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平成 26年 3月 22日(土)・23日(日)・30日(日) 

   於: 神奈川個人 会議室 

平成 25年度 第 6回支部会報告書 

 

 

一般報告 

 

 

1. 組合員事業廃止について 

(南) 山口 幸男 (81歳)   平成 26年 3月 20 日               一般廃業 

いつまでもお元気でお過ごし下さい。 

 

2.  県協会長(永年勤続) 表彰候補者推薦について 

候補者２名 (今後 神奈川運輸支局長表彰・関東運輸局長表彰並びに国土交通大臣表彰へ上申す

る礎となります。) 

     候補者 1. (南)進藤 昇 氏の推薦をいたします。 

2. 2人目の候補者は未定のため募集します。 

      候補者の資格 

① 個人タクシー 7年以上であること 

② 過去無事故無違反 7年間以上 

※ 上記の資格については大臣表彰(無事故無違反15年)の礎になるので基準以上が望ましい。

資格がある方は是非お申込みをお願いします。 

 

3.  五度目の御寄付をされた組合員が御座いました 

港南支部員で 匿名希望のＡ氏より、5回目の寄付金を預かりました。 

東京交通新聞を通じて(財)交通遺児等育成基金へ全額寄贈させて頂きました。 

同 支部員からのご寄付の紹介  

平成 22年 10月 19日付  金 200,000円 

平成 23年  6月 20日付  金 200,000円 

平成 24年  2月  8日付 金 200,000円 

平成 25年  2月  5日付  金 200,000円 

平成 26年  3月 18日付  金 200,000円 の寄付を賜りました。 

景気低迷により厳しい時代にも拘わらず、五度に亘りご寄附をして頂いた御奇特な組合員が

おりますことを大変誇りに存じます。(本人のご要望により名前は控えさせて頂きました。) 

 

4. 役員任期満了に伴う改選準備ついて 

   各支部投票管理委員を3名以上選出し、その中から委員長を決めて届出書により組合に報告する

(今回の3月度支部会に於いて選考してください)。 

① 3月度の全支部会が終了後、投票委員長会議を開催し(後日連絡)、選挙公示及び選挙日程を

決めます。 

② 組合員の資格及び支部定数(各支部推薦委員・総代数)については3月31日在籍者によります。 

 

門外不出 
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5. 総代会日程について   

第41回通常総代会の日程については 

平成26年5月25日(日) 10:00～ と決定いたしました。 

 

6. 個人タクシーの譲渡者を募ります 

廃業の予定がありましたら譲渡廃業にご協力をお願いします。 

平成 14年 2月以降に個人タクシーになられた方の定年制が起因し、これからは従来よりも譲渡

者が多くなることも考えられます。このことを見込んで優良な受講生を募集しています。 

近況では勉強の出来る優等生が譲渡譲受の組合せをお待ちしている状況ですので譲渡にご協

力を頂ける組合員は是非ご一報をお待ちしています。 

<参考> 

[3 月申請]は 3月 31日までに申請を完了して、試験は 5月に実施となります。合格者への引継

ぎは 7月末から 8月初旬となる予定です。 

 

7. 定款一部変更について 

1)  一般旅客運送事業 標準運送約款の変更について 

改  定  後 現  行 

(運賃及び料金) 

第 5 条  

当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車

時において地方運輸局長の認可を受け、又は

地方運輸局長に届出をして実施しているも

のによります。 

(運賃及び料金) 

第 5 条  

当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車

時において地方運輸局長の認可を受け実施し

ているものによります。 

※上記の下線文言が挿入されました。変更後の条文を運輸局長から変更指示通達により徹底

されますので、当組合の標準運送約款についても必然的変更となりますのでご了承願います。 

 

2) 個人タクシー事業運営適正化規約   (改定案)  

改  定  後 現  行 

(組合員) 

第２条 組合員は個人タクシー事業の許可・

認可に伴う諸法規を厳守するととも

に組合定款及び定められた規約・規

定・規則・細則・要綱等を遵守し、相

互扶助の精神に基づき適正な事業運

営に努めなければならない。従って、

組合は自分本位の営業により個人タ

クシーの信頼を損ない、苦情・その他

により組合の名誉を汚し、組合事業の

発展を阻害してはならない。 

 2  異常な行動・発言及び常識の域を逸脱 

する表象を呈し、1項に違反すること 

が容易に想定される場合。 

(組合員) 

