
 

 

令和３年度事業報告 

 

タクシーを取り巻く情勢は、１１月１２月と新型コロナウイルス感染症が小康状態とな

ったことから経済の回復傾向が感じられましたが、１月に入りオミクロン株の爆発的な感

染拡大によりまん延防止等重点措置が発令され、３月に解除されたものの依然感染者の高

止まりが続いている影響を受け、営業収入は引き続き厳しい状況となっております。 

 特措法関係では、特別区・武三交通圏が特定地域の指定基準に該当したことから、法

人タクシーと個人タクシーの事業者を対象に特定地域指定への意向調査が行われました

が、不同意が多数を占め、特定地域への指定は免れたところです。 

 また、南多摩交通圏については、令和４年６月末で特定地域の指定が終わり、７月よ

り準特定地域に指定される予定です。 

 １２月末から特別区・武三交通圏で始まった運賃改定申請は、法人タクシーの７割を

超えたため、運輸局にて運賃改定の要否判定の審査を行い、改定が必要と判断されれば

令和４年中にも新運賃の公示となる見通しです。 

 燃料費は、昨年初頭から高騰が始まりましたが、２月にはロシアのウクライナ侵攻が

始まり、ロシアに対する西側諸国の経済制裁の影響によりさらに高騰したため、政府は

助成金を出してこれを抑えようとしておりますが依然として高値で推移しており、事業

者にとっては苦しい経営状態となっています。 

 個人タクシー事業者数は大幅な減少が進んでおり、特別区・武三交通圏では１２月末

に傘下事業者数が９,９５３名と１万人を割り込み、正しく危機的状況であり、組織を維

持することが困難な状況となることは明らかであります。 

その様な最悪な状況を迎える前に、個人タクシー業界の存亡を掛け、例えば一定数以

上の事業者数が減少した場合には、その減少分を補充する等の措置を講じて頂けるよう

行政に要請していたところ、平成２９年４月１２日に開催された自民党の「個人タクシ

ーを応援する議員連盟」の第３回総会での自動車局長挨拶の中で、「２０１１年から２０

１５年まで全国の個人タクシーの減少率は１７.２％。同じ期間の法人タクシーの減少率

は１１.５％で、タクシーの数を減らすことへの貢献は法人に比べて明らかにある。」と

した上で「どういった形で個人タクシーの新規許可ができるか真剣に検討したい。高齢
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化を止めて若い血を入れることに使って頂けるならあり得る。法人業界との調整や特措

法の趣旨といった点でも今後相談し、対応できるようにしたい。」との見解が示されてお

りました。 

その後４年間、何の具体策も示されないことから、当方より「個タク台数枠の設定と

は、準特定地域における個タクの下限車両数を設定すること」と定義付け、「個タク独自

の適正車両数の明示」を要望したところ、１２月７日開催の第１３回議連総会において

「個人タクシーが抱える課題解決に向けた取組パッケージ案」が国土交通省より示され、

３月３１日付けで許可の特例的な取り扱い関係通達が発出されました。 

パッケージ案では、 

① 令和２・３年度に一般廃業した７５歳未満の事業者数を５カ年で按分した件数を令

和４年度から５年間新規許可を行う 

② 令和４・５年度に一般廃業した７５歳以上の事業者数を５カ年で按分した件数を令

和６年度から５年間新規許可を行う 

③ 地理試験免除要件の離職期間の合計上限を３０日から６０日、４５日から９０日に

延長する 

④ 死亡後譲渡申請において、相続人全員の同意は申請後に得られればよいこととする 

⑤ 期限更新時において、７５歳未満の事業者も営業の支障の有無に係る医師の所見を

求める 

⑥ 組織のスリム化や協同組合の統廃合等による運営の効率化 

⑦ キャッシュレスや配車アプリの導入など利用者利便の向上 

⑧ 災害緊急輸送など自治体と連携したサービスの検討 

⑨ 運転者不足を踏まえ、人材確保に必要な取組の検討 

などが盛り込まれております。 

 なお、①に基づく特例新規許可枠として、令和４年度は特別区・武三交通圏で１３９

個、北多摩交通圏で２個と４月２１日付け公示されました。 

 パッケージ案が示され、期間限定であるとはいえ新規許可枠が示されたことは喜ばし

いことではありますが、単に譲渡譲受申請者が新規許可申請に置き換わっただけでは、

減少の速度は変わりません。 

 当協会傘下の特別区・武三交通圏における令和３年度の年間減少事業者数（譲渡、廃

止、定年、死亡、退会）８１１人に対し、年間増加事業者数（譲受、入会）は２３９人
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であり、実質的な年間減少数は５７２人です。 

単純に１３９人の新規許可者を加算したとしてもなお、４３３人の減少であることが

現実です。 

 示された新規許可枠を有効に活用し、なおかつ、譲渡譲受の申請数も増加させなけれ

ば、せっかくのパッケージ案も意味がないものになってしまいます。 

一般廃業をお考えの事業者には譲渡への見直し、また、事業者皆様の後輩、知人の法

人タクシー運転者に個人タクシーの魅力を伝えて新規・譲渡譲受申請希望者を募ってい

くことが大事だと思います。 

 協会の活動状況については、コロナ禍のなか街頭指導の縮小、期限更新時の研修会を

書面開催にする等なかなか協会本来の活動が出来ない状況が続いております。 

また、先ほども触れましたが、年々傘下事業者が減少しており、令和４年の早い時期

に 1 万人を割り込むことが確実になっております。 

傘下事業者減少に伴い会費収入は毎年減少し、年間収益額は対前年比マイナス６００

万円～マイナス７００万円余りと減少が続いておりましたが、ここ２年はコロナ禍で事

業活動が思うように実施出来ない状況と雇用調整助成金収入により収支が若干のプラス

となっています。 

しかし、コロナ禍が収束して協会の事業活動が正常に戻れば、収支はマイナスに戻り、

残された正味財産が底をつき、当協会に求められる事業を適切かつ継続的に遂行するた

めの安定的な財政運営に支障を来す段階を迎えています。 

このような状況を踏まえ、令和３年５月１２日開催の第１４回財務委員会では、「現況

は、会費改定等の検討をせざる得ない状況であると認識し、各委員からは、事業の見直

し等を含めた経費削減により収支均衡を目指すと同時に、事業者負担を最低限に抑える

ことを前提に会費値上げを検討すべき」との報告がありました。 

この報告に基づき、協会の財政基盤の健全化に向けて、事業の見直しとともに会費の

あり方を検討してまいりました。 

事業の見直しでは、 

① 新年賀詞交歓会の廃止 

② 教育広報委員会の廃止、会報発行回数の縮小 

③ 理事会開催回数の縮小 

④ 理事定数の削減 
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⑤ セーフティドライブ・コンテスト（表彰）記念品の減額及び表彰基準の変更 

