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様式３ 

会 議 記 録 

 

次の協議会を次のとおり開催した。 

協 議 会 名 称  横須賀・三浦地区福祉有償運送市町共同運営協議会 

開 催 日 時  平成 26年 10月 29日（水）  14：00 ～ 15：30 

開 催 場 所  葉山町福祉文化会館 １階大会議室 

出 席 者  

※ 会 長 等 ◎  

副 会 長 等 ○  

◎中川 進一、○石井 孝広、飯田 美江子、齋藤 彰、内藤 昭二、 

若菜 敏孝、小川 研一、出口 道夫、出口 雅史、丸 恭輔、仲野 美幸、 

渡辺 久美子、浅羽 昭子、市川 壽一、菊池 尚、佐藤 弘朗、樽井 彰子、 

 

次回開催予定日  平成 27年２月４日（水）  14：00 ～ 

問い合わせ先  

所属名、担当者名  葉山町保健福祉部福祉課社会福祉係、板倉 

電話番号      ０４６－８７６－１１１１（内線２３１） 

メールアドレス   kourei-fukusi@town.hayama.lg.jp 

会 議 記 録  発言記録 ・ 要約 
要約し 

た理由 
長時間に及んだため 

内      容 

 開会・委員の委嘱等 

（司 会） 皆様、こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから、平成 26

年度 第２回 横須賀・三浦地区福祉有償運送市町共同運営協議会を開催

いたします。 

本日はご多忙のところご出席いただきましてありがとうございます。

進行をつとめさせていただきます葉山町 保健福祉部 福祉課の守屋と申

します。よろしくお願いいたします。 

 

 協議会の成立要件 

（司 会） 本日の協議会ですが、定員 24 名のところ 17 名のご出席をいただい

ており、設置要綱第８条第１項により、委員の過半数が出席しておりま

すので、協議会が成立していることをご報告いたします。なお、横須賀

市・山口委員、鎌倉市・小宮委員、逗子市・須藤委員、三浦市・笹谷委

員、神奈川県個人タクシー協会・中崎委員、神奈川運輸支局の中澤委員、
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神奈川県福祉部地域福祉課・西條委員からは、事前に欠席の旨、ご連絡

いただいております。 

     それでは、設置要綱第６条第３項の規定により、以後の進行を会長に 

お願いいたします。 

（会 長） あらためまして、皆さん 

こんにちは。葉山町までお越しいただき本当にありがとうございます。本協議会

の会長を拝命いたしております葉山町の民生委員協会の会長をしており

ます中川でございます。会議の進行につきましては、よろしくご協力お

願い申し上げます。これ以降、失礼ながら着席のまま進めさせていただ

きます。さっそくではありますが、次第に沿って会議を進行させていた

だきます。 

 次第２ 会議の傍聴及び公開について 

（会 長） それでは、横須賀三浦地区の福祉有償運送市町共同運営委員会傍聴要

綱に基づきまして、本日の傍聴者の入室を許可したいと思います。どう

ぞご入場下さい。 

（傍聴者 入室） 

（会 長） 傍聴の方、大変お待たせいたしました。はじめに、傍聴の方にお知ら

せがございます。まず、１点目、お手元の資料につきましては、法人及

び個人の情報が含まれておりますので、協議会終了後、速やかに事務局

へご返却お願いいたします。２点目、会議中は、カメラ・ビデオ等での

撮影及び録音は禁止されておりますので、ご了承願います。その他、注

意事項を遵守されますようお願い申し上げます。３点目、協議会の議事

は、原則公開とされております。会議記録は、会議及び会議記録の公開

に関する取扱要領第５条により会議終了後に審議速報及び会議記録を公

開することとなっております。そのため、会議記録作成のために録音さ

せていただきますので、発言の際は必ず所定のマイクをご使用いただく

ようおねがいいたします。 

 次第３ 会議の進め方及び今後の予定について 

（会 長） 続きまして、本日の会議の進め方、あるいは今後の予定について、事

務局から説明をお願いします。 

（葉山町事務局） それでは、まず、本日配布いたしました資料について、確認

させていただきます。本日、机上配布いたしておりますのは、「次第」、

横須賀市、鎌倉市分の「差し替え資料」になります。事前に送付いたし

ました資料と合わせまして、漏れ等がございましたらお知らせください。 
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続きまして、本日の会議の進め方及び今後の予定について、ご説明し

