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平成27年6月27日(土)・28日(日) 

平成 27年度 第 1回 支部会報告書 

 

一般報告 

1. 組合員事業廃止について 

(磯)石井 静吾    平成27年5月28日            譲渡廃業 

(磯)小野 忠臣    平成27年5月28日            譲渡廃業 

(金)竹本  隆    平成27年5月28日            譲渡廃業 

  いつまでもお元気でお過ごし下さい。 

 

2. 新規加入組合員のご紹介について  (平成27年5月28日付け譲受認可者)  (3名) 

（港）菱沼
ひしぬま

 義幸
よしゆき

 (56歳)  〒234-0056 港南区野庭町681－5 ﾌﾟﾗﾑﾊｲﾂ丸山台501 

組合員番号 6838 無線 4-264  ℡ 512-4483 

譲渡者 (磯)石井 静吾    京急横浜自動車㈱ 上大岡本社営業所 

 

（神）葦埜
あしの

 誠也
せいや

 (52歳)  〒222-0004 港北区大曽根台16－26 

組合員番号 0291 非無線   ℡ 531-9258 

譲渡者 (磯)小野 忠臣    三和交通㈱ 横浜営業所 

 

（旭）木村
きむら

 隆嗣
たかし

 (53歳)  〒241-0005 旭区白根3－9－1－104 

組合員番号 2940 無線 4-238  ℡ 459-9065 

譲渡者 (金)竹本 隆    三和交通㈱ 横浜営業所 

 

3. 譲渡譲受申請状況等について 

平成27年7月試験･譲渡譲受申請組合せ   （年齢は平成27年6月25日現在） 

譲渡者 年齢 譲受者 年齢 住所・勤務(出身)会社 

(南)髙見 壽夫 74 沖山  高 55 
南区大岡 

京急横浜自動車㈱・飛鳥交通神奈川㈱ 

(旭)佐藤  靖 74 神田 松次 51 
南区前里町 
大栄交通㈱ 

(港)岩島 弘吉 71 田中 文典 61 
三浦市尾上町 
京急文庫タクシー㈱・オリオンタクシー㈱ 

継続申請 

(戸)十河 和明 ― 本松 直美 62 
磯子区丸山 
大明交通㈱ 

(中)内藤 定信 65 髙橋  史 46 
戸塚区俣野町 
㈱グリーンキャブ 

(旭)鈴木  充 70 秋山 輝夫 49 
横須賀市鴨居 
京急文庫タクシー㈱・神奈川都市交通㈱ 

(金)阿部 武俊 69 土屋 泰夫 48 
青葉区さつきが丘 
神奈川都市交通㈱ 

門 外 不 出 
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平成27年7月は、上記申請後試験受験者7名のほか、事前試験受験者が5名おり、事前試験合格者に

は8月に合格証が交付されます。 

今後の譲渡申込については、申請資格のある合格者と組み合わせての申請となりますが、申請資格の

ある合格者がいない場合や、年齢・資金等で合格者との組み合わせが出来ない場合等には、申請後試

験となることがあります。 

合格者との組み合わせで「申請」した場合の「認可（譲渡廃業）」までの期間は3ヵ月程度が見込まれ、

定年制のない事業者は75歳になる前に「申請」が、定年制のある事業者は75歳になる前に「認可」

が、必要となっています。 

74歳の方へ案内を送付していますが、その他の譲渡廃業を検討される方も、概要の確認等のみでも構

いませんので、早めに組合総務へご連絡をお願い致します。 

 

4. 偽造・模造通貨にご用心！！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・パンフレット配布 

 

5. 事業許可期限更新講習会通知書交付式について 

平成 27年 6月 1日  期限更新者対象の講習会と交付式が 6月 23日(火)神奈川公会堂で行われま

した。 

当組合の今回期限更新者は 63 名、そのうち特別研修者(期限短縮者)は 18 名でした。全県では更

新者298名のうち66名が特別研修でした。 

※特別研修は7月28日(火)に行われます。詳細は支局から該当者へ直接通知されます。 

 

6. 第41回通常総代会 報告 

開催日:  平成27年5月25日 10時～15時00分  

司会: 石俊一郎 常務理事、総代数58名中、出席数58名(内委任3名) 定款46条により成立 

議長: 1号議案…(神)高橋一幸 氏、2号議案～11号議案…(戸)龍野秀雄 氏 の各議長にて執行 

第1号議案 平成26年度事業報告及び決算関係書類 承認の件・・・・・・・・・・・可決承認 

第2号議案 平成27年度事業計画(案)及び収支予算(案)決定の件・・・・・・・・・・可決承認 

第3号議案から第9号議案は一括提案を議場に諮り同意を得た・・・・・・・・・・・ 可決承認             

第10号議案 定款変更 役員の定数 別表１ 別表２ 支部再編 承認の件・・・・・・否決 

 

7. 職制会議の開催結果について 

6月5日(金)開催の職制会議決定報告 

① 平成27年度は昨年に続き職員研修旅行を中止し、職員研修会と懇親会の開催を計画する。 

研修内容については、防災対策が候補に挙がる。実施日未定 

 

② 組合事務所夏期休業について 

組合事務所休業のお知らせ   

夏期休業    12日(水)・13日(木)・14日(金)    

通常の休日  8月15日(土)・16日(日)  

 尚、無線業務は平常通りの営業となります。 

※ 事務所は17日(月)から平常営業となります。(組合2階ＣＤ機は10時から) 

 

 

③ 夏期休業中の交通事故への対応について 

応援が必要な場合は無線室へ連絡依頼をする。 
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加害事故の場合は、東京海上日動火災フリーダイヤル ℡0120-119-110に電話連絡をする。 

(夜間休日24時間対応です。) 

