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会議名 第１１回福祉有償運送運営協議会 

開催日時 平成２５年１１月２０日（水）午後１４：００から１５：００まで 

開催場所 板橋区役所９階 大会議室 B 

出席者 １２名 

［委員 １０名］ 

中村会長、丸山副会長、関根委員（代理）、岩井委員、堀井委員、越部

委員、清田委員、吉田委員、坂井委員、丸山委員 

［事務局：区２名］ 

（福祉部） 金子福祉係長、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 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を取り巻く現状について  

資料 4  NPO 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に関する申請書 

資料５  福祉有償運送の登録に関する処理方針について 

資料６  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７  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８  自家用有償旅客運送の事務・権限の移譲等について 

所管課 福祉部障がい者福祉課福祉係 
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事務局 

皆様こんにちは。定刻になりましたので、ただいまより、第11回板橋区福祉有

償運送運営協議会を開催いたします。 

  前回の委員の任期が昨年の12月７日でございましたので、現在のところ会長及

び副会長の席が空席となってございます。正副会長が選任されるまでの間、事務局

である私のほうで進行させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  初めに、開催に当たりまして、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。

事前にお送りさせていただきました資料をごらんいただきたいと思います。 

  初めに、次第がついてございます。その資料１、委員一覧がついてございます。

資料２、有償運送協議会の設置要綱がございます。資料３、板橋区における福祉有

償運送の必要性についてでございます。資料４、福祉有償運送の更新登録申請団体

要件確認表がついてございます。資料５が、通知でございまして、福祉有償運送の

登録に関する処理方針について。資料６、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。資料７、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８が、有償運送の実施に係る事務・権限等でございます。資料

のほう、足りないものございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、次第に沿って進めてまいりたいと思います。 

  初めに、板橋区福祉部長中村一芳より、板橋区福祉有償運送運営協議会委員の委

嘱を行います。なお、本日は、東京運輸支局首席運輸企画専門官、関根肇様にはご

欠席のため、代理として運輸企画専門官、青木宏之様に委嘱状をお渡しします。 

  それでは、よろしくお願いいたします。 

 

委嘱状の伝達 

 

委員の紹介等 

 

事務局 

関東旅客自動車交通労働組合東京地方連合会書記次長、山下晴樹様につきまして

は、本日欠席でございます。 

なお、板橋区職員の人事異動がございまして、委員が変更になっておりますので、

ご紹介させていただきます。 

  福祉部長は、鍵屋一にかわりまして、中村一芳でございます。障がい者福祉課長

は、村山隆志にかわりまして私、坂井亮でございます。介護保険課長は、石橋千広

にかわりまして、丸山弘でございます。事務局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長の金子でございます。同じく、担当の吉岡でございます。 
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会長及び副会長の選出 

 

事務局 

  続きまして、会長及び副会長の選出でございます。資料２をごらんいただきたい

と思います。 

  板橋区福祉有償運送運営協議会設置要綱に基づきますと、会長及び副会長につき

ましては、委員の皆様が互選することになっておりますが、前回、福祉部長が会長

を務めてまいりましたので、引き続き、福祉部長でございます中村委員に会長をお

願いしたいと考えておりますが、いかがでございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

  ありがとうございます。それでは、中村委員に会長をお願いいたします。 

 

会長 

  では、私のほうで会長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

事務局 

  次に、会長より副会長をご指名いただきたいと思います。 

 

会長 

  副会長を会長の私から指名させていただきますが、東洋大学の丸山先生になって

いただいていますので、丸山先生にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

  よろしくお願いします。 

 

会長挨拶 

会長 

  議題に入る前に、一言ご挨拶させていただきます。 

  皆様、板橋区の福祉有償運送運営協議会の委員を引き受けていただいてありがと

うございます。本来でしたら、板橋区長の坂本健が伺いまして、皆様に一人ずつ委

嘱状を渡す予定でございましたが、日程として調整がつかず、大変申し訳ございま

せんが、私が代理でお渡しさせていただきましたので、よろしくお願いします。 

  私、11年前に、障がい者福祉課長をやっておりまして、その当時をちょっと思

い出しているんですが、たしか、この福祉有償運送の制度はまだなかったんではな

いかなと思っているんですが、それで、ＮＰＯさんが今ともう一人ありますが、た

しかその当時はいろんな任意の団体があって、例えば人工透析をやって難病の方の

団体とか、そういうところも昔やっていた時代がありまして、今のこの資料にあり
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ましたが、きちんと法の制度として福祉有償運送の制度ができたというのは大変す

