。  

今４台までは在宅クリニックとして地域を回っていく車がございまして、残り３台があい

ているので、その中のうち１台を、年内には２台にしてという予定でございます。  

 

B委員  

 そうすると、今現在はそういう必要に迫られてすぐにやらなきゃいけないということで

はないわけね。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 はい。  

 

副会長  

 ほかにご意見、また質問ですね。確認事項ありますでしょうか。いかがでしょうか。  

 はい、どうぞ。Ｃ委員  

 

C委員  

 細かいことで恐縮なのですけれども、申請書を作るに当たって、この資料の９ページな

のですが、こちらに５番の事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその

種類ごとの数がございまして、この記載されている上段に関しましては、すみません、ち

ょっとわかりづらくて恐縮なのですが、これは公共交通空白地有償運送用の枠でございま

して、その下にもう一段ございまして、こちらが寝台車、車椅子車、兼用車、回転シート

車、セダン等がございますので、こちらを使っていただければと。  
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ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 承知しました。上側を空欄にして、下側の、我々で言うと、車椅子。  

 

C委員  

 そうです、車椅子車。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 この（軽）というのは、うち軽ということですか。  

 

C委員  

 そうです。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 わかりました、では所有の車椅子車というところに数字を入れて、合計のところに１を

入れればいいということでしょうか。  

 

C委員  

 そうです。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 わかりました。ありがとうございます。  

 

副会長  

 ありがとうございます。ほかにどうでしょうか。  

 

D委員  

 お話し聞いていると、承認されてから車を購入したり、全てを揃えられるということな

のですけれども、タクシー関係のほうから、ちょっと幾つか質問させていただきたいので

すけれども、アルコールチェッカーとか、そういったものも承認されたらご購入の予定で

しょうか。  
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ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 はい。  

 

D委員  

 そうですか。それと、この安全な運転のための確認表、これは何か出していると思うの

ですけれども、点呼簿みたいな……。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 点呼簿。  

 

D委員  

 点呼簿ですね。タクシー業界でいうと出欠簿、それでアルコールチェック、体の具合が

いいとか悪いとか、めまいがするとかいうことを全部点呼してから、出庫して、それで帰

ってくると、異常がなかっただとか、あるいは終了報告というのがあるのですけれども、

それに似たやつととってよろしいのでしょうか。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 35ページがさようでございます。日ごとの出庫時に確認をする帳簿というか。  

 

D委員  

 はい、それで出庫時の点呼は先ほどお母様と運行管理というところのお二人の名前があ

りましたけれども、ご自分で点呼やられてご自分で出ていくということですか。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 必ず２人いて、相互チェック。  

 

D委員  

 対面チェックね。  
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ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 ＡさんとＢさんがいて、Ｂさん出る場合にはＡさんがチェック、Ａさん出る場合にはB

さんがチェック。これが実際に始まる際に、もしかすると国交省のほうにご登録させてい

ただく際には、既にもう数名の名前が増えていると思いますが、必ず誰か１人は賃借先の

事務所のほうに待機して、その者が点呼を行うという想定でございます。  

 

副会長  

 D委員、よろしいでしょうか。ほかに。  

 

D委員  

 あとは、強いて言ったら、車両ですよね。車両の点検ですよね。日常点検というやつで、

出庫前点検、いわゆるエンジンオイル、タイヤの空気圧等々の車についての安全輸送とい

う立場ですね。タクシー会社にはそういった項目の出庫前の、今日ちょっと持ってきたの

ですけれども、これがうちの日報なのですけれどもね。そういったところで、ブレーキペ

ダルの踏みしろとか、ブレーキのきき具合とか、ブレーキオイルとか、諸々ありまして、

これが乗務員さんが全部チェックして、それでいいということになったら、ハンコをいた

だいて出庫するわけなのですけれどもね。そういった車のほうの点検簿みたいなものは。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 現在は用意していないのですけれども、今日教えていただきましたので、準備して。  

 

D委員  

 承認されればということですね。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 はい。  

 