 

8. 日本発条(株)から「クローバー賞」を頂きました 

当組合チケット契約のお得意先である日本発条株式会社の自動車紹介販売推進事務局より、車両

購入斡旋の功績により「クローバー賞」(金一封)を賜りました。一昨年より連続3回目です。 

 

9. タクシードライバー「簡単な英語を話してみよう！」 

定型英会話集(練習教材)CDを 235円(消費税込)にて組合3F総務で販売致します。 

 

10. 組合洗車設備のご利用について 

洗車設備の有料化につきましては水道料金の節約についての論議の中から発生したことですので

是非節水にご協力頂きますようお願い致します。 

① 有料化実施を7月1日とし、プラスチックコイン 20枚を1,080円(消費税込)で販売し洗車毎

に1枚回収致します。プラスチックコインは3F総務で6月29日(月)から販売致します。 

② 節水については、ホース・ノズル・ストッパー付き蛇口等の取り付けを行ないます。 

③ 洗車場開放時間は下記の通りとし、無線職員に施錠を委託します。 

月～金     9:00～21:00 組合駐車場を開放します。 

土        9:00～17:00 組合駐車場を開放します。 

日・祝祭  組合駐車場は閉鎖です。 

尚、道路に面した組合1F休憩室前の駐車場(2台)のみ365日24時間使用可とします。 

( 5月支部会で発表致しました「土・日・祭日も洗車可能とし深夜1時に施錠」は、支部会の

中でも不用心とのご意見があり、6月度理事会で検討した結果、撤回させて頂きます ) 

④ 支部会等で組合駐車場を使用する場合は「道路に面した組合 1F休憩室前の駐車場」は洗車ス

ペースとして空けおくこととし、1F休憩室前の駐車場には長時間の駐車はしないようにし、洗

車が終了したら移動する等して、組合員同士譲り合って下さい。洗車場が施錠されている深夜

の時間帯及び日・祝祭についても同場所を利用して下さい。 

 

11. 当組合員の中から運転免許証失効に気付かず無免許運転となる事案が発生致しました 

平成 24年 11月 2日の「個人タクシーの事故調査分析結果及び効果的な指導・監督体制の整備に

ついて」(死亡事故 5件発生に伴い)の通達、平成 25年 6月 28日の「個人タクシー事業者の無免

許運転防止について」(運転免許停止処分中の乗務発覚に伴い)の通達により 5 年間に遡り調査を

行う事を命じられ実施致しました。更に本年 2月 3 日の「個人タクシー事業者の無免許運転防止

について」の通達に基づき、関東運輸局より「更なる再発防止策の整備」及び「運転免許の現況

確認と報告」の実施を求められ、組合員全員の運転記録証明を確認しヒヤリングを実施したとこ

ろです。うっかり失効であっても無免許運転が発覚すると、運輸局の行政処分の基準として道路

運送法25条、運転者の制限違反として基準日車80日車停止が適用されます。 

尚、免許停止中の無免許運転については確信犯ということになりますので、社会に与える影響も

重大となります。組合としては除名処分で臨むこととなりますので絶対に行なわないで下さい。 
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共済事業部報告 

1. 5月度事故報告  

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 平成27年7月度ＬＰＧ販売価格について（先月より変更なし） 

掛売90円70銭(84円＋消費税6.7円)  

※ 円安ではあるがCPが安定していて、価格据置でこの先大きな変化は無い模様 

 
3. 健康診断実施について 

実施日    8月6日(木)・7日(金)  午前の部 9:30～12:00    午後の部 13:00～15:30 

組合員各位には葉書でお知らせ致しました。(更新者へは封書で送りました。) 

   日    時 9:30～12:00 13:00～15:30 

8月6日(木) 港南・磯子 神奈川・保土ヶ谷 

8月7日(金) 中央・南・金沢 旭・戸塚 

場 所 組合事務所 受付：1階休憩室 

料 金 一般検診 2,376円、血液検査 1,080円より、心電図 1,620円 

尚､当日現金は必要有りません。翌月組合費より徴収致します。 

健康管理の為、年2回は健康診断を受診して下さい。 

 
4. タクシー車両の基準緩和等について                  平成27年6月12日 

近年、車両の安全性の向上や運行面の安全対策が進んでいること、自家用自動車を用いて旅客を
運送する自家用有償運送においても車両の安全上の問題が無いこと、その多くは国際的にも日本
特有の規制であること等から、今般、タクシーなど乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用自
動車に係る以下の基準を廃止しました。 （1）座席の寸法に関する基準 （2）通路の幅と高さに
関する基準 （3）乗降口の大きさ、構造等に関する基準 （4）緩衝装置及び座席が旅客に与える
振動、前方の座席との間隙等に関する基準 これにより、タクシー事業者等による車両選択の幅が

広がり、より輸送ニーズに応じた事業活動が可能となります。 また、乗車定員 11人以上の自動
車（バス）については、より使い易いノンステップバスの設計・開発を実現するため、乗車定員
に占める座席定員の割合に関する基準を廃止しました。 本基準は、本日公布・施行いたします。 
（参考） 道路運送車両の保安基準（昭和 26年運輸省令第 67号。）及び道路運送車両の保安基準
の細目を定める告示（平成 14年国土交通省告示第 619号。）では、車両全般に共通する安全・環
境基準を定めるほか、旅客自動車運送事業用自動車については、旅客の安全や利便の観点から、
通路の幅や客室内の明るさなど追加的な構造要件が規定されています。 （改正の詳細は別紙参照） 

別紙  
道路運送車両の保安基準及び 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正について 

(1)乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用自動車に関する次の追加的な構造基準を廃止します。  
・座席の寸法  

（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号。以下「細
目告示」という。）第 28 条、第 106 条、第 184 条関係）  

