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 平成28年5月21日(土)・22日(日) 

平成 27年度 第 6回 支部会報告書 

一般報告 

1. 事業許可期限更新講習会のお知らせ  

平成28年6月1日付事業用免許更新者の講習会及び期限変更通知交付式が下記により行われます。 

日 時 平成28年6月21日 (火)  13時開始  (受付開始  12時 30分) 

場 所 横浜市神奈川公会堂 (JR東神奈川駅下車) 

○本年3月1日～5月31日までの間の事故・違反は申告義務がありますので、至急総務へ連絡し

て下さい。 

 

2. 組合パート職員新規採用について 

渡會 政明            平成28年3月04日           無線オペレータ  

  本間 学             平成28年 4月20日           無線オペレータ 

  亀井 良貴            平成28年 4月21日           無線オペレータ 

 

3. 職員退職について 

佐藤 みどり            平成28年3月15日                      定年退職 

渡會 政明            平成28年4月16日           依願退職 

亀井 良貴            平成28年5月14日           依願退職 

 

4. 組合職員のクール・ビズについて 

 「クール・ビズ」（COOL BIZ）は、環境省が音頭をとり、夏季に摂氏28度以上の室温に対応できる

軽装化キャンペーンや、それに沿った軽装のことで、神奈川個人タクシーでも昨年に引き続き実施

致します。実施期間は 5月23日から 10月15日まで宜しくお願い致します。 

 

5. 6月支部会日程について 

開催日 平成28年6月25日(土)・26日(日)の2日間で開催します。 

(総代会報告) 

6月度支部会日程      於:組合講堂   

 25日(土) 26日(日) 

13:00 保土ヶ谷 ・ 金沢 中央 ・ 戸塚 

15:30 旭 ・ 南 ・ 港南 神奈川 ・ 磯子 

  <注> 二部の開始時間は15:30です。   

 

6. 神奈川県警本部長表彰者推薦について 

平成28年度 推薦者1名    (金)臼井 百美  

趣 旨 

永年、交通法規を遵守して安全運転に努め、人格、技能共に優れ他の模範となっている優良

運転者を広く県民に顕彰することにより、交通道徳の普及・高揚と交通事故抑止を図る。 

推薦基準 

1 交通法令を遵守し、常に安全運転に努め、人格、技能ともに優れ、他の運転の模範と認めら

れる者であること。 

2 神奈川県内に事業所があり、同一事業所等に自動車運転者として 5年以上継続して勤務して

いること。 

門外不出 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%82%B9%E5%BA%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/6%E6%9C%881%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8830%E6%97%A5
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3 自動車の運転経験が10年以上で、かつ、過去 10年間、交通関係で罰金刑以上の刑事処分又

は行政処分を受けた事がないこと。 

個人タクシーの推薦数は 10名です。各組合からの推薦人数の合計が 10名を超えた場合は経験年

数等により選出されます。 

 

7. メール機能利用による一斉同報発信の登録を募集中 

緊急連絡又は組合情報をメール機能を利用した一斉同報発信により実施しています。 

携帯電話のメール機能を各携帯電話会社と契約済みの携帯電話をお持ちの方は、下記の専用メール

アドレスに氏名を入力のうえ送信すると登録されます。 

国土交通省からの要請もあり、当組合の登録率 80%以上を目標といたします。よろしくご協力を

お願いいたします。 

kk@kanagawakojintaxi.jp 
なお、下図の送信メールアドレスのＱＲコードもご利用下さい。 

 ※ ＱＲコードはカメラ機能のある携帯電話で読み取りが出来ます。 

 ※ 携帯電話のメール機能は各携帯電話会社との契約が必要となります。 

 

   

NTTdocomo au SoftBank 

 

8. 寄付・募金をお願しています 

 組合員の皆様から一円玉・五円玉等の寄付を募集し、神奈川個人タクシー協同組合の組合員からの

大きな善意として、交通遺児等のために役立たせたいと考えております。ご協賛をお願い致します。 

 

共済事業部報告 

1. 4月度事故報告  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2. 平成28年6月度ＬＰＧ販売価格について（先月より1円値上がりの75円です） 

掛売81円00銭(75円＋消費税 6.0円)  

 