⑥ 利用者感謝の日キャンペーンでのお客様賞品の減額、事業者副賞の減額・縮小等 

⑦ 事業者研修会のカリキュラム見直し、期限更新対象者負担額の改定 

⑧ 利用者懇談会のアドバイザー数削減、会場の変更 

⑨ 定時総会の運営について改選期以外はホテル不使用、懇親会不開催、議決権行使者

の削減 

上記を正副会長会議で検討し、理事会に提案・承認済みであり、定款変更等について総

会にて皆様のご承認を得たいと考えております。 

なお、この見直しにより、約１,４６８万円の経費削減効果が見込まれております。 

以上、できる限りの対策を講じた上で皆様には、会費の値上げについてお願いをします。 

このような経済状況のなか値上げをお願いすることは誠に心苦しいですが、協会に求

められる事業活動を維持するためには必要なことでありますので、ご理解のほどお願い

いたします。 
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Ⅰ．安全輸送を確保するために必要な事業 

交通事故の削減につきましては、令和３年３月３０日に国土交通省において新たに

「事業用自動車総合安全プラン２０２５～安全トライアングルの定着と新たな日常にお

ける安全確保～」が策定されました。 

バス、タクシー、トラックの各業態における死者数、事故件数、飲酒運転ゼロ等の削

減目標を設定するとともに、行政・事業者・利用者の安全トライアングルにより総力を

挙げて事故の削減に取り組むとされ、個人タクシー業界としても、全個協、同関東支

部、当協会、会員団体、所属団体、交通共済協組が一丸となって健康起因の事故撲

滅、新型コロナウイルス対策、飲酒・ながら・あおり運転の撲滅、またタクシーの

特徴的な事故として、交差点の出会い頭の事故や路上横臥轢過事故の防止などの施

策に取り組みました。一人ひとりの事業者におきましても日々の安全運転を徹底し、

交通安全に対する心掛けや意識を高めながらこれらの目標達成に取り組みました。 

安全対策委員会では、「都内における一般道路の死亡事故発生地点状況（タクシー）

について」「都内における高速道路の死亡事故発生地点状況について」「アルコール

検知器の保守等に関するポスター」「健康診断の受診と健康管理の徹底について」「危

険ドラッグ等の薬物使用の弊害等について」「横断歩道での歩行者優先ルールの徹底

について」を作成し周知するとともに、重大事故情報の共有化、セーフティドライブ･

コンテスト、交通事故撲滅啓蒙活動への参加等、輸送の安全性の向上に努めました。

各団体におきましても危険予知訓練（ＫＹＴ）等を取り入れた小グループ講習等を実施し

ました。 

令和３年９月１１日に千代田区九段南において歩行者を巻き込んだ健康起因によ

る（くも膜下出血）死亡事故が発生し、ニュースにも大きく取り上げられました。

当協会では、運行中に体調異変が生じた場合には躊躇なく運行を中止することを意

識付ける等、日頃の健康管理と合わせ健康管理マニュアルの再確認をお願いする緊

急通知「健康起因事故の防止に向けた再発防止策について」を発出しました。また、

１０月２５日・２９日には、関東運輸局担当官に講師をお願いし団体責任者を対象

とした「健康起因に関する事故防止研修会」を開催し、運転中に身体に異常を感じ

令和３年度の各事業の主な取り組み状況 
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た場合の措置や定期健康診断による日頃の健康管理、脳血管疾患を未然に予防する

のための脳ＭＲＩ健診や脳ドッグ、心臓疾患などのスクリーニング検査の重要性を

再認識しました。 

１１月には全個協通達「脳ＭＲＩ健診等の受診促進について」が出され、脳検診

について積極的に促進するよう会員団体に要請しました。また、協会報にも標語「脳

血管疾患を未然に防ぐため 脳ドックを受診しよう！」を毎月イラストとともに掲載

しております。各団体におかれましては、二度とこのような事故を発生させないよ

う脳ＭＲＩ・脳ドック等、脳健診を強力に推進していただきますようお願い申し上

げます。 

 

（１）交通事故発生件数 

国土交通省の「事業用自動車総合安全プラン２０２５」及び全個協の「個人タク

シー事業における総合安全プラン２０２５」に基づき、関東支部において都県協会

別の「令和４年人身事故件数削減目標」が設定され、当協会において会員別に所属

事業者数の割合で目標件数を割り振り事故防止対策の一層の推進をお願いしました。 

人身事故を削減するとともに死亡事故、飲酒運転につきましては、当然のこととし

て、毎年ゼロを目標に掲げ、東京都個人タクシー交通共済協同組合並びに日個連東京

都交通共済協同組合の協力を得ながら交通事故防止に継続的に取り組んでおります。 

なお、当協会として独自に集計しております両交通共済協組並びに全個人タクシ

ー協議会からの事故報告件数は、新型コロナウイルス感染症拡大防止による利用者

の激減により稼働が厳しくなっている状況から、令和２年及び令和３年の件数はコ

ロナ前と比べると大きな減少は続いておりますが、令和３年は総件数で前年比+４７

件、うち人身事故が+１４件と増加に転じました。なお、ゼロを目指している死亡事

故は、前年と同じ１件という結果になりました。 

一刻も早い新型コロナウイルス感染症拡大の収束を願いつつも、交通事故につき

ましては新年度におきましても 1 件でも減らすことができますよう引き続きの取り

組みをお願いいたします。 
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 30 年 元年 ２年 ３年 

総件数 1,609 件 1,501 件 990 件 1,037 件(前年比 +47 件) 

(死亡事故) 1 件 3 件 1 件 1 件(前年比  ±0 件) 

(人身事故) 570 件 489 件 314 件 328 件(前年比 +14 件) 

(物損事故) 1,038 件 1,009 件 675 件 708 件(前年比 +33 件) 

 

 

（２）事故防止コンテスト 

当協会が主催する事故防止コンテストは、交通共済協同組合等から提供を受けて

いるデータに基づき、年間の人身事故発生率（人身事故件数／事業者数）の低い上

位５団体に対し、その取り組みに感謝の意を表すため表彰基準を制定しております。 

令和３年の集計における上位団体は下記の通りです。 

 

 団体名 人身事故発生率 

１位 東京都個人タクシー協同組合 世田谷第三支部 0.00％ 

１位 東京都個人タクシー協同組合 都心支部 0.00％ 

１位 日個連東京都営業協同組合  亀戸支部 0.00％ 

４位 東京都個人タクシー協同組合 品川第二支部 0.97％ 

５位 東京都個人タクシー協同組合 文京第一支部 1.20％ 

 

