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≪１．開会≫
○丸山参事官

それ では 、委員がおそろいになり ましたので、少々早 いで すけれども、会議を 始

めさせていただきた いと 思います。
本日は、皆様、お 忙し いところをお集まり いた だき、ありがとうご ざい ます。
ただいまから、「 消費 者委員会第21回公共 料金 等専門調査会」を開 催い たします。
本日は、所用によ りま して、古城座長、白 山委 員、山内委員が御欠 席との御連絡をいただい て
おります。
まず、議事に入り ます 前に、配付資料の確 認を させていただきます 。
お手元の議事次第 下部 に配付資料一覧を記 載し ております。
もし不足がござい まし たら、事務局まで お申し出 いただきますようよ ろし くお願いいたします。
なお、本日の会議 につ きましては、公開で 行い ます。
議事録についても 、後 日、公開することと いた します。
それでは、井手座 長代 理、以後の議事進行 をよ ろしくお願いします 。

≪２．東京のタクシー運賃組替え案についてのヒアリング≫
○井手座長代理

古 城座 長が所用で欠席です ので、私が代わりに議事進 行を させていただきます。

よろしくお願いいた しま す。
本日の議題は「東 京の タクシー運賃組替え 案に ついてのヒアリング」で す。
若干背景を述べま すと 、東京タクシーにつ きま しては、消費者庁に 設置 されております物価 担
当官会議の申合せに より 、引上げを含む変更 があ る場合には、物価担 当関 係閣僚会議の了承が 必
要です。そういった 公共 料金という定義でご ざい ます。この度、消費 者庁 から、東京都特別区、
武三地区のタクシー 運賃 の組替え案について 、物 価問題に関する関係 閣僚 会議に付議するに当 た
って、消費者委 員会に意見 を求めるということ がご ざいました。本 件を審議す るに当たり、今 日、
公共料金等専門調査 会を 開催することになり まし た。
審議を行うに当た りま して、関係省庁であ りま す国土交通省及び参 考人 として一般社団法人 東
京ハイヤー・タクシ ー協 会から、それぞれタ クシ ー事業の現状及び今 回の 運賃組替え案につい て
御説明を伺いたいと いう ことでヒアリングを 実施 することになりまし た。
それでは、時間も 限ら れておりますので、 国土 交通省自動車局旅客 課長 の鶴田課長より御説 明
をお願いしたいと思 いま す。20分程度でお願 いい たします。
○国土交通省鶴田自 動車 局旅客課長

国土交 通省 自動車局で旅客課長 をし ております、鶴田と 申
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します。どうぞよろ しく お願いいたします。
お手元の資料１を御覧 いただけますでしょ うか 。20分ということで すの で、要点をかいつま ん
で御説明申し上げま す。
まず、３つに分け てご ざいます。タクシー の運 賃制度、タクシー事 業の 現状、それから、今 回
の運賃組替えとして ござ います。
２ページ、１つ目 の運 賃制度ですけれども 、こ れは規制緩和前後の 制度 の変遷を示してござ い
ます。いろいろな項目 があ りますけれども、主に上の ２行、すなわち、台数規 制 です。それから、
下から２行目の本日 の話 題の運賃・料金が大 きく 変更がございまして 、平 成14年に道路運送法 と
いう法律を改正して 規制 緩和がなされたわけ です けれども、まず、上 の２ 行である台数規制に 関
して申し上げますと、それ 以前は、需給調整をしてい た。地域で需要に見合った 供給、すなわち、
タクシーの台数があ る場 合にはそれ以上参入 でき ないという制度でし たけ れども、それが平成14
年以降は、一定の安 全等 の基準を満たしたも ので あれば、参入なり増 車が できると変わってご ざ
います。これが平成21年 の特措法、その後議 員立 法で平成26年に改正 され た道路特措法により ま
して、一定の供給過 剰地 域については、地域と期 間を限って地域指定 をし まして、そこでは需 給
調整を現在行ってい る。 場合によっては、法 律的 に新規参入又は増車 が禁 止されるとなってご ざ
います。
それから、もう一 点の 大きな項目である運 賃・ 料金につきましては 、下 から２行目のとおり で
すけれども、平成14年の 規制緩和に先立ちま して 、幅運賃というもの を欄 外に記載してござい ま
すが、平成９年から 導入 してございます。そ れ以 前はいわゆる同一地 域同 一運賃ということで 運
用してまいりました けれ ども、これを運賃の 認可 制という法制的な変 化が ない中で、認可基準 と
して一定の幅にある もの は認可をすると平成 ９年 から変わったところ です 。これがその幅の外 側
にあるもの、特に下 限を 割った水準の運賃に つい て、平成９年から平 成14年までは認めないと い
う運用をしてござい まし たけれども、これを 規制 緩和のタイミングの 平成14年からは、個別に 審
査をして認可をする とい うように変わってご ざい ます。これは一番右 側の 平成26年からの現行 の
特措法では、一定の 地域 指定された場所では 、下 限割れの運賃は国に よる 変更命令の対象と制 度
が変わってございま す。
３ページ、これが今、 申しました、現在の 特措 法の関係規定です。左側 にございますように 、
太字のところを御覧いた だきますと、まず、 国土 交通大臣が各地域の 協議 会の意見を聞いて、 運
賃の範囲を指定する 。実 際には運輸局長が公 示す る形で範囲を指定し てご ざいます。
その上で、右側を御覧 いただきますと、16条の ４にありますように 、タ クシー事業者は旅客 の
運賃を定めて、これ をあ らかじめ国土交通大 臣に 届け出ることになっ てお ります。２項にござ い
ますように、この運 賃は 、先ほど左で申しま した 国があらかじめ指定 した 運賃の範囲内で定め な
ければならない。３ 項は 、その範囲外のもの につ いては、国が事業者 に対 して期間を定めて運 賃
を変更すべきことを 命ず ることができると規 定さ れてございます。
４ページ、では、 その 運賃幅はどう決める のか ということですけれ ども 、これは、まず上の 段
にございますように 、総 括原価方式という考え方 によっております。 すな わち、タクシー事業 の
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経営に必要な人件費 、燃 料費等を積算して、 これ に適正利潤を加えて 、こ れを総括原価として、
これと総収入が等し くな るように水準を決定 する ということでござい ます 。
その考えのもとで 幅を 設定するわけでござ いま すので、上限、下限 をど う設定するのかが下 の
段でございます。ま ず、 上限につきましては 、全 国98ブロックの運賃 ブロ ックを設定して、そ の
上で標準的な経営状 況に あると考えられる事 業者 、これは原価計算対 象事 業者と言っておりま す
けれども、これを基 礎と して、そのコストを 基礎 として平均原価を算 出す る。これをベースと し
てございます。
一方、下限運賃に つき ましては、その標準 的な 事業者の中でも、特 に効 率的な経営を行った 場
合でも、つまり、コ スト を下げた上でも収支 が償 う水準という考え方 で設 定しております。具 体
的には、各コスト の要素ご とに事業者ごとの差 異を 認めるものと認めな いも のと分類をしまして、
例えば営業努力で燃 料代 が安くなるとか、車 両費が 安くなるとか、役員 の報酬 をカットするとか、
そういうものは特に 低コ ストでやっている方 の数 値を採用して、一方 でド ライバーの人件費で す
とか、車両修繕費、 保険 料といったものにつ いて は、先ほどの上限運 賃と 同じ数値を採用して 計
算をする。そういっ た考 えで下限を設定して ござ います。
５ページ、先ほど 申し ました全国98の運賃 ブロ ックの一覧です。98です ので、おおむね都道 府
県の数の倍ぐらい、 東京 で申しますと、今回 の議 題でございます23区 、武 三のほかに多摩とい う
地域がございます。
次に、タクシー事 業の 現状について御説明 申し 上げます。
７ページ、この10年間 のモード別の旅客数 の推 移でございます。こ のピ ンク色でずっと下が り
続けているのがタク シー でございまして、10年間 で３割以上お客さん が減 っている。一方で、 黄
色い鉄道のように伸 びて いるモード、それか ら、 緑の国内航空は、東 日本 大震災の年に底にな り
ましたけれども、その後、翌年からLCCが就航し 始め て回復している。タクシ ー と類似と思われる
バスについても、ほ ぼ横 ばいで最近は微増し てい る。そういう中で、 利用 者のタクシー離れが 下
げ止まっていない状 況に ございます。
８ページ、こうい った現 状も踏まえまして、政府と して観光ビジョンを 策定 してございますが、
その中にもタクシー の位 置付けをしてござい ます 。これは今年の３月30日 に総理が議長の明日 の
日本を支える観光ビ ジョ ン構想会議で、訪日外国 人 の人数が今、2,000万人 ほ どですけれども、こ
れは2020年に4,000万人、 2030年に6,000万人 にする 。そういった数値目 標等 も盛り込んだビジョ
ンですけれども、こ の中 で、東京23区のタク シー 初乗り運賃の引下げ とい うことを盛り込んで お
ります。これは来年 度初 めに実施を目指すと あり ますが、当時は消費 税の 税率を上げるのがこ の
時期ということで、 それ に合わせてという想 定で したが、その後、10％が 延期という方針が発 表
されておりますので 、現 在においては、今回 の運 賃の組替えはできる だけ 早くという希望を持 っ
ておるところでござ いま す。
９ページ、これは 行政 と利用者、学識経験 者、 事業者、労働組合、 そう いった主体が自分た ち
自身、又は外から見 てタ クシーはどう変わっ てい くべきかという議論 をし た結果をまとめたも の
でございます。今年の４ 月に発表しておりま して 、それに先立って、 １年 余り議論を重ねてま い
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りました。
幾つか具体策を盛 り込 んでおりますけれど も、 その中でも、「２． サー ビスの向上」の（２ ）
にありますように、 初乗 り運賃の短縮・引下 げの 実施ということ、こ れは 先ほど申し上げたお 客