3. 団体生命保険制度 平成28年度 保険料変更について 

団体生命保険制度は、平成28年7月1日に更新を迎えますが、更新日以降の確定保険料が決定しま

したのでご報告いたします。 

  加 害 被 害 自過失 双 方 当 逃 合 計 人 身 

（ ）内の数字は人身 

本年当月発生件数 

 

2 

(1) 

5 

 

4 

 

1 

(1) 

1 

 

13 

 

2 

（ ）内の数字は人身 

前年同月発生件数 

(1) 

8 

 

4 

 

9 

(1) 

3 

 

0 

 

24 

 

2 

前年度と比較 -6   ＋1 -5 -2   ＋1 -9 ±0 
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      主契約保険金額 対万 13円30銭 (昨年度12円90銭) 

   特約保険金額  対万   50銭 (昨年度  60銭) 

団体生命保険制度 平成28年7月分からの確定保険料 

死亡・高度傷害保険 月 額 保 険 料 

2,000万円 27,100円 

1,500万円 20,450円 

1,000万円 13,800円 

800万円 11,040円 

500万円 6,900円 

300万円 4,140円 

100万円 1,380円 

 

4. 東京海上傷害保険（交通傷害・傷害保険）パンフレット配布のお知らせ 

東京海上日動火災保険の所得補償制度が 8月 1日から更新になります。パンフレットを全組合員

の組合員ファイルに配布致しました。現在加入されている方には、加入依頼書(お客様控)も配布

致しましたので、パンフレットの内容・更新内容を必ずご確認頂きますようお願い申し上げます。

交通障害は前回のお知らせ通り、1口360円⇒370円に改定になっております。 

 
5. 東京海上日動火災保険の任意保険の継続手続きについて 

早期継続契約にご協力をお願いします。早期継続とは 4週間前までに契約となります。神奈川個
人タクシーは早期継続契約に重点的に取り組んでまいりました。この取り組みは組合の手数料が
アップします。2 ヶ月前になりましたら、東京海上より更新のご案内（見積書）が郵送され、1
ヶ月前になりましたら、組合の保険係より電話で確認をし、継続手続きをしています。申込み時  

に現金は不要です。親睦会立替を利用し、満期月の翌月に組合費で請求します。分割払い（全10
回払い）も可能です。分割手数料は年間保険料の 5％になります。 
 

6. 自賠責保険も組合で加入にご協力をお願いします 

自賠責保険も組合で加入をお願いします。車検時の保険料は12か月で37,610円になり、現金の

みの扱いになります。車検証を確認いたしますので必ずご持参ください。また、車検日までにご

加入。ご協力をお願い致します。 

 

7. 生命保険相談会開催について 

「生命保険なんでも相談会」を開催しています。 

生命保険相談会提携会社は  (株)東海あんしんエージェンシー(TAA)  

※ 実施予定: 毎月、第1月曜日 (月曜日が祝日の場合は翌日) 

※ だれでも相談が受けられて、相談料は無料です。場合によっては、家庭訪問にも応じてくれ

ます。 

※ 生命保険なんでも相談会」の開催確定日 

平成28年 6月 6日(月)・10月3日(月)・11月 7日(月)  14:00～16:00  1F休憩室 

健康診断日8月 4日(木)・8月 5日(金)         10:00～16:00  1F休憩室 

平成29年 2月 13日(月)・3月13日(月)         14:00～16:00  1F休憩室 

14:00～16:00 1階休憩室で開催します。 

 

8. 東京海上より地震保険のご案内です  

防災グッズは避難するときの備えとしてはもう常識です。でももう一つの備えが必要なこと、知

っていますかでしょうか？それは経済的な備えです。その備えになるのが地震保険です。被災後
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の当面の生活を支えてくれますのでご検討されてみてはいかがでしょうか。尚、詳細は組合員フ