副会長  

 よろしいでしょうか。  
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D委員  

 あとはね、ここに四十何ページですかね。前にも昨年、一昨年ですか、私ここで話した

ことあるのですけれども、適性診断の話をしたことあったんですよね。確かにここに書い

てあることを読みますと、例えば事故を惹起した者が受けなければいけないとなっている

項目になっているみたいですけれども、これはタクシー業界では、初乗務させる前にいろ

んな教育がありましてね。その中で、いろいろあるのですけれども、適齢診断とか初任診

断、適性診断とかいろいろな項目があるのですけれども、年齢に応じて適齢診断とか、あ

るいは業界に初めて入ってきた者が受けるのが初任診断、２年以内に同業のほかの会社の

タクシーを運転していた者については適性診断、この適性診断は義務づけられてはいない

んですよね。初任診断と適齢診断にかけては、もう必ず受けると。それを受けないと、仮

にその方が乗せて事故なんかを起こすと、先日のバスみたいなことで、適性診断を受けて

いなかったとかということで騒がれる、それだけの大変な項目なんですけれどもね。  

 どうでしょうね、これ事故を起こしてから適性診断を受けるんじゃなくて、任意でも結

構ですから、これ受けるような方向に持っていったらいかがでしょうかね。錦糸町でやっ

ているんですよ。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 はい、錦糸町で。  

 

D委員  

 自動車事故対策センターという、今いろいろなところで認可受けてやっているみたいで

すけれども、国交省からの・・・多分やっていると記憶していますけれども、あらかじめ

申し込んで受けるようにする。適性診断で2,800円ぐらいですかね。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

ご指摘ありがとうございます。  

 まず、運転をするかしないかというところにつきましては、福祉有償運送の国交省の初

任者研修という形で受けていますので、まずその開始するか否かのところにつきましては、

そこで担保されているという認識で。  
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D委員  

 強制じゃないんだよね。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 適性診断のほうは任意とはいえ、安全のためということだと思いますので、それについ

てはちょっと検討させていただきます。この場全体として、任意ではなくてある程度義務

にするかという話は今日ではないのかなと思いますので。弊社としては検討させていただ

きたいと思います。  

 

副会長  

 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。  

 

C委員  

 念のために確認なのですが。先ほど、保険の車両保険のお話がございまして、対人、基

準上1,000万というお話がちょっと出たのかもしれないですけれども、８ ,000万でござ

いますので、対物が200万。よろしくお願いします。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 すみません。  

 

副会長  

 ほかにいかがでしょうか。板橋区の福祉有償運送の先輩として、すみません、何か。  

 

E委員  

 はい。うちも前回、更新のほうさせていただいて、料金的な部分ですね。先ほどタクシ

ーの半額ということで、弊社も登録をさせていただいたとき、おおむねタクシーの半額と

いう形でスタートさせていただいて、弊社もいろいろ原油価格の上限を置くことによって、

運営的にも、この福祉有償運送で、我々のほうも今は透析の患者さんを中心にやらせてい

ただいているのですけれども、透析の患者さんの困っているところを何とかお役に立ちた

いという思いで、こちらに登録させていただいて、スタートさせていただいたのですけれ
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ども、やはり先ほど言った原油価格、前回、更新させていただいたときは、かなりちょっ

と高騰、１リッター当たりでも、もう150円とか、そのくらいの価格になっていた時点

で、今は110円とかに落ち着いてきている状態だと思うのですけれども、その部分で、

やればやるほど非常に厳しい状態が待ち受けているというか、出てくるというふうなこと

かと思うのですけれども、そういったところでも、やはり波があるんで、ぜひその辺もち

ょっと考慮していただいて、我々が入ったときは６社とかあったんですけれども、やはり

その価格の部分で、費用対効果というところで１社抜け、２社抜けということで、我々だ

けになったこともあったんですけれども、できるだけその辺、長く継続してやっていただ

いて、また更新、更新ということで、この場でお会いさせていただくことを望んでおりま

すので、ぜひお互いちょっと頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。  

 

副会長  

 ありがとうございます。  

 ほかにいかがでしょうか。何かこの際、質問とか確認事項ございますでしょうか。  

 行政側は何か。よろしいですか。  

 では、もしないようでありましたら、今回の申請団体でありますＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍ

ｏさんの登録申請について、区域を板橋区発着としてのというところと、運送の対価につ

いて協議が調ったものというふうにさせていただきたいと思いますけれども、よろしいで

しょうか。  

 

（「異議なし」の声あり）  

 

副会長  

 ありがとうございます。  

 Ｄ委員、どうぞ。  

 

Ｄ委員  

これついての協議をこの後させていただくのではないのですか。ご本人の前で協議をする

という形ですか。  
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副会長  

 はい。  

 

Ｄ委員  

 私もほかのところで協議会出させてもらっていますけれども、一応退室していただいて

協議して。  

 

副会長  

 板橋区では退室しないでそのまま。  

 

Ｄ委員  

 ああ、そうなんですか。  

 

副会長  

 更新のときとかと同じように。  

 では、よろしいでしょうか。  

 

Ｄ委員  

 私の意見を。  

 

副会長  

 どうぞ。  

 

Ｄ委員  

 今まで、提出された方の車両と車庫のことを質問させていただいたのですけれども、今

までそういう方は皆さん、車両、車庫とか保険も揃えた上で申請をされているのですね。

今回、その前にまだ７月にできるという予定であったものですから、こういう形で今こう

いう協議会で認証を出すということは、どうなのでしょうか。今まで私は初めてですけれ

ども。普通は車庫もあって、そちらのほうに車も決まって、保険も入れて、そういうこと

の整った上で、現にやっていらっしゃった上で、そういう有償運送が必要になったという
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状況がほとんどですけれどもね。今そういうものが整わない前にそれを認証するというこ

と、整ってからでいいのではないかと私は思うのですけれどもね。  

 

副会長  

 ありがとうございます。  

 実はこの資料でいうと60ページから、この運営協議会設置の協議運営に関するガイド

ラインというのがありますけれども、Ｄ委員がおっしゃったように、通常は既に事務所が

あって車もあって会員もいて、そして福祉有償運送として区に登録したいというところが、

新規で出すのが一般的だったと思うんです。私もそう思っていたのですけれども。  

 一応、この協議会で、じゃあ何を議論する、協議するのかということが、61ページの

ところで、まず（１）番のＮＰＯ等による自家用有償旅客運送の必要性、例えば、ここは

板橋区なので、板橋区で公共交通及びタクシー事業者以外のこういう福祉有償運送が必要

かどうかという協議が、前半にあったところです。  

 62ページの真ん中辺の（２）番の運送の区域、（３）番が旅客から収受する対価、こ

こまでが実は運営協議会で協議するべき事項になっていて、今の運送区域という部分では、

一応市町村、もしくは地方だったら、もう少し広い区域になりますけれども、板橋区発着

の事業者が申請をして、板橋区発着ですねという確認をとって、３番目の旅客から収受す

る対価が、基本的に国交省から出ている通達に基づいて、およそタクシーのおおむね半額

程度であると確認をし、そして（４）番、その他の必要性が認められる措置の中に、例え

ば利用対象者であるとか、車の数であるとか、運行管理とか、こちらについては、実は協

議の事項ではなくて、申請者から説明をしてもらって確認をするというふうに書いていま

す。  

 その確認をもって、区域であったり、料金を含めて協議が調ったかどうかを、こちらで

調ったとするのですけれども、その後、実は車を所有しているか、事務所と駐車場がある、

それから、会員さんがこういう会員さんとして、きちんと対象者としているということは、

資料でいうと５番目の40ページから、福祉有償運送の申請に対する処理方針というとこ

ろ、すなわち事業者から陸運に対して登録申請をする際に、所有していたり、会員がいる

というのを前提になっていて、協議会の場では、例えば車がまだディーラーのもので、そ

の後買うという、現在所有権がないという状態でも、やりたいということの申請自体に対

して認めるかどうかというのは可能だと思います。  
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 通常、余りそういうケース、今まで遭遇したことはないので、幾つか確認したのですけ