・通路の幅・高さ  
（道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号。）第 23 条、細目告示 第 33 条、第 111 

  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 

(2) 

6 

 

10 

(2) 

4 

 

0 

 

22 

 

6 

（ ）内の数字は人身 

前年同月発生件数 

(2) 

2 

(2) 

11 

 

8 

(3) 

3 

 

0 

 

24 

 

7 

前年度と比較   ±0   -5 +2 +1   ±0 -2 -1 
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条、第 189 条関係）  
・乗降口の大きさ、構造等  
（細目告示第 35 条、第 113 条、第 191 条関係）  

・緩衝装置及び座席が旅客に与える振動、前方の座席との間げき等  
（細目告示第 77 条、第 155 条、第 233 条関係）  

(2)乗車定員 11 人以上の自動車について、乗車定員に占める座席定員の割合は３分 の１以上であ
ることとする基準を廃止します。 （細目告示第 29 条、第 107 条、第 185 条関係） 

 
5. トヨタカローラ神奈川キャンペーン開催のお知らせ・・・・・・・・・・・・パンフレット配布 

期間2015年7月1日～12月26日 
特典① オプションパーツセット料金が半額です。 

オプションパーツ   プリクラッシュセーフティーシステム 
レーダークルーズ 

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ューム 

セットの名称 レザーパッケージ    \122,040   →  半額 
Gパッケージ      \132,840  →  半額 

キャンペーン開催中はレザーパッケージ及び Gパッケージが半額で購入できます。上記
サービスCPCペイントシーラント(ペイントサービス)が受けられます。\54,000→\0 

特典② トヨタファイナンスがご利用出来ます 
実質年利 4.0％にて利用可能 
 

外部報告 

 

1. 個人タクシー事業者の無免許運転の防止について(緊急通知) 

 一般社団法人  全国個人タクシー協会 

           会 長  木村  忠義 

時下ますますご清祥のことと存じます。 

 さて、標記につきましては、輸送の安全の基礎として、全組織を挙げて再発防止に取り組み、

個人タクシーの信頼回復に取り組んでいるところであります。 

しかしながら、去る 5月 27日、神奈川県の事業者が 4月 30日の期限である運転免許の更新を

忘れ 5月 8日まで気が付かず、その間の 3日間営業を行うという事案が発生しました。更には、

所属団体への報告を、3週間後の5月27日に他の用事で出向いた際に合わせて行ったという状況

でありました。 

無免許運転の防止については、昨年から本年初めにかけて無免許運転が頻発したことから、平

成 27年 2月 3日付関自旅二第 1594号並びに関自保第 509号により関東運輸局自動車交通部長並

びに同自動車技術安全部長の連名で更なる防止策として「定期的な運転免許証の確認」を整備す

ることの通達を受け、所属・構成団体において、その整備を図った旨報告しているところであり

ます。 

しかし、その矢先に係る事案が発生したことは、通達における整備が未だ機能していないもの

との疑念を抱かせるものとなりかねません。 

つきましては、貴協会傘下団体及び会員事業者に対して、通達の「定期的な運転免許証の確認」

は、単に会員事業者の免許停止や執行の有無を確認するためだけに行うものではなく、会員事業

者自身が定期的に運転免許証の有効期限を確認することによって更新忘れを防止することが最大

の目標であることを周知徹底し、確実な「定期的な運転免許証の確認」の履行と免許停止や失効

した場合の速やかな報告を指導していただけますようお願い致します。 

(一社)全関支第149号 
平成27年6月10日 
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2. 運転免許失効中における営業行為について 

神奈川県個人タクシー協会 

会 長  小島 道春 

標記について、行政並びに上部団体において再三にわたり再発防止の通達、改善策等が発せら

れ、各単協、会員事業者に周知を図り、同時に各単協に対し改善策を求めていたにもかかわらず、

平成27年5月、県下個人タクシー事業者による運転免許証失効中の営業行為(無免許運転)が発覚

しました。 

度重なる無免許運転の発生は、行政はもとより利用者から公共交通機関の担い手としての個人

タクシー、当協会、並びに各単協の信頼を大きく失墜する事態となっております。 

平成 27年 2月 9日付け神県協第 15号において、各単協より改善策を求め、再発防止努めてい

たにもかかわらず同行為の再発は、無免許運転に対することの重大性が十分に会員事業者に周知

されておらず、意識改革が進んでいないことも大きな原因と考えられます。 

各単協におかれましては、会員事業者への周知徹底、並びに再発防止策の厳格運用の強化、徹

底を図ると共に、輸送の安全確保の観点から本来個人タクシー事業者に課せられた運行管理、整

備管理に関する事項(運転免許証、車検、保険、メーター検定等)について、会員事業者の各種情

報を把握し、更新等が確実に実施されたことの報告、確認等、更なる再発防止の強化を検討願い

ます。 

 

