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会議名 第１０回福祉有償運送運営協議会 

開催日時 平成２４年５月１４日（月）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 １３名 

［委員 １１名］ 

鍵屋会長、丸山副会長、遠藤委員（代理）、市村委員、堀井委員、越部委

員、清田委員、吉田委員、山下委員、村山委員、石橋委員 

［事務局：区２名］ 

（福祉部） 星野福祉のまちづくり担当係長、木下主事 

会議の公開 

（傍聴） 

公開（傍聴できる）  

傍聴者数 ３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のまちづくり担当係 
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事務局 

ただいまより、第10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、お手持ち資料のご確認をさせていただきます。事前に送付さ

せていただきました資料１から資料８までの資料、皆様ございますでしょうか。 

それから机上に配らせていただきました資料１につきましては、差しかえでござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、次第の１からスタートいたします。新委員の紹介でございます。 

初めに、このたび人事異動等で新たに委員になられた３名の方に、板橋区福祉部長、

鍵屋一より委嘱状の伝達を行います。なお、本日、東京運輸支局、遠藤恭弘様はご欠

席のため、代理人の方に委嘱状をお渡しいたします。 

 

委嘱状の伝達 

 

委員の紹介等 

 

事務局 

また、板橋区職員にも人事異動がありまして、平成23年度より委員が変更になっ

ております。福祉部長は松浦勉にかわり、鍵屋一、障がい者福祉課長は望月一憲にか

わり村山隆志がそれぞれ就任しております。 

では、開会に当たり、鍵屋会長よりあいさつを申し上げます。よろしくお願いしま

す。 

 

会長挨拶 

 

会長 

皆様、きょうはどうもお忙しいところをご出席いただきまして、ありがとうござい

ました。さわやかな天気でございますね。本当にようやっと、ずっと続いた寒さがな

くなって、一気に夏という感じで暑いぐらいでございますけれども、もしお暑ければ、

上のほうは脱いで、これから議事を進めさせていただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

平成18年度ですか、自家用有償旅客運送が認められるようになったと。それまで

は非常に長い歴史があって、その中でいろいろな制度が成熟して、今回このような形

で定着をされているということで、非常にその中で皆様方のご努力、関係者の方のご

努力に対して敬意を表したいと考えております。 

こういった障がい者を支える環境というもの、特に交通の環境という、移動手段と

いうものは非常に重要なものだというふうに私どもも認識しておりまして、移動支援

というのはかなり障がい者福祉の中で大きな位置づけというふうになっていますし、

実際経費にしても多額の経費をかけているところでございますけれども、このような
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形で、非常にうまい正攻法というのをつくられたということは、私どもとしては非常

にありがたく思っているところでございます。事業者の皆様方、大変厳しい経営環境

の中でご努力されているというふうにお伺いしております。その中でこういった、ま

さに福祉の心を実現されていることに敬意を表したいと思います。 

本日はちょっと長い会議になろうかと思いますけれども、どうぞいいご審議をいた

だければありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局の紹介 

 

事務局 

ここで、事務局職員の紹介をさせていただきます。 

私は障がい者福祉課福祉のまちづくり担当係長の星野でございます。よろしくお願

いいたします。 

同じく担当の木下でございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、司会を鍵屋会長にお願いいたします。 

 

「ＮＰＯ法人ブリッジ」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 

 

会長 

それでは、本日はＮＰＯ法人ブリッジの道路運送法第79条の６に基づく有効期間

の更新登録申請及び対価の改定についての協議をお願いいたします。 

まず事務局から団体の紹介等をお願いいたします。 

 

事務局 

まず、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21年５月の第８

回運営協議会での更新に係る審議に続き、第２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運営協議会設置要綱第３条第４項の規定により、ＮＰＯ

法人ブリッジに所属する有償運送利用者の委員は、発言はできますが当該議事決定に

参加できないことになっております。 

また、協議会は会議の透明性の観点から傍聴を設けておりますが、本日は２名の傍

聴者がおいでですので、お知らせいたします。 

 

会長 

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します。 

 

板橋区における福祉有償運送の必要性について事務局説明 
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会長 

ありがとうございます。 

ではこの件に関しまして、質問はございますでしょうか。あるいはご意見でもよろ

しゅうございますが。 

 