れども、それで例えば認めて、仮に所有がないまま申請したら、陸運のほうから拒否とい

う処分になりますので、要はその所有する前提で、かつ事務所が８月１日からとおっしゃ

っていましたので、駐車場が確実に確保されて、会員さんがここで言う、まさに要介護、

介護保険の要介護の人が会員さんとして予定されているという前提で、この申請団体の協

議を板橋区のほうの福祉有償運送協議会として認めるかどうかというところになります。  

 なので、この後、さっきD委員がおっしゃっていた事項、本来であれば、一般的には、

最初から車もあって事務所もあるという、僕もそのとおりだと思っていますけれども、そ

この部分は確実に所有してくださいと。それから、先ほどB委員もおっしゃっていた、運

行管理の安全の確認とかも確実にやってくださいという前提で、きょう資料を整えられて、

陸運のほうで次に審査をするという形になっています。  

 

D委員  

 陸運のほうでのその審査に対しては、現にそこにあるか、車両がここにあるか、それか

ら保険も入っているか、そういったものを確認するわけで、こちらの協議会としては、そ

れをじゃあ実際にあり得る状況に、でき得る状況にあるかということをやっぱり確認しま

せんと、何のための協議会だと。例えば駐車場であれば、駐車場を借りるという契約書だ

とか、車を買うという契約書があるとか、そういったのが必要じゃないですか。  

 ただ言葉だけで、そういう協議して、いや、その後何もしなかったら、そのまま流れて

しまったと。そういうこともあり得るわけですから、それでは協議会にならないじゃない

のかと思いますけれども。  

 

副会長  

 おっしゃるとおりで、車とかの所有と、それから車を置く場所というのは、最終的には

申請するときには申請事業者が確保しなければいけないので、この協議会の場でも従来で

あれば、更新申請のときと同じように。ですが、今まで新規が板橋区なかったので、通常

やっていた事業者がそのまま申請されていたので、板橋区では多分初めてで、ほかのとこ

ろで見聞きしたことはほとんどなかったのですけれども、一応ルール上はそれが可能なの

で、あとは申請事業者が確実に先ほどの車検証の部分で言うと、本来であれば、それに付

随して、いや、これは買うんですというふうなことが証明できれば、なおいいことだとは
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思うのですけれども、基本的に買う前提で、もし買えなくて、しかも駐車場も確保できな

ければ、申請自体が拒絶されますので、ここでは運営協議会のガイドラインにのっとれば、

そのときに所有をしているかどうかの確認までは求められていなかったということになり

ます。  

 

D委員  

 しかし、まだ全てが揃っていない状態で、ただ言葉の上で協議して、じゃあそれを了承

するということは、ちょっと無責任な感じがするんですよね。  

 

副会長  

 それはあれですよね。車の部分と、それから利用者。  

 

D委員  

 利用者のこともそうですね。  

 

副会長  

 先ほどちょうどＣａｒｅｍｏさんが、D委員とのやりとりの中で、Ｃａｒｅｍｏさんに

対してＤ委員が、いわゆる病院に間借りしているという、事務所にするけれども、そこと

いうより、利用者はどういう人かという部分で、ちょうどＣａｒｅｍｏさんのご回答が、

主に病院の患者様の話であったのですけれども、それ以外にいわゆる想定されている利用

対象者というのは会員さんですよね。先ほど年内に50名ぐらいとおっしゃっていた要介

護の方というのは、どういう方々が入る見込みになっていらっしゃるのでしょうか。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 私どもは在宅医療のほうを私も手伝っているのですけれども、その在宅医療の先にケア

マネジャーさんとの連携をずっとしておりまして、その先に、障がいではないので、公的

な支援はおりないのですけれども、移動に困られている会員、要介護者の方というのがか

なりいらっしゃって、私どもが関係を持っているケアマネジャーさん事務所というのは、

大体20程度ございますけれども、その先にそれぞれ困られているというお話を伺ってい

ますので、その方たちが私どものサービスを使っていただく会員様になっていただくとい
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う想定でございます。  

 