3. 梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について 

 平成27年5月22日 中央防災会議会長 (内閣総理大臣) 安 倍 晋 三 

貴殿におかれては、日頃から各般の施策を通じて災害対策の推進に御尽力をいただ いているとこ

ろであるが、例年、梅雨期及び台風期においては、各地で局地的大雨や集 中豪雨が観測され、河

川の急な増水・氾濫、内水氾濫、崖崩れ、土石流、地滑り、高潮、 竜巻等により、多数の人的被

害及び住家被害が発生しており、特に昨年は、８月に広島 市で発生した土砂災害を始め、全国各

地で災害が発生したところである。 ついては、梅雨期及び台風期を迎えるに当たり、人命の保護

を第一義とし、下記の点 に留意して防災態勢の一層の強化を図られたい。 その際には、近年の

集中豪雨の頻発及び竜巻の相次ぐ発生並びに被害状況の多様化 や、風水害の危険性及び早期避難

の重要性についての平時からの国民への周知、早期避 難のための避難態勢の構築の徹底等、きめ

細やかな取組の充実を図られたい。 特に、最近の土砂災害についても、避難勧告等が早めに発令

されていれば、人的被害 が減らせたと考えられることから、昨年改定された「避難勧告等の判断・

伝達マニュア ル作成ガイドライン」に記載されたとおり、市町村が行う避難勧告等の発令につい

て、 空振りをおそれず早めに出すことを基本とし、住民に対して適時・適切・確実に情報を 提

供するとともに、避難勧告等が発令された場合に屋内安全確保も含め、どのような避 難行動を取

るべきか住民一人ひとりの認識を深めるよう日頃から周知徹底を図られた い。貴職においても、

市町村が行う避難勧告等の発令に関する各種取組への積極的な協 力及び関係機関に対する指導

方を改めて依頼する。  

記 

(1)災害の発生を未然に防止するため、防災事務に従事する者の安全確保にも留意した 上で、職員

の参集や災害対策本部の設置等適切な災害即応態勢の確保を図り、関係機 関との緊密な連携の

下に、特に以下の取組について万全を期すること。  

①危険箇所等の巡視・点検の徹底 河川等の氾濫、崖崩れ、土石流等災害発生のおそれのある危険

箇所の巡視・点検の 徹底を図るとともに、地形、地質、土地利用状況、災害履歴及び最近の降

雨状況を 勘案し、従来危険性を把握していなかった区域も併せて再度安全性を点検するな ど、

適切な措置を講ずること。  

神県協 第60号 
平成27年6月15日 
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②河川管理施設を始めとする施設管理等の強化 施設管理者等は、災害発生に備え、管理施設等に

ついて、点検及び必要な箇所に 対する補修等の措置を講ずるとともに、施設の操作人員の配置

計画、連絡体制、 操作規則等の確認をするなど、管理の強化を図ること。また、台風の接近等、

災 害発生のおそれのある場合には、事前に改めて施設の点検等を行うこと。  

③災害発生のおそれのある箇所等の周知徹底 住民等が災害から身を守るための安全確保行動に資

するため、浸水想定区域（洪水、 内水、雨水、高潮、津波）や、津波災害警戒区域、土砂災害

警戒区域、土砂災害危 険箇所を始めとする災害発生のおそれのある箇所等貴職が所掌上保有す

る情報に ついて、市町村等への提供を行うこと。なお、激しい雨が継続するなどして、避難 場

所まで移動することが危険だと判断される場合は、近隣のより安全な場所や建物へ移動したり、

それさえ危険な場合は屋内上階の谷側に避難する等して安全を確保 する必要性についても併

せて周知を図ること。  

④防災気象情報の収集及び早い段階からの確実な防災情報伝達の徹底 降雨時の気象状況、気象等

特別警報・警報、洪水予報、土砂災害警戒情報、竜巻注 意情報、台風情報等の防災気象情報の

収集・伝達を徹底し、関係者間での危機意識 の共有を図ること。特に、住民等に対し避難勧告

等を発令する市町村に対してはきめ細やかな情報の発信に努めること。また、ホームページ、

ＳＮＳ等のインターネ ット（以下「インターネット」という。）等により提供された情報につ

いては、必 要に応じ適切に災害対応に活用すること。情報の伝達に当たっては、マスメディア 

と連携を図るとともに、インターネット等の多様な伝達手段を活用し、早い段階か らの確実な

防災情報提供に努めること。なお、極めて突発的に災害が発生する場合 もあり、仮に避難勧告

等の発令前であっても、住民等の自主的な避難を要する場合 があることに留意すること。  

⑤関係機関から市町村に対する助言 市町村から助言を求められた際には、所掌事務に関し、適切

に必要な助言を行うことができるよう、事前の準備を十分しておくこと。さらに、発災前の段

階における 防災情報の発表・伝達等を的確かつ円滑に実施するため、時間軸に沿った防災行動 

計画（タイムライン）を事前に準備するなど市町村等との連携を強化すること。  

⑥地下空間の浸水対策等の強化 地下空間を管理する主体と連携し、地下空間の浸水に対する危険

性について、利用 者に対して事前の周知を図り、浸水対策及び避難誘導等安全体制の強化に万

全を期 すること。洪水が発生し、又は洪水が発生するおそれがある場合には、迅速かつ的 確

な情報の伝達、利用者等の避難のための措置等を講ずること。  

⑦水辺等利用者に対する情報提供及び自助意識の啓発 大雨後の河川増水時には、河川管理者等と

連携し、河川等の水辺利用者に対して情 報を提供し、安全な場所へ避難するよう注意を促すな

ど、適切に対応すること。増 水時や台風の際、農業用水路、排水路、岸壁などから落ちる危険

性などもあること から、これらに近付かないなどの注意を促すことも含めて、水難事故防止に

ついて の自助意識を啓発すること。  

(2)地域における社会構造の変化、住民の居住状況、自然条件や地形等といった、それぞれの地域の

持つ特性に配慮し、市町村における可能な限り定量的かつわかりやすい避難勧告等の判断基

準・伝達マニュアルの作成又は見直しに資する情報の提供に 努めること。また、想定される災

害の種別毎に定められる指定緊急避難場所と、指定 避難所との違いについて十分に周知を図っ

た上で市町村における指定緊急避難場所 及び指定避難所の指定を促進すること。  

(3)視聴覚障害者等の情報が伝わりにくい要配慮者に対しても避難勧告等の情報が確 実に伝達され

るような措置を促す等適切な取組を推進するとともに、市町村におけ る避難行動要支援者名簿

の作成等を受けた要配慮者情報の共有の促進、福祉避難所 の指定等の促進等に努めること。  

(4)災害復旧事業施行中の箇所について、再度の災害発生及び復旧作業中の事故等を防止するため、

気象情報等に留意しつつ警戒監視を行う等、適切な措置を講ずること。  

(5)災害が発生した場合、ボランティアによる支援活動が円滑に行われるよう、地方公 共団体、社
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会福祉協議会、ボランティア団体等との連携を促進し、必要な情報の提供 を行うとともに受援