Ａ委員 

ちょっと教えていただきたいんですけれども、基本的なことでございますけれども、

４ページの（１）番の福祉タクシー券または自動車燃料券とございますけれども、こ

れはどちらかを受けているということでございますか。 

 

事務局 

そうですね、これについてはそうです。 

 

Ａ委員 

そうですね。これは例えば、福祉タクシー券を使っている利用者さんは、燃料の助

成券は受けられないと。燃料のほうを受けていらっしゃるというところは大体どうい

ったところですか。タクシー券はタクシーのほうでやるんですけれども、燃料券を利

用されている方というのは、ＮＰＯさんとか、あるいはどういう団体でございますか。 

 

事務局 

個人です。障がい者個人の方。 

 

Ａ委員 

個人の方に配られている。 

 

事務局 

そうです。 

 

Ａ委員 

そうですか、わかりました。ありがとうございます。 

 

会長 

ほかにございますでしょうか。 

それでは福祉有償運送の必要性については、これでよろしゅうございますでしょう

か。 

では、次の議事のほうに進めてまいりたいというふうに思います。 

続きまして次第の４でございます。ＮＰＯ法人ブリッジの道路運送法第79条の６
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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について、ＮＰＯ

法人ブリッジよりご説明をお願いいたします。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジより概略説明 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

昨年４月よりブリッジの管理責任者になりました。よろしくお願いいたします。 

今回、改定に当たってご説明なんですが、車は従来どおり４台の登録で変わりあり

ません。運転者の登録も５名で変わりありません。 

料金のほうなんですが、実は大赤字で、いろいろ検討させていただいたんですが、

我がＮＰＯ法人の車がすごく古くなってしまっていて、大体全部の車両が10年以上

の車両ばかりで、普通ですと半年に１回とか１年に１回の修理とかメンテナンスで済

むものが、この私が来てから、ここのところ３カ月に一遍オイル交換とかタイヤのす

り減りとか、あとはオートマチックの油というんですか、窓のパワーウインドが開か

なくなったとか、そういうのでお金がすごくかかることになってしまったんですね。 

それで料金のほうを改定させていただこうとしたんですが、料金のほうだと、一律

上げてしまうと、たくさんお金が上がってしまう形になってしまうので、今回は今ま

で取っていなかった送迎料を１回につき100円いただきたいと思って、100円、１

回利用者さんに100円いただくと、30回使っていただいたとしたら3,000円とかい

う形で、尐しメンテナンス費用の補助になるんではないかということで、ご提案させ

ていただきたいので、ご検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 

会長 

ありがとうございました。 

それでは、ただいまのご説明に関しまして、何かご質問はございますでしょうか。 

資料は43ページですか。会員から収受する対価についてという部分で、資料４で

すね。43ページのところで、新たなご提案として、１の改定後の料金に運送対価以

外の対価として100円の迎車料金を新たに徴収するといったようなことです。以上

のことを認めてもらいたいという趣旨ですね。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

はい。 

 

会長 

これにつきまして、ご意見ございますでしょうか。 

 

Ａ委員 

この事業を始められて何年になるんですか。 
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ＮＰＯ法人ブリッジ 

10年です。 

 

Ａ委員 

この更新は３年、２年ですか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

３年です。 

 

Ａ委員 

その間、この今回の更新までの事故については、どういう事故がございますか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

車両の事故ですか。 

 

Ａ委員 

車両も人身も含めましてですね。あるいは、介護の輸送の間の事故とかですね。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

介護中の事故はありませんでした。回送のときに追突された事故が１件あります。 

 

Ａ委員 

もらい事故ですか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

はい。それは私が来てからなので、ことしの１月にちょうどそこの山手通りで赤信

号でとまっているところに後ろからがんとぶつけられたという、それが１件ありまし

た。 

 

Ａ委員 

一応、雇用されている運転士さん、乗務員さんとの点検とかそういったことは、面

接をされて、仕業点検されていますか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

はい、朝にやっております。 

 

Ａ委員 
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アルコールチェックやそういったことも。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

アルコールチェックの機械はないんですが、まだそこまで大尽な団体ではないので、

私が直接、運転士さんと話しして、アルコールのにおいがしないかという形なんです

が。 

 

