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１．開会
２．東京のタクシー 運賃 組替えに関する調査 会の 取りまとめについて
３．閉会

≪１．開会≫
○丸山参事官

それ では 、そろそろ時間にな りま したので、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 い中、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23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、白山委員、松 村委 員、山内委員、消費 者委 員会担当委員の長田委
員、蟹瀬委員が御欠 席との連絡をいただいて 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 。
議事次第下部のほ うに配付資料一覧をお示 しし ております。お手元 の資 料の中で不足がござ 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。
議事録につきましても 、後日、公開するこ とと いたします。
それでは、古城座 長、 以後の議事進行のほ う、よろしくお願いいたしま す。

≪２．東京のタクシー運賃組替えに関する調査会の取りまとめについて≫
○古城座長

今日は 、出 席者がちょっと少な くて 寂しいのですけれど も、 事務局のほうから答 申

案の原案をまとめて いた だきましたので、ま ず、 それについて説明を お願 いいたします。
○丸山参事官

まず 、答 申案を御説明させて いた だきます前に、前回 の会 合で委員のほうから 御

指摘がありました国 土交 通省への質問事項に 対す る御回答について、 私の ほうから説明させて い
ただきます。
前回、11月９日の 公共 料金等専門調査会に おき まして、委員のほう から ３問ほど御質問いた だ
きました。
まず、第１でござ いま すけれども、タクシ ー運 転手の方の賃金にお ける 歩合制と固定給の比 率
については、一般的 にど のようになっている のか ということで、陶山 委員 のほうから御質問が ご
ざいました。
こちらの国交省か らの 回答でございますけ れど も、タクシー運転手 の賃 金における歩合制と 固
定給の比率について は、 事業者によって異な りま すが、平成21年に一 般社 団法人全国ハイヤー ・
タクシー連合会が実 施し た調査結果。
これは、お手元の 参考 資料１を御覧になっ てい ただければと思いま す。 こちらにおきまして 、
固定給の賃金支給総 額に 占める割合は平均６ 割と なっているというこ とで す。したがって、歩 合
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制と固定給の比率に つい ては、４対６程度で ある と推測されますとい うこ とで回答がございま し
た。
それから、２つ目 でご ざいますけれども、 事業 者が運賃改定の申請を行 う際に必要となる原 価
計算書の添付の手続 につ いて、運賃組替えの 場合 には省略することが でき るとしている理由は 何
かということで、古 賀委 員のほうから御指摘 がご ざいました。
こちらのほうの回 答に つきましては、運賃 組替 えの申請においては 、初 乗り運賃の引き下げ と
加算運賃の見直しに より 、全体の運送収入が 増加 しない運賃にするこ とと しており、賄うべき総
原価の計算を改めて 行う 必要がないことから 、今 回の申請に当たって 原価 計算書の添付は不要 と
していますというこ とで 、国交省のほうから 回答 がございました。
それから、３番目 でご ざいますけれども、 前回 、全国消団連の河野事務 局長のほうにヒアリ ン
グさせていただきま した が、その際、河野事 務局 長より、タクシー特 措法 の適否を検討する際 に
指定地域等で行われ たア ンケート調査の結果 につ いて、一部言及がご ざい ました。これに関し ま
して、国交省のほう にお いて、何かまとまった資 料があれば提示して ほし いということで、こ ち
らにつきましては陶 山委 員のほうから御指摘 がご ざいました。
こちらにつきまし ては 、タクシー特措法の 特定 地域指定を検討する 際に 行われたアンケート 調
査については、特定 地域 に該当しないため、 東京 においては実施され ませ んでした。しかしな が
ら、お手元に配付し てお ります参考資料２、 平成27年３月公表のタク シーに 関するアンケート調
査結果、こちらは全 国で 行われた調査結果と いう ことで、御参考まで にと いうことで提示がご ざ
いました。
続きまして、前回 、山 内委員からのコメン トに ついて、私のほうで 読み 上げさせていただき ま
した。その中で、い わゆ るたまごっちタクシ ーに ついて、国土交通省 にお いて事後検証を行っ て
いるか。行っている ので あれば、検証結果や 、そ の検証結果が今回、生か されているのかとい う
旨の御指摘がござい まし た。
こちらの件につい ての 回答でございますけ れど も、あわせて国土交 通省 のほうから事務局に 寄
せられております 。この「 たまごっちタクシー 」、初 乗り１キロメートル、340円タクシーでござ
いますけれども、こ ちら のタクシーにつきま して は、一部の事業者独 自の 取り組みによって実 施
されたものですが、 導入 による効果検証につ いて は、国交省内に設置 され ました「運賃制度に 関
するワーキンググル ープ」の中で、東京ハイ ヤー ・タクシー協会のほ うか ら報告されましたと い
うことで回答がござ いま した。
こちらにつきまし ては 、参考資料３につい て御 覧になっていただけ れば と思います。国土交 通
省のほうからは、さ はさ りながら、今回の運 賃組 替えに当たっては、 公定幅運賃制度の適用地 域
であることから、340円タ クシーのような一部 事業 者の取り組みにはな らず、地域全体として初乗
り運賃の引き下げを 導入 することになります とい う付言がございます 。
参考でございます けれ ども、参考資料３の ２ペ ージを御覧になって いた だければと思います 。
こちらに、協会のほ うの 総評が書いてござい ます 。
読ませていただき ます けれども、総評とし て、 都内４万5,000台の タクシ ー車両のうち、1,890
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両（4.2％）による距離短 縮運賃の導入が 、総需要に 変化を与えたかどう かは 確認できない。しか
し、導入事業者によ るデ ータでは、近距離の 利用 者は確実に増えたも のの 、出番当たりの営業 回
数を押し上げるほど の期 待したインパクトは なか ったため、結果、1,230円 の減収につながって い
る。よって、一部の 事業 者での導入は、利用 者心 理を刺激し、利用者 の裾 野を広げることには 至
らないという事実は 否め ないという記述がご ざい ます。
なお、こちらにつ いて も付言しておきます けれ ども、いわゆる「た まご っちタクシー」の名 称
使用につきましては 、運 行前に「たまごっち 」の 販売元から事業者に 対し て名称使用の中止を 訴
えられたため、この 名称 で運行されたことは ない ということもあわせ て情 報として寄せられて ご
ざいます。
国交省のほうから の回 答は、以上になって おり ます。
続きまして、今般 の公 共料金等専門調査会の本 件にかかわる意見（ 案） ということで、私の ほ
うから続けて説明さ せて いただきます。
お手元の右肩に「 資料 」とあります資料を御覧 になっていただけれ ばと 思います。「（東京都
特別区・武三地区） の運 賃組替え案に関する 公共 料金等専門調査会意 見（ 案）」になっており ま
す。
まず、経緯等につ いて 、冒頭に述べており ます 。本専門調査会は、 平成28年11月１日付で消 費
者庁より付議を受け た、 いわゆる東京都区部 のタ クシーの国土交通省 によ る運賃組替え案につ い
て検討を行ったとい うこ とで、運賃組替え案 の内 容について、下部の ほう に記載しております 。
さらに、本調査会 につ いては、11月２日に 国土 交通省、それから一 般社 団法人東京ハイヤー ・
タクシー協会から、 それ から９日に学識経験 者、 消費者団体からヒア リン グを行い、調査審議 を
行った。その結果を 踏ま えた、上記運賃組替 え案 に関する本専門調査 会の 意見は以下の通りと い
うことで記述してご ざい ます。
以下、大きく３つ 、記 載しております。ま ず、 １が「結論」でござ いま す。２が「結論に至 る
理由及び課題」、「 ３． 留意事項」という構 成に なってございます。 以下 、順次、私のほうで 説
明させていただきま す。
まず、「１．結論 」で ございます。