副会長  

 それは具体的に20ぐらいのケアマネさん、また居宅介護支援事業者とつながっていて、

その先に移動困難の方がいらっしゃるというのを、どのぐらいＣａｒｅｍｏさんのほうで

利用が見込めるというふうに今想定していらっしゃるのですか、根拠とか。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 具体的に言うと、そのケアマネジャーさんご自身が、本来はちょっと議事録の問題もあ

ると思うので、また難しいところもあるのですけれども、本来はケアマネジャーさんの送

迎をしてはいけないとは思うのですけれども、実際にはそのケアマネジャーさんが通院の

サポートということで、行き来していらっしゃるケースというのはございます。  

 それは本来、輸送はちゃんとしたところ、しかるべきところにお願いしてやるべきこと

なのではないかというふうに思うのですけれども、そういった方たち、ケアマネジャーさ

んがお一人お二人必ずいらして、お一人お二人の要介護者の方がそういった活動をされて

いるので、そういった方たちにケアマネジャーさんご自身を支えるという意味でも、そう

いった患者さんなり、要介護者の方を運んでいくということには意義があるのではないか

なと思いますし、それは実際にご利用が見込めるかというふうに考えています。  

 

D委員  

 話しがちょっと長くなって申しわけないのですけれども、今在宅のほうの医療というこ

とをおっしゃっていたんですが、訪問医療ですか。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 訪問医療ですね。  

 

D委員  

 訪問医療ですか。だから、クリニックをもっていらっしゃらないで、これからクリニッ

クを持つということですね。  
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ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 クリニックはもう既に高島平のほうで運営をしていて、それが上板橋に移転します。  

 

D委員  

 移転するということですか。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 はい。今クリニックのほうは、大体年間で200名前後をおみとりしているという状態

で、やっぱり介護度が重たい方が主でございます。結局総合病院のほうで急性期を終えら

れて、自宅に戻られてという方が主で、そういう意味でいくと、介護度の重たい方を見て

いらっしゃるケアマネジャーさんたち、居宅介護支援の事業者さんたちと一緒にとか、あ

とは訪問看護さんとかというところと一緒に事業は運営しておりますので、そういったと

ころから移動の需要というのは伺っておりますし、我々の持ち込みの車ではなくて、どち

らかというと、自分たちで車を保有してやろうと思っている理由も、そういった方の場合、

どうしても車椅子で乗降できるほうが便利であるということもございますので、そういっ

た方たちのためにということで、当初はやらせていただきたいというふうに思っておりま

す。  

 

D委員  

 今回、７月にそういう予定があって、車両や車庫とかそういったものは、ある程度決め

られるような状況で申請される。そこまで早く、２カ月前にですか。これはもっと早く、

前もって早くやりたいということから。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 幾つかの要因があるとは思うのですけれども、１つ目は板橋区様のほうが、我々がもう

少し早く協議会を開いていただきたいという話を前年からさせていただいておりまして、

板橋区の中で開業させていただきたいということで、前年からご要望させていただいてい

て、それでかなりある意味では急いでいただいて、この日程になったというのが、まず一

つです。  

 もう一つは、ちょっとまたぐような形になってしまったのですけれども、本来、高島平
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にある今の状況の中で開業できる部分の準備が全部整っていればよかった、あるいは、も

う上板橋の移転がもっと前に決まっていて、例えば６月に動けるということが決まってい

れば良かったのですけれども、それがちょっと物件の購入のタイミングが少し２カ月ほど

後ろにずれてしまいましてという、その２つの要因が重なって、実際に全部の準備が整う

というときと、協議会を開催いただくという時期がちょっと前後してしまったというのが

状況としてはございまして、それはちょっと申しわけないなと思っております。  

 ただ、じゃあ準備が整っていないかというと、契約につきましては、もう手付金といい

ますか、前金ですか、もうお支払いしていますし、契約書もでき上がっているという状態

です。この今回の申請書類の要件の中に契約書というのがなかったのでお持ちしなかった

ということですし、車庫証明も既にその７台分の車庫の証明をクリニックのほうからは出

してもらっていて、それは車庫証明についてここにないので、お持ちしていないというこ

とですので、準備そのものはできておりますので。  

 