Ａ委員 

我々も人数が多いですけれども、アルコールというのは、前の日からのもので、す

ぐ飲んで乗る方はほとんどないですから。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

そうですよね。 

 

Ａ委員 

前日の夜のものが、そういったことがありますから、できれば用意されたほうがい

いと思います。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

ありがとうございます。アルコール検知器みたいなのが。 

 

Ａ委員 

今ありますからね。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

そこまでは予算がないもので申しわけないです。これは帰って、検討を早急に。今、

義務づけられていますから。 

 

Ａ委員 

この迎車料金について、我々もタクシー業界の場合、迎車料金は介護運送の場合、

取れないんですけれども、そういうものをＮＰＯさんに対してはどうなんですか。 

 

会長 

どなたか、専門家でご存じの方いらっしゃいますか。一般的にどういう状況にある

か。 

 

C委員代理 

迎車回送料金というのは、一応、運賃料金取り扱いの中で、実費程度は一応認めら
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れていますので、タクシー事業者さんも介護というより、通常の迎車回送するときに

は、一応迎車料金がかかりますので。 

 

Ａ委員 

そうですか。 

 

C委員代理 

こちらのほうで協議が調えば、それはそれで構わないですけれども。 

 

Ａ委員 

ありがとうございます。 

 

副会長 

資料７番のほうに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

いてという自動車交通局長の通知がありまして、その中に１ページの一番下、迎車料

金、待機料金が入ったり、できるのがあったりします。 

資料の２番のところにも出てくるんですけれども、通常、運送に係る対価と迎車、

待機、介助料を合わせて、通常のタクシーの２分の１、おおむね２分の１の範囲でお

さまっていて、協議が調えば認められるということで、金額についても特に定めがな

い。総体として、認めるかどうかということになっています。そこのところは結構料

金の特殊性があるかと思いますけれども、地方の場合だと、どうしても距離が遠いの

でそれが発生するんですが、都会の場合は距離が余りに短いので、迎車ではなくて、

そもそも介助料で取るべきではないかとか、赤字でないように事業を継続するべきで

はないかと。この辺は事業者によって協議の中で決めることなってます。 

 

会長 

ありがとうございました。ほかにご意見ございますでしょうか。 

 

Ｂ委員 

運送対価、今回、改定は迎車料金をいただきたいということですけれども、運送対

価のところで、ここで確認したいんですが、２キロまでが300円で、2.5キロから３

キロまでは500円と、このもとになるベースのキロ数というのは、実車のときの距

離というふうに理解してよろしいんですか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

そうです。 

 

Ｂ委員 
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ありがとうございます。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

出発点をもってメーターをゼロにいたします。 

 

会長 

よろしいですか。ほかにご質問、ご意見ございますれば、お願いをしたいと思いま

す。 

 

副会長 

いただいた資料の44ページから46ページのところに、実績報告書、21年から23

年までありますが、その真ん中あたりの輸送実績のところ、運送収入ですね。それぞ

れ若干ふえてはいますけれども、23年度で456万円入っていますけれども、先ほど、

ブリッジさんのほうから非常に赤字でというお話があったんです。実際の事業として、

収支構造というか、どれぐらいの収入があって、どれぐらいの支出があるかと、おお

よそのところで結構なんですけれども教えていただけますか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

移送サービスだけのですので、これが私がまだ１年しかたっていないので実態が把

握はできていなく、これは事業主のほうからのものだったので、大変申しわけないん

ですが、どれだけの収入が私はあるかわからないんですが、これが収入よりオーバー

しているという話しか、まだ聞いていないんですね。 

今回、私が去年の４月からこのサービスのほうの担当者につかせていただいたので、

収支計算はこれから出していきたいと思っているんですが、およそ200万ぐらいの

毎年赤字があるということを漏れ聞いております。 

 

副会長 

そうしますと、定款とかを拝見すると、いろいろな事業をやっていらっしゃるよう

なんですけれども、福祉有償運送以外の、200万埋めないといけないというところ

もあるんですけれども、福祉有償運送以外にどのような事業をされている団体かとい

うご説明を願います。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

居宅介護訪問事業を主にやっております。 

 

副会長 

わかりました。ありがとうございます。 

 