１つ目の丸でござ いま すけれども、今回の 運賃 組替え案で示された 改定 の方向性については 、
続いて２．の中で示 す理 由により評価したい 。た だし、組替え案の実 施に 当たっては、国土交 通
省において丁寧な事 後の 検証等を実施された い。 また、消費者利益の 増進 を一層図る観点から 、
３．に示す留意事項 に関 する対応についても 事業 者と協力して併せて 検討 をされたいと記載し て
おります。
続いての丸ですけ れど も、公共料金等専門 調査 会は、しかるべき時 期に 、国土交通省による 対
応状況等についてのヒア リングを含め、運賃 組替 え後の状況の検証を 行う こととしたいという こ
とで記載しておりま す。
続きまして、「２ ．結 論に至る理由及び課 題」 ということで整理し てご ざいます。
まず、理由でござ いま す。
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今回の運賃組替え 案は 、国土交通省の説明 によ れば、人口の高齢化 や訪 日外国人の増加等に 伴
い、短距離でのタク シー 利用の需要拡大が見 込ま れることから、こう した 需要を取り込むため 、
国際的水準よりも高 い現 行の初乗り運賃を引 き下 げることとする一方 、一 定距離以上の利用に つ
いて現行よりも運賃 が高 くなる値上げ部分が ある ものの、試算上、運 送収 入全体が現状を上回 ら
ないため、収入増加 を目 的とする運賃改定で はな いとのことであった とい うことで記載してお り
ます。
続いての丸でござ いま すが、我が国のタク シー 市場は、長年にわた り利 用者の減少傾向が続 く
など厳しい経営環境 下に あり、ITを活用した ライ ドシェア等の新たな サー ビスが世界的に台頭 す
る中で、タクシーが 公共交 通としての役割を果 たし ていくためには、新 たな需 要の開拓等を通じ、
これまで取り込んで いな かった消費者のニー ズを かなえていく必要が ある 。また、現行の運賃 体
系については、長い 間の 慣行に基づくもので必ず しも合理的な運賃体 系で はないとの指摘もさ れ
ており、現行の初乗 り運 賃は国際的に見ても 標準 的とは言えないこと から 、これを正していく 方
向の変更は基本的に は推 進すべき取組と考え られ るということで整理 して ございます。
続きまして、課題 でご ざいます。
タクシー運賃の改 定を 行う場合、本来であ れは 総括原価方式の考え 方に 基づき原価の精査を 行
う必要があるが、今 回は 、収入増加を目的と しな い運賃組替えである とし て、これを省略して い
る。しかしながら、 国土 交通省から提示され た運 送収入の試算値は、 必ず しも今回のような大 幅
な運賃体系の変更を 前提 としたきめ細かな推 計に 基づくものではなく 、簡 便な手法に基づくも の
であり、収益が従前 の運 賃体系の場合と比較 して 中立的であるという 根拠 については、十分に 明
らかとはなっていな い。
このため、国土交 通省 は、事後的に、事業 者の 運送収入の状況をフ ォロ ーすることにより、 運
送収入の試算が適切 であ ったかを検証すると とも に、事業者による原 価計 算書の提出を省略し た
今回の手続きが妥当 なも のであったかを検証 する 必要がある。その上 で、 今回のような運賃組 替
えという形式の手続 き自 体についても見直し の検 討を行い、必要に応 じ、 総括原価方式の考え 方
に基づき原価の精査 を行 う手続きへの一本化 を図 るべきであるとして いま す。
続いて、また、少 なく とも、今後、運賃変 更手 続きの妥当性の判断 がよ り明確に可能となる よ
う、国土交通省にお いて は、運賃変更に伴う 運送 収入の増減に関する 試算 の手法の向上を図る べ
きであるとしており ます 。
併せて、今回の運 賃変 更について、国土交 通省 は、一定の期間の後 に事 後検証を行うべきで あ
る。その際、初乗り 運賃 や加算運賃の妥当性 を再 検討するとともに、 時間 距離併用制運賃等の 付
随する運賃制度につ いて も、現行の交通事情 に適 合したものであるか とい う観点から、必要に 応
じて見直すべきであ ると 整理しております。
最後、「３．留意 事項 」でございます。こ ちら 、大まかに４つのパ ート で整理しております 。
順次説明させていた だき ます。
まず、１つ目でご ざい ますけれども、運賃 組替 えに関する丁寧周知 とい うことで整理してご ざ
います。
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タクシー運賃は、 利用 後に事後的に確定す る性 質のものであるため 、利 用者が事前にタクシ ー
の利用の是非を適切 に判 断するためには、運 賃の 予測可能性が高いも ので なくてはならない。 ま
た、運賃の予測可能 性の 向上は、タクシーの 利用 促進にもつながるも ので あるとしております 。
２つ目の丸でござ いま すけれども、このため、 新運賃の導入に当た って は、十分な広報活動 に
より、運賃体系につ いて 消費者への丁寧な周 知を 図るべきである。特 に、 一定距離以上乗車し た
場合、運賃は現行運 賃よ り高くなる可能性が ある ことや、時間距離併 用制 運賃における加算時 間
が現行より短くなる こと については、消費者 に確 実に理解される必要 があ るとしております。
続きまして、２つ 目で ございますけれども 、ア ベイラビリティ（利 用し やすさ）の確保とい う
ことで整理してござ いま す。
初乗り運賃の引き 下げ に伴う短距離利用の 需要 の増加により、実車 率が 現状より高まる可能 性
がありますが、その 結果 、路上でタクシーが捕ま りにくくなったり、 駅前 等のタクシー乗り場 で
の待ち時間が増加し たり する状況が発生して いな いか注意深く見守り 、必 要に応じ対策を講じ る
べきであるとしてお りま す。
それから、３番目 でご ざいますけれども、 サー ビス利便性の向上と いう ことで整理してござ い
ます。
利用者が、現行よ り運 賃が安くなる近距離 の利 用であることが見込 まれ ることを理由に、タ ク
シーに乗車しにくく なっ たりしないよう、近 距離 利用者が乗車する際 の運 転手のマナー維持等 に
対して十分な対応策 を講 じるべきであるとし てお ります。
それから、２つ目 の丸 では、スマートフォ ンア プリによる配車シス テム の普及や、事前確定 運
賃の導入等、新たな サー ビスの積極的な展開 を進 めるべきである。た だし 、新たなサービスを 導
入する際には、消費 者が 利用の際に混乱した り、 高齢者等が使いにく くな ることがないよう、十
分な配慮を行うべき であ るとしております。
それから、３つ目 の丸 でございますけれど も、 通院に利用する高齢 者等 、現行より運賃が高 く
なる場合でも引き続 きタ クシーを利用する必 要の ある利用者にとって 、負 担額の増加を抑制出 来
るよう、事業者間の 競争 等を通じて、迎車料金の 割引等のサービスが 充実 することが望ましい と
しております。
さらに、４つ目で ござ いますけれども、荷 物の 多い乗客や、高齢者 、障 がい者等がタクシー を
利用しやすくなるよ う、 ユニバーサルデザイ ン車 両の普及等、タクシ ー車 両の改善を進めるべ き
であるとしておりま す。
それから、５つ目 でご ざいますけれども、 駅前 等でのタクシーの乗 車を 円滑にするため、既 存
のタクシー乗り場の 利便 性向上や新規の乗り 場の 設置を進めるべきで ある としております。
最後、４つ目でご ざい ますけれども、持続 可能 な経営環境のための 取組 ということで、２つほ
ど整理してございま す。
１つ目でございま すけ れども、運賃組替え の結 果、仮に、短距離輸 送に よる収入の減少や、 長
距離利用者の減少等 の影 響が大きくなり、事 業者 の経営を圧迫するよ うな 状況が広がった場合 、
運転手の賃金水準が 低下 し、それがタクシー のサ ービスの質や安全性 に悪 影響を及ぼすおそれ も
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ある。また、タクシ ー事 業者が適正な利潤を 確保 出来なければ、サー ビス 改善に向けた投資も 進
まない。こうしたこ とか ら、事業者の経営状 況や 運転手の賃金水準に つい ては、事後的な監視 を
十分に行う必要があ ると 整理しております。
最後でございます けれ ども、さらに、運賃 規制 全般についてでござ いま すけれども、消費者 の
利益となるような柔 軟な 運賃設定を事業者が 工夫 して行うことを必要 以上 に妨げるような硬直 的
な仕組みとなってい ない か、今後更に検証す る必 要があるということ で整 理しております。
事務局のほうで御 用意 させていただきました意 見（案）について、 説明 は以上でございます。
○古城座長