D委員  

 車庫証明はね、車庫証明については、そこまである程度進んでいると。  

 

障がい者福祉課長  

 D委員のご発言の趣旨は非常によくわかります。つまり安定的に運営できるかどうかと

いうこと、従来の方針でしたので、ほぼ皆さん所有していた、そういう状況がずっと長く、

この会議では続いていたと。久しぶりの、正直言いまして新規の案件でございますので、

ここは事務局内部でも、事務局もまた所管していますので、ちょっと立場は微妙ですが、

確認をしましたところ、先ほど副会長からお話がありましたように、この会議では例えば

この資料２をごらんいただきますと、板橋区有償運送協議会設置要綱ということで、第２

条が協議事項でございます。  

 こちらに次の事項について協議するとされておりまして、（１）番、法第79条の規定

に基づき、自家用有償運送の登録で、その先に括弧で変更等を含むということが入ってい

ますが、を申請する場合における運送の必要性と旅客から徴収する対価に関する事項、こ

の２点ですね。  

 つまり国土交通省様のほうで審査する事項については、最終的な承認を得られるための

絶対条件ではあるので、D委員のおっしゃるとおり、それが整っていなければ承認されな
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いものではあるのですが、この会においては、事業としてきちっとビジョンがある、その

有償運送が必要であるということは、先ほど事務局のほうから報告がありましたから、あ

とはこちらの旅客から徴収する対価に関する事項、こちらについてはおおむね基準の中に

入っていると。  

 先ほどE委員のほうからもお話がありましたけれども、この例えば原油価格の変動なん

かによっても、かなり事業が厳しいところがありますよというご忠言もありましたが、そ

ういうことも含めてしっかりやれるのかどうかということについてご議論いただいて、そ

の先は今のお話は非常に重要なんですが、きちんと所有もされて駐車場も法令に基づいて

確保されて、初めて申請が承認されるということで、この会の議論といたしましては、必

要性について事務局から報告した点と、徴収する料金に対して妥当かどうかと。あとは運

営をする側として、重大な何か見誤りがあるかないかということについて確認をいただい

て、十分必要性を担っていただけるということであれば、ここでは十分義務が果たせると

いうような枠組みになってございます。  

 

D委員  

 私どもでも介護タクシーを長くやらしてもらっているのですが、実際に有償運送が必要

であるという議論、協議となるのであれば、実際はそういう利用者様の利用度というのは

減っているんですよ。  

 私ども青ナンバーでやらせていただいていますけど、実際の利用度、お客様からすると、

今それほど利用されていないです。  

 さまざまな影響があるかと思いますが、板橋区でも福祉有償運送を６社あったところが

２社に減っているという状況もありますしね。団塊の世代の方が８０歳くらいになれば状

況も変わってくるかもしれませんが。  

 そういうようなことから考えれば、協議会というものも、それがある程度、本当に必要

かどうかということをもう少し協議することも必要なのじゃないかというふうに。私は逆

に減っているんじゃないか、需要が減っているのではないかというふうに見ておりますけ

れどもね。やはりお客様が減っているということから、必要性というのを考えますとね。

もう少しそういうものも厳密に、この協議会で協議してもいいのではないかと思います。

ましてやお客様の安心・安全・生命を預かっている仕事でありますからね。だから、そう

いうことからすると、やはり協議会でそういうことを、もう少ししっかり精査しなくては
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いけない感じがしますよ。  

 