ァイルに配布しましたパンフレットをご参照のほどお願いします。 

 
9. 全個連交通傷害保険のお知らせ 

【募集期間5/27(金)まで】 

パンフレットを全員の方に組合員ファイルに配布しました。今回「補償内容の一部と保険金額」

変更になります。既加入者の方には、更新内容を組合員ファイルに配布しました。パンフレット

の内容と更新内容を必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。自動更新になりますので、

内容を変更しない場合はお手続きが不要です。前年と同じ型、口数で継続させていただきます。

内容を変更したい方は、窓口での手続きが必要になります。手続き完了後に加入者明細書が発行

されます。届き次第、組合員ファイルに配布する予定です。 

（変更内容）通院日数支払い限度額は90日⇒30日へ変更となります。 

S型保険金額      960万⇒1,000万へ変更となります 

 
10. トヨタカローラ神奈川キャンペーン開催のお知らせ   

期 間    2016年4月1日～6月30日 

カローラ＆プリウス＆カムリHVご契約の組合員様向け特典 

特典① 

カムリG以上をお選びの方に 

プリクラッシュセーフティシステム（ミリ波レーダー方式） 

レーダークルーズ（ブレーキ制御付） 

ブラインドスポットモニター 

レーンデパーチャーアラート 

オートマチックハイビーム 

通常税込価格 “レザーパッケージ122,040円のところを    半額 

       “Gパッケージ   132,840円のところを   半額 

       最下級のカムリ HVの車両価格￥3,842,711（CPCペイントシーラント付き） 

プリウス E・S・Sツーリングをお選びの方に 

Toyota Safety Sense P     86,400円のところを   半額 

最下級のプリウスで 1800CC  Sクラス車両価格￥3,035,341（CPCペイントシーラント付き） 

特典② 

特別金利・実質年率 4.0％  3回～84回（固定金利） 

（通常金利・実質年率 6.9％） 

詳細は法人営業部・加々美または大桃までTEL045-715-8910) 

 
11. スバル「レガシーB4」展示試乗会（支部会当日） 

5月21日(土)12:00～16:00 

 
外部報告 

 

1.  (一社)関東支部正副・幹事会 開催 

開催日 平成28年6月9日(木) 

場 所 東京・中野 (個人タクシー会館) 

 

2. (一社)関東支部の各会議について 

第 14回 幹事会            平成28年 7月8日(金)   13時30分～ 
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第04回 代議員会               〃       14時～ 

第15回 幹事会                          〃      15時～ 

場 所  ホテル・グランドパレス 

団体長等役員研修会                 平成 28年8月2日(火)  13時～ 

場 所  個人タクシー会館  東京 中野 

 

3. (一社)全個協 正副会長会議・総会開催について 

第4回総会                           平成28年 7月 27日(水)  13時～ 

代議員・役員研修                平成28年 7月28日(木)  9時 30分～ 

   場 所 品川プリンスホテル 

 

4. (一財)神奈川タクシーセンター登録諮問委員会 

神奈川タクシーセンター登録諮問委員会    

平成28年6月6日(月) 13時～ 

神奈川県ハイヤータクシー会館 

 

5. (一財)神奈川タクシーセンター理事会 

神奈川タクシーセンター理事会 

平成28年6月22日(水) 12時～ 

神奈川県ハイヤータクシー会館 

 

6. 羽田空港計画配車入構事業者各位へタクシーセンターより感謝のメールがありました 

この度は急なお願いにもかかわらず、羽田空港街頭指導につきましてご協力を賜り誠にありが

とうございました。お陰様をもちまして、特段トラブル等もなくゴールデンウィーク期間を終え

ることができました。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 

神奈川タクシーセンター羽田空港タクシー委員会事務局 

一般財団法人 神奈川タクシーセンター指導課・課長 髙津 

 

7. 上大岡駅前5月度街頭指導のご連絡 

平成28年5月10日 神奈川タクシーセンター指導課 

日頃よりタクシー乗り場等適正運営にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

上大岡駅周辺における付け待ち行為改善のため、事業者の皆様におかれましてはご 理解の上、

日々ご指導いただいているところですが、先般ご通知申し上げておりますよう に「現認または指

導を受けた事業者協力による街頭指導の実施」にしたがい 5月度は下 記事業者にて街頭指導のご

協力をいただくことといたします。 お忙しいところ恐れ入りますが、万障お繰り合わせのうえ

ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

※来月より指導を受けた組合員に対応頂くことになっています。 

※今回は石常務理事に街頭指導に出て頂くことになりました。 

記 

5月度 

 21:00～23:00 

17日(火) ☆神奈川個人協組 京浜交通 

18日(水) ☆富士タクシー 港タクシー 

19日(木) ☆港タクシー 神奈川個人協組 

20日(金) ☆京浜交通 富士タクシー 
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（☆は担当責任事業者） 

