
会議名  第１２回福祉有償運送運営協議会  

開催日時  平成２7年4月24日（金）午後１3：００から１4：００まで  

開催場所  板橋区役所９階  大会議室A 

出席者  

１１名  

［委員 ９名］  

中村会長、丸山副会長、石川委員（代理）、市村委員、堀井委員、甲斐  

委員、山下委員、坂井委員、丸山委員  

［事務局：区２名］  

（福祉部障がい者福祉課）  菅原福祉係長、吉岡主事  

会議の公開  

（傍聴）  

公開（傍聴できる）   

傍聴者数  1名  

議  題  

１  新委員の紹介  

２  会長あいさつ  

３  板橋区における福祉有償運送の必要性について  

４  「NPO法人  ブリッジ」の道路運送法第79条の６に関する有効期  

間の更新の登録申請及び対価の改定についての協議  

５  「運営協議会における合意形成のあり方検討会報告書」について  

６  その他  

配付資料  

資料1  委員一覧表  

資料2  板橋区福祉有償運送運営協議会設置要綱   

資料3  板橋区における福祉有償運送の必要性について   

資料4  NPO法人  ブリッジの道路運送法第79条の６に関する申請書  

資料5  運営協議会に関する国土交通省としての考え方について  

資料6  福祉有償運送の登録に関する処理方針  

資料７  自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いに  

ついて  

資料８  運営協議会における合意形成のあり方検討会報告書  

所管課  福祉部障がい者福祉課福祉係  
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事務局  

 ただいまより、板橋区福祉有償運送運営協議会を開催いたします。  

 新たに委員になられるご３名の方に安井副区長より委嘱状をお渡しいたします。  

 

委嘱状の伝達  

 

安井副区長挨拶  

 改めまして皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました副区長をしております安井

と申します。  

本来ですと、坂本健区長が参りましてご挨拶また委嘱状もお渡しするところなのでござ

いますけれども、ご承知のように今選挙期間中でございまして、ちょっとやりくりがつか

ない次第で委嘱もさせていただきました、本当に今日はありがとうございます。  

 今日は、この板橋区福祉有償運送運営協議会というのも12回目ということだそうでご

ざいまして、平成17年から開かれている会議でございまして、平成14年に板橋区もバリ

アフリー推進条例を制定しまして、翌年に総合計画等もしているわけでございますけれど

も、いわゆる福祉のまちづくりということで、総合バリアフリー化ということで推進をし

ておりますけれども、やはり障がい者の方、高齢者の方のいわゆる貴重な運送手段といい

ますか、交通手段ということで、この福祉有償運送が欠かせないということで、このあり

方について、この協議会でご協議をいただいておりまして、よりよい有償運送のあり方を

ご協議いただいているところでございますので、ひとつ今回もよろしくお願いしたいと思

いますし、今後とご意見がございましたら、お寄せいただいて高齢者の方、障がい者の方

が暮らしやすい、動きやすい板橋区にしていきたいと思ってございますので、どうぞ今後

ともよろしくご協力をお願いしたいと思います。  

 きょうは大変ご苦労様ですが、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。  

 

事務局   

安井副区長にはこの後公務がございますので、恐れ入りますが、ここで退席をさせてい

ただきます。  

 続きまして、委員のご紹介をさせていただきます。  

 

委員の紹介等   

関東運輸局東京運輸支局首席自動車運輸企画専門官、石川雄司様は本日ご欠席のため、
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代理として運輸企画専門官、小菅達也様がご出席でございます。株式会社サンベスト東信、

清田明徳様は今、遅れていらっしゃるようでございます。  

 池袋交通株式会社、吉田貴美夫様は、本日ご欠席でございます。  

 委員のご紹介は以上でございます。  

 