ばらしいことですので、区としてもＮＰＯさんでやっていただければ、ぜひ支援を

させていただいて、障がい者やそれから高齢者のために頑張っていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

  きょうは、一法人、そういうことで協議させていただくという議題になっており

ますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

  座らせていただきまして、議題のほうに入らせていただきたいと思います。 

  まず最初に、板橋区福祉有償運送運営協議会の運営及び概要について、まず事務

局のほうから説明をお願いします。 

 

事務局 

  それでは、説明させていただきます。座ったままで失礼いたします。 

  この運営協議会は、資料７の１ページから７ページにお示ししました、平成18

年９月に国土交通省から通知された「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」にございます「運営協議会の設置及び運営に関するガイドライン」に

基づいて設置しております。 

  協議会は、原則公開させていただきたいと思います。資料１にお示ししました委

員一覧につきましても、公開とさせていただきます。 

  なお、この協議会では議事録作成のため録音しております。まことに恐れ入りま

すが、発言前にお名前を名乗っていただきますようお願いいたします。議論につき

ましても、実名を伏せた形で公開とさせていただきたいと思います。 

  また、協議会は、会議の透明性の観点から傍聴規程を設けております。これに基

づき、本日、傍聴者が１名おいでですので、ご承諾をお願いいたします。 

 

会長 

  傍聴の方がいらっしゃっていますが、よろしいですね、皆さん。 

（「はい」の声あり） 

 

会長 

  では、傍聴の方もよろしくお願いいたします。 

  それでは、次の議題としまして、その前に、きょうは「ＮＰＯ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

く有効期限の更新の登録について協議をさせていただくことになっていますが、ま

ず事務局のほうからその団体の紹介をお願いいたします。 

 

事務局 

  それでは、紹介させていただきます。 

  ＮＰＯ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は、平成
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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

運送を実施して登録しました。 

  平成22年12月の第９回運営協議会での更新に係る協議に続き、今回は３回目の

更新にかかる協議となります。 

  なお、板橋区福祉有償運送運営協議会設置要綱第３条第４項の規定によりまして、

ＮＰＯ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に所属する

有償運送利用者の代表である堀井真由美委員につきましては、発言はできますけれ

ども、今回、議事決定に参加できないことになっております。 

  以上でございます。 

 

中村会長 

  それでは、協議に入らせていただきますが、最初に、協議に入る前の議題の

（１）板橋区における福祉有償運送を取り巻く現状について、事務局のほうから説

明お願いします。 

 

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により事務局説明 

   

会長 

  今、事務局から、福祉有償運送を取り巻く板橋区の現状と福祉有償運送の必要性

について説明をさせていただきましたが、何かご質問等はございますか。 

 

Ａ委員 

  今、４ページのハンディキャブという貸し出し分の内容と一緒だったんですけれ

ども、どういう、ちょっともう尐し詳しく説明してください。 

 

会長 

  わかりました。では、事務局のほうから、ハンディキャブ、これは何か。 

 

事務局 

  先ほど申し上げましたように、社会福祉協議会に事業委託をしておりますけれど

も、レンタカー会社から１台車を確保しておりまして、利用者の方に車をお貸しし

ているという事業でございます。利用については月に３日以内という規定がありま

すけれども、運転ができない方につきましては、運転登録員という方を登録してい

ただいておりまして、その方を有償でおつけして車をお貸ししているというような

事業でございます。 

Ａ委員 

  ちなみに、料金はどのぐらいですか。 
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事務局 

  １時間30分未満ですと850円、２時間30分未満の場合は1,700円、５時間以

下の場合は2,000円というような計算になっています。 

 

Ａ委員 

  ちょっとすみません、もう一度。 

 

事務局 

  ２時間30分未満ですと1,700円、５時間以下ですと2,000円になっております。 

 

Ａ委員 

  はい、わかりました。 

 

会長 

  よろしいでしょうか。ほかに、何かご質問等がございますか。 

 