体制の整備促進に努めること。また、ボランティアを受け入れる に当たっては、ボランティア

保険への加入奨励、危険な作業の回避等の安全確保対策 を十分に講じるよう普及啓発を促進す

ること。 以上 

 

4. 県連合会・県協会、総代会について 

平成27年6月3日(水) 於：ローズホテル 

県連合会 

① 平成26年度事業報告並びに決算報告が承認されました。 

② 平成27年度事業計画(案)並びに予算(案)が承認されました。 

県協会 

① 平成26年度事業報告並びに決算報告が承認されました。 

② 平成27年度事業計画(案)並びに予算(案)が承認されました。 

③ 県協会会長表彰  当組合員の受賞者 (保)秋元 勇生 氏が受賞いたしました。 

 

5. 磯子交通安全協会 定時総会開催 

平成27年度 定時総会が開催されました。 

開催日 平成27年6月11日(木)15時～ 

場 所 磯子警察署 4階 

 

6. (一社)関東支部の各会議について 

第11回 幹事会            平成27年7月6日(月)  13時30分～ 

第03回代議員会               〃             14時～ 

第12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27年7月30日(木)   13時～ 

場 所  個人タクシー会館  東京 中野 

 

7. (一社)全個協 正副会長会議・総会開催について 

第3回総会                           平成27年7月22日(水)  13時～ 

代議員・役員研修                平成27年7月23日(木)  10時～ 

   場 所 品川プリンスホテル 

 

8. 神奈川タクシーセンターよりお知らせ 

平成27年7月度、8月度、9月度の指導計画 

平成27年7月度、8月度、9月度の指導計画としては、指導重点地区の中で路上待機扱いとなってい

て改善があまり見られない地区について指導を強化します。 

また、各地区の繁華街周辺および主要駅終車時間帯での呼び込み・乗車拒否等の道路運送法に違

反する行為、ならびに違法付け待ち行為等の防止・指導を強化すると同時に車内喫煙、乗り場待

機場等での喫煙行為のマナー違反等、迷惑行為についての指導もあわせて行ないます。 

７月の指導重点地区 

１．横浜駅周辺地区（内海橋から岡野交差点にかけて）における違法付け待ち行為の防止および
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指導。(特に一の橋交差点後方周辺) 

２．川崎駅北口周辺における違法付け待ち行為の防止および指導。 

３．上大岡駅周辺地区における違法付け待ち行為の防止および指導。(夜間) 

４．京急久里浜駅周辺地区における違法付け待ち行為の防止および指導。 

＊その他の地区についても必要に応じ街頭指導を実施。 

８月の指導重点地区 

１．みなとみらい地区周辺における呼び込み・乗車拒否等の道路運送法に違反する行為の防止お

よび指導。 

２．羽田空港適正入構と乗り場ルールの徹底についての指導。 

３．横須賀中央駅日の出町交差点における違法付け待ち行為の防止および指導。 

＊その他の地区についても必要に応じ街頭指導を実施。 

９月の指導重点地区 

１．横浜駅周辺地区における違法付け待ち行為及び呼び込み・乗車拒否等の道路運送法に違反す

る行為の防止および指導。 

２．川崎駅市内全般における違法付け待ち行為、迷惑行為の防止および指導。 

３．横須賀市・三浦市における呼び込み・乗車拒否等の道路運送法に違反する行為および違法付

け待ち行為の防止および指導。 

＊その他の地区についても必要に応じ街頭指導を実施。 

 

9. 指導強化重点地域についてのお知らせ            神奈川タクシーセンター指導課 

7月1日より以下2ヶ所の指導を強化致しますので、事業者各位へ周知徹底をお願い致します。 

(1)一の橋交差点後方、横浜国際ホテル前交差点から5メートル以内は交差点内と見做し違法付け待

ち行為として指導します。 

(2)上大岡駅バスターミナル入口信号際における違法付け待ち行為の指導を夜間強化します。 

※上大岡駅バスターミナル入口信号際について夜間バスが運行している間の時間帯において指導

を強化致します。 

 

10. タクシー乗り場等における喫煙禁止について 

この度、横浜市都市整備局および横浜市中土木事務所より「日ノ出町駅前タクシー乗り場周辺お

よび伊勢佐木町ゲームセンター前タクシー乗り場周辺において客待ちするタクシーの運転者が車

外にて喫煙し、タバコの吸い殻を排水溝に捨てる」また「受動喫煙禁止区域である関内駅タクシ

ー待機場においてタクシー運転者が喫煙している」等、市民より苦情が寄せられているとのご指

摘を受けました。 

タクシー車内はもとよりタクシー乗り場及びタクシー待機場内における喫煙禁止また受動喫煙禁

止地域内における喫煙禁止については、各事業者におかれまして運転者への指導・教育を徹底し

て頂きますようお願い申し上げます。 

タクシーセンターに寄せられる「タクシー運転者による喫煙に関わる苦情」は日増しに増えてお

ります。タクシー業界の信用失墜とならないよう、運転者のマナー・資質向上にむけ何卒ご理解

ご協力をお願い致します。 

 