事務局  

 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきたいと思います、初めに次第が１

枚ございます。  

 資料１が本協議会の委員一覧でございます。  

 資料２が板橋区福祉有償運送運営協議会の設置要綱でございます。  

 資料３が板橋区における福祉有償運送の必要性についての資料でございます。  

 資料４ですが、Ａ４で厚い資料になりますが、恐れ入ります、変更がございましたので、

机上に配付しているものと差しかえをお願いしたいと思います。  

 資料５が、福祉有償運送の登録に関する処理方針についての資料でございます。  

 資料６が、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の資料

でございます。  

 資料７が、運営協議会に関する国土交通省としての考え方についてという資料でござい

ます。  

 資料８は、Ａ４の横になっておりますが、事務・権限の移譲の概要についての資料でご

ざいます。  

 なお、次第につきましても、今回、若干変更がありましたので、恐れ入りますが、机上

のものと差しかえをお願いしたいと思います。  

 また、板橋区のヘルプカードの資料を配付していると思いますが、これにつきましては、

最後にご説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 なお、１点、委員の皆様方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

めに録音させていただいております。発言される委員の方は、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くようよろしくお願いいたします。  

 なお、本協議会ですが、会議の透明性の観点から傍聴を設けておりまして、本日、１名

の傍聴の方がいらっしゃいますので、ご報告させていただきます。  

 それでは、この後の協議会の進行につきましては、協議会会長にお願いいたします。  

よろしくお願いいたします。  
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会長  

 では、この会の会長をさせていただいています、私のほうから議事進行をさせていただ

きたいと思います。  

 それでは運営協議会のほうに入ります。  

 まず、自家用有償旅客運送の事務・権限の移譲等につきまして、東京運輸支局のほうか

らご説明をよろしくお願いいたします。お願いいたします。  

 

A委員 

 東京運輸支局の小菅です。よろしくお願いいたします。それでは座って説明のほうを簡

単にさせていただきます。よろしくお願いします。  

 資料８のほうをごらんになっていただきたいのですが、一番最後のものですけれども、

こちらのほうに書かれているとおり、平成26年５月28日に「地域の自主性及び自立性を

高めるため改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」というものができまし

て、27年４月１日から「自家用有償旅客運送」の事務・権限に関しては、国の東京運輸

支局のほうから各自治体、各市町村の方に移譲を行うことが可能になりました。その中で、

今回、東京都内において、こちらは手挙げ方式というふうな形で、皆さんに応募を募った

ところ、東京都内に関しては、４月１日から開始するというようなところに関しては、ゼ

ロということになりましたので、今のところまだ都内では始まっていないというところで

あります。細かい話はここの文章、つらつらというふうに書かれているのですが、では、

現在進行状況としまして、世田谷区と八王子市と江東区が今回の手挙げ方式に関して、今、

調整を行っているところでございまして、近ければ平成27年中に権限移譲を希望すると

いうふうな、今、調整を図っておりますが、恐らく１月過ぎになる可能性が高いというふ

うに思っています。  

 この権限移譲に関しては、やはり免許を取得する際に、登録免許税であったり、いろい

ろ自治体の条例改正とか、もろもろあることがありますので、では、すぐに手を挙げて、

実際に届出をこちらの運輸支局のほうに提出していただいて、国交省のほうに上申すると

いうふうな流れになっておるのですが、届出を出して、すぐできるかというふうなところ

と、ちょっと、１カ月から２カ月ぐらいの、実際に承認を得るまでに時間がかかるところ

もありますので、あと、議会の承認も必要になってくると思いますので、今から動いてい

ただいて、恐らく３カ月、４カ月ぐらいはかかってしまうのかなというふうなところでご

ざいます。  

 東京都内は今のところゼロというふうなことですが、全国的に見て、ではどのぐらいや
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るかということですが、隣の神奈川県に関しては、大和市というふうなところが27年４

月に開始をしております。あとは関東管内では余りまだ手を挙げている自治体は少ないと

いうところが現状でございます。なので、今後も板橋区役所さんのほうも権限移譲の希望

を多く、なるべくしていただいたほうがよろしいのかなというふうには思っておりますけ

れども、いろいろな都合があると思いますので、その辺は今後検討していただければあり

がたいと思っております。  

 簡単ではありますが、以上とさせていただきます。  

 