ます。本日は、合意を要する協議事項としまして、申請が２件ございま

す。協議の順番は、「更新登録の申請」横須賀市１件、「変更登録の申請」

鎌倉市１件の順で、団体に入場していただき、はじめに、申請書受付事

務局から申請法人の概要について説明をします。その後、委員からの質

問に対して、受付事務局、または、申請団体から回答をいただきます。

その後、協議会として「承認」、「条件付で承認」、「不承認」の結果をま

とめるという手順で進行していきたいと考えております。 

次に、協議会の合意を要しない報告事項といたしまして、軽微な変更

について報告等がございます。事前に委員の皆さまに送付した資料では、

横須賀市２件、逗子市２件でございます。 

なお、本日の会議時間ですが、委員の皆さまお忙しい中でもあります

ので、午後４時までを目安に考えております。ご協力お願いいたします。

次に、今後の予定ですが、次回の協議会は２月の開催を予定しておりま

す。それ以外の開催は、特別な事情に限り、別途検討することとします。

事務局からは以上でございます。 

（会 長） ただいま事務局から説明がありましたように会議の進め方、今後の予

定についてこのような段取りでよろしいでしょうか。よろしければ、続

けさせていただきます。 

それでは、協議のすみやかな進行につきまして、皆様のご協力をお願

いいたします。 

 次第４ 議題（１）申請書の協議について（更新登録申請） 

（会 長） まず、「次第４・議題」の（１）申請書の協議について、[自家用有償

旅客運送の更新登録の申請]に入ります。「特定非営利活動法人 くろふ

ね」の方、また横須賀市事務局の方は、説明席にお願いします。  

 

（会 長） 「特定非営利活動法人 くろふね」の更新登録の申請について、横須

賀市事務局から説明をお願いします。 

（横須賀市事務局） 横須賀市「特定非営利活動法人 くろふね」の更新登録申

請についてご説明いたします。 

まずは、申し訳ありません。資料の差し替えがあります。資料の福祉

有償運送の更新登録申請の概要のところですが、ページのところと運送

の対価のところを間違えたものをお配りしてしまったので、資料の差し

替えをお願いします。 

運送の主体は「特定非営利活動法人 くろふね」になります。代表者
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は東靖二郎氏です。主たる事務所の所在地は、横須賀市汐入町２丁目 10

番地になります。定款、登記事項証明等につきましては、添付した書類

のとおりとなっております。また、現在の登録満了日は平成 27 年３月

27日となっております。運送区域につきまして、横須賀市全域になりま

す。旅客から収受する対価についてですが、運送の対価、運賃について

は、時間制になっております。15分までは 500円、16分～30分までは

1,000円、31分～45分までは 1,500円、以降 15分毎に 500円加算とな

っております。運送の対価以外の対価につきましては、事務所から 15

分以上かかる場所に対しては迎車回送料金 300円。15分以上待機が必要

な場合は待機料金として 15 分毎に 300 円。介護保険を使わず乗降介助

を受ける場合は乗降基本料として 1,080 円頂いております。これらの利

用料金につきましては、前回の７月 29日に行われました平成 26年度第

１回横須賀・三浦地区福祉有償運送市町共同運営協議会にて協議をして

了解を得ております。次に、運送しようとする旅客の範囲ですが添付し

ました資料のとおりとなっております。現在の登録利用者数 104名とな

っております。次に、法令遵守ですが、当該法人の役員全員、道路運送

法第 79条の４、第１項第１号から第４号までのいずれにも該当しないこ

とを宣誓しており、宣誓書を添付しております。次に、使用車両台数で

すが、福祉車両が７台、セダン型車両が１台の計８台となっております。

こちらの所有車両数は、全台自社所有となっておりますので全台契約関

係はございません。次に、運転者ですが、現在運転者は 10名おり、うち

第二種免許取得者が１名おります。講習受講状況ですが、運転者８名が

かながわ福祉移動サービスネットワーク主催の福祉有償運送運転者講習

およびセダン等運転者講習を修了しております。また１名が福祉有償運

送運転者代替講習を修了しており、それぞれの修了状況を確認できる資

料を添付しております。次に、事故発生時の対応の整備ですが、運行管

理、整備管理の体制、事故処理連絡体制、苦情対応体制についてはそれ

ぞれ運行管理マニュアルにより適切な管理・整備を行っております。ま

た、５両以上自動車を運行管理しておりますので運行管理の責任者と責

任者の代行者を選定しており、常にどちらかが対応可能な体制で行って

おります。運行管理、整備体制、事故発生時の対応整備、苦情対応体制

の整備につきましては、運行管理マニュアルにより適切な管理・整備を

行っております。また、運行管理責任者については安全運転管理者証を

受領しております。次に、損害賠償措置につきましては、東京海上日動

火災保険で契約しており、保険証券の写しは添付資料 50 ページから 64

ページ、資料 15として添付しております。説明は以上のとおりとなりま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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（会 長） ありがとうございました。ただ今の横須賀市の事務局から「特定非営