第２条 組合員は個人タクシー事業の許可・

認可に伴う諸法規を厳守するととも

に組合定款及び定められた規約・規

定・規則・細則・要綱等を遵守し、相

互扶助の精神に基づき適正な事業運

営に努めなければならない。従って、

組合は自分本位の営業により個人タ

クシーの信頼を損ない、苦情・その他

により組合の名誉を汚し、組合事業の

発展を阻害してはならない。 

  第2条 に 2  下線の文言を挿入   
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3)個人タクシー事業運営適正化規約 (改正案) 

上記  (別表)   適正化基準      

[３．審査事案Ｂ] 

(11)組合の信用を失墜させる行為 

(16)その他、本組合の信用を失墜させる行為 …(11)と(16)が重複していますので 

(11)[組合の信用を失墜させる行為]を削除します。 

(12)から(17)の数字を各一桁ずつ繰り上げます。 

[４. 心療診断事案] を新設し、下線の文言を挿入。[４.の罰則基準]は下線の文言を

挿入。 

[４危険運転]  ➝ [５危険運転]  数字を一桁 繰り上げます。 

(別表)              適正化基準 

事案分類 罰則基準  

１．指導事案 ・・・・変更なし １. 指導基準 ・・・・変更なし  

２. 審査事案Ａ・・・・変更なし ２. 審査基準Ａ・・・・変更なし  

３．審査事案Ｂ 

(1) 悪質な接客態度不良 

(2) 客選び行為 

(3) 偽装迎車行為 

(4) 高速道路使用強要 

(5) 偽装故障 

(6) 迂回走行 

(7) 乗車拒否 

(8) 途中下車強要 

(9) 運賃料金の不正請求または収受 

(10) 乗客に対する不快行為 

数字を各一桁ずつ繰り上げます。 

数字を各一桁ずつ繰り上げます。 

(11) 組合の信用を失墜させる行為 

(12) ➝(11) 本組合または関係団体の街頭指導における指

導員への悪質な暴言、暴行 

(13) ➝(12) 本組合または関係団体の街頭指導における指

導への不服従 

(14) ➝(13) 個人タクシー事業者に係わる悪質な法令・通

達等違反 

(15) ➝(14) 酒気帯び運転で行政処分を受けた者 

(16) ➝(15) その他、本組合の信用を失墜させる行為 

(17) ➝(16) その他、前各項目に類似する行為 

３. 罰則基準Ｂ・・・・変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挿入４. 心療診断事案 

異常な行動・発言及び常識の域を逸脱する表象を呈

し、適正化規約 第２条 1項に違反することが容易

に想定される場合 

 

組合が指定する医療機関において 2 名以上の医師に

よる診断を義務付け、医師の指導に基づき対処する。 

状況により運輸局へ具申することができる 

 

４➝５  危険運転・・・・変更なし ・・・・変更なし  

５➝６  誓約不履行・・・・変更なし ・・・・変更なし  
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[５誓約不履行] ➝ [６誓約不履行] 数字を一桁 繰り上げます。 

 

8. 組合投書箱の[意見書] (昨年の 3月の投書)に対する新年度からの処置について 

昨年の組合投書箱へ投入された[意見書]は、「クラブ助成金の件」について「補助金(助成金)

は必要ない。組合の無駄使い」「使用料、光熱費を払っているのか?」の内容でした。 

この件について、昨年の 3月支部会で発表した内容は、支部会参加率の向上と控室は早めに閉

めること及び、少人数クラブの活性化を図る努力をお願い致しました。 

今回、3月の理事会で再審議の結果は下記の通りに決定致しました。 

【助成金の対象クラブについて】 

① 県連大会(又は全国大会)に参加するクラブであること。 

② 組合員で構成するクラブであること。 

③ 趣味・娯楽はサークルの意義は大であるが助成の対象外とします。 

④ 助成金支給クラブ 

  ゴルフ部     対象 1チーム 

  ボウリング部   対象 1チーム 

野球部      対象 2 チーム      各 2万円(年間) 

※ 1階控室は早目に閉めて下さい。尚、最悪でも 21時までに施錠して下さい。守られない場合  

は組合で鍵の管理を致します。 

 経費節減に努力いたしますのでご理解をお願い致します。 

 

9. 4月支部会・5月支部会及び総代会日程の件 

※ 4月の支部会において支部役員の改選選挙をお願いします。 

4月度支部会日程 (神奈川個人組合講堂)      ※再度、葉書でお知らせいたします。 

 19(土) 20(日) 26日(土) 27日(日) 

12:30 旭 金沢 磯子 中央・南 

15:30 保土ヶ谷 戸塚 港南 神奈川 

<注意> 一部の開始時刻は 12:30   二部の開始時刻は 15:30 

 

