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☆上部団体 

★東京都個人タクシー協会（傘下事業者数：１４１３３名） 

〒170-0005 東京都豊島区南大塚 1-2-12 日個連会館 5F 

電話 03（3947）1461 番 

○理事会報告 

平成２７年４月１３日 

平成２６年度 第１２回理事会 ＠日個連会館会議室 

○マスターズ制度の参加率「平成 27 年 4 月 1 日現在」について 

平成 27 年 4 月 1 日現在の四〇支部のマスターズ制度の参加率は、91.4％となっており 

ます。東個協の参加率は 95.9％となっております。まだ参加していない方は、是非とも参 

加して下さい。 

○羽田空港タクシー乗り場運用及びタクシー乗り場設置について 

1. 羽田空港タクシー乗り場の運用について 

(1) 羽田空港国内線定額運賃乗り場の設置に伴う入構条件及び運用について 

羽田空港国内線ターミナルにおける定額乗り場の設置に伴い・これまでの入構条 

件に加え、定額運賃に係る入構条件が次のとおり決定いたしました。 

 

入構条件及び運用について 

(1) 定額運賃導入事業者 

(2) 定額運賃表をヘッドレスト後部に掲出すること、又は運転者は旅客に対し、当該運賃表 

により説明すること 

(3) ＥＴＣ装着車輌 (首都高速距離制津工料金に対応するため) 

(4) 「WELCOME ABOARD」のステッカーを貼付した車両 

 指差し外国語シートを携行しており、同シートの活用方法及び挨拶、ドア・トランク サー 

ビスの励行等の接遇に関する講習の受講者が乗務する車輌 

(5) 世田谷区内の一部地域については、首都高速道路の利用で適用される定額運賃よ 

り、一般道の利用で摘用されるメーター運賃が安くなる場合があるため、運転者は旅客 

に対し、首都高速を利用するか、一般道を利用するかの確認を行う運用とする 

 

運用開始日時 平成 27 年 4 月 6 日(月)  午前 8 時 

※ 「WELCOME ABOARD」のステッカーの貼付については、平成 27 年 5 月末まで 

を猶予期間とします。 

※ 入構条件及び運用については国際線タクシー乗り場においても適用されます。 
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(2) 羽田空港国際線待機所における、おもてなしレーン (外国人旅客接遇研修修了者専 

用レーン) の運用について 

おもてなし専用レーンは、研修受講者数の増加に伴い、入構車両も増え時間帯に 

より専用レーンが満車となっていることから施行期間を延長して、平成 27 年 4 月 1 日 

より専用レーンを 3 レーンにて運用し、試行期間中の入構状況等の検証結果を踏ま 

え、車両番号末尾規制の適用や中級以上の研修終了者に限定する等、入構条件の 

変更も視野に入れて検討を行うことといたします。 

(3) 羽田空港神奈川タクシー乗り場の運用について 

 羽田空港国内線及び国際線の神奈川タクシー乗り場は、平成 27 年 4 月 1 日よりこ 

 れまでの営業区域 (横浜市・川崎市・横須賀市) に三浦市が加わります。 

 また、国際線神奈川タクシー乗り場については、同日より優良タクシー乗り場として 

運用されることとなりました。 

 

２ 優良乗り場の設置について 

新たに秋葉原駅東側タクシー乗り場及び青山 OM スクエア前タクシー乗り場 (広告付 

きタクシーシェルター) の２箇所の乗り場が、平成 27 年 6 月 1 日より優良タクシー乗り場 

として運用されます。 

 

３ 優良タクシー乗り場及び東京駅八重洲口前タクシー乗り場への入構条件「指差し外国 

 語シート」の携行について 

  クシー乗り場及び東京駅八重洲口前タクシー乗り場については、外国人利用客の利 

便向上のため、「指差し外国語シート」を携行しており、同シートの活用方法及び挨拶、 

ドア・トランクサービスの励行等の接遇に関する講習の受講者が乗務する車両とし、 

「WELCOM ＡＢＯＡＲＤ」 ステッカー貼付が入構の条件として追加されます。 

実施日については、平成 27 年 6 月 1 日より行うことといたします。 

 