11. タクシーセンター相談課からのお知らせ    平成27年6月 神奈川タクシーセンター相談課 

利用者から寄せられた苦情事例 
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■苦情事例1 

1時ごろ横須賀中央からはまゆう公園まで利用したところ料金を払う時1万円札しかなく払った時

1万円札しかなかったら乗る前に言えと言われた。 

■苦情事例2 

目的地に着いてお支払いをする時に大きいお金しかなかったので、気を遣って、カードでも大丈

夫ですか？と聞きました。そしたら、カードを通す機械を投げるように置いたり、あからさまに

不機嫌で乱暴な態度になりました。お会計を終え、雨が降っているから急いで車から降りようと

したら、ドアを開けっ放しのまま《カードの時は事前に言ってよ！》と説教されました。確かに

前もって言えばよかったのかもしれませんが、今までカードでお支払いする時も到着してから対

応してもらっていたのでそんなルールしりませんでした。なんであんなに強い言い方で言われな

くちゃいけなかったのか。気持ちよく降ろしてくれればいいのに。もう二度と乗りたくないです。 

釣り銭・カード支払いに関する苦情について 

・ 『カードＯＫ』のステッカーが貼付してあるのにカードでの支払いを拒否 

・ カード決済機の操作の仕方が分からない 

・ 客に両替を請求 

等の苦情が寄せられています。 

カード決済機の操作方法は、乗務員にしっかり教育を行う。 

釣り銭が不足しないように予め用意しておく、万が一不足してしまった場合は、乗務員が両替を

行う。 

以上のことを留意して接客を行うようお願いします。 

 

12. 羽田空港内タクシー乗り場・待機場における禁煙の徹底について 

日頃より羽田空港内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。 

さて、乗り場及び待機場内においてはすべて禁煙ということは皆様ご周知のことと存じますが、

この度羽田空港ターミナルより「国際線ターミナル待機場内で喫煙する運転者がタバコをポイ捨

てしている」との苦情が寄せられました。 

待機中にタバコを吸う場合は、定められた場所にて喫煙するよう運転者への周知徹底と優良タク

シー乗り場にふさわしい運転者のマナーの徹底をお願い致します。 

 

13. 平成27年 サービス向上運動街頭査察行程表 

平成27年7月14日(火)に実施  

1班 パトロール車(車両移動2台) 

(支局) 支局長、運輸企画専門官、委員長、導課長、指導課 

 

支局発  (40分)     新川崎駅     (15分)      川崎駅    (５0分)     横浜駅 

15:50                16:30                      17:05             18:20  

                     16:50                      17:30                   19:00                                        

※(個人関係):      武田(神奈川協組)          古川(川崎協組)      小島(横浜協組)            

橋立(川崎第一)            小川(浜協組)            武田(神奈川協組)       

吉原(県協会専務)            吉原(県協会専務)        古川(川崎協組) 

橋立(川崎第一) 

小川(浜協組) 

吉原(県協会専務) 
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2班パトロール車  (車両移動1台) 

(支局)専門官、専務、指導課  

 

支局発    (50分)     横須賀中央駅    (40分)    逗子駅    (50分)    大船駅 

15:30                       16:20                   17:20              18:30  

16:40                   17:40               19:00   

※(個人関係):       小島(横浜協組)              

                       中崎(横須賀協組) 

 

14. 二輪車交通事故防止強化月間・暴走族追放強化月間について 

<期  間> 平成27年6月1日(月)～6月30日(火)の1ヶ月間 

<目  的>  多発する二輪車の交通事故と二輪運転者の交通安全意識を高める運動を市民総ぐる

みで展開するとともに、暴走族(四輪車を含む)追放気運を醸成して暴走族への加入

防止と離脱の促進を図ります。 

  <スローガン> 運転に ゆとり やさしさ 思いやり 

暴走は しない させない ゆるさない  

  <重  点> ① 二輪車の交通事故防止 

② 暴走族の追放    

 

無線営業部報告 

1. 5月度無線配車状況 

受注数      配車数     不能数     配車率 

本年度   6754件   4185件   2569件      61.96% 

前年度   4778件   4407件    371件     92.23% 

増減数   +1976件   -222件   +2198件 

対 比   +41.35％   -5.03％     +592.45% 

※ 30番5月度配車状況 5月1日～5月31日 1237台 

 

2.  5月度新規契約状況   1件 

① 日産トレーディングジャパン株式会社   050－3360－2021 

  横浜市戸塚区川上町91－1  BELISTAタワー東戸塚 

 

3. チケット無効公告    3件 

   ①1 契約先名称  神奈川県信用農業協同組合連合会 

    2 住   所  横浜市中区海岸通り1－2－2 

    3 電話  番号   045－680－3011 

    4 お客様コード No5420－000 

    5 チケット番号 No0069702－02～0069702－03 

    6 チケット枚数 2枚 

    7 チケットの色 グリーン 

    8 紛   失  上記のチケット契約者が、平成27年5月1日を以って紛失いたしました

ので共通利用無効の旨、各組合員に周知徹底お願いいたします       

横浜個人タクシー協同組合 
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②1 契約先名称  （株）安田ビル 

    2 住   所  横浜市神奈川区鶴屋町2－20－3 

    3 電話 番号  045－312－7696 

    4 お客様コード No0840－000 

    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 解   約  上記チケット契約者が、平成27年5月25日付けを以って解約いたしまし

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 

   ③1 契約先名称  専修大学 

    2 住   所  川崎市多摩区東三田2－1－1 

    3 電話 番号  044－911－1239 

    4 お客様コード No80 

    5 チケット番号 A000302 A000303 

    6 チケット枚数 2枚 

    7 チケットの色 クリーム 

    8 紛     失  上記チケット契約者が、平成 27 年 5 月 26 日付けを以て紛失いたしま      

したので共通利用無効を御通知致します。 

                               川崎個人タクシー協同組合 

4. 1月度苦情報告 5件 

   ① 神奈川タクシーセンター 

 （旭支部員） 

     指導内容 

     平成27年5月16日（土）  22時01分    違反点数 1点     

          横浜市 横浜駅西口 内海橋信号際路上 違法付け待ち行為（道路運送法第30条） 

     該車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、該車は前方の信号が青にも拘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。 

