
令和４年度事業計画 
 

１. 基 本 方 針 

 令和２年初頭からの新型コロナウイルス感染症の世界的大流行は３年目を迎えていま

す。世界各国でワクチン接種による防疫と経済活動の両立が進められています。 

我が国においては、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、８月下旬をピークに新規感染者数が減少し、９

月３０日をもって解除されました。 

 緊急事態宣言下においては、不要不急の外出の自粛や店舗・施設等の使用制限などの

要請、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。９月以降、国民のワ

クチン接種率の向上等もあり新規感染者数が減少し、年末にかけ観光地や飲食店に客足

が戻り始め、街角景気やタクシー需要の回復傾向が見られました。しかし、本年１月以

降、オミクロン株の急拡大により全国各地でまん延防止等重点措置が適用され、期待さ

れた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」を昨年４月からはじめ、緊急事態宣言が全面解除された昨年１０月まで

を対象とする給付を行っています。また、本年１月より「事業復活支援金」制度を立ち

上げています。さらに、昨年から続く原油価格の高騰もタクシー業界の大きな痛手とな

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。 

 ３回目の速やかなワクチン接種と落ち込んだ景気を刺激するための経済対策が求めら

れています。 

 こうした状況下にあっても個人タクシーは、社会の安定の維持の観点から、必要不可

欠なサービスを提供する公共交通機関として、最低限の事業継続が要請されています。 

 「個人タクシー事業者における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に則

り、感染防止対策の徹底（マスク着用・会話は控えめ・車内換気・消毒等）を図りつつ、

個々の事業者の可能な範囲での営業が望まれています。 

 一方、個人タクシーの最重要な使命である「安全輸送」、「サービス向上」、「適正

化・高度化」等についても引き続き取り組んでいく必要があります。 

 本年は「事業用自動車総合安全プラン２０２５」の２年目となります。本プラン最終

年となる令和７年に向けて、事故削減目標が達成となるよう事業者一丸となって事故防



止に取り組んでいかなくてはなりません。 

 また、クレジットカードや交通系ＩＣカード、ＱＲコードなどのキャッシュレス対応、

スマートフォンを利用し新たな運賃メニューにも対応した配車アプリの導入、多言語対

応などの利便性、サービス向上も引き続き重要課題となっています。 

 昨年１２月７日に開催された「個人タクシーを応援する議員連盟第１３回総会」にお

いて、国土交通省より「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、パブリックコメントを経て本年４月より開始しました。本パッケージ案では、

コロナ禍対策と若返り対策を両輪とする個人タクシーの新規参入枠が示されました。特

措法施行以来、個人タクシーの新規許可は一部の地域を除き閉ざされ、事業者は激減、

コロナ禍によりさらに加速しています。本パッケージ案による新規参入枠を余すところ

なく埋めることが重要です。まさに個人タクシー業界の正念場ともいえます。各団体で

の取り組みとご協力をお願いいたします。 

 このほか、事業者数の激減をはじめ、重大事故の発生、飲酒運転や無車検・無免許運

行、不適正営業の発生など個人タクシー業界は問題が山積しています。 

 このように個人タクシー事業を巡る環境は多岐にわたり、本年度も各事項に適宜対応

していかなくてはなりません。組織、各団体、事業者各位が一丸となって安全性確保の

徹底、サービス・資質の向上に取り組み、利用者の評価と信頼を高めていく必要があり

ます。 

 

 令和４年度は、こうした諸問題への問題意識と目的意識を根幹に据え、本会の公益目

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、また、新型コロナウイルス感染症に関する

諸対策を含め、特に次の諸施策を重点的に推進していくことといたします。 

 

 第１に、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策及び各種会議について柔軟に取り

組んでまいります。 

 事業者に対する感染予防対策については、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ってまいります。昨年１１月、「個人タクシー