ありが とう ございました。

これは、本日、た たき 台を出していただき まし たけれども、必ずし もこ れでまとめるという 趣
旨で用意したもので はご ざいませんので、皆 さん の御自由な意見を聞 いた 上でまとめていきた い
と思いますので、御 自由 に御意見をお出しく ださ い。よろしくお願い しま す。
矢野委員、どうぞ 。
○矢野委員

取りま とめ の案文づくり、どう もあ りがとうございまし た。分かりやすい項目に な

っているかなと思っ てお ります。
幾つかの点で意見 があ りますので、随時、 何項 目かに渡って述べさ せて いただきます。
まず、１ページの 結論 の最初の丸のところ です 。言葉ですが、最後 のと ころで、留意事項に 対
しても事業者と協力 して 検討されたいと書い てあ ります。実際、留意 事項 の中身は、かなり強 目
の言葉もたくさんあ りま すし、非常に重要な 点だと 思っていますので、ここは 検討というよりも、
むしろ積極的に推進 して いただきたいなと思って いますので、その旨 が入 るようにしていただ け
ればと思います。
それから、３ペー ジの 「留意事項」につい てです。
まず最初の、運賃 組替 えに関する丁寧な周 知に 関してですが、タク シー 運賃自体、決め方が 一
般消費者には非常に分か りにくいところで、 上限 と下限、幅があると いう こと自体も余り知ら れ
ていないことです。今回、仮に410円となると、そ れ はそのままなのだろ うと 受け取られると思い
ますが、一定の幅で 決め られるということを 周知 すること。
それから、今回の 運賃 は適用エリアが、結 果と しては東京都全域で はな いということですね 。
23区と武蔵野・三鷹 地区 ということで、東京 都内 はかなりいろいろな エリ アのタクシーが行き 来
しますから、現行の730円 を基本とするタクシ ーと、かなり混じり合う部 分が あるので、ここでは
運賃適用エリアを明 確に記してほしいのと 、730円 エリアもあるという こと も丁寧な周知の中に 入
れておく必要がある ので はないかと思います 。
○古城座長

途中で 申し わけないですけれど も、営業区域があって、 例え ば横浜の車が入って き

て、東京でお客さん をと って、東京の中で運 ぶの はできないのです。 片足 規制というものがあ っ
て、東京でとったお客さん を運べるとしたら、横浜でおろす場合だけ。だから、余り混乱はない。
○矢野委員

ただ、 三鷹 や武蔵野、隣接して いる 地域では、自分のと ころ でタクシーが捕まら な

いと、ほかを呼んだ りす る可能性もあるので 、こ こは都内で利用する。
○古城座長

呼んでも、 横浜で運ぶしか。
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○矢野委員

分かり まし た。それにしても、 誤解 のないように周知し てほ しい。

次のサービス利便 性の 向上は、ここは少し 補足 が必要かなと思って いま す。１つは、タクシ ー
そのものが公共交通 機関 であるという位置づ けは あるのですが、その 公共 交通機関としての役 割
が十分果たせている かど うかというのが、時 代の 進展とともにだんだ ん弱 くなっている面があ る
かなと思っています 。大 事なことは、利用者 にと って役に立つという こと と、事業者の経営が 成
り立つことは、公共 交通 機関としての役割と して は重要だと思います 。そ のために総括原価が 入
れられているので、 そう いった役割を十分果 たせ るための行政の支援 も必 要だと思っています 。
それを前提とした 上で 、今後のタクシー業 界で まだまだ努力しなく ては いけないこともたく さ
んあるわけですが、 公共 交通機関としての役 割を 果たす上では、タク シー 形態でなければ利用 で
きない、公共交通弱 者へ の利用促進というの は更 に進めていくべき。 高齢 者のこととか出てい ま
すが、一部妊婦さん 用の タクシーの対応がな され ていますが、こうい った ことをもっと積極的 に
して、まさに公共交 通機 関としての役割を、 タク シーならではで果た して いくことも大事かな と
思います。
それから、サービ スの 利用時間のことです が、 少しセーブされてき てい ますけれども、全体 的
に日中は供給過剰さ を実 感する場面が結構あ るの ですが、逆にアンケ ート でも出ていましたけ れ
ども、夜間とか早朝 、ほ かの公共交通機関で カバ ーできないところに 、タ クシーがまさに役割 発
揮できないといけな いだ ろう。そういったと ころ の取り込みもしっか り果 たしてほしい。
それから、サービ ス利 便性のために、利用 者か らの声というのは、 運賃 改定のときには一応 意
見聴取という場があ りま すが、それも限られ た消 費者団体しかありま せん し、実は、個人タク シ
ーのほうは定期的に 一定 の消費者団体と懇談 を毎 年開いています。そ うい った場で利用者から タ
クシー業界への要望 とか も出せるわけですが 、今 回のような個人タク シー ではない、事業経営 の
ところのタクシー協 会とはそういった場もな いの で、協会として利用 者と の懇談を、改定運賃 の
ときの意見聴取だけ にと どめず、積極的に行 って ほしいなと思います ので 、そういった場、意 見
を利用者から聞く場 づく りももっと必要では ない かと思います。
最後になりますが 、持 続可能な経営環境の ため の取組の２つ目のポ ツの ２行目に、硬直的な 仕
組みということで、 私は、これはよく言って くだ さったなと思ってい ます 。今回のところでは 余
り出てきませんでし たが 、１つには、下限運 賃に 対して幾つか裁判が 起こ されて、ほとんど国 交
省が負けている状態 の中 で、国交省は具体的 には 下限運賃引き下げを10月 に行った。裁判が起 こ
されて、その上で下 限運 賃の引き下げを検討 した という対応自体は、 本来 であればもう少し柔 軟
な対応がまさに必要 では ないかということで 、ここ の２つ目の内容には 私は 賛同するところです。
そういった意味で 、こ の内容はいいかなと 思い ますので、よろしく お願 いします。
○古城座長