街頭指導内容について 

  ・時間は21時～23時までの 2時間（開始5分前にバスターミナル入り口信号際集合） 

  ・バスターミナル入り口信号際とパチンコハイライト前に付け待ちする車両の排除。 

  ・腕章着用し、上記二か所に分かれ立つ。 

  ・指導に従わない運転者についてはその場でのトラブルは避け、後日タクシーセン 

  ターまで報告ください。 

※雨天等の荒天時は順延とし、改めてセンターよりご連絡いたします。 

 また、当日都合がつかない場合は指導課までご連絡ください 

6月度も指導・現認件数に応じ実施回数を決定致しますので、 

5月については違反のないよう周知徹底ならびにご指導の程、お願い致します。 

 

8. 横浜駅西口周辺 5月度街頭指導のご連絡 

平成28年5月10日 神奈川タクシーセンター指導課 

日頃よりタクシー乗り場等適正運営にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

横浜駅西口周辺における付け待ち行為改善のため、事業者の皆様におかれましては ご理解の上、

日々ご指導いただいているところですが、先般ご通知申し上げております ように「現認または指

導を受けた事業者協力による街頭指導の実施」にしたがい 5月度 は下記事業者にて街頭指導のご

協力をいただくことといたします。お忙しいところ恐れ入りますが、万障お繰り合わせのうえご

協力いただきますようお願い申し上げます。 

※来月より指導を受けた組合員に対応頂くことになっています。 

※今回は千羽専務理事に街頭指導に出て頂くことになりました。 

記 

5月度 

 21:00～23:00 

23日(月) ☆横浜個人協組 関東中央交通 

24日(火) ☆関東中央交通 ノボリ興業 

25日(水) ☆ノボリ興業 神奈川個人協組 

26日(木) ☆神奈川個人協組 横浜個人協組 

（☆は担当責任事業者） 

街頭指導内容について 

  ・時間は21時～23時までの 2時間（開始5分前に内海橋信号際集合） 

  ・内海橋信号際と横浜国際ホテル前に付け待ちする車両の排除。 

  ・腕章着用し、上記二か所に分かれ立つ。 

  ・指導に従わない運転者についてはその場でのトラブルは避け、後日タクシーセン 

    ターまで報告ください。 

※雨天等の荒天時は順延とし、改めてセンターよりご連絡いたします。 

 また、当日都合がつかない場合は指導課までご連絡ください 

6月度も指導・現認件数に応じ実施回数を決定致しますので、 

5月については違反のないよう周知徹底ならびにご指導の程、お願い致します。 

 

9. 神奈川タクシーセンター相談課からのお知らせ 

事務連絡平成 28年 5月13日 

利用者から最近寄せられた苦情事例の一部を紹介致します。 

■苦情事例 1 横浜中華街からチケット利用で東京都大井町まで乗車。乗車中、「チケット利用な



 - 7 - 

ら東京観光していきましょうよ」と言われ、高速道路から降りる際、最も近い勝島出口より一

つ先の芝浦出口で降り、戻る形になり遠回りをされた。 

■苦情事例 2 関内駅から横浜市緑区まで乗車。運転者が経路を確認しない為、当然いつものコー

スを走行すると思 い、同僚と話し込んでいると、勝手に第三京浜道路に進入した。文句を言

うと、「いつも通っているコースが遠回りだ」と反論され目的地に着いた。請求された料金は、

通常より千円も料金が高かった。 

 

◆苦情事例 1 では、当該運転者に確認をしたところ、簡易ナビを使用して、ナビの指示通り走行

したが、結果的に遠回りになってしまった。また、お客様への発言は長距離のお客様を乗せて

うれしい余り、思わず言ってしまったとの事です。誤解を招くような不適切な発言はせず、先

ずお客様に経路の確認 をし、ナビは参考程度にして、高速道路使用の場合は出入口の確認を

必ず行うように指導教育をお願い致します。 

◆苦情事例 2 では、当該運転者に確認をしたところ、お客様同士が話をし始めたので、経路を確

認しませんでした。また、第三京浜を走行した方が早く着くとの運転者の思い込みにより、第

三京浜を走行 しています。自分の思い込みで走行せず、お客様の乗車時には経路を必ず確認

するように指導教育を お願い致します。 

 