事業者における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の見直し要請が行政か

らあり、一部内容を改訂した第４版を作成しました。改訂版には主に変異株への対応が

加えられました。引き続き、本ガイドラインの遵守をお願いいたします。また、旅客に

対してはポスター・ホームページ、ステッカー等を活用し、運行中のマスクの着用、エ

アコンによる外気導入や窓開け等の車内換気、旅客の後部座席乗車、控えめの会話等に



ついて理解と協力を求めてまいります。 

 支部、会員団体において開催している各種会議、研修会、講習会等については、個人

タクシー業界にとって情報提供、資質向上等を図るための極めて重要な集会であります。

団体により開催の時期、規模等が違うため、協会本部による一律の開催要請若しくは中

止要請はできません。各団体により地域の新規感染者数等を勘案し、会議、研修会等の

内容の精査、縮小開催、書面開催等を含め検討をお願いしてまいります。なお、協会本

部において研修会等における研修資料の提供を検討してまいります。 

 協会本部の定時総会、定例理事会、各種委員会、役員研修会の開催については、新規

感染者数等の状況を踏まえた総合的な判断が求められます。会議形式については、参集

形式、Ｗｅｂ形式、または参集・Ｗｅｂの両方合わせた形式の開催等を含め、柔軟に対

応してまいります。 

 

 第２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」の強力な推進に

取り組んでまいります。 

 昨年１２月７日に開催された「個人タクシーを応援する議員連盟第１３回総会」にお

いて、国土交通省より「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。本パッケージ案のコロナ禍対策では、コロナ禍の影響で譲渡譲受のマッ

チングに支障を来たしていたことを踏まえ、令和２年度～３年度の７５歳未満の一般廃

業件数を令和４年度～８年度の５年間に分けて新規参入枠として許可するというもので

す。また、高齢化対策として令和４年～５年度の７５歳以上の一般廃業件数分を令和６

年度～１０年度の５年間に分けて新規参入枠として許可するというものです。双方とも

実施地域は準特定地域に限られます。 

 同時に、本パッケージ案では個人タクシー業界が取り組むべき内容も示されています。

事業者減少を踏まえた協同組合の統廃合、組織スリム化の推進、協同組合や地域の垣根

を超えた譲渡譲受の実施・拡大、キャッシュレス決済や配車アプリの導入等の利用者利

便向上に組織的に対応するように求められており、パブリックコメントを経て令和４年

４月１日施行されています。 

 事業者数の激減は、特措法により新規許可が実質的に閉ざされて以来、個人タクシー

業界の長年の課題です。新規参入枠と業界内の若返りには個人タクシーを目指す法人タ

クシー運転手の獲得が不可欠となります。協会本部では全事業者に車内吊り下げカード

を配付し個人タクシー事業者募集を進めてまいります。さらに、国土交通省から業界に

求められている内容に対して、組織的な取り組みを図っていかなければなりません。各

団体、事業者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 



 

 第３に、タクシー事業の最大の責務である、安全輸送の確保、事故防止活動に取り組

んでまいります。 

 昨年、国土交通省において「事業用自動車総合安全プラン２０２５」が新たに策定さ

れました。本プランより新たに加わった死者数と重傷者数の削減、出会い頭衝突事故件

数の削減は重要な課題となっています。また、昨年９月に東京で発生した健康起因によ

る死傷事故は大きく報道がなされ、個人タクシー業界は世間から厳しい目が向けられて

います。協会本部では「個人タクシー事業における総合安全プラン２０２５」に基づき

引き続き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、安全

運行指導員の積極活用など安全輸送の確保、事故防止活動に積極的に取り組んでまいり

ます。また、支部、会員、所属団体の協力を得ながら事故削減目標値の達成に向け引き

続き積極的に取り組んでまいります。 

 高齢事業者等の安全講習会については、各団体において、ひき続き講習内容の充実を

図りつつ継続して実施していただくようお願いいたします。 

 健康管理・運転適性チェックの徹底については、多くの支部、会員、所属団体等にお

いて、集団健康診断の実施、運転適性診断の活用、事業者研修会等における医師等の講

演、「輸送の安全管理研修会」開催など、様々な形で取り組んでいるところです。 

 協会本部においては、これら各団体の取り組み、活動等について情報提供するととも

に、ひき続き機関紙、安全運行指導員だより、安全ポスター等を通じて、健康管理のあ

り方、運転適性からみた安全運転・事故防止ポイントなどについて啓発してまいります。 

 各支部、会員、所属団体等においては、引き続き、法令に基づく健康診断の受診状況

の把握や脳ＭＲＩ健診等スクリーニング検査の推奨、健康管理・運転適性に関する情報

収集等に努めるとともに、より有効な方法を検討し、指導体制の強化を図っていく必要

があります。 

 なお、新型コロナウイルスは今後も新たな変異株が確認される可能性があり、本年度

においても研修会、講習会等開催の可否判断が難しいと思われます。団体規模や地域実

情、感染状況等を踏まえ、柔軟な開催の検討をお願いいたします。 

 安全運行指導員の積極活用については、各地域において実施している事故防止講習会、

安全研修会等の運営、交通安全運動における傘下事業者に対する指導や、日常営業の場

における事業者間の安全情報の提供・情報収集等の活動について積極的な活用を推進し

てまいります。 

 