会長  

 ありがとうございました、今のご説明に何かご質問や確認されることはありますか。  

 ではよろしいですか。  

 次に行かせていただきます。２番目の報告事項としまして、板橋区における福祉有償運

送の必要性について、事務局のほうから説明をお願いします  

 

事務局より板橋区における福祉有償運送の必要性について、資料３により説明  

 

会長  

何かご質問ございますか、よろしいですか。では次に議題の本題のほうに入らせていた

だきます。  

ＮＰＯ法人ブリッジの道路運送法第79条の６に関する有効期間の更新の登録申請につ

いての協議でございます。  

 まず事務局のほうからブリッジの団体のご紹介をさせていただきます。  

 

事務局  

 では、ご説明させていただきます。  

 ＮＰＯ法人ブリッジは、平成18年12月の第５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きました。平成24年５月の第10回運営協議会で

の更新に係る審議に続き、本日、第３回目の更新に係る協議となります。なお、板橋区福

祉有償運送協議会設置要綱第３条第４項の規定によりまして、ＮＰＯ法人ブリッジに所属

いたします、有償運送利用者代表の委員は発言できますが、当該議事決定には参加できな

いことになっております。どうぞよろしくお願いいたします。  

 説明は以上でございます。  
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会長  

 それでは申請団体から、道路運送法第79条６に関する有効期限の更新の登録申請、対

価についてのご説明をお願いいたします。  

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

 今回で３回目の更新という形になりまして、内容に関しまして、以前と余り変更のほう

はなく、今回も更新させていただこうと思っております。   

今回の申請は更新ということで、所有台数に関しまして、車いす車両のほうが以前と同

じ４台、うち軽自動車が１台という形で申請させていただきます。資料４の中で、最初の

ほうに定款等がございます。定款等のほうは飛ばさせていただきます。  

 それとあと13ページ、こちらのほうが登記簿謄本の写しになります。そして15ページ

からに関しまして、今回、再度申請させていただく車両についての車検証でございます。

４台、裏表のほうでコピーさせていただいております。そして19ページからは、その車

両についての保険、こちらのほうの詳細のほうの写しを提出させていただいております。  

 そして今回、登録させていただく運転手さんのほう、23ページになりますけれども、

23ページの中に運転者、５名のほうを登録させていただくような形で申請させていただ

きます。私、橋場義充から山内、比企、永谷、富沢の５名、そのうち種類といたしまして、

私、橋場のほうは２種の免許を持っております。ほかは１種の免許になっておりますが、

今回、この有償福祉運送を送迎するに当たりまして、移送サービス運転協力者講習という

ものがございます。その講習を受けてから、初めてドライバーとして運転できるという形

になっております。２種、私以外の４名の講習の修了証、こちらのほうを25ページ、26

ページ、27ページ、28ページにかけて修了した証明のほうを、こちらのほうを添付させ

ていただいております。  

 そして30ページになります。30ページになりますと、運行管理体制についての記載の

書類です。こちらの有償福祉運送を行うに当たりまして運行管理体制、こちらのほう、私

を筆頭に管理体制の責任者として、私のほうが登録させていただいております。そして整

備管理に関しまして、山内、こちらのほうが登録させていただいております。運行体制に

関しましては、こちらの図のような形になっております。基本的に、下に書いております、

事故等が起こりました体制に関しましては、代表者の比企を筆頭に、私、事故対応を含め

まして、ドライバーから私のほうに連絡が行きまして、私から代表のほう、私から警察、

もしくはこちらの運営協議会のほうにご報告するような形になっております。そしてあと、
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苦情の体制に関しましても、私を筆頭に、山内、こちら、２名体制で苦情の対応のほうを