この報 告書 のたたき台の全般的 な方 向性とか、そういう もの についてはどうなの で

しょうか。
○矢野委員

私のほ うは 、今、要望した部分 を更 に補足するという形 で、 基本的にはいいかな と

思いますが、もう少 し皆 さんと意見交換して 。
○古城座長

分かり まし た。
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陶山委員、どうぞ 。
○陶山委員

幾つか 発言 させていただきたい と思 います。

結論のところです が、 この方向を評価した いと いうことですが、今 回の 組替えによって値上 げ
部分を負担していく 層が 、ハイ・タク協会か ら出 された資料によりま すと 、22％ありまして、 こ
れは決して小さいと は思 えないということで す。 よって、この結論の 部分 に方向性としては全 般
的には評価するのだ けれ ども、この22％のと ころ はどうしても使わな きゃ いけない人たちも入 っ
ていますので、そこ への 配慮を忘れてはなら ない という１行を足して いた だけないかなと思っ て
おります。
それに関連して 、留意事 項のところですが 、サービ ス利便性の向上の３ つ目 の丸です。これ は、
事業者間の競争等を 通じ てということで書か れて いますが、迎車料金 の問 題ですね。事業者間の
競争等を通じてとい うの は、前回、寺田教授がお っしゃったことなの です が、ここの意味がち ょ
っとよく分からないので 、どういうことを期 待し て書かれているのか 、教 えていただきたいと い
うことと。
それから、迎車料 金に ついては、長距離の 負担 が大きくなる人たち にと って、ここはバータ ー
できないか、もう少 し踏 み込んだ書き方がで きな いかなと思っていま す。
あと、持続可能な 経営 環境のための取組と いう ことで、ここは少し あっ さり、さらっと行き 過
ぎているかなと思い ます 。なぜなら、今回の組替 えは、山内委員から も指 摘されていましたよ う
に、前回の340円タクシ ー のところは、一定利用は あ ったのだけれども、そこ の 利用者層を広げて
いくような、全体の 収益 を賄えるほどの広が りは なかったということ で、いわゆるたまごっち タ
クシーと今回は全体 で取 り組むということで 状況 は違うかもしれませ んけ れども、今日読んで い
ただきました総括の とこ ろであったように、 利用 者の新たな掘り起こ しに つながらなかったと い
うことも、今回のケ ース についてもあり得る 。そ の可能性を持っての 組替 えであろうと考えて い
ます。
よって、そういっ た場 合に影響をこうむる 可能 性があるタクシード ライ バーの労働環境とい う
ものについても配慮 した 指摘をしておかなけ れば いけないかなと思い ます 。なぜなら、利用者 の
安全性とか利便性あ るい は満足度といったも のに 直結するだろうと思 うか らです。ドライバー の
労働環境ですね。ヒ アリ ング等でもありまし たが 、まず、18時間を超 える という労働時間につ い
ても、今後、いろい ろな 経営環境の改善、取 組を していかなければな らな いということだろう と
思います。
それから、質 問に対して 回答いただきました 中に、参考資料１の１ペー ジ、月 例賃金の構成で、
30％近くが歩合給の みで 構成しているという状況 にあるということで すね 。寺田教授にこのバ ラ
ンスをどう考えたら いい のでしょうかとお聞 きし たときに、最低賃金 でチ ェックしていくこと が
大事じゃないかとお 答え になったと思います 。歩 合給のみで月例賃金 を構 成している場合は、 最
低賃金をクリアする のかが非常にグレーとい うか 、難しいのではない かと 思えます。こういっ た
ところへの国土交通 省か らのチェックも必要 にな ってくるのではない かと 思いますので、それ は
消費者の安全性、利 便性 、満足度につながる とい う観点から、こうい った 労働環境についての チ
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ェックも、より細か くし てほしいということ で、書き加えていただけ たら と思います。
幾つかありますが 、そ れぐらいで。
○古城座長

古賀委 員、 どうぞ。

○古賀委員

まとめ の案 をありがとうござい まし た。大変難しいとい うか 、まとめにくい課題 だ

と思いますけれども 、全 体的に今回の運賃の 改定 が値上げなのか値下 げな のかというのが、こ の
報告書だと、それを 容認 しているのかも含め て、一見して、ちょっと分か りにくいなという感 じ
がしました。
それで、最初の結 論の ところですけれども 、こ れは今回、組替えと いう ことで出されている わ
けですが、この組替 え案 として出されているもの について、私たちと して は、矢野委員が今、 お
っしゃられたように 、消 費者利益の増進のた めに 、今後もという点をつけ 加えていただくとい う
ことはもちろんそう なの ですけれども、この 結論 に至った理由と課題 とがざっと書いてあるの で
すけれども、この理 由と 課題のところをもう 少し 整理する必要がある のか なと思いました。
この結論の最初の とこ ろは、今回の運賃の 組替 えを容認するという か、 認めることになると 思
うのですけれども 、この組 替え案は、国交 省の説明に よれば、人口高 齢化や訪日 外国人の増加で、
短距離タクシーの需 要拡 大が見込まれるので 、こ このところを国際水 準に 合わせて初乗り運賃 を
引き下げましょうと いう ことが１つあったと 思い ます。そこの部分は 、確 かに初乗り運賃の部 分
は値下げという評価 をし ていいと思いますの で、 初乗り運賃を引き下 げる こととなる。
しかし、一方で一 定距 離以上の利用につい て。 これは、もう少し細 かく 、例えば「おおむね ４
キロメートルを超え る部 分については」とい うこ とを入れていただけ ると 、分かりやすいかな と
思いますけれども、 ４キ ロメートルを超える 中長 距離については、現 行よ りも運賃が高くなる、
つまり値上げ部分と なる ということをはっき り言 っていただいたほう がい いのかなと思いまし た。
ただ、これは国交省 の説 明によれば、試算上 は運 送収入全体が現状を 上回 らない、増加目的の運
賃改定ではないので 、こ れは組替えの範囲と して 考えられるというこ とで 、いろいろな原価算 定
における書類も省略 でき るということを調査 会で は一応納得したのだと私 は考えております。
それから、２番目 の理 由の②のところはそ のま までいいと思うので すけ れども、運賃組替え 後
の値上げ、値下げと いう か、消費者に対する 、こ れを容認した理由として 、その課題の①のと こ
ろをむしろ理由とし て、 １つ上のほうに入れ てい ただきたいと考えま した 。
これは、タクシー 運賃 の改定を行う場合、 本来 であれば総括原価方 式の 考え方に基づき原価 の
精査を行う必要があ るが 、今回は、収入増加 を目 的としない運賃組替 えで あるとして省略して い
るということなので すけ れども、そもそも運 賃水 準についての妥当性 につ いて、私たちは具体 的
に細かく検討したわ けで もないし、その算定 に係 る細かな資料もそん なに 拝見しているわけで は
ないので、ここのと ころ は、タクシー運賃改 定に おける総括原価方式 が、 事業の経営に必要な 営
業費に適正な利潤を 加え た総括原価を求め、 総収 入がこれと等しくす るよ うに運賃水準を決定 す
る総括原価方式を用 いて いるという説明を少 し入 れていただいて、今 回の 場合には、「国交省 の
試算値というものは」と 、ここにつなげてい ただ けたらと思いました 。
それから、１．結 論の ２番目に、組替え後 の状 況の検証を行うこと とし たいとなっておりま す
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ので、これは事後の 検証 を行う必要性につい て考 えた理由が、２ペー ジの 理由のところには書 い
ていないように感じ まし たので、ここのとこ ろは 課題の丸の２つ目を 理由 として、上に引き上 げ
るというか、ここを 理由 にしていただくと、 全体 的に文章のまとまり がよ いのではないかなと 思
いました。
とりあえず、以上 です 。
○古城座長