（３）セーフティドライブ･コンテストへの参加 

毎年７月から１２月までの６ヶ月間、５人一組で無事故無違反の達成を目指す警

視庁主催のセーフティドライブ・コンテストに参加しております。 

令和３年度も、安全運転・事故防止の徹底を図るため１３８組６９０名の参加に

より無事故無違反の達成に努めました。 

コンテストの表彰基準に基づき、無事故・無違反１０年連続達成の２団体、７年

連続達成の４団体、５年連続達成の７団体及び３年連続達成の２団体が表彰となり

ました。達成率は５８.７％と昨年より２.０ポイント上回ることができました。

また、期間中の交通事故は昨年と同じ４件でしたが、交通違反の方は昨年より  

１０件減少し６７件でした。通行禁止違反、歩行者妨害が多い状況です。 
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 30 年度 元年度 ２年度 ３年度 

参加者 146 組 144 組 141 組 138 組 

達成者 85 組 80 組 80 組 81 組 

達成率 58.2% 55.6% 56.7% 58.7% 

 

 

（４）ドライブレコーダー導入状況 

ドライブレコーダーの装着は、事故発生時の客観的な映像として適切かつ迅速な

事故処理・事故原因の究明のために大変重要なものとなっています。また、事故防

止対策の資料映像として活用するのはもちろんのこと、装着することによる安全運

転の励行・事故防止の効果も認められることから、安全対策委員会では両交通共済

協組と連携を取りつつ全車装着に向け普及促進を図りました。実際に事故等を起こ

した車両がドライブレコーダーは装着されているものの作動されていなかったとい

うことがないよう、正常に作動しているか日頃の確認の徹底もお願いいたします。 

車内防犯カメラとの一体型への付け替えも進み、令和３年３月末ではドライブレ

コーダーの装着は８,７２４両で、装着率は８５.８％でした。 

また、ドライブレコーダーや車内防犯カメラ等を装備することは、前出のとおり

事故処理や原因の究明、その他各種犯罪の未然防止に大きく寄与しているだけでな

く、記録された映像情報は、事故・事件等が発生した際の現場の状況など、まさし

く都民の安全・安心に資する多くの参考情報であることから、警視庁と当協会にお

いては「ドライブレコーダー等の映像情報の円滑な提供に関する協定書」により協

定を締結しております。引き続き、スムーズな情報提供の対応とドライブレコーダ

ー、車内防犯カメラの更なる装着の推進をお願いいたします。 

 

 30 年度末 元年度末 ２年度末 ３年度末 

装着数 9,826 両 9,581 両 9,058 両 8,724 両 

装着率 81.8％ 83.3％ 84.4％ 85.8％ 
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（５）法個事故防止合同活動 

(一社)東京ハイヤー・タクシー協会との法個事故防止合同活動におきましては、

法個が連携して春秋交通安全運動及び１２月繁忙期の統一街頭活動として、警視庁

の協力のもと各乗り場においてシートベルト着用調査を実施するとともに、乗務

員・事業者にはチラシやノベルティグッズを配布しながら交通事故防止指導を行い

ました。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、マスク着用、アルコール消

毒、使い捨て手袋などを準備し感染防止を徹底したうえで実施しました。 

 

（６）タクシードライバー交通安全教室参加（高齢事業者対象） 

令和３年度の警視庁主催の高齢運転者を対象としたタクシードライバー交通安全

教室は、世田谷の警視庁交通安全教育センターにおいて２回開催されました。６５

歳以上の事業者１５人が法人ドライバーと合同で参加し、日頃の自分の運転を見直

すとともに安全運転の重要性を再認識しました。 

 

（７）個人タクシーの防犯対策 

東京タクシー防犯協力会において作成した、防犯対策ＤＶＤ「タクシー乗務員が

遭遇する犯罪への対処法」は、タクシー強盗等の犯罪に遭遇した際の対処法を事例

を交えてわかりやすく解説するとともに、詐欺事案発生時の具体的措置や社会貢献

のひとつとして振り込め詐欺の未然防止への協力等についても追加した内容となっ

ており、令和３年度も各団体において防犯対策の一環として研修会や講習会、会議

等で活用いただきました。また、例年１２月に開催している「防犯責任者等講習会」

につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和３年度も書面によ

る開催となり警視庁等の作成資料について情報提供し、防犯知識の普及と意識の高

揚に努めました。 

車内防犯カメラは、その装着を示すことで犯罪を未然に防ぐ効果も大きく、もし

もの時の重要な証拠となる大変効果のある防犯装備の一つであります。装着台数は、

既に７,８３３両に装備されており、ドライブレコーダーとの一体型の装着が進んで

おります。引き続き、防犯仕切板とあわせ装着の推進が望まれます。 

令和３年のタクシー強盗は２９件で、うち個人タクシーは４件でありました。単

独で乗車料金を踏み倒し逃走するケースが多くを占めておりますが、売上金や運転
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者に危害が及ぶケースも想定し、第一に身の安全の確保そして素早い１１０番通報

等の日常の心構えが重要であります。 

また、被害車両のうち防犯仕切板を装着していない車両が９両(31.0%)ありました。 

 

 30 年 元年 ２年 ３年 

認知件数 52 件 49 件 35 件 29 件 

うち防犯仕切板未装着数 16 件  20 件 18 件  9 件 

％ 30.8% 40.8% 51.4% 31.0% 

 

 

（８）個人タクシー事業の法令遵守の徹底について 

令和３年度は、無免許運転はなかったものの、本来あり得ない無車検運行、救護

義務違反、飲酒運転が発生しました。優秀適格者に与えられた個人タクシーの許可

事業者には“あってはならない”ことは言うまでもなく個人タクシーの信頼を著し

く失墜させるものであります。 

東京運輸支局からの要請もあり、歩行者や自転車等に接触したら相手が去ったと

しても必ず 110 番通報し警察官の指示に従う等救護義務違反の撲滅及び路上寝込み

の死亡事故も発生していることから「救護義務違反及び路上横臥者との交通事故増

加について」を発出し、事業者へ注意喚起を図りました。 

また、無車検運行・無免許運転防止のため、各団体においては車検や運転免許証

の更新の確認をされておりますが、無車検運行等はその確認作業が期限日が来る前

に終了していないことにより発生しています。期限日が来る前に確実に確認作業を

終了するとともに、確認方法については電話等による口頭確認だけでなく、ファク

シミリでの送信の他、スマートフォンや携帯電話等で車検証を撮り送信する等、目

視により確認することを追加し再徹底をお願いしました。 

各団体におかれましては、関係法令の遵守及び輸送の安全の確保が責務であるこ

とを改めてご指導いただき、役職員の皆様のご協力のもと、小グループ講習等を通

じ事業者の方々の状況把握と日頃の連携を大切にし、絶対に不祥事を出さないとい

う信念に基づき再発防止に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。 
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Ⅱ．サービス向上・資質向上・輸送秩序の確立のために必要な事業 

 