※ 5 月度 合同支部会は総代会議案書説明等の重要な支部会となります。外部施設の開催場所

が設定できませんでしたので、神奈川個人組合講堂で開催となります。 

5月度 合同支部会 (神奈川個人組合講堂)     ※再度、葉書でお知らせいたします。 

 5月17日(土） 5月18日(日) 

13:00 神奈川 ・ 中央 港南 ・ 保土ヶ谷 ・ 南 

15:30 旭 ・ 戸塚 磯子 ・ 金沢 

 

10. 度重なる苦情が寄せられる事業者について 

大多数の当組合の事業者は親切・丁寧・安心な営業を心掛けて頂き、世論の支持を頂いている

と確信しておりますので心より感謝を申し上げます。 

しかし、一部の勝手気ままな接客が神奈川個人タクシーブランドの信用を失墜させていると

思われます。各々の苦情の内容が必ずしも処罰の対象でなくても、たび重なる苦情が寄せられ、

その都度、厳重注意をしたにも拘わらず善処されない場合は適正化規約・適正化基準(別表)に

基づき審査を致します。苦情の無いようご協力をお願い致します。 

今回、該当者がありましたが素直に適正化基準(別表)に従って頂きましたので、名前の公表

は控えます。(再発等によっては定款１３条の適用に発展することもあります。) 
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共済事業部報告 

 

1. 2月度事故報告 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. 平成 26年 4月度ＬＰＧ販売価格について 

掛売 112.32円 (104円＋消費税 8.32円)  

 プロパン(CP価格) ブタン(CP価格) 掛売価格 

1月 1010㌦(前月対比 -90㌦) 1020㌦(前月対比 -205㌦)  

新表示   1055 ㌦ (前月と今月の平均価格) 1122.5 ㌦(前月と今月の平均価格) 2月価格121.8 円  (116円＋○消5.8円) 

2月 970㌦(前月対比 -40 ㌦) 970㌦(前月対比 -50 ㌦)  

新表示   990.0 ㌦ (前月と今月の平均価格) 995 ㌦(前月と今月の平均価格) 3月価格114.45 円 (109円＋○消5.45円) 

3月 855㌦(前月対比-115 ㌦) 870㌦(前月対比-100 ㌦)  

新表示   912.5 ㌦ (前月と今月の平均価格) 920.0 ㌦ (前月と今月の平均価格) 4月価格112.32 円 (104円＋○消8.32円) 

昨年から CP価格の表示方法が変わりました。 

平成 26年 4月の販売商品は 2月～3月に輸入されたものが多く、平成 26年 4月に販売される

LPG価格は2月度のCP価格と3月度のCP価格の平均値(3月新表示価格)を参考に計算されます。 

平成 26年 3月度の CP価格は、プロパン-115㌦とブタン-100㌦と、共に値下げとなり、更に為

替も円高傾向で推移していますので、組合員向けＬＰＧ掛売価格は 5円の値下げとなりました。 

 

 

3. 全個連保険対策委員会報告 

平成 26年 2月 20日に全個連保険対策会議が開催され、団体生命保険の加入状況と保険料推移の

状況について報告がありました。 

 

  団体(アクサ)生命保険  

平成 24年度(平成 24年 7月 1日～平成 25年 6月 30日) 

 収入保険料                         642,324,300円 

 純保険料①                         615,031,247円 

 支払保険料② (79件)                      312,000,000円 

 収支③ (①-②)                      303,031,247円 

 契約者配当金(③×95% ※)                  287,879,684円     

 加入者１人あたりの配当金支払実績・・・・・(平成 25年 10月 22日振込済み) 

加入金額 100万円・12ヶ月加入の場合      6,660円(還付率 46.3%) 

  

  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 

  (1) 

   5 

(1) 

9 

 

8 

 

1 

 

1 

 

24 

 

2 

（ ）内の数字は人身 

前年同月発生件数 

  (3) 

   4 

(1) 

4 

 

4 

(2) 

2 

 

2 

 

16 

 

6 

前年度と比較   +1   +5 +4 -1   -1 +8 -4 
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※…契約者配当金の 95%について 

イ) 全個連(加入者が 5,000人～10,000人未満) 

通常加入資格者の 35%以上加入の場合は収支金額の 95%を配当 

              

