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☆片田副理事長より 
 第 49 回通常総会も組合員の皆様のご協力のおかげで無事に終わりました。本当に

ありがとうございます。しかしながら、新年度を迎えて組合業務も多忙を極めており、

広報（よんまるニュース）は６月・７月の合併号になりましたことをご了承ください。 

 現在、川井理事長は体調を崩され、通院加療中につき公私共に療養中であります。

但し、組合業務に関しては不肖片田が中心となり、役職員一丸となって運営しており

ますので、通常業務に一切支障はきたしておりません。尚、本件の詳細を７月開催の

地区連絡会においてご報告致しますので、是非とも組合員全員の出席をよろしくお願

い致します。 

 

☆上部団体 

★日個連東京都交通共済協同組合（組合員数：５７７０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４月２８日 １３時３０分 

平成２６年度 第９回理事会（決算）  ＠日個連会館 地下１階会議室 

 ※理事定数３２名、出席理事数３１名、監事定数４名、出席監事数４名 

 

定刻に至り、倉園副理事長が理事会開催を宣し、その後野嵜理事長の挨拶を経て議

題に入る。 

 

【報告事項】 

 １．３月分 月計報告書 

    別紙の資料に基づき渡邉常務より報告 

 ２．平成２６年度 原因別事故発生状況・事故発生原因分析 

 ３．平成２６年度 組合別事故発生原因調べ 

 ４．平成２６年度 求償事故取り扱い状況・団体別自賠責契約数 

 ５．車種別事故比率・給付比率（無線・燃料・車色別含む） 

 ６．ロードサービス出張修理分析表 

 ７．車両上乗保険申請状況 

 ８．平成２６年度 年間発生重大事故報告（重大事故・高額請求事案） 

 ９．平成２７年２月・３月組合員の脱退状況 
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 報告事項の２、３、４、５、６、７、８、９については倉園副理事長より、別紙

資料に基づき報告する。 

 

【議題】 

１． 平成２７年２月 新規加入組合員承認について 

別紙名簿のとおり、新規２名、譲受６３名、移動１名、合計６６名の加入

を満場一致にて承認する。  

２． 新規 指定工場について 

足立支部より（有）神明板金工業所について新規指定工場への推薦があっ

たことから、工場視察報告を受け検討した結果、立地条件も良く設備につい

ても十分であり、足立区東部地域及び葛飾区水元近辺の事業者の利便のため、

新規指定工場として認定することを出席者全員承認する。 

３． 窓口団体規約の一部改定について 

別紙資料のとおり、別表の窓口団体一覧及び準窓口団体一覧表を一部変更

することを出席者全員承認し総代会へ提案する。 

４． 車載カメラ設置運用規定の一部改定について 

平成２７年度の指定機種をドライブワン HD プロとウィットネスⅡとし、

車載カメラ設置運用規定を一部改定することを出席者全員承認する。 

５． 平成２６年度支払備金計上について 

別紙資料のとおり、支払備金を計上することを出席者全員承認する。 

６． 第２９回通常総代会開催について 

（１） 開催日時、場所を報告する。 

（２） 定款第４０条により総代の任期は２年であることから、今回は総

代の変更がある場合のみ別紙の総代変更届を提出する。 

（３） 議長団の選出については、事業団・千住新足立支部とする。 

（４） 来賓の招請については、計１２名とする。 

（５） 無事故表彰・団体表彰・職員表彰・役員特別表彰について、別紙

資料のとおり２５年表彰３３名、２０年表彰５０名、１５年表彰１１

７名、１０年表彰２３２名、合計４３２名が表彰対象となること及び

団体表彰受賞団体、職員表彰対象者２名、役員特別表彰対象者１名を

報告した。 

７． 第２９回通常総代会にあたり通常業務の休業について 

例年通り、各団体にメールにて通達することを出席者全員承認する。 

８． 第２９回通常総代会資料について 

別紙資料に基づき検討した結果、出席者全員承認し総代会へ提案する。ま

た、平成２７年度予算案の交通共済掛金について再度検討した結果、下記の

とおり出席者全員承認し総代会へ提案する。 

① 初年度のみ１０月１日時点の経過年数から時価額を算出し車両掛金を決
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定する。 