１．良質な輸送力の確保対策について 

（１）個人タクシー事業者研修会（許可期限更新者対象） 

個人タクシー事業者研修会は、許可事業者として、関係法令、通達、取扱い基準

等の周知に加え、苦情等を根絶するため、旅客接遇を重点に徹底を図るとともに、

一層の輸送サービス向上を期することを目的に東京運輸支局長推薦の研修会として

実施しておりますが、令和３年度につきましては、新型コロナウイルス感染症感染

拡大防止の観点から、行政からの資料及び当協会作成の研修資料を受講対象者に配

付し、書面開催といたしました。 

 

・令和 3 年 12 月 1 日更新者 書面開催 2,604 名 

・令和 4 年 6 月 1 日更新者 書面開催 1,469 名 

 

（２）(一社)全国個人タクシー協会関東支部主催の各種講習会への参加 

 ・譲渡譲受試験講習会   25 名受講 

・個人タクシー事業講習会 267 名受講 

※譲渡譲受試験講習会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 1 開催のみ実施 

 

 

２．利用者へのサービス向上対策について 

社会から厳しい評価を受けている個人タクシーが、再生をかけ導入したマスター

ズ制度の参加事業者は、４月１日現在では９,５４６人、その参加率は、９３.２％

となっております。参加率だけでなく名実ともに真のマスターと呼ぶに相応しいよ

り高いレベルへの資質向上が求められており、各団体におきましてもスキルアップ

研修会を実施するなど個人タクシー全体のレベルアップに努めました。 

乗降時にお客様に心のこもった一声をかけるワンフレーズ運動や初乗距離短縮運

賃、運転免許証返納割引などを導入している中でお客様にも気持ち良くご利用いた

だくための接客基本の徹底と「おもてなしの心」を表せるようワンクラス上のお客
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様対応により、個人タクシーの存在感が示せるよう更なるサービスの向上に取り組

みました。 

 

（１）「個人タクシー利用者感謝の日」ＰＲキャンペーン活動（１２月１日～２１日） 

利用者の皆様には、日頃の感謝の気持ちを伝えるとともに、マスターズ制度を中

心とするサービス向上のＰＲを、事業者には業界全体で取り組んでいるマスターズ

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回復を図るべく、

自主努力が不可欠であるということを自覚し、更なるサービス向上を推進すること

を目的に、関東支部と共催で令和３年度も１２月に「個人タクシー利用者感謝キャ

ンペーン」活動を展開しました。 

応募ハガキ付きマスターズ制度のＰＲチラシを制度参加事業者が利用者に車内で

配布し、ご利用の領収書を貼付して応募する方法により、今回は９,４８７通ものご

応募をいただきました。 

本年度も自然災害等の復興支援策の一環として、当選賞品には被災地の特産品な

ども盛り込み、１月２５日に抽選会を行い総計７１５名の利用者にお贈りしました。 

また、当選者が利用した事業者にも副賞を贈り制度参加への意識高揚を図りました。 

 

・ 応募ハガキ付ＰＲチラシ 248,620 枚 配布 

・ 応募総数   9,487 通  

・ 当選者 マスター賞 ＪＴＢ旅行券 15 組  

  ふたつ星賞 特産品 100 名  

  ひとつ星賞 協会特製クオカード 600 名  

 

 

（２）優良タクシー乗り場 

利用者がタクシーを選別でき安心して利用できる環境整備対策として導入された

優良タクシー乗り場は、現在都内で１３地区２７箇所になっています。 

銀座乗車禁止地区においては、一般タクシー乗り場はすべて優良タクシー乗り場

として運用されております。 

なお、各優良タクシー乗り場及び羽田空港第１・第２ターミナル各乗り場は、
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「WELCOME ABOARD」ステッカーの貼付と「指差し外国語シート」の携行が入

構条件の一つとなっておりますが、当協会におきましては、入構の有無にかかわら

ず全ての事業者が、外国人利用客の利便向上に資するため、常時「WELCOME 

ABOARD」ステッカーの貼付と「指差し外国語シート」を携行することとしており

ます。 

優良タクシー乗り場につきましては、引き続き入構資格のあるマスター（みつ星）

事業者並びに東京タクシーセンター優良運転者表彰を受けた事業者の方々の積極的

な入構へのご協力をお願いいたします。 

また、東京タクシーセンターの優良運転者表彰につきましては、推薦基準の運転

者としての継続勤務期間については法個通算して表彰区分ごとの年数を勤務してい

れば資格を満たすこととなっており、個人タクシー１年目の事業者でも一般表彰 

（５年表彰）を受けられますので、有資格者におかれましては、積極的に申請され

ますようお願いいたします。 

 

(３) 環境にやさしい低公害車「ＥＶ･ＨＶタクシー」の推進 

環境にやさしいエコタクシーの普及を促進する観点から、丸の内にある新丸ビル

前タクシー乗り場が低公害車専用の「ＥＶ･ＨＶタクシー乗り場」として運用され

ており、個人タクシー車両も積極的に入構し運営に協力しております。 

４月現在の個人タクシーの電気自動車は特別区武三交通圏では１７両、ハイブリ

ット自動車は６,８０２両、北多摩交通圏においては、電気自動車が１両、ハイブ

リッド自動車が９３両、南多摩交通圏においては、ハイブリッド自動車が１７３両

あります。 

 

（４）携帯電話メール活用による情報提供並びに情報収集システム 

東日本大震災の発生を契機に、災害時等における行政機関からの緊急要請や都内

の道路、各駅のタクシー乗り場の状況等について、携帯電話メールを活用し、適時

適切な情報を個人タクシー事業者に直接提供するとともに、迅速な情報収集も行え

るシステムを整え運用しております。緊急時の帰宅困難者等の対応だけでなく、新

しい乗り場等の情報提供や日頃の事業者の動向等についてもメールを活用し実態を

把握するなど、情報を共有化してより一層の利用者利便の向上に努めております。 
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(５）個人タクシー環境美化運動 

タクシー乗り場やその周辺、団体事務所近隣等での清掃活動は、従来から個人･

グループ･団体単位等で地域に根差した取り組みが行われております。 

当協会におきましても、東個協･都営協合同による社会貢献策の一環として、都内

各駅のタクシー乗り場での清掃活動を毎月有志の皆様６名を基本としてご参加いた

だいているところですが、令和３年度につきましては、実施日程は組まれておりま

したが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、出動を見合わせる状況が続

いております。収束後には、お客様に気持ち良くご利用いただける乗り場として環

境美化に努め、各地で実施していく予定です。 

 

(６) 東京観光タクシードライバー認定制度 

東京都内のタクシー事業者と東京の観光に係わる者が連携し、東京の観光振興と

タクシー事業の活性化を図ることを目的に、「観光知識」と「おもてなしの心」を

備えたドライバーを育成する東京観光タクシードライバー認定制度は平成２４年度

よりスタートしており、現在認定を受けている個人タクシー事業者は１３３名にな

りました。 

さまざまな観光メニューも設定されており、新型コロナ収束後を見据え、各団体

でも認定ドライバーがさらに増えるよう取り組んでおります。 

 

