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平成25年5月18日(土)・19日(日) 

 於: 神奈川個人 会議室 

平成 24年度 第 6回支部会報告書 

 

一般報告 

 

1. 県警本部長表彰者推薦について 

 候補者 

(神)池宮城  尚     (金)山本  操    

上記の各位に対し、県警本部長表彰者として推薦いたします。 

 

2. 事業許可期限更新講習会のお知らせ (4月支部会で既報) 

平成 25年 6月 1日付事業許可期限更新（平成 25年 5月 31日期限満了）に伴う講習会及び期限変

更通知書交付式が下記により行われますので、該当者の方は必ず出席して下さい。 

日 時 平成25年6月25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。 

 

3. 当該 組合員によるチケット営業規約及び適正化基準抵触に係る組合対処の経過報告 

 第10回理事会の審議事項第５号議案で審議をした結果、「厳重注意及び誓約書」の提出が決定しま

した。 

 2月28日に 当該 組合員に対し、理事会決定を内容証明付き配達証明にて通知した。 

 3月8日に、当該 組合員が依頼の弁護士から「反論文」の通知書が到達。 

 3月14日に、当組合の顧問弁護士に相談し、3月15日に顧問弁護士からの通知書に添付の誓約書に署

名押印の上、提出するよう請求する。 

 4月26日に、当方の顧問弁護士と、当該 組合員及びその組合員依頼の弁護士と折衝、誓約書未提出。 

 

4. 6月支部会日程について 

関東運輸局より講師の招聘を賜り交通安全講習会を開催します。 

開催日 平成25年6月26日(水) 神奈川県薬事保健会館      

受講者の報告義務がありますので振るって参加をお願いします。 

 

 

6月度支部会日程   於:神奈川県薬事保健会館      ※再度、葉書でお知らせいたします。 

 6月26日(水) 

13:00 中央 ・ 旭 ・ 戸塚・ 磯子・ 金沢 

15:00 神奈川 ・ 保土ヶ谷・ 南 ・ 港南 

    

5. 職員採用のお知らせ  

 木村卓人 (37歳) (渉外係)5月13日(月)から勤務 
 桃川弘平 (24歳) (総務課)5月21日(火)から勤務 

門 外 不 出 

 



 - 2 - 

 

6. 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 6月1日から9月30日まで宜しくお願い致します。 

 

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. 寄付の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。是非寄付のご協賛をお願

い致します。 

 

 

共済事業部報告 

 

 

1. 4月度事故報告   
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2. 6月度ＬＰＧ販売価格について 
掛売99.75円 (95円＋消費税 4.75円)  

 プロパン(CP価格) ブタン(CP価格) 掛売価格 

3月   895 ㌦(前月対比-15 ㌦) 895 ㌦(前月対比-15 ㌦) 4月価格 102.90 円   (98円＋○消4.90円) 

4月 790  ㌦(前月対比-105㌦) 835  ㌦(前月対比-60㌦)  

新表示   842.5 ㌦ (3 月と 4 月の平均価格)  864.0㌦ (3月と 4月の平均価格)  5月価格 101.85 円   (97円＋○消4.85円) 

5月 735  ㌦ (前月対比-55㌦) 775  ㌦(前月対比-60㌦)  

新表示   762.5 ㌦ (前月と今月の平均価格) 805.0 ㌦ (前月と今月の平均価格)  6月価格  99.75 円   (95円＋○消4.75円) 

5月のCP価格はプロパン-55㌦・ブタン-60㌦となり、3月から連続して値下げとなりました。 

先月からCP価格の表示方法が変わりました。掛売価格は為替レートが更に円安での取引であるこ

とと、6月の販売商品は4月～5月に輸入されたものが多く、6月に販売される LPG価格は4月の

CP価格と5月のCP価格の平均値(5月新表示価格)を参考に計算されます。 

平成25年6月度の組合員向けＬＰＧ掛売価格は前月より 2円の値下げとなります。 

なお、各位に対する取引スタンドからの請求額を請求させて頂きますので宜しくお願い致します。 

 

3. 生命保険相談会開催について 

(株)東海あんしんエージェンシー(TAA)の係員より説明をお願いしました。 

※生命保険相談会 6月以降の相談日  

6月3日(月)  7月1日(月)  9月2日(月)  10月7日(月)   11月 5日(火)    

14:00～16:00 1階休憩室で開催します。 

 