させていただいております。  

 そして31ページから、31の５、ここまでが今現在の私どもの旅客の名簿になっており

ます。こちらは会員ということで、まず私どものブリッジの会員になっていただいて、初

めて送迎をさせていただくという体制を組ませていただいています。現在、登録のほうが

86名おります。86名の中でも、やはり入院されて今現在使われていない方、多々おりま

すけれども、一応、今現在登録されている方のお名前のほうを登録させていただきました。  

 32ページになります。32ページになりますと、その86名の方の内訳のほうを書かせ

ていただいております。身体障がい者、こちら、１級のほう、こちらが57名、それとあ

と要介護認定を受けている方、要支援の方が５名ですね。それとあと、要介護認定を受け

ている方が52名おります。身体障がい者１級の57名というのは、基本的には透析の患者

様の57名という形になっております。当初、私どものほうでも、こちらのほうの有償福

祉運送を申請させていただいた経緯といたしまして、透析の患者さんの送迎をメーンとさ

せていただくということで、申請させていただいたのが当初のスタートでございます。こ

の形はいまだ変わっておりません。基本的には透析の患者さんの病院からご自宅、ご自宅

から病院という形の送迎が中心となっております。  

 33ページは、来月５月20日までの登録証、前回承認いただいた登録書の中身になって

おります。  

 そして34ページ、会員様から収受する対価について、こちらを記載させていただいて

おります。こちらの金額に関しましては、前回、申請させていただいて、承認いただいた

前回と数字のほうは変わっておりません。基本的にこちらの現状の支出に関しまして、少

しちょっとガソリンの単価のほうが多少変わっているところもあるんですけれども、多少、

原油価格の高騰もありまして、一時期かなり金額のほうもちょっと単価的には上がったと

ころもあるんですけれども、今現段階は比較的落ちついてきておりますので、以前、24

年のときに申請させていただいた単価と今は変わっていない状況でございますので、単価

として、以前とほとんど変わらない形で申請させていただきました。金額のほうに関しま

して、私どもの料金と比較しまして、２キロまでが300円、2.5キロまでが400円、３キ

ロまでが500円、それ以降、１キロずつ100円上がっていくというシステムには変わり

はございません。  

 現状の支出と収入の比較に関しましても、ドライバーに基本的に支払う料金、今、ドラ

イバーのほうも時給という形でやらせていただいているんですけれども、その時給に関し

ても変更なく、ちょっと少ない金額ではございますけれども、ドライバーの方に協力いた
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だいて、この金額を今、実施させていただいて、申請させていただいております。  

 あと一番最後のところ、乗合に関しましても、以前と変わらず、透析の患者様、皆様、

同じ時間にきちんと終わるということが確定されておりません。よって、予定した方の送

迎時間と全く違う方が一緒になってしまうという場合があったりします。やはりそうなり

ますと、利用者様を待たせてしまって、様態を悪くするということを防ぐために、２名の

乗合のほうを、以前、申請させていただきまして、今回も引き続き同じような内容で申請

させていただくような形になっております。  

 それとあと35ページ、36ページが、こちらは私どものほうから東京運輸支局様のほう

に報告させていただいた内容になります。走行距離と人員、それとあと、運送の収入です。

こちらのほうを記載させていただいております。これは25年度、26年度、こちら２枚の

ほうを提出させていただいております。  

 37ページに関しましては、弊社の運行マニュアルになっております。37と38です。

私どもの運行マニュアルになっておりますので、整備、点呼、そういったところから乗務

記録、こういったところの指示、点検等の、誰が責任を負って、こういう形で行うという

ことを細かく書いておりますので、よろしくお願いいたします。  

 それとあと、39ページから43ページまでが基本的には運転者台帳となっております。

その者の免許証の部分と、あとはヘルパー資格を持っている、持っていない、そういった

ものが、こちらに書いてあります。それ以降に関しましては、私どものほうで使用してお

ります、乗務記録、それとあと、事故の記録、それとあと苦情処理のための苦情処理簿、

それとあと、安全運転の確認表です。これを今、弊社のほうで運転時にさせていただいて、

これをチェックすることによって安全運転を確保するという形で行わせていただいており

ます。すみません、簡単ではございますが、内容的には以上です。よろしくお願いします。  

 