副会長 

  まず、１点目が、大体で構わないんですけれども、板橋区の地域福祉保健計画の

今、大分進行していく中で、障がい者も、障がい者計画と、それから介護保険の介

護保険事業計画とずっと進んでいるかと思うんですけれども、その策定過程の中で、

恐らく利用者のニーズというものをいろいろ調査をしたり把握をしたり委員会で話

をしたりということがあったかと思うんですけれども、現在、この１ページ目、２

ページ目にあるそれぞれ高齢者並びに障がいを持つ人も、移動に関するニーズに関

して具体的な数字が出ていますので、どれぐらいニーズがあるかということをちょ

っとお伺いできればなと思います。 

 

会長 

  事務局でわかりますか、それとも委員さんふたりということですか。 

 

Ｂ委員 

  障がい者の状況をご説明させていただきます。障がい者の移動につきましては、

主にタクシー券や自動車燃料助成券を使ってお願いしているところでございます。

また、それ以外の、例えば車を使わないもの、個別の移動につきましては移動支援

というサービスがございます。また、視覚障がいの方には同行援護という事業がご

ざいまして、個別にガイドヘルパーさんがついて移動をしているところでございま

す。 

  また、移動支援につきましては、基本的に月50時間という上限がございまして、

その中で対応しておりますが、例えば視覚障がいの方の同行援護につきましては、
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なかなかそれではおさまらないというときもありますので、そういう方につきまし

ては、その方の特別なニーズに応じまして、それを超えたものをご提供していると

ころでございます。大体このようにサービス等で今のところは充足しているかなと

いうふうに考えてございます。 

 

会長 

  介護保険関係では何か調査はありますか。 

 

Ｃ委員 

  特にデイサービスなんかですと、一般的に送迎つきのサービスも、ケアマネの方

が個々に支援計画をお立てになりまして、そういった形で移動されるという方法に

なります。 

 

会長 

  ほかに、何かご質問はありますか。 

 

副会長 

  もう一点、福祉有償運送の実施団体が全部で２団体ということで、先ほど会長の

中村部長もおっしゃっていましたけれども、ちょうど10年ぐらい前、この運営協

議会が始まって７年か８年目ぐらいだと思うんですけれども、10年前にはもう尐

し団体数がかなり多くあったと記憶していますけれども、だんだん活動団体が減っ

てきた要因について、行政としては何か特にどういうところに原因があるというふ

うにお考えでしょうか。 

 

Ｂ委員 

  私のほうから答えさせていただきます。 

  基本的には、利用者さんが尐なくなっているので、事業者さんにとってなかなか

経営が難しいというのが一番の大きな原因だというふうに考えております。 

 

会長 

  あと、思い出すと、今、一般の運送の方は結構、中でも障がい者対応できるよう

な対応でやっていただいていますので、それもあるのではないかな。たしか11年

位前はなかなか一般の運送の中では尐なかったんですが、今、多くのところでそう

いう配慮もしていただいている部分がありますので、それも減ってきている原因で

はないかなとは思います。 

  ほかによろしいですか。じゃ、本件についてはこの程度で。 

  それでは、本題のほうに入らせていただきます。 
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「ＮＰＯ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に関する有効期間の更新の登録申請についての協議 

 

  議題の（２）「ＮＰＯ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に関する有効期間の更新の登録申請についての

協議が、きょう本題でございますので、これについて、ＮＰＯ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よりご説明をいただきたいと思います。 

 

「ＮＰＯ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」より資

料４に基づき説明 

 

会長 

  ありがとうございました。 

  何かご質問等、あと確認するようなことはございますか。 

 

Ａ委員 

  今回、更新されるということでございますけれども、これは３回目の更新ですか。

当初が２年、その後が３年ということですね。その間、ですから８年近く、年数調

べているんですけれども、そういう搬送のときの事敀とか、あるいは車のほうの事

敀とか、運転中の事敀とか、そういったところはございましたか。 

 

ＮＰＯ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 

  幸いに、その８年間に事敀という事敀は１回もありません。駐車場というか、と

めておいて当てられたというか、傷をつけられたとか、その程度のはありますけれ

ども、事敀という事敀は起こしていないです。 

 

Ａ委員 

  この運転手さんは資格はちゃんと取っていらっしゃると思うんですけれども…… 

 

ＮＰＯ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 

  ゴールド免許２名、あと、普通の青い免許のドライバーがいるんですけれども、

前回も同じだったんですけれども、コインパーキングのところで駐車禁止のを切ら

れたということで、どうしてもそういう部分で違反が１件あるということで、ゴー

ルド免許じゃないという担当です。 

 