さんが３割減ってい る中 で、タクシー自身が どう やって自己改革して いく のかという中に盛り 込
んでいるところでご ざい ます。
10ページ、東京の 実績 でございます。前回 運賃 改定がございました平成19年度からの推移を示
してございますが、 この 黄色が運送収入です けれ ども、それから、実 車率 、その辺を御覧いた だ
きますと、一旦平成19年 度からしばらくリー マン ショックも経て下が って おりました。その後 、
増加に転じています けれ ども、なお、前回の 運賃 改定のときの水準に は達 していないというこ と
でございます。
11ページ、タクシ ード ライバーと全産業の 労働 者との比較というこ とで 、左から順に申しま す
と、全て点線が全産 業で 、実線がタクシーで す。 左から申しますと、 タク シードライバーは平 均
よりも長時間働いて 、所 得が低くて、年齢が 高い ということが御覧い ただ けるかと思います。
12ページ、東京の タク シーの収支の状況で ござ います。これは収入 と通 常の運賃改定の手続 を
した場合と仮定をし て、 その場合、平成29年 度の 値を出して、そこで 収支 相償うようにという こ
とをいたしますので 、そ れと類似の試算をし たも のでございます。こ れか ら後ほど各項目の考 え
方を御説明しますけ れど も、この試算の結果 で申 しますと、右下にご ざい ますように、平成29年
度で収支が均衡する よう にと定める場合には 、東京 の運賃が11.46％値上 げに なるということでご
ざいます。
13ページ、これは いろ いろな項目ごとに査 定を していくわけですけ れど も、その考え方をお 示
ししたものでござい ます 。まず、原価計算対 象事 業者を選定する。こ れは 右にありますように 、
非効率な経営を行う 事業 者を排除する。一定 の効 率性を持って経営し てい る事業者を様々な要 素
から選び出して、そ れを 比較の対象にすると いう ことでございます。
その上で、まず、 順番 に計算してまいりま すけ れども、実車走行キ ロ、 これは過去５年間の ト
レンドで推計する。 右側 にございますように 、運 送収入の算定の基礎 にな ります。
ここから、次に総 走行キ ロを求めるために、実車走 行キロを実車率で割 って おりますけれども、
これは点線の中に記 載し てございますように 、実 績年度、つまり平成27年 度の数値を使うか、又
は過去５年間の平均 を使 う。そのいずれか、 実車 率の高いほうを使う 。ま たは実際に過去５年 の
ほうが上回っている 場合 は足して２で割った 数字 を使う。つまり、直 近の 値よりもいい効率的 な
経営がなされるとい うよ うな計算をして、総 走行 キロを求める。つま り、 無駄に走らないとい う
総走行キロを抑える 値が これで求められて、 それ をベースにして燃料 代で すとか、車両の修繕 費
という距離に比例す るコ ストを算定してござ いま す。次に、この総走 行キ ロを実働日車走行キ ロ
で割ることで延べ実 働車 両数を求めます。こ れを ベースにしまして、 人件 費を算定する。その 算
定の考え方はそこに 記載 のとおりです。
さらに、この延べ 実働 車両数を実働率で割 りま すけれども、この実 働率 は８割とか９割とい う
ものですが、それを その まま使うのではなく て、 実績、すなわち平成27年 度の数値と95％とい う
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相当車が稼働してい る状 態を足して２で割っ た数 で割る。これで延べ の実 在車両数が求められ ま
して、例えばずっと毎日１ 万台が１年間あると する と365万台、延べの台数は そうなりますけれど
も、これを365で割って、年間で言うと平均何 台あ るのだという値を求 めま して、これをベースに
して車両の償却費等 を求 めてございます。
一番下は適正利潤 です けれども、これは右 にご ざいますように、自 己資 本の１割、税引き前 の
１割ということで、 各事 業者の値を計算して 、そ れを足し上げたもの でご ざいます。そういっ た
効率性の指標も入れ たよ うな査定の仕方をし て試 算をしたところ、そ の前 のページにございま し
たように、11％の値 上げ になるというもので ござ います。
14ページ、これを 更に 前回の運賃改定前後 の各 指標と現在を比較す ると いうことです。比較 を
するために、実数で その まま比べるとタクシ ーの 市場が当時よりも利 用者 数が３割減っている と
いうことですので、 単位 化するということで 、総 走行キロ当たりの数 値を 記載しております。 こ
れで申しますと、例 えば １行目の人件費です けれ ども、これが前回の 運賃 改定の申請時の実績 と
いうものから、運賃 改定 直後の平成20年度で 若干 下がっておりますけ れど も、その後、現在の 直
近では少し上がって いる。それから、燃料 油脂費、こ れは前回の改定後か ら現 在も上がっている。
これはここにデータ を付 けておりませんが、 最近 原油安がこの一、二 年の 現象でありますけれ ど
も、もう少し長いト レン ドで見ると、それに 沿っ たようなものになっ てい るかと思います。そ う
いったような比較を でき るようにということ で、 この資料をお付けい たし ました。
続きまして、今回 の運 賃組替えについてで す。
16ページ、左下の グラ フにありますように 、ま ず国際水準というこ とで 、これは増加する訪 日
外国人のニーズに応 える ということです。こ れは 黄色が東京の現行で 、赤 が今回の組替え案で す
けれども、これが実 現す ると、ロンドンやニ ュー ヨークと同程度とい うこ とになろうかと思い ま
す。
右下のグラフは、 東京 都の人口の年齢別の 推移 ですが、これは全国 より も高齢化の率は低い と
は言いながらも、東 京で もこれぐらいの規模 で高 齢の方が増えていく 。そ ういった方を初めと す
る短距離移動の需要 の喚 起を図りたいという こと でございます。
17ページ、こうい った 考え方に基づいて、今年 の４月以降、東京の タク シー事業者から申請 が
なされてきまして、 申請 率は左の真ん中にあ りま すように、８割以上 の事 業者の方から申請が ご
ざいます。
右側のグラフにご ざい ますように、初乗り の水 準、それから、４キ ロ、 これは東京の平均乗 車
距離で見ると同じぐ らい で、８キロになってくると 、赤い線の申請額のほうが3,000円弱のところ
で100円高いというこ とに なってございます。考え方 は下にございますよ うに、全体の運送収入が
前後で変わらないと いう ことで、近距離の利 用者 の分が、収入が減収 して 、その分が長距離の 利
用者による増収分と いう ことです。ただ、い ずれ にしても、現在の運 送収 入を上回らないとい う
考え方で申請がなさ れて おります。
18ページ、これを 我々 が査定の案として検 討し ておりまして、これ はタ クシーメーターの関 係
で、運賃は10円刻み 、加 算運賃も10円刻みと いう ことがございますの で、 その中で、先ほど申 し
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上げたような運送収 入が 変わらなくて、かつ今より 上回らないものを実 現す る。２キロで730円と
いうところも今と変 わら ないようにというこ とで 、なるべくその考え 方に 合致するような計算 を
した結果が、この18ペー ジの表でございます 。
19ペ ー ジ 、 こ れ で も っ て 運 送 収 入 が ど う な る の か を 計 算 し ま す と 、 東 京 か ら 運 行 デ ー タ 、 900
万トリップぐらいの デー タを抽出してござい まし て、それに当てはめ てい きますと、現在の総収
入の99.96％というこ とで ございます。これは上の段 にございますように、運行 回数が前後で変わ
らないものです。
20ページ、需要の 価格 弾力性を考慮したら どう なるのかという検証 をし ました。弾力性とし て
内閣府の過去の調査 も参 考にして、0.7と1.0で試算 をしております。これはそ れぞれ900万トリッ
プのデータに当ては めて、需要を増減させて収 入を はじきますと、運送回数は 、近距離で増え て、
長距離で減る分、全 部で ならすと、需要は３ ％か ら４％増える。一方 、運 送収入は99％台で現 在
より増えないという こと で、先ほどの19ペー ジの やり方は、ある意味 簡易 な査定ができるよう に
ということでやって おり ますけれども、それ と矛 盾しない結果が得ら れた かと思っております 。
21ページ、この８ 月、 ９月に行った実証実 験で ございます。６週間 で都 内の４か所で実施を し
まして、アンケート を実 施しました。
22ページ、その結 果で すけれども、非常に 多く の回答をいただきま して 、日本人からは１万 人
以上、外国人は167人と い うことで、その方々の答 え は、左のグラフの一番下 を御覧いただきます
と、日本人の６割が410円 になったら利用回数 が増 えると回答されてお りま して、具体的には、下
の表にありますよう に、 今は月に4.8回乗っ ている けれども、これが平 均し ますと2.2回増えると
いうことで、月７回にな るという回答です。
右側の外国人は、約８割 が410円という値段は 安い 、又は適当だという 回答を いただいています。
23ページ、最後、 これ は御参考として、実 証実 験で実際にどういう 距離 帯の人が今後の利用 動
向についてどういう 答え をしたのかというク ロス の分析は１万の回答 の分 析が、そこはひも付 い
ていない状況ですけ れど も、実際に幾らの お客さん がどれだけ乗られた のか を示してございます。
一番左の650円ま でとい うのは、今の730円 より低 い額を払って降りた人が ５割弱いらっしゃい
ます。そのずっと右のと こ ろは御覧の分布です けれ ども、一番右の2,330円 以 降は、今の運賃より
も高くなるという距 離帯 ですが、そういうお客さん は5.6％おられて、その間 の方々は距離によっ
て10円高かったり低 かっ たりするという現在 と同 水準のお客さんです 。これ は実証実験ですので、
近距離に若干バイア スが かかっている可能性 があ りますので、平成27年度 全体の実績で見てみ ま
すと、この730円よりも安 くなるお客さんが２ 割強 いらっしゃって、現在と同 程度という方が半分
強、一番右の今より 高く なる方が２割弱とい う分 布になっております 。
少し長くなりまし たが 、以上でございます 。
○井手座長代理