② １０月１日以降の新規加入者は、１４等級からスタートする。 

 

 

【その他】 

１. 株式会社 日個連 決算について 

別紙資料のとおり、株式会社日個連の決算について報告し、これを承認す

る。 

  ２．２０年無事故表彰者の記念品について 

     ２０年無事故表彰者の記念品について、今までどおり腕時計にするかどう

か検討した結果、他の無事故者と同様に現金（２万円）とすることを出席者

全員承認する。 

  ３．審査委員会・理事会資料の一部変更について 

     次回の審査委員会・理事会から下記のとおり資料について一部変更又は廃

止することを出席者全員承認する。 

① 総代会承認後、共済掛金改定に伴い月別共済費一覧表のレイアウトを

変更する。（１１月～） 

② 原因別事故発生状況及び組合別事故発生原因調べの資料については

取り下げ件数を引いた件数で報告する。 

③ 求償事故扱い件数については人身事故件数のみ報告する。 

④ 団体別自賠責保険契約数・契約率は年２回報告する。 

⑤ 車種別事故比率・給付比率については燃料別・車色別の比率は年に２

回、ランク別については１１月から車両平均のみ報告する。 

⑥ ロードサービス出張修理分析表（年式別）は廃止する。 

  ４．共済証書について 

     総代会承認後、１０月１日時点の自車両の時価額にて再度発行することを

報告する。 

  ５．脱退者の持分払戻について 

     脱退者の持分払戻について今回は定款どおり減額して払戻しするが、今後

の払戻しについては、審査委員会及び理事会で検討していくこととする。 

    

以上をもって、議案の審議全て終わり、野嵜理事長が閉会挨拶を述べ、１６時２０

分終了した。 

  

 

 その他の上部団体報告は、担当の川井理事長が四○第２回理事会に欠席されたため

に割愛させて頂きます、ご了承ください。 
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☆個人タクシー四○協同組合 
（組合員数：１２６名→ＮＥＷ中央地区６３名、城南地区６３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１４２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６月１１日 １４時００分   

平成２７年度 第２回理事会 ＠組合事務所会議室 

 ※理事定数４名、出席理事数３名、書記→清水事務局長 

→報告事項 

上部団体 

日個連東京都交通共済協同組合 平成２６年度 第９回理事会 

四○関係 

   各理事の担当報告 

→審議事項  

１． お中元について 

例年通り５か所へ届ける 承認 

２． 地区連絡会について 

７月１９日・２６日に開催 承認 

３． 組合創立５０周年記念行事について 

前項の地区連に図って８月に開催 承認 

４． フォーバルよりマイナンバー制度の管理セキュリティーシステムの提

案について 

継続審議 

５． アイシン共聴開発より脱臭剤の提案について 

事務局一任で委託業務を承認 

６． 広報の締め日設定 

６月１９日 承認 

７． 第３回理事会の日程調整 

７月１６日 承認 

８． 夏季職員賞与の件 
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規約に基づき６月１９日に支給 承認 

９． 定款の件 

中央会より一部訂正を求められたので、軽微な事項につき理事会にて承認 

 

 

事業部 

 省略 

総務部 

●５月２０日付けで村井和子事務局長の任を解き、５月２１日付けで清水弘美職員へ

事務局長職を命ずる。但し、向こう１年間は清水弘美事務局長は見習いとして、村井

和子職員は指導員として、それぞれその職を全うすることとする。 

●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４月 

 

２日  創立 50 周年記念行事 第 1 回実行委員会 

＠組合事務所 実行委員 10 名 

９日  四○組合 新規加入者研修会 

＠組合事務所 全理事 

１３日  都個協 第 12 回理事会 

＠日個連会館 川井理事長 

１６日  四○組合 第 12 回理事会 

＠組合事務所 全理事 

２１日 公認会計士 平井先生来所 

 

