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会議名 第 9 回板橋区福祉有償運送運営協議会 

開催日時 平成２２年１２月８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 １１名 

［委員 ９名］ 

松浦会長、丸山副会長、春原委員、橋場委員、堀井委員、清田委員、吉田

委員、望月委員、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、堀井主事 

会議の公開 

（傍聴） 

公開（傍聴できる）  

傍聴者数 ３名 

議 題 １ 委嘱式 

２ 区長あいさつ 

３ 委員の紹介 

４ 会長および副会長の選出 

５ 板橋区における福祉有償運送の必要性について 

６ 協議 

「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 

７ 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 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  運営協議会の設置及び運営に関するガイドライン 

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 福祉有償運送の申請に対する処理方針 

資料８ 運営協議会において定められた独自の基準に対する考え方 

について 

資料９ 福祉有償運送に係る運営協議会における協議にあたっての 

留意点等について 

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、板橋区福祉有償運送運営協議会委嘱式を行います。 

 

 板橋区長 坂本健より委嘱状をお渡しします。 

 

委嘱状の伝達  

 

区長あいさつ  

 

区長 

委員のみなさまにおかれましては、ご多忙のなか、板橋区福祉有償運送運営協議会委

員への就任をご承諾いただきまして誠にありがとうございます。 

 板橋区では、「すべての区民が自由に行動し、社会参加できるまち板橋」を理念とし、

平成 15 年度から平成 27 年度までのバリアフリー総合計画を策定しております。その

重点基本目標の一つとして、多様な交通機関を活用した「ＳＴＳ・移送サービス」の充

実を推進しております。そのなかで、福祉有償運送運営協議会につきましては、平成 16

年 3 月から、道路運送法の改正を受け、都内で 3 番目に設置いたしました。平成 17 年

3 月の第１回から数え、今回が９回目、委員の皆さまの任期では３期目ということにな

ります。 

 現在、板橋区には、この運営協議会でご協議いただき、福祉有償運送を実施している

団体が 2 団体ございまして、地域における大変重要な交通手段となっています。 

 この運営協議会におきましては、ＮＰＯ及び社会福祉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する対価、旅客の安全や利便の確保などについてご協議いた

だきます。合わせて、板橋区の将来にわたる福祉有償運送のあり方につきましても、ご

意見をいただければ幸いです。大変簡単ではございますが、これを挨拶とさせていただ

きます。 

年末年始、何かと忙しくなってきますが、皆様におかれましては、ぜひご健勝でご活

躍いただきますようお願いしたいと思っております。３年間でございますけれども、ご

指導よろしくお願いいたします。 

 

事務局 

 これで、板橋区福祉有償運送運営協議会委嘱式を終了いたします。大変恐縮ですが、

坂本区長は次の予定がありますため、ここで退席させていただきます。 

 

事務局 

 引き続き、板橋区福祉有償運送運営協議会を開催いたします。まず、名簿の順に各

委員を紹介いたしますので、一言ずつごあいさつをお願いたします。 

 

委員の紹介等 
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 今年度から障がい者施設課が障がい者福祉課に統合され、事務局が障がい者福祉課と

なりました。担当の係は、引き続き福祉のまちづくり係です。人事異動もありましたの

で、事務局職員の紹介をさせていただきます。わたくしは、障がい者福祉課福祉のまち

づくり係長の星野です。同じく担当の堀井です。よろしくおねがいします。 

 

会長および副会長の選出 

 

事務局 

 では、次第の４に進みたいと思います。板橋区福祉有償運送運営協議会設置要綱（資

料２）に基づき、会長、副会長の選出を行います。 

 会長について、どなたかご推薦いただけないでしょうか。 

 

Ａ委員 

 福祉部長の松浦委員にお願いしてはいかがでしょうか。 

 

事務局 

 ほかにご推薦はありますでしょうか。 

 それでは、会長を松浦委員にお願いしたいと思いますが、皆さまよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 では、設置要綱に基づき、会長より副会長を指名していただきたいと思います。 

 

会長 

 副会長につきましては、会長が指名するということになっていますので、十文字学園

女子大学の丸山委員にお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

副会長 

 副会長をお受けいたします。 

 

会長 

 それでは、会を進めさせていただきます。本日は、「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に関する有効期

間の更新の登録申請についての協議をお願いたします。 

 まず、事務局から団体の紹介等をお願いします。 

 