ロ) 通常加入資格者の 35%(基準加入率)に未達成の年度を 3年間続いた場合 

95%➝86%にランクダウンされます。 

既に 24年度と 25年度が基準加入率に未達成年度となっておりますが、平成 26年度が基

準加入率の 35%に達成しない場合は、収支金額の 86%を配当で計算されますので配当金が

少なくなります、是非加入をお願いします。 

平成 26年度 (平成 26年 7月 1日～平成 27年 6月 30日) の保険料率の試算 

試算日(平成 26年 1月 27日) 平成 26年 7月 1日に更新した場合 

 加入者合計        8,623名  総保険金額   3,888,100万円 

(内訳) 本人  6,464名    保険金額      2,991,000万円 

※加入率 33.6%(本人加入者 6,464名/加入資格者 19,226名) 

配偶者  2,159名   保険金額        902,900万円 

 加入者平均年齢 65.9歳(本人加入者 65.8歳・配偶者 66.7歳) 

<次期推定掛金> 

 保険料率 保険金額 1万円当たり 12円 50銭  (主契約)  

     (特約)保険金額 1万円当たり    50銭  (傷害特約)  

対万掛金 合計  13円 00銭…(推定) 

対万掛金は加入者の平均年齢により決定されますので、平均年齢を下げることが対万掛金を下げ

ることにつながります。 

昨年に引き続き、制度化された継続保障コース(集団扱)並びに終身保障コース(個人扱)を、65

歳以上 70歳まで方の加入者を対象に移行を案内する。 

※  決定事項(平成 24年 2月決定) 

3年後の平成 29年 7月 1日からは団体生命の 76歳以上の方の継続加入が廃止されます。 

 (料率抑制を目的に、上限年齢を 75歳となります。) 

 

 

4. 親睦会特別褒賞金規定・廃業慰労金規程について  

① 神奈川個人親睦会特別褒賞金支給額については、改定せずに支給します。 

第4条 在籍年数毎の支給額は1年毎に見直しを出来るものとする。 

<参考> (別表) 特別褒賞金等金額一覧表    

   平成26年4月1日から平成27年3月31日までの廃業者に適用  

在籍年数 前年度(H25年度実行額) H26年度 変更なし 

5年未満 10万円 10万円 

10年未満 10万円 10万円 

15年未満 10万円 10万円 

20年未満 10万円 10万円 

25年未満 10万円 10万円 

30年未満 10万円 10万円 

35年未満 10万円 10万円 

35年以上 10万円 10万円 
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②  廃業慰労金取扱規定第4条1項「廃業慰労金(死亡見舞金)」別表の一人当たりの単価 

は１年毎に見直しを行うことが出来る。 

※同条項の [別表] 廃業慰労金等金額一覧を改定し、更新致します。 

※ 3月 20日現在の組合員数は 561名となっておりますが、3月末に脱退宣告者 2名がおります

ので、組合員数は 559名に変更されそうです。 

4月 1日以降に発生する廃業者等の廃業慰労金(死亡見舞金)に対する一人当たりの徴収金額

を下記により見直します。 (組合理事会決定) 

 見直し(案) (一人当りの金額) 

在籍年数 H.25年4月より574名 H.26年4月より559名 

5年未満 15万円 262円 15万円 269円 

10年未満 20万円 349円 20万円 358円 

15年未満 30万円 523円 30万円 537円 

20年未満 40万円 697円 40万円 716円 

25年未満 52万円 906円 52万円 931円 

30年未満 65万円 1,133円 65万円 1,163円 

35年未満 80万円 1,394円 80万円 1,432円 

35年以上 90万円 1,568円 90万円 1,610円 

(4月1日の組合員数が559名より減少の場合は、4月の支部会で改定額を再度発表します。) 

 

 

外部報告 

  

 

1. 個人タクシーの事故調査分析結果及び効果的な指導・監督体制について 

事故分析結果を踏まえた指示通達(平成 24年 11月 2日通達)の「運転者に対する再発防止策」及

び「安全確保方策及び法令遵守に係る指導体制」について現状を把握し、積極的な指導のもとに

早期に取り組むべく報告書を提出致しましたが、その後の事故分析では改善が見られない結果と

なってしまいました。 

所属団体及び構成団体として更なる効果的な指導・監督体制の充実を図る報告要請があり、 

国交省の取り組んでいる「事業用自動車安全プラン 2009」が中間点の 5年を経過しました。 

目標の完遂を遂げるため(一社)全個協関東支部より神奈川県個人タクシー協会を通して各団体

に削減目標値が割振られました。全組合員が一丸となってご協力をお願い申し上げます。 

<当組合の人身事故目標値> 

平成 26年 18人以下 

平成 27年 17人以下 

平成 28年 15人以下 

平成 29年 14人以下 

平成 30年 13人以下 

目標の達成を組合員全員で目指し、「目標完遂宣言」を行います。 

 