10. みなと赤十字病院内における一般タクシーの運用方について 

現在、みなと赤十字病院タクシー乗り場においては、UD タクシー専用乗り場を設け、暫定的にル

ールを設定し運用しておりますが、UD タクシーではない一 般タクシー扱いのワンボックスタク

シーが、一般タクシー乗り場に入構した場合の運用方として、「利用客が一般セダンタクシーを希

望された場合どうするのか」との問い合わせがセンターに寄せられました。 

そこでセンターとしては、UD タクシーではないワンボックスタクシーは、一 般タクシーと同様

に順次一般タクシー待機場より出構していただき、万一、利 用客が一般セダンタクシーを希望さ

れた場合は、少しバックさせ、待機場にいる一般タクシーに合図をして呼ぶなど、運転者間にお

いて対応していただくよう運転者への周知徹底をお願いいたします。 

利用客利便の向上と、運転者間のトラブル防止のため、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

11. 神奈川県警察本部生活安全総務課より振り込め詐欺被害防止協力依頼について・・・・・別紙 

神奈川県内における振り込め詐欺発生状況等について 

① 振り込め詐欺認知状況平成 28年1月～4月までの状況 

振り込め詐欺件数375件 被害総額約11億5,000万円 

② 振り込め詐欺の被害者の傾向 

被害者の67％が女性、90％が60歳以上   

③ 振り込め詐欺だましの手口等 

(1) オレオレ詐欺 

(2) 架空請求詐欺 

(3) 融資保証詐欺 

(4) 還付金詐欺 

等々があります。 

④ 振り込め詐欺のだましの電話入電時におけるタクシー事業者への協力依頼 

⑤ タクシー事業者への「警戒警報」トークスクリプト 

⑥ 手口一覧          

 県警本部よりの協力依頼に応じて組合では無線機・メール等で組合員各位へ周知致しますので、

被害の恐れがある方などをご乗車した場合には警察に一報し被害防止に協力をお願い致します。 
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12. 石川町高架橋工事に於ける、タクシー乗り場一時移設のお知らせ 

平素よりタクシー乗り場における適正運営に、ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 標記

につき、 石川町駅南口 タクシー乗り場を一時移設  しての工事が実施されます。 事業者並びに

運転者の皆様へは、ご迷惑おかけいたしますが、何卒ご協力お願い申し上げます。 

1. 工事場所 ＪＲ根岸線  石川町高架橋・吉浜高架橋 

2. 工事概要 鉄道高架の耐震補強工事 

3. 工事期間 平成28年5月30日(予定)～平成29年2月末日 

4. 作業時間 午前8時30分から午後 6時まで 

 

 

無線営業部報告 

 

 

1. 4月度無線配車状況 

受注数     配車数      不能数     配車率 

本年度   5955件   3971件   1984件     66.68% 

前年度   7049件   4425件   2624件    62.77% 

増減数   -1094件   -454件    -640件 

対 比   -15.51％   -10.25％     -24.39%  

 

2.  4月度新規契約状況     0件  

      

3. チケット無効公告    4件 

①1 契約先名称  朝日新聞 田園都市支局 

2 住   所  横浜市青葉区あざみ野2－12－5 

3 電話 番号  045－904－9010 

4  お客様コード No0632－001 

5 チケット番号 No0066339－03～20 

6 チケット枚数 18枚 

7 チケットの色 グリーン（高木 和男） 

8 紛   失  上記チケット契約者が、平成 28 年 04 月 1 日を以って紛失致しまし                 

たので共通利用無効を御通知致します。 

横浜個人タクシー協同組合 

   ②1 契約先名称  鹿島・匠特定建設工事共同企業体 

    2 住   所  平塚市南原 1－24－11 

             平塚市民病院整備事業 JV工事事務所 

    3 電話 番号  0463－30－2950 

    4 お客様コード No0161－003 

    5 チケット番号 全て 

    6 チケット枚数 全て 

    7 チケットの色 イエロー 

    8 摘   要  工事終了の為上記チケット契約者が、平成 28年4月 20日付を以って解約

致しましたので共通利用無効を御通知致します。 

神奈川個人タクシー協同組合 
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   ③1 契約先名称  日鉄住金コラム㈱ 