１０ 

 

会長 

よろしいですか。ほかにございますでしょうか。 

 

Ｃ委員 

それから、３ページのほうで７番の運送しようとする旅客の範囲で、イとロとある

んですけれども、29ページから32ページのほうで、ハのほうにも○がついている方

がいらっしゃるんですけれども、一応、その旅客の範囲というのは、福祉有償運送で

は、他人の介助によらず移動することが困難で、単独では公共交通機関を利用できな

い方ということなんですけれども、一応このハに該当する方がいらっしゃって３ペー

ジの話ではないけれども、単独では公共交通機関を利用できない方ということでよろ

しいでしょうか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

はい。 

 

Ｂ委員 

32ページのほうの、先ほどＣ委員のほうから言われたように、過去、ハのところ

に３人対象の方がいらっしゃるんですけれども、今、Ｃ委員の質問で、単独では公共

交通が利用できない人ということですけれども、ハとニを運送の対象にする場合には、

運営協議会でそのことの妥当性について協議をしろということになっておりますので、

もう尐し具体的に、過去、ハに対象となった３人の方の具体的な状況というか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

この３名の方に対しては、うちの有償旅客運送のドライバーと、うちのヘルパーと

いって介護する者が一緒についていって、おうちの中からその方を車いすに乗せまし

て、そうして送迎するという形をとっております。 

 

Ｂ委員 

車いすで移動されている。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

はい。ご自宅に家族がいる場合は、ご自宅から車いすに乗せていただいているんで

すが、この３名の方については独居のため、うちのヘルパーがご一緒して連れてきて

いるという形になっております。 

 

Ａ委員 

今のに関連してでよろしいですか。 
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Ａ委員 

ハのご利用者なんですけれども、これは要支援の方ですね。要支援で、やっぱり車

いすをお使いになっているんですか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

要支援の場合は、この３人の方は、車いすの送迎にはなりますね。要支援でも車い

すに乗っていらっしゃる方がいらっしゃいます、高齢で。要は、身体的には大丈夫な

んですけれども、長い時間立っていたりとか、歩いたりとかできないために、要支援

で車いすで送迎をするという形を。 

 

Ａ委員 

そうですか。精神障がいとか内部障がいですか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

内部障がいは、皆さん内部障がいです。 

 

Ａ委員 

内部障がいをお持ちの方ですか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

はい。 

 

Ａ委員 

要支援でもそういう方がいらっしゃるんですか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

はい。透析に行っていらっしゃる、まだ全部の透析ではなくシャントづくりとか、

そういうまだ最初の、透析を始める前にシャントをつくるんですね。そういうことを

想定したりとかしています。 

 

Ａ委員 

わかりました。はい、どうも。 

 

Ｂ委員 

ハが３人いらっしゃるんだったら、３ページのほうの運送しようとする旅客の範囲

のところにもハのところに印を入れておいたほうがよろしいのではないですか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 



１２ 

 

33ページですか。 

 

Ｂ委員 

いや、３ページの７番。運送しようとする旅客の範囲というところに、イとロしか

○が入っていませんけれども、32ページを見るとハの対象者の方、今ご説明があっ

たとおりいるということなので、戻って３ページの運送しようとする旅客の範囲の中

にもハのところに○を、対象者の中に入れておいたほうがよろしいのではないかとい

う。言っていること、おわかりですか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

ここに○を。 

 

副会長 

多分、管理者になられて、まだ日も浅いのでわからないのかもしれませんけれども、

申請するときに、そこの、先ほどＢ委員あったようにハのところに○をする形での修

正を、今ご提案いただかないと、ハに○がないまま協議が調うと、要支援の人の移動

ができなくなってしまうので、そういうふうにしていただいてはどうかということで

のご意見だと思いますね。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

わかりました。 

 

副会長 

それから、もう一つ、私から質問なんですが、ハの方は３名、名簿上はあると。そ

の右のページの33ページの、これは会員数なので、旅客の名簿と必ずしも一致しな

いことはあってもしようがないんですけれども、86名と人数は同じで、知的障がい

者の軽度２名が入っています。身体障がいが45名、要支援はそこには入っていない

のでゼロ、要介護者が入っていて、これは知的は重複なのかどうなのかと。多分知的

障がいだけの方であれば、旅客名簿の２というところに○がついていないといけない。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