あ りが とうございました。

御質問等は、次の 東京 ハイヤー・タクシー 協会 からの説明を受けて 、討 議に入りたいと思い ま
す。
それでは、国土交 通省 様、どうもありがと うご ざいました。
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続きまして、本日 参考 人として出席してい ただ いております、東京 ハイ ヤー・タクシー協会 の
川鍋一朗会長から御 説明 をお願いしたいと思 いま す。
それでは、30分程 度で お願いしたいと思い ます 。
○一般社団法人東京 ハイ ヤー・タクシー協会 川鍋 会長

皆様、いつも ハイ ヤー・タクシー、日 々

の公共交通として、 大変 お世話になっており ます 。東京のハイヤー・ タク シー協会の会長をや っ
ております、川鍋と 申し ます。よろしくお願 いい たします。
まずは大変遅れま して 、誠に申し訳ありま せん 。それから、本日説 明を ３パートに分けさせ て
いただいておりまし て、 最初のパートを、こ ちら の広報委員長の太田 より 説明をさせていただ き
ます。
○一般社団法人東京 ハイ ヤー・タクシー協会 太田 広報委員長

広報委 員長 の太田でございます 。

まず、私からはお 手元 の資料２、こちらの 前段 でタクシー業界の現 状に ついての御説明をさ せ
ていただきます。資 料と いたしましては、お 手元 の参考資料の「東京 のタ クシー」、こちらか ら
主なものを抜粋した もの を載せております。
それでは、お手元 の資 料２に基づきまして 、御 説明をさせていただ きた いと思います。
２ページ、目次の 下で ございます。「東京 オリ ンピック・パラリン ピッ クに向けて」という こ
とで、オリンピック ・パ ラリンピックに向け ての 各種取組、これが２ ペー ジから５ページにか け
て説明がございます 。
冒頭、今回のテー マで ございます、初乗り 距離 短縮運賃取組の目的 が書 かれております。こ ち
らなのですが、後ほ ど別 の者より詳しく御説 明は させていただきます ので 、私からはこちらの 資
料に基づきまして、 概略 のみ御説明させてい ただ きます。
先ほど鶴田課長の お話 にもありましたとお り、 東京のタクシー運賃 とい うのは、国際比較で 見
た場合、全体として は決 して高くはございま せん 。ですが、初乗りの 距離 が２キロと設定され て
いた関係で、そこに比例 し て運賃も730円と、正直 申 し上げまして、ニューヨ ー クやロンドンの大
体400円前後の初乗り と比 べますと高いという こと は確かにございまし た。で すから、今回、この
初乗りの距離を短く いた しまして、運賃を400円台 に下げるということ で、現在の顧客の利便性の
向上、さらには、新 規需 要の創出、そういっ たも のを目指しておりま す。
新規需要の創出に 関し ましては、こちらの 資料 にもありますとおり 、御 年配の方、また、外 国
人観光客の方、また 、こ ちらの資料にはござ いま せんが、子育て世代 の方 にも積極的に御利用 い
ただきたい。そうい った 目的で、こちらの初 乗り 距離短縮運賃に取り 組む ことになりました。
向かって右側のペ ージ では、ユニバーサル デザ インタクシー、UDタ クシ ーについての紹介が ご
ざいます。こちらは 車椅 子のまま御乗車いた だけ るタクシーでござい ます 。身体障害者の方や 高
齢の方に御利用いた だけ るタクシーで、2020年ま でに１万台の導入を 目指 しております。また 、
このユニバーサルデ ザイ ンタクシーに乗務す るユ ニバーサルドライバ ーの 育成も進めておりま し
て、2020年までには３万5,000人、約半数の乗務員が ユニバーサルドライ バー として認定されるよ
うに、現在積極的に 教育 を進めているところ であ ります。
３ページ、こちら では オリンピック・パラ リン ピック開催までに外 国語 による観光タクシー ド
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ライバーの育成を目 指し ている旨の説明がご ざい ます。TSTiE（タスティー ）と呼ばれる制度でご
ざいまして、こちら はお 手元の資料の真ん中 にス テップ１、２、３、 ４と ありますが、まずス テ
ップの１、２の段階 で、 日本語による観光タ クシ ードライバーである こと が求められます。更 に
そこから、TOEIC600点程 度、比較的高スコア の英 語スキルを持ってい るこ と。そして、観光英 語
対応ドライバー認定 プロ グラムに合格するこ と。 こういったハードル をク リアして乗務員が晴 れ
てTSTiEドライバーと して 認定されまして、外国語、英語による観光ガイ ドを 行うものでございま
す。こちらは2020年 まで に300人の養成を目指 して おります。
向かって隣の右側 のペ ージでは、こちらは 観光 ガイドではなく、一 般の タクシードライバー の
英語対応の教育につ いて の記述でございます。「外 国語対応タクシー（ホス ピ タリティタクシー）
の運行」と書かれて おり ます。こちらは東京 タク シーセンターと一緒 に教 育を行いまして、こ ち
らも2020年までに8,000人 のドライバーが、英語によ るタクシーの乗務が 可能 になるように教育を
進めているところで ござ います。
４ページ、こちら は、 スマホによるアプリ の配 車についての記述で ござ います。こちらはス マ
ートフォンアプリに よる 配車「スマホ de タ ッく ん」と呼ばれるアプ リが ございまして、現在 都
内のタクシーの約４ 割、 １万2,000台以上のタ クシ ーが対応可能になっ てお ります。
また、その隣では 各無 線グループのデジタ ル化 、IT化を推進して、 無線 配車効率の向上に努 め
ていることが書かれ てお ります。従前のアナ ログ 無線からデジタル無 線に 移行することにより ま
して、更なる配車効 率の 向上を目指している とこ ろでございます。お 手元 の資料、グラフにあ り
ますとおり、無線配 車回 数、これは近年、伸 びて きております。また 、お 客様のスピーディー な
支払が可能になるク レジ ットカードの導入が 全体 の９割以上、また、Suicaなどの電子マネーの 導
入は全体の６割以上 で進 んでいるところでご ざい ます。
５ページ、定額タ クシ ーの運行について紹 介を させていただいてお りま す。羽田空港、成田 空
港、東京ディズニー リゾ ート、この３エリア で都 内からの定額タクシ ーを 運行しております。 具
体的には、メーター より １割から３割程度安 く、 そして、混雑等によ る値 上がりの心配のない 定
額運賃ということにさせ ていただいておりま す。 実は、ロンドンは空 港か ら都心エリアへの定 額
タクシーの運行がご ざい ません。ニューヨー クは 空港からこの中心エ リア の定額タクシーは運 行
されているようなの です が、東京の定額タク シー もほぼニューヨーク と同 じ水準での運賃で運 行
をさせていただいて おり ます。
また、その隣では 「東 京のタクシーサービ スは 世界一」と書かれて おり ますが、これは有名 な
東京オリンピック・ パラ リンピックの招致の 際の滝川クリステルさん のプ レゼンに、東京のタ ク
シーは世界一という プレ ゼンがありました。 これ は、実はトリップア ドバ イザーという外国人 旅
行者による口コミサ イト、ここの旅行者によ る世 界の都市調査、これ によ って東京のタクシー が
非常に高い評価を受 けた 。これを受けての、 滝川 クリステルさんのプ レゼ ンでございました。
また、先日は小池 都知 事が、外国特派員協 会の 会見で、東京の安全 に関 するお話のときに、 タ
クシーで忘れ物をし ても 戻ってくるという話 をさ れておりました。こ のよ うに、東京のタクシ ー
は、東京の安全・安 心を測るベンチマークの 一つ と言ってもいいかも しれ ません。
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６ページ、先ほど 鶴田 課長からお話がござ いま した、タクシー乗務 員の 高齢化、こういった と
ころの取組でござい ます 。現在、タクシー乗 務員 の平均年齢は58.6歳 とこ こにはございます。 こ
のように、非常に高 齢化 が進んでいるという とこ ろ、また、一般のユ ーザ ーの方のイメージと し
ても、タクシー乗務 員と いえば、比較的高齢 で、 男性が多いイメージ があ るかもしれません。 こ
こを業界としては具 体的 には新卒者、大卒や 専門 学校、こういったと ころ を卒業した若者を積 極
的に取り入れること によ って、新陳代謝を図 って おります。お手元の 資料 、新卒ドライバー採 用
人数のところにあり ます とおり、新卒ドライバーの 数、280名と全体から見れ ばまだまだ少ない数
ではあるのですが、 非常 に伸びてきていると ころ でございます。
また、向かって右 側の 下のグラフでござい ます 。こちらには女性乗 務員 の数が伸びているこ と
も書かれております 。こ ちらは育児や家事、 こう いったものと両立で きる 勤務体系の整備など を
進めて、また、事業 所の 設備なども女性向け のも のをどんどん取り入 れて 、女性乗務員を増や し
ているところでござ いま す。
７ページ、安全対 策で ございます。向かっ て左 側上のグラフ、これ はタ クシーによる人身事 故
の件数でございます 。こ のグラフを見ていた だけ れば分かりますとお り、 件数としては減って き
ております。ただ、 残念 なことにタクシーに よる 事故はまだまだござ いま す。究極の目標とい た
しましては、タクシ ーの 事故ゼロだと思うの です が、そのゼロに向け てど ういった施策をして い
るのかについての紹 介が ございます。
まず、ドライブレ コー ダーの導入でござい ます 。これは法人タクシ ーの97.9％で進んでおり ま
す。ドライブレコー ダー は実際に事故のとき の証 拠画像にもなるので すが 、それに併せてこの 事
故の映像、また、事故には 至らなかったのです が、冷やりとしたいわゆる ヒヤ リ・ハットの 画像、
こういったものを使 って の乗務員教育にも活 用さ れております。
また、各事業所に おい ては、各交通安全運 動、 セーフティドライバ ー・ コンテスト等を通じ ま
して、事故防止に積 極的 に取り組んでおりま す。
また、独立行政法 人自 動車事故対策機構と協働 いたしまして、乗務 員教 育、また、自動車事 故
の被害者支援等にも 積極 的に取り組んでいる 旨、 ここで紹介がされて おり ます。
８ページ、ここか らは タクシーサービスの 向上 について説明がござ いま す。まず、陣痛タク シ
ー、これは無線グル ープ によっては別の呼び 方も ございます。マタニ ティ ・タクシーとか、そ う
いった名前でもあり ます。こちらは事前に妊産 婦の 方に御登録いただく こと で、24時間365日、い
ざというときに素早 く産 院、病院へ向かうこ とが できるサービスでご ざい ます。2012年にサー ビ
スを開始いたしまし て、２ 年余りで都内タクシ ーの １万5,000台、また、都内 の妊婦の方の約７割
の方に御登録をいた だい ているものでござい ます 。
その下にはキッズ タク シー、子育てタクシ ーの 説明がございます。 こち らは通学、通園、通 塾
といった、お子様が 通わ れる際にタクシーを 御利 用いただけるサービ スで ございます。顔なじ み
の乗務員により、また、 料金も後払いという こと で、お子様単独での 利用 が可能になるサービ ス
でございます。
９ページ、観光タ クシ ードライバー、先ほ ど外 国語による観光タク シー ドライバーの説明で も
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ありましたが、こち らは 日本語による観光タ クシ ードライバーの紹介 でご ざいます。こちらは 東
京シティガイド検定 、ユ ニバーサルドライバ ー研 修等を受けまして、 その 後、専門の研修を受 け
たドライバーが晴れ て認 定されるものでござ いま す。一般ドライバー より も高い観光スキルを 持
って、充実した観光 タク シーの御旅行を楽し める サービスでございま す。 こちらは2020年まで に
3,000人の観光タクシ ード ライバーの養成を目 指し ております。観光 タクシー ドライバーといたし
ましては、単に観光 案内 だけではなく、カメ ラマ ンやヘルパーをこな す、 そういったマルチプ レ
ーヤーとなることを 目指 しております。
また、近年では長 距離 東京観光タクシーと いう 説明がございますが 、い わゆる東京を起点と し
た富士山など、比較 的遠 隔地の観光タクシー の運 行を開始しておりま す。
10ページ、こちら は東 京ハイヤー・タクシ ー協 会の広報活動につい て説 明がございます。
その隣でございま すが 、こちらは各種割引 制度 ・サービスでござい ます 。具体的に申し上げ ま
すと、障害者割引制 度、 これは身体障害者の 方に 加え、知的障害の方 に対 してもメーター表示 額
の10％の割引を行っ てい る。また、点字シー ルの 表示、遠距離割引制 度、 禁煙タクシー制度な ど
についての説明がご ざい ます。
11ページ、私のパー トは 最後になります。こち らは「（公財）東京タクシーセ ンターと連携し、
一層のサービス向上 に努 めます」というとこ ろで ございます。先ほど 、東 京のタクシーは世界 一
という評価をいただ きま したが、その世界一 の評 価を維持するために 、ま た、更に向上するた め
にも、タクシーセン ター と協力いたしまして 、苦 情の対応、また、乗 務員 教育に取り組んでい る
というところが書か れて おります。
また、タクシーの 評価 制度も積極的に導入 され ておりまして、いわ ゆる 不良事業者は振り落 と
される仕組みにもな って きております。
以上が、私からの タク シーの現状について の説 明でございました。 どう もありがとうござい ま
す。
○一般社団法人東京 ハイ ヤー・タクシー協会 川鍋 会長

続きまして、 今回 のテーマであります 初

乗り距離短縮運賃に つい て、その背景、概要 、そ して、利用者への御 説明 、御意見等について 、
経営担当の西澤委員 長よ り御説明差し上げま す。
○一般社団法人東京 ハイ ヤー・タクシー協会 西澤 経営委員長