事務局 

 それでは、説明させていただきます。 

「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
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ー」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来ました。平成１９年１２月の第６回運営協議会での更新にか

かる協議に続き、２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、「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」に所属する委員については、当該

議事決定に参加できないことになっています。 

また、本協議会は会議の透明性の観点から傍聴規程をもうけていますが、本日は３人

の傍聴者がいらっしゃいま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５、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 

 

会長 

 説明有難うございました。今の件につきまして、ご質問等ございますか。 

 

副会長 

 「有償運送実施の状況」のところで、平成１１年４月には「板橋区移動サービスネッ

トワーク」の６団体だったのが、現在実施団体が２団体ということで、徐々に実施団体

が減っているということが分かります。都内的にも減少傾向にあると思いますが、板橋

区で、実施団体が減ってきている背景というものを事務局として何か把握してますでし

ょうか。 

 

事務局 

 板橋区特有の状況というのは、あまり考えられないかと思います。今、委員がおっし

ゃったように、どこの区でも減少している状況です。 

 

副会長 

 移動制約者である高齢者や障がい者などが年々増えていくなかで、有償運送実施団体

が減っている状況であることが分かります。もう一つ、公共交通機関であるタクシー事

業者の方にお伺いしたいのですが、福祉タクシー券の利用の有無は別として、こういっ

た福祉的なタクシーの利用というのは、ここ数年の傾向として、増えているのでしょう

か。減っているのでしょうか。 

 

Ｂ委員 

 大変申し訳ありませんが、私どもの会社では車いす等でそのまま乗れる仕様の車両は

ありませんので、単にタクシー利用ということになりますが、そんなに車いすで利用さ
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れるお客様が増えているという印象はありません。ただ、タクシー券利用のお客様は、

確かに増えています。 

 

Ｃ委員 

 私どもの会社では、福祉車両を導入しています。板橋地域でも、いわゆる「限定事業

者」の参入が多くありましたが、競争が激しくどこも減車しているという状況です。当

社としても利用が減っておりまして、介護保険のケアマネジャーさんからの依頼もだい

ぶ減っています。 

 福祉車両を増やしていこうということで、福祉車両を全国で約１８，０００台にとい

うバリアフリー新法の目標もあるわけですが、私の周りでも、実際に車両を持っている

事業者は採算が合わないということでかなり減らしているという状況です。 

 その分、福祉有償運送の活動が増えているのではないかという感じを持っています。

私は、埼玉県のほうでも審議会に参加していますが、車両等も増えているようです。 

 

副会長 

 営業ナンバーの事業者の営業が厳しいなかで福祉車両が減っていて、福祉有償運送の

活動についても、自治体によって違いはあるようですが、板橋区では５年間で３分の１

に減っています。しかし、要介護や要支援の方、障がい者の数は、統計上明らかに増え

ています。もうひとつ、介護保険事業計画や障がい者の計画をつくるときのアンケート

などを見ますと、移動についての関心は非常に高くなっています。それに応えるだけの

タクシー等の福祉車両の数があるのかというと、まだまだ十分ではない状況だと思いま

す。 

 そういう意味で、営業ナンバーの福祉タクシーや、有償運送の利用者の方が、より移

動しやすくなるような施策が求められていると思います。例えば、そういった福祉車両

を持っている団体について、どこにどんな団体があるのかといった情報が、新たに要介

護、要支援になった方々になかなか届いていないという状況があるので、なんらかの形

で、行政がバックアップしていくことが必要ではないかと思います。 

 

Ｃ委員 

 今の意見に関連して、タクシー料金が高くてなかなか利用できないという方もいらっ

しゃると思います。そこで、タクシー券、私どもは福祉券と呼んでいますが、これを今

より広範囲に、例えば障がい者だけではなくて、７５歳以上の高齢者にも配るとか、現

在は、運送料金だけが対象ですが、付随するサービスの料金にも使えるようにするとい

ったことを要望したいと思います。 

 

会長 

 いろいろとご意見をいただき、ありがとうございます。それでは、板橋区における福

祉有償運送については、よろしいでしょうか。 
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 では、続きまして、次第の６ 協議について、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説明をお願いします。 

 

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 

 それでは、ただいまの説明に対しまして、質問等をお願いします。 

 

Ｃ委員 

 今回の更新で、運転手の方は３名とも二種免許になっていますが、以前と同じ方でし

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 

 前回更新時も運転手は３名でしたが、うち１名は交替しています。以前の方は一種免

許で運転者講習を受けていただいていた方ですが、高齢ということもあり退職されまし

た。 

 

