
令 和 ３ 年 度 事 業 報 告 

 

１. 総 括 

 

 令和３年度の協会事業については、新型コロナウイルス感染防止対策を行いつつ、令

和３年度事業計画に基づき、公益目的事業である「安全輸送を確保するために必要な事

業」と「タクシーサービスの向上を確保するために必要な事業」を中心として、事業推

進に取り組みました。 

 

 本年度の新型コロナウイルス感染症については、昨年４月、３度目の緊急事態宣言が

発令されました。その後、宣言区域の追加や期間が延長されましたが、昨年８月下旬を

ピークに新規感染者数が減少し、昨年９月３０日をもって緊急事態宣言及びまん延防止

等重点措置はすべて解除されました。 

 この間、不要不急の外出の自粛や店舗・施設等の使用制限、テレワークの推進などが

行われ、タクシー業界は引き続き乗客減、収入減が続きました。また、期待されていた

東京オリンピック・パラリンピックによる需要増加も、無観客開催等人流が抑制された

ことで限定的なものとなりました。昨年９月以降、国民のワクチン接種率の向上等によ

り新規感染者数が減少し、年末にかけては観光地や飲食店に客足が戻り始め、一時、タ

クシー需要の回復傾向が見受けられました。 

 本年１月以降、オミクロン株の急拡大により再度、全国各地でまん延防止等重点措置

が適用されました。その後、本年３月２１日をもってすべての地域のまん延防止等重点

措置が解除されましたが、新規感染者数は高止まりの状況が続いており、タクシー需要

の回復は足踏み状態となっています。 

 政府は経済対策として、昨年４月から１０月までコロナ禍により売上が５０％以上減

少した事業者を対象とする「月次支援金」の給付を行いました。また、本年１月から５

月までを申請期間とする「事業復活支援金」制度を行いました。 

 昨年から続く原油価格の高騰もタクシー業界にとって大きな痛手となっています。本

年１月、政府はガソリンなどの燃油価格の高騰を抑えるための価格抑制策を初めて発動

しました。また、ロシアのウクライナ侵攻や急激な円安も相まって、エネルギーや原材

料が高騰し、一部食品や電気・ガス料金等の値上げが広がっています。今後タクシー需

要への影響が懸念されます。 

 本協会といたしましても、行政等から発出される新型コロナ等に関する通達等の周知、

情報提供を引き続き行いました。また、感染防止対策の一環として、車内ステッカー等



を活用し乗客に対し引き続き理解と協力を求めています。さらに、「新型コロナウイル

ス感染予防対策ガイドライン」を一部改訂した第４版を作成し、変異株の拡大を踏まえ

た感染防止対策の具体的明記、感染予防チェックリストの作成などを行いました。 

 会議等の開催については、第９回定時総会においては委任状の活用等、例年より出席

人数を縮小した開催といたしました。また、正副会長会議については、一部をＷｅｂ開

催といたしました。さらに、役員研修会、本部支部事務局会議を中止とし、総務委員会、

安全・サービス委員会、教育・調査委員会をＷｅｂ開催といたしました。なお、支部代

表者会議、第２５回定例理事会については、感染防止対策を行ったうえで通常通り開催

しております。 

 支部、会員におきましても代議員会をはじめとする各種会議、役員研修会、中核リー

ダー研修会、事業者研修会等の研修会・講習会等について、コロナ感染防止対策を徹底

した開催、規模を縮小した開催、書面による開催等、各団体の実情に合わせた対応を行

っています。なお、中核リーダー研修会については、本協会において会長の研修内容を

事前収録したＤＶＤを作成し各支部へ送付いたしました。支部においては適宜活用して

います。 

 

 令和３年度事業計画に基づく「安全輸送を確保するために必要な事業」については、

主に「事業用自動車総合安全プラン２０２５」及びこれを受けて行う「個人タクシー事

業における総合安全プラン２０２５」の積極的取り組み、「高齢事業者等の安全講習会

の実施」、「健康管理・運転適性チェックの徹底」などに取り組みました。 

 