ありが とう ございました。

井手委員。
○井手座長代理

タ クシ ー業界というのは、全般 的に大手の寡占化が 進ん でいるというところ を

きちんと理解してお かな いといけないと思い ます 。というのは、寡占 化し ているので、大手以 外
のところは非常に経 営が悪化しているという のは 事実なので、それを 全体 にしたときに、悪い と
ころだけ取り上げる と、 労働者の待遇が非常 に悪 いというのが顕在化 して くるわけです。タク シ
ー業界は、前回も言 いま したけれども、タク シー 会社がもうかってい るか どうかというのは分 か
らないわけです。寡 占化 しているので、多分 利益 は出ている、もうか って いるはずです。
それが、2009年に 再規 制した後にどうなっ てい るかという検証を全 くし ていないです。2009年
から現在に至るまで 、再規 制したことによって、多分 、タクシードラ イバーの待 遇が改善されて、
その趣旨からすると 、重 大事故が少なくなっ てい るはずなのです。そ れを 全く検証しないで、 今
回のことを議論する とい うのは、私は最初か ら抵 抗がある。
１ページ目の結論 です けれども、２行目に 「評 価したい」。私は、別に 評価するというので は
なくて、「理由によ り、 理解はするけれども 、組 替え案の実施に当た って は」。実施されたい 、
検討されたいという 控え目ではなくて、実施 すべ きとか、検討すべき とか 。あるいは、２つ目 に
ある、運賃組替え状 況の 検証を行うべきと、 こう いうふうに書いたほ うが 、消費者委員会とし て
の存在意義というか 、き ちんと示す意味では いい のではないか。
冒頭に言ったよう に、 タクシー業界の最大 の問 題は、サービス競争 が行 われていない。ある 意
味で昔の規制で運賃 が自 由に設定できない中 で、 タクシー事業者の自 然淘 汰がないというとこ ろ
が問題だと私は思っ てい るので、一番最後の 持続 可能な経営環境の取 組と いう４ページ目でも 、
「柔軟な運賃設定を 事業 者が工夫して行うこ とを 必要以上に妨げる」。こ の「必要以上」とい う
言葉は、私は必要な くて 、柔軟な運賃設定が 可能 になるように事業者 が工 夫して、いろいろな 料
金メニューができる よう に、そして、サービ ス競 争が可能になること によ って、タクシー事業 者
の自然淘汰みたいな もの が起こることが望ま しい のではないか。
以上でございます 。
○古城座長

ありが とう ございました。

矢野委員、もう一 回で すね。
○矢野委員

古賀委 員と井手委員のお話を聞 いて 、２ページの理由の とこ ろです。１ページの 結

論のところで「ただ し」 以降に「検証を実施 され たい」という非常に 強い 要望があって、この 間
の議論で私自身がす ごい 気になっていたのは 、４ ページにある持続可 能な 経営環境のための取 組
の最初の丸の部分で す。
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予測されそうなこ とは 、短距離輸送による 収入 の減少とか、長距離利用 者の減少等の影響の 可
能性もあるわけで、 その ことでの経営圧迫と いう ことが、ひいては労 働環 境の悪化につながる と
いうことも懸念され るわ けですから、このこ と自 体が検証をしっかり して ほしいという理由の 一
つにはなるのではな いか と思いますので、む しろ 最後の留意事項に入 れる よりも、これは理由 の
中に入れていったほ うがいいのではないかな と思 います。
井手委員のほうか ら言 われました、先ほど の大 手で寡占化されてい たり 、サービス競争がな い
という状況について も、 留意事項の持続可能 の２ つ目の丸のところにそう いったことも少しつ け
加えて、そういった 状況 が分かるようになれ ばい いなと思います。
以上です。
○古城座長

タクシ ー業 界の経営環境が悪化 する と労働者の待遇が悪 くな る、経営環境がよく な

ると労働者の待遇が よく なると、よく言うの です けれども、私は、そ れは つながっていないと 思
います。労働者の待 遇と いうのは需給関係で 決ま るわけですから、タ クシ ー業界が非常にもう か
っていても、賃金を 上げ なくても運転手さん がち ゃんと来る状態だっ たら 、それ以上、賃金を 上
げません。それから 、経 営が悪化したからと 賃金 を下げますと、運転 手さ んは応募してこない か
ら下げられません。 だか ら、それはつながっ てい なくて、基本的には タク シー運転手の需給で 決
まってくるというこ とだ と思います。
あと、タクシー業 界と いうのは需要が減っ て供 給過剰ですから、は っき り言って、こんなに 需
要が減っているのだ から 、タクシーはこんな に供 給が要らないわけで す。 だから、構造不況業 種
になっているわけで す。 そうすると、十分な 利益 は上がらないし、運 転手 さんはそんなに要ら な
いわけですから、賃 金も 下がってくるという のは 構造的な問題で、運 賃を 上げたら、不況業種 で
供給過剰なところは 、普 通の産業だとすごく 値下 げして需要を確保し よう とするわけでしょう 。
一方で、人員削減と か設 備廃棄をして供給量 を減 らす。需要を増やすと同 時に供給量を減らす と
いうので、均衡する よう に持っていこうとし ているわけですね。
ただ、タクシーの 場合 、そうじゃなくて、 供給 過剰だから収入がな い。 不況だったら、普通 は
料金を下げて、それ から 設備廃棄とかしなき ゃい けないけれども、そ れを せずに料金を上げる わ
けですから、ますま す需 要が減りますね。そ れか ら、料金を上げて収 入を とりあえず確保する の
ですから、設備を減 らす 気もなくなって、均 衡を 回復することはでき ない ですよ。ですから、 こ
れは多分、今回、値 下げ して収入を確保した よう ですけれども、構造 的な 問題が効いてきます か
ら、全体として供給 過剰 とか実車率が十分確 保で きないから、赤字は 直り ませんよ。
それは、料金規制 と関 係ないことだと思い ます ね。料金を高目に維 持し たり、もうかるよう に
維持したからといっ て、 それは直らないと思 いま す。今の料金だった ら、 需要が十分確保でき な
くて、また赤字にな ると いうことじゃないで しょ うか。
古賀委員、どうぞ 。
○古賀委員