 第４に、良質な輸送サービスの提供、資質向上対策に取り組んでまいります。 



 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に取り組むととも

に、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・

履修率向上などサービス向上、資質向上に積極的に取り組んでまいります。 

 個人タクシー中期取組計画の積極推進については、前年度に引き続き、同計画に掲げ

ている「安全輸送」「サービス向上」「適正化・高度化」「相互扶助等」のそれぞれの

推進項目を各団体で積極的に取り組むよう要請してまいります。 

 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、協会本部、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に努めてまいります。 

 中核リーダーの積極活用については、各支部において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ってまいります。なお、中核リーター研修会の開催

については、コロナ禍の状況、地域の実情を勘案しつつ、各支部で柔軟に開催を検討す

るとともに、協会本部より資料、ＤＶＤの配付等を検討してまいります。また、中核リ

ーダーに対しては、マスターズ制度をはじめ、サービス向上推進運動等の諸活動におい

て、各事業者への指導、情報提供等を行うよう要請してまいります。 

 ユニバーサルドライバー研修（ＵＤ研修）の受講促進・履修率向上については、全支

部にＵＤ研修を行う有資格者講師がおり、すでにいくつかの支部・会員において計画的

にＵＤ研修を実施しております。ひき続きＵＤ研修実施の積極的な取り組みを行い、傘

下事業者の受講促進・履修率向上に努めてまいります。また、履修率の低い支部につい

ては、強力な取り組みへの要請を行ってまいります。 

 併せて、（一財）全国福祉輸送サービス協会が主催する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、支部からの申請に基づき受講料支援措置を講じて

まいります。 

 令和３年度に開催予定であった「マスター事業者コンテスト第５回全国大会」は、令

和２年度においてコロナ禍により支部大会の開催が困難となり、全国大会出場者の選出

ができないことから中止となりました。今後におきましては、長く事業者減少が続くな

か全国大会及び支部等における出場者選出にかかる費用負担等を考慮し廃止いたします。 

本コンテストに代わる資質向上策として、中核リーダー研修会用のＤＶＤの作成、機関

紙「全個協」等において接客マナー向上の啓発、ホームページに事業者向けの接客等関

する内容の挿入等を検討してまいります。 

 

 第５に、多面的な角度から適正化・高度化を図り、さらなる利用者利便の向上、安心

の確保に取り組んでまいります。 



 協会本部では、「個人タクシー業界が今後取り組む事項」の「利便性向上」策に掲げ

た配車アプリ、クレジットカード決済、多言語対応車（翻訳アプリ等）、観光タクシー

について、また、「安心の確保」策に掲げたＡＳＶ（先進安全自動車）機能装着車につ

いて推進しています。今年度も引き続き導入を推進し、利用者利便の向上に取り組んで

まいります。 

 アプリ配車については、利用者がスマートフォンアプリを利用して配車を受けられる

車両を増やすとともに、アプリを利用した新たな配車メニューや事前確定運賃、一括定

額運賃、変動迎車料金等の運賃メニューに対する情報収集及び情報提供を図ってまいり

ます。 

 クレジットカード決済については、クレジットカードはもとより、交通系ＩＣカード

や電子マネー等、決済の多様化に適応した端末機の導入を促進してまいります。 

 多言語対応車については、翻訳アプリや電話通訳サポート等を活用した多言語対応に

より、訪日外国人の利用促進を図ってまいります。 

 観光タクシーについては、観光をはじめ、顧客ニーズに対応したサービスを提供する

車両の普及を促進してまいります。 

 ＡＳＶ機能装着車については、誤発進抑制制御装置など、先進安全自動車の導入を促

進してまいります。 

 また、車両設備に関する調査を通じて、各項目の導入状況を把握し、導入促進のフォ

ローアップを行ってまいります。 

 令和５年１０月１日、インボイス制度のスタートに先立ち、すでに登録申請書の受付

は昨年１０月１日から始まっています。個人タクシーがインボイスを発行できないとビ

ジネス利用の乗客は仕入税額控除ができず、不利益を被るため、個人タクシーを敬遠し

てしまいます。 

 ビジネス利用・個人利用に関わらず、乗客に不利益を被らせないことが、個人タクシ

ー業界として目指す利用者利便の向上に繋がります。課税事業者となるか、現在の免税

事業者のままか、地域や事業者の営業形態を考慮した選択が必要です。協会本部では引

き続き、インボイス制度に関する情報収集及び情報提供を図ってまいります。 

 