 昨年３月３０日、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」

が策定されました。これを受け本協会においては、「個人タクシー事業に係る総合安全

プラン２０２５」を策定し、個人タクシーに係る事故削減目標値と目標達成に向けて当

面講ずべき施策及び支部別の事故削減目標値を設定いたしました。各支部においてはこ

れらを参考に「支部における総合安全プラン２０２５」の見直し・策定を行い、新たな

目標に向かって事故削減に取り組んでいます。 

 会員、所属団体においても、支部の指導の下、令和７年における事故等削減目標達成

に向け、引き続き地域実態に照らしたきめ細かな施策に積極的に取り組んでいます。 

 昨年１０月２０日に開催された安全・サービス委員会において、各支部から選出され

た委員に、旧プランである「支部における総合安全プラン２０２０」に基づく各支部の

事故等削減目標の達成状況、支部、地域において取り組んだ施策についてフォローアッ

プを行うとともに、新プラン「支部における総合安全プラン２０２５」における重点項

目、施策等について情報共有を図りました。 



 

 高齢事業者等の安全講習会については、各団体が事業者研修会において高齢事業者対

象の講習内容も取り入れるなどの対応を行ってきましたが、コロナ禍における３密防止、

会場確保の問題等から、事業者研修会の縮小、書面開催等、所属団体等の実情にあわせ

て実施いたしました。また、地域によっては高齢タクシードライバー向けの交通安全教

室において実技講習を受講するなどの取り組みを行いました。 

 

 健康管理・運転適性チェックの徹底については、昨年９月、東京で発生した健康起因

事故を受け、本協会で「健康起因による交通事故防止策」を作成し各団体に周知すると

ともに、（一社）運転従事者脳ＭＲＩ健診支援機構を紹介し、脳ＭＲＩ健診の受診促進

策を講じるよう求めました。 

 会員、所属団体等においては、コロナ禍による対策を行いつつ、事業者研修会で健康

管理のあり方、健康チェック方法などの講習内容も取り入れるなど、実情に合わせて対

応してまいりました。また、労働安全衛生法に定める健康診断の確実な受診にも取り組

んでまいりました。さらに、本年４月１日以降、期限更新時における健康診断書につい

て、７５歳未満も含む全事業者に対し「医師の所見」の記載が必要となったことから、

提携する医療機関に記載の要請を行っております。 

 

 「タクシーサービスの向上を確保するために必要な事業」については、主に「個人タ

クシー中期取組計画の積極推進」、「マスターズ制度の適正運営」、「中核リーダーの

積極活用」、「ユニバーサルドライバー研修（ＵＤ研修）の受講促進・履修率向上」な

どに取り組みました。 

 

 個人タクシー中期取組計画の積極推進については、「安全輸送」「サービス向上」「適

正化・高度化」「相互扶助等」を掲げ、各団体に積極的に取り組むよう要請いたしまし

た。昨年１２月１日から本年１月３１日に実施したサービス向上推進運動に際し、各団

体に取組状況の報告を求め、本年４月、結果報告書にまとめて配付し、フォローアップ

を行っています。また、「適正化・高度化」に係る検証として、昨年３月末日現在の配

車アプリや決済端末機、多言語対応、ＡＳＶ装備等の車両設備の調査を行いました。各

設備とも前年より装着車両は増加していますが、なお一層の装着が望まれます。 

 

 マスターズ制度の適正運営については、制度参加者の管理、参加状況の集約・分析を

行うとともに、本協会、支部、会員、所属団体それぞれにおいて、マスター認定申請に

おける認定条件との照合及び添付書類の精査を行うなど、適正運営を図りました。マス



ター認定に係るスキルアップ研修については各団体において、書面による研修も含め適

宜研修を行っています。この結果、昨年１１月２２日のマスター認定委員会において約

１万７千３百名がマスターに認定されました。 

 

 中核リーダーの積極活用については、コロナ禍のため会長が各地の中核リーダー研修

会での講演ができないため、本協会において会長の研修内容を事前収録したＤＶＤを作

成し各支部へ送付いたしました。支部ではこのＤＶＤの活用を含め、支部独自の研修内

容により中核リーダー研修会を開催し、中核リーダーの資質の維持向上を図りました。

中核リーダーを通じ、各事業者にマスターズ制度をはじめ、接客サービス等に対する必

要な情報提供を適宜適切に行いました。 

 