副会長  

 ありがとうございます。  

 今、D委員がおっしゃったように、福祉有償運送の事業者が、板橋ではどうも減ってい

て、かつ先ほど冒頭に前半の部分で板橋区のほうから報告があったように、要介護の高齢

者は増えていて、でも障害者手帳の交付者は減っていて、かつさまざまなタクシー事業者

や公共交通機関の利用率とか、タクシー券のこととか、総合的に勘案して、どれぐらい福

祉有償運送が必要なのかというのは、また今年度、また来年度、協議会、更新のときがあ

りますので、何かの数字としてやっぱりもうちょっと細かく区のほうとも、それから、も

ちろんほかの事業者さんとか、タクシー事業者さん、いろんなデータをもとに、本当に必

要かという部分があって、申請団体に対して協議を調わせるということでありますので、

それは大切な意見だと思います。それがまず１点と。  

 あとはやっぱり今までの協議会もずっと更新がほとんどだったので、僕もはっきりガイ

ドライン、きちんと見ていない部分もあったのですけれども、ガイドラインで示されてい

るのは、例えば協議会ごとのローカルルールとかというのをつくり上げていることもあっ

て、先ほどＤ委員がおっしゃったように、それは板橋区ではどういうふうにしていくとい

うのは、今後、先ほどの所有の部分、あと利用者の部分とか、確認が必要であれば、改め

て協議できればというふうに思っております。  

 ただ、現実には例えば車を所有するということは、当然車庫があって車庫証明があると

いうことになりますし、そこで運行管理の安全性を含めてきちんと担保されなければ、陸

運もオーケーしないだけじゃなくて、恐らくこの福祉有償運送の登録を取り消すというこ

とができる。  

 そういう意味では、もし今回、申請団体のＣａｒｅｍｏさんのほうで、協議が調ったも

のとして、準備をしていただいて、その結果、例えば事務所として運営が難しければ、Ｃ

ａｒｅｍｏさんのほうで今後、継続は判断することですけれども、逆にD委員がおっしゃ

っているように、お客様とか区民の方の安全とか安心が担保できないようであれば、これ

は協議会としても、また板橋区のほうからとしても、きちんと指導または取り消しという

ことができますので、そういった形でまた随時、確認できればというふうに思っています。  
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D委員  

 協議会というのは、そういうことを踏まえたことで協議して、そこの協議会である程度

お願いしてもらうということが協議会だと思いますね。  

 

副会長  

 そうですね。  

 

Ｄ委員  

 ですから、ありきで物事を協議するのでは何もならないので、そういう懸念が、事故と

かそういったことがあり得る、そういうことを前提に協議をするところですから。例えば、

車庫の部分の証明書については、事務局のほうへは提出しているのですか。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 提出はしていないですけれども。  

 

副会長  

 車庫証明はもともと必要がないという。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 この場の要件としてなかったので、提出させていただいてません。  

 

副会長  

 福祉有償運送については、自動車の事務所の位置と車の台数と、それに関する車検証、

保険という、その書類となっています。  

 

D委員  

 これまでの場合は揃っているのですよね。  

 

副会長  

 既に継続の場合は、もう持っているので。  
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D委員  

 継続はもちろんですけれども、新規の方もやはりそういったものがなければですね。だ

から、その程度のことはやっぱりなければ、事務局の方でも、もう少し指導していただい

て、私みたいな意見を言う、今までこんなこと初めてだという話じゃないようなことでや

っていただきたいと思いますけれどもね。  

 

副会長  

C委員。  

 

C委員  

 運送事業というのは、車庫や営業所の使用権限を確認させていただきまして、認可をさ

せていただいていますけれども、自家用有償運送のこの登録に関しましては、そこの使用

権限、事務所の使用権限などのほうは確認をしておりません。車庫の使用権限も確認して

おりません。車の使用権限、こちらに関しましては、登録申請をされる際に、この登録さ

れて申請を出されてくると思いますので、そこは車検証を見て、車庫についても担保され

ているのだなというところで判断させてもらっています。  

 

副会長  

 ということで、よろしいでしょうか。  

 

D委員  

 そういうことでの話しであれば、申請だされて拒否するあれはないでしょうけれども。 

 

障がい者福祉課長  

 Ｄ委員のおっしゃることは非常によくわかります。冒頭、丸山副会長からもお話があり

ましたように、やはり単なる数字だけではなくて、本質的なところ、それから、先ほどD

委員から、やはり現実に減っているのではないかということを感じるというお話もいただ

きましたので、しかしながら、私ども事務局で現在示せる資料においては、人口がふえて

おり、かつ高齢化が進んでいくので、需要については一定の高まりがあるのではないかと

いうのは、現状はそうであるということですので、ここは今後、やはり皆様方から情報を
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いただいたりしながら、現実的に運営される側もそういう情報がありませんと、事業を組