古城座 長の おっしゃるとおりだ と思 うのですけれども、 タク シー業界が構造的に 不

況にならざるを得な いよ うな、今までの経緯 は確 かにあると思うので すが 、一方で公共交通機 関
として、社会的な弱 者、 これから高齢者とか 病気 の方とか、そういう 方が 利用しやすい環境を つ
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くるのも大事ですし 、第 １回のヒアリングの とき に、タクシー協会の 方た ちもいろいろな新し い
取り組みについて努 力さ れるということと、 国交 省でもそれをフォロ ーす るというお答えをい た
だいていますので、 そこ のところは、確かに 今の いろいろな実車率と かを 考えた場合には、悲 観
的な見方もあると思 うの ですけれども、従業 員の 資質向上とか待遇改 善と いうのはすごく重要 な
ことだと思います。
それから、脇道で すけ れども、この間、陶 山委 員が質問されたこと につ いて、今日の参考資 料
１の３ページですか 。実 は、歩合制とか固定 給と か、いろいろなやり 方を されている中で、１ つ
労働者負担制度とい うも のがあって、私は、これ は非常に問題だと思 うの ですね。この無線の 使
用料やクレジット手 数料 とか、有料道路の帰 りに 運転手さんが自分で 高速 料を払わなきゃいけ な
いというのをドライ バー の人たちが負担して いる のですけれども、こ れは むしろ事業者側の経 費
として見るべきもの であ って、これを労働者 が負 担しているのは、実 質的 に賃金を下げている こ
とになると思います ので 、こういうことにつ いて も、派生かもしれな いで すけれども、１つ、 こ
の意見書の中に入れ てい ただきたいなと思い ます 。
サービス利便性向上の 、４ページの一番最 後の 「駅前等でのタクシ ーの 」の次に「乗務員の 資
質向上、待遇改善、 負担 軽減」ということを １つ 入れていただけたら と思 っております。
○古城座長

あと、 いか がでしょうか。

陶山委員、どうぞ 。
○陶山委員

今、古 城座 長がおっしゃったよ うに 、構造的に成り立た ない 業種であるというこ と

は、このままのサー ビス であればということ だろ うと思うのですけれ ども 、アンケート調査に も
出ていましたけれど も、 自由記入のところに 、様 々なサービスが利用 者側 からは要望が上がっ て
います。そういった 中で 、タクシー業界とし ても、新しい商品なり新 しい サービスを積極的に 細
かく作っていくとい うこ とをやらなければ、 座長 がおっしゃったよう なこ とに行かざるを得な い
ということだろうと 思い ます。
私も古賀委員と同 じよ うに、そこは労働環 境も しっかり見ながらで なけ れば、当然、最低賃 金
という法的なものを しっ かりチェックしてい きつ つ、何らかの指導な り後 押しというものをし な
い限り、タクシー業 界は こういうものだとい う、 働く人もそういうい わゆ る固定観念の中で改 革
が難しいのではない かと 思います。
一旦、規制緩和し た後 、非常に供給過剰に なっ て、またタクシー特措法 のところで構造が少 し
変わってきたように 見受 けられますが、これ はち ょっと厚生労働省の 資料 を私がワード検索し た
ものですから、どの 会議 に出ていた資料か、 ちょ っと分からないので すが 、平成11年、12年の あ
たりから平成18年ま での 最低賃金の違反率の 推移 というグラフが出て いま した。一般の全産業 で
は、最低賃金の違反 率は この間、1.89が、多 くと も２％を超える程度 なの ですが、タクシー業 界
は、ピークで平成18年に17.7％。これが最低賃 金の 違反率。
その後、平成21年 にタ クシー特措法が決ま って 動いていますので、 その 後改善されているか も
しれませんが、こう いっ たチェックをしてい って 、労働環境がどうな のか ということを行政と し
ても把握し、フォロ ーし ていく必要があるだ ろう 。そこが改善できな けれ ば、利用者にとって の
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いろいろなサービス 等も、サービス産業として 充実 していくのはなかな か難 しいと思いますので、
そこは構造的にもっ と変 化していく、イノベ ーシ ョンしていくという 段階 ではないかなと思い ま
す。
今回は、組替えに 関し ての意見なので、そ こま で書くのかという御 意見 もあろうかと思いま す
が、前回も松村委員 がお っしゃいましたけれ ども 、せっかく意見を言 う機 会があるということ で
あれば、今回の組替 えと 、その背後にあるい ろい ろな問題点やこれか らの 課題についても言及 し
てはいかがかなと思 いま す。
○古城座長

あと、 いか がでしょうか。

古賀委員、どうぞ 。
○古賀委員

もし要 望等 も入れられるという こと であれば、私、前 回も申し 上げましたけれども 、

運賃の予測可能性と いう ものが非常に重要な とこ ろだと思っています ので、留意事項のところに、
今回、組替えによっ て運 賃の予測可能性がど うな るかということにつ いて 説明せよということ で
すけれども、全体的 にタ クシーに乗車した場 合に 、どこに行くには幾 らぐ らいですという、事 前
にそういう概算とい うか 、説明が受けられる よう なことも取り組みを 促進するべきであると入 れ
てほしいというのと 。
先ほど井手委員が おっ しゃられましたよう に、 私も先ほどの評価と いう より、理解するとか 、
事後検証すべきだと いう 結論にすることとい うこ とに賛成いたします 。
それから、「しか るべ き時期に」とあるの です が、これも制度実施 後３ 年内にとか、そうい う
ふうにもう少し具体 的に 示したほうが、何と なく やる気が出るという か、 いいのではないかな と
思いましたので、御 検討 いただければと思い ます 。
○古城座長

あと、 いか がでしょうか。

皆さん、おっしゃ った ように、運賃組替え につ いての意見と、それ から 組替えについて容認 す
るのだったら、その ため の条件というのが２ 番目 にあって、３番目に 、そ れとは関係ないけれ ど
も、一般的にタクシ ー事 業についてのリクエ スト という格好で、３番 目も 入れるということで よ
ろしいかと思います 。
私、４ページの持 続可 能な経営環境のため の取 組の上のほう、ちょ っと 不安があります。タ ク
シー事業者の経営状 態を よくしたい。それか ら、 運転手の労働条件を 改善 するためには、値上 げ
が必要とか、収支均 衡が 必要だという前提に 立っ ているという印象を 与え るのは、ちょっと賛 成
できないのです。繰 り返 しですけれども、需 要が 減ってきて、供給過 剰な のですから、赤字にな
らざるを得ないので すね 。全部の事業者が収 支均 衡しなきゃいけない とい うのは、およそ不可 能
です。全部の事業者 が収 支均衡したら、コス トも 削減できないわけで すか ら、料金を下げない と
ますます需要が減っ てし まうわけですね 。だから 、本当は、需要を 拡大するた めに料金を下げる。
そして、需要を増や す。
一方で、一部の優 良事 業者は何とかサービ ス提 供できる。できない とこ ろは、赤字になって や
めていってもらう。 それで供給が削減されて 、需 要と供給が均衡して 、か つ適正な運賃レベル と
いうのが確保されて いく ということだと思う ので すね。だから、料金 をち ゃんと収支均衡でき る
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ようにしてあげるこ とに よって、サービスレ ベル を確保したり、労働 条件 が改善できるという の
は全くの幻想で、そ れは あり得ないことで、 でき なかったら、また値 上げ しましょうかという 話
になるのですけれど も、 それは全く難しいで す。
はい。
○古賀委員

