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☆片田副理事長より 
 毎年この時期は同じ事を言っている様に思えますが、やっと梅雨が明けたと思った

ら今度は連日の猛暑で参っちゃいますね。。。組合員の皆様も健康管理には十分に気を

お配りになり、安全輸送及び正常営業を何卒宜しくお願い申し上げます。 

先月の地区連絡会でもお伝えしました通り、体調を崩されていた川井理事長も、通

院加療により少しずつ公務に復帰される様になり、もう暫くすると元の体制に戻れそ

うな兆しも見えて参りました。 

引き続き組合業務に関しても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。 

 

☆上部団体 

★日個連東京都交通共済協同組合（組合員数：５７４７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６月２５日 １３時３０分 

平成２７年度 第１回理事会  ＠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】 

 １．５月分 月計報告書 

    別紙の資料に基づき渡邉常務より報告 

 ２．５月分 原因別事故発生状況・事故発生原因分析 

 ３．５月分 組合別事故発生原因調べ 

 ４．５月分 求償事故取り扱い状況 

 ５．車種別事故比率・給付比率（車載カメラ・無線別含む） 

 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．出資証券、発行と返還について 

 ９．事務委託費の支払いについて 

 １０．平成２７年 年間予定表（後期） 



- 2 - 

 

 １１．平成２６年度 表彰記念品の経過報告 

 １２．平成２７年４月・５月組合員の脱退状況 

  

 報告事項の２、３、４、５、６、７については倉園副理事長より、８、９、１０、

１１、１２については野嵜理事長より、別紙資料に基づき報告する。 

 

【議題】 

１．窓口団体の役員待遇承認について 

第２９回通常総代会にて日個連千葉県事業協同組合が窓口団体に承認され

たので、役員待遇にて田中明氏がオブザーバーとして理事会に出席すること

を出席者全員承認する。 

２．監事の退任について 

双和 諏訪監事より、平成２７年６月３０日付けで辞任届が提出されたこと

について検討した結果、辞任届を受理することを出席者全員承認するまた、

監事の補充について検討した結果、定数を満たしているため今回は補充を行

わないことを承認する。 

３．平成２７年４月・５月新規加入組合員承認について 

別紙名簿の通り、新規１７名、譲受２５名、移動３０５名、合計３４７名の

加入を満場一致にて承認する。 

４．顧問の委嘱について 

別紙資料の通り、労務士・会計士・弁護士について今年度も継続して委嘱す

ることを出席者全員承認する。 

５．指定工場の解除について 

ムカワ自動車（株）及び（有）正和自動車より指定修理工場の解除の要請が

あり検討した結果、出席者全員承認する。 

６．夏季休暇について 

別紙資料の通り、平成２７年８月１２日（水）～平成２７年８月１４日（金）

まで事務局夏季休業とすることを出席者全員承認する。 

７．お中元挨拶について 

例年通り、顧問弁護士・公認会計士・労務士・自算会・相談医師にお中元挨

拶回りを行うことを出席者全員承認する。 

 

【その他】 

１．交通共済指定工場会 総会について（平成 27 年 6 月 19 日（金）16：00～） 

三役・小松事業部長・安田統括係長・万代統括係長が出席したことを報告す

る。 

  ２．東京都個人タクシー協会 総会 懇親会について（平成２７年 7 月 1 日（水）

１６：００～） 
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    野嵜理事長・倉園副理事長が出席することを満場一致にて承認する。 

  ３．全国個人タクシー協会 関東支部 代議員会 懇親会について（平成 27 年 

7 月 6 日（月）14：00～） 

    野嵜理事長が出席することを満場一致にて承認する。 

  ４．事故防止対策委員会について 

    平成２７年７月９日（木）１３時３０分から開催予定であるが、都営協の４

０周年記念式典実行委員会と日程が重なっているため、確認して後日各委員

に報告する。 

  ５．東京タクシー防犯協力会 総会について（平成 27 年 7 月 10 日（金）16：00

～） 

    三役が出席することを満場一致にて承認する。 

  ６．車載カメラ取付け台数について 

    板橋 澤田理事より、車載カメラの取付け台数を組合別に報告してほしい旨

依頼があったため、次回の理事会から資料に添付することを承認する。 

    