知的障がいだけではなくて内部障がいが含まれている方です。 

 

副会長 

重複ということですか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

はい。 



１３ 

 

 

副会長 

ありがとうございます。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

すみませんけれども、今ご指摘いただいた３ページのハの部分の○をつけさせてい

ただくことと、33ページの要支援２に３名入れさせていただきたいと思います。よ

ろしいでしょうか。 

 

会長 

ちょっとお待ちください。書類を修正して新たに出したいと、更新の。 

まず、皆さんにお諮りしなくてはいけないんですけれども、様式第１－２号のとこ

ろで、現状として車いすを使って介護者が介助をして車に入れている方が現実に３名

程度いるというようなお話でしたので、そこで、この３ページの７番の運送しようと

する旅客の範囲にハのところに○を付したものを、今後の更新の登録の申請としたい

ということですね。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

はい。 

 

会長 

これについては、皆様方のご意見はいかがでしょうか。 

なければ、今この場でこの申請は認めさせていただいて、それを申請されたという

ことで次の話にさせていただいてよろしいでしょうか。 

それから、32ページと33ページですけれども、32ページのところでは86名とな

っていて、33ページの内訳の会員数もやはり86名となっています。知的障がいの方

が重複であるとすれば、総合計は86名ではなくて変わってしまうんです。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

そうですよね。 

 

会長 

はい。それと、運送を必要とする理由に既にハの人が入っているということがあり

ますので、その内容は私は十分説明できているとはちょっと思えないんですよね。こ

れについては、会議を何回も開くわけにはいきませんので、後日私どもにお任せいた

だいて、ブリッジさんから正確なものを聞き取りをして、この32ページの、旅客名

簿と会員数については精査をした上で差しかえをさせていただくということで話を進

めさせていただいてよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

会長 

では、大変申しわけございませんが、そのようにさせていただきたいと思います。 

 

後ほど、ブリッジさん、すみませんけれども、会員の名簿と身体状況、会員ごとの

会員数については精査をさせていただきたいと思います。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

ありがとうございます。 

 

会長 

ほかにご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

Ｄ員はご利用者だということでございますけれども、何か発言されることはござい

ませんでしょうか。 

 

Ｄ委員 

ちょうどブリッジさんのほうで10年お世話になっているんです、今現在。大変言

うことないぐらいに助かっています。透析に行くのも帰りも、それから行き帰りと、

あと何だっけ。とにかく結構使っているんですよ。だから非常に助かっています。こ

れがなかったら、どうしましょうというふうに、今現在、ありがたいと思っています。 

 

会長 

ありがとうございます。 

 

Ｄ委員 

ただ、車は余り立派とは言えない、すごい古いのだからね。こんなことを言うと恥

ずかしいんですけれども、揺れるんです。やっぱり小さくて揺れが激しいって、あれ

は車が安い車なんですね、きっとね。もうかっていないって、私初めて聞いて、内訳

まで、何か赤字が200万とかびっくりして、自分がお世話になっているところの内

容が全然把握できていないもので、今ちょっとびっくりして。ただ同然ぐらいの安い

料金なので、もう尐し払って車を買ってもらいたいななんて、ちょっと今そう思った

の、とっさにね。全然利潤が出ていないような感じに思って、何か気の毒だなと。ち

ょっとそう感じました。もっともうけてもいいのかな。わからないですね。 

私どもは非常に、この10年間お世話になっていて、言うことはございません。あ

りがたいなと思っています。 
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会長 

ありがとうございます。 

まだ発言されていない、Ｅ委員はどうですか。 

 

Ｅ委員 

ごめんなさい、ちょっと資料が何番だとか、失念してしまったんですけれども、料

金のところで、同乗が２名で、透析の方でしたかしら、透析の方の場合は通常料金の

２分の１とかいう項目があったと思うんですが。 

 

会長 

福祉用自動車のところで、一番下に１と、資料４の最初のページの３番のところに、

乗り合いの場合ということで、透析患者の送迎に限り２名までの複数乗車ということ

で、各利用者様の通常料金の半額を収受するという項目があります。 

 