そこに つい ては、山内委員が前 回、 コメントを出されて いら っしゃったと思うの で

す。今回の組替えが 業界 全体にとって収益中 立で あることと、組替え で適 切なタクシー収入の 労
働分配が崩れるよう なこ とがあってはならな いと いうことをおっしゃ って いますけれども、そ う
いう意味で、これは 総括 原価と言っても、非 常に イレギュラーな算定 をさ れていらっしゃるわ け
ですけれども、その 辺の 難しさをうまく要望 とし て、業界全体にとっ ての タクシーの運賃収入 を
上げることと、労働 環境 を切り崩さないこと と、 そうした利益につい ては 、公正に見やすく、 受
益者にとって望まし い方 向への改善努力を望 むと いうことを入れてい ただ けたらなと思いまし た。
○古城座長

あと、 いか がでしょうか。

矢野委員、どうぞ 。
○矢野委員

今のと ころ に関連してですけれ ども 、事業者側にとって 、タ クシー運賃がこれ以 上

上昇するというのは 、ほ とんど想定されない ので はないか。一部で引 き下 げを行ったりと、更 に
利用しやすい価格で 対応 しようとしている事 業者 もあるわけですから 、そ ういった中で、もっ と
自由化が進んでもい い業 界ではあるかなとは 思っ ています。そのこと と、 働く人の環境とか賃 金
とか、様々なものが 収入 との関係で悪化して はい けないわけで、労働 環境 自体は非常に尊重さ れ
なければ。
○古城座長

それは 直接 規制しなきゃいけな い。

○矢野委員

ここの つな げ方が、必ずしも収 入が 悪くなったら労働環 境が 悪くなるということ で

はなくて。でも、収 入が 悪くなれば、その可 能性 はあるわけで、つな げ方 と、本来、きちんと 主
張したいところ、労 働者 として守るべきとこ ろと 、それから、経営状 況自 体は安定することが 必
要なわけですから、 その ことをうまく表現で きな いかなと思っていま すの で、必ずしも値上げ を
容認しているわけで はな い。
○古城座長

全ての タク シー会社が黒字で、 労働 者に十分な賃金を払 える ということは難しい と

思います。構造不況業種だ から、普通の産業だと赤字 になって、人員整理して、設備を排除して、
安売りで何とか売り 上げ を伸ばす、両方やる わけ ですね。だから、タ クシ ーでも、一部のタク シ
ー会社は十分な賃金 が払 えなくて労働者が泣 くか というと、そうでも なく て、運転手が集まら な
くて、事業が続けら れな くなるということは ある のではないでしょう か。 それで黒字の会社が 残
って、赤字の会社は やめ ていくということで 供給 力の削減というのが 進ん でいくのだと思うの で
すね。
そうじゃなくて、 全部 のタクシー会社が利 益を 上げるような経営環 境を 確保するというのは 、
これは無理な話だし 、そ んなことをやったら 、い つまでたっても構造 不況 の状態が続くという こ
とだと思いますね。
はい。
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○陶山委員

多分、 いろ いろな労働環境を行 政が きちんと法にのっと って チェックしていくと い

うことが、市場か ら退出す べき事業者が退出す るこ との後押しになって いく のだろうと思います。
その中で、経営努力 と新 しい発想でもって、 消費 者のニーズにしっか り応 えていける、新しい サ
ービス産業としての タク シー業界が新しく再 生し ていくことを期待し たい と思います。
○古城座長

あと、 いか がでしょうか。ほか に御 意見ございませんか 。よ ろしいですか。

それでは、まとめ 方で すけれども、今日、 いろ いろ意見がございま した ので、事務局で一度 整
理した上で、再度、 専門 調査会で御議論いた だく というまとめ方と、 もう 一つは、この原案を た
たき台として、大体 承認していただいたので 、修 正の仕方については 私に 一存してもらうとい う
やり方とがあるので すけ れども、どちらのほ うが よろしいでしょうか 。古 賀委員、井手委員は 、
どちらかというと厳 し目 の意見だったと思う ので すね。
○古賀委員

よろし いで すか。この課題と留 意事 項と持続可能な経営 環境 のための取組という と

ころが、おっしゃり たい ことは分かるのです けれ ども、何となくここ のと ころが、改善すべき 点
としての課題である なら 、課題１つで全部ま とめ てしまったほうがい いし 、課題の中に結論を 出
した理由が混ざって いる と、最初に申し上げ たと ころがありますので 、結 論と理由と課題と、 ３
つの柱で整理してい ただ けたらなと思います 。
○古城座長

はい。

井手委員はどうで すか 。もうちょっときち んと 書き直せという感じ です か。
○井手座長代理

時 間が 許せば書き直してい ただ きたい。例えば２ ページ目 の結論に至る理由で、

私は冒頭で、理解は する けれども、別に評価 して いるわけではないで すけ れども、１番目の丸 の
理由のところ、国交 省の 説明は無理やり説明 して いるだけの話で、試 算自 体も簡便なものであ る
というので、本当に それ で収入が償えるかど うかも分からないわけで 、昔 から国交省が言って い
たことは、人口高齢 化と か外国人の観光客が増え たらタクシー需要が増え るというのは、国交 省
自体が疑問を持って いる わけですね。みんな がタ クシーに乗るわけじ ゃな い。バスに乗るかも し
れない。
これは、今の再規 制の 前に自動車局長の通 達で 、新たな需要を見込 める 場合には増車を認め る
となっているときに 、ほ とんどの場合は新た な需 要が何なのかという とき に、国交省は、外国人
や観光客がたくさん増え るから、タクシーが増え る。それは理由にな らな いと言ってきたわけ で
すね。そういう意味 で今 回、こういうふうに 書か れると、タクシーの 短距 離の需要が本当に増 え
るのかというと、私は作文 に過ぎないと思う。本当は 、事後的にきちんと検証し ないと。そして、
もし検証した上で収 入が増えるのであれば料 金値 下げをするとか、そ うい うことも私は必要だ ろ
うと思う。
更に言わせてもら えば 、タクシーのLPの燃 料と いうのは、LP価格が 下が っているときに初乗 り
運賃等も全然手をつ けて いないわけで、電気 とか ガスだと燃料費調整条項 で下がったり上がっ た
りしていますけれど も、 その下がっている期 間に もうかっている。だ から 、先ほど言ったよう に
労働者に全部負担を 強い ている。これが 、多分タ ク シー業界の構造だと 思う ので、私は否定 的に、
こういうことをやっ ても 労働者の労働環境と いう か、給与は決して上 がら ない。古城座長が言 わ
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れるように、タクシ ー業 界全体に根深い問題 がい ろいろあるので、一 概に 私自身は認めるとい う
のは積極的には賛成 では ない。
○古城座長