Ａ委員 

  放置駐車ですか、それとも駐車違反ですか。今、何か放置駐車が多いんですけれ

ども、放置駐車と駐車違反とは違いますけれどもね。 
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ＮＰＯ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 

  ただ、応援センターの移送のときになったんではなく、別のところに、メインが、

定年退職後に働いている仕事場が文京区になりまして、そちらのほうのコインパー

キングのほうでの違反になるので、こちらの業務ではないということなんです。 

 

Ａ委員 

  それと、もう一つ、お三人の方、ドライバーでいらっしゃいますけれども、こう

いった８年の間、ほかにメンバーもかわらないでいらっしゃるんですか、それとも

途中で何人かの方、メンバーはかわりましたか。 

 

ＮＰＯ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 

  ３年前と同じドライバーなんですけれども、その以前は、登録協力員さんは、８

年前は10名自分を入れていたんですが、いろいろ今回のガイドラインに沿ってグ

レーの部分がちゃんと決められたので、ドライバーさんが必要なくなったというか、

使用できなくなった関係で、今は、応援センターの車、登録車両２台に対して３名

ということになっていますが、以前は確かにもう尐し人数はおりました。 

 

Ａ委員 

  お三人の方の生年月日を見ますと、70以上の方、60代の方もいますね、65歳

以上の方ですけれども、こちらの運転者台帱のほうには、講習のところ、高齢者で

すと、適齢検査ですか、それはもう我々も必ず受けて、台帱にですね、講習の内容

を受けているとかですね、そういうのを書くようになっているんですけれども、書

いていないですけれどもね。 

 

ＮＰＯ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 

  記入が、安全運転者講習は受けています。そういうふうに聞いています。ただ、

今回資料のほうには、そこの部分が気がつかなかった。 

 

Ａ委員 

  我々のほうは、受けていない人にそういうのは書かないというふうに書いてあり

ますので、そういうところに書いていないと、そういう講習、徹底していますもの

ですから。 

 

ＮＰＯ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 

  確認してみます。 

 

会長 

  ほかに、何かございますか。よろしいですか。 
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Ｄ委員 

  前回の22年12月８日の議事録をちょっと見てみたんですけれども、そのときが

49人、その以前のときを見たら登録人数が65名だったんですね。65名から49名

になって、さらに39名になって、それでこの議事録の中に平成19年度で、もう板

橋区の補助はストップされている。それで、年間の赤字が150万ぐらい出ている

というのが平成22年の12月８日の議事録なんですよ。これ、私も出ていましたけ

れども。その後だんだん減ってきまして、今後の見通しですね、どうなんでしょう

か。 

  そのときに、口コミでしかやっていないということなんですけれども、だんだん

しぼんでくるのか、それとも会社のために尐しでもふやしていくお気持ちはあるの

かどうか。ちなみに、ブリッジさんは平成21年の登録人数が74名で、24年のと

きが86名とふえていているんですよ。 

  その辺から見て、宣伝をしているのか、それともただの口コミだけでだんだん減

ってきているのかということになると、この運営自体が何年か後には、たしか私が

今回で３回目かな、平成19年から委嘱されているんですけれども、そのときたし

か６団体か何かあったと思うんですよ。それがこの２団体になって、おたく様とブ

リッジさんしか今ないわけですよね。だんだんそうなってきたときに、現在今、利

用されている方々が丌便を感じないかどうか、口コミだけでいいのかどうか、果た

して。 

 

Ｅ委員 

  うちの場合は、介護保険とセットになっている場合が多くて、内部疾患の、腎臓

透析の送迎が主なんですね。そうすると、病院からの紹介で送迎の患者さん、その

病院じゃなくて、その患者さんがかかっている板橋区内外の病院に行かれる方を、

ヘルパーをつけて送迎できないかというご相談とかを受けて、それでセットで送迎

するという形にしているので、ちょっと人数、今回もふえてきているんですね。 

  だから、特に宣伝はしていないんですけれども、介護保険のケアマネージャーさ

んの紹介とか病院の紹介で、ここは安いから送迎してもらいなさいと、タクシー券

がなくなってしまったら、現金でも五、六百円程度なので、そこに行ったらどうで

すかという紹介で電話がかかってくることが多いんです。 

 

Ｄ委員 

  わかりました。 

 