 ＵＤ研修については、支部、会員等において、ＵＤ研修講師の資格を取得している役

職員が一般財団法人・全国福祉輸送サービス協会（全福協）より交付される研修終了証

の対象となるＵＤ研修を実施しました。 

 昨年４月、各支部に対し「ＵＤ研修取り組み状況調査」を実施し、報告書にまとめ同

１０月、各支部へ配付しました。全体として履修率が増加している一方で、ほとんど増

加していない支部もあり、支部によって大きな差が見られます。 

 また、本協会としてＵＤ研修実施のために必要不可欠な講師の養成を図るため、（一

財）全福協の「ユニバーサルドライバー研修講師養成講座」の受講事業者に対して、引

き続き当該受講料等の支援措置を行いました。 

 

 サービス向上推進運動の実施については、「個人タクシー中期取組計画」の重点目標

に基づき、①安全輸送 ②サービス向上 ③適正化高度化 ④相互扶助等を掲げ、昨年

１２月１日から本年１月３１日まで２ヵ月間実施いたしました。会員団体・支部より提

出された報告書を集計し、「個人タクシー中期取組計画」の取り組み状況を確認すると

ともに、「サービス向上推進運動結果報告書（令和３年度）」を作成して、各支部あて

配付しました。 

 

 その他、個人タクシー業界を取り巻く経営環境に係る諸問題等について積極的に取り

組みました。 

 

 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に

関する特別措置法（改正タクシー特措法）における特定地域、準特定地域については、

特定地域の指定解除により準特定地域となった地域があったことから、本年１１月１日



現在、個人タクシーの営業区域７７地域のうち、特定地域２地域、準特定地域７４地域、

道路運送法地域１地域となっています。 

 

 ライドシェア、白タク問題については、目立った状況の変化はありません。引き続き

情報収集・分析をしつつ、行政、法人タクシー業界、関係団体等と連携をとりながら対

応してまいります。 

 

 昨年７月、国土交通省と個人タクシー業界の意見交換の場として「個人タクシーが抱

える課題解決に向けた検討会」が設けられました。本協会においては、国交省側からの

依頼により個人タクシーの課題に対する実態調査を行い、同検討会に調査結果を提出し

ています。これらの調査結果を含め同検討会で検討した結果、同１２月、「個人タクシ

ーを応援する議員連盟第１３回総会」において、国土交通省から「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」が示されました。パブリックコメントを経て、

本年３月３０日、具体的内容を定めた通達が発出され、同４月１日より施行されていま

す。 

 これらの通達により、コロナ対策として、準特定地域における令和２・３年度の７５

歳未満の一般廃業者数を令和４年度からの５年間で按分して特例許可の参入枠として配

分する、また、高齢化対策として同様に令和４・５年度の７５歳以上の一般廃業者数を

令和６年度からの５年間で按分して特例許可の参入枠として配分するというものです。

本年４月中旬に各運輸局から令和４年度分の参入枠が公示され、全国で３４５人の参入

枠が示されました。これらの参入枠を余すところなく埋めることが今後の課題となって

います。このほか通達の一部改正が行われ、許可期限の更新申請における健康診断書の

「医師の所見」が全事業者に求められることとなりました。また、地理試験免除要件の

雇用先変更に伴う離職期間の合計が６０日以内（継続１５年以上は９０日）に延長され、

さらに、死亡後譲渡譲受認可申請においては、６０日以内に相続人の代表者が申請し、

他の相続人の同意書面は後日速やかに提出することが可能となる改正が行われました。

本協会では「個人タクシー募集・タクシー乗務員募集」の車内リーフレットを刷新し、

全事業者に車両内掲出をお願いし個人タクシー希望者の掘り起こしを図っています。ま

た、「医師の所見」の記載について各地の実態調査を行っています。 

 

 個人タクシー廃業餞別金制度については、「許可延長」を適用した譲渡譲受認可申請

で、譲受者が法人タクシー会社傘下の企業内個人タクシーに加入を予定し、譲渡者がそ

れを承知の上で申請した「員外譲渡」が判明しました。従来、廃業餞別金規程では「員

外譲渡」は廃業餞別金の支給対象外で、「許可延長」であっても「員外譲渡」に該当す



る場合は支給対象外と解しています。第２５回定例理事会で同規程の一部改正を行い、

規定の補強をいたしました。なお、会費徴収規程についても第１０回定時総会において

一部改正を提案することとしています。 

 

 このほか、ホームページ等による業界組織・事業の情報提供とＰＲ活動等に取り組ん

だほか、個人タクシーに係る諸調査を実施し、その集約と分析を行いました。 

 