利活動法人 くろふね」の更新につきまして説明ございました。この件

につきまして、質疑等ございましたら、挙手のうえご質問を頂ければと

思います。 

    ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。 

    ご質問はございませんか。 

    それでは、ご質問がないようですので、「特定非営利活動法人 くろふね」

の更新登録申請につきまして、協議が整ったということでよろしいでし

ょうか。 

 

（「異議なし」の声 多数） 

 

（会 長） それでは、「特定非営利活動法人 くろふね」の更新登録申請は協議

が整ったということで、「特定非営利活動法人 くろふね」の方、ありが

とうございました。退席していただいて結構です。横須賀市事務局は、

自席にお戻りください。 

 

（会 長） それでは、議題の(２)に移らせていただきます。変更届出書について、

「旅客から収受する対価の変更について」協議したいと思います。鎌倉

市の変更登録申請団体であります、「特定非営利活動法人 暮らしいきい

きサポートの会かながわ」の方及び鎌倉市事務局は、説明席にお願い致

します。 

(会 長)   「特定非営利活動法人 暮らしいきいきサポートの会かながわ」の変

更登録の申請について、鎌倉市事務局から説明をお願いします。 

 

（鎌倉市事務局） 鎌倉市からは「NPO 法人 暮らしいきいきサポートの会かな

がわ」の対価の変更について、ご説明させていただきます。以降着席さ

せていただきます。 まず、添付資料につきまして差し替え資料がござ

います。資料右上に鎌倉市資料（差替え）の記載があるものです。こち

らにつきまして、事前に市川委員からタクシー運賃料金との比較表を明

記するように、また、損料の記載がわかりにくいというご意見をたまわ



6 

 

りまして修正しております。また、別に神奈川運輸支局の脇様から小型

車という記載を普通車に表現を改めるように、また、一番下の時間制運

賃は旅客の指定した場所に到着した後から旅客の運送を終了するまでの

時間により、算出すると明記するようにご意見をたまわりましてそのよ

うに修正しております。それでは、資料のページをめくりまして、運賃・

料金改定案をご覧ください。まず、運送の対価といたしましては、現行

では 10分までごとに普通車につきましては、390円。大型車につきまし

ては、450 円をそれぞれ収受しておりますが、改定案といたしまして普

通車 490 円と 100 円増しを、また、大型車につきましては 520 円と 70

円増しをそれぞれ行うことを考えております。次に、運送の対価以外の

対価につきましてご説明いたします。まず、現行では収受していなかっ

た迎車料金につきまして、普通車につきましては、200 円。大型車につ

きましては、300 円をそれぞれ収受することを考えております。また、

車椅子・ストレッチャー・毛布・衛生材料等の貸出し料といたしまして、

利用者ご自身でご用意のない場合現行では 300 円を収受しております

が、改定案といたしましては、普通車につきましては、ストレッチャー

を使用しておりませんのでストレッチャーの項目を除いております。ま

た、大型車につきましては、毛布・衛生材料等の貸出し料をそのまま 300

円。車椅子・ストレッチャーの項目を改めて設けまして 400円をそれぞ

れ収受することを考えております。最後に介助料金といたしまして、現

行では、玄関戸口から目的地窓口までの間と居宅内から目的地ベットま

での間に分けておりましたが、改定案といたしまして、一人で介助する

場合は 1,400 円。複数人で介助する場合は二人目の介助人から一人あた

り 1,000 を収受することを考えております。つまり、二人で介助する場

合は、1,400 円プラス 1,000 円で 2,400 円。三人で介助する場合は、更

に 1,000 円を加算しまして 3,400 円となっております。なお、これらの

運送の対価等の変更につきましては、ご審議いただいた後、来年平成 27

年１月１日からの実施を考えております。以上のとおりでございますご

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

（会 長） はい。ありがとうございました。ただ今の変更申請についてご質問の

ある方おいでになりますでしょうか。 

（委 員）質問です。タクシーの運賃、普通車、30分まで 2,990円、60分まで 5,980

円という記載があるのですが、これの算出方法を教えていただきたいの

ですが。 

（法 人） 算出方法につきましては、私どもは存じておりません。これは、運輸

支局のほうから頂いた資料でございます。 
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（委 員） 支局のほうから頂いた資料ですか。 