会長 

  そこはどうですか。 
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  確かにご指摘のとおり、登録人数は減尐傾向にあります。前回の説明と全く同じ

に近くなっちゃうんですけれども、どうしても障がいがある方は若い方でも急に亡

くなられる方が、健常の方ではないので、そうするとどうしても、高齢の方でも車

椅子使える方はまだ利用者として登録していただけるんですけれども、症状が重た

くなると、どうしても寝たきりになってしまうと依頼がそこでとまってしまう関係

もあって、さっき言った特に宣伝は確かにＮＰＯとしてはしていないんですけれど

も。 

  板橋区内の福祉園の方の紹介が今まではずっとあったんです。そのまま３年たっ

たら、確かに10人欠けているという現状もあって、ちょっとその辺も改善をする

必要は確かあるとは思っているんですけれども、やっぱり車２台、ドライバー３名

でやっていて、どうしても重複したり、スケールがどうしても小さい関係で、一応

登録している方はもう反復で、月に何回も利用されている方がほとんどなんですけ

れども、確かに適正の登録者数というのがちょっと今はわからないですけれども、

確かにふやしてもいい状態ではあると思っているので、その辺はちょっと今後検討

させてもらいます。 

 

会長 

  ほかに何かございますか。 

 

Ｄ委員 

  Ａ委員のほうから、適齢診断ということなんですが、あれはたしかＮＡＳＶＡの

適齢診断というのがあるんで、65歳以上は我々タクシー事業の場合は現任さん、

要は２年間のタクシー乗務員を離れた場合には、初任診断を受けて、なおかつ65

歳になった場合は適齢診断を受ける。それで、75歳以上は年に１回必ず受けると

いう決まりがあるんですけれども、やはり障がい者の方でも普通の方でも一般の方

でも、預かる生命は一緒なので、その辺の適齢診断あるいは適性診断というものを

３年に一遍でも、免許証の書きかえ時５年に一遍でも受けていただいたほうが、よ

り一層その乗務員さんの運転操作等あるいは性格等出てきますので、わかると思う

ので、ぜひやっていただきたいと、そう思っているんです。 

 

会長 

  その件はおっしゃるとおりなんで、帰って法人の中で様子を出していただいて、

やっていただくようにということで検討していただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

  ほかに何かございますか。 
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Ｆ委員代理 

  私は過去の登記の際の協議資料等を確認させていただいたんですけれども、今回

の申請書、あと要件確認表の中に記載がなかったので、一応確認なんですが、当該

団体につきまして、22年の12月10日付の板橋の運営表の協議が調ったことを証

する書類において、運送の対価に関して下表のとおりとするということで、今回の

要件確認表の中では、基本的に平日1,200円ということなんですかね、平日が

1,200円で超過600円、時間外及び土日は１時間1,400円という記載になってい

て、これ以外の記載がないんですけれども、22年の12月の協議書面においては、

土日祝日の18時から翌８時までについては、最初の１時間が1,600円という記録

がされているものもあるんですけれども、これは変更はあるんですか、ないんです

か。 

 

ＮＰＯ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 

  変更ないです。 

 

Ｆ委員代理 

  ないんですか。要するに、基本は平日の日中時間帯は1,200円だけれども、そ

れを超えた18時、夕方の６時から、また土日祝日の日中は1,400円で、なおかつ

土日のさらに時間外になると1,600円適用ということ自体は変わっていないんで

すね。 

 

ＮＰＯ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 

  変わっていないです。 

 

Ｆ委員代理 

  これ、事務局の方にもお願いなんですが、前回申請時の状況、あと、申請団体の

現況という欄に、その1,600円という金額の記載が資料上の記載から漏れている

と思われますので、正確に書類のほうはおつくりいただいたほうがよろしいかと思

います。 

  あと、運送の対価の比較についても、タクシーというのは曜日によって運賃が上

がったり下がったりというのはないんですね、逆に。運送対価の比較において、一

番安い平日の1,200円基本に運送対価の比較をされているんですが、当該団体、

正確を期しますと、土日とあと土日の時間外についてはもうちょっと金額を計算上

は取るということになっておりまして、実際それぐらいの適用があるのかないのか

というのは、それは利用状況なので、はっきり言って運送の活動状況の報告だけ見

ても、例えば土日の時間外があるとか、そもそも土日の運送があるのかどうかとい

うのもわからないんですけれども。 

  これもさっきのご説明の中であったと思うんですが、そもそも国土交通省が定め
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る通達でいうところの、タクシー料金のおおむね２分の１というのは超えている状