(７) ユニバーサルドライバー研修(ＵＤ研修)の開催 

「ユニバーサルドライバー研修」は、タクシードライバー向けのバリアフリー

研修で、高齢者や障がい者の方々の多様なニーズや特性を理解し、お客様との円

滑なコミュニケーションの確保など、適切な対応ができるよう一般のタクシード

ライバーの「接遇向上」を目指した研修です。研修内容は、講義だけでなくグル

ープディスカッションや車いす等を使った実習も取り入れられています。 

当協会におきましても講師を養成するとともに実施機関としての認定を受け、

協会主催の研修として平成２７年８月よりスタートしております。令和３年度は、

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催を見合わせておりますが、新

規参入者が受講する関東支部主催のＵＤ研修やその他タクシーセンター等で受講

した事業者を含め、総受講者数は３,５０６名となりました。 
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このＵＤ研修は東京観光タクシードライバー認定の必須要件ともなっておりま

すが、観光タクシーや介護タクシーの資格の１つとして考えるだけでなく「おも

てなしの心」を磨くためにも有効活用し、多くの事業者が受講するよう推進して

まいります。 

 

 

３．街頭営業の適正化と基本対応励行の推進について 

令和３年度の東京都内の個人タクシー事業者に対する行政処分の状況（無所属除

く）を見ますと４事業者に対して行われました。そのうち１事業者が運転者の制限

違反により車両停止８０日車、１事業者が運送引受義務違反により車両停止４４日

車、１事業者が旅客に対する公平かつ懇切な取扱いの違反により文書警告及び旅客

の利便確保命令、１事業者が乗務記録の記録事項の不備により文書警告の処分を受

けております。 

銀座・新橋地区をはじめとする都内各地での不適正営業、空車タクシー待機列に

よる交通阻害も未だに発生しております。銀座乗禁地区内（規制中）における乗り

場以外での待機行為（乗り場無視）、車外に出ての待機行為、進入禁止無視、待機

禁止無視、乗禁地区営業、また、優良タクシー乗り場への不正入構など、多くの事

業者が個人タクシーの評価をあげるべく日々努力をされている中で、このような行

為は許せることではありません。適正営業を徹底されますようお願いいたします。 

東京タクシーセンターの指導協力員制度は、法人各社の管理者や個人各団体の指

導担当者を対象にした指導協力員が選任され、個人タクシー業界からは当協会の街

頭営業適正化特別委員会委員８名と同推進指導員２０名、また東個協・都営協から

も各指導担当者が指導協力員として委嘱されております。令和３年度も、新型コロ

ナウイルス感染拡大の状況を見ながらの出動となりましたが、法個を合わせこの指

導協力員が問題地区の適正化に向け街頭指導に出動し是正指導にあたりました。 

当協会におきましても、これらの是正指導の他、推進指導員が計画された日程（非

公開）に基づき出動し、ビデオ撮影等による不適正営業事業者の特定にも力点を置

き、銀座・新橋地区等において不適正営業を繰り返す一部の悪質な事業者に対して

は厳しく対応し、緩めることなく正常化に努めておりますが、やはり新型コロナウ

イルス感染症拡大防止の観点から、出動回数を減らしての実施となりました。 

－15－



 

 

なお、令和３年度の街頭指導は、出動回数１３回、指導員延べ３９名での出動と

なりました。 

 

（１）街頭営業適正化特別委員会委員及び推進指導員による街頭指導 

・問題地区等への出動 （銀座･新橋地区） 

                         5 回 （  15 名出動） 

・年末特別街頭指導 (銀座･新橋地区：12 月 1 日～15 日） 

4 回 （  12 名出動） 

・東京タクシーセンター指導協力員としての出動  4 回 （  12 名出動） 

 

その他、銀座地区の渋滞対策会議、各警察署・関係機関の渋滞･事故防止対策会

議等への出席 

 

（２）不適正営業対処事案の状況 

東京タクシーセンターや協会推進指導員等からの不適正営業等指導通報の対象

事案に基づき、令和３年に警告事案、処分事案として対処した事案は、前年の１

２３件から大きく１０５件(85.4％)減少し１８件でした。指導対象事案は５年連

続での減少となり改善効果も現れてきておりますが、この大きな減少は令和３年

の街頭指導が新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、前年よりさらに長い期

間出動を見合わせることとなり、また１１月の指導再開後も摘発より排除指導を

中心に行ったことによるものと思われます。 

 

（３）(公財)東京タクシーセンターの団体指導責任者講習会及び指導協力員報告会 

個人タクシー業界から当協会の街頭営業適正化特別委員会委員８名と同推進指

導員２０名、また東個協・都営協からも各指導担当者が東京タクシーセンターの

指導協力員として委嘱されております。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため人数を制限して１０月２５日、１０

月２９日の２回に分け東京タクシーセンターにより、個人タクシー事業者団体の

指導責任者を対象とする講習会及び指導協力員報告会が開催されました。各問題

地区での指導状況の報告や今後の対応等についての説明があり、その後活発な意
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見交換が行われました。 

また、報告会の中では、東京タクシーセンターより日頃の街頭指導等への協力

に対する感謝状が代表者に授与されました。 

 

 

４．行政方針、通達等の周知及び協会の機関誌等の刊行と広報活動について 

（１）関係法令、通達等の周知 

関係法令の一部改正や通達等については、毎月開催の理事会で報告及び説明し、

会員団体へも随時通知いたしました。 

 

（２）協会報の発行 

理事会をはじめ業界の最新情報や現状をお知らせする協会報は、地理モニター調

査員からの「地理モニター報告」や好評の「個タクと私ものがたり」なども掲載し

紙面の充実を図り、事業者一人ひとりに配付しました。 

 

（３）協会ホームページの充実 

協会ホームページは、お客様への情報、組織内向けの情報、個人タクシー開業希

望者への情報、データライブラリー等を掲載しております。組織内向けの情報では、

関係通達や協会規定類の改定、申請･届出様式等、常に最新の内容に更新し更なる利

便向上に努めました。 

また、お客様へは「個人タクシー利用者感謝の日キャンペーン」の応募方法や当

選者情報の他、優良タクシー乗り場のお知らせやマスターズ制度についてもわかり

やすく掲載し、より多くのお客様に個人タクシーをご利用いただけるようＰＲにも

努めました。 
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５．事業者のために行う経営改善の指導及び事業用資材対策について 