2.   タクシーメーターの適正な管理の徹底について 

神奈川県産業技術センター計量検定所長よりタクシーメーターの適正な管理の徹底について要

請がありました。 

法人タクシーは所有車両の有効期限等について報告することになっていますが、個人タクシー
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は一人一車制のため、法人と比べその管理が容易との判断から自主管理に委ねて参りました。し

かしながら、最近個人タクシー事業者で有効期限の著しい経過等、不正使用が見受けられます。 

 つきましては、傘下組合員に対しタクシーメーターの有効期限・封印等の確認について、ご指

導いただきますようよろしくお願いします。 

 

3. 消費税の税率変更に伴う運賃改定について 

平成 26年 4月 1日より消費税の税率が変更となります。関東運輸局長より公定幅運賃が通達さ

れ、各事業者が公定幅内で運賃を設定することになりました。従来の運賃と同一の公定幅運賃は

ありませんので、全事業者が運賃の届出申請及び、迎車・早朝予約料金等の申請を必ずしなけれ

ばなりません。 

 メーター改造の施工場所・日程について  (工賃の消費税 8%は別途) 

メーター業者名 
改造工賃 
(消費税含まず) 改 造 場 所 施 工 日 時  間 

後藤ﾒｰﾀｰ商会 21,000円 神奈川個人駐車場 4月 1日 18:00～23:00 

ﾆｼﾍﾞ計器製造所 20,500円 丸全昭和運輸 (大黒埠頭6番) 4月 1日・2日 9:00～16:00 

三和矢崎(川崎) 21,000円 川崎大師祈祷殿参拝者駐車場 4月 1日 9:00～15:30 

オート電機(三和メーター)  21,200円 片倉町営業所              4月 1日 9:00～12:00 

横浜矢崎ｻｰﾋﾞｽ 21,000円 
横浜大明交通㈱磯子1-4-88 4月 1日・2日 9:00～17:00 

矢崎本社 
3月 31日 

4月 1日・2日 

9:00～17:00 

9:00～18:00 

日本メーター 不明 業者から直接各位宛連絡 

※  4回の分割払いを希望される場合は、4月15日までに分割申込用紙を総務へ提出してください。 

 

4.   個人タクシー事業における法令の遵守及び適正な事業運営について 

平成 26年 2月 27日付で関東運輸局自動車交通部長より標記について通達が発せられ、厳格に求

められました。 

今般、(一社)全個協関東支部会員の傘下団体において、保険金搾取の疑義により逮捕されると

云う極めて遺憾な事件が発生しております。許認可事業者で構成する団体・役員はもとより各々

の個人タクシー事業者いずれもが関係法令の遵守と適正な事業運営を厳格に求められていると

ころであり、かかる事件等の発生を当業界としても厳粛に受け止めております。 

 

5. 神奈川タクシーセンター諮問委員会開催について 

開催日 平成 26年 3月 4日(火) 14：00～        …(理事長) 

  

6. 神奈川タクシーセンター理事会開催について 

開催日 平成 26年 3月 11日(月) 10：00～     …(理事長) 

 

7. 空港委員会開催について 

開催日 平成 26年 3月 17日(月) 10：00～ 

場 所 東京都南砂町 (東京タクシーセンター)    …(理事長) 

 

8. 横浜市交通安全対策協議会開催について 

日 時 平成 26年 3月 26日(水) 14:00～ 

場 所 ロイヤルホール(山下町)           …(理事長) 
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9. (一社)全個協理事会開催について 

日 時 平成 26年 3月 27日(木) 14:00～ 

場 所 東京中野 個人タクシー会館 1階大ホール   …(理事長) 

 

10. 関東自動車無線協会神奈川支部役員会開催について 

日 時 平成 26年 3月 28日(金) 正午～ 

場 所 神奈川県ハイヤータクシー会館 3階     …(無線常務) 

 

11. 関東支部マナーコンテスト本選会 

日 時 平成 26年 3月 28日(金) 13:00～   (集合時間 11時 45分まで厳守) 

場 所 東京中野 個人タクシー会館 1階大ホール     …(理事長) 

 当組合の(神)瀧澤 俊朗 氏・(南)細野 賢治 氏の両組合員が神奈川の代表です。本選会でもご

健闘を祈念致します。 

 

12. 平成 26年春の全国交通安全運動について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙 1 

  

 

無線営業部報告 

 

