
今、移動サービスが求められている
ここに生きたい・そこに行きたい

地域包括ケアと移動・外出支援

NPO法人 全国移動サービスネットワーク
2016年3月26日
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2030年（15年後）の人口構成
・年少人口（15歳未満） ９９９万（ 9％）
・生産年齢人口（15歳～64歳）６,７３３万（59％）
・老年人口（65歳以上） ３,６８５万（32％）

１１,４１７万

労働力(特にサービス)＆地域の担い手 不足

だれが担う？ 2

これからの日本：人口減少と少子高齢化が同時進行！

現在の人口
12,688万人が、15
年で1,270万人減

9%

59%

32%
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≪給付費用総額≫
・2000年 3.6兆円
・2014年 10兆円…2015年一般会計総額96兆円

・2025年 21兆円/厚生労働省推計
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介護保険制度と将来

地域医療・介護総合確保推進法 2014年６月
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地域包括ケアシステムの構築の必要性

地域包括ケアシステムとは
地域包括ケアシステムとは重度な要介護状態となっても住み慣れた

地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることが出来るよう，
医療，介護，予防，住まい，生活支援が一体的に提供される仕組のこ
とです。

コミュニティ形成、住民主
体、地域ぐるみの支えあい
という視点が欠かせない
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●在宅医療・介護の連携強化
●認知症対策の推進
●地域ケア会議制度化による強化
●生活支援サービスの充実・強化

⇒要支援1~2の介護予防「通所介護」「訪問介護」を「新しい介護
予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」に移行

5

地域包括ケアシステムの構築をめざす
新しい地域支援事業

2015（平成27）年度から2017（平成29）年度まで、
3年間で移行を完了させなければならない

制度内のサービスでは柔
軟に対応できなかった部
分を、住民主体の生活支
援サービスで支えよう！
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変わらず

サービス
を創出

体制整備
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１）買い物、通院、
外出時の支援

２）通所型サービス
Bへの送迎

8
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地域包括ケア普及啓発事業の取り組み／岡山県

生活せい
生活支援コーディネーター
養成研修

フォーラム(交流集会・
活動発表会 )、養成研修

地域づくりサポーターの講習
登録

市町村

配置

組織育成
支援

担い手養成

1.体験発表会(フォーラム )の開催

多様なサービスの担い手となるNPO
やボランティア等や市町村が一堂に
会し、情報・意見を行う機会を設け、
取り組み内容や工夫を発表する。

2.地域づくりサポーターの講習・登録

運動・栄養等のヘルス領域、社会参
加・起業・会計等のビジネス領域等、
さまざまなジャンルの専門家や経験
者を講習・登録し市町村や各種団体
等が主催するボランティア養成研修
等に講師として派遣する。

めざす地域像、住民の思い、課題意識を共有
する中で、必要なサービスが見えてくる

9
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地域のニーズは？ 必ず出てくる移動の問題！
地域に適切な移動手段がない住民の増加

・生活スタイルやニーズの多様化、家族構成の変化、モータリゼーショ
ンの進行、それに合わせたまちづくり

・高齢化や過疎化、公共交通の衰退

・日常生活や外出が困難な住民が増加

10

バスやデマンド交通を走らせるだけでは、この状況を改善する
ことはできない
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内閣府「高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」結果（平成23年）より

２ 居住地域における不便な点について、「特にない」との回答が６割を占めているも
のの

・ 「日常の買い物に不便」（17.1％）
・ 「医院や病院への通院に不便」（12.5％）
など日常生活に不可欠な事柄に対して不便さを感じている人も多い。

３ 自分で自動車を運転して外出する高齢者が増加している。
外出に利用する手段として、「自分で運転する自動車」と回答した者は50.7％で、「徒

歩」（58.7％）に次いで多い。また、過去の調査と比較して増加している。
（平成17年調査38.9％、平成13年調査33.5％）。

都市規模別にみると、都市規模が小さいほど「自分で運転する自動車」を挙げる者が多
く、小都市及び町村では６割前後となっている。 11

運転免許を返納した途端
に、移動困難に…

地域のニーズは・・・まだ、みんなの問題でもない？
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要支援者の外出に対する意識／横浜市高齢者実態調査