    2 住   所  千葉県君津市君津1 

    3 電話 番号  0439－50－8322 

    4 お客様コード No1141－000 

    5 チケット番号 全て 

    6 チケット枚数 全て 

    7 チケットの色 イエロー 

    8 摘   要  吸収合併のため上記チケット契約者が、平成28年 4月20日付を以って解

約致しましたので共通利用無効を御通知致します。 

神奈川個人タクシー協同組合 

   ④1 契約先名称  ㈱メディシステム 

    2 住   所  埼玉県川口市上青木 1－3－36 

    3 電話 番号  048－250－6589 

    4 お客様コード No0690－000 

    5 チケット番号 全て 

    6 チケット枚数 全て 

    7 チケットの色 イエロー 

    8 摘   要  利用がなくなった為上記チケット契約者が、平成28年5月2日付を以っ

て解約致しましたので共通利用無効を御通知致します。 

神奈川個人タクシー協同組合 

 

4. 4月度苦情報告 8件 

   ①電話による苦情 

    金沢支部組合員 

    苦情内容  

    金沢文庫駅～平和島まで乗車 

    「杉田インターから高速に入って下さい」と指定し「はい」と言ったが 

    杉田インターから入らずに横浜公園インターから高速を使った。 

    いつもは30分～40分で着くはずが90分かかった上、料金も高い本人に確認して対応 

    を連絡してほしい。 

    回答 

    本人を組合に呼び注意・指導して、相手に謝罪しました。 

   ②神奈川タクシーセンター 

    港南支部組合員 

指導内容 

平成28年4月7日(木) 22時30分 違反点数 1点 

横浜市 上大岡駅前 鎌倉街道下り バスターミナル入口前 交差点内 

当該車両は、上記場所に於いて 空車 表示にて駐車(付け待ち)していたので指導。 

尚、当該車両は前方の信号が青にも拘わらず駐車していた為、暫く待ち、次の赤信号時 

に指導したもの。 

[指導員]「タクシーセンターです。ここは付け待ち出来ませんので移動して下さい。」 

[乗務員]「あ、はい。」 と言って、指導後に空車にて発進したもの。 

回答 

    4月11日に組合に呼びまして、本人に確認した所、違法付け待ち行為である事を 

    認めました。本人には、二度と繰り返さない様厳重注意致しました。 
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   ③お客様ご要望カード 

    港南支部組合員 

    苦情内容 

    車内がタバコ臭かった 高齢者の通院の為、利用させて頂いたが接客と運転が乱暴 

    回答 

    電話で本人に確認し、厳重注意しました。 

   ④電話による苦情 

    港南支部組合員 

    苦情内容 

    横浜モアーズ前より乗車、川崎まで 乗車中窓を開けたところ「寒い」といって 

    閉められた乗車時より態度が悪かった、入江町交番で警察を交え話し合いをした。 

    交番からは別のタクシーで帰った。 

    回答 

    電話で本人に確認した所、言い過ぎたと思います、反省し今後はこの様な事が無い様に 

    致します。 

   ⑤神奈川タクシーセンター 

    保土ヶ谷支部組合員 

    指導内容 

    平成28年4月25日(水) 23時04分 違反点数 1点 

    横浜市 横浜駅西口 内海橋信号際路上 

    当該車両は上記場所に於いて、空車 表示にて(付け待ち)していたので指導。 

    尚、当該車両は前方の信号が青にも拘わらず駐車していた為、暫く待ち 

    次の赤信号時に指導したもの。 

    {指導員}「タクシーセンターです。ここは付け待ち出来ませんので移動して下さい」 

    {乗務員}「はい。」と言って、指導後に客が2名付き、実車にて発進したもの。 

    回答 

    5月6日に組合に呼びまして、本人に確認した所、違法付け待ち行為である事を認めました。

本人には、二度と繰り返さない様厳重注意致しました。 

⑥電話による苦情 

 磯子支部組合員 

 苦情内容 

 子供が乗る時に「早く乗って」と急がされ子供が窓から顔を出したら怒られた。 

 子供が怖がってしまい外に出たくないと言い出した、子供は精神の病気を持っている。 

 確認して対応を連絡してほしい。 

 回答 

 当人同士で話し合いにて収束。 

⑦お客様ご要望カード 

 旭支部組合員 

 苦情内容 

 どんな事情があるのか知りませんが胡坐をかいて(左足だけだけど) 