1. 2月度無線配車状況 

         受注数     配車数       不能数         配車率 

  本年度    6,636         4,687            1949          70.63% 

    前年度    5,311         4,831             480          90.96% 

    増減数     +1,325           -144          +1,469 

    対 比    +24.94 %        -2.98 %       +306.42 % 
 

2.  2月度新規契約状況について       3件 

① 株式会社  高岡興業 

横浜市泉区中田南 5-60-9-1                         ℡045-802-9702 

② 東芝ロジスティクス㈱南関東ロジセンター 

川崎市川崎区池上新町 3-1-3                         ℡044-288-4844 

③ 東芝ロジスティクス㈱東日本事業統括部 

川崎市川崎区池上新町 3-1-3                    ℡044-288-4844 

 

3. チケット無効広告                 1件 

契 約 先 名 称  京急緑地開発株式会社 

住      所  横須賀市野比 1-5-1 

電  話  番  号  046-847-1818 

1.お客様コード  №51 

2.チケット番号  全て 

3.使用者 氏 名   

4.チケット枚数    全て 

5.解    約  平成 26年 2月 21日付     横須賀個人タクシー協組発行    
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4. 石岡 無線オペレーター退職に伴う代務について 

石岡オペレーターが退職しますのでオペレーターを募集中です。他のオペレーター5名からご協

力を頂きながら遣り繰りしていますが、3月の4日間・4月の4日間については穴埋めが出来ません

ので、オペレーターの代務を無線理事にお願いしました。 

 3月19日(水) 3月20日(木) 3月26日(水) 3月27日(木) 

各17:00～1:00 田中 俊男 千羽 俊一 田邊 和男 石 俊一郎 

 4月2日(水) 4月3日(木) 4月9日(水) 4月10日(木) 

各17:00～1:00 田邊 和男 千羽 俊一 田中 俊男 石 俊一郎 

 

5. 神奈川運輸支局からの依頼について 

営業中の車内においてお客様に喫煙をさせる個人タクシーがあり、また事業主自身が車内で喫

煙しているのもあり、「車内のタバコ臭が酷い個人タクシーがある」と云う苦情が寄せられてお

りますので、「車内での喫煙は絶対に しない・させない」を遵守して頂きたい。 

 

6. 無線配車を受けたら喫煙は絶対しないように 

お客様から非喫煙者の車を希望する場合は「非喫煙者限定の配車」を致しますが、このような

配車の場合は喫煙者の応答は絶対しないようにお願いします。 

 

7. 営業中や無線配車で待機中には喫煙を止めましょう 

配車先に到着してから待機中の喫煙は控えて下さい。喫煙直後に乗車させた場合は呼気の“た

ばこ臭”で苦情となります。 

 

8. お客様の要望による特別なルール及び、注意事項 

1) 三菱重工業(金沢工場・本牧工場) 

守衛室に立ち寄り、事業者乗務証を提示し、ご用命の部署名と発注者名を告げて入構する。 

2) 磯子システムプラザ 

ゲート入口は常時閉まっています。運転席のウインドウを下げた位置にカメラがありますので、

カメラに向けて事業者乗務証をかざし、「神奈川個人タクシーです」と告げて入構する。 

3) 東芝横浜事業所 

  19 時 30 分迄の配車は南門(横浜マリーナー側)の守衛室に立ち寄り、自分の無線番号と発注

者名を告げて入構する。 

  19 時 30 分以降は正門の守衛室に立ち寄り、自分の無線番号と発注者名を告げ、受取った入

門表をフロントウインドウに掲示してから入構する。 

  構内の走行速度は 20 ㎞以下を厳守して下さい。構内の走行速度は監視されており、違反者

の無線番号と配車お断りの通報を受けますのでご注意をお願いします。 

  配車先で、喫煙は禁止です。 

 

9. ピンクチケットはセンターに報告しなければ換金出来ません。 

当日より翌朝の午前 11時 30分迄に、753-5207番へ下記の要領で報告して下さい。 

（電話番号は日報用紙の左側に記載されています。） 

ピンクチケット報告の仕方 

1) 日  付      月  日 

2) 無線番号     （例）4-426 (ﾖﾝﾖﾝﾆｰﾛｸ) 独立読み 

3) 店  名    (〃) ベイシェラトンホテル 
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4) ｺｰﾄﾞ番号   (〃) 16-100(ｲﾁﾛｸ ﾊｲﾌﾝ ｲﾁﾏﾙﾏﾙ) 独立読み 

5) ﾁｹｯﾄ番号    (〃) 00350 (ﾏﾙﾏﾙｻﾝｺﾞｳﾏﾙ) 独立読み 

6)  お客様名 (〃) 武藤様 

7)  送 り 先 (〃) ベイシェラトン ～ 藤沢 

8)  料  金       9,300円(ｷｭｳｻﾝﾏﾙﾏﾙ) 独立読み 

9)  通行料金   200円(ﾆｰﾏﾙﾏﾙ) 独立読み 

10) 合  計             9,500円(ｷｭｰｺﾞｰﾏﾙﾏﾙ  復唱 ｷｭｳｾﾝｺﾞﾋｬｸ円) 