み立てていくのがまた大変でしょうから、ぜひそういうことを事務局で集めて、よい議論

がより精緻にできるように頑張ってまいりたいと思いますので、本日については、すみま

せん、現状出させていただいている資料で、一定ご了承いただき、今後改善、改良してい

くということで、ご理解いただければと思っております。  

 

D委員  

 もう一つ、私どもも板橋区内で施設を運営しているのですが、介護保険制度のケアの中

に送迎も含まれているという状況にあるんですよね。実際、ですから介護タクシー自体を

使わなくなったという、前よりは少なくなったということは、そのことだと思います。た

だ、これから10年先などは、介護保険制度も変わるかもしれないので、わかりませんけ

れども、だからそういうことから考えれば、現状を見ながらもう少しデータを集めていた

だいてやっていただきたい。  

 

副会長  

 D委員のおっしゃるとおり、施設の在宅サービスとかだと、送迎加算がされるので、自

宅と施設の部分は送迎がついている。あと病院がオリジナルでやっているケースがあった

り、さまざまな形で移動制約のある高齢者の方や障がい者の方の移動の部分の保障という

のが、福祉サービスの部分では大分整ってきたなと、移動支援の需要がありますしね。  

 ただ、それ以外の福祉サービスが充当しない部分について、公共交通やタクシーや、あ

とは福祉有償運送というさまざまな選択肢が多くあって、あくまで競争にならないように

タクシー事業者のおよそ半分ぐらいの対価で、しかも非営利という形なので、選択肢が多

く増える分には問題ないんじゃないか。もちろんこれが余り増え過ぎてしまうとというこ

とで、この協議会があるのだと思います。  

 あとはこの運営協議会自体の持ち方自身が、先ほどあったこの協議会のある自治体の区

域で、こういう福祉有償運送が必要で、かつそこを発着することと、それからその対価と

いう審査で、今までやっぱり事業者の申請のそういう車であったり、対象の会員さんであ

ったり、さまざまな形で、もう運営されているものを審査するという形がメーンだったの

ですけれども、そういう意味では、より多く本来であれば参入をして健全な競争をするこ

とで、利用者の人がいろんな選択肢で移動が自由に、社会参加ができる保障がされるべき
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であるという観点からすると、B委員やD委員がおっしゃっているように、安全や、あと

は確実なマネジメント、企業としての。そういった部分はやはり何らかの形で確認ができ

ればいいかなというふうに思っています。  

 今回、申請団体のＣａｒｅｍｏさんは新規ということで、まだ基本的に先ほど説明があ

った中では、資料としては無いけれども、確実に買って、所有をして、そして置く場所も

あって、会員さんも見込みも、要介護者もあるということなので、基本的に区域の部分と

対価の部分については、ここで協議が調ったという、そういうことは私個人としては問題

がないかなと思っているところです。いかがでしょうか。  

 

D委員  

わかりました。  

 

副会長  

 では、改めまして、申請団体、ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏさんの道路運送法第79条に基

づく登録申請及び対価について、この板橋区福祉有償運送運営協議会のほうで協議が調っ

たということでよろしいでしょうか。  

 では、一応そういうふうにしたいというふうに思います。  

 新規は本当に久しぶりなので、ぜひ先輩の福祉有償運送事業者の方と、それから、既存

のさまざまなタクシー事業者、そういうところとぜひ連携をとりながら、移動制約のある

部分の方々のために、ぜひ頑張ってください。よろしくお願いいたします。  

 

ＮＰＯ法人Ｃａｒｅｍｏ  

 どうもありがとうございました。  

 

副会長  

 それでは、ほかに何か委員の方々から、この際、何か発言ございますでしょうか。  

 事務局のほうから。  

 

事務局  

 ございません。  
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副会長  

 ございませんか。  

 では、ないようでしたら、これで第13回目の板橋区福祉有償運送運営協議会を閉会と

させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。  


