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☆片田副理事長より 
 お盆明けから少しずつ涼しくなり、やっと過ごしやすくなりましたね。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。 

体調を崩されていた川井理事長も、少しずつ公務に復帰されております。 

引き続き組合業務に関しても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 

★日個連東京都営業協同組合（組合員数：５３３２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７月２８日（火） 

平成２７年度 第２回理事会 ＠日個連会館会議室 

  

 体調を崩されていた川井理事長に代わり、片田副理事長がオブザーバーとして出席

しました。毎回同じ様な審議事項と報告事項ばかりでしたので、今回は一番みなさん

に関わりのある IP 無線の件についてご報告致します。理事会そのものも、本件でほ

とんどの時間を消費しました。 

 

なぜ IP 無線に移行するのか？ 

現在のデジタル無線機は、導入してから１０年が経過しました。車と同じでそろそ

ろ代替え時期が迫っており、更にはメーカー側も修理対応や部品の供給が出来なくな

るとの事です。また、無線機の総務省からの免許の更新が控えており、これも車の車

検と同じで色々と費用が掛かります。現在は東京スカイツリーから電波供給を受けて

おりますが、これを途中解約して違約金を払ったとしても、携帯電話の電波を使った

IP 無線に移行した方が、長い目で見て経費削減になる計算になります。 

 

いつ頃から運用を開始するのか？ 

都営協としては早ければ今秋からでも開始をしたい所ですが、メーカー側との条件

を擦り合わせた所で最終的には臨時総代会を開催して可決しないと始まりません。先

に行われた通常総会で IP 無線を導入する事は決まりました。では具体的にいつどの

様な形で始めるかが継続審議となっております。 
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本件に関して事業者負担はありますか？ 

基本的にはありません。無線機本体の代金、取り付け工賃、月額使用料、０円の提

案です。但し、都営協の賦課金で賄うという前提なので、本件と全くリンクしない訳

ではないですが、今後都営協としては①賦課金１０００円値上げ・チケット換金手数

料１％アップ、②賦課金２０００円値上げの２案を提案する方向でいます。 

 

本件は都営協の共同事業の一環ですから、５３００両全車装着が基本です。チケッ

ト顧客獲得の材料や無線配車を受ける為だけではなく、業務連絡の傍受や緊急時の通

信等、便利な使い方は無限です。但し、それぞれ事情がある方もいらっしゃるでしょ

うから、ご意見ご相談はいつでもお伺いし、双方納得するまで対応させて頂くとの事

でした。 

 

★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７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：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８月１８日 １４時００分   

平成２７年度 第４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 

日個連東京都営業協同組合 平成２７年度 第２回理事会 
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四○関係 

   各理事の担当報告 

→議題 

１．第２回組合創立 50 周年記念行事実行委員会の開催日時について 

   ８月２７日（木）１４：００～ 承認 

２．平成２７年度第１回合同連絡会の時間割について 

   平成２７年９月６日（日）代々木八幡区民会館 １３：３０開始 

１３：３０～１３：４０ 理事長挨拶 

１３：４０～１４：２０ 日個連都営協指定講習会 

１４：２０～１４：３０ 休憩 

１４：３０～１５：１０ 日個連交通共済事故防止講習会 

承認 

３．９月号広報の締め日設定 

   平成２７年８月２０日（木） 承認 

４．第５回理事会の日程調整 

   平成２７年９月１０日（木） 承認 

５．その他 

    

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７月活動状況） 

２日  （一社）東京都個人タクシー協会 第２回定時総会 

＠ホテルグランドパレス 片田副理事長 

７日  個人タクシー試験 

＠関東運輸局 片田副理事長 
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９日  四○組合 第１回臨時総会 

＠氷川区民会館 全理事、若山監事、松田監事、清水事務局長 

１０日 認証式～新規加入者・役職員顔合わせ 

＠組合事務所 全役職員 

１４日  公認会計士 平井先生来所 

（一社）東京都個人タクシー協会 理事会 

＠日個連会館 川井理事長 

１６日  四○組合 第３回理事会 

＠組合事務所 全理事、清水事務局長 

    日個連事業協同組合 総代会 

＠日個連会館 若山監事、松田監事 

１９日  城南地区連絡会 

＠品川区中小企業センター 全理事 

２１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  （一社）全国個人タクシー協会 第３回定時総会 

＠品川プリンスホテル 川井理事長 

２３日  （一社）全国個人タクシー協会 支部役員研修会 

＠品川プリンスホテル 川井理事長 

２６日  NEW 中央地区連絡会 

＠氷川区民会館 片田副理事長、斎藤理事、荘村理事 

２８日  日個連東京都営業協同組合 第２回理事会 

＠日個連会館 片田副理事長 

３０日  （一社）全国個人タクシー協会関東支部 団体長等役員研修会 

＠個人タクシー会館 片田副理事長 

経理部 

 