４ 吉祥寺駅北口ロータリー内タクシー乗り場の入構方法について 

吉祥寺駅北口ロータリー内タクシー乗り場においては、交通管理者・自治体や地元の 

 クシー事業者等が決めた吉祥寺駅タクシー乗り場への入構ルール＝ (吉祥寺ルール) 

 が定着していることから、タクシー乗り場対策委員会 (現タクシー乗り場管理運営委員 

 会) で取り決めた自主規制の一部を削除し、吉祥寺ルールと同様の入構方法とします。 
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★日個連東京都営業協同組合（組合員数：５３７９名） 

〒170-0005 東京都豊島区南大塚 1-2-12 日個連会館 

電話 03（5976）3027 番 

○理事会報告 

平成２７年３月２３日 

平成２６年度 第１１回理事会 ＠日個連会館会議室 

○中島理事長挨拶 

昨年の優良乗り場への不正入構の取扱いに関しましては、社団としてのピリオドとし、 

誓約書の問題は終息とし、再発防止策を講じてゆく事となります。決められた事は事業者 

として確実に守る、守れない事は決めない事とします。 

○組合員の移動について 

平成 26 年 4 月 1 日現在 5,593 名、 2 月の加入は譲受 51 名、脱退は死亡 6 名、廃 

業 18 名、譲受 58 名、転出 1 名、合計 83 名、 2 月末現在の組合員数 5,379 名   

○都営協発行のチケットについて 

平成 17 年頃から、製薬企業を中心にカード会社発行のチケットに切り替わりました。利 

用金額が少額でかつ明示してあることや、有効期限が設定されているので、各企業の担 

当者において非常に管理がしやすいというメリットがあるというのも一因です。 

こうしたカード会社発行のチケットに対抗する上で、新たに 1 万円、3 万円利用限度額 

の日個連チケットを発行する事となりました。( 現行:5 万円限度額のみ ) 

※注意 有効期限切れ及び利用限度額オーバーはともに換金はできません。    承認 

○IP 無線の導入について 

現行のデジタル無線端末機は、平成 17 年 9 月に装着し、導入から 9 年が経過しており 

、使用期間満了の 10 年目に入っており、端末機の故障修理件数が増加傾向にあり、修 

理保守部品の供給期限が迫っております。 

代替えを再度デジタル無線機を選択する場合は、現行の無線機同程度の機能であっ 

ても、1 台当たり 30～40 万円程度の価格となり、事業者に対する負担が大きく、無線装着 

者の減少が懸念されるが、ＩＰ無線の場合は、回線利用料及び端末機の改造費を含め 

2,440 円程度で利用できる事となる。ただし、この提案は、4,000 台を 10 年間継続して利 

用する事が基本条件となります。現在使用中のスカイツリーの利用料は、20 年間の利用 

が条件となっており、途中解約にはペナルティーがかせられますが、その費用を支払って 

もＩＰ無線に移行した方が得策ですが、このために賦課金の値上げが 2,000 円必要なるた 

め、継続審議とする。 
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★日個連東京都交通共済協同組合（組合員数：５８１４名） 

〒170-0005 東京都豊島区南大塚 1-2-12 日個連会館 

電話 03（3944）5171 番 

○理事会報告 

  

 平成２７年３月は、理事会はありませんでした。 

 

 

☆個人タクシー四○協同組合 
（組合員数：１２７名→ＮＥＷ中央地区６５名、城南地区６２名） 

（日個連東京都営業協同組合 四○支部 

支部員数：東優協会１６名と合わせて１４３名） 

〒150-0011 東京都渋谷区東 3-15-8 小澤ビル B1F 

電話 03（3406）3027 番 

○理事会報告 

平成２７年４月１６日 

平成２６年度 第１２回理事会 ＠組合事務所会議室 

出席：全理事 

 

→報告事項 

上部団体 

東京都個人タクシー協会 平成２６年度 第１２回理事会 

日個連東京都営業協同組合 平成２６年度 第１１回理事会 

日個連東京都交通共済協同組合 平成２６年度 第８回理事会 

四○関係 

   各理事の担当報告 

→審議事項  

 

1. 平成 26 年度の決算について 
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平成 26 年度の決算は、平成 25 年度の法定繰越金を 91 万円繰り入れたため、黒字 

にて決算。                                            承認 

 