会長  

 ありがとうございます。今の説明に何かご質問、それからご意見はございますか。  

 どうぞ。  

 

Ｅ委員  

まず使用する車両についてなんですけれども、資料４番の10ページの６番車両に関し

て記載があります。ここで４台団体所有で４台とも車いす車両ということで記載がござい

ます。先ほどもありましたけれども、15ページから車検証が４台分掲載されています。

それで、車検証を見ますと、４台とも車いす車ということですが、17ページ掲載の車検
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証の車両については、箱型としか形式がなっていませんので、この点はどうなのかという

ことと、あと使用権限と、所有かどうかの問題ですが、４台とも何台所有ということで、

10ページの資料のほうには記載されているのですが、車検証のほうを見ますと、２台、

16ページと18ページに車検証が掲載されている車両については、使用者と所有者が違っ

ています。この場合、これはどういうことなのかということと、この場合、もちろんこれ

でもあれですが、使用者と所有者が違う場合は、有償運送に使用する場合の、使用するこ

とと、それからその際に起こった事故等の問題については、申請者側に責任があるという

旨の契約書みたいなものを結ばなければならないはずだったと思うのですが、その契約書

みたいなものは、この資料のほうに出ていませんので、その点はどうなのかということと、

それとあともう一点は、運送の対象者についてなんですけれども、運送の対象者について、

８ページ、資料４番の最初のページ、要件確認表の中の８番のところに記載がございます。

イの身体障がい者が57名、要介護認定者が52名、要支援者が５名ということで、その他

の障がい者のところには記載がございません、人数の。ただ、先ほどの説明の中で言われ

ていましたけれども、透析患者の方の送迎、複数乗車を申請しているということも書かれ

ていますし、説明されていましたので、透析患者の方が会員になられているとしたらば、

通常はここのニの、その他のところの内部障がい者というところに、人数がカウントされ

ていなければと思うのですが、それがないのと、それから、10ページの７番、同じよう

な意味ですけれども、７番に運送しようとする旅客の範囲ということで書かれていますけ

れども、イとロしか丸がついていません。先ほどの中身から言えば、ハもニも丸がついて

いなければおかしいのではないかなと思いますし、あと、もしハとニを、ハとニの方を運

送の対象者として考えておられるということであれば、事務局のほうで、きょうお配りい

ただきました資料の５番、国交省から出されている福祉有償運送の登録に関する処理方針

というのがございますけれども、資料７番です。66ページからの資料７番、運営協議会

に関する国土交通省としての考え方ということですが、平成18年の９月に出されていま

す。それで、その通達の中の69ページから70ページにかけて、運送しようとする旅客の

範囲ということが規定されておりまして、70ページの先頭のところに、福祉有償運送の

場合ということで、イ）があって、それのイ）の上から６行目のところですが、このため、

申請者に対しては、当該会員となる予定のものも含む、障がいの態様を記載した書類の提

出を求め、施行規則第49条第３号ハ及びニに規定する者が運送を利用する会員となって

いる場合には、運営協議会において、当該会員の移動制約の状況を踏まえ、運送の対象者

とすることの妥当性等の確認を行うことという規定がございます。ですから、内容から見

ると、この施行規則の49条３号のハとニの方も含めて、会員になっておられるようです
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から、その方々の具体的な移動制約の状況について報告をいただきたいと思いますし、そ

の上で、この通達に、今読ませていただいた通達にあるとおり、その報告を受けた上で協

議会として妥当性の範囲の部分について、協議が必要ではないかなという、以上です。  

 

会長  

 いろいろご指摘していただき、ありがとうございます。  

 まずＮＰＯ法人ブリッジさんのほうから何点かお答えできるものがありましたら。  

 