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。 

 

  

☆個人タクシー四○協同組合 
（組合員数：１２５名→ＮＥＷ中央地区６３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１５名と合わせて１４０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７月１６日 １４時００分   

平成２７年度 第３回理事会 ＠組合事務所会議室 

 ※理事定数４名、出席理事数４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２７年度 第１回理事会 

四○関係 
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   各理事の担当報告 

→議題 

１．地区連絡会統一テーマについて 

   ２．組合事務所夏季休暇について 

   ３．広報の締め日設定 

   ４．第４回理事会の日程調整 

   ５．新規加入者研修会の日程調整 

    

事業部 

 省略 

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、当番の役員が出勤しております（本部出向等、特段の

事情がある場合を除く）ので、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６月 

 

４日  三共システム 田村社長来所 

 

１１日  四○組合 第２回理事会 

＠組合事務所 理事３名、清水事務局長 

１６日  四○組合 監査 

＠組合事務所 荘村理事、若山監事、松田監事 

２２日 日個連東京都営業協同組合 第３８回通常総代会 

＠日個連会館 理事３名 

２３日  日個連東京都交通共済協同組合 第２９回通常総代会 

＠日個連会館 理事３名 

２５日  日個連東京都交通共済協同組合 第１回理事会 

＠日個連会館 片田副理事長 
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２５日 四○組合 第１回臨時理事会 

＠組合事務所 全理事 

２９日  平井先生来所 

 

経理部 

 省略 

無線部 

○無線部員数 

四○協同組合 ２８名（Ⅰ類２７局、Ⅱ類１局） 

東優協会      ２名（Ⅰ類 ２局） 

四○支部     ３０名 

 

 平成２７年６月の実績は、総配車回数７２６６回、契約稼働数１０７１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４．８１％）。 

 

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。 

●７月７日の関東運輸局の譲渡譲受申請後試験において、受講生（譲受人）が自己採

点において合格基準をクリアしました。よって譲渡人との譲渡譲受完了は９月末頃

と思慮されます。 

●７月９日の個人タクシー四○協同組合平成２７年度第１回臨時総会において、組合

員矢部昭一氏の除名提案が可決承認されました。 

●事前試験制度の導入により受験希望者の面接が殺到しておりますが、先の理事会で

承認されました通り当組合で譲渡譲受契約が締結されるまでは、中野・浮間・大塚

等で開催される講習会・模擬試験等に参加して頂き、受験申請のサポートをするま

でと致します。 

   

よんまる互助会 

よんまる互助会会長 齋藤 日米勝 

 

皆さんお元気ですか。梅雨が明けるや否や、猛暑日の続く今夏の東京地方ですが、
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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。この

様な季節、一番気を付けなければ成らないのは熱中症です。対策としましては小ま

めに水分を補給し、適度な塩分の摂取を心掛けて下さい。尚かつ良い食事、良い睡

眠をとれれば万全です。 

過日、当組合員の方が些細な出来事から端を発し他の問題をも多々抱える様にな

り、挙げ句は廃業せざるを得ない羽目に落ちいってしまった事例がありました。事

例を教訓に互助会では「よろず相談所」を設けどんな些細な悩み事にも耳をかし出

来得る限りの知恵を提供しそして皆様の力に成りたいと思っております。どうぞ、

先ずは互助会に相談して下さい。 

 

 追伸 この度永年に亘り四○組合員としてご活躍し組合の発展と向上に多大な

る貢献を賜りました、島廻 幸一さん（平成 10 年開業）・西川 二郎さん（平成

12 年開業）のお二人の方が，目出度く譲渡廃業を致しました。個々に感謝の意を

表し譲渡協力金をお贈り致しました事報告します。付きましては７月・8 月と２ヵ

月に亘り特別賦課金（譲渡協力金）として皆様より徴収させて頂きます故，宜しく

お願い申しあげます。 

 

    !! 健康な体作りに挑戦 良い食事 良い睡眠 !! 

 

         入院  1 名   

       

見舞  0 名  

 