     回答 

     5月20日に組合に呼びまして、当該支部員に確認した所、違法付け待ち行為で 

     ある事を認めました、本人に二度と繰り返さない様に厳重注意し、反省文を書いてもらい

ました。 

   ② 神奈川タクシーセンター 

    （中央支部員） 

     指導内容 

     平成27年5月24日（日）  21時08分    違反点数 1点 

     横浜市 横浜駅西口 内海橋信号際路上 違法付け待ち行為（道路運送法第30条） 

     該車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、該車は前方の信号が青にも拘らず駐車していた為、２回目の赤信号時に指導したもの。 

     回答 

     5月26日に組合に呼びまして、当該支部員に確認したところ、違法付け待ち行為である事

を認めました。本人に二度と繰り返さない様に、厳重注意し、反省文を書いてもらいまし

た。 
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   ③ お客様よりの苦情電話 

    （神奈川支部員） 

     苦情内容 

     平成27年3月26日 18時10分頃 東神奈川～六角橋 

子供が熱を出し病院の受付時間に間に合うようタクシーを利用、客待ち3番目、前の人が

タクシーに乗ったので、急いでおり、当該タクシーのところまで行ったところ、ドアを開

けたが「わざわざ来なくていいだろう」、運転中も文句を言われ「マスク越しに言われて

も聞こえねーよ」「白楽と言われても東白楽と白楽があるんだよ」等罵声を浴びせられた。

料金払う際も暗くて急いでいたことから5,000円を出してしまったところ「他に金ねーの

か」と財布をのぞかれ「あるじゃねーか」と1,000円を引き抜かれ「なんで領収書必要な

んだ」と発言、釣銭と領収書を投げつけるように渡された。接客の態度ではない。協会と

してお金を貰って命を預かる仕事をして、こんな人を加盟させるのはおかしい、きちんと

指導し内容を折り返し欲しい。本人とは絶対に話したくない。主人もすごく怒っている。 

     回答 

     4月9日 本人を組合に呼び内容を確認し、指導・厳重注意しました。 

   ④ 神奈川タクシーセンター 

    （神奈川支部員） 

     苦情内容 

     平成27年5月18日 9時00分頃 片倉町～新横浜 

     接客態度不良 

     苦情内容 

     目的地の50メートル手前で降ろされた。 

     「Ｕターンが出来ないのでここで降りてくれ」と言われたので、「みなさん。行ってくれま

すよ」と答えると、「50メートル位バックをしなければ 

     ならないので俺はいつも降りて貰ってる」と行ってくれなかった。領収書を請求すると、

「お金を払った後では出せない。欲しい場合は最初に言わなければ駄目」と言われた。厳

しく注意して欲しい。 

   ⑤ お客様よりの苦情電話 

    （神奈川支部員） 

     苦情内容 

          平成27年5月23日 0時30分頃 長津田駅付近～若葉台方面 

     乗車した際「かわいい 彼氏いるのか」「きれいな女 若い人じゃなきゃのせない」「彼氏

と結婚するのか」等言われ怖くなり「彼氏はいる」と答えたら「彼氏との関係をこわして

やる」等そんな話ばかりで住所も知られたくないので途中で降りた。 

     後日連絡しますので、指導内容を教えて下さい。 

     回答 

     本人に電話で内容を確認し、厳重注意しました。 

 

5. お中元配布・ポイントの還元について 

お中元配布先については、有意義な配布に努め、削減できた費用をポイント制の還元率アップに

つなげます。特に多くのご利用を頂いているお得意様に対してはそれなりに多くの還元が出来る

事と、その都度組合理事及び組合員がお中元をお届けに伺いながらご意見ご要望をお聞きいたし

ます。尚、組合発行の乗車補助券を活用致します。 

※  お中元の配布予定日 ７月9日(木)  
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6. 5月度無線機 275台 空台数 0台 

 

財政部報告 

 

 

1. 5月分までの賦課金等未納状況  

6月24日 14:10時現在 

未納者0支部 なし 

未納者     61名    8,912,608円 

 

2. 未納者への督促及び対策について 

督促状での通知と、電話による督促を行なっています。個別の事情等に配慮を行ないながらも厳

しく回収に努めております。 

 

3. 平成27年5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.27年5月分換金額 10,822枚 79,702,988円    7,364円 

H.26年5月分換金額 10,801枚 79,089,496円    7,322円 

増 減 額 21枚 613,492円 29,214円 

対 比 0.19％       0.77 ％ 398.98 ％ 

 

 

4. 平成27年5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.27年5月分換金額 8,523枚 60,606,018円    7,110円 

H.26年5月分換金額 8,471枚 59,300,646円    7,000円 

増 減 額 52枚 1,305,372円 25,103円 

対 比 0.613％        2.20 ％ 358.6 ％ 

 

 

5. 平成27年 5月度、デビット・クレジット・カード会社チケット換金実績 

5月度  (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 2,935 件 21,441,490 円 7,305 円 

カード会社チケット 1,471 件 11,643,778 円 7,915 円 

＜参考＞平成26年5月度デビット・クレジット・カード会社チケット換金実績 

5月度    (347台) 枚数 金額 １枚当たり｢参考」     

デビットカード  2 件 4,700 円 2,350 円    

クレジットカード 2,556 件 16,936,297 円 6,626 円    

カード会社チケット 2,135 件 16,454,250 円 7,706 円    
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6. 親睦会特別褒賞金の支払及び廃業慰労金、譲渡支援金の徴収について 