※ 報告では必ず、コード番号とチケット番号を報告すること。 

尚、料金の数字は独立読みで願います。（例） 4
よん

- 4
よん

 2
にー

 6
ろく

と云うようにして下さい。 

報告漏れがあると（無効）換金出来なくなります。 

※ 車内より携帯電話での報告の時は、無線機のボリュームを下げて下さい。 

※ お客様からチケットを受け取る際は、料金の記入をお客様にお願いして下さい。 

※ お客様より現金・他社チケットと交換にピンクチケットを要求されても丁重にお断りして下

さい。(ピンクチケットはその場以外ではご利用できません。後日、別の機会には使用でき

ません。) 

 

10. 無線配車関連注意事項及びチケット取扱関連注意事項の決定資料を配布・・・・・(別資料) 

 3月 1日よりデジタル配車設備により運営開始となりました。 

 デジタル化の運用が完全な軌道に乗るまでの暫定期間内の改定となります。 

 無線搭載車の事業者は必ず一読をお願いします。 

 

財政部報告 

 

1. 2月分までの賦課金等未納状況  

3月20日 16時00分現在 

 未納者0支部 なし 

 未納者      62名     6,631,744円 

 

2. 未納者への納金のお願いについて 

3月11日、2ヶ月以上の滞納者31名に対して督促状を発送、1月以前分の滞納金を2月28日(金)まで

に完納なき場合は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、2月分

のみ未納の場合も3月31日(月)までに完納なき場合は同じく4月1日(火)より延滞金が発生します

のでご注意を願います。3ヶ月以上の未納者へは3月16日開催の理事会へ出席し弁明する事、及び

誓約書の提出を求める旨、督促状にて通知しました。 

   3月19日16時現在で3ヶ月以上の未納者は下記の10名の組合員です。 

(神)大城 豊晴    (神)掘越 廷二郎  (戸)岡田 不二夫    (戸)藤森 謹一  (磯)川端 敏明    

(金)富田 秀    (金)本間 祐庸   

 

3. 平成 26年 2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.26年 2月分換金額 11,837枚 85,037,828円    7,184円 

H.25年 2月分換金額 12,861枚 94,656,190円    7,360円 

増 減 額 -1,024枚 -9,618,362円 -176円 

対 比 -7.96 ％       -10.16％ -2.39 ％ 
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4. 平成 26年 2月度 神奈川個人組合員 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.26年 2月分換金額 9,144枚 62,580,858円    6,844円 

H.25年 2月分換金額 9,922枚 71,089,880円    7,165円 

増 減 額 -778枚 -8,509,022円 -321円 

対 比 -7.84 ％        -11.97％ -4.48 ％ 

 

 

5. 平成26年2月度 デビット・クレジット・カード会社チケット換金実績 

2月度端末機 (351台) 枚数 金額 １枚当たり｢参考」 

デビットカード  1件 980円 980円 

クレジットカード 1,976件 13,104,868円 6,632円 

カード会社チケット 1,955件 15,360,960円 7,857円 

<参考>平成25年2月度 デビット・クレジット・カード会社チケット換金実績 

2月度端末機 (347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 2,000件 13,218,340円 6,609円 

カード会社チケット 1,861件 14,793,210円 7,949円 

 

6. 親睦会特別褒賞金の支払及び廃業慰労金の徴収について 

２月廃業者は多かったので2分割にて徴収させて頂きます。 

４
月
請
求 

支部 氏  名 
在籍年数 

特別褒賞金 
廃業慰労金 

(555名) 

譲渡支援金 

(555名) 
計 

年 月 

神 

港 

保 

中 

中 

青柳  庸夫 

森   政雄 

林    昭男  

竹内   修二 

島森   眞澄   

39 

15 

16 

23 

13 

 8 

 5 

 8 

10 

11 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

870,240 

386,835 

386,835 

502,830 

290,265 

0 

0 

166,500 

166,500 

166,500 

970,240 

486,835 

653,335 

769,330 

556,766 

※ 2月分の廃業慰労金の徴収額は ４，３９１円 となり、４月に請求致します。 

※ 2月分の譲渡支援金の徴収額は   ９００円 となり、４月に請求致します。 

 

５
月
請
求 

支部 氏  名 
在籍年数 

特別褒賞金 
廃業慰労金 

(555名) 