4. 団体生命保険制度 平成25年度 保険料変更について 

団体生命保険制度は、平成25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。 

 

団体生命保険制度 平成25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 24,300円 

1,500万円 18,350円 

1,000万円 12,400円 

800万円 9,920円 

500万円 6,200円 

300万円 3,720円 

100万円 1,240円 

※ 本人・配偶者の保険料は共通です。 
※ 上表の保険料には特約保険料が含まれています。 
※ 1,500万円、2,000万円の両コースは、100万円コースの整数倍ではありませんので要注意。 

 
5. トヨタカローラ神奈川㈱展示会のお知らせ 

トヨタ ＨＶ「カムリ」の展示会を開催します。 (パンフレット配布)(枚数限定) 
「お得なキャンペーン」を実施中   期間限定(5月 8日～7月31日まで) 

 展示会の開 催 日   平成25年5月27日(月) 10:00～16:00 
 開 催 場 所   神奈川個人タクシー組合駐車場   
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6. 横浜テクノタワーホテルファミールよりご案内 (パンフレット配布)(枚数限定) 
夏のご宴会プランが届きましたので、ご宴会の予定がありましたらご利用下さい。 

 

 
外部報告 

 

1. 社団法人 全国個人タクシー協会 名称変更のお知らせ 

全国個人タクシー協会は内閣総理大臣より一般社団法人への移行許可を受け、平成 25年 5月 1日

より 名称を「一般社団法人 全国個人タクシー協会」に改め各地方運輸局等の所在地にある支部

とともに設立登記を完了しました。 

 

2. (一般社団)全個協 関東支部理事会開催について 

第 116回 関東支部の理事会が開催されます。 

開催日 平成25年6月13日(木)14時 00分～ 

場 所 個人タクシー会館（東京 中野) 

 

3. 磯子交通安全協会 定時総会開催について 

平成25年度 定時総会が開催されます。 

開催日 平成25年6月6日(木)15時00分～ 

場 所 磯子警察署 4階 

 

4. 被害者救済対策会議開催について 

開催日 平成25年6月11日(水)14:30～ 

場 所 磯子警察署    4階 

 

5. 磯子区暴力団排除推進協議会総会開催について 

第 22回磯子区暴力団排除推進協議会総会が開催されます。 

開催日 平成25年6月13日(木)15時 30分～17時 

場 所 磯子警察署 4階 

 

6. 「エコドライブ 10のすすめ」リーフレット配布について 

標記につきましては、(公財)交通エコロジー・モビリティ財団より(一般社団)全個協へ配布依頼

がありました。 

(一般社団)全個協から配布依頼とリーフレットが届きましたので、事務所掲示板等への掲出と

共に受付カウンター等に置いて、配布いたします。 

エコドライブ10のすすめ 

1. ふんわりアクセル『eスタート』     

2. 車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転                   

3. 減速時は早めにアクセルを離そう 

4. エアコン使用を適切に 

5. ムダなアイドリングはやめよう 

6. 渋滞を避け、余裕を持って出発しよう 

7. タイヤの空気圧から始める点検・整備 

8. 不要な荷物はおろそう 

9. 走行の妨げとなる駐車はやめよう 

10. 自分の燃費を把握しよう 
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7. 県協会の理事会・総代会について  (4月に既報) 

1) 県連・県協 理事会 5月23日(木)13:30 ～       (於)横浜個人3階会議室 

 

2) 県連・県協 総代会 6月5日(水) 於：ローズホテル横浜 

県連 13:00～ 議長(1名)当組合から選任します。     

県協 14:00～ 議事録署名人(1名)当組合から選任します。 

 

8. 「ＵＤ」「ＥＶ」タクシー専用帯設置に向けた実証実験について 

1) 実証実験の目的 

横浜駅東口タクシープラザに車椅子のまま乗車でき、大きな荷物も積める誰もが使用できる 

「ＵＤ」タクシーと電気で走る環境にやさしい「ＥＶ」タクシーの普及促進に向け、専用帯 

(待機レーン)を設置いたします。 

2) 実証実験 

場  所 横浜駅東口タクシープラザ 

期  間      平成25年5月 22日(水)～平成25年5月 28日(火) 

時  間     午前9時(9:00)～午後9時(21:00) 

実施内容     待機場所手前1レーン全てを「ＵＤ」「ＥＶ」タクシー専用帯(待機レーン)

とします。 

 

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    5504        4885         619        88.75% 