 運転してちゃダメでしょ! TTCに言ってやる！ 

 回答 

 本人に電話で確認して、厳重に注意しました。 
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5.「25番車両と26番車両関連」語句訂正 

25番車両と26番車両関連 

1) 25番車両については、2500cc以上5年以内、クラウン・フーガ同等以上としたい。 

2) 26番車両については、2400cc以上 8年以内を残し、個別に車種を指定して認める事で対処し

ます。     

3) 26番車両に、ベンツC2200ディーゼル・ベンツ C2000ガソリン・マツダアテンザ2200ディー

ゼルを認める事とします。  

※ 今後新しい車種について要望があった場合には理事会で対処する事とします。 

速やか認定を必要とされる場合は、車両発注が決まった時点で申し入れて頂ければ認定時期を

早くすることが出来ます。 

4) 30番については現行通り9年以内の車歴について可とします。 

  

6. 無線代務について 

  平成28年5月23日(月)AM1:00～9:00  

代務協力者 (港)田邊和男理事 (金)小鎚誠二理事 

音声主体の配車となります。不慣れですのでご協力をお願い致します。 

 

7. 理事会審議事項報告 

①無線室職員に対する過度の電話に対する審議 

N組合員による無線オペレータ職員に対する電話について3月31日 3時20分頃及び4月5日

1時24分頃の2件について4月度理事会において録音を聴き、5月度理事会において弁明を求

め審議しました。 

今後無線室へは必要最小限の電話に留め、乱暴な威嚇する口調で話さないこと、長時間の電話

はかけないこと、また職務中の職員の携帯電話へ絶対に電話をかけないことを内容とした、厳

重注意及び誓約書処分」、本人は反省しており 180 日無線営業停止を申し出ましたがこれを縮

小し「60日無線営業停止処分」(6月1日～7月30日)と議決しました。 

 

②無線部審議事項30番待機におけるルール違反についての審議 

K組合員に対する 30番入構注意事項違反の審議 

4月21日23時頃、ダイヤビル（30番）タクシー乗り場において、外部から乗車に来られたお客

様に対し「ここはこのビル専用乗り場だから乗せられない」と伝えお客様は「前には乗せても

らえた」と言いましたが乗車を拒否した。このことを咎めた組合員に対して「新人のくせに生

意気な事を、言うな」と語気を荒げた。5月17日理事会において審議し、「厳重注意及び誓約書

処分」に「ダイヤビル（30番）タクシー乗り場入構禁止１ヶ月（6月1日～6月30日）を併科」

と議決致しました。 

 

8.  4月度無線機 272台 空台数 3台 

 

 

財政部報告 

 

1. 4月分までの賦課金等未納状況 

5月19日 16:00時現在 

未納者0支部 なし 

未納者     56名    10,495,451円 
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2. 未納者への督促及び対策について 

14か月 （金）高本敏之 

5か月 （神）中澤元春 （神）横溝浩一 

3か月 （神）下城一実 （神）嶋幸雄   (神）鈴木光雄 （中）尾倉洋一（保）阿部達夫   

（南）長谷川一広 （港）田代博 （戸）松島修一 （金）青木昇  （金）北川正仁 

(金)高本組合員は不幸な事故による車両押収・免許停止で約１年弱仕事が出来ませんでした。現

在は仕事に復帰していますが長期滞納となっております。5月度理事会において弁明頂き 8月から

年金が満額受給となり毎月 10万円の納入を確約されております。それ以外の方につきましても前

年度分賦課金が 3か月以内になるよう納入する確約を頂きました。 

 

 

3. 平成28年4月度、換金チケット枚数・換金額  

 チケット枚数 換金額 １枚当たり｢参考」 

H.28年4月分換金額 11,918枚 87,182,224円    7,315円 

H.27年4月分換金額 13,205枚 97,636,264円    7,393円 

増 減 額 -1,287枚 -10,454,040円 -78円 

対 比 -9.74％       -10.7 ％ -1.05 ％ 

 