経営委 員長 を仰せつかっており ま

す、西澤でございま す。 よろしくお願いいた しま す。
12ページ、初乗り 距離 短縮運賃を申請した 背景 と期待される効果で ござ います。先ほど来、 鶴
田課長からもありま した ように、また、太田 委員 長からもありました よう に、我々のお客様の 数
は年々下がってきて いる。先ほど太田から御説 明が ありましたように、いろい ろなサービスで我々
も努力してきている とこ ろではありますけれ ども 、30％下がっている とい うような数字も先ほ ど
出ておりました。そ のよ うな中で、このグラ フの ように今までの我々 のコ アなユーザーでござ い
ましたビジネスの需 要と いうものが、御覧の とお り生産年齢人口とし てど んどんこれから減っ て
いく。それに対しま して 、高齢者の数は上が って いくというところで 、こ こに我々は目を向け な
ければいけないとい うと ころでございます。 今後 、増加する高齢者の 近距 離移動ニーズに対応 す
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るための運賃設計が 必要 なのではないだろう かと いうところでござい ます。それを見据えまして、
３年ほど前から初乗 り距 離短縮を研究してま いっ たところでございま す。
13ページ、これは ２キ ロまでのお客様がど れだ けいたかというとこ ろで ございますけれども 、
実際のデータをとら せて いただきました。平 成26年の10月１日から、 平成27年の３月31日まで の
半年間です。都内の 事業 者2,667台の車のデ ジタル タコグラフのデータ を使 いまして、総数が887
万件のデータを用い た数 字でございます。その887万回の初乗りまでの 距離 を点にしていったグ ラ
フでございますが、これ に よりまして、今まで２キ ロ で730円という運賃設 定の 中で、初乗り利用
者の平均乗車距離、 これ が1.4キロメートル でござ いました。初乗り距 離1.4キロを下回る運賃に
今回組替えることに より まして、距離に応じ た適 切な運賃を適用し、 お客 様の公平性を図ると い
うところを期待して いる ところでございます 。
14ページ、先ほど 来、出ております観光立 国、2020年に向けまして 、オリ パラの対応として、
初乗り距離が諸外国 に比 べ長い分、東京の運 賃が 高く見えてしまって いる と思われております 。
2020年を見据えまし て、 グローバルスタンダ ード への対応が急がれて いる ところでございます 。
訪日外国人の移動利 便性 の向上の一環となり 得る のではないだろうか とい うところで、初乗り 距
離を短くする効果と して 考えられます。
以下の表は、先ほ ど来 出てきておりますが 、ニ ューヨーク、ロンド ンと 東京の現行、東京の 実
験、８月、９月に行 いま した実証実験でのデ ータになっております。
15ページ、ウーバー、リ フトに代表されるよ うな、ライドシェアが今、問題視 されております。
世界各国でウーバー 、リ フトが走り始めてい る、 拡大しているところ では あります。我々の業 界
としては、真ん中に あり ますように、ライド シェ アの問題点、乗客が 事故 等の危険にさらされ て
いるのではないか、 事故 が起きたときの補償 がな いのではないか、旅 客を 勝手に選定できるの で
はないか、社会保険 料や 税金を払わないライ ドシ ェアの運転手ばかり では ないかという問題点 が
あり、これらに対抗 する ために、私どももア プリ の導入であったり、 今回 このように初乗り距 離
を下げて、お客 様の利便性 を向上し、また 、後に出 て きます活性化策をこ れか らも進めていって、
ライドシェアに対し て対 抗していかなければ なら ないということがご ざい ます。
16ページ、これも 先ほど 申しました887万回の デー タの数字でございま す。そ の887万回の中で、
初乗り回数は何％か とい うと、赤いところで ござい ます。27％が初乗り のお客 様でございました。
それに対して、営業 収入 は右の円グラフにな りま す。初乗りのお客様 の営 業収入は11.3％とい う
ところでございます 。
17ページ、前提条 件と いうところです。初 乗り 距離をどれぐらいに 設定 すればいいのかとい う
ところの前提条件で ３つ 考えさせていただき まし た。
組替え後の運賃と 現行 運賃の運送収入を同 等と する旨の通達、組替え後 の運賃が２キロメー ト
ル時点で、現行運賃の730円を超えないという 旨の 通達、先ほど申しました よ うに、初乗り利用者
の平均乗車距離は1.4キロ 、これによりま して、い ろ いろシミュレーショ ンし た結果、初乗り は410
円、事後は80円が妥 当な のではないだろうか とい うところでございま す。
18ページ、410円 、事後 80円を実証実験の距 離で 現行と比較したとこ ろで ございます。730円 、
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410円と始まりまして、平 均乗車距離1.4キロの とこ ろでは730円を下回っ てお ります。２キロの時
点では730円、同じ 料金に なっておるというと ころ です。１回当たりの 平均 乗車距離4.1キロ、 そ
の辺までは現行90円 の事 後運賃と、初乗り距 離を 行った場合の事後80円、 この差によりまして 、
現行より高かったり 安か ったりをずっと繰り 返す というところになっ てお ります。
19ページ、４月か ら７ 月まで我々が３か月 間申 請をしたわけですけ れど も、先ほどありまし た
ように、85％ぐらい の申 請がありまして、国 交省 さんで、今、審査に 入っ ているところでござ い
ます。これは実証実 験等 もありましたおかげ で、 マスコミ等々には流 させ ていただいたわけで す
が、実際の御利用者 にも 説明をしなければい けな い、広報をしなけれ ばい けないというところ で
ございまして、我々 はこ のような申請を出し まし たということを９月15日 に、出席者としては 消
費者団体４団体の皆 様、 利用者としまして、 ４社 ばかりお呼びしまし て、我々のほうで申請の 内
容、または、今お話 しし ました背景等々を御 説明 させていただきまし た。
その中で、消費者、利 用者から出ました御 意見 は、タクシーを利用 する のは、深夜、荷物が 多
いとき、雨の日など のと きです。今回のよう に初 乗り運賃が下がるこ とは 非常に乗りやすくな る
と思います。
また、それとは逆 に、 短距離利用者が増え た場 合、サービスの低下 が心 配なので、教育をし っ
かりしてくださいと いう 御意見もありました 。
それから、利用者 代表 の中で、就職活動の 学生 へのサービスをして おり 、学生の観点でヒア リ
ングすると、料金の 高さ で乗らないという実 態が あります。タクシー の便 利さが、今回の初乗 り
運賃が下がるという こと で、若い人たちに伝 わっ てくれればいいです ねと いう御意見もいただ き
ました。
それから、その他 利用 者への説明会といた しま して、８月12日から ８月25日、書面開催では あ
りますけれども、特 定地 域協議会を開かせて いた だいております。
以上が今回の初乗 り距 離短縮運賃について の御 説明でございます。
○一般社団法人東京 ハイ ヤー・タクシー協会 川鍋 会長

続きまして、 私か ら、それ以外のタク シ

ー業界からの活性化 の取 組を御説明させてい ただ きます。
今の初乗り距離短 縮に 関しましては、長ら くタ クシー業界自体が東 京で 始まりまして、現在 、
105年目を迎えており ます 。運賃は最初の運 賃からず っと右肩上がりで来 た長 い歴史がございまし
て、このままでいい のか という思いをずっと 我々 事業者としても抱き なが らも、なかなかそこ を
変革する勇気がなか った 状況でございました 。
ただ、オリンピッ ク・ パラリンピックが決 まり 、そして、全体的な タク シーの需要が長期的 に
低下傾向である。そ の中 で、人口構成も少子 高齢 化が進む中で、初乗 りが 少し高過ぎるのでは な
かろうかという思い に至 って、少子高齢化、 そし て、観光立国という 大き な流れに向けて、業 界
として手を打ってい こう という流れの第１弾 と言 えるのではないかと 考え ております。
そちらのほうは後 ほど 御審議いただきたい です が、それ以外も時代 の流 れはかなり我々の先 輩
タクシー経営者の時 代と 変わっておりまして 、特 にスマートフォンを 初め とした情報通信技術 の
発展が、このアプリ ケー ションで呼ぶことを 可能 にしておりまして、 それ らに対した我々の取 組
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をこれから御紹介さ せて いただきたいと思い ます 。
20ページ、相 乗り運賃 、我々はタクシーシェ アと 呼んでおります 。１台のタ クシーを何人かで、
最初から最後まで一 緒に 乗ったり、途中で乗 って きたりという形で共 有す るというアイデアで ご
ざいます。今までは タク シーのメーターに依 存す る形ですと、なかな かこ ういったものが実施 し
づらいところもござ いま したけれども、新し いス マートフォンアプリ ケー ションができたこと に
よって、こうした柔 軟な 複雑な計算、それか ら、 お客様の運送申込み 、こ ういったものが可能 に
なったことによりま して 、特に空港への相乗 りで すとか、若しくは通 勤時 間帯という需要のピ ー
ク時によって、台数 がある 程度限られておりま すの で、同じ方向に行く 方をお 乗せするですとか、
若しくは、雨が降り ます と、若しくは台風が 来る とき、雪のとき、こ うい った天候によって非 常
に需要がピーク時に 上が りますので、そうい った ときはできるだけ限 られ た台数を共有したほ う
がいいのではないか 。こ のような形からこう した 運賃ができるのでは ない かということを現在 国
土交通省の皆様と一 緒に 検討しておる最中で ござ います。
続きまして、20ペ ージ の右側、こちらは事 前確 定運賃、どうしても タク シーは降りてみない と
幾らかかるのか分か らな い。いつもの道でも 、ど うしてもちょっとず つメ ーターが違ったりし て
おります。これはそ の道 路状況が混んでいたり、 すいていたりという 状況 の変化に応じてでご ざ
いますけれども、こ れが 消費者のアンケート から もどうしても分かりづら いから乗りにくいと い
うことを常々我々は いた だいておりました。 それ に対しまして、運行 デー タを精緻に分析する こ
とによって、大体通 常で あればこのぐらいの 料金 でいくというものを ある 程度決めさせていた だ
いて、そこで運賃を 合意 させていただく形に より 、突発的な事故もし くは 渋滞によって運賃が 上
がるのを防ぐ効果が あり ますし、必ずしも、 それ で時間がかかって高 くな るよりは安くなると い
う値下げ効果のみな らず 、事前に分かること によ る安心感、事前に分 かりことによって様々な 電
車とのパッケージツ アー に組み込んだりとい った 新しい形でのタクシ ーの 利用といったものを 喚
起できるのではない かと 考えております。
21ページ、定額運 賃（ 乗り放題）タクシー 、こ れも新しい取組とし て検 討の俎上（そじょう ）
に載せております。 対象 の方、若しくはエリ ア、 時間帯を限定した形 で、 その区間、その時間 、
その対象者に限って は乗 り放題というものを 目指 しておりまして、一 部地 方で開始しておりま す
が、例えば高齢の方 がい つも行かれる病院、 そし て、いつも買物に行 くス ーパー、自宅と病院 と
スーパーという３点 の間 であれば、１か月何 回乗 ってもいいというこ とで 、運賃を設定させて い
ただいて運行させて いた だいております。こ れを そういった地方での 高齢 者の足のみならず、 子
育て世代の足、も しくは東 京であればビジネス マン の足としても応用可 能か と考えておりまして、
検討を進めておりま す。
その右側、ユニバ ーサ ルデザインタクシー 、こ れは先ほど説明もご ざい ましたが、特にトヨ タ
自動車様が、新しい タク シー専用設計の車両 を来 年10月に発売予定で ござ います。この車がこ の
右側の黒い車両のほ う、 ミニバンタイプのよ うなロンドンのような車 両で ございまして、ユニ バ
ーサルデザインとい うこ とで、車椅子の方も その ままお乗りいただけ るよ うな設計になってお り
ます。かつ、大きな ワゴ ン型になりますので 、荷 物も多く載って、若 しく はチャイルドシート も
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乗る。どうせ一人の 人間 が運転するのであれ ば、 車両はある程度大き いほ うが利便性、万能性 が
高まるわけでござい まし て、これまで日本は 歴史 上の背景からずっと セダ ンで来ておったので す
けれども、これを、オリ ンピック・パラリン ピッ クを見据えて積極的 に導 入していこうと。こ ち
らはトヨタ自動車の 新し い車両の発売に合わ せて 、東京都からも御予 算を いただきながら、2020
年のオリンピック・ パラ リンピックまでには 、都 内の３台に１台はこ うい ったワゴン車両にす べ
く、協会は全力で取 り組 んでおる次第でござ いま す。
22ページ、車両が 大き くなるに従いまして 、そ れらを広告の媒体と して 利用できないかとい う
検討も我々はしてお りま す。諸外国もしくは 東京 でも、都バスで車体 のラ ッピング広告という も
のがございまして、 もち ろんバスよりも生活 道路に入り込むといった 観点 から、広告の内容に つ
いてはいろいろ検討 する 必要があると思いま すけ れども、一つ、こう いっ た車体が大きくなっ た
ものをある程度物事 を告 知する媒体として活 用で きないかということ も、 我々は検討しており ま
す。
さらに右側、第２ 種免 許の緩和、これは現 在タ クシー運転手になる には 、皆様もお持ちだと 思
いますが、１種免許 、普 通の免許に追加して約40時間のトレーニング をさ せていただいて、２ 種
免許をいただいてお りま す。ただし、例えば 女性 の方がタクシーを職 業と して選ぶ場合、若し く
は若い方が選ぶ場合 に、 ２種免許がハードル とな るケースが増えてき てお ります。同時に、２ 種
免許で担保すべき運 行の 安全性が、運転者の みな らず、自動車の装備 によ ってその安全性の担 保
ができるようになり つつ あります。例えば昨 今、 スバルの車について おる ようなアイサイトと 呼
ばれるような衝突防 止若 しくは軽減ブレーキ、若 しくは最近日産のセ レナ で発売されたレーン キ
ーピング、レーンを 維持 するような装置、さ らに は、駐車のとめる場 所ま で最後自動で入ると い
うパーキングアシス ト、 こういった技術を活 用す ることによって、運 転者 の安全に対する担保 を
する責任ないし負担 は少 しずつ下がってくる ので はないかと考えてお りま す。
したがいまして、こうし たICTを活用した場面 に限 っては少しずつ年齢 を、現在は21歳となって
おる最低の年齢制限 を19歳までもう少し下げ てい ただく。もしくは１ 種免 許を取ってから最低 で
も３年たたないと取 得で きないという取得年 限を １年にしていただく とい うことが可能ではな い
かと考え、こちらも 検討 しておる最中でござ いま す。
23ページ、訪日外 国人 等の富裕層の需要に 対応 するためのサービス と称 しまして、先ほどワ ゴ
ン型の車両を３台に １台 入れるというお話が ござ いました。さらに、高級 な車両もタクシーと し
て導入するべく努力 をし ております。特に、 訪日 外国人の間には相当 なる 富裕層の方も多く来 日
されておりまして、 普通 のタクシーではない 、ど ちらかというとハイ ヤー に近い車両を求めら れ
るケースが近年とみ に増 えております。こう した 車両、トヨタで言え ば、 例えばアルファード と
いう車両、日産で言 えば エルグランドという 車両 と、ある程度の車格 以上 になりますが、こう い
ったハイグレード車 両に、特に語学にたけた乗 務員 を選抜して乗せて、なおか つ車内でWi‑Fi環境
を整備する等、特に 海外 の富裕層に的を絞っ たよ うな商品の開発もで きる のではないかという こ
とで、取組を進めて おる 最中でございます。
最後に、その右側 でご ざいますけれども、 他方 で過疎地の高齢者、若し くは子育て層の足が 近
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年不足する事態に直 面し ております。そうい ったも のに関しては、我々 もICTを活用しない中でも、
こういったワゴン型 の車 両を用いて相乗りで こう いった主にデマンド タク シーと呼ばれるよう な、
タクシーとバスの中 間形 態をそれぞれの地方 自治 体と模索しておりま して 、こういった形態の 運
行は全国で4,000弱の ルー トを運行しておりま す。な かなか我々もアピー ルが 不足しておりまして、
目立ってはおりませ んけ れども、地方の過疎 地に おける足として、タ クシ ーも様々な形態を用 い
て運行責任を果たす べく 努力しておる次第で ござ います。
以上、タクシー業 界の 新たな取組について 御説 明させていただきま した 。ありがとうござい ま
した。
○井手座長代理