あと、 矢野 委員、それから陶山 委員 。矢野委員から御意 見を 伺います。

○矢野委員

論議を して いけばしていくほど 、本 来、構造的な問題が 非常 に大きいと思います の

で、そのことと、私 自身 は、今回はやってみ る一 つの案ではあると思 いま すが、これが積極的 に
本当に言われている 目的 を達成するとか、そ こは かなり疑問を持って いま す。その前に、先ほ ど
言ったような経営的 な厳 しい状況に陥るので 、そ のことがとても心配 です 。だからこそ、事後 検
証をしっかりやって いく ことが必要。で すから、理 由のところに、国交省の説 明によればという、
言い方をかえたら、 こう いう説明を受けたよ とい うことでひとまず言 って いるのかなと私は受 け
とめたので、その範 囲か なと思いました。
２つ目の丸のとこ ろで、そういう意味では 、今、抱 えている長い間の慣 行に 基づく運賃体系が、
合理的な運賃体系で はな いとか、一方で国際 的に 見ても標準的じゃな い。 だから、ただしてい く
ための基本的に推進 すべ き取り組みというと ころ まで評価していいかどう かというのは、そこ ま
で言わなくてもいい ので はないかと思います 。
ですから、心配す るこ とのほうが大きい部 分を 課題なり、留意事項 でき ちんと捉えて、そこ を
積極的に今後対応し ても らうことのほうが大 切で 、自由化を私はもっ と進 めるべきだと思いま す
し、もう一度委員会 で最 後に論議して決めて いき たいなと思います。
○古城座長

陶山委 員、いかがでしょうか。

○陶山委員

構造的 な問 題というのは、私た ちも この委員会として意 見は 持つと思います。そ れ

はそれとして、新し いタ クシーのあり方検討 会等 でも検討されている ので 、いろいろなところ で
検討したらいいと思 うの ですが、余り拡大し た議 論というのは収拾で きな くなる可能性もあるの
で、今回の運賃の組 替え についてどうなのか とい うことについて、一 旦はまとめたほうがいい と
は思います。ただ、 私も自らが発言していま すよ うに、その背景には この ようなことがありと い
うことで、意見は添 える べきだと思います。
結論のところも、 冒頭 発言させていただき まし たように、評価をす ると いうことなのですが 、
山内委員も、負担力 のあ る利用者に一定の負 担を してもらいつつ、潜 在的 な利用者が多くかつ 価
格弾力性が大きいと 考え る距離帯の運賃を安 くす るというのは、合理 的な 運賃改定であるとコ メ
ントされていますが 、私 としては、22％の負 担が 大きくなる層につい て、 全く何も言及しない と
いうのはいかがなも のか なと思っております ので 、もう一度、ここの 評価 のところから書き直 し
ていただければと思 いま す。よって、もう一 度集 まる。
○古城座長

分かり まし た。

それでは、今の御 意見 を伺っていますと、 もう 一度整理して、もう 少し 仕上がりのよいもの を
専門調査会に提出し て、 それで議論をまとめ てい く方向でやりたいと 思い ます。
本日、参加者が少 ない のと、２ラウンドぐ らい 回ったので、皆さん の御 意見も大体出尽くし た
と思いますので、本 日は この辺でまとめさせ てい ただければと思いま すが。
どうぞ、古賀委員 。
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○古賀委員

１つだ け。

２ページの課題の２つ 目の丸の後半、「そ の上 で」の後ですけれど も、「運賃組替えという 形
式の手続き自体につ いても見直しの検討を行 い、 必要に応じ、総括原 価方 式の考え方に基づき 原
価の精査を行う手続きへ の一本化を図るべき であ る」という、非常に 重要 なことが課題として す
っと入っているので すけ れども、ここの考え 方を もう少し詰めていた だい たほうがいいのかな と
思います。私たちと して は、自由化を進めて 、料 金を低減化して、サ ービ スをよくしてほしい と
いうのが消費者委員 会と しての立場だと思う ので す。
公共料金であるの で、 業界の収支のバラン スを ある程度守っていか なき ゃいけないというの で
総括原価方式がとら れて いるわけですけれど も、 今回、総括原価方式 に基 づいたやり方で、私 た
ちはそこまで踏み込 んで、この問題を検討で きて いないので、そこの とこ ろをもう少し整理し て
いただいたほうがい いの かなと思いました。
○古城座長

それに つい て、ちょっとあれな ので すけれども、国交省 の意 見は、収入が増えな け

れば、実際上は全体 とし て料金水準の値上げ には なっていないのだか ら、 コストと照らし合わ せ
なくてもいいのでは ない かという意見で、収入減 と収入増というもの が相 殺し合っていればオ ー
ケーだと。そこをチ ェッ クすればよろしいと いう 考え方をとっている ので すね。だけれども、 そ
れは多分そうじゃな くて 、もう一つは、うん と前 の料金改定のときの 原価 というものがあるわ け
ですね。それから原 価が 大きく変動して何年 もた っている段階で、原 価はすごく下がっている の
に、前の原価はその まま 維持したまま収入が増え ていないと言われた ら、 今の原価だったら収 入
を減らさなきゃだめ じゃ ないかということが ある 場合には、これは認 めら れないと思うのです 。
だから、原価が前 より 減っていないという こと がある程度確認され た場 合に、収入が増えてい
ない。これでオーケ ーと いう条件で認めると した いと思っているので すけ れども、そこのとこ ろ
ね。だから 、国交省の組 替 えのとき、原価 を見ないと いうのはちょっと甘 過ぎ ると考えています。
それは、そういう方 向で 臨みたいと思ってい るの ですけれども、その 辺、 書き方とかをちょっ と
明確にしたほうがよ ろし いでしょうね。古賀委員 のおっしゃったとお り、 我々は組替え案とい う
のを認めたのか認め ない のか、それははっき りさ せておく必要がある と思 います。
どうぞ。
○井手座長代理

前 回も 言ったのですけれど も、料 金値上げのところは ある わけで、したがって 、

別に全部が初乗り410円で ある必要はないし、最初か ら長距離乗るという 人は、従来のままの運賃
体系のタクシーに乗 ると いう選択肢はあって もい いと思うのです。だ から 、そういう意味での バ
ラエティー化という か、 多様化というものは 存続 すべきではないかと 思い ます。
○古城座長

あと、 いか がでしょうか。

それでは、活発な 御議 論いただきましたけ れど も、本日の議論は以 上と いたします。

≪３．閉会≫
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○古城座長
○丸山参事官

事務局 から 連絡事項はございま すか。
本日 は熱 心な御議論、どうも あり がとうございました 。

座長のほうでお話がご ざいましたように、 次回 、本専門調査会を開 催さ せていただくという こ
とで、事務局で準備 した いと思います。
次回の会合につき まし ては、確定次第、御 連絡 をさせていただきま す。
また、今後の調査 会の 日程につきましては 、確 定次第、御連絡をさ せて いただきます。
以上です。
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