Ｅ委員 

ありがとうございます。ここのところ、具体的にちょっともう尐し深く説明してい

ただきたいんですけれども。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

申しわけないんですが、この変更はないんですが、今現在、一緒に乗っていって、

２名以上送迎をしている実績がとりあえずないんです。今現在は。 

規定はそのまま残っていますが、前回は前責任者のほうで、これを認めてください

ということでお願いをして、これを入れていただいたんですが、今現在、その複数乗

車する利用者さんがいらっしゃらないもので、みんな単独でやっているので、これは

今現在、私になってからは全然ないんです。 

 

Ｅ委員 

そうですか。 

ごめんなさい、私の勉強丌足かもしれないんですけれども、例えば目的地まで行っ

て、例えばそのときによっては買い物をしたりとかいう場合、待っていただいて、ま

たそのまま目的地から自宅までということもあるかと思うんですけれども、そういう

場合の料金体系はどのようになっていますか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

往復の料金だけです。 

 

Ｅ委員 

乗車だけ。車の運行だけですか。 
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ＮＰＯ法人ブリッジ 

そうです、２キロだったら300円掛ける２になります。 

 

Ｅ委員 

一緒に待っていたりとか、待機料金は取らずに。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

ドライバーとしては、送迎の部分しかいただいておりません。 

ドライバーというのは、そこまで目的地まで送っていって、また何時にお迎えにき

てくださいと言われた時間にお迎えにいく形です。そのまま今ここに、薬局に薬の紙

を置いてくるから、ここで待っていてくださいと言った場合は、そのままの料金にな

ります。 

 

会長 

よろしいでしょうか。ほかに特にないでしょうか、ご意見。 

 

Ｆ委員 

質問ではないんですけれども、いいですか。エールを送りたいと。 

板橋区内の人工透析の方を中心に、病院に週３回というんですか、朝晩行われてい

る社会的な必要性を考えれば、絶対的にブリッジさんは、地域生活応援センター以上

になくなってはまずい事業体だと自分は重視しています。赤字であるのは、この協議

会の中で料金が２分の１とか、そういった縛りがある以上しようがないことなので、

本当はお互い苦しいですけれども、頑張ってやっていきたいというふうに思います。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

ありがとうございます。 

 

会長 

ありがとうございます。Ｇ委員さんは。 

 

Ｇ委員 

よろしくお願いします。 

私はタクシー事業者の立場から、先ほどの点呼の件について、ちょっとお伺いした

いんですけれども、出庫帰庫のアルコールチェック、これはタクシー会社は昨年の４

月１日から義務づけられまして、アルコール感知器を強制的に置かなければならない、

これは義務づけなんですけれども、それを先ほどにおい等でやっているということな

んで、先ほどお約束しましたとおり、いい方向に向かったときにそれを設置していた
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だきたいということと、運行マニュアルも47ページの中に、運転者と書いてありま

して、運転歴10年以上の者で、かつ70歳以下の者であることということで、１名い

らっしゃいますね、72歳という方。これは、あくまでも運行マニュアルということ

で、この辺はどう思っていらっしゃるんでしょうか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

これは毎年試験がありますよね、70歳以上の高齢者の運転。かつ健康かどうかと

いうのをチェックする機関があって、それをやってもらって健常の場合、入れている

という形なんですけれども。 

 

Ｇ委員 

それと、最後になりますけれども、タクシー乗務員には適性診断というのがあるん

ですよ。有償の場合ですと、事故を起こすか、あるいはそれに準ずる何かを起こした

場合には適性診断を受けるということになっていますけれども、タクシーの場合は、

初めてタクシー乗務員になるときには初任診断、それと65歳以上の場合は適齢診断

―これは必ず受けるということが義務づけられていまして、あとは任意で一般診断

を受けるということになっているんですけれども、これは今後受けるような予定はご

ざいますか。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

認知（症）の検査とか、あとはそういうのをやっているんですね、北豊島教習所と

かそういうところで。この高齢の方に関しては半年に一遍とか、そういうふうに受け

るようには指導はしております。１年に一遍は必ず行ってもらっています。 

 

Ｇ委員 

私の言っている適性診断というのは、事故対策センターというところでやっている

適性診断のことを言っているんです。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

そうなんですか。事故対策センター。 

 