 以上、令和３年度事業計画に基づき各事業について推進してまいりましたが、各地域

においてコロナ禍により一部規模を縮小せざるを得ない事業もありました。各位の特段

のご理解、ご協力に感謝申し上げ、令和３年度の事業報告といたします。 

 

  



２．事業概況 

 

（１）安全輸送を確保するために必要な事業 

 ① 「事業用自動車総合安全プラン２０２５」、「個人タクシー事業における総合安全

プラン２０２５」の積極的取り組み 

   昨年３月３０日、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２０

２５」が策定されました。これを受け本協会においては、「個人タクシー事業に係

る総合安全プラン２０２５」を策定し、個人タクシーに係る事故削減目標値と目標

達成に向けて当面講ずべき施策及び支部別の事故削減目標値を設定いたしました。

各支部においてはこれらを参考に「支部における総合安全プラン２０２５」の見直

し・策定を行い、新たな目標に向かって事故削減に取り組んでいます。 

   会員、所属団体においても、支部の指導の下、令和７年における事故等削減目標

達成に向け、引き続き地域実態に照らしたきめ細かな施策に積極的に取り組んでい

ます。 

   昨年１０月２０日に開催された安全・サービス委員会において、各支部から選出

された委員に、旧プランである「支部における総合安全プラン２０２０」に基づく

各支部の事故等削減目標の達成状況、支部、地域において取り組んだ施策について

フォローアップを行うとともに、新プラン「支部における総合安全プラン２０２５」

における重点項目、施策等について情報共有を図りました。 

 

 ② 高齢事業者等の安全講習会の実施 

   各団体が事業者研修会において高齢事業者対象の講習内容も取り入れるなどの対

応を行ってきましたが、コロナ禍における３密防止、会場確保の問題等から、事業

者研修会の縮小、書面開催等、所属団体等の実情にあわせて実施いたしました。ま

た、地域によっては高齢タクシードライバー向けの交通安全教室において実技講習

を受講するなどの取り組みを行いました。 

 

 ③ 健康管理・運転適性チェックの徹底 

   昨年９月、東京で発生した健康起因事故を受け、本協会で「健康起因による交通

事故防止策」を作成し各団体に周知するとともに、（一社）運転従事者脳ＭＲＩ健

診支援機構を紹介し、脳ＭＲＩ健診の受診促進策を講じるよう求めました。 

   会員、所属団体等においては、コロナ禍による対策を行いつつ、事業者研修会で

健康管理のあり方、健康チェック方法などの講習内容も取り入れるなど、実情に合

わせて対応してまいりました。また、労働安全衛生法に定める健康診断の確実な受



診にも取り組んでまいりました。さらに、本年４月１日以降、期限更新時における

健康診断書について、７５歳未満も含む全事業者に対し「医師の所見」の記載が必

要となったことから、提携する医療機関に記載の要請を行っております。 

 

 ④ 安全運行指導員制度の適正運営 

   安全運行指導員の認定・登録・管理等を適正に行いました。安全運行指導員の新

規認定者に対して「安全運行指導員：活動マニュアル」を送付し、安全運行指導員

制度の再確認（周知）と協力をお願いしました。 

 

 ⑤ 安全運行指導員の積極活用 

   各団体での事故防止講習会、安全講習会等に積極的に参加するとともに、講習会

運営に協力しました。 

   また、日常営業において接する事業者に対して、安全運転・事故防止に関する情

報提供及び情報収集を行いました。 

 

 ⑥ 安全運行指導員だよりの作成・発行 

   本年３月、安全運行指導員だより第１９号を発行し、令和３年の交通事故発生状

況、死者数及び負傷者数の推移と特徴等について周知しました。また、歩行中の年

齢層別死傷者数の推移を示し、高齢歩行者の行動特性に配慮した安全走行について、

さらに、「個人タクシー事業における総合安全プラン２０２５」におる当面講ずべ

き施策について情報提供を行いました。 

 

 ⑦ 交通安全運動の実施 

   昨年９月、１０月の２ヵ月間にわたって実施しました。歩行者優先の徹底をアピ

ールしたポスターと、夕暮れ時の早めのライトオン、交差点内での事故多発を注意

喚起するビラを作成・配付し参加意識の高揚に努めました。 

 

 ⑧ 交通安全運動優秀団体の表彰 

   第９回定時総会の席上において、昨年９月、１０月の２ヵ月間実施した交通安全

運動における成績優秀団体計４０団体の表彰を行いました。 

 