況ではあるんですがというお話を団体の方されていたと思うんですけれども、これ、

多分、土日祝日は1,400円と土日祝日時間外の1,600円という計算ですると、も

っとタクシー料金に近い額が多分出るんですね。それに関しては実際、利用状況と

しては実はそこのところの利用はほとんどないんですということであれば、それは

それでまた、そういう定めにはなっているけれども、実際の適用はほとんどないで

すねという話なんか、もともとそれをメインにやられているのかというのが出てこ

ないんですね、資料上は。 

  だから、どんどんタクシーの運賃に近づいていく可能性がありますよ、じゃ、実

際、稼働状況としてそこのところはどうなんですかというのが、全然資料上説明が

ないんですけれども、それはタクシー事業者の方もご理解しているかどうか、それ

に関してのご意見が……。 

  最初から記載がなければ質問は出ないですよね、２分の１に近いんで。じゃ、こ

れ1,600円という金額でやったら、もうちょっと金額差ってもっと縮まっちゃう

ので、それってどうなの。タクシーって別に土日だからって金額を上げることない

ですよね。それについては、いや、そもそも障がい者の方の送迎対象だから、土日

の利用というのは実際はほとんどないですよ。ただ、入った場合は、運転協力者の

方の時給ですよね、ボランティアの方にお支払いするお金の関係もあるので、人件

費としてはそこのところはちょっといただかないとやっていけないんですという形

なんです。そこが資料上きちんと出てこないですね。 

  あとは、そもそもそういった形で過去も協議をされていて、1,200、1,400、

1,600という運賃の刻みになっているはずですから、それは資料はきちんと正確

に書くべきだと思っています。それはまあ事務局も含めて第一のご指摘です。 

  それと、もう一点、団体の住所のほう、昨年24年７月に変更されておりますよ

ね。確かに運輸支局のほうに届け出ということで、有償運送の届け出はいただいて

いるんですが、添付されている車検証、２台とも実際にこの手続きされていないん

ですけれども、車検証は住所変更の義務があります。 

  申しわけない、私ども運輸支局というのは車検証の監督している役所なんで、住

所変更していない人はしてくださいとしか言えないですね。これ、近い町内の話な

ので、そんなに影響ないですけれども、例えば山奥のＮＯx・ＰＭ法というのは、

排ガス規制なんか適用する車を都内で持ってきて使うという、車庨飛ばしと言われ

る違法行為があるわけですよね。それも法律でいうと同じなんですよね。車検証の

住所変更をきちんとしないというくくりで、車庨飛ばしとかという違法行為と同じ

ことなので、住所変更等があった場合は、法令上15日以内に書きかえの義務があ

ります。もちろん、運送事業の車じゃないので、車庨証明とかそういった必要書類

を準備した上で、運輸支局もしくは自動車検査登録事務所において、車検証の書き

かえというのは法令上の義務ですので、きちんと行ってください。 

  こちらの協議会で協議の後に、協議成立ということで合意書面が出た後に、私ど
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も運輸支局に更新登録の申請といった形で申請書のほうを提出いただくことになり

ますが、期限が近いのですぐに更新登録申請書の提出をいただくことになると思う

んですけれども、１月が期限になっていますのでね。それまでには車検証をきちん

と書きかえてご提出いただければ、書きかえに当たって必要になる書類があります

ので、例えば法人の登記簿謄本であるとか、先ほどお話ししたように車庨証明と言

われる書類ですとか、警察の必要書類準備して、車検証の書きかえをきちんと済ま

せた上で、更新登録申請書を行っていただくようにお願いしたいと思います。 

 

ＮＰＯ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 

  わかりました。 

 

会長 

  ダブルでやっていただけますか。 

 

ＮＰＯ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 

  はい。 

 

会長 

  ほかに、何かございますか。ほかによろしいですか。では、きょうは協議会に、

Ｄ委員さんからの指摘がありました適性診断の分は、今後やっていただくというこ

とと、今のＦ委員代理の言われた車検とか書類の部分については、至急やっていた

だくということで協議が調ったということでよろしいでしょうか。その手続きと今

のご助言の分も今後やっていただくということでよろしくお願いします。 

  それでは、協議が調ったということですので、よろしくお願いします。 

  最後の議題で、東京運輸支局のほうから報告ということで、資料７と資料８を用

意させていただいています。こちらのことでＦ委員代理にお願いします。 

 