(１) 経営白書の刊行 

令和３年度版経営白書 ～はじめに～ より抜粋。 

日本では昨年１月から始まった新型コロナウイルス感染症により、政府がまん延

防止等重点措置、緊急事態宣言を繰り返し行ってまいりましたが、次々と変異株が

発生する中、個人の外出抑制、飲食店の営業時間短縮、企業のリモートワーク導入

等でタクシー利用者の激減状態が続いています。４～６月期の実質ＧＤＰは前期比

０.３％増、年率換算で１.３％増と大変厳しく、タクシー業界も売上が上がらず非

常に厳しい状況です。 

その中で一年延期された東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会が

無観客で開催され、東京２０２０オリンピック競技大会では金メダル２７個、銀メ

ダル１４個、銅メダル１７個、東京２０２０パラリンピック競技大会では金メダル

１３個、銀メダル１５個、銅メダル２３個と日本代表選手が素晴らしい成績で大活

躍をみせてくれました。しかしながら、本大会開催によって、一部のタクシー業界

は潤いを見せたようですが、我々、個人タクシー業界は本大会関係の需要は期待外

れとなってしまいました。 

今、直面する最重要課題は、令和５年１０月より始まるインボイス制度への対応

であり、一人ひとりの個人タクシー事業者に対していかに説明し、理解を得ていく

かに掛かっています。インボイス制度は、我々個人タクシー事業者にとっては、リ

スクやデメリットばかりであり、課税事業者になるのか、免税事業者のままで居続

けるか、どちらも現在より良い状況にはなり得ません。しかし、インボイスを発行

しないことによりお客様が５％減ると仮定した場合、課税事業者になって消費税を

納税したほうが、免税事業者のままいるよりも、結果、手元に残る収入が多くなる

との試算を例に、個人タクシー事業を守り抜くためにも全事業者が一丸となって、

リスクやデメリットを最小限に抑えることが何よりも重要ではないでしょうか。 

また、定年制が進んで行く中で、事業者数の減少をどう食い止めて行くかがもう

ひとつの最重要課題です。昭和５０年当時と比べ約半減しており、協同組合等団体

が成り立たなくなりつつ有ります。現在、個人タクシー独自の適正車両数明示を要

望しており、自民党の個人タクシーを応援する議員連盟の方々のご支援を得て行政
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へ強く訴えかけているところです。 

いまこそ、事業者一人ひとりが心をひとつにして困難を乗り越え、業界の存続を

考えなければ手遅れになって業界は無くなります。本年の経営白書は、今後の個人

タクシー活性化、デジタル化による利用者利便等の資料を参考に事業継続に取り組

んで頂ければと思います。 

 

令和３年度版個人タクシー経営白書は、サブタイトルを“アフターコロナを見据

え インボイス制度の理解を深めよう”として１０月に刊行しました。 

 

 

６．一般乗用旅客自動車運送事業に関する調査研究並びに統計事務の整備作成について 

（１）輸送実績調査及び集計 

輸送実績、事業報告については、各団体が支局に提出したものと同様のものを提

出いただき、当協会事務局において全事業者の輸送実績データから、より多くの標

準的事業者の輸送実績の集計作業を行い、諸施策に活用いたしました。 

 

（２）(一社)全国個人タクシー協会の各種調査への協力 

(一社)全個協が行うタクシー運賃現況調査、輸送実績関係調査、車両設備に係る

調査等に協力しました。 

 

 

Ⅲ．事業者の相互扶助を図るための共済事業について 

令和３年度の死亡事業者数は、前年度と同数の７４名でした。死亡者の平均年齢

は６９.８歳で、死亡原因としては、消化器系、循環器系、呼吸器系等の生活習慣病

に起因するものが多く見られました。その内癌による死亡者は２７名（36.5％）と

前年からマイナス１名で、その割合は１.３ポイント減少しました。引き続き、健康

診断による早期発見・早期治療と再診･再検査の徹底をお願いいたします。 
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・死亡者数 

２年度 ３年度 

 74 名 平均年齢 68.8 歳 74 名   平均年齢 69.8 歳 

（前年比±0 名） 

うち癌による死亡者 28 名(37.8%) うち癌による死亡者 27 名(36.5％) 

 

コロナ禍において個人タクシー事業者は、マスクの着用、手洗い、アルコール消

毒、感染防止シートの装着、車内換気等の他、体温測定、発熱や咳、息苦しさや味

覚・嗅覚障害などの症状がないかなど日々体調を確認し、また日常生活においても

密を避けソーシャルディスタンス等、感染予防・感染拡大防止に取り組みました。 

 

 

Ⅳ．事業者のために行う関係官庁等への事務代行事業 

（１）譲渡譲受認可申請件数 

令和 3 年 5 月～令和 4 年 4 月   申請前合格           226 件 

                申請後試験            34 件 

 

個人タクシー事業者の減少が著しい中、本事業報告の冒頭に記載のとおり、昨年 

１２月に「個人タクシーが抱える課題解決に向けた取組パッケージ案」が国土交通省

により示され、令和４年３月３１日付にて許可の特例的な取り扱いを含めた各通達が

発出されました。 

新型コロナウイルス感染症による影響により、譲渡譲受のマッチングがうまくでき

ず廃止してしまう事業者が増加するなど手続きに支障をきたしているとして、令和

２・３年度に一般廃業した７５歳未満の事業者数を５カ年で按分した件数を令和４年

度から５年間新規許可を行うこと、また個人タクシーの事業者の高齢化が進展してい

る事情を踏まえ安全対策のあり方や若返りを促進することとして、令和４・５年度に

一般廃業した７５歳以上の事業者数を５カ年で按分した件数を令和６年度から５年

間新規許可を行うこと、運転経歴の地理試験免除要件については離職期間の合計上限

を３０日から６０日、４５日から９０日に延長すること、その他期限更新時には７５
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歳未満の事業者についても営業の支障の有無に係る医師の所見を求めることなどが

示されました。 

当協会においては、各通達に今後の流れや補足説明を加え周知するとともに、新規

許可申請書作成の手引きとして５年ぶりとなる「新規許可申請・譲渡譲受申請事務取

扱要領集」を作成・発行することを決定しました。 

また、「特例新規許可枠適用シミュレーション」を作成し、特例新規許可枠を十二

分に活用してもなお個人タクシー事業者数の減少傾向は続くことを訴え、新規枠をし

っかりと活用するとともに、譲渡譲受申請が新規に置き換わっただけとならないよう

譲渡譲受申請も今まで以上に推進していくことが大切であり、法人タクシー運転者へ

個人タクシーの魅力を発信し、一人でも多く個人タクシー希望者を確保いただけるよ

う各団体にご協力をお願いしました。 

 

令和元年８月１日から譲渡譲受の円滑化が導入されており、全国個人タクシー協

会、同関東支部、当協会においては、旅客の運送を行わない条件の下に、許可期限

が譲渡譲受認可の日までに延長された場合については、譲渡人は運送収入が途絶え

るにもかかわらず、事業用車両並びに車庫等は引き続き確保しておかなくてはなら

ないなどの状況から、譲渡人の負担を少しでも軽減し、譲渡譲受をさらに推進する

ことを目的に協会会費の免除を行っております。 

また、事前試験合格者の譲渡譲受申請の処分状況、死亡後譲渡譲受申請処分状況、

許可条件変更申請状況につきましては、毎月理事会で報告するなど情報提供にも努

めました。 

 