（２）タクシーサービスの向上を確保するために必要な事業 

 ① 個人タクシー中期取組計画の積極推進 

   「安全輸送」「サービス向上」「適正化・高度化」「相互扶助等」を掲げ、各団



体に積極的に取り組むよう要請いたしました。昨年１２月１日から本年１月３１日

に実施したサービス向上推進運動に際し、各団体に取組状況の報告を求め、本年４

月、結果報告書にまとめて配付し、フォローアップを行っています。また、「適正

化・高度化」に係る検証として、昨年３月末日現在の配車アプリや決済端末機、多

言語対応、ＡＳＶ装備等の車両設備の調査を行いました。各設備とも前年より装着

車両は増加していますが、なお一層の装着が望まれます。 

 

 ② マスターズ制度の適正運営 

   マスターズ制度参加者の管理、参加状況の集約・分析を行うとともに、本協会、

支部、会員、所属団体それぞれにおいて、マスター認定申請における認定条件との

照合及び添付書類の精査を行うなど、適正運営を図りました。マスター認定に係る

スキルアップ研修については各団体において、書面による研修も含め適宜研修を行

っています。この結果、昨年１１月２２日のマスター認定委員会において約１万７

千３百名がマスターに認定されました。 

 

 ③ 中核リーダーの積極活用 

   コロナ禍のため会長が各地の中核リーダー研修会での講演ができないため、本協

会において会長の研修内容を事前収録したＤＶＤを作成し各支部へ送付いたしまし

た。支部ではこのＤＶＤの活用を含め、支部独自の研修内容により中核リーダー研

修会を開催し、中核リーダーの資質の維持向上を図りました。中核リーダーを通じ、

各事業者にマスターズ制度をはじめ、接客サービス等に対する必要な情報提供を適

宜適切に行いました。 

 

 ④ 役員研修会・中核リーダー研修会の検討・実施 

   本協会が行う役員研修会は例年定時総会後に開催していましたが、本年度は新型

コロナウイルス感染拡大防止により定時総会を日帰り開催としたため、役員研修会

は中止といたしました。各団体における役員研修会については、地域の実情に合わ

せ検討された結果、一部団体で開催しています。 

   中核リーダー研修会については、本協会において会長の研修内容を事前収録した

ＤＶＤを作成し各支部へ送付いたしました。支部ではこのＤＶＤの活用を含め、支

部独自の研修内容により中核リーダー研修会を開催し、中核リーダーの資質の維持

向上を図りました。 

 

 ⑤ ユニバーサルドライバー研修（ＵＤ研修）の受講促進・履修率向上 



   ＵＤ研修については、支部、会員等において、ＵＤ研修講師の資格を取得してい

る役職員が一般財団法人・全国福祉輸送サービス協会（全福協）より交付される研

修終了証の対象となるＵＤ研修を実施しました。 

   昨年４月、各支部に対し「ＵＤ研修取り組み状況調査」を実施し、報告書にまと

め同１０月、各支部へ配付しました。全体として履修率が増加している一方で、ほ

とんど増加していない支部もあり、支部によって大きな差が見られます。 

   また、本協会としてＵＤ研修実施のために必要不可欠な講師の養成を図るため、

（一財）全福協の「ユニバーサルドライバー研修講師養成講座」の受講事業者に対

して、引き続き当該受講料等の支援措置を行いました。 

 

 ⑥ サービス向上推進運動の実施 

   「個人タクシー中期取組計画」の重点目標に基づき、①安全輸送 ②サービス向

上 ③適正化高度化 ④相互扶助等を掲げ、昨年１２月１日から本年１月３１日ま

で２ヵ月間実施いたしました。会員団体・支部より提出された報告書を集計し、「個

人タクシー中期取組計画」の取り組み状況を確認するとともに、「サービス向上推

進運動結果報告書（令和３年度）」を作成して、各支部あて配付しました。 

 

 ⑦ 「苦情相談窓口」の充実・強化、苦情・忘れ物等への適切な対応 

   支部、会員等において、「苦情相談窓口」の設置と担当者を配置し、苦情・忘れ

物等に対する適切な対応の徹底を図りました。また、協会本部に届く苦情、忘れ物

等の問い合わせについては、会員、所属団体等と連携して適切に対応しました。 

 