（法 人） 事前に運輸局といろいろご相談いたしまして、資料をたくさん頂いた

うえで。 

（委 員） わかりました。今までの料金現行が小型車ですと 390 円。これが今

度 490円。迎車料金についても、今まではありませんでしたけれども普

通車でいえば今度から必ず 200 円がかかるということで、今まで 10 分

で 390円だったものが１月１日からは最低でも 690円かかるという理解

でよろしいのですか。 

（法 人） 料金改定後は、そういうことになりますが、実際の運用といたしまし

て考えているのは、１月１日以降新規に登録されたご利用者さんに適応

して、現在ご利用していただいている方には減額措置を考えなくてはと

思っております。 

（委 員） 今の発言はちょっとまずいと思います。減額措置を考えるのであれば

こちらに必ず載せて協議会の了承を得てから実施していただきたいと思

います。今日は、新規の方も既存の方もすべてこちらの運賃で１月１日

からやるという申請で受け止めたいと思いますが、よろしいですか。 

(法 人)  やむを得ませんね。説明せざるを得ませんね。現在利用されている

方に。きっちと説明したうえで了解を得たやり方をやらないことには。

協議の場で条件を出しておりませんので。 

(委 員)  意見なのですが、かなり現実問題として値上げになると思います。

値上げの理由はなんでしょうか。 

(法 人)  理由はですね。当初、私どもが福祉有償運送を実施した時の運賃か

らまったく改定していないという実態とそれから、最近、労働基準監督

署からの監査が入った時に、今までの労働時間は、サービス提供を開始

した時から終わった時、ようするに実際に運送している時間を労働時間

としてカウントしていたのですが、車庫から利用者の家までお迎えに行

く、それも当然労働時間としてカウントすることになりますというよう

なご指摘がありました。そうしますと、最低賃金の関係もございまして、

迎車料を頂かないことにはとても運営していけないということもあり

ました。他社、他の団体さんですでに、迎車料金を頂いてらっしゃる所

もありますので、その辺のところを調べたうえ、だいたい 300 円とい

う所が多いので、200円という金額で提出させていただきました。 
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(委 員)  福祉有償運送の「運送の対価・運送の対価以外の対価」というのは、

人件費にかかわっていない部分なのです。たとえば、実費分としてガソ

リン代に相当するものをいただこう。あるいは、消耗品として何か消耗

されるものについての実費分をいただくという運送であって人件費に

かかわるものではありません。おそらく、最近を見ますとガソリン代が

そのように高くなったということもありませんし、労働基準監督署のご

指導というのは NPO法人にかかわるご指導なのかわかりませんが、福

祉有償運送には当てはまらないと思います。ですから、これらの値上げ

の理由になっていないと思いますが、いかがでしょうか。 

(法 人)  福祉有償運送の人件費にカウントされていないとおっしゃいますけ

れど、売り上げの中で必要経費として頂く中には、人件費も当然入って

いると思うのです。ですから、人件費を別だと切り離して考えることは

出来ないと思うのです。それに、持ち込み車両以外はすべて車椅子やス

トレッチャー対応型の車でございますので、通常の普通車と同じ考え方

で扱う事には大変無理があると。それだけ、経費はかさんでいると。要

支援利用者をサービスするときもストレッチャーでは昇降機を使って

乗り降りをしないといけないとか、車椅子の方の対応型の普通車であれ

ばスロープを使って乗り降りする。スロープも機械を使って引っ張り上

げる等、色々ございますから、そういったところの維持管理費も普通車

と同じように考えることは無理があるなどの諸条件を考えたうえでの

ことでございます。 

（会 長） というご説明がありましたが、よろしいでしょうか。 

（委 員） 私には、理解できないのですが。 

（会 長） ほかの委員の方、ご質問ある方はいらっしゃいますか。 

(委 員)  利用者負担のことをお聞きしたいのですが、内情のお話はいろいろあ

ると思いますが「運送の対価以外の対価」従来からあるのですが、通常

たとえば、30分出かける、車椅子はいらないけれど要介護で若干足元が

おぼつかない方が出かける場合どれぐらいのご負担になるのでしょう

か。 

(法 人)   もう一度、お願いします。 

(委 員)   30分時間がかかる場所にお出かけする場合に、要介護の方で、ひとり

で歩けるけれど要介護の認定を受けているケースでおいくら頂くのです

か。新しい体系ですと。 
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(法 人)   30分ですか。 