東京運輸支局報告事項 

 

Ｆ委員代理 

  協議会のお時間をかりまして、資料７及び資料８の説明を、簡単ですがさせてい

ただきます。 

  まず、資料７の「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

うことで、これは国土交通省における通達なんですが、一部改正がことしの４月

10日にございまして、一部改正の内容というのが、道州制特区の基本方針の一部

変更に伴う改正ということで、道州制特区ということでおわかりいただけると思う

んですが、北海道を通って、福祉有償運送の運営に当たってエリアが広いといった

中で、ちょっと丌都合なガイドラインの内容があったものを、全国的に一律に通達
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上の決めを見直したものということになります。 

  資料７の２ページ目になるんですが、運営協議会の設置及び運営に関するガイド

ラインの中で、２．運営協議会の設置及び運営という項目の中の（５）の項目なん

ですが、もともとは運営協議会の開催は原則として公開とする。ただし、開催日及

び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに

かえることができるものとするというのがもともとの決めだったんですが、その下

にありますなお書きの部分、これがことしの４月の改正において一部追加というこ

とで規定された内容になります。 

  読みますと、「なお、委員の招集が困難である場合等にあっては、運営協議会が

あらかじめ定める方法により行う判断に基づき、全ての委員からの意見聴取及び賛

否の意向の確認を行うこと並びに議事概要の作成及び公表を行うことを条件として、

開催に代えて書面の郵送又は持ち回りにより意見の聴取及び議決」、これには括弧

書きがついておりまして、「道路運送法第79条の６第１項に定める有効期間の更

新の登録に係るものに限る」ということで、「これを行うことができるものとす

る」という項目を追加したと、改正した内容はこの部分のみでございます。 

  要するに、先ほどお話ししましたけれども、北海道等のエリアが広い地域におい

て、団体の更新登録の協議だけで、皆さんはこういった形で一堂に会して協議会を

開催するというのは困難なような、そういった地域特性があるような地域において

は、あらかじめこういった郵送であるとか、持ち回りによる意見の聴取とか、議決

を行うことができるよという規定を協議会の中に設けておいて、更新登録の協議に

限ってはそういった形で協議することを可能とするような措置を道州制特区の基本

方針の変更に伴って、全国的にこの条件を追加したということでございます。 

  ですので、これことしの４月に改正された内容ですが、東京都内の各運営協議会、

他地区の協議会において、特に現状の運営協議会の開催方針を変更したというよう

な地区は現在はまだ特にございません。東京都内で各地域で開催される協議会、地

理的な条件等で参集が非常に困難だというような地域は余りないものですから、今

回の改正に伴って、では、更新については全て持ち回りでやりましょうというよう

な形で基準を特に直したというような協議会は特にございませんので、あくまで参

考としてそういったものもできるという規定が設けられたということを置いておい

ていただければと思います。 

  資料７については、おおむね以上です。 

  続きまして、資料８なんですが、こちら、「自家用有償旅客運送の実施に係る事

務・権限等」ということで、これの移譲に関しての動きが国のほうであるというこ

とでの情報提供になります。 

  資料３枚ものになっていまして、最初の資料８の１ページにございますのは、ま

ず自家用有償旅客運送の概要でございます。 

  自家用有償旅客運送というのは、こちらの協議会で協議しています福祉有償運送

以外に、もう一つ、市町村運営有償運送といって、東京ではないんですが、もっと
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地方区において、地域においてバス事業者だとかタクシー事業者が全くいないよう