あ りが とうございました。

ただいま２つの御 説明 がございましたけれ ども 、これについて御質 問、 御意見等がございま し
たら、御発言をお願 いし たいと思います。い かが でしょうか。
矢野委員、お願い いた します。
○矢野委員

東京ハ イヤ ー・タクシー協会さ んに も関連するとは思い ます けれども、国交省さ ん

から出されました資 料で 質問させていただき ます 。
１つ目は、12ペー ジの 収支状況ということ で、平成29年度の試算値 もあ るわけですが、仮に 改
定を行うとした場合 には、試算をすれば値上げ にな るでしょうという810円と いうことが試算とし
て出ていますが、今 回は そういうことではな くて 、初乗り運賃という 組替えという御提案にな っ
ていると思うのです けれ ども、この試算を出 され たことと、それから 、初 乗り運賃の組替えと い
うことをどう捉えた らい いのでしょう。今回 の申 請の条件としては、 運賃 収入が同等でなけれ ば
いけないということ があ りますけれども、そ れと の関連において、平 成29年度の試算を見れば 収
入は減っているわけ です が、そういったこと と関 連してこれをどう捉 えれ ばいいのか、御説明 を
いただきたいと思い ます 。
２つ目は、よく分 から ないところで、14ペ ージ の運送費のところの 「そ の他運送費」という も
のは結構占める割合 が大 きいのですが、これ は一 体何を示しているの か教 えていただきたいと 思
います。
３つ目は、18ペー ジに なりますが、組替え 後の 新運賃ということで 、今 、提案をされている わ
けですが、タクシー 運賃 の場合は、上限運賃 と併 せて下限運賃もある と思 います。下限運賃は 算
出すれば出てくると は思 いますけれども、下 限運 賃は具体的には幾ら ぐら いになるのか、それ を
教えていただきたい 。
それから、これは 東京 ハイヤー・タクシー 協会 さんになるかもしれ ませ んけれども、申請さ れ
たところで、「410円等」 と書いてありますの で、410円以外の申請運賃 があ れば、具体的にどう
いう運賃額があった のか 、それも教えていた だき たいと思います。
以上です。
○井手座長代理

以 上、 ４点ございましたけ れど も、いかがでしょう か。

○国土交通省鶴田自 動車 局旅客課長

どうも あり がとうございます。 お答 え申し上げます。

まず、12ページ、運賃 改定するとすれば11％値 上げということと、 今回 の組替えの関係です け
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れども、これは組替えと いう方式で申請が出 てき たのは今回初めてで すけ れども、これを仮に 従
来と同じように白紙 で一 から運賃改定という 手続 をとった場合は、こ の11％程度の値上げにな る
だろうと。それは先 ほど タクシー協会からの プレ ゼンテーションの中 にも ありましたけれども 、
値上げ値上げを続け てき た過去の時代の延長 では なくて、新しい時代 に適 応した在り方を模索 さ
れる中で、今まで 十分開拓 できていなかった近 距離 の需要を開拓したい とい うことかと思います。
これは値上げを、要 は総 収入を今までと比べ て増 やさないと、収支が 相償 わないのですとか、 そ
ういうプロセスを省 略し て、現在の運送収入 の範 囲内で短距離を下げ てい くことを実現しよう と
いうことかと思いま す。
具体的に申します と、 次の13ページを御覧 いた だきますと、通常の 運賃 改定のときの算定の 第
１番目に、原価計算 対象 事業者の選定があり ます 。これは通常の運賃改定 ですと、全部の事業 者
から詳細なデータを 出し ていただいて、その 中で 、我々はいろいろな 項目 を比較して、標準的 な
事業者、効率的な経 営を 行っている事業者を10者 ないし30者ぐらいを 選ぶ ということも行いま し
たので、非常に申請 する 側も審査する側も時 間のかかることになりま すけ れども、そういった こ
とをして、結局のと ころ 値上げになってしま うこ とを回避しつつ、先 ほど 申し上げたような効 果
を得られるような仕 組み として今回申請がな され ているということでござ います。
２点目の、14ページ、そ の他運送費ですけれ ども、これは例えば営業所 施設 や車庫の施設料や、
車両に対する税金、保険 料などがこの項目に 計上 されております。
下限については、 別の 担当から説明をさせ ます 。
○国土交通省笠井自 動車 局旅客課乗用運賃係 長

18ページの資料につ いては 、これは上限運賃を

示しておりますが、 下限 運賃については、現 行の730円の下限運賃が今 、700円でございまして、
こ こ で ４ 段 階 ご ざ い ま す 。 そ れ を 、 今 回 の 組 替 え 運 賃 で も 存 置 し た 形 に な り ま す の で 、 上 が 410
円、下が380円という 形で 設定されることにな りま す。
○井手座長代理

東 京ハ イヤー・タクシー協 会、 どうぞ。

○一般社団法人東京 ハイ ヤー・タクシー協会佐藤副 会長

410円以外の申 請に どのようなものがあ

ったのかは、我々は 個別 申請なので、協会と して 各会社がどういった 運賃 で申請したのかは分 か
らないのですが、シ ミュ レーションの中で、いろ いろなパターンを考 えた ことは確かですが、 実
際にどういった運賃 が申 請されたのかは、我 々感 知していないところ でご ざいます。
○矢野委員

では、 国交 省さんのほうで。

○国土交通省鶴田自 動車 局旅客課長

割とバ リエ ーションがございま して 、どの申請にどれぐ ら

いパーセンテージが 行っ たのかは今、手元にあり ま せんが、初乗りの額で申 し ますと、410円のほ
かに430円とか、490円とい うものがございまし た。490円は、恐らく80円下がり ますので、今の 運
賃よりも80円を何段 階下 げるのか。それを３ 段階 下げたら410円では なくて 、２段階下げた490円
ということかと思い ます が、そういう幅でで きて います。
加算運賃について は、 ほぼ80円が大半です けれ ども、80円を何メー トル で加算するのかは、 こ
れは１メートル単位 なの で本当にまちまちで すが 、10種類ほどあると 思い ます。
一方、少数ではあ りま すけれども、90円、 現在 の加算幅を維持して 距離 を短くするといった 申
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請もございます。
それから、時間距 離併 用制、時速10キロメ ート ル以下のところも、 ほぼ 加算額は80円が大半 で
すけれども、そ れを何秒で 上がるのが、85秒、90秒 、105秒といったような バリ エーションがござ
います。
一番多かった申請 は、 初乗りが410円で、 距離が1.059キロメートル という ことになっておりま
す。
○井手座長代理
○古賀委員

そ れで は、古賀委員、お願 いし ます。

御丁寧 な説 明をありがとうござ いま した。今の矢野委員の質 問ともかぶってしま う

のですけれども、国 交省 さんの10ページから13ペ ージの資料について 少し 教えてください。
ここで、そもそも この 今回の申請については、 値下げではなくて値 上げ だと消費者としては 捉
えているのですけれ ども、この12ページは先ほ ど矢 野委員も指摘された ので すが、現行の場合に 、
組替え後の運賃と現 行運 賃の運送収入を同等 とす るという前提に立っ た上 で料金を組変える場 合
には、「こ こは赤字になっ ているので、810円の値上 げをしなければいけ ない」ということが前提
になると思うのです。こ の 中で人件費が、平成27年 度 実績190億くらいでし ょう か、平成29年度が
204億1,000万になっ てい まして、13億円くら い上 がっています。13ペ ージ のところで、人件費 の
算定に、延べ実働車 両数 という基準を入れ、 ここ のところで、実働率 を８ 割から９割と考えて い
らっしゃるというこ とな のですが、10ページ を見 ると、現実には実車 率は50％に満たないのが こ
の実績だと思うので す。 ここで９割の実働率 を計 算して、人件費が原 価算 定の中で上がってい る
のですけれども、こ この ところはどのように 理解 したらいいのかを教 えて いただきたいと思い ま
す。
もう一つ、18ペー ジの 組替え後の新運賃の 算定 ですけれども、初乗 り運 賃と、その後の従量 的
に上がるのが、運賃加算の やり方だと思うので すけ れども、実際にこれ はメー トル当たり単価と、
これは素人的な考え で間 違っていたら教えて いた だきたいのですが、 現行 の730円初乗り運賃 は、
メートル換算すると0.365円になって、新初 乗り運賃410円になるとメート ル換 算すると0.387円に
なるのです。加算の ほう も、現行の90円で280メー トルだとメートル当 たり0.321円になるのです
け れ ど も 、 新 加 算 運 賃 が 80円 に な る と メ ー ト ル 当 た り の 運 賃 は 0.337円 に な っ て 、 大 体 双 方 と も
9.4％から9.5％がメ ート ル当たり値上げにな るわ けなのです。そうすると、実際に今回は410円の
初乗り運賃で値下げ にな るということがアピ ール されているので、短 距離 のところは非常に安 く
なるイメージがある ので すけれども、実際に 乗る 方のところを、東京 ハイ ヤー・タクシー協会 の
方に出していただい た資 料のほうがより分か りや すいと思うのですが 、こ ちらの18ページのと こ
ろを見ると、4.1キロメ ー トルぐらい乗る方が 多く て、そこのところは固定 し たままで、最初のと
ころを410円にして、その 後のところは実質的 には 値上げになる。消費者の目 から見るとそのよう
に感じられるのです けれ ども、そもそも今回 の申 請というのは、端的 に言 って値上げではない で
しょうか。
○井手座長代理