２１日  四○組合 監査 

＠組合事務所 荘村理事、若山監事、松田監事 
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２３日  四○組合 第 4 回臨時理事会 

＠組合事務所 全理事 

２７日 都営協 第 12 回理事会 

＠日個連会館 川井理事長 

２８日  交通共済 第 9 回理事会 

＠日個連会館 片田副理事長 

平成２７年５月 

 

６日  四○組合 第 5 回臨時理事会 

＠組合事務所 全理事 

１２日  通常総会議長打ち合わせ 

＠組合事務所 理事３名、議長候補者２名 

１２日  譲渡譲受契約 

＠組合事務所 

１３日  都個協 財務委員会 

＠日個連会館 川井理事長 

１８日  四○組合 第 49 回通常総会 

＠代々木八幡区民会館 出席 名 

１９日  都営協 臨時理事会 

＠日個連会館 川井理事長 

２０日  全個協 事業者研修会 

＠メルパルク 川井理事長 

２１日  都個協 理事会 

＠日個連会館 川井理事長 

２５日  公認会計士 平井先生来所 

 

６日  創立 50 周年記念行事 第 1 回実行委員会 

＠組合事務所 実行委員 10 名 

 

経理部 

 ５月、総会をはさんでの多忙故広報を休刊しました。ご了承ください。 

 先日、飲食店を経営している方がお乗り頂いた処、お客様「ゴールデンウィーク以

降さっぱり客足が遠のいてひどいよ！運転手さん」私「お客様どちらへ？」お客様「碑
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文谷！タクシーはどう？」私「いゃーひどいですよ」等、お客様との不景気の会話が

降車されるまで続きました。私の感想としましては、このような会話が度々あること

が不景気そのものだと感じております。 

 さて当四○組合ですが、５月１４日付けで 吉崎 樹 氏 が一般廃業されました。ま

た新年度から３月３１日付け一般廃業の 山田 喜重 氏 と合わせて２名の減員と、組

合の運営をより慎重にしなければと考えております。 

 ６月１６日現在、組合員総数は１２６名です。 

経理部長 荘村 明次郎 

無線部 

【無線部員数】 

四○協同組合 ３１名（Ⅰ類３０局、Ⅱ類１局） 

東優協会      ２名（Ⅰ類 ２局） 

四○支部     ３３名  

 

●平成２７年４月の実績は、総配車回数７４５０回、契約稼働数１０９１台、１台あ

たりの平均配車回数は６回となっております（前年プラス０．０７％）。 

●平成２７年５月の実績は、総配車回数６３４６回、契約稼働数１０７８台、１台あ

たりの平均配車回数は５回となっております（前年マイナス２．９％）。 

 

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。 

●去る５月１４日付けで、吉崎 樹 氏が一般廃業されました。 

 

よんまる互助会 

皆さんお元気ですか。梅雨に入り不安定な気象状況が続く時季と相成りました。

会員様に於かれましては、安全運転は勿論健康管理にと毎日ご苦労様です。 

 ５月に行われました総会には多数の方々の出席、そして承認を頂きまして誠に有

難うございました。私の任期も余すところ一年を割りましたがこれからも職務に対

して全力を尽くす心算ですので皆様のご協力、ご指導を宜しくお願い致します。 

 今夏の定期健康診断より、広報にて再三にわたり報告してまいりましたが、午前

のみの実施とさせて戴きます。下記の詳細にそって受診して下さい。 

!! 健康な体作りに挑戦 良い食事 良い睡眠 !! 
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入院  2 名  見舞  1 名  

夏季健康診断のお知らせ 

月  日  平成 27 年 8 月 2 日（日） 

場  所  北品川病院健康医学センター（車庫はありません） 

時  間  午前 8：30 分 ～ 12：00 分 

☆ 多数の方の検診をお奨めします。（営業免許更新予定の方は  

       必ず受診して下さい） 

以上 