Ｃ委員 

 前回より、会員の方が減ってきているようですが、どんな状況でしょうか。 

 

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 

 会員の方が全体的に高齢化してきており、ここ２～３年の間に、特定の疾病の高齢者

の方が６名も亡くなるという状況がありました。また、特に宣伝もしておらず、口コミ

でしか新規会員の方が来ませんので、「自然減」という状況です。 

 

Ｃ委員 

タクシーは、出発地から目的地の料金体系ですが、こちらの団体は、車庫から車庫の

料金体系になっています。車庫から自宅（出発地）は、あまり遠いところはないと思い

ますが、どのくらいの距離が多いのでしょうか。 

また、運送の対価以外にとっているものはありますか。 

 

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 

 車庫から自宅までの距離は、遠くても赤塚などですので、道路の混み具合にもよりま

すが、３０分程度だと思います。 

 運送の対価以外には、年会費を３，０００円いただいています。それと、利用１回に

つき、事務手数料３００円をいただいています。これは、主に通信費になります。いろ

いろと連絡をいただくごとに必ず返信をしていますので、そういった経費になります。 
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Ｄ委員 

 通院以外に、利用の目的はどのようなものが多いのでしょうか。それと、長距離の利

用は、どのくらい長距離の利用が可能なのでしょうか。 

 

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 

 利用目的は多岐にわたりますが、病院のほかに介護福祉施設、講座やセミナーも含め

た学校、また板橋区のタクシー券を使った利用が多いので、余暇利用ということで、映

画やコンサートなどや時期によってはお花見に千鳥ヶ淵へ行ったりしています。長距離

の利用では、富士吉田市の富士山の５合目までというのが３００キロ近くあって一番長

かったと思います。あとは、茨城県笠間市なども実績としてあります。 

 

Ｄ委員 

 ニーズにもよると思いますが、目的地まで行って用事が済むまで待機していただくと

いう要望にも応えていただけるのですか。 

 

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 

 極端に距離が長く、待機したほうがかえって料金がかからない場合などもあるので、

そのような対応も行っています。 

 

副会長 

 さきほど、委員からの質問にもありましたが会員数がかなり減っています。有償運送

団体の数もタクシー事業者も減っていて、要介護者や身体障がい者等の人数は増えてい

るという状況の中で、ニーズに対してどのくらい応えられているのでしょうか。 

 

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 

 曜日によって重なりやすいところがあり、全体としてはそれほど利用者さんに迷惑を

かけずにすんでいると思いますが、利用が重なってしまい利用日を変更していただくこ

ともあります。 

 

副会長 

 では、全体的のキャパシティとしては余裕があるということですね。 

 それと、資料の活動実績のところで運送の総対価やその他の総対価が出ていますが、

福祉有償運送事業の全体的な財政状況はどのようになっているのでしょうか。 

 

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 

 過去の話ですが、移送サービスに対して区から補助金が出ていたことがあります。平

成１４年から１９年ごろまでですが、その頃は、今より料金を低く設定できて、大きな

赤字も出していませんでした。補助金が打ち切られるということで、今の料金体系をと

るようになりましたが、昨年度の例でいいますと、収入に対して、もろもろの支出を合
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計しますと、１５０万円ぐらいの赤字という状況です。 

 

Ｃ委員 

 現在は一切補助金は出ていないのですか。 

 

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 

 １９年度までで打ち切りになっています。他の事業から補てんしている状況です。 

 

Ｃ委員 

 介護保険の身体介護サービスとかグループホームということですか。会員登録のなか

には、グループホームの利用者は入っていないのですか。 

 

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 

 （介護保険はやっていませんが、）障がい者等を対象にする自立支援法の枠内でのグル

ープホームは実施しています。その利用者さんとは、何名か重なっている方もいます。 

 

会長 

よろしいでしょうか。他に質問がないようでしたら、協議会としての決定をさせてい

ただきたいと思います。この決定にあたっては、先ほどの説明があったように、当該団

体に所属する委員は議事決定に参加できないということでございますので、それ以外の

委員にお諮りしたいと思います。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の更新登録申請については、承認ということでよろしいでしょう

か。それでは、異論がないということで、承認とさせていただきます。 

これで、第９回板橋区福祉有償運送運営協議会を閉会といたします。 