ＮＰＯ法人ブリッジ   

まず車のほうの件です。まずこちらのほうの保険のほうの対応に関しまして、所有者と

使用者の部分に関しまして、こちらのほうの記載のほう、それとあと保険のほうの対応の

ほう、こちらのほう、万が一何かあった場合の対応になるかと思います。その点に関しま

して、今、ちょっと私、現段階、そちらの確認のほうですけれども、ちょっと保険会社の

ほう、基本的に私のほうでは、こちら申請のほうを行う際に、この保険の書類のほうを提

出させていただいた際に、万が一、事故が起こったときに、このような内容でよろしいで

すねということで、ちょっと簡易的な確認だけをさせていただいたのみになります。使用

者と所有者、これが違っていて、このような形になった場合と、具体的な問い合わせ、保

険会社のほうに問い合わせをしたという、ちょっと私のほうではまだ、その事実がちょっ

と今、確認できていないもので、その辺に関しましては、私のほうでもう一度ちょっと確

認をさせていただいて、その使用者と所有者、こちら、今、この現状の中で、こういった

事故等が起こった場合、責任所在、そういった部分と、あときちんとそういった対応、利

用者様のほうに対応ができるのかどうか、その辺を再度確認させていただくような形にな

ると思います。ちょっと今、すみません、詳しく確認できていないもので、ちょっとお答

えはこのような形になってしまうんですけれども、申しわけございません。  

 それとあと、透析患者様に関しましての、私どものほうでは、以前申請させていただい

たとき、以前もイとロという形で申請させていただいて、イロハニ、ハとニの場合のとこ

ろは、私どものほうでは、ちょっとまだ申請のほうは行っていない状況です。当然、ハと

ニを申請させていただくときは、このような形で運営協議会を開催させていただいて、再

度申請するという形になっているとは思うんですけれども、私どものほうでは、すみませ

ん、ちょっと透析患者様の身体状況確認を、イに属しているという形で認識してしまった

もので、イの形で、ハとロのほうに、ちょっと内部障がいという形の申請という形では、

以前から行っていなかったもので、我々の認識不足というのもあったかと思うんですけれ
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ども、今までこの形で申請させていただいたものですから、またちょっと同じような形で

申請させていただいたというところが正直なところなんですけれども、このハとニに該当

するという形であれば、先ほどＥ委員のほうがおっしゃられました内部障がいとしての申

請、ハとニに該当するのかどうか、それと、あと基本的にそのハとニに関しましての運送

に関しましての移動制約、どういうふうな形でその方が移動するのかどうかという詳しい

ことですね。そういったところもちょっと私どものほうでは、ハとニに該当すると思って

いなかったもので、イにちょっと該当するような形だと思ってしまったものです。  

 

Ｅ委員  

 基本的に会員になられる方というのは、他人の介助によらずに移動することが困難で、

単独ではタクシー等の公共交通に利用できない方、利用が困難な方ということが、一般論

としては規定されているんですよね。そのことを踏まえて、先ほど言った施行規則の中で

もあれされているんですけれども、その具体的な状況についてお聞きしたいんですよね。

要は、今の回答ではちょっと回答になっていないというか、例えば要支援者、このブリッ

ジさんが出された32ページのこれを見ても、要支援認定者５人となっていますよね。要

支援認定者５人と、これはハに当たりますよね。施行規則のハに。先ほどの３号からいえ

ば、ハに当たるんですよね。ですから、先ほど申し上げたように、運営協議会で対象とす

ることが妥当かどうか、確認する必要があるのではないですかということを言ったんです

けれども。  

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

 わかりました。ちょっと先ほどのを理解していなくて、すみませんでした。そのイロハ

ニ、今、ちょっと私も確認させていただいて、すみませんでした私の理解不足で。要支援

２に当たる５名の方ですね。これは先ほど言われたハに該当するという形ということであ

れば、そのハの形で申請するのか、もしくは、この方が仮に、要支援という形になるので、

多少は少し、透析後ということで、身体的な部分で、歩行に困難を生じる方ということで、

この５名の方を入れさせていただいたところもあるんですけれども、その方がちょっと、

ハの申請をしないのであれば、その５名の方はこの対象ではないのではないかということ

で。  

 