（３）事業推進を確保するために必要な適正化高度化事業 

 ① 「個人タクシー業界が今後新たに取り組む事項」の積極推進 

   「個人タクシー業界が今後取り組む事項」に目標値を掲げ推進しているアプリ配

車、クレジットカード決済端末機の導入、多言語対応、ＡＳＶ機能装備のほか、交

通系ＩＣカード読み取り装置、電子マネー決済等について導入状況調査を行いまし

た。昨年１１月１日開催の教育・調査委員会において調査結果を報告するとともに、

各支部から選出された委員が各地域の導入状況、問題点等を発表し情報共有を図り、

フォローアップを行いました。 

 

 ② アプリ配車の推進 

   昨年３月末現在における調査では、前年度対比で６％増加し、特に東北支部、関

東支部で顕著な増加となりました。その他の地域においてもアプリ配車の増加傾向



が見られました。 

 

 ③ クレジットカード等決済端末機の導入促進 

   クレジットカード決済については、前年度対比で４％増加しております。特に北

陸信越支部、中部支部、九州支部で顕著な増加となっています。また、交通系ＩＣ

カードは前年度対比２７％、電子マネーは前年度対比１３％の増加となり、すべて

の支部で増加しています。 

 

 ④ 訪日外国人の利用促進 

   東京オリンピック・パラリンピックが開催されましたが、コロナ禍で大半の競技

が無観客開催となった影響等もあり、訪日外国人の利用はあまり増えませんでした。

なお、多言語対応については特に東北支部、北陸信越支部、中国支部で顕著な増加

となっています。 

 

 ⑤ 観光タクシーの普及推進 

   観光地を抱え既に観光個人タクシーとして確立している地域や観光タクシードラ

イバー認定制度等を実施している地域、観光ルート別運賃や主要駅・地区から観光

地までの定額運賃を設定し適用している地域等もあり普及推進に努めています。 

 

 ⑥ ＡＳＶ機能装着車の導入促進 

   車両代替え等によりＡＳＶ機能装着車は前年度対比３％増加となり、各支部とも

増加傾向にあります。 

 

 ⑦ 営業適正化指導の積極推進 

   支部、会員、所属団体等において、定期的に街頭指導を行うとともに、営業適正

化指導について実施内容の充実・強化を検討しました。 

 

 ⑧ タクシー事業、営業環境に係る諸問題への対応 

   新型コロナウイルス感染症対策については、行政等から発出される新型コロナ等

に関する通達等の周知、情報提供を引き続き行いました。また、感染防止対策の一

環として、車内ステッカー等を活用し乗客に対し引き続き理解と協力を求めていま

す。さらに、「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を一部改訂した第

４版を作成し、変異株の拡大を踏まえた感染防止対策の具体的明記、感染予防チェ

ックリストの作成などを行いました。 



   会議等の開催については、第９回定時総会においては委任状の活用等、例年より

出席人数を縮小した開催といたしました。また、正副会長会議については、一部を

Ｗｅｂ開催といたしました。さらに、役員研修会、本部支部事務局会議を中止とし、

総務委員会、安全・サービス委員会、教育・調査委員会をＷｅｂ開催といたしまし

た。なお、支部代表者会議、第２５回定例理事会については、感染防止対策を行っ

たうえで通常通り開催しております。 

   支部、会員におきましても代議員会をはじめとする各種会議、役員研修会、中核

リーダー研修会、事業者研修会等の研修会・講習会等について、コロナ感染防止対

策を徹底した開催、規模を縮小した開催、書面による開催等、各団体の実情に合わ

せた対応を行っています。なお、中核リーダー研修会については、本協会において

会長の研修内容を事前収録したＤＶＤを作成し各支部へ送付いたしました。支部に

おいては適宜活用しています。 

   本年３月３０日、「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」

の具体的内容を定めた通達が発出され、同４月１日より施行されています。各運輸

局から令和４年度分の参入枠が公示され、全国で３４５人の参入枠が示されました。

これらの参入枠を余すところなく埋めることが今後の課題となっています。本協会

では「個人タクシー募集・タクシー乗務員募集」の車内リーフレットを刷新し、全

事業者に車両内掲出をお願いし個人タクシー希望者の掘り起こしを図っています。

また、「医師の所見」の記載について各地の実態調査を行っています。 

 