譲渡支援金 

(555名) 
計 

年 月 

金 

金 

金 

南  

小浜   勝義   

粟飯原   隆 

福島   啓支 

山口  善雄 

29 

29 

14 

33 

1 

8 

11 

9 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

628,815 

628,815 

290,265 

773,670 

166,500 

166,500 

166,500 

166,500 

895,315 

895,315 

556,765 

1,040,170 

※ 2月分の廃業慰労金の徴収額は ４，１８３円 となり、５月に請求致します。 

※ 2月分の譲渡支援金の徴収額は １，２００円 となり、５月に請求致します。 

※ 3月中の廃業者は含めておりません。3月発生分を５月に加算して請求させて頂きますので宜

しくお願い致します。 
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7. 予算委員(4名)選出の件   

以下の予算委員による新年度の予算編成をお願い致しました。 

1) 栗山 欣昭   2)小鎚 誠二  3) 石 俊一郎   4)千羽 俊一   

 

8. 年度末チケット早期請求のお願い 

年度末チケット(平成 26 年 3 月 31日受領分まで)について早期請求をお願いします。特に「官

庁関係」のチケットにつきましては請求漏れの無いようにお願い致します。 

換金期限 4月 3日(木)午後４時まで    (全個連タクシーチケットも同様) 

※ 郵送される方も 4月 3日必着のこと。(消費税により郵送料の切手は 2円値上がりします。) 

※ チケットを集計表の封筒の中に絶対入れないようお願いします。 

※ 手書き領収書を添付する場合は、必ず印鑑を押すようにお願いします。 

※ 新年度の4月になってからは前年度の日付が記載されたチケットの受取りには注意してくださ

い。特に身障者用と公的機関のチケットは換金が出来ませんので注意をお願い致します。 

 

9. 合併等により消滅しているチケットについて 

下記の会社は合併により消滅していますので、チケットを受取らないようにお願いします。 

コード    ８８    萬有製薬 

          ５８７  日本シェーリング 

          ６４２  山之内製薬 

        １２５６  日本オルガノン 

        １３５４  ワーナー・ランバード 

        １５４２  シェーリング・プラウ 

 

10. 消費税率改定に伴う「デビクレ端末」に関する費用について 

  消費税率改定に伴う「ＩＮＦＯＸデビクレ端末」に関する費用を下記の通り変更いたします。 

 ＩＮＦＯＸデビクレ端末 

1) 固     定     費 ＝701円 

2) 譲受 ﾃﾞｰﾀｰ 変更料＝514円 

3) 電話番号等 変更料＝216円      

※価格は全て税込 

※通信費については平成26年4月分(5月請求分) から消費税8%を適用 

 クレピコ 

1.固     定     費 ＝ 1,137円 

   ※ 平成 26年 4月 1日以降に発行の請求分 から適用 

 

11. 東京交通新聞購読料改定のお知らせ 

平成 26年 4月 1日より消費税改定に合わせ購読料を改定させて頂きます。 

旧価格 1,400円  ➝  新価格 1,450円 

今後とも何卒 東京交通新聞をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 

 

12. チケット取扱いの禁止行為について 

1)チケット換金に際し、料金の水増し請求及び水増し記入をしてはならない。 

※ 神奈川運輸支局（陸事）で立件されますと厳しい処分になります。組合でも除名を含め厳
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しい処分の対象となります。 

2) すべてのチケット(各協組扱い）が、名刺を配り抱え込み行為は禁止となっております。 

A) 水色のチケット 「官庁関係」のチケットで自主発行のチケットもあります。 

B) 黄色のチケット  会社関係・一般 

C) ピンクチケット  ホテル・飲食店関係 

他組合の、デンデン虫マークの入ったチケットは必ず受け取って下さい。その他マークの

無いチケットもあります。日立製作所・三菱・千代田化工・この会社はデンデン虫マーク

が有りませんが、当組合と契約しています。デンデン虫マークが無くても、東個協と入っ

ていれば使用できます。その他、分からないチケットは無線で聞いて下さい。 

※ 日個連組合（ちょうちんマーク）のチケットはお断り下さい。(換金不能) 

  <注意> 

① 法人会社のチケットは換金できませんので受取らないように。 

② ＪＴＢのチケットは即日換金が出来ませんのでご了解をお願いします。 

 

13.  帳簿からのお知らせ 

25年度の確定申告書と集計表(平成 25年 1月～12月まで)・24年度の決算報告事項 をセット

して 2階の組合員さんのファイルに入れましたのでお受け取り下さい。 