Ｅ委員  

 というか、この５人の方というのは透析患者の方です。では、一般的にはニのほうに通



-11- 

常はなりますよね、そうですよね。  

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

 10ページのところにある７の旅客の範囲、これがこのまま僕も細かいのを、今日持っ

てくるのを忘れたので、イの部分では身体障がい者福祉法第４条で規定する身体障がい者

というふうになっています。身体障がい者福祉法第４条に規定する身体障がい者は、身体

障がい者福祉法の別表というところに規定する範囲内で身体障がい者手帳を受けた、交付

を受けたというふうになっているので、透析患者かどうかではなくて、身体障がい者手帳

を持っていれば、イにカウントされるものと。ただ移動の制約がどうこうというのとは別

に、このままこれを解釈すれば、これは該当する透析かどうかは別としてイで。  

 

Ｅ委員  

 いや、私の言っているのは、人工透析の方が移動制約者に当たるのか、個人の方の具体

的な状況として、先ほど言った、単独では移動することが困難で、介助なしに移動するこ

とが困難で、単独ではタクシーを利用することが難しい方という一般論的な規定はありま

すけれども、その５人の方の移動制約の状況をここで報告していただいて、その上で運送

の対象とすることが妥当なのかどうなのかということを確認してくださいと通達で書いて

あるわけですよ。だから、それをやっていただきたいという話です。  

 通常、私はいろいろなところの、何カ所かの運営協議会に出させていただいていますけ

れども、透析患者の方というのは、二でどこの団体さんもあれしているんですね。ニの内

部障がいのところの対象者として記載されています。  

 

会長  

 では、障がい者福祉課長。  

 

障がい者福祉課長  

 障がい者福祉課からお答えさせていただきます。まず、この身体障がい者福祉法第４条

に規定する身体障がい者ですが、人工透析の方につきましては、透析をすると、身体障が

い者手帳１級の取得になります。その意味では、このイに該当する、このイの条項ですけ

れども、いわゆる身体障がい者福祉手帳をお持ちの方というある意味、条項になっており

ます。  
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Ｅ委員  

 ５人の方、ブリッジさんの５人の方は身体障がい者手帳を所有されている方なんですか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

 持っています。よろしいですか。  

 

Ｅ委員  

 了解です。  

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

 では、いいですかそれで。  

 

Ｅ委員  

 では、その５名の方は身体障がい者手帳を保持されているんですね。  

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

 はい、こちら登録されている方は全部、透析の患者様になります。  

 

Ｅ委員  

 その透析の患者さんというのは、身体障がい者手帳を持っている、所有している方とい

うことですね。  

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

 そうですね。透析をやられているということで、身体障がい者１級の手帳をお持ちにな

ると思います。  

 

Ｅ委員  

 了解です。  

 

会長  

 よろしいでしょうか。  
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Ｅ委員  

 それと先ほどの車両の件なんですけれども、これは支局さんに聞きたいんだけれども、

こういう場合に、所有者と使用者が違う場合には、契約書をつくらなければいけないんで

すか。  

 

A委員 

 まず４台に関してなんですが、私のほうで確認させていただくと、使用者は全て事業者

様のお名前になっているかと思います。上と下が違うというのは、軽自動車と通常の自動

車というなのが、普通車に関して、上が所有者、下が使用者になります。軽自動車に関し

ては、反対になっていますので、当然ながら、全部、４台ともブリッジさんの所有になっ

ているというふうな解釈でありますので、あくまで所有者と使用者の概念のお話を簡単に

させていただきますと、所有者は、よくあるローン会社ですね。ローン会社とかディーラ

ーさんの名前になって、使用者が実際に使用する方ということになるので、使用者に全て

ブリッジさんの名前が４台とも入っていますので、特段問題はないと思います。  

 