 ⑨ 期限更新時講習会の実施 

   支部、会員等において、コロナ禍における期限更新者講習会について、開催方法、

規模、実施内容を検討し適宜実施しました。 

 

 ⑩ 支部、会員が行う試験講習会の内容充実 

   主に試験問題への対応に取り組みました。昨年７月、同１１月、本年３月に各運

輸局で実施された試験について、当該試験問題を各支部へ送付し迅速な情報提供に

努めたほか、出題問題を法令ごとに分類した「各運輸局の法令問題出題傾向」を作

成し、支部を通じて各地区試験講習会の参考に供しました。 

   支部、会員等において、試験講習会、事故防止講習会、事業者研修会など、講習

会・研修会ごとの講師の育成を図りました。 

 

 ⑪ 個人タクシー実務必携（令和４年度版）の製作協力及び監修 

   令和４年度版の発行（令和４年５月１日付）に向けて、官報等による関係法令改



正の有無の確認のほか、使い勝手も含めて掲載内容の見直しを行い、監修しました。

また、各所属団体、支部からの注文を取りまとめて本協会で一括発注した結果、例

年同様の発行部数、販売価格の維持を図ることができました。 

 

 ⑫ 機関紙の作成・発行 

   昨年５月、同９月、本年１月、同４月に機関紙「全個協」を発行し、主に第９回

定時総会、定例理事会、支部代表者会議、個人タクシーが抱える課題解決に向けた

取組の内容及び通達、個人タクシー事業における総合安全プラン２０２５の策定、

令和３年度交通安全運動などを取り上げ、事業者に周知を図ってきました。 

 

 ⑬ 冊子・ホームページ等による業界組織・事業の情報提供とＰＲ活動 

   ホームページを定期的に更新し、最新のデータを掲載するとともに、特に四季に

応じた支部サイトの観光情報の充実、地域情報へのサポート充実を図りました。 

   全個協ホームページからの観光個人タクシーの予約等については、本年度、６件

の問い合わせがありました。 

 

 ⑭ 個人タクシー事業関連調査の実施、情報収集と研究 

   事業者数・年齢構成などの基礎項目のほか、輸送実績、定額や遠距離・障害者・

高齢者割引等の運賃、交通事故発生状況、ユニバーサルドライバー研修の取り組み

状況などの調査を実施しました。また、アプリ配車、クレジットカード決済端末機

の導入、多言語対応、ＡＳＶ機能装備等について導入状況調査を行いました。 

 

 ⑮ 「数字でみる個人タクシー」の作成・発行 

   昨年１２月に、個人タクシー事業に関する各種調査結果等をとりまとめた冊子「令

和３年度版：数字でみる個人タクシー」を作成・発行し、支部・会員に配付しまし

た。 

 

 ⑯ 表彰規程による表彰、国土交通大臣表彰等の推薦事務・受賞者に対する顕彰 

   第９回定時総会の席上において、表彰規程による団体功労、永年勤続功労事業者、

マスター功労の表彰を行いました。 

令和３年度春の褒章、国土交通大臣表彰を受賞した次の諸氏に対して、協会より

記念品を贈りその栄誉を讃えました。 

 

  ◇ 黄綬褒章（敬称略） 



    伝達式：新型コロナウイルス感染防止のため中止（発令：令和３年４月２９日） 

     志村 昌彦（東 京）  木下 弘宣（広 島）   

 

  ◇ 国土交通大臣賞・自動車関係功労者表彰（敬称略） 

    表彰式：令和３年１２月９日 

     大澤 正利（札 幌）  永澤 文夫（宮 城）  佐々木 昇（岩 手） 

     渡邉  浩（山 形）  金澤 友行（山 形）  山田 芳人（新 潟） 

     樋口 正喜（新 潟）  氣谷 淸仁（石 川）  橋爪 人志（石 川） 

     安藤 幸夫（東 京）  野嵜 正彦（東 京）  栗岡 秀廣（大 阪） 

     久保 健治（大 阪）  舟坂  勝（兵 庫）  中筋 英樹（兵 庫） 

     竹田 和男（兵 庫）  坂本 浩信（兵 庫）  井田 健司（福 岡） 

 