Ｇ委員 

これは錦糸町にあるんですけれども、ヤマト運輸さんもやっていらっしゃるんです

かね、これ。 

 

Ａ委員 

運輸会社のほうでもやっているところがありますね。 
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Ｇ委員 

やっている団体もあるようですけれども。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

これは有償でやってくださる。 

 

Ｇ委員 

有償です。これはタクシー業界ですと、先ほど言いましたように、初めてやられる

方は初任診断、これを受けてからの初乗務でないと違法になりますので、それと65

歳以上が適齢診断というのがあります。 

この辺も今後に向けて、ひとつお考えいただいたらと思います。 

私のほうは以上です。 

 

会長 

貴重なご意見、どうもありがとうございます。やはり事故、今まで事例がなかった

ということでございますけれども、これまでなかったことが今後もないということを

保証するわけではございませんので、その記録をずっと伸ばすためにも適切な安全対

策をぜひお願いをしたいなと思います。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

ちなみに、アルコール検知器はお幾らぐらいするものなんですか。 

 

Ｇ委員 

10万ぐらいですかね。 

 

Ａ委員 

安いのもあります。 

 

Ｇ委員 

安いのは１万円ぐらいでしょうか。 

 

Ａ委員 

すぐ壊れてしまいますけれどね。 

 

Ｇ委員 

乗務員さんが５人ぐらいでしたら、１万円前後でも。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 
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これはタクシー業界のどこかで売っているんですか。 

 

Ａ委員 

いわゆるホームセンターでもそういうのを売っていますから。 

 

ＮＰＯ法人ブリッジ 

そうなんですね。わかりました。これは早速させていただきます。 

あと、事故対策センターのほうは、帰りまして、調べてやりますので。 

 

会長 

ありがとうございました。ほかにご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

それでは先ほど申請書のところで若干の変更がございましたけれども、変更後のも

のについて、ＮＰＯ法人ブリッジの更新申請と対価の改定については協議が調ったと

いうことでよろしゅうございましょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会長 

ありがとうございました。それでは、皆さんのご賛同をいただいて、協議が調った

ということでさせていただきたいと思います。 

以上で、ＮＰＯ法人ブリッジのほうについては議事を終了いたします。 

続きまして、次第の５、運営協議会における合意形成のあり方検討会の報告書につ

いて、東京運輸支局のC委員代理より、ご説明をお願いいたします。 

 

運営協議会における合意形成のあり方検討会の報告書について 

 

Ｃ委員代理 

東京運輸支局です。資料８のほうで、運営協議会における合意形成のあり方検討会

の報告書がまとめられまして、内容のほうなんですけれども、ちょっと大まかにお話

しさせていただきますと、この運営協議会のほうで協議を行うという、福祉有償運送

の制度が平成18年10月から法律の中に規定されまして、５年以上経過しましたけれ

ども、円滑な協議によって地域のニーズに対応した自家用有償運送の実現に向けて進

んでいる地域がある一方で、運営協議会の合意に必要以上の制約が課されることで必

要な輸送サービスが確保されない場合など、地域の取り組みに大きな格差があること

も指摘があったとおりであります。 

そこで、国土交通省において、こういった検討会を開催しまして、その辺の協議な

り運営の改善策について一応まとめたというのが趣旨となっております。 

報告書の基本認識というところなんですけれども、基本的には全体として円滑な協
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議が実現している運営協議会においては、各構成員の方がある程度協議すべき内容な