2. 平成 27 年度予算について 

平成 27 年度も組合員の激減により大変厳しい予算となりますが、平成 26 年度の剰 

余金を 27 年度に繰り入れ、賦課金は現状のまま据え置く事とします。        承認 

 

3. 互助会総会に向かって 

① 給付内容について 

平成 26 年度は入院をした組合員が多く、今年度より入院時の給付は 1 日から給 

付するようにしたため入院給付が多くなりました。また、譲渡廃業者 1 名 20 万円も互 

助会で 3 名分負担したため、給付金額が増額となりましたが、27 年度は、入院給付 

は現状のままとし、27 年度の譲渡廃業協力金は、組合員の皆様に負担をしていただ

きます。                                            承認 

 

② 健康管理表彰の実施時期について 

健康管理表彰は、毎年 3 月の合同連絡会で実施しておりましたが、平成 27 年度 

から 5 月の総会で表彰を実施する事とします。                   承認 

○臨時理事会報告 

平成２７年３月２６日 

平成２６年度 第３回臨時理事会 ＠組合事務所会議室 

出席：全理事 

→議題 

１. 東京ドームより年間シート購入の営業が来ましたが、予算や実情にそぐわないため見

送ります（否決）。 

 

２．個人タクシー四○協同組合第４９回通常総会を、平成２７年５月１８日（月）

午後２時より、代々木八幡区民会館にて行う（承認）。 

 

３．第４９回通常総会当日の換金業務は、翌１９日（火）へスライドする（承認）。      

 

事業部 

省略 
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総務部 

●荒天で換金やってるか微妙な時は、一本電話を入れて確認してください。 

●組合事務所は１２時からお昼休みです。換金や電話は１３時以降にしてください

（事故等、緊急の場合を除く。業務は１７時までですが換金は１６時まで）。 

●換金指定日以外は多額の現金を用意していませんので、せっかく来て頂いても後日

お支払する事になってしまいます。 

●平日１４時から１７時まで、役員が誰かしら出勤しておりますので（本部出向等、

特段の事情がある場合を除く）、相談事や要望等はその時に直接お願い致します。 

  

  

 

平成２７年３月 

 

５日  四○組合 第２回臨時理事会      ＠組合事務所 全理事 

 

９日  都営協 第１回総務委員会      ＠日個連会館 川井委員 

 

１２日  四○組合 第１１回理事会 ＠組合事務所 全理事、村井事務長 

 

１３日  都個協 臨時総会         ＠日個連会館 川井代議員 

 

１６日 関東運輸局 譲渡譲受試験     ＠関東運輸局 受験生２名 

 

１９日  ＫＹＴ 講習会      ＠組合事務所 全理事、事業者２名 

 

２０日  東京タクシーセンター指導協力報告会 

＠東京タクシーセンター 川井理事長 

 

２２日 ＮＥＷ中央地区 地区連絡会  ＠渋谷区氷川会館 出席４２名 

 

２３日  都営協 第１１回理事会       ＠日個連会館 川井理事 

 

２３日  平井先生来所 
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２５日  再発事故防止講習会        ＠日個連会館 事業者２名 

 

２６日 四○組合 第３回臨時理事会      ＠組合事務所 全理事 

 

２９日 城南地区 地区連絡会 ＠品川区中小企業センター 出席３７名 

 

見舞２件、事故２件 

経理部 

 

26 年度の金額は、税務処理費が一般会計に繰り入れる事により増えております。

そして 27 年度は 127 名での予算ですが、大変厳しい状況です。 

今年度はお陰様で皆様のご協力もあり、未収入金を入れますと黒字決算になりそう

です（決算書の細部処理中）。来年度予算は役員報酬のカット等を見込んで作成中で

す。その様な訳で来年度に廃業をお考えの組合員の皆様、是非とも譲渡廃業引退の花

道を飾って頂きたいと切にお願い申し上げます。 

輸送実績報告書提出のため、月報を速やかに提出お願いしたにも関わらず、期日遅

れの方が２名おりました。現在事務員は決算・事務処理中でもあり、多忙を極めてい

ます。来期から遅滞者はご自分で提出する旨、お伝えしました。 

 

経理部長 荘村 明次郎 

 