（２）期限更新申請件数 

令和 3 年 12 月 1 日更新者       2,464 件 

令和 4 年 6 月 1 日更新者       1,387 件 
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（３）表彰関係 

令和３年春の黄綬褒章 1 名 

令和３年自動車関係功労者表彰 2 名 

令和３年関東運輸局長表彰 7 名 

令和３年東京運輸支局長表彰 25 名 

(公財)東京タクシーセンター優良事業者団体表彰 57 団体 

(公財)東京タクシーセンター優良運転者表彰 451 名 

令和３年交通栄誉章「緑十字銅章」 14 名 

(一社)東京都個人タクシー協会長表彰 24 名 

   

 

 

以上、令和３年度の事業活動の概況について申し述べましたが、それぞれの事業の実

施に当たりましては、各団体役員並びに事務局各位に多大なご協力をいただき誠にあり

がとうございました。コロナ禍であっても皆様方のご尽力によりまして、円滑な業務運

営をすることができ、かつ、一定の成果を収めることができました。改めて心から感謝

を申し上げます。 

また、関係行政庁及び関係機関の懇切なご指導、ご鞭撻に対しましても厚く感謝を申

し上げます。新年度におきましても、引き続きご支援をよろしくお願い申し上げます。 
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Ⅰ．総会・理事会 等

(1) 第８回定時総会

６月21日 個人タクシー会館 「議決権行使者６８名 出席」

(2) 正副会議

５月11日 ｢秋田会長、冨本・櫻井・城・水野・丸山各副会長」

６月２日 ｢秋田会長、冨本・櫻井・城・水野・丸山各副会長」

６月21日 ｢秋田会長、冨本・櫻井・城・水野・丸山各副会長、他２名」

７月５日 ｢秋田会長、櫻井・城・水野・丸山各副会長、大森専務」

８月５日 ｢秋田会長、櫻井・城・水野・丸山各副会長、大森専務」

９月３日 ｢秋田会長、冨本・櫻井・城・水野・丸山各副会長、大森専務」

10月５日 ｢秋田会長、冨本・櫻井・城・水野・丸山各副会長、大森専務」

11月８日 ｢秋田会長、櫻井・城・丸山各副会長、大森専務」

12月１日 ｢秋田会長、冨本・櫻井・城・水野・丸山各副会長、大森専務」

１月17日 ｢秋田会長、櫻井・水野・丸山各副会長、大森専務」

２月２日 ｢秋田会長、冨本・櫻井・水野・丸山各副会長、大森専務」

３月２日 ｢秋田会長、冨本・櫻井・水野・丸山各副会長、大森専務」

４月５日 ｢秋田会長、冨本・櫻井・水野・丸山各副会長、大森専務」

(3) 理事会

第70回 ５月24日 日個連会館 「理事２７名中２６名出席」

第71回 ６月21日 個人タクシー会館 「理事２９名中２９名出席」

第72回 ７月14日 日個連会館 「理事２９名中２８名出席」

第73回 ９月14日 日個連会館 「理事２９名中２８名出席」

第74回 10月12日 日個連会館 「理事２９名中２６名出席」

第75回 11月26日 日個連会館 「理事２９名中２８名出席」

第76回 １月21日 日個連会館 「理事２９名中２４名出席」

第77回 ３月15日 日個連会館 「理事２９名中２６名出席」

第78回 ４月14日 日個連会館 「理事２８名中２８名出席」

(4) 監査

５月12日 令和２年度期末監査 「西澤・小池両監事、秋田会長」

11月11日 令和３年度上期監査 「西澤・小池両監事、秋田会長」

(5) 総務委員会

第８回 ８月23日「郷間委員長、小堀副委員長、大津・鈴木・関・志賀各委員、櫻井担当副会長、

大森専務」

令和３年度の活動状況
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(6) 財務委員会

第14回 ５月12日「小嶋委員長、小杉副委員長、伊藤・川井・堀口・平本各委員、水野担当副会長」

第15回 11月11日「小嶋委員長、小杉副委員長、伊藤・川井・堀口・平本各委員、水野担当副会長、

大森専務」

Ⅱ．安全輸送を確保するために必要な事業

(1) 安全対策委員会

第８回 ８月31日「秋山副委員長、田中・渡邉・高橋・冨田各委員、城担当副会長、大森専務」

(2) 法個事故防止対策関係

９月24日 法個シートベルト着用調査・ＰＲ活動

秋山安対委員長、田中委員、管理部部長

12月22日 法個シートベルト着用調査・ＰＲ活動

大野・渡邉両安対委員、業務課長

４月７日 法個シートベルト着用調査・ＰＲ活動

秋山安対委員長、田中委員、管理部部長、業務課長

(3) タクシードライバー交通安全教室 警視庁交通安全教育ｾﾝﾀｰ

10月20日 東個協受講者8名、都営協受講者7名 大野安対委員

４月13日 東個協受講者8名、都営協受講者7名 渡邉安対委員

(4) 健康起因に関する事故防止研修会

10月25日 日個連会館 「各団体役員51名出席」

10月29日 日個連会館 「各団体役員49名出席」

(5) 11月10日 交通共済団体における事故情報データの利活用の検討会 個人タクシー会館 秋田会長

(6) 11月30日 特殊詐欺対策官民会議 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰｸ半蔵門 管理部部長

(7) 東京タクシー防犯協力会

６月７日 監査 都個協 丸山副会長

６月30日 総会 書面開催

(8) セーフティドライブ・コンテストへ１３８組６９０名で参加

Ⅲ．サービス向上・資質向上・輸送秩序の確立のために必要な事業

１．良質な輸送力の確保対策

(1) 個人タクシー事業者研修会

・令和３年12月１日更新対象者 書面開催 2,604名

・令和４年６月１日更新対象者 書面開催 1,469名
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２．利用者へのサービス向上対策