要支援者 一般５５～６４歳

特に負担に感じない

外出はおっくうで好きでない

交通不便で外出が負担に感じる

坂が多く外出が負担に感じ
る

体が不自由で外出しようと思わな
い

行く場所や用事もないので外出し
たいと思わない

外出の楽しみがない

・外出を諦めている実態。
・出かけられる環境や出
かけたい場所（外出機会
の創出）が今後の「カ
ギ」！

12
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外出は人を元気にすることが明らかに！

13

健康余命（健康寿命）
☺仕事や趣味、ボランティアなどの社会参加の機会がある
人ほど健康余命（自立して生活できる余命）が長い。

外出頻度が歩行や認知機能に及ぼす影響
外出する頻度が週1日以下の方は、毎日外出する人に
比べて歩行障害の発生リスクは4倍。認知機能が低下す
るリスクは3.5倍。
☺歩行障害があった人も外出頻度が増えたことで回復傾
向に。 →1週間に1回以下 15％

2～3日に1回 26％
1日1回以上 46％

（東京都健康長寿医療センター研究所）

外出は、生活に不可欠なもの。
通院にかぎらず買物や所用、友
人等との交流、食事など、だれで
も最低限 月７回以上の外出は、
心の健康を保つために必要

藤井直人氏（元 神奈川県総合リハビリテーショ
ンセンター リハ工学室長）の調査から

交通が不便な地域の高齢者は、
交通利便の高い地域の高齢者に
比べて、低栄養状態にあることが
明らかになった。

神奈川県大和市
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ニーズに応えて市民が創ってきた様々な移動サービス

福祉有償運送
道路運送法79
条登録

高齢者や障がい者
を対象に、車を使っ
て原則1対1で送迎

登録不要の活動
道路運送法上の登録が
不要な地域活動

自治会などの地縁組織
や地域の有志が運行

徒歩や公共交通
を使った外出支
援ボランティア

徒歩やバスや電車で、
学校や買い物や通院
の付き添いなど

公共交通空白地
有償運送

道路運送法79条登
録

交通が不便な地域の
住民を対象に、車を
使って送迎

14
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福祉有償運送・公共交通空白地有償運送
（非営利団体やボランティアの移動サービス）

自家用車も社会資源
クルマを提供することで、一人でも多くの人に外出してほしい
自家用車も社会資源
クルマを提供することで、一人でも多くの人に外出してほしい

・「自家用有償旅客運送」として
道路運送法の改正（2006年）により合法化
◆市町村運営有償運送（市町村福祉輸送、交通空白輸送）
◆福祉有償運送
◆過疎地有償運送（現：公共交通空白地有償運送）

・登録団体数
福祉有償運送 2,432団体（2014年度末）
公共交通空白地有償運送 95団体（2014年度末）

15
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たとえば、福祉有償運送
■ 設立の動機「サービスがない！足りない！」

１）市の送迎サービス
①２台の福祉車両に500人の登録者

②通院等に限定、月１回のみ

③利用時間は平日の９時～17時

土日祝日は×、急な依頼も×（２ヵ月前から申込）

④介助サービスがない・・・道路に出るまでが大変、

通院先での介助も必要

２）福祉限定タクシー（介護タクシー）

①高額（介護保険を使えない事業者も）

②事業者が少ない、台数が少ない

16

• あきらめていた
おでかけ・・・

• 外出支援サービスの
利用につれて、
「出かけたい」という
気持ちがもう1度、
芽生えてきた。

• 「自信がついた。」
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• 自家用有償旅客運送は例外規程での位置づけであり、行う主旨や目的が明記され
ていない（第７８条：自家用自動車（事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ）
は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。（①災害時、②自家
用有償旅客運送、③公共の福祉を目的として、許可を受けた場合）

• 運営協議会メンバーによる過度な審査が行われる傾向がある。不当なローカルルー
ルを設定するところも…

• 登録は国土交通大臣、しかし登録には運営協議会の合意が必要 → 行政責任の
所在が不明、自治体は運営協議会を開催するだけ

• タクシー事業を基にした設計 （運送の区域、対価など）

• 多くの団体が赤字
• 運転者の人材確保が難しい
• 福祉有償運送は、利用者が限定される 17

福祉有償運送・公共交通空白地有償運送の制度的課題

福祉有償運送で公的な補助金が
行われている例は、稀。
過疎地有償運送は、３割程度。
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平成１８年９月２９日付事務連絡「道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態
様について」（イラスト版）より