    前年度    6217        5551         666        89.28% 

    増減数      -713          -666         -47 

    対 比    -11.46 %      -11.99 %    -7.05 % 

 

2. 4月度新規契約状況について        0件 

 

3. チケット無効広告               1 件 

① 契 約 先 名 称   宇部建設資材販㈱ 横浜支店 

   住      所  横浜市中区住吉町1-2-601 

電  話  番  号  045-228-0735 

1.お客様コード  №5745-002 

   2.チケット番号   00775520-16 ～00775520-17       

   3.使用者氏名     

   4.チケット枚数  2枚 

   5.チケットの色    グリーン 

  6.紛    失  平成25年5月15日付  横浜個人タクシー協組発行 
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4. お客様要望カードについて 

① 褒めて頂いた組合員 

(神)Ｎ.Ｉ  組合員   

アンケートの内容： 全て「良い」に丸が付いていました。 

お客様のコメント： 良いタクシーに乗れて良かったです。また乗ってみたいです。 

(神)Ｋ.Ｋ 組合員  

 (5月6日付)青葉台～久地 間をご乗車された女性のお客様から 

アンケートの内容： 全て「良い」に丸が付いていました。 

お客様のコメント： おいくつでしょうね? 頑張っていますね。 

 

② 苦情を頂いた組合員 

1）(4月21日付) ブルーライン上永谷駅前で乗車➝自宅まで(710円) 

  アンケート内容 ：運転操作は 乱暴・領収書発行なし・忘れ物注意なし・降車時の挨拶なし。 

お客様のコメント：環状2号の交差点で通行人に気が付くのが遅く急ブレーキを掛けた。その際

頭を天井にぶつけたが、「大丈夫ですか? すいません」の一言も無く車を走

らせた。通行人からは、思いっきり車をケラれた。もちろん通行人に謝罪も

していない。  

     <組合対処> 

    組合へ来て頂き、注意のうえ始末書を提出して頂きました。 

  

2）金沢文庫駅西口でご乗車のお客様から 

自宅まで利用しましたが、ほぼ個人タクシーの運転手さんは感じが悪くていつも嫌な気分にな

ります。(同一と思われる乗客から同じ文面で2回の投書があった。)  

 

5. 電話での苦情について 

馬車道～菊名までのお客様が港北署へ届け出。 

カーナビで違う道を通っているので、「遠回りじゃないか?」と言ったら、急発進等乱暴な運転が有

ったと云う届出が港北署にあり、港北署の警察官より組合に電話がありました。「この様なことは

モラル的な事であり、組合からご本人に指導を願いたい」との一報を受けた。 

 

6. 無線配車を受けた移動局にお願い 

配車された移動局が配車先に到着したら速やかに乗客へお通し下さい。複数の配車の場合は、先着

順の乗車の場合と、乗車優先車の場合もありますが、乗車順に先頭者が責任を持ってお通し下さい。 

 

7. 4月度 無線機 空台数                64台   
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財政部報告 

 

 

1. 4月分までの賦課金等未納状況  

5月16日 16時00分現在 

  未納者0支部 なし 

  未納者      79名        8,369,686円 

 

2. 未納者への督促及び対策について 

5月9日に2ヶ月以上の未納者28名に対して督促状を発送しました。4月以前分の賦課金を入金され

ないと延滞金が発生していますので速やかなる納付をお願い致しました。尚、4月分のみ未納の

場合も5月31日までに完納なき場合は同じく延滞金が発生しますのでご注意願います。 

3ヶ月以上の未納者へは、5月15日(水)開催の理事会へ出席し弁明する事及び始末書の提出を求

める旨、督促状にて通知致しました。 

     尚、下記の方は理事会出席要請者です。 

(神)大城 豊晴  (神)鈴木 光雄   (神)高木  亨    (神)堀越 廷二郎   (中)平野 高治    

(戸)藤森 謹一  (磯)平井 輝雄   (金)富田 秀  

 

3. 平成25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.25年4月分換金額 13,293枚 97,956,430円    7,369 円 

H.24年4月分換金額 13,706枚 103,873,272円    7,579 円 

増 減 額 -413枚 -5,916,842円 -210円 

対 比 -3.01％        -5.69％ -2.77 ％ 

 

4. 平成25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.25年4月分換金額 10,400枚 73,245,130 円    7,043円 

H.24年4月分換金額 10,472枚 75,778,352 円    7,236円 

増 減 額 -72枚 -2,533,222 円 -193円 

対 比 -0.68 ％        -3.34 ％ -2.66 ％ 

 