 ⑰ 協会諸規程並びに関係事務の整備 

   「許可延長」を適用した譲渡譲受認可申請において、譲受者が法人タクシー会社

傘下の企業内個人タクシーに加入を予定し、譲渡者がそれを承知の上で申請した「員

外譲渡」が判明しました。従来、廃業餞別金規程では「員外譲渡」は廃業餞別金の

支給対象外で、「許可延長」であっても「員外譲渡」に該当する場合は支給対象外

と解しています。本年３月２４日開催の第２５回定例理事会において、個人タクシ

ー廃業餞別金規程、個人タクシー廃業餞別金取扱規則及び全個協システム取扱規程

の一部改正を行い、規定の補強をいたしました。また、会費徴収規程の一部改正に

ついても第１０回定時総会に提案を予定しております。 

 

 ⑱ 本部・支部事務局会議の開催 

   支部事務局に対する新たな周知事項や協力依頼等がある場合に、定時総会等に合

わせ開催してまいりましたが、新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、定

時総会を日帰り開催としたこと、また、協力依頼等の具体的議題がないため、本部・

支部事務局会議は開催しませんでした。 

 

（４）事業者の相互扶助等を図るために必要な事業 

 ① 譲渡譲受円滑化による事業者確保 

   譲渡できる年齢であっても病気や家庭の事情等により、やむを得ず一般廃業とな

る事業者が多くいること、また、譲受者がいない地域もあることから、各団体の役

員は譲渡譲受のマッチングに苦慮している状況にあります。一方で、許可期限延長

の適用をはじめ、同一営業区域の団体間における情報交換や連携強化を進めるなど



譲渡譲受の円滑化に努力しています。 

   本年３月３０日、国土交通省から地理試験免除要件の雇用先変更に伴う離職期間

の合計が６０日（継続１５年以上は９０日）に延長、また、死亡後譲渡譲受認可申

請において、６０日以内に相続人の代表者が申請し、その後相続人全員の同意書面

を提出させる申請期間に幅を持たる改正が行われました。個人タクシー希望者の増

加につながるものの、同時に個人タクシーの特例許可の参入枠の通達が発出された

ことで、さらに個人タクシー希望者を多く募る必要が出てまいりました。 

 

 ② 災害時緊急輸送業務の協定 

   すでに多くの地域で地方自治体若しくは警察等と災害時緊急輸送業務の協定を行

っています。また、協定締結に向け検討している団体もあります。地域によっては

自治体との協定締結に基づき、移動困難な高齢者等をワクチン接種会場に送迎して

います。 

 

 ③ 法個の連携 

   タクシー乗務員確保のため「タクシー乗務員になりませんか」の車内リーフレッ

トを掲出してまいりましたが、破損、棄損しているものもあること、新規参入枠に

よりさらに個人タクシー希望者を募る必要があることから、リーフレットを刷新し、

あらためて全事業者に配付して掲出をお願いしています。また、多くの地域で法人

タクシー会社と情報交換を行っています。さらに、法人タクシー会社の就職説明会

に参加し、運転手の将来的な希望として個人タクシーがあることをアピールした団

体もあります。 

 

 ④ 廃業餞別金制度の適正運営 

   廃業餞別金の給付事務について、各団体の担当者と連絡を取り合いつつ、支部・

会員・所属団体に対して、確定事業者数、一人月額拠出金額、餞別金対象者数、拠

出単価別の廃業者数を記した「共済事務（餞別金及び特別弔慰金）の月次報告」を

行い、適正に処理しました。 

 

（５）その他本協会の目的を達成するために必要な事業 

 

   特記事項はありません。 

  



３. 事業者数現況 

 

（１）全個協事業者数 
 

 ○ 令和４年４月３０日現在 ：２６，０４９人 
 

全個協事業者数の推移（５年間）各年４月３０日現在  

年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 

事 業 者 数 30,915人 29,753人 28,582人 27,175人 26,049人 

前年同日比 －1,205人 －1,162人 －1,171人 －1,407人 -1,126人 

 

（２）許可事業者数（運輸局調べ） 
 

 ○ 令和４年４月３０日現在 ：２８，２９８人 
 

許可事業者数・全個協未加入事業者数の推移（５年間）各年４月３０日現在 

年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 

許可事業者数 33,425人 32,240人 30,972人 29,563人 28,298人 

前年同日比 －1,219人 －1,185人 -1,268人 -1,409人 -1,265人 

未加入事業者数 2,510人 2,487人 2,390人 2,388人 2,249人 

前年同日比 -14人 -23人 -97人 -2人 -139人 

 

 

 

 