(委 員)   はい。 

(法 人)   30分だと、30分までの料金 1,470円です。 

(委 員)   迎車料金は取らないのですか？ 

(法 人)   それプラス 200円ですね。 

(委 員)   機材消耗費と介助料金をいただく基準はどうなっていますか。 

(法 人)   実際に車椅子・ストレッチャーを利用された場合のみです。 

(委 員)   衛生材料の損料というのが、書いてあるのですがこれは前からあるの

ですね。現実的なお話を聞きたいのですが。ストレッチャー・車椅子・

あるいは、毛布を持っていきました。車椅子の場合は、ひとりで乗り移

れる方もいらっしゃるでしょうけど、介助の問題と、この辺はどうなる

のでしょう。先ほどから申し上げているのは、比較的程度は軽いけれど、

30 分程利用したい方が現実的にどれぐらいの料金で利用できるのかを

教えてください。 

(法 人)   実際に、一人歩きが出来るという方は、車椅子などは使っておられま

せんし、一人歩き出来なくても乗車するまで、自宅から車の傍までは車

椅子で来られて、そこで車椅子を捨てて、普通車に乗られる方もいます。

そして病院に着いたら病院の車椅子に乗られるという方もたくさんいら

っしゃいます。そういう方はいただいておりません。 

(委 員)   何をもらっていないのですか。 

(法 人)   貸出し料ですね。 

(委 員)   機材消耗費となっていますね。 

(法 人)   機材消耗費というのは、大変わかりにくいので車椅子やストレッチャ

ーの貸出し使用と考えて、貸出し使用料としています。 

(委 員)   衛生材料というのは、前からあるのですか。 

(法 人)   ずっと前から入っております。古い今までの料金の中にも。 

(委 員)   これは、どういうものを貸し出していただけるのですか。 
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(法 人)   毛布とか。 

(委 員)   毛布は毛布で書いてあるのですが、衛生材料といえば、例えば、タオ

ルとかシートとかですか。 

(法 人)   実際にあまりそういうことはないですね。現実的に。 

(委 員)   いや、ここで申請をされているので、それは何かという質問です。 

 (法 人)   場合によっては、おむつとかということがあるかもしれません。そう

いうことを想定しています。 

(委 員)   では、もう一度うかがいますが、新しい料金で、透析の患者の身障者

の方が 30分介助でお出かけになる。車椅子は使わなくて大丈夫といった

場合、おいくらになりますか。それだけ、トータルいくらになるか教え

てください。 

(法 人)   透析患者の方ですか。 

(委 員)   透析患者の方が 30分の時間の所にお出かけしたい。 

(法 人)   透析患者もいろいろございますので。要するにストレッチャーを使わ

ない方もいらっしゃるかもしれませんし、車椅子の人、車椅子を使わな

い人もいらっしゃいますから。 

(委 員)   言い方を変えますね。透析患者の方で一番安い人はいくらですか。高

いといくらになりますか。 

(法 人)   それは、時間によって違います。 

(委 員)   30 分。30 分の利用者負担のトータルは安くていくらか。一番高くな

るといくらか。それだけ、教えてください。 

(法 人)   一番安い方で、迎車も入れて 1,670円プラス保険料の 127円。介護保

険負担の介助料ですね。介助料の個人負担分ですね。10％127 円という

形になります。  

(委 員)   そうしますと、ここに書いてある普通車 30 分 1,470 円。それから迎

車料金 200円。介助料金が 1,400円。一番安くともこの金額ということ

ですね。 

(法 人)    迎車料金 200円ですよね。1,670円プラス 1,720何円ですか。 
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(委 員)    いや。1,470 円の運賃と迎車料金の 200 円。それから、介助料金の

1,400円これが一番安い。 

 

(法 人)   介助料金の 1,400円というのは、保険の適用外の方ですね。 

         

(委 員)   では、伺いますが、介護保険の適用者のみですね。会員さんは。 

 

(法 人)   いいえ。 介護保険の適用を受けられない方もいらっしゃいます。 

 

(委 員)   １割負担じゃない方もいらっしゃるということですね。 

 

(法 人)   はい。  

 

(委 員)   もう一度確認しますけれども、30分利用される場合は、1,470円の運

賃、迎車料金が 200円、介助料金が 1,400円、合計で 3,070円というこ

とでよろしいですね。 

 

(法 人)   はい。 

 

(委 員)   介助料金がかからないというケースは、ないということでよろしいで

すか。全部介助料金をいただく。 

 

(法 人)   いや、ないというか。今のケースとしてはないけれど、運輸局さんの

方で４種類の場合がありますね。要介護者・身体障害者要介護者・要支

援者・それに準ずる方で、ひとりで外出が困難な方の有償運送も認めら

れておりますから、その方たちがどんな感じになるかということになる

と思うのです。 

 

(委 員)  現実的に一番安いケースで、一番わかりやすい透析患者で身体障害者

の方ですが、行きだけでよければ歩ける方いらっしゃるじゃないですか、

ひとりで外出は困難といっても自分で車の乗り降りは出来る方はいらっ

しゃいます。今のお話しですと、運賃・迎車料金これは今日認可ですけ

れども運用方法としての介助料金が必ずセットになるというご回答でよ

ろしいのですね。 

 