18

道路運送法第２条第３項において、①他人の需要に応じ、②有償
で、③自動車を使用して、④旅客を運送する、⑤事業を旅客自動車
運送事業であると規定しており、①～⑤の要件全てに該当する場合は
同法に基づく許可を受ける必要があります。

登録不要の活動 ～国土交通省事務連絡～

・・・ 許可等を必要とする態様かどうかについては、最終的には個別
に総合的に判断されますが、②の有償については客観的な判断が困
難である場合も考えられることから、事案毎に許可等を要するか否か
を例示しました。・・・
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（１）サービスの提供を受けた者からの給付が、「好意に対する
任意の謝礼」と認められる場合は許可等を要しません。
運送行為の実施者の側から対価の支払いを求めた、事前に対価
の支払いが合意されていた、などの事実がなく、あくまでも自発的に、
謝礼の趣旨で金銭等が支払われた場合は有償とは観念されない
ことから許可等は不要です。

（２）サービスの提供を受けた者からの給付が、金銭的な価値の
換算が困難な財物や流通性の乏しい財物などによりなされる場合
は許可等を要しません。

●日頃の移送の御礼として、自宅で採れた野菜などを
定期的に手渡す場合●地域通貨など

19

ほんの気持ちだから、
何かの足しにして
ちょうだい。

完全無償
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（３）ボランティア活動として行う運送において、実際
の運送に要したガソリン代、有料道路使用料、駐車場
代のみを収受する場合は許可等を要しません。

（４）市町村の公共サービスを受けた者が対価を負
担しておらず、反対給付が特定されない場合などは許
可等を要しません。
●デイサービス、授産施設、障害者のための作業所

等を経営する者が、自己の施設の利用を目的とする
通所、送迎を行う場合であって、送迎に係るコスト（ガ
ソリン代等の実費も含む）を利用者個々から収受しな
い場合にあっては、当該送迎は自己の生業と密接不
可分な輸送と解され、許可等は要しません。

20

無償運送

サロン送迎（自家輸送）
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●子供の預かりや家事・身辺援助の提供が中心となるサービスを提供するもので
あって、運送に対する固有の対価（ガソリン代等の実費も含む。）の負担を求めな
いものである場合は、当該送迎サービスの提供は有償の運送とは解さず、許可等は
要しません。

21

あ
げ
お
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介護・家事身辺援
助等のサービスと
の一体型
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訪問型サービスD＋登録不要の活動
～厚生労働省Ｑ＆Ａ～

１ 訪問型サービスＤ（移動支援）において、その利用者の運送に係る部分については
道路運送法等関係法令を遵守して行われる必要がある。
市町村が行う訪問型サービスD に対する補助（助成）については、「通院等をする場
合における送迎前後の付き添い支援」のサービスについては当該サービスの利用調整に
係る人件費等の間接経費のみを対象にするものであり、移送に関する直接経費を対象
としないため、この補助（助成）のみでは運送の対価を収受していないとの判断となるた
め、許可又は登録は不要である。

「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」についてのＱ＆Ａ」 【平成２７年８月１９日版】
22

問７ 訪問型サービスＤ（移動支援）における利用者の運送に係る部分
について、道路運送法の許可又は登録を要するか。
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そこで

福祉有償運送
公共交通空白地有償運送

登録や許可を要さない活動

移動制約者(限定)

身体障がい者・要介護・要支援・
その他障害

地域の交通弱者(だれでも)
訪問型サービスDや観光客
地域づくりの移動手段

住民主体の移動手段として誰でもいつでも
利用できる交通インフラを創りだす努力。積極的に関わりあって

NPO等の法人格が必要

法人格を持たない
自治会・町内会等の地縁組織 23
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担い手は
地縁・組縁の他に
志縁の人を
ターゲット。

