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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：１３９４６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９月２５日 

第１５回理事会 ＠日個連会館会議室 

 

事業者数の推移について 

東京特別区・武三地区  13,506 名 多摩地区 440 名 合計 13,946 名 

 

マスターズ制度の参加率 

平成 27 年 9 月 1 日現在の四〇支部参加率は 92.8％、都営協参加率 82.8％となっ 

ております。 

 

東京タクシーセンター認定外国人旅客接遇研修(英語初級)の受講料改定について 

受講料が下記の通り改定となります。 

【 受講料 】 

■東京タクシーセンター認定外国人旅客接遇研修(英語初級)の受講料改定 

旧 ２，８００円 (研修修了証交付手数料１００円を含む) 

         ↓ 

新 ２，７００円 (研修修了証交付手数料１００円を含む) 

 

■UD 研修の実施に伴う研修費用の改定 

旧 ３，０００円  

           ↓ 

新 ３，２４０円  

  ※UD 研修修了者に対して支給する金額につきましても、一律 3,000 円から 3,240 円 

に変更いたします。 

 

羽田空港国際線及び東京駅八重洲口前タクシー乗り場(待機所)における 

UD タクシー・ワゴンタクシー専用レーン設置等について 

 

1 専用レーン設置・拡大等 

(1) 「UD タクシー・ワゴンタクシー専用レーン」の設置場所 
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羽田空港国際線タクシー待機所、東京駅八重洲口前タクシー待機場所におい 

て新たに「UD タクシー・ワゴンタクシー専用レーン」を設置し運用を行います。 

① 羽田空港国際線タクシー乗り場待機２レーン(30 台) 

② 東京駅八重洲口前タクシー待機 1 レーン(6 台) 

(2) 「おもてなしレーン」の拡大場所 

羽田空港国際線タクシー待機所において、おもてなしレーンを現行の 3 レーン 

から 4 レーン(60 台)に拡大し運用を行います。 

(3) 外国人接遇研修(英語)修了者である旨の車内表示に関する取り扱い 

外国人旅客接遇研修修了者専用レーン入構表示板(以下「入構表示板」とい 

う。)を営業区域内のホテル等においても表示することができることとします。 

なお、入構表示板の装着箇所及び方法は、従来通りです。 

2. 運用開始日 

平成 27 年 9 月 14 日(月)  午前 9 時 00 分 

 

個人タクシー利用者感謝キャンペーンの実施について 

 

1.目的 

キャンペーンを通じ、利用者には日頃の感謝の気持ちを伝えるとともに、事業者には、 

業界全体で取り組んでいるマスター制度を再認識し、個人タクシーが存続するために、世 

論からの信頼の回復を図るべく、自主努力が不可欠であることを自覚しサービス向上を推 

進する。 

合わせて、利用者へ乗って安心個人タクシーの再現に向けて業界挙げて努力している 

ことの PR を行う。 

 

2.実施内容 

平成 27 年 12 月 1 日(火) ～ 21 日(月) の 3 週間をキャンペーン期間とし、マスター制 

度参加事業者 (約 15,800 名) が車内において利用者にチラシを配布 (1 人 10 枚)すると 

ともに制度参加者には裏面に広告を掲載した領収書ロール(1 本)を無償配布し、広告媒

体とし活用し PR を図る。 

また、キャンペーン期間中の乗車に対する商品提供により、個人タクシーの利用を図る。 

なお、平成 23 年度より実施しております東日本大震災の復興支援策の一環として、当 

選使用品には東北地方への観光宿泊プラン及び特産品を盛り込むこととする。 

 

① 応募方法 

 

・ 裏面に広告がある領収書を応募用紙 (チラシの一部) 又はハガキに貼付して応

募する。 (キャンペーン期間中に利用したものに限る。) 

・ 締切日  平成 27 年 12 月 31 日消印有効 
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② 当選商品 

宿泊プラン及び特産品は後日決定 

 

 

 