どについて理解していると考えられるのに対して、一部運営協議会において協議が円

滑に進まないのは、構成員さんの理解が十分でないことが理由として考えられるとい

うところでございます。 

そういったところの改善策としては２ページのほうに、２番として（１）から

（５）までありますが、（１）としては、運営協議会の趣旨等に関する構成員の理解

向上の必要性についてということで、構成員や幹部が趣旨を理解されていないことが

多い。そのため、正確な理解に時間の多くが費やされていて、福祉有償運送のそもそ

もの必要性についての協議がおろそかになるところがあるので、これについては、運

輸支局は運営協議会を主宰する市町村と積極的に連携を諮り、両者が協力しつつ運営

協議会を開催するというのが一つ。 

もう一つは、運輸支局は主宰市町村及び運営協議会の構成員に対し、自家用有償旅

客運送制度の趣旨、ポイント、進め方等などについて、運営協議会の冒頭などにあら

かじめ説明する形になっております。 

３ページの（２）番として、自家用有償旅客運送の数量的なデータに基づく把握・

判断についてということで、本来の輸送はバス・タクシーなどの公共交通機関が担う

べきものであるということが一応前提だということを関係者はまず認識することが重

要で、この中で協議をするときには既に出されているガイドラインがありますので、

その中で数量的データの考え方を示しておりますので、可能な限り、そうした数量的

データに基づいて必要性に関する協議を進めるのが望ましい形になっております。 

（３）として、医療、保健、福祉専門職の知見の活用についてということで、申請

団体の個々の会員が旅客の範囲に該当するか否かの確定に時間を要している場合があ

るということで、これについては厚生労働省と国土交通省において、いろいろ区役所

の中にもそういった専門職の方がいますので、そうした専門職の知見を活用すること

を検討すべきだとしていますが、一応これはまだ検討中という形になっております。 

（４）番ということで、ローカルルールの適時適切な見直しについてということで、

関係法令・通達に定められていない独自の基準というのをローカルルールと言ってい

ますけれども、各地では、例えばセダン型車両は導入できないなどのローカルルール

が定められておりまして、そのローカルルールを申請者が満たせないことなどによっ

て、協議が合意に至らない場合があるという形のケースがあるという形になっており

ます。 

そうしたルールが設けられた経緯というのはありますけれども、これについては一

応過去のローカルルールというものに関する国の考え方を示しておりまして、それは

合理的な理由に基づき合意され設けられたローカルルールは、過度な制限を加えるも

のでない限り排除されるものではないんですが、他方、一度定められたローカルルー

ルについて、その前提となる状況が変化したにもかかわらず、長期間見直しが行われ

ないことや、もしくは個別の事例に適用された取り扱いを他の事例との違いを吟味せ

ずに一律でやるというのは適当ではないと、以前から通達を出したりしておりますの
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で、この旨を再度周知するとともに、合理性がないと認められたものについては、運

営協議会の場で適切に協議を行うという形の内容になっております。 

また（５）番のほうでは、運営協議会の適正な運営についてということで、運営協

議会がそもそもあまり開催されない場合や、ローカルルールによって協議が合意に至

らない場合については、申請団体の方から設置開催の見直しだとか、それを受ける窓

口がないというのがあるということで、これについてはそういった申し出を受ける窓

口を運輸支局のほうに設置するということで、その内容として行うという内容となっ

ております。 

そういった改善策を進めていって、運営協議会自体の制度自体をよりよいものにな

るように努めていきたいという、その報告書でした。 

ちょっと雑駁で申しわけありませんが、概要について申し上げましたので、今後と

も国として、官のほうも応援していますというということで、よろしくお願いします。 

 

会長 

どうもありがとうございました。 

ただいまのご検討につきまして、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

幸い板橋区の場合、皆さん非常に協力的で運営協議会が順調で、必要な都度開催が

できているという状況にあるんですけれども、厳しいところは厳しいんでしょうね。

特にご意見はございませんか。ご質問もこの際ですから。 

それでは、ただいまのご報告については、これで終わりたいと思います。ありがと

うございました。 

精査をお願いした部分については、どうしましょうか。名簿のところと、それから

内訳については。 

ブリッジさんの名簿と、その内訳についての訂正を、後ほど精査をお願いしますけ

れども、その結果については。 

 

事務局 

結果については、各委員さんのほうに、また変更書類のほうを送らせていただくよ

うな形でご承認という形にさせていただければありがたいんですけれども、いかがで

しょうか。 

 

会長 

それでよろしゅうございますか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

会長 

では、その名簿の部分と、それから内訳部分については修正したものを後ほどお送
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りしてご承認をいただくということでよろしいでしょうか。 

それではそのように取り扱わせていただきます。 

これですべて議事は終わりましたけれども、何かこの際、ご意見は。よろしいでし

ょうか。 

それでは、第10回板橋区福祉有償運送運営協議会はこれで閉会とさせていただき

ます。大変ご協力いただきまして、まことにありがとうございました。 