国 土交 通省、どうぞ。

○国土交通省鶴田自 動車 局旅客課長

２点御 質問 をいただきました。
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まず、１点目の人 件費 のところですけれど も、 少々話が詳細になっ て恐 縮なのですが、まず 、
この「実働」という 言葉 と「実働率」という 言葉 と「実車率」という 言葉 が、似ているのです け
れども、相当違うものと し てございまして、実働率 は 、あるタクシー会社が車 を100台持っていま
す。その100台のうち、何 台実際に車庫で眠っ てい ないで走っていますかと いうもので、大体これ
は８割から９割ぐら いの 間になっております 。需 要に応じて、ピーク でな いときは全部出さな い
こともありますし、 あと は点検整備等で常に 走れ るわけではないとい うこ ともございます。そ れ
が実働率です。
一方、実車率と言 いま すのは、実際にタク シー が道を走っている。 その 走っている中で、何 ％
お客さんが乗ってい ます かという数字です。した がいまして、これは 例え ば、今ですと40％台 で
すので、１日仮に100キロ メートル走ったとし たら40キロメートルはお客 さん が乗っている、収入
の上がる距離が実車 率で ございます。したが いまし て、実車率は半分を 切って いるような数字で、
大分そこの数字が違 うの はそういうことの反 映で ございます。
その上で13ページ を御 覧いただきますと、 この 人件費の算出に当た って 、実はこの実働率を 使
っていますのはその 次の ステップでございま して 、人件費を算定する とこ ろは、上から順に計 算
をしてきて、延べ実 働車 両数、つまり、実働 する 車が何台ありますか と。 実際に実働する車の 台
数に応じてドライバ ーの 人数がほぼ決まって きま す。その人数の計算 の基 礎として、この実働 車
両数を算定していま す。 その上で、これを実 働率 で割っておりますの は、 ここが高いのではな い
かということですが 、こ れはむしろ先ほど申 し上 げたような実車率で はな いほうの実働率、通 常
８割から９割のもの より も高くするように査 定を しております。これ は割 る数、分母を大きく す
るということですの で、 次の行の延べ実在車 両数 が小さくなる効果が ござ います。これをベー ス
にして、先ほどの例 で言 うと、100台持って います と、この100台ある ことに よって生ずる費用を
計算する基礎になり ます ので、例えば車両 の償却費 のようなものを計算 する 基礎になりますので、
なるべくこれが低く 出る ようにということで 、実 際の実働率よりも高 い数 で割っているという 関
係になります。実働率が高 ければ高いほど効率 的な 経営をしている。100台中95台も動かせる事業
者はそうそう居ないと思 いますけれども、そ うい うことを基礎とした 金額 までしか経費として 認
めませんということ をや っているものでござ いま す。
２点目、これは値 上げ になるのではないか とい う点につきましては 、こ れは国交省の資料の17
ページを御覧いただ きま すと、右のグラフで 青が 現行で赤が申請です 。こ れは全体の運送収入 を
増やさないようにと いう 考え方ですので、グ ラフ の左のほうで下がっ た部分は右で増えて全体 と
して変わらないよう にと いうことなので、実 際は階 段型をしていますが 、ずっ と遠くから見ると、
１次曲線に近いかと 思い ますけれども、青よ りも 赤の傾きが大きくな ると いうのは御指摘のと お
りだと思います。
ただ、これが値上 げと 言えるのかどうかと いう ことで申しますと、 先ほ どの平均乗車距離で は
変わらないなどとい うこ ともございます。実 際に 上がるところは８キ ロメ ートル、常に赤のほ う
が高くなるのは６キ ロメ ートルを超えた辺りで、二千数百円になってく ると、100円ぐらい高くな
るというぐらいです けれ ども、一方で、短距離のと ころで言いますと、410円 から始まって幾つか
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階段がありますので 、それ ぞれ今より何割安い のか ということがありま すが、最大四十数％安い。
これを全体として見 たと きにどうかというこ とで 、これが一つの手掛 かりになるかと思います の
は、我々の資料の23ペー ジ、最後のページで す。 これは今の価格帯別 にど れぐらいお客さんが居
ますでしょうかと。下の グ ラフで御覧いただい て、一 番右の2,330円が、ここ か ら先になると今よ
り高くなるというこ とで すが、こういうお客 様が ２割弱ぐらいは居るので はないか。ほかのそ れ
よりも短い距離で降 りる方が、逆に言うと、 これ を全部足し上げます と８ 割強いて、その８割 強
の方にとっては今と 同程 度、又は安くなると いう ことかと思っており ます 。
さらに、このグラ フで 言う一番左の棒のと ころ は今よりも安くなる とい うことで、このグラ フ
は今のお客さんの構 成を 反映していますけれ ども 、実際には価格弾力 性を 幾つと見るかにもよ り
ますが、需要の 誘発には期 待しておりますので 、今よ りもここの利用者が増え て、全体で言う と、
今回の運賃の組替え で恩 恵を被る方のほうが 多い のではないかと思っ てお ります。
説明が前後して恐 縮で すけれども、１点目 の御 質問に関連して、説 明漏 れがありましたので 補
足させていただきま すと 、12ページの表で、 この 表は仮に従来型の運 賃改 定の手続をしたらど う
なるかということで 、こ の場合には、11％値 上げ をしないと収支が相 償わ ないという御説明を 申
し上げましたが、こ れは 念のための御説明で すけ れども、今回の組替えと いうのは、従来のよ う
に、今、これだけコ スト が上がっていて足り ない から上げてください とい う要素は一切ござい ま
せん。平成19年の改 定の 運賃をベースにして 、現 在の運送収入が実績 とし てありますけれども 、
その全体として増収 しな い範囲内で、先ほど 申し 上げたような短距離 を下 げて長距離で穴埋め す
るものであるという こと は、改めて御説明申 し上 げます。
以上です。
○井手座長代理

あ りが とうございました。

今、古賀委員の質 問に もありましたけれど も、 この10ページの実車 率で す。運賃改定の組替え
をやったら、どのぐ らい まで実車率は上がるので すか。実車率は、高 くな れば高くなるほど流 し
の空車になかなか出 会わ ないということは、 サー ビスの低下にもなる わけ ですね。高齢者とか 外
国人が乗りたいと思 って もいつも満車という 状態 になる状況が出てく るわ けですから、実車率 は
今回の組替えでどの くら いになる。そして、 理想 的な実車率は何％ぐ らい なのかはお分かりでし
ょうか。
○国土交通省鶴田自 動車 局旅客課長

理想的 なと は違うかもしれませ んけ れども、二十数年前 、

タクシーが非常に捕 まりにくい時期はまだ御 記憶 にある方もいらっし ゃる かと思います。特に 夜
中、深夜など電話で 呼ぼ うとしても、空車が まず居ない。電話をかけ よう としてもなかなかつ な
がらないような、あ あい う時代で実車率は６ 割と いう感じです。
ただ、これはいろ いろな要素がございます のは 、先ほど東京ハイヤ ー・ タクシー協会の説明 で
もありましたが、こ のア プリによる配車が今 後ど んどん増えていくと 思い ます。そういうこと が
実現していくと、実 際に 流しで車を走らせて いな くても、アプリで申 し込 んで、それでタクシ ー
会社が配車の指示を する ということをすると 、同 じ台数で対応できる お客 さんの数は大分増え る
可能性が出てくると 思い ます。これを定量的 に何 ％と言うのはなかな か難 しいと思います。
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○一般社団法人東京 ハイ ヤー・タクシー協会 川鍋 会長

補足をさせて いた だければと思います 。

私も経営を16年ほ どや っておりまして、体 感ベ ースで、何となく五 十数 ％辺りが一番お客様 か
らのクレームが少な いな と感じております。 実は 、井手座長代理がお っし ゃったとおり、捕ま り
にくくなるのです。 それ はどれぐらいかとい いま すと、課長からあり まし たバブルのときの頂 点
が60％ぐらいでして 、こう なると体感として 、特に女 性やお子様は捕まりにく いのです。大体55％
を超えるぐらいから 、相 当捕まらないぞとい うお 電話をいただく本数 が増 えます。では、とにか
く逆に沢山車があれ ば乗 りやすいかと申しま すと 、今度はタクシーが 余り 過ぎていて邪魔だと い
う逆のお声を頂いたのは 、リーマンショック の後 です。ですから、４ 割を 切ってくると、どち ら
かというと車が余り 過ぎ る。特に、実は警察 等か らは緊急車両が通れ なく なる。例えば銀座で す
とか六本木、赤坂辺 り、 もしくはその辺りで 普通 の自家用車が入れな いほ ど車があり過ぎると い
うお声を頂くケース がご ざいます。ですから 、４ 割は超えていないと 多過 ぎだというお声が多 く
て、55％を超えると 何と なく今度は捕まらな いぞ という声が非常に大 きく なる。このように、 私
は体感として考えて いま す。ただ、当然雨の とき はこれががっと上が りま すので、やはり捕ま ら
ないと言われ、逆に 秋晴 れの日はぐっと下が って くることになるかと 思い ます。補足でした。
○国土交通省鶴田自 動車 局旅客課長

あとも う一 点、御質問の中で今 回の 組替えをやったらど う

なるのか。これは数 値と してはなかなかはじ くの が難しいかと思いま すけ れども、川鍋会長が お
っしゃったような幅 の中 の、今、一番低いぐ らい の水準にあるという こと と、今回狙っていま す
短距離のお客さんは 、短 距離なだけに乗って もす ぐ降りる方ですので 、そ こは期待されている よ
うに相当程度増えたとし ても、それによって 実際 に１日に走っている 距離 のうちの何％乗って い
るのかが実車率です ので 、ここに悪影響が出 て車 が足りなくなるとか 、そ ういうことではない の
ではないかと思いま す。
○井手座長代理
○蟹瀬委員