(1) 個人タクシー利用者感謝の日 キャンペーン活動 12月1日～21日

マスターズ制度参加者による応募はがき付きチラシを車内配布

領収書貼付のうえ応募、協会ホームページにもキャンペーンＰＲ

当選賞品：旅行券や災害被災地の復興支援策の一環として特産品、クオカード

※当選者が利用した個人タクシー事業者にも副賞

３．街頭営業の適正化と基本対応励行の推進

(1) 街頭営業適正化特別委員会

第14回 ７月７日「櫻井委員長、丸山副委員長、中田・小杉・大野・柴田・伊藤・黒木各委員、

大森専務」

(2)10月25日 東京タクシーセンター主催「個人タクシー事業者団体の指導責任者を対象とする講習会

及び東京タクシーセンター指導協力員報告会」 日個連会館 出席者49名

10月29日 東京タクシーセンター主催「個人タクシー事業者団体の指導責任者を対象とする講習会

及び東京タクシーセンター指導協力員報告会」 日個連会館 出席者41名

(3) 街頭指導関係

11月10日 銀座・新橋街頭指導 柴田委員、第5指導班2名

11月16日 六本木地区街頭指導 大野委員、第6指導班2名

11月18日 銀座・新橋街頭指導 中田委員、第7指導班2名

12月１日 銀座・新橋街頭指導 伊藤委員、第8指導班2名

12月２日 銀座・新橋街頭指導 黒木委員、第9指導班2名

12月９日 銀座・新橋街頭指導 中田委員、第1指導班2名

12月14日 銀座地区街頭指導 柴田委員、第3指導班2名

12月15日 銀座・新橋街頭指導 大野委員、第2指導班2名

１月18日 銀座地区街頭指導 中田委員、第4指導班2名

１月20日 銀座・新橋街頭指導 黒木委員、第5指導班2名

１月26日 銀座・新橋街頭指導 丸山副委員長、小杉委員、第10指導班1名

４月25日 銀座地区街頭指導 黒木委員、第7指導班2名

４月26日 銀座・新橋街頭指導 柴田委員、第6指導班2名

(4) 乗り場問題・交通対策関係会議

５月21日 中野区交通政策推進協議会 中野区産業振興センター 事業課長

７月16日 銀座ショットガン運営協議会監査 ﾀｸｾﾝ 管理部部長、事業課長

７月27日 銀座ショットガン運営協議会打合せ 東ﾀｸ協 事業課長

７月28日 銀座ショットガン運営協議会 東ﾀｸ協 大森専務 事業課長

11月５日 中野駅地区整備に係る交通対策協議会 中野区産業振興センター 事業課長

12月３日 東京都駐車対策協議会 警視庁 業務課長

１月26日 銀座ショットガン運営協議会監査 ﾀｸｾﾝ 管理部部長

２月18日 銀座ショットガン運営協議会 自動車会館 冨本副会長、大森専務、事業課長
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４．行政方針、通達等の周知及び協会の機関紙等の刊行と広報活動

(1) 教育広報委員会

第85回 ５月28日 「横田委員長、加藤副委員長、平井・鈴木・星野・三浦各委員」

第86回 ７月２日 「横田委員長、加藤副委員長、平井・鈴木・星野・三浦各委員、大森専務」

第87回 ７月27日 「横田委員長、加藤副委員長、鈴木・三浦両委員、大森専務」

第88回 ８月27日 「横田委員長、加藤副委員長、平井・鈴木・三浦各委員、大森専務」

第89回 ９月30日 「横田委員長、加藤副委員長、平井・鈴木・星野・三浦各委員、大森専務」

第90回 10月26日 「横田委員長、加藤副委員長、平井・鈴木・星野・三浦各委員、大森専務」

第91回 12月３日 「横田委員長、加藤副委員長、平井・鈴木・星野・三浦各委員、大森専務」

第92回 12月20日 「横田委員長、加藤副委員長、平井・鈴木・星野・三浦各委員、大森専務」

第93回 １月28日 「横田委員長、加藤副委員長、平井・鈴木・星野・三浦各委員、大森専務」

第94回 ２月24日 「横田委員長、加藤副委員長、平井・鈴木・星野・三浦各委員、大森専務」

第95回 ３月23日 「横田委員長、加藤副委員長、平井・鈴木・星野・三浦各委員、大森専務」

第96回 ４月25日 「横田委員長、加藤副委員長、平井・鈴木・星野・三浦各委員、大森専務」

５．事業者のために行う経営改善の指導及び事業用資材対策

(1) 経営資材委員会

第22回 ８月６日 「石川委員長、橋本副委員長、丸山（重）・三ノ輪・若山・小倉各委員、

丸山担当副会長、大森専務」

第23回 ９月８日 「石川委員長、丸山（重）・三ノ輪・若山・小倉各委員、丸山担当副会長、

大森専務」

第24回 ９月29日 「石川委員長、橋本副委員長、丸山（重）・三ノ輪・若山・小倉各委員、

丸山担当副会長、大森専務」

(2) 令和３年度版個人タクシー経営白書 10月発行

～アフターコロナを見据え インボイス制度の理解を深めよう～

Ⅳ．監督官庁が行う行政事務の協力および事業者が行う関係官庁への事務代行

(1) 譲渡譲受認可申請件数 令和３年５月～令和４年４月

申請前合格 226件

申請後試験 34件

(2) 期限更新申請件数 12月1日更新者 2,464件

６月1日更新者 1,387件

(3) ５月19日 多摩地区登録諮問委員会 ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ立川 水野副会長

３月22日 多摩地区登録諮問委員会 ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ立川 水野副会長
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(4) 表彰関係

令和３年春の黄綬褒章 ４月29日 （伝達式は中止） １名受賞

令和３年東京運輸支局長表彰 ９月16日 （表彰式は中止） ２５名受賞

(公財)東京ﾀｸｼｰｾﾝﾀｰ優良事業者団体表彰 ９月28日 （表彰式は中止） ５７団体受賞

令和３年関東運輸局長表彰 10月５日 （表彰式は中止） ７名受賞

(公財)東京ﾀｸｼｰｾﾝﾀｰ優良運転者表彰式 11月24日 ﾎﾃﾙｲｰｽﾄ21東京 ４５１名受賞

令和３年交通栄誉「緑十字銅章」 11月25日 １４名受賞

令和３年自動車関係功労者表彰式 12月９日 帝国ﾎﾃﾙ東京 ２名受賞

(一社)東京都個人タクシー協会会長表彰式 １月21日 日個連会館 ２４名受賞

Ⅴ．(公財)東京タクシーセンター関係

(1)(公財)東京タクシーセンター理事会

６月７日 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾙ市ヶ谷 冨本副会長

(2) 〃 登録諮問委員会

８月４日 ﾀｸｾﾝ 城・水野両副会長

10月27日 ﾀｸｾﾝ 城副会長

３月９日 ﾀｸｾﾝ 水野副会長

(3) 〃 適正化事業諮問委員会

３月７日 如水会館 櫻井・丸山両副会長

(4) 〃 街頭指導会議

６月24日 ﾀｸｾﾝ 櫻井・城・丸山各副会長、大森専務

10月15日 ﾀｸｾﾝ 櫻井・城・丸山各副会長、大森専務

２月22日 日個連会館 櫻井・丸山各副会長、大森専務

(5) 〃 乗り場管理運営委員会

６月24日 ﾀｸｾﾝ 櫻井副会長、大森専務

２月１日 ﾀｸｾﾝ 櫻井副会長、大森専務

Ⅵ．その他の会議等

10月５日 日本税理士会連合会との意見交換会

秋田会長、冨本・櫻井・城・水野・丸山各副会長、大森専務

11月１日 第37回全都個人タクシー野球大会開会式 江戸川区球場 秋田会長

12月６日 第25回テロ対策東京パートナーシップ推進会議 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰｸ半蔵門 管理部部長
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