・マスター賞 

有名旅館宿泊プラン(ペア) 

交通費(往復新幹線 E6 系  E7 系) 

＋宿泊 1 泊 2 日 (東京発地) 

※日程等の都合で辞退した当選者の方は、ふたつ星賞 10,000 円 

 コースへ変更も可とする。 

 東北/北陸 100,000 円 

※金沢含む 

15 組 

・ふたつ星賞 東北 3 県の特産品 (岩手・宮城・福島 産地直送) 

① 10,000 円相当 (送料込) 20 名 

② 5,000 円相当 (送料込) 30 名 

③ 3,000 円相当 (送料込) 50 名 

・ひとつ星賞 クオカード(500 円) 600 名 

計 715 名 

 

事業者―の副賞 

 

・マスター賞 

ディズニーリゾート 

パスポート(ペア) 

@6,400×2 

 

15 名 

・ふたつ星賞 クオカード(1,000 円) 100 名 

・ひとつ星賞 クオカード(500 円) 300 名 

計 415 名 

 

④当選者抽選会 

平成 28 年 1 月 18 日開催の理事会終了後に抽選会を行う 

 

★日個連東京都営業協同組合（組合員数：５３１３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９月２９日（火） 

平成２７年度 第４回理事会 ＠日個連会館会議室 
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 中島理事長挨拶 

先日の大雨で個人タクシーが 2 台水没し、都営協の車両も 1 台被害に遭いました。ま 

た、一部で白タク行為のような事（ライドシェア)が行われておりますが、料金としてではな 

く、その車両の同乗者に経費一部の負担を求めるのは法的には白タク行為にならず、可 

能との事のようです。 

IP 無線について、半数程度の支部に出向き説明をいたしましたが、11 月位で全ての支 

部への説明が終了します。一部では反対の意見も有りますが、全員の装着に向け協力を 

お願いします。 

 

登録商標(タクシー用表示灯等)使用規定 

現在日個連の表示灯は、全国展開している関係で、新旧の大型・小型を含め 6 種類ほ 

ど有りますが、都営協の所属組合員は、大型・小型ともにちょうちんの上部に個人となって 

いるもの以外は、平成 27 年 12 月 1 日より使用することが出来なくなります。  

組合員の移動について 

平成 27 年 4 月 1 日現在 5,373 名、 8 月の脱退は廃業 5 名、死亡 5 名、合計 10 名、 

８月末現在の組合員数 5,313 名   

 

 

★日個連東京都交通共済協同組合 

〒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９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：１２３名→ＮＥＷ中央地区６２名、城南地区６１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１３８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１０月１５日 １４時００分   

平成２７年度 第６回理事会 ＠組合事務所会議室 
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 ※理事定数４名、出席理事数４名、書記→清水事務取扱責任者 

→報告事項 

上部団体 

東京都個人タクシー協会第 15 回理事会 

日個連東京都営業協同組合第 4 回理事会報告 

四○関係 

   各理事の担当報告 

→議題 

1. 東優協会の互助会加入について 

東優協会は近い将来協会を解散する事を検討しており、四〇へ加入する組合員も 

予想されます。そのため今回互助会のみの加入の申出が有り、検討の結果互助会の 

みの加入は、お断りする事とします。                            承認 

 

2. 11 月号広報の締切日について 

平成 27 年 10 月 22 日(木)                                承認 

 

3. 第 7 回定期理事会の開催日時について 

平成 27 年 11 月 12 日(木)                                          承認 

事業部 

削除 

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。 
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（平成２７年８月活動状況） 