(法 人)   はい。 

 

(委 員)   ですから、その辺が利用者負担として、30分程度ならば 3,070円かか
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るというところが、利用者負担が高いか安いかという話しなので。以上

です。 

 

(会 長)   今の討議の内容で皆さんご理解いただけたでしょうか。 

 

(委 員)   今の料金は、片道ですよね。往復ではないですよね。 

 

(会 長)   今、聞き取りにくかったので、もう一度お願いします。 

 

(委 員)   ただ今の金額は片道の運賃かの確認でした。ですので、往復すれは倍

かかるのではないかということです。 

 

(会 長)   ということで、運賃関係の算出方法をいろいろ説明いただいたのです

が、みなさんこれでご理解いただけましたでしょうか。他にご質問のあ

る方いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。 

 

(会 長)   無いようでしたら、合意に達したか否か決をとりたいと思いますが、

ご意見がないという事であれば協議が整ったという解釈でよろしいか、

それとも否かということですが。よろしいですか。協議が整ったという

ことで。 

 

(委 員)  今日は支局の方はいらっしゃらないのですか。 

 

(会 長)  先ほど報告があったように、支局の方は欠席されております。 

 

(委 員)  対価の部分だけをみると、支局と打ち合わせされた、概ねタクシー料

金の二分の一というところは、クリアされているのかもしれませんが、

タクシーにも運賃と料金と色々あります。2,990円 30分というのがどう

いう算出をされたのか私には理解できないのですが、これが果たして迎

車料金 200円というのは必ずかかる場合ですよね。タクシーの迎車料金

というのはタクシーを呼んだ時にだけかかる料金なのです。ですから、

常にかかる、福祉有償運送車両を利用される方にとってタクシー料金の

概ね半分になるのか、かなりかけ離れて、下手をすると同額、それ以上

の額になる恐れがあります。そして、先ほどの話しを聞いていると、こ

の程度はタクシーの運転手が無料でサービスする場合もあります。です

から、本来の福祉有償運送という役割をこの金額が果たしているのか、

正直疑問に思います。ですから、運輸支局の方が今日はいらっしゃらな

いので、ここの協議会では、対価の部分でしか協議が出来ないというこ
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とであれば、この協議会ではＯＫなのでしょうけど、常識的に正論だと

私は思うのですが、タクシー事業者ということを離れてもこれが利用者

にとって私たちが承認して良い料金なのかということは正直疑問が残り

ますので、ぜひ、その辺は今後もご検討いただきたいと思います。 

 

(法 人)  実はですね、今、運輸局云々という話が出ましたけれど事前に運輸

局さんとお話した時は、迎車料金と運賃がダブっていなければ要するに

今までの運賃というのは利用者が利用開始される時から利用先まで、出

発した時から到着した時までの実際の運送の時間で運賃を決めておりま

したから、それ以外の迎車時間になるのでそれはそれで制度上問題あり

ませんと伺っております。 

 

(委 員)   大変よくわかっておりますが。 

 

(法 人)   それでですね、200 円云々につきましては、確固たる大意は恥ずかし

ながらありません。というのは、迎車料金をいただかないことにはとて

もやっていけないということもありまして、色々団体さんの賃金・料金

表を調べましたところ 200 円～300 円の迎車料金をとっている団体が多

かったので、それにならって 200 円～300円ならばということで、その

金額を入れたということであります。 

 

(委 員)   国交省の方がいないところで運賃の議論をしても意味がないのです

が、通常タクシーの場合は、時間制料金と迎車料金は共存しないです。

ここにお客さんが乗ったところから、指定した場所からと書いてありま

すけれど、この運用が実は二つありまして、営業所を出た時から時間を

カウントする場合とお客さんが乗ったところからカウントする場合と現

在両論併記になっております。営業所からとってはいけないという形に

はなっていないので、相模・鎌倉のタクシーの運賃は、時間制でいただ

く場合は、迎車料金はありません。必ずしもそれと連動するものではな

いのでしょうけれど、やはり「暮らしいきいきサポートの会かながわ」

さんも時間制料金と迎車料金が混在していて、かつ、お客さんの指定し

た場所、いわゆる乗った場所から時間制が発生することはわかりますが、

我々の側からするとそぐわないところがあるなという意見はあります。

もう一つ、時間をとってもしょうがないので、タクシー30分使う場合は

2,990 円の運賃。先ほど確認させていただいたところ「暮らしいきいき

サポートの会かながわ」さんで通常お出かけになる場合は、3,070 円。

本来、二分の一という考え方から利用者負担というものまで含めていく

と、だいぶ負担が大きいのではないか。意見ですので、協議も大詰めで
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すから意見として記録をしていただきたいと思います。以上です。 