会長  

 使用者にブリッジさんの名前が載っているので、問題ないということでよろしいですか。 

 よろしいですね。とはいえ、車検証が実際に申請、後でお話しさせてもらおうと思った

のですが、車検証の中で１台、車検がちょっと切れているような状況がありましたので、

恐らくそれは更新されていると思いますが、それはこちらに、５月20日で期限が切れる

ので、そちらのほうは更新したものを支局のほうに提出していただきたいのが１点と、あ

と保険です。保険に関しても１台、ちょっと切れている部分が確認できたので、それも恐

らく更新はされていると思うのですが、そちらのほうもあわせてお願いしたいと思います。  

 

会長  

 ほかに何かございますか。  

 

E委員  

 今の点なんですけれども、僕も理解不足だったかもしれませんけれども、いわゆる持ち

込み車両ということではないということですね。そういうことではないという。  
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ＮＰＯ法人ブリッジ 

 全て自己所有です。  

 

Ｅ委員  

 そういうことですね。わかりました。  

 

会長  

 ほかに何かございますか。  

 ではよろしいですか。では車検証など、そういったものは、それはきちんと、やられる

ものに差しかえていただければ。では、ＮＰＯ法人ブリッジさんの更新申請と対価につい

ては特に問題はないですね。よろしいですね。もし対価について、協議が整ったというこ

とで、今回はさせていただきますので、若干書類のほうを差しかえたものを、車検証など

をきちんと差しかえて、提出していただきたいと思います。  

 それではどうもありがとうございます。  

 その他として、事務局から何点か連絡事項をお願いします。  

 

事務局  

 それでは、貴重なお時間を使わせていただきまして、皆様に配付させていただきました、

このヘルプカードについてご説明させていただきます。  

 この赤いマークを皆さん、どこかでお目にしたことはございますでしょうか、都営三田

線の駅のホームや優先席についております、東京都が障がいのある方、支援を必要とする

方のマークということで、作成したものです。  

 昨年６月に板橋区でヘルプカードを作成いたしまして、障がいのある方それから広く区

民の皆様にご用意しているところでございます。  

いざというときに所持して、お願いするという作りになっております。  

もう一つ、この丸いステッカーを板橋区でつくりまして、区内の福祉車両、福祉バスに

は、今載って、ＰＲしているところでございますが、皆様方の事業者様のほうでの福祉車

両、それから事業所の入り口、区民の方が見えるところに貼っていただくご協力をと思っ

て、きょうは配付させていただきました。  

 このヘルプカードは区内35カ所で配付しております。利用者の皆様でヘルプカードを

ということがございましたら、障がい者福課のにお電話していただければ、ご郵送もでき

ますので、今後ともご協力よろしくお願いいたします。説明は以上でございます。  
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会長  

 委員さんのほうで何かありますか。  

 

Ａ委員  

 すみません、これは更新とはちょっと別の話なんですけれども、今回、ブリッジさんに

申請のほうを提出していただいた中で、確認させていただいた中で、運転手さんの高齢化

というふうなのが、やはり進んでいるところがございまして、そういった資料の確認とい

うところで、免許証の生年月日だったり、運転者台帳の生年月日というのは消されている

部分があるんですが、こちらのほうというのは、一応、実際にこういった方が年齢がいっ

ているということを確認したいところもありまして、できれば、今後は表示していただく

ことが可能であれば、お願いしたいなというふうに思っています。それをすることによっ

て、こういった協議会の場で皆さん、高齢化が進んでいるというふうなものを認識して、

少しでも若返り化といったものを図れれば、よりよい関係になるかなというふうに思って

おりますので、そういったことも板橋区役所さんのほうでご検討していただければありが

たいと思います。  

 

会長  

 それはこちらのほうで、オーケーを出すときに、問題としては高齢化になっているので、

今後はやったほうがよろしいかということですね。わかりました。今後はそういうふうに、

ちょっと参考に出させてもらうようにいたしますので。ありがとうございます。  

 ほかに何かございますか。よろしいですか。  

 では、本日の第12回の板橋区福祉有償運送運営協議会を終了させていただきます。  

 どうもありがとうございました。  