プラチナ世代の活躍
に望みと期待。

物／金
何とかなる・
なるようにする。

高齢者の移動支援を実現するために必要なもの

24
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• 地域の移動困難者の支援へ住民意識の高揚や醸成を創りだすことが必要。
• 住民が「考えて・支えて・創る・外出支援」応援としてNPO等の積極的な関与

や支援が必要。
• 地域住民に対する移動サービスの学習会(出前講座 )等により移動問題を考

える機会を提供する。
• 地域での移動サービス立ち上げの為の運転者講習、車両購入補助等基盤

整備の支援が必要。 (生活支援サービスのサービスDの応用事例に期待)
• 地域特性にあった移動サービスを住民や市民活動団体主導により創りだされ

るような地域づくりを行政・交通事業者は積極的に支援することが必要。

高齢者の移動支援を実現するために必要なこと

 -16-



福祉有償運送団体が「登録不要の活動」を実施
（穂井田らんらん）／岡山県倉敷市

[実施地域] 岡山県倉敷市玉島穂井田陶地区
人口1369人 576世帯 高齢者75才以上288人
福祉有償運送の登録利用者 48名

[運送内容] 玉島陶地区でバス路線の廃止ルート片道9km
(地域から玉島支所まで)
週2回(火、金 ) 2便(10時、12時 )の運行。
使用車両は軽自動車の福祉車両(定員4名)

[利用料] 300円/1便 走行距離/ガソリン代実費
(利用者の割り勘)

[実施団体] NPOかめかめ福祉移送
[実施期間] 2013年9月〜2014年8月(1年) 26
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[利用登録者] 穂井田地区住民 障がい者・高齢者 14名
[運行計画日数] 104日
[運行実施日数] 48日 運行率48%
[運行回数] 96運行
[利用者数] 192名
[用 途] 買い物54% 銀行・農協・郵便局23%

通院14% その他9%

一人で気軽に出かけたい？「穂井田らんらん」活動結果

・「あったらいいな」「なければ他を探す」「なければでかけない」

・停留所での乗降より、 自宅の乗降

・複数乗車より、個別乗車

・低額を求める
27
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交通不便を課題と認識している地域住民と懇談 08年

３回のワークショップの開催
① 大和市の地域交通の現状を知る 走ってほしいコースづくり
② コースを体験乗車・意見交換
③ 住民バスを走らせるためにどんな課題・方法があるか

事例の聞き取り調査（川崎市）
大和の地域住民と一緒に、先駆的に市民運行を

実施している地域を訪問

準備会を立ち上げるための世話人会、
そして、準備会発足 組織作り

地域への発信
具体化に向けての推進力を高める
行政との協働づくり、市民主体で運営する！

プロセスが大事！「のりあい」発足まで／神奈川県大和市

28
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課題に合わせ、その地域の「better」を見つけよう／大和市

どんな方法が有効か、知りたい！聞きたい！
先進事例を聞くために実施団体を訪問、聞き取りに行こう！

自治会を巻き込んで話をしないと、全体の課題にならないのでは？
自治会長に直接話をしに行こう！

西鶴間運行計画についてのアンケート 採算性と運行を考える
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住民主体の移動支援は地域づくり（菊名おでかけバス）
／横浜市港北区

町内会のあちこちにボランティア募集のポスターが。
町内会の協力なしにおでかけバスは前進しなかった。

ふれあい昼食会や敬老会の送迎、成年後見制度の学習会
らくらく市（バザー）への参加、まつり行事の送迎なども！

急坂で上り下りが大変
…。都市部にもある交
通空白地。
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訪問型サービスM ③ふれあいサービス
（福祉有償運送等）①生活支援コース（住民就業型）

※厚労省ガイドライン訪問型A
②困りごとコース

（住民ボランティア型）
※厚労省ガイドライン訪問型B

要支援者、事業対象者 主に要支援者、事業対象者 利用会員

30分1,000円＝利用者負担100円 ふれあいネットまつど：1時間800円
1時間10点（1,000円）
福祉車両利用は１４点

介護保険制度内（老計10号の範囲内）
（生活援助）
居室内やトイレ、卓上等の清掃・ゴミ出し・準
備・後片づけ、利用者不在のベッドでのシーツ交
換、布団カバーの交換等、洗濯機又は手洗い
による洗濯・洗濯物の乾燥（物干し）・洗濯物の
取り入れと収納・アイロンがけ、衣類の整理（夏・
冬物等の入れ替え等）・被服の補修（ボタン付
け、破れの補修等）、日常品等の買い物（内容
の確認、品物・釣り銭の確認を含む）・薬の受け
取り、配下膳・配膳、後片づけ・一般的な調理