※5月分の廃業慰労金の徴収額は3,324円となり，7月に請求致します。 

5月  廃業者 

 

7. 現金自動支払機(CD機)の定期点検実施について 

日 時   平成27年7月15日、10:00～ 

所要時間   約1時間 

作業担当者  （株）富士通エフサス 

 

8. 会計帳簿類の閲覧・謄写請求及び総代会に提出された要望書について 

(1)今井博明組合員・西口伸之組合員の外21名の署名による会計帳簿類閲覧・謄写請求について 

経緯 

支部会の始まる前日、5月 15日(金)に会計帳簿類の閲覧・謄写請求を組合員 23名の署名を持参

し求めて来ました。 

6月 18日(木)に理事会議事録 10年分の謄写を求め、約 2年分を謄写した議事録を持ち帰りまし

た。謄写代金については未収となっている為、これまでの謄写・印刷について請求します。A4片

面1枚につき10円を請求します。 

 

(2)今井博明組合員・西口伸之組合員からの要望書に対する説明 

①平成26年度決算時に預り金から雑収入へ取り崩した預り金等について 

1) 平成26年度決算時の雑収入について 

平成9年12月に当時会計責任者の根本事務長が突然退職しました。根本事務長は同年12月に

一度だけ2～3時間のみの引き継ぎを行ないました。 

後任の高見沢職員及び露木職員と橋本会計士の3名で、会計業務全般を模索しながらの処理と

なりました。 

当時の元帳は補助元帳が存在せず、仮受金・未払金・未収金・立替金・仮払金・預り金、それ

ぞれの勘定科目の内訳が不明でした。 

そのため、業務遂行しながら、コンピュータ化への移行に対応させ、会計処理を正常化させる

ために努力してまいりました。その過程で橋本会計士の指導の下、各勘定科目の差額は預り金

の内訳科目の一つにまとめました。橋本会計士在任中は、このまま繰り越し続けていても問題

ないと指導されていました。(金額4,890,329円) 

平成 26年 10月に橋本会計士が引退され、蜷川税理士に引き継がれましたので指導をあおぎ、

平成26年度の決算時に預り金より雑収入に繰り入れました。 

 

2) 平成26年度決算時の雑費について 

平成26年8月にデビット・クレジット処理担当者の突然の退職により充分な引き継ぎが出来な

いまま担当者が交代しました。平成26年度決算時に本部会計の預り金額と担当者が管理する預

り金額の整合性をとる目的で訂正処理しました。 

 

７
月
請
求 

支部 氏  名 
在籍年数 

特別褒賞金 廃業慰労金 譲渡支援金 計 
年 月 

保 

磯 

磯 

金 

亀田満廣 

石井静吾 

小野忠臣 

竹本隆 

19 

16 

25 

8 

5 

0 

8 

11 

50,000 

50,000 

100,000 

50,000 

445,416 

445,416 

643,200 

247,632 

0 

160,800 

160,800 

160,800 

   495,416 

656,216 

904,000 

458,432 
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しかし、差額が多額のため平成27年度に、再度4月末、5月末で決算を行い検証したところ、

平成 27年 3月の決算時の差額は、処理途中の金額であると判断できました。更に前年度以前

分も含め再度精査したところ平成26年3月31日に半期毎に東個協より入金される、デビクレ

事務手数料の勘定科目違い(雑収入と預り金)が分かりました。 

今年度に下記の訂正をし、財務諸表を正常化させます。 

＜訂正仕訳＞ 

預り金 876,880円  /  前年度損益修正益  611,150円(平成26年度) 

            /  過年度損益修正益 265,678円(平成25年度) 

                    /  過年度損益修正益    52円(手数料端数処理によるもの) 

② 車両・対物保険・免責共済について 

事故報告書類の車両の写真の間違いについては正しいものへ差し替え訂正を行なっています。

共済の給付に関して問題はないと判断しています。 

「理事会で決定した保険契約をしない者の取扱については 50％に制限する」という規約につい

ては総代会議決事項であり、何ら問題ないと考えています。 

本組合は組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行ない、もって

組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的としてい

ます。 

③一職員の長時間の超過勤務につきましては鋭意改善を図っており、現在は大幅に減少させてお

ります。  

 

9. 平成27年度決算修正について 

蜷川税理士の指導により修正を行います。 

1)デビット・クレジットカード会社手数料預り金 

計算方法  換金時 換金額合計×3％ ( 0.1円単位切り上げ ) 

支払時 売上 1件  ×3％ ( 1円単位切り捨て ) 

上記のように端数処理による差額が生じていますが、平成 13年 2月の開始時より預り金のま

ま繰り越しを重ね現在に至っています。差額を今年度に振替処理致します。今後は半期毎に預

り金から換金手数料に振替処理します。 

＜仕訳＞ 

預り金 2,649,516円  /  過年度損益修正益  2,649,516円 

 

2)JAL手数料預り金 

JAL手数料は、平成12年1月の開始時より、換金時の預り金から横浜個人への支払までをコン

ピュータ処理化しているため、間違いが無いと考え処理していました。現在JAL手数料は横浜

個人タクシーからの定額配車のみとなり、元帳の預り金額残の相違が判明しましたので、今年

度に訂正します。相違の原因は導入当初のコンピュータによる自動仕訳の設定が組合換金手数

料とJAL手数料預り金の間違いと判断しました。現在自動仕訳は改善され正常に仕訳されてい

ます。 

＜訂正仕訳＞ 

預り金 4,293,144円  /  過年度損益修正益  4,293,144円 

 

 