で は、 蟹瀬委員、どうぞ。

蟹瀬で ござ います。

私は４社の愛用者で１ 日６回以上タクシー に乗 っておりまして、今 日も もう４回乗っており ま
す。タクシーの運転 手さ んにいろいろお話を 伺っ て、時代と共にタク シー のサービスがよくな っ
たり、きれいになっ たりしていますので、東 京ハ イヤー・タクシー協 会の 方が非常に頑張って い
らっしゃる様子はよ く分 かります。
私 は ３ つ お 伺 い し た い こ と が あ り ま す 。 １ つ 目 は こ の 組 替 え に な の で す け れ ど も 、 こ の 1.052
キロメートルと２キ ロメ ートル以内のタクシ ーの 乗り方を、私は10回 ほど やりました。本当に 近
過ぎて、730円に あっとい う間になるのです 。ぽっと メーターがすぐ変わ って いく。それで 、タク
シーの運転手さんと お話 をしました。「そう なの です。ちゃっちゃと上が ります」と。「そう で
すか」と。その上が るの がとても心臓に悪く て、 そこで止めてと言っ たと きにちゃきっと上が る
と、運転手さんによ って はいいですという人 と、 走っていないではな いの と私が言っても、び し
っと取る方。私もシ ルバ ーの前期高齢者に入 りつ つありますので、見 せて いただくと、そうい っ
た何十円の差という のは 非常に大きな差なの です。１点は、短い距離が安く な るが、730円まで上
がるのがたった４回 です。だから、ちゃんちゃんと 上 がるのを２回ぐらい に止 めないと、730円以
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下にはならない。こ この ところを消費者がち ゃん と理解していないと いけ ないということなの で
す。それを今、古賀 委員 が値上げではないで すかというお話をしたと 思う のですが、値上げと は
言わないけれども、 でも 、明らかに私から見 れば 値上げです。なぜな らば 、私は長距離利用者 な
のです。2,500円以 上の距 離を何回も乗ります 。そ うしますと、大阪で 車に 乗りますと、5,000円
以上は半額になりま す。 長距離であればある ほど 割引はないのと、こ うな る。逆に言えば、長 距
離からたくさん取ろ うよという、この姿勢が 果た して、長距離の人が 一番 お金を落とすわけで す
から、本当にきちん とし たサービスになって いる のかどうかをお聞き した い。皆さんが、２キ ロ
メートル以内は730円 で何 度でも安く乗れます とい うことを、恐らく 広報とし てかなり訴えていか
れると思いますが、 そう ではないところは高 くな りますということも きち んと公表していただ け
るのかどうか。これ をお 聞きしたいです。
もう一つ、いろいろとこ こで実証実験、もう一つは 初乗り410円になった とき にはいかがですか
という調査をしまし たと。このアンケート調 査の 要件を教えていただ きた いのです。要するに 、
730円の距離までは安 くな るけれども、それ 以上は上 がるのだということ をお っしゃって案件とし
てちゃんと出された のか どうか。初乗りのと ころ だけがフォーカスさ れて いきますと、初乗り か
ら410円ではいかない 田舎 の地方、あるいは私は三鷹 などに住んでいると、そこ がどうなるのかは
分かりませんけれど も、そういうところからち ょっ と駅まで行っても、お金は1,000円ぐらいいっ
てしまいます。そう いう ことをきちんとアン ケー ト調査のときにおっ しゃ ってアンケートをし て
いるのかどうか。初乗りの みのアンケートをし て、初乗りの410円のところ だけ をアンケートなさ
っていらっしゃるの か。 同時に、タクシー離 れの 分析なのですが、こ れは 価格とサービスと、 ど
のようにしていらっ しゃ るのかをお聞きした いで す。私の感想では、 東京 駅のタクシー乗り場 は
最悪です。あれが世 界の 窓口とは思えない。 例え ば銀座のタクシー乗 り場 、全てのタクシー乗 り
場において、私たち 市民に 対してちゃんとした サー ビスがされていると は思 わない。そうすると 、
そのタクシー乗り場 も含 めて、タクシー離れ の分 析をどのようになさ って いるのかをお聞きし た
いです。
３点目です。ウー バー の話が出ました。大 変勉 強していらっしゃる と思 いますが、私はニュ ー
ヨークに行くとウー バー しか使わないです。 なぜ ならば、ルートがち ゃん と分かります。私が い
る場所が分かります 。車 情報が前もって来ま す。 そして、運転手にお 金を 払う前に、この運転 手
はどうでしたかとい う評 価をします。そして 、私 のところにファクス なり メールなりで、あな た
の乗った車はここか らこ こまで走って幾らで した けれども、いいです かと 。それで、私がオー ケ
ーとやったら初めて お金 がチャリンと落ちる とい うシステムを持って いら っしゃいます。これ を
白タクと片付けてい い時 代では、私はないの では ないかと思っていま す。今、白タクですと位 置
付けていらっしゃい ます が、日本の中では白 タク なのですが、世界で ウー バーがあれだけ人気 に
なっている理由があ るわ けなので、その辺に 関し ての見解をお聞かせ いた だきたいと思います 。
最後にお願いでご ざい ますが、タクシーを広告 媒体として使おうと いう ことがありますが、 私
は拾うときに、タク シー の色を見て、デザイ ンを 見て、どのタクシー 会社 を見ながら選びます 。
それがピカチュウの 絵に なってしまうと、ピ カチ ュウだから乗ったけ れど も、がたがただった と
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いうことだってあり 得る わけですから、簡単 に言 えばそういうことな ので す。
また、私たちの車 の場 合は、日本は一番安 全に 拾えるというところ なの で、拾うというタク シ
ー、予約をするとか、そ ういうところは別な ので すけれども、拾うと いう ことに関して言えば 、
同じタクシー会社で も黒 塗りを選びます。そ れは いい車なのです。運 転手 さんもいい運転手さ ん
です。その次に、し よう がなかったら同じ会 社の 違う色の車を選びま す。 ４社が来なかったら し
ようがない、個人を 選ぶ かなというような、段々 お客様が賢くなって 選択 していくのです。そ の
ときに、広告という もの を載せて果たしてい いの か。広告の載り方で す。 それを真剣に考えて い
ただきたいというこ とが 、私の3.5のお願いで ござ います。
長くなりました。 以上 です。
○井手座長代理

３ 点と お願いのようなもの が出 ましたけれども、こ れに 対して何かございま す

か。
○一般社団法人東京 ハイ ヤー・タクシー協会 川鍋 会長

まずは、１日 ６回 も御乗車、誠にあり が

とうございます。タ クシ ー業界を代表して御 礼を 申し上げます。
おっしゃったとお り、 もし蟹瀬委員が長距 離を ずっと乗っていただ いて いる方であれば、我 々
にとって大変ありが たい のみならず、もしか した らおっしゃったとお り、 蟹瀬委員に対しては 値
上げという側面にな って しまうということが 現状 ではないかと考えて おり まして、そこはこの 制
度上、確かに蟹瀬委 員に 対してはそうなって しま うなと私も正直、認 めざ るを得ない状況でご ざ
います。
ただ、その中で、 決し て我々は長距離のほ うが 値上げになることを 隠し て、初乗りが安くな る
ことだけを喧伝（けんでん ）しているつもりはなく、きちんと媒体に、世の中に 発表する際には、
我々は値上げとも値 下げ ともなかなか言いに くく 、基本的には運賃の 組替えでございますとい う
形で、ただ、遠距離 の場 合は値上げになるこ とが 多いことになると思 いま す、短い距離の場合 は
値下げになることが 多い ということでござい ます という現実をお伝え する 活動をしております 。
どうしても、それが マス コミ等の捉えられ方 によ って解釈が、人数ベ ース で言いますと安くな る
方が多い関係で、そ うい うようにマスコミで もや や値下げのような形 で言 われてしまっている ケ
ースも結構多うござ いま して、我々協会とし ても 誤解を与えてはいけ ない なと日頃から懸念し て
おりました。蟹瀬委 員の 御指摘を受け止めて、き ちんとした正しい広 報活 動をより繰り広げる 必
要があると勉強させ てい ただきました。
それから、タクシ ー乗 り場についてです。 これ もおっしゃったとお り、 実は非常に多くの方 か
ら、短距離が安くな るの はありがたいのだと 。だけれども、同時にタ クシ ー運転手舌打ち禁止 条
例でも作ってくれと 私は 言われることもあり まし て、要するに、特に 乗り 場で大分時間を並び ま
すと、短距離のお客 様に お乗りいただいたと きに 運転手が非常にぞん ざい な態度をとることも 、
残念ながらいまだに よく 私も指摘されるとこ ろで ございます。これに関して は、今回410円になっ
て、東京駅もそうで すし 、銀座等々、様々な 乗り 場で並ぶ一人一人の 運転 手たちが、きちんと こ
の業界の取組を理解 でき るように、我々とし ても 教育及びきちんとし た情 報の共有をせねばな ら
ないと思っている次 第で ございます。ですか ら、 乗り場に関しては、 引き 続き努力をしてやっ て
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いきたいと思ってお りま す。
アンケート調査に 関し ましては、これは国 土交 通省様のアンケート でご ざいますので、譲り た
いと思いますが、ウ ーバ ーに対しては、おっ しゃ るとおり、これもな かな か難しい面がござい ま
して、我々業界の立 場と しては、特に免許を 持っ ていない方がやられ る、 ニューヨークで言え ば
ウーバーＸというタ イプ でございます。これ は現 行法制度上認められ てい ないことは我々も理 解
し、ただ、我々もそ うい ったものを批判する のみ ならず、ウーバーが なぜ 世界で人気になって い
るのかを詳細に分析 し、今、必死になって取り入れて いる最中でございま す。特に東京ハイヤー ・
タクシー協会でやっ てお ります「スマホ de タッ くん」というアプリ 、そ れから、各社様々な ア
プリを出しておりま して 、ほとんどのアプリ にお いて、先ほどおっし ゃっ たような車両の番号 が
事前に分かるですと か、 評価できるとか、後 で領 収書がメールで行く とか 、ある程度ウーバー に
倣った機能を鋭意取 り入 れておりまして、ま だま だそれはウーバーに かな わないところが多い の
でございますけれど も、 必死で追い上げて、 必ず 近々、アプリといっ た面 に関しては、同じよ う
な利便性を消費者の 皆さ んにお届けできるよ うに 努力してまいりたい と思 います。
最後、広告して使 うの と、選択性を邪魔し ない ようにという御指摘 は全 くごもっともなとこ ろ
でございまして、我 々公 共交通として、タク シー 業界としてやること と私 企業として、各社で 努
力して選ばれる部分 とご ざいますので、この辺り のバランスを見なが ら、 決してそういった選 択
性を妨げることのな いよ うに注意して進めた いと 思います。ありがと うご ざいます。
○井手座長代理

ア ンケ ートについて、お願 いし ます。

○国土交通省鶴田自 動車 局旅客課長

アンケ ート につきましては、質 問票 の中には今回の運賃 は

どうだという詳細は 記し ていませんけれども 、同 時に乗り場でチラシ を配 ったり、看板で内容 を
説 明 し て お り ま す が 、 そ の 中 に は 、 距 離 に よ っ て は 約 ５ キ ロ メ ー ト ル 以 上 に な る と 、 現 行 の 730
円 タ ク シ ー の ほ う が 安 く な る 場 合 が あ り ま す と い う よ う な こ と は 申 し 上 げ て い ま す 。 た だ 、 410
円タクシーよりも730円タ クシーのほうが安く なる 場合がありますと記 載し てあります。
報道もその後、私 も注 意して見るようにし てお りますけれども、社 説も 含めて長距離のほう が
高くなるのだという こと には触れていただい てい るメディアが多いと は思 います。重要なのは 、
蟹瀬委員がおっしゃ るよ うに、消費者の方に ちゃ んと分かるように伝 える ということだと思い ま
すので、こう言 っているか らいいのでしょうと いう ことでは全くないと 思い ます。東京ハイ ヤー・
タクシー協会からも あり ましたが、そこをし っか りと周知をしていく とい うことかと思います 。
○井手座長代理

あ りが とうございました。

時間も迫っており ます ので、陶山委員、ま だ幾 つもありますので、端的 によろしくお願いい た
します。
○陶山委員

端的に とい うことで、１点だけ お聞 きしたいと思います 。協 会からいただいた資 料

の16ページでござい ます 。今回の組替えの御 提案 によって、料金の増 加の 傾斜がきつくなって い
るということで、長く乗れ ば乗るほど少し値上 げの 幅が大きくなります よと いうことなのですが、
このグラフを拝見し ます と、料金が高くなる ゾー ンの方たちが22％前 後、 ここが営業収入の52％
を占めているという こと で、この利用者の選 択が 経営に与える影響は かな りあるのではないか と
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拝見いたします。
この高くなってい く利 用者の属性をどのよ うに 見られて、ここの価 格弾 力性はあるとは予測 で
きますので、この辺 りの 利用者の、どういう 選択 をされて、経営に大 きな 影響を与えないのか ど
うなのか、見通しを お聞 きできればと思いま す。
○井手座長代理

あ りが とうございました。

それでは、これも 端的 にお願いします。
○一般社団法人東京 ハイ ヤー・タクシー協会 川鍋 会長

おっしゃると おり です。このエリアの お

客様は主に経費でタ クシ ー運賃を処理される タイ プの消費者が多いと 我々 は分析をしておりま す。
すなわち、自営業の 方で すとか大企業の役付 の方 です。そういった場 合に 、確かに短期的には 価
格弾力性は余り高く ない とは思われるのです が、 同時に企業のコスト 削減 という面におきまし て
は、大きな影響を与 える 可能性もございまし て、 この辺りに関しては 、我 々も非常に注意をし な
がら推移を見守る必 要が あると考えておりま す。
○井手座長代理
○陶山委員

陶 山委 員、どうぞ。

会社の 経費 で支払われる利用者 が多 いのだという御理解 なの ですが、高齢者など の

病院の通院に使うと か、タクシーを使わざる を得 ない人たちが沢山お られ ます。それが最終的 に
医療費として控除さ れた り、介護保険等で補 填さ れるケースもありま すが 、そうでないケース も
多くあります。一旦 かか った病院には長距離 であ ってもそこへ通わな けれ ばならないという家 族
とか、当然患者御本 人に とっても非常に影響 する 価格になってくると 思い ます。福祉タクシー だ
とか介護タクシーだ とか 、そういった新たな 商品 をどんどん出してこ られ ているというお話で す
ので、そういうとこ ろに 期待したいと思いま すが 、是非とも、会社持 ちで 乗っているのではな い
高額の料金を払わな いと いけない利用者に対 して の対応をもう少し考 えて いただければと思い ま
す。
○井手座長代理
○古賀委員