 第６に、事業者の相互扶助等をはじめ、安定した制度運営について取り組んでまいり

ます。 

 譲渡譲受の円滑化による事業者確保、災害時緊急輸送業務の協定、法個の連携、廃業

餞別金制度の適正運営など、相互扶助に取り組んでまいります。 

 譲渡譲受の円滑化については、事前試験制度をはじめ、許可期限延長、死亡後譲渡譲



受の活用など、各団体は事業者確保に鋭意努力しております。協会本部として各地の申

請数等の情報収集を図るとともに、許可期限延長となった譲渡者に対する会費免除、個

人タクシー廃業餞別金の申請受付を通じ相互扶助を行ってまいります。 

 各地域で地方自治体と締結している災害時緊急輸送業務の協定について、未締結の地

域については情報提供を行い、協定締結に向け協力してまいります。 

 さらに、国土交通省自動車局において設置された「魅力あるタクシー業界の実現に向

けた法人タクシー・個人タクシーの連携に関する検討会」を通じ、国土交通省とも打合

せを重ね、法個の連携を進めてまいります。 

 その他、個人タクシー廃業餞別金制度の適正運営を通じて事業者の相互扶助を推進し

てまいります。 

 

 第７に、一般社団法人としての諸規程並びに関係事務の整備について取り組んでまい

ります。 

 組織運営、会議運営等と照らしあわせ、引き続き諸規程の整備を検討し、適正運営を

行ってまいります。併せて、本部・支部一体化による支部会計の取り扱いをはじめとす

る関係事務について、協会本部、支部・会員、所属団体間の一層の情報共有を図るとと

もに、緊密な連携を図ってまいります。 

 

 令和４年度は以上の諸点を基本方針とし、加入事業者数の減少を踏まえ、引き続き財

務状況を勘案しつつ、事業の優先性・緊急性を見定めながら、諸事業を推進してまいり

ます。 

 

  



２. 事 業 計 画 

 

(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」、「支部総合安全プラン2025」の積極的取り

組み 

 ② 高齢事業者等の安全講習会の実施 

 ③ 健康管理・運転適性チェックの徹底 

 ④ 安全運行指導員制度の適正運営 

 ⑤ 安全運行指導員の積極活用 

 ⑥ 安全運行指導員だよりの作成・発行 

 ⑦ 交通安全運動の実施 

 ⑧ 交通安全運動優秀団体の表彰 

 

 (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 

 ② マスターズ制度の適正運営 

 ③ 中核リーダーの積極活用 

 ④ 役員研修会・中核リーダー研修会の検討・実施 

 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 

 ⑥ サービス向上推進運動の実施 

 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 

 

(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 

 ② アプリ配車の推進 

 ③ クレジットカード等決済端末機の導入促進 

 ④ 訪日外国人の利用促進 

 ⑤ 観光タクシーの普及促進 

 ⑥ ＡＳＶ機能装着車の導入促進 

 ⑦ 営業適正化指導の積極推進 

 ⑧ タクシー事業、営業環境に係る諸問題への対応 

 ⑨ 期限更新時講習会の実施 

 ⑩ 支部、会員が行う試験講習会の内容充実 



 ⑪ 個人タクシー実務必携（令和５年度版）の製作協力及び監修 

 ⑫ 機関紙の作成・発行 

 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  

 ⑭ 個人タクシー事業関連調査の実施、情報収集と研究 

 ⑮ 「数字でみる個人タクシー」の作成・発行 

 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 

 ⑰ 協会諸規程並びに関係事務の整備 

 ⑱ 本部・支部事務局の連携強化 

 

(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 

 ② 災害時緊急輸送業務の協定 

 ③ 法人タクシー・個人タクシーの連携 

 ④ 廃業餞別金制度の適正運営 

 

(５) その他本協会の目的を達成するために必要な事業 

 ① 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積極推進 

 