 

(会 長)  運賃関係につては専門の方でないと理解しにくい部分もあると思いま

すが、今、皆さんがお聞きになった中で、運賃体係についてはおわかり

いただけたでしょうか。質問はございますか。 

 

(法 人)  色々ご迷惑おかけすることになっておりますので、私どもも迎車料金

につきましては、今回は取り下げてもいいのかなと思っております。と

言いますのは、先ほど申し上げたように段階的に現在利用されている方

の減額というような話をしましたけれども、減額はしないでと先ほど申

し上げましたので、そうすると 200円というのは相当な負担になると思

うのです。この際、迎車料は取り下げるということで。200 円の迎車料

につきましては今後の検討事項として考えていくということで許してい

ただければ、取り下げたいと考えております。 

 

(会 長)    という意向を示されましたが、いかがでしょうか。今日は、運輸局

の方もお見えになっていないので、結論を出すのは難しいかもしれませ

んが。 

 

(委 員)   会長の仰るとおりで、良いか悪いかは運輸局に聞かないと最終的には

わかりませんけれども、この協議会では基本的には先ほど別の委員が言

われたように１キロ 50 円とか 100 円とかとっている事業所では迎車料

金はありますが、基本的に時間でやっている所には迎車料は存在してい

ないと思います。特例はあると思いますが。それを足すと金額も更に高

くなってしまう。事実上、高いということになってしまうので、今回そ

ういう形で取り下げていただけるというのは、協議会として私はありが

たのではと思います。支局の方のご判断でそれが明記されているわけで

はありませんから、法律上、支局の方も、これはだめですという事は言

いづらいと思いますけれど協議会としては過去にこのような例はなかっ

たと思います。ですから、大変ありがたいと思います。 

 

(会 長)   「暮らしいきいきサポートの会かながわ」さんのお立場から言ったら

そういうようなスタンスでよろしいというところですか。 

 

(法 人)   私ども実際、計算してきまして、利用者側から見れば、これは大変だ

なということでございますので、減額ということもやらざるを得ないか

なと思っていたわけです。減額というやり方も難しい。きっちとした線

引きも大変だということもございますので、この際、迎車料というのは
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取り下げて新規にその辺のことは検討するということにさせていただい

た方が良いかと考えております。 

 

(会 長)   今回の申請内容は、改め直して大原則であるタクシーの運賃の概ね半

額くらいと。それに相当するような体系のものを考えて改めて申請する

というお考えと解釈してよろしいですか。 

 

(法 人)   運賃そのものは申請どおりで、迎車料の項目だけを削除するという形

です。 

 

(会 長)   迎車料 200円を単純にカットするということですね。それで申請する

ということですね。 

 

(法 人)   はい、そうです。 

 

(会 長)   時間も過ぎてまいりましたので、他にご意見ある方いらっしゃいます

か。 

 

(委 員)   時間で解釈した時に 10分だとどれくらい行けるのか。30分だとどれ

くらい行けるのか。教えてください。 

 

(法 人)   鎌倉の場合は、一概には言えません。 

 

(委 員)   難しい点はあると思いますが、おおよそどれくらいで行っている事が

多いのか。統計的に出ていたりはしませんか。 

 

(法 人)   普通、空いているときであれば、10分あれば相当走れます。 

 

(委 員)   ご利用者様が、この料金体系ですと言われたときに、どれくらいの費

用が掛かるか距離も含めてお話になると思うのですが、それをどのよう

にご説明されるのか教えてください。 

 

(法 人)   ほとんどの利用者がケアマネージャーさんを通じて話が入ってきま

す。その時に、時間制ですということでだいたい、どこからどこまでな

らこれぐらいの時間を見ておいた方が良いですねとケアマネージャーさ

んと話をして利用者さんに伝えてもらっているのが実態です。 

 

(委 員)   わかりました。 
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(会 長)   よろしいですか。 

 

     先ほど、迎車料金を取り下げるという発言がありましたが、そういう

形で皆さん良しとするのか、まだ修正の箇所があるのか、そこら辺の方

向性を決めて進めていきたいのですがいかがでしょうか。 

 

(委 員)   迎車料金をこの場で取り下げるということで、今回は良いのではない

かと思います。 

 

(会 長)   今、発言がありましたように、迎車料金を取り下げて改めて届け出を

するという方法でいかがという意見が出ましたが、これについてはいか

がでしょうか。いずれにしても協議が整ったという状態では今の段階で

はありませんので、一部修正するか、全く整わなかったとするのか、皆

さんのご意見をお伺いしたうえで決めていきたいと思いますがいかが

でしょうか。 

 