古 賀委 員、お願いいたしま す。

何度も 申し訳ありません。21ペ ージ の先ほどの初乗りの 実証 実験のことなのです け

れども、私も蟹瀬委 員ほ ど頻繁には乗りませ んけ れども、週に２回か ３回 は乗ります。
○一般社団法人東京 ハイ ヤー・タクシー協会 川鍋 会長
○古賀委員

ありがとうご ざい ます。

この実 証実 験、私も新橋から神 谷町 まで乗ったのですけ れど も、はっきり言って 変

わらないのです。む しろ 割高になる場合もあ る。 実際に乗るのは、通 常的 に乗るのならば４キ ロ
以上なので、今回 の410円 のメリットは本当に 右左 が分からなくて目的 地の 近くに行きたい外国 人
などは非常にメリッ トが あると思うのですけ れど も、この外国人の わずか167人のアンケートのと
ころで、浅草で25％ の人 が高いと感じている とい うところは、かなり 重要 なところだと思うの で
す。新橋や新宿で外 国人 が頻繁に乗るのかと いう と、それはちょっと 疑問 で、浅草は観光地な の
で、外国人の方はよ く乗 ると思うのです。そ うい う意味では、今回の 先ほ ど余り強調して初乗 り
が安いということは前面 に出さないと伺った ので 安心はしましたけれ ども 、全体的には私も値 上
げではないかと考え てい るということを再度申し 上げたい。
それから、東京ハ イヤ ー・タクシー協会さ んが 、20ページ以降、タ クシ ー業界の新たな取組 と
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して、シェアとか事 前確定 運賃とか乗り放題、これは すごくいいお取組だ と思 うのですけれども、
実際にこれまで20％ の強 制減車とか、度重な るい ろいろな特措法によ る減 車やいろいろなこと が
訴訟も含めて起きて いた わけなのですけれど も、 そういうことを踏ま えて 、こういう相乗りタ ク
シーや事前確定運賃 、い つ頃をめどにこうい うこ とが可能なのかとい うめ どと、改革を阻んで い
るものはないのかと いう ことをお聞かせくだ さい 。
○井手座長代理

以 上の 点、いかがですか。

○一般社団法人東京 ハイ ヤー・タクシー協会 川鍋 会長

実証実験も御 協力 いただきまして、あ り

がとうございます。 申し訳ありません。余り 実感 いただけなかったと いう ことで、真摯に受け止
めて、きちんとした 広報 及び周知を徹底いた した いと思います。
その上で、新しい 取組 、我々は1970年がタ クシ ーに御乗車いただい たお 客様の人数のピーク で
ございまして、以来 、残 念ながら46年間右肩 下が りを続けております 。こ れは主には公共交通 機
関、特に地下鉄 、電車の 発 達によるものだとも 理解 しておりますが 、ずっと初 乗りを上げてきて、
従来のやり方が効い てい ない。この辺りで我々もも う105年という大分長 い産 業でございますので、
新しい方向を向いて 、し っかり経営をしてい かな ければいけないとい うこ とが、最近の我々の 目
指すところでござい ます 。
大変手前みそでは ござ いますけれども、私 が東 京の会長になったの は２ 年前でございまして 、
私の前会長が私の父 と同 じ代でございまして 、で すから、今年79歳で す。33年の年齢を隔てて 、
それも一つ、タクシ ー業 界全体として変わら ねば ならないということ で、 大分業界としては若 い
私にバトンが託され た。 以来、とにかく時代 にマ ッチできる体制を築 くべ く、様々な努力を続 け
たいと思っておりま す。
事前確定運賃等に つい て、これは国土交通 省と 一生懸命いろいろと 検討 させていただいたり 、
また、当然業界の中 でも様々な意見がござい ます ので、今までですと 、少 し議論をして、例え ば
業界の論理でこんな もの はだめだとすぐ終わ って しまったようなこと もき ちんと何度も取り上 げ
て、何度も議論して 、い いことは実現する方 向で 何とか前に進めよう と考 えております。
続きは是非お願い いた します。
○国土交通省鶴田自 動車局旅客課長

今、川 鍋会 長がおっしゃったこ とに 加えて、まず、前段 で

ありました、すぐ上 がっ てしまってという話とか 、その前のいろいろな御 指摘も含めて、我々 が
看過できないと思っ てお りますのは、現に730円 を 今、払っている人が、実際 に乗っている距離は
平均すると1.4キロ メート ルで、要は２キロメ ート ルよりも短くて730円を払 っている。これはあ
る意味余分に払って いる という見方もできる わけ で、なるべく乗った 距離 に応じて負担してい た
だく。移動する距離 がタ クシーに乗ったとき のま ず一番の便益ですの で、 そこに見合った額を 負
担していただきたい とい うことがベースには あり ます。ただ、もちろ んだ からと言って、長距 離
の人が上がっていい のだ とか、そういうこと では なくて、度々御指摘 いた だいているように、 今
回やろうとしている こと を正確に伝えていく こと が一番大事かと思い ます 。
新しい取組につき まし ては、業界の体質的 なお 話もありましたが、 これ は行政のほうも新し い
ことに取り組んでい こう という気風に欠ける とこ ろがあったのは事実 だと 思います。これは遅 ま
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きながらかも分かりませ んけれども、業界側 から も行政側からも新し いこ とに取り組んで良くし
ていこうということ を今 、始めつつあるとい うこ とで御理解いただけ れば と存じ上げます。よ ろ
しくお願いします。
○井手座長代理

今、御 指 摘のあった点ですけ れど も、初乗りが730円で払 い 過ぎているのは、こ

れは別におかしくはない と思うのです。国鉄 だっ て初乗りは高いわけ です ね。あとは距離に応 じ
てもっと安くなって いる わけです。長距離乗 る人 は単位当たりの料金 は安 くなっている。これ は
固定費を誰が負担す るの かという話で初乗り を高 くしているというこ とで 、それは別におかし い
とは私は思わないの です けれども、それであ れば 、長距離乗った人は 単位 当たりの料金を安く し
ないと。そういう料 金体 系もあり得ると思う ので す。
矢野委員、どうぞ 。
○矢野委員

２度目 です 。すみません。

今回は新しい取組 の一 つと捉えていきたい と思 いますし、今日、東 京ハ イヤー・タクシー協 会
さんから様々な新た な取 組をいろいろ説明し てい ただけたので、その 辺が 意欲的に行われてい る
ことは本当に大事な こと だと思っています。一方 で、こういった改定 のと きには必ず意見聴取 を
しなければいけない とい うことで、19ページ のと ころには、意見、説 明会 の事も出ていますが 、
それにしては声が少 ない なと思いますのと 、協議会 の声が実際には今日 は紹 介されていないので、
正に協議会のほうの 声。マスコミ等はこの間 のこ ういった経緯につい て、いろいろ取り上げて 、
かつ、それぞれ関係 者か らもいろいろ声を聞 いて いますけれども、例 えば 薄利多売になって運 転
手さんの負担につな がる のではないかとか、 長距 離運賃が高くなると いう ことで、かえって長 距
離のお客さんが減っ て収 入が減るのではない か。 そういった懸念も実 際に は声としてはあるわ け
ですね。私も大変心 配を しております。本当 に経 営が安定していくだ ろう か、収入がきちんと 確
保できるだろうか。 今の ところ、数字上の算 出な のですが、そうなる と、事後のフォローや検 証
をどうしていくのか も非 常に重要になると思 いま す。規定では、事後 につ いては事業団体にお い
て労働条件の改善状 況や 合理化計画の実施状 況を 公表することが必要 であ ることは定められて い
ますし、行政側は、 運賃 の変更命令が一つの事後 の対応としてありま すが 、しかし、初乗りの と
ころを高齢者の方と併せ て外国人の方にも沢 山利 用してほしいという こと であれば、少なく とも、
オリンピック・パラ リン ピック開催の2020年 まで はずっとこの状況が 続か ないと、そして、で き
れば2020年までに、 確か に実車率も増えてい るし 、収入も一定増えている といういい状況がな さ
れないと、今回のこ うい った改定がいい意味 をな さないわけですから 、そ の辺、少なくともあ と
３年をどうしていく か。 しかし、その３年の 間の 実際には来年ぐらい から 実施になると思いま す
けれども、その直後 も含 めて、事後検証なり フォ ローをそれぞれ国交 省さ んなり業界団体さん は
どう考えていらっし ゃる か、お聞かせいただ きた いと思います。
○井手座長代理

そ れで は、いかがですか。

○一般社団法人東京 ハイ ヤー・タクシー協会 川鍋 会長

ありがとうご ざい ます。

確かに労働組合 、それか ら、個々の運転 手と私も話 すにつれ、懸念 の声は多々 聞いております。
個別の運転手にとっ てみ れば、今まで１キ ロメート ルでも730円もらえた のに という感覚にどうし
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てもとらわれがちで すの で、その辺りは彼ら のそ ういう気持ちもよく分か るということもござ い
ます。その中で、労 働強 化になるという側面 も否 定はできないと思い ます 。また、先ほどの長 距
離低減という新しい 考え 方も頂きましたので 、そ ういったことも考え なが ら、事後のフォロー に
関しましては、我々 も経 営者として日々数字 も見 ておりますし、また 、そ れは定期的に月ごと に
全事業者が国土交通 省に 運送実績と称して報 告さ せていただいており ます ので、我々はミクロ の
目線で、そして、運 転手 の声も日々聞きます ので 、我々もものすごく 自身 でどきどきしながら や
っているという側面 もあ りますので、きちん とフ ォローいたしたいと 思い ますし、恐らく国土 交
通省様に関しまして も、 きちんとフォローい ただ けるのではないかと 考え ております。ありが と
うございます。
○国土交通省鶴田自 動車 局旅客課長

事後の 検証 は、特に新しい試み です ので、非常に大事だ と

思いますので、よく 連携をとってやっていき たい と思います。
○井手座長代理

予 定し ていた時間が過ぎま した が、いかがでしょう か。

蟹瀬委員、どうぞ 。
○蟹瀬委員

１点お 願い があります。迎車料 金な のですが、この辺も 入っ ていないのですけれ ど

も、迎車料金が300円のと ころと400円のとこ ろがあ りますね。それで競 争な さっているかと思う
のですが、シル バーの方が410円で、雨の日 にどこか 行きたい、病院 に行きたい というときに、迎
車利用金400円だと810円 になってしまいます ね。 ですから、シルバー パス というものが電車に も
あります。バスにも あり ます。福祉だけでは なく て、かなりシルバー の方 が増えていらっしゃ る
中で、迎車料金の割 引と いうことも、せっか く関 係者がいっぱいいら っし ゃいますので、考え て
いただければうれし いで す。
○井手座長代理

よ ろし いですか。

○一般社団法人東京 ハイ ヤー・タクシー協会 川鍋 会長

真摯に受け止 めて、勉強させていただ き

ます。ありがとうご ざい ます。
○井手座長代理

そ のほ か、何かございます か。 よろしいでしょうか 。

それでは、これで 質疑 応答は以上といたし ます 。国土交通省並びに 東京 ハイヤー・タクシー 協
会の方々、どうもあ りが とうございました。
○一般社団法人東京 ハイ ヤー・タクシー協会 川鍋 会長

ありがとうご ざい ました。

≪３．閉会≫
○井手座長代理
○丸山参事官

そ れで は、事務局から連絡 事項が ございましたら、よ ろしく お願いいたします。
本日 は、 熱心な御議論、どう もあ りがとうございまし た。

次回の会合につき まし ては、11月９日、水 曜日 、午後４時からの開 催を 予定しております。
○井手座長代理

そ れで は、本日はこれにて 閉会と いたします。どうもありが とうございました。
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