自由（老計10号の範囲外の適用も
可）
（生活援助）
１．家事・生活上の困りごと
居室以外の掃除、外回りの掃除、庭や
自宅周辺の雑草取り、ペットの世話、
話し相手、本人以外の部屋の掃除等、
自立支援に関する内容であれば可

２．自動車による通院などの移動支援

自由
１．生活援助
２．施設内援助（付添など）
３．移動支援

新しい総合事業を活用した移動支援／千葉県松戸市

31

ふれあいネットまつど
の既存の事業
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訪問型サービスM（セット型）でA・Bとも推進/松戸市

・訪問型サービスBは・・・既存の活動や資源を最大限有効活用して行うもので、制度的に
は間接経費のみ補助する。※サービス提供者謝礼金（人件費）への直接補助はしない。

・収益が出るものでなく、利用者のみならず、サービス提供者にも生きがい間や社会参加
の機会創出を目的とする。

★開設補助 30万円 ※オプションの移動支援サービスを行う場合＋10万円
★訪問型サービスBの運営費補助 固定額 （月額）５万円
サービス実施時間数によって補助額を下記のとおり月ごとに加算する

～50時間以下 0円 50時間超過～100時間以下 12,500円
100時間超過～150時間以下 25,000円 150時間超過～200時間以下 50,000円
200時間超過～300時間以下 100,000円 300時間超過～400時間以下 150,000円
400時間超過～ 200,000円

★訪問型サービスA・Bを一体のものとして（両方を指して）訪問型サービスMと命名。
A・B両方を実施する事業者には、Aの報酬（30分1,000円）に加算を行う（30分50円）。

32
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「新しい総合事業」の「補助（助成）」の考え方

③補助（助成）による実施 「新しい総合事業ガイドライン」P93より抜粋
住民主体の支援の場合には、補助（助成）の方法で事業実施することが通常考えら
れるが、当該補助（助成）の対象や額等については、立ち上げ支援や、活動場所の

《B市補助内訳》

・家賃 ○○円

・人件費 ○○円

・送迎費 ○○円

合計 ○○円

《A市補助内訳》

・家賃 ○○円
・人件費 ○○円
・光熱費 ○○円

合計 ○○円

許可又は登録不要 許可又は登録必要
借り上げ費用、間接経費
（光熱水費、サービスの
利用調整等を行う人件費

等）等、様々な経費を、市
町村がその裁量により対
象とすることも可能とす

る。運営費の一部を補助
するものであるが、例え
ば年定額での補助といっ
たことも考えられる。

33
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【自治体】

･生活支援の受け皿
整備は急務

･要介護者も視野に
入れたサービス量
を想定？

【要支援・要介護者】

･介護保険で生活支
援は給付外？

･給付抑制と自己負
担の増加。
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移動支援の最近のニュース

◉ライドシェア合法化「有償運送ベースに」
(東京交通新聞2/15付)
国交省は、自家用有償旅客運送制度をベースに
国家戦略特区について、諮問会議と調整始めた。

◉岡山県が自家用有償旅客運送に係る事務・権限を4月1日に移譲を予定。
岡山県交通政策課が公共交通空白地有償運送の県民ガイドブック作成に着手。

◉通達 平成27年12月25日付 「国自旅第298号」 平成27年12月25日「ＮＰＯ等が実施
する福祉有償運送の対象者、対価の明確化及び運営協議会の運営方法について」
内閣府の規制改革会議において福祉有償運送に係る規制改善に係る指摘がなされ、
「規制改革実施計画」（平成27年6月30日閣議）にて決定。
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ご清聴ありがとうございました。

老いぬさまでいよう!
もう少し頑張るぞ!
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