      私が先ほど、迎車料金と言ったのは、添付書類の差し替え分、２の

迎車料金・普通車 200円大型車 300円です。この項をカットして改め

て届け出をしたらどうかという意見が出ましたが、いかがでしょうか。 

 

規定で、時間で 20分から 30分かかっても協議が整わない場合は、

表決をとらなければいけないと思いますが、意見があるのであれば、

今お出しいただいて、ないようでしたら、皆さんで表決という形で決

をとりたいと思います。 

 

では、今、申し上げていますように、迎車料金の項を削除するとい

うことで、一部修正したうえで協議が整ったということで、皆さんの

ご意見を聞いて表決をとりたいと思いますが、よろしいですか。 

 

(委 員)   今の会長の提案とおり進めた場合なのですが、介助料金の部分につい

て確認させていただいた上で、表決に参加したいと思います。複数人介

助の２人目から 1,000円という意味は、二人で介助した場合は、基本料

1,400円プラス２人目の 1,000円をとって 2,400円いただくということ

ですか。 

 

(法 人)   そうです。 
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(委 員)   ちょっとこの表現では読み取れない気がするので、誤解を招きやすい

と言った方が正確かもしれませんが、検討していただければと思いま

す。 

 

(法 人)   二人の場合は 2,400円。数字をどこかに入れるという話ですね。 

 

(会 長)   よろしいですか。 

 

(委 員)   はい。 

 

(会 長)   だいぶ時間も費やしましたが、一部修正することを条件で協議が整っ

たという形でよろしいですか。 

 

(異議なしの声 多数) 

 

(会 長)   それでは、「特定非営利活動法人 暮らしいきいきサポートの会かな

がわ」の変更登録の申請につきましては、一部修正することを条件に協

議が整いました。「特定非営利活動法人 暮らしいきいきの会かながわ」

の方、ありがとうございました。退席していただいて結構です。鎌倉市

事務局は、自席にお戻りください。 

 

 次第５ 報告  変更届出書について (軽微変更) 

 

（会 長） では、続きまして議題（５）の「報告 変更届出書について[自家用

有償旅客運送に係る登録事項変更届等]に移らせていただきます。事務局

からの説明をお願いいたします。 

 

(葉山町事務局) 変更届書につきましては、協議会の合意を必要としない軽微な

変更の報告になります。事前に委員の皆様に送付した資料では、横須賀

市２件、逗子市２件になります。 

 

(会 長)   それでは、横須賀市事務局の方、自席から報告お願いします。 

 

(横須賀市事務局) では、横須賀市から報告させていただきます。まず、１点目

「特定非営利活動法人 三浦半島高齢者福祉事務所」こちらの軽微な変

更についてですが、平成 26年８月 22日付けで届け出されまして持ち込

みの車が１台減となっております。合計台数が 17台から 16台に変更さ
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れております。次に２点目「特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレク

ティブ・オリーブ」こちらは、代表者の方が代わっております。平成 26

年７月 30日付けで届け出されております。代表者が宗形初子さんから栁

原三起子さんに変更されております。報告は以上です。 

 

(逗子市事務局) では、逗子市から軽微な変更について報告させていただきます。

「特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブくるまやさん」から

２件の変更届が提出されています。運輸支局の受付で平成 26 年７月 10

日付けおよび平成 26年９月５日付けの届です。２件ともセダン型車両を

各１台増車したものであり、合計台数が 13台から 15台になっておりま

す。なお、増車した車両の保険等については、添付書類等すべて条件を

満たしていることを確認しております。以上で報告終わります。 

 

(会 長)   はい。ありがとうございました。ただ今、２件のご説明がありました

が、ご質問ありましたら挙手をお願いいたします。 

 

     ご質問ございませんか。 

 

     なければ、これで「報告」を終了いたします。 

 

●  閉 会 

 

(会 長)   本日は長い間ありがとうございました。これをもちまして、本日の案

件は終了しました。事務局から何かありましたらお願いします。 

 

(葉山町事務局) 長時間ありがとうございました。次回の協議会の日程について、

ご報告いたします。次回は、２月４日(水)14：00を予定しております。

場所は、この会場を予定しております。期日が近づきましたら、改めて

ご連絡いたしますが、ご予定ください。 

 

(会 長)   以上をもちまして平成 26年度第２回の運営協議会を終了させていただ

きます。大変不慣れで申し訳ございませんでした。長時間ありがとうご

ざいました。 

 

 

 