 

4. 平成28年4月度、神奈川個人組合員換金チケット枚数・換金額   

 チケット枚数 換金額 １枚当たり｢参考」 

H.28年4月分換金額 9,289枚 65,751,164円    7,087円 

H.27年4月分換金額 10,489枚 75,116,874円    7,161円 

増 減 額 -1200枚 -9,365,710円 -74円 

対 比 -11.4 ％        -12.46 ％ -1.03 ％ 

 

 

5. 平成28年 4月度、デビット・クレジット・カード会社チケット換金実績 

4月度  (364台) 枚数 金額 １枚当たり｢参考」 

デビットカード  1 件 820 円 820 円 

クレジットカード 2,714 件 18,028,986 円 6,642 円 

カード会社チケット 1,777 件 14,191,978 円 7,986 円 

＜参考＞平成27年４月度デビット・クレジット・カード会社チケット換金実績 

4月度    (347台) 枚数 金額 １枚当たり｢参考」     

デビットカード  1 件 3,430 円 3,430 円    

クレジットカード 2,584 件 17,241,241 円 6,672 円    

カード会社チケット 2,032 件 15,620,790 円 7,687 円    
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6. 平成28年4月度、神奈川個人発行チケット処理<参考資料> 

組 合 名 枚  数 金  額 １枚当たり｢参考｣ 

神奈川(窓口) 2,876 17,262,550 6,002 

横浜個人 1,698 12,292,380 7,239 

川崎個人 108 830,550 7,690 

川崎第一個人 25 190,250 7,610 

横須賀個人 32 325,800 10,181 

浜協個人 187 1,135,800 6,073 

県央個人 59      649,760 11,012 

東京個人 480 5,806,360 12,096 

その他 40 200,160 5,004 

合計  5,505 38,693,610 7,028 

 

7. 各自治体発行の福祉券の換金手数料の無料化について 

福祉券の換金方法、福祉券だけ別にして振込にて換金して頂くことで手数料を課さないことが可

能です(アンサーは利用できません)。組合での福祉券換金手数料無料化は平成28年6月1日換金分

より実施致します。 

 

8. 帳簿係より税務申告に関する報告 

① 申請人数 

1) 電子申告 363名 

2) 申告用紙 156名  

3) 廃 業 者  24名 

合 計  543名 

 

② 帳簿係よりお願い 

平成27年度の所得税を分納された方は、5月31日が納付期限になっています。 

また、金融機関からの振替納税依頼をされている方は残高の確認をお願い致します。 

5月に自動車税を納付された方は、収支明細書に記入してください。 

 

 

第43回 通常総代会 関連説明 

 

1. 第43回 通常総代会開催  日時・場所について 

開催日時 平成28年5月29日  午前10時 

開催場所 神奈川個人タクシー協同組合 

(注)出席者はネクタイ着用でお願いします。 

 

2. 共済表彰者名簿   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別 紙 

 

3. 総代会議案書 

第 1号議案   平成 27年度事業報告及び決算関係書類 承認の件 

第 2号議案   平成 28年度事業計画(案)及び収支予算(案) 決定の件 
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第 3号議案   平成28年度賦課金及び徴収方法 決定の件 

第 4号議案   平成28年度手数料、使用料、共済事業掛金等(最高限度額)設定 決定の件 

第 5号議案   平成28年度役員報酬 決定の件 

第 6号議案   平成28年度業務報酬費設定 承認の件 

第 7号議案   組合借入金残高の最高限度額 決定の件 

第 8号議案   一組合員に対する貸付金の残高、債務保証最高限度額 決定の件 

第 9号議案   加入金 決定の件 

第10号議案  LPG利用分量金配当金全額返還 承認の件 

第11号議案  共済事業規約改正 承認の件 

第12号議案  組合員法定脱退 承認の件 

第13号議案  役員選任 承認の件 

4月開催の支部会において支部毎に選任された役員候補者は、5月6日(金)開

催の推薦委員会会議においてご提案の通り総代会へ上程することが決定され

ました。 

 

 