 ひと頃の酷暑を思えば少しは過ごしやすい日々になりました。 

しかし営業のほうは二・八（ニッパチ）、盆休み明けと暇ですね。 

唯、換金業務の回収金額を昨年と比較しますと、組合員の減少にも関わらず４月～７

月合計比で５０万プラスで推移しています。 

 アベノミクス効果ですか？品川駅前で営業しておりますと外国人のお客様が東京

タワー、六本木と乗り込んで来ます。支払いはクレジットカード。この売り上げも当
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然換金業務デビクレに反映されます。観光客の増加も一因ですかね。 

 残暑は続きます。気の弛みでの交通事故、お客様への失策の苦情等、お気を付けて

頑張ってください。 

 

 

無線部 

○無線部員数 

四○協同組合 ３０名（Ⅰ類２９局、Ⅱ類１局） 

東優協会      ２名（Ⅰ類 ２局） 

四○支部     ３２名 

 

 平成２７年７月の実績は、総配車回数７４５４回、契約稼働数１０６５台、１台あ

たりの平均配車回数は６回となっております。 

 

コールサイン一覧（敬称略） 

115 片田 茂雄（無線部長）、153 岡野 誠（Ⅱ類）、177 西 弘志  

178 豊田 惠一、193 荘村 明次郎、244 山口 雄一、252 宮澤 俊哉 

274 可西 秀昭、350 尾崎 眞一、479 金城 浩二、480 渡部 邦男、492 山口 清志 

496 篠原 栄一、509 高瀬 和敏（東優）、552 植田 秀一、631 橋本 勝男 

855 吉宗 佳次、2114 福田 二郎、2117 松田 浩一、2132 星澤 吉昭 

2183 内藤 正幸（東優）、2203 太田 悟、2205 川原田 茂、2453 蓼沼 輝雄 

2476 齋藤 日米勝、2817 海野 俊夫、3103 秋 実、3151 佐藤 政明 

3178 新井 敦雄、3336 小野 和男、3341 川井 文雄、3891 宮本 季則 

 

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！ 

●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 

皆さんお元気ですか。今夏の暑さは異常、なお且つ記録的な猛暑日の連続でした。

旧盆を過ぎますと暑さも峠を越えた感が抱かれるような今日、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。 
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８月２日、行いました定期健康診断には実施方法の変更にも拘らず多数の方々に

受診頂き、誠に有難う御座いました。診断結果も間もなく皆様のお手元に届けられ

るかと思います。結果内容に付きましては、真摯に受け止め、指示に従って処置し

て下さい。お願い致します。 

あなたも一度「脳」ドック検査を受診して見ませんか？ 

千駄ヶ谷、水町エム・アールクリニックにおいて ￥16,200 にて受けられます。

尚 60 才以上の方は都営協より後日 ￥8,000 の助成金が支払われます。 

希望者は組合事務所に申し込み下さい。 

 

    ! 健康な体作りに挑戦 良い食事 良い睡眠 !                  

         入院  ０名 

見舞  ０名    

 

地区連絡会報告 

 

城南地区＠平成２７年７月１９日 品川区中小企業センター 

出席３５名 

ＮＥＷ中央地区＠平成２７年７月２６日 渋谷区氷川会館 

出席３４名 

 

【統一テーマ】 

１、連絡員交代 

城南地区は満尾琢也氏、星健二氏から、関川益弘氏、小林剛氏、捧崇氏へ 

NEW 中央地区は野中哲也氏、長谷川俊光氏、長谷川勝雄氏から、 

赤井敏光氏、成瀬義光氏、渡辺達也氏へそれぞれ引き継がれました。 

前任者の方々、大変お疲れ様でした。本当にありがとうございます。新任

者の方々、一年間よろしくお願い致します。 

 

２、組合創立５０周年記念行事実行委員の再選出 

若山吉美氏、松田浩一氏は組合の会計監査と同時に、周年記念行事の監査

でもある為、実行委員に選出されていては諸問題が生じる可能性もあ

る為、今回はご辞退頂き新たに２名を選抜されたい。 

佐藤博氏、長田英男氏にお願いする事としました。 

 

 その他役員会と事務局から連絡事項 