な地域がございまして、そういった地域においては、市町村が市町村バスと呼ばれ

るような自家用のバスを保有して、住民の方からお金をとって住民輸送を行ってい

るケースであるとか、また過疎地の、過疎と言われる地域において、住民の方がボ

ランティア的に住民の方の輸送を有償で行っている地域というのが日本全国の中に

一部ございます。そういったものを含めて、福祉有償運送と市町村運営の有償運送

それと過疎地運送、これら各地域における自家用車による旅客運送の実施に関して

は、現状、市町村等が主催する運営協議会、この板橋の運営協議会もそうですが、

この運営協議会での協議の後に地域において合意が調った場合に、現行は国土交通

大臣の登録ということで、協議会で協議を受けたものを再度私ども国土交通省側が

審査した上で登録の可否を決定していると。 

  なおかつ、国土交通大臣の監督のもとに、輸送の安全確保等の指導、また何か問

題がある場合の監査等を監督ということで、監査や登録の取り消し等の処分という

ものを現行行っているという制度になっております。 

  これにつきましては、次の２ページにございますとおり、内閣府において組織し

ます地方分権改革推進本部といったものの中に、ことし４月に地方分権改革有識者

会議というものが設置されまして、その有識者会議の中で特に地域交通部会という

ことで、地域におけるこういった自家有償の運送形態については、地域交通部会に

おいて特段に、またさらにその事務権限等の見直しに関する議論・検討会というも

のを行いまして、ことしの８月にその地方分権有識者会議の地方交通部会から報告

書の提出がなされまして、この事務権限については、現在国が行っている先ほどの

事務権限、登録の審査であるとか監督といった権限を、希望する市町村を基本とし

て権限移譲していく方向性がよろしいのではないかというような報告書の提出がな

されております。市町村が難しい場合は、希望する都道府県に権限移譲するという

ことで今後検討していくようにというような形での報告が内閣府のこの当該会議に

おいてされたところでございます。 

  つきましては、これに伴って私ども国土交通省側でも、この事務権限の移譲に当

たっての検討会議というものを立ち上げまして、現在、国土交通省側においても検

討会議というものを立ち上げて議論をしているところでございますが、当初この目

的によると、26年ぐらいに法案提出をされた上で、そういった事務権限の移譲に

関する法律改正等を行っていくという予定でスケジュールが組まれているそうです

が、細かい内容については、私ども現場のほうには余り上のほうの話の内容という

のはまだ現状、報告等の細かいところまで来ておりませんが、一応国土交通省にお

いても、そういった事務権限の移譲に関する検討組織を立ち上げまして、また11

月にも第２回の検討会議を実施するということで、こういった議論が今、国のほう

でそういった議論が進んでいるところであるということを皆さんのほうに一応ご紹

介させていただきました。 

  以上です。 



１７ 

 

会長 

  ありがとうございました。 

Ｆ委員代理ご説明に何かご質問がある方は、よろしいですか。 

  じゃ、その他として、きょう利用者代表でおふたりの委員さんがいらっしゃいま

す。せっかくなので何か、交通機関の代表の方、ＮＰＯの方もいらっしゃっている

ので、何かご確認とかご要望ということがあればですけれども、何かお話。 

  

Ｇ委員 

  応援センターさんに。 

  資料の一番最後に、苦情処理簿ってあるんですけれども、今までどのような苦情

等が寄せられてきたことがありますでしょうか。 

 

ＮＰＯ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 

  苦情処理をつけているんですけれども、実際に書面でいただいたことはないんで

すけれども、自分が担当していて、リフト車でリフトの固定が甘くて、とまる、発

進のたび、停止するときに車椅子が前後してちょっと怖かったというクレームは１

年ほど前にいただいたことがあって、その辺は十分担当ドライバーのほうにも連絡

して、そういうことがないようになっているんです。締め方が甘かったというか、

金具をつける場所が、普通前後だとハの字につけるんですけれども、若干違った場

所につけたのでちょっと緩くなったというところで、そういったところでクレーム

はありました。 

 

会長 

  そのぐらいですか。ほかには。 

 

ＮＰＯ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 

  あと、運転に関しては特にないですね。 

 

会長 

  ありがとうございます。 

  Ｈ委員さん、皆さんに何かお聞きすることとか何か、ご要望でもいいんですけれ

ども。 

 

Ｈ委員 

  私は、ブリッジさんにもう10年以上お世話になっております。玄関から玄関ま

では送迎を１日置きにしていただいて、何も言うことございません。まあ細かいこ

と言ったら切りがないですけれども、運転のどうのこうのまで言ったらね。それは

70点ぐらいですけれども、我慢して、それが本音ですね。もう11年になるんです



１８ 

 

けれども、お世話になってね。ですので、ありがたいと思っております。 

 

会長 ありがとうございました。 

  本日は貴重ないろいろなご意見をいただきまして、長時間お忙しいところ集まっ

ていただき、ありがとうございました。 

  これをもちまして、第11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。本日はありがとうございました。 

 