5. 平成25年4月度 デビット・クレジット・カード会社チケット換金額 

月度  (328台) 枚数 金額 １枚当たり｢参考」 

デビットカード  0件 0円 0円 

クレジットカード 2,451件 15,634,840円 6,379円 

カード会社チケット 1,956件 15,698,690円 8,026円 

 

6. クレジット会社のチケットについて 

クレジット会社発行のチケットは翌月の8日が請求期限となっております。前月分の取扱分は、 

早目に換金をお願いします。 
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第40回 通常総代会 関連説明 

 

1. 総代会の開催に関わる説明について 

① 総代の皆様へは5月14日に議案書の発送を致しました。当日持参して下さい。 

② 第40回通常総代会は5月26日(日)10:00からの開催となります。 

③ 行動費は[日当交通費]で支給することになりました。 

 

2. 共済表彰代表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙   

   5年表彰  (34名) 代表 総代の中で該当者へ表彰 

10年表彰  (10名) 代表   〞       〞 

15年表彰  (8名) 総代の中に対象者が無く、該当者の所属支部長が代理で受賞      

20年表彰   該当者は一人ですが総代ではないので、所属支部長が代理で受賞 

 

3. 第 40回 通常総代会議案説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(総代会議案書) 

   

第1号議案 平成24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25年度事業計画(案)及び収支予算(案) 決定の件 

 

(枠内) 第3号議案～第14号議案 については4月支部会で説明致しました。 

 

第3号議案 平成25年度賦課金及び徴収方法 決定の件・・・・・(例年通り変更なし)  

第4号議案 平成25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 

(1) 税務申告費 1ヶ月       1,050円 (消費税込) 

(2) 共済事業掛金 1ヶ月 1,550円 (非課税)  

内訳 (一般1,000円･車輌保険免責額350円･対物保険免責額200円) 

(3) 無線機使用料 1ヶ月    1,365円 (消費税込) 

    デジタル化後       〃  2,867円 (消費税込) (導入期未定) 

(4) 無線機保守料 1ヶ月      315円 (消費税込) 

   デジタル化後       〃    (変更なしの予定) 

(5) 換金手数料  3.5％ (消費税込) 

(6) 配車手数料  1回につき   50円 月額上限 2,000円(消費税込)  

(第14号議案決定による) 

第5号議案 平成25度役員報酬 決定の件・・・・・・・・・・(例年通り変更なし) 

第6号議案 平成25度業務報酬費設定 承認の件・・・・・・・(例年通り変更なし)   

第7号議案 組合借入金残高の最高限度額 決定の件 ・・・・・(例年通り変更なし) 

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 

                                               ・・・・・・(例年通り変更なし) 

第9号議案 加入金 決定の件 

           平成25年度  組合加入金   60,000円 

第10号議案 定款及び規約一部変更 承認の件 

定款一部変更について 

第11号議案  デジタル無線機導入機種選定 決定の件 

導入機種はデジタル(400MHz)GPS配車システム(デュアルモニター仕様・カーナビ連

動仕様・集中基地局2局)と定める。 
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第12号議案  無線設備の導入時期・資金調達方法・移動局の運用方法 承認の件 

1) 導入時期 

無線設備の導入を消費税導入前に完了する。 

2) 資金調達方法 

無線設備の資金調達は借入資金を充てる。 

3) 移動局の運用方法       

可能な限り多数の組合員に装着を募り、組合で購入のうえ、移動局の各位には  

リース料にて貸与とする 

(移動局設備費を約8年で償却のリース料を設定する)。 

第13号議案 換金資金の預り金を組合員一律定額に設定 決定の件 

換金資金の預り金は組合員一律定額の 200,000円に統一する。 

 換金資金を 非無線車の155,000円に統一し、全員から45,000円の資金増資をして

頂くと、全組合員が 200,000円に統一できます。 

 45,000 円の資金増資は無線設備積立金(3,000/月)から振り替えて頂き、残金は総

代会で決定後(6月末日)に返金いたします。 

第14号議案  配車手数料の新規付加を創設  承認の件 

配車センター設備費・無線業務の運営費の費用補填対策として配車手数料を創設。 

配車手数料  1回につき 50円    月額上限 2,000円(消費税込)  

 

    

 

以上組合員各位の絶大なるご協力をお願い申し上げます。 