２日  健康診断                    ＠北品川クリニック 

６日  新人研修会                  ＠組合事務所 全理事 

７日  事務取扱責任者研修会    ＠個人タクシー会館 清水事務取扱責任者 

１２日～１４日 事務所夏休み 

１８日  四○組合 第４回理事会   ＠組合事務所 全理事、清水事務取扱責任者 

公認会計士 平井先生来所 

２４日  日個連東京都営業協同組合 第３回理事会 ＠日個連会館 片田副理事長 

２５日  四○組合 監査     ＠組合事務所 荘村理事、若山監事、松田監事 

日個連東京都交通共済協同組合第２回理事会 ＠日個連会館 片田副理事長 

２７日  創立５０周年記念行事 第２回実行委員会＠組合事務所 実行委員１０名 

２８日  UD 研修会               ＠個人タクシー会館 新人２名 

（平成２７年９月活動状況） 

４日  中核リーダー研修会          ＠個人タクシー会館 若山監事 

６日  合同連絡会・指定講習会             ＠代々木八幡区民会館 

８日  全国個人タクシー国民年金基金 理事会・代議員会 

＠個人タクシー会館 片田副理事長 

１０日  四○組合 第５回理事会      ＠組合事務所 全理事、清水事務局長 

１４日  UD 研修会                ＠日個連会館 片田副理事長 

１６日  都個協理事会               ＠日個連会館 川井理事長 

１７日  団体指導責任者講習会            ＠日個連会館 若山監事 

２４日  四○監査         ＠組合事務所 荘村理事、若山監事、松田監事 

２９日 都営協 第４回理事会           ＠日個連会館 川井理事長 

３０日 優良事業者団体表彰        ＠ホテルイースト２１ 川井理事長 

 

経理部 

 昭和４０年（１９６５年）１０月１７日四〇個人タクシー組合認可 

 今、この原稿は５０年後のその日に書いています。 

 半世紀に亘り、組合は営々と続いてまいりました。私も大小原氏からバトンを受け

継ぎ１６年間在籍し何年後かにバトンを渡したいと考えています。 先月は嵩英憲

氏の譲渡譲受が完了しました。１０月１５日浅黄 助冶氏が死亡廃業しました（享
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年６８才）。お悔み申し上げます。 

 今月末日を以て服部圭介氏（７７才）が一般廃業なされます。 

 さて、半期決算の結果が出ました。昨年同様、年度予算の半分以下の消化率（４７．

４２％）で推移しております。決算まで役員、事務員共に予算内での執行に努力し

てまいります。 

 つくづく思いますが、組合とは組合員あっての組合ですね。１１月から１２３名体

制で始まります。 

 

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９月の実績は、総配車回数７２８１回、契約稼働数１０５５台、１台あ

たりの平均配車回数は６回となっております。 

 来る１１月２９日（日）に、毎年恒例の無線部会を開催予定です。詳細は追ってご

連絡致します。 

 

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。 

  

  ９月２４日付けで中島 清和氏（６２・グリーンキャブ出身・NEW 中央地区）の譲

渡譲受認可が公示され、同時に嵩 英憲氏（６８）が譲渡廃業しました。 

  去る１０月１５日に、城南地区の浅黄 助冶氏が永眠されました（享年６８）。 

NEW 中央地区の服部 圭助氏（７７）より、１０月末付けで一般廃業したい旨の申

出がありました。 

 

よんまる互助会 

皆さんお元気ですか。今年の夏は台風の発生が多く東京地方にも何度か訪れまし
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たが、幸い大きな被害もなく誠に喜ばしい限りです。そのせいか秋の到来も早く、

すでに紅葉も関東地方にまで南下して参りました。こんな時季は空気も乾燥し又、

日々寒暖の差も激しく比較的風邪を引きやすい候でも有ります。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。やがて迎える年末年始

の繁忙期に備え個々の体力増強を図っては如何でしょうか。一寸した運動を始める

も良し、従来の食生活を見直し改善を図るも良し、何か一つでも試みてはどうでし

ょうか。提案する次第です。 

この度永年に亘り四○協同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。嵩 英憲さん（平成 12 年開業）が目出度く譲渡廃業をいたし

ました。 

今後のご健康とご活躍を祈念する次第です。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 11 月に特別賦課金（譲渡協力金）として皆

様より徴収させて頂きます故，宜しくお願い申し上げます。 

 

    !! 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  

 