無線部 

【無線部員数】 

四○協同組合 ３０名（Ⅰ類３１局、Ⅱ類１局） 

東優協会      ２名（Ⅰ類 ２局） 

四○支部     ３２名  

 

●平成２７年３月の実績は、総配車回数７９６３回、契約稼働数１０８７台、１台あ

たりの平均配車回数は６回となっております（前年マイナス３．９６％）。 

教育情報部 

●当組合のホームページ http://www.yonmaru.jp/ 是非ともご覧ください！ 

●新たな譲渡廃業の申告が無い為、新規加入者育成勉強会は一時休講とします。 

●新規加入希望者の事前試験制度も開始されたため、譲渡廃業の促進と組合員数の減

少に多少の歯止めが掛かるのではないかと期待しております。 
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よんまる互助会 

皆さんお元気ですか。今季は平年より一週間程はやい桜を楽しませてもらいまし

た。そして、八重桜を始め春を告げる花々が目を楽しませてくれる頃と相成りまし

た。しかし景気上昇は感じられない折り、安全運転は勿論、健康管理にと毎日ご苦

労様です。今回は美腸を作る食生活をお奨めします。  

 私達の腸には数百種類以上、百兆個以上の細菌が住みついています。これらの腸

内細菌は、大きく善玉菌、悪玉菌、日和見菌の 3 つのタイプに分けられ、腸の働き

を助ける善玉菌と、腸に悪影響を及ぼす悪玉菌が常に縄張り争いをしています。善

玉菌が優勢で有れば、スムーズなお通じは勿論、体の負けない力もアップ。逆に悪

玉菌が優勢になると、お通じが滞ったり、下痢をしたり、不調や病気を招きやすく

なります。腸内細菌がよいバランスを保てるよう、腸内環境を整えていきましょう。 

 そのために、まず大切なのは、善玉菌を応援する食生活です。体内の善玉菌は、

加齢や生活習慣の乱れ等により減りやすく、毎日、乳酸菌やビフィズス菌といった

善玉菌を含む食品や、食物繊維など善玉菌を増やすのに役立つ食品をとって応援す

る必要があります。 

運動やマッサージで腸の働きをサポートしましょう。 

 

!! 健康な体作りに挑戦 良い食事 良い睡眠 !! 

         入院  2 名   

見舞  2 名  

地区連絡会報告 

   ＮＥＷ中央地区＠平成２７年３月２２日 渋谷区氷川会館 出席４２名 

 

城南地区＠平成２７年３月２９日 品川区中小企業センター 出席３７名 

 

理事長挨拶から始まり、健康優良者表彰に続き統一テーマに基づいてフリ

ートーク形式で会を進めました。 

 

【統一テーマ】 

１、組合創立５０周年記念行事について 

既に積立が完了している３５０００円の範囲内で、どの程度の規模

の行事を挙行出来るか？遠方で開催する場合、交通手段や宿泊場所は

どうするか？予算は間に合うのか？スパリゾートは送迎バスが出ま

す。シンフォニーに乗船してクルージングパーティーはどうか？都内
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のホテルや宴会場でも十分ではないか？メーター積立を崩して費用

に充当するのはどうか？他にも色々な意見が活発に議論されました

が、後日開催される第１回実行委員会に上程して審議することにしま

した。 

２、組合創立５０周年記念行事実行委員の選出 

  後日に正式決定した実行委員は（敬称略）、川井文雄・片田茂雄・荘

村明次郎・齋藤日米勝・若山吉美・松田浩一・田中博・保延信敏・倉

持博重・星健二、以上 10 名です。 

 

３、新年会欠席者の今後の取扱について 

  実情を考慮いた上で、理事会に一任して頂くお声を頂戴致しました。 

 

４、健康診断の受付時間について 

  ８時３０分～１２時００分のみの受診に変更致します。 

 

【その他】 

    当連絡会は、お彼岸の時期は外してください。Ｅメール等の電子的

通信方法を浸透させて、組合員への連絡伝達方法のスリム化を図って

ください等、いくつかのご要望を承りましたので、今後の理事会で議

論したいと思います。 

    通達によりＫＹＴ（危険・予知・トレーニング）を少数グループに

て組合単位で行えとのことですので、お声が掛かった組合員の方はご

協力お願い致します。 


