
 

1 

 

第４回県央交通圏・湘南交通圏・小田原交通圏 

タクシー事業適正化・活性化協議会 

合同協議会 議事概要 

 

○日 時 平成 29年 7月 27日（木）13時 00分～14時 22分 

○場 所 藤沢商工会館ミナパーク 6階 

○出 席 県央・湘南・小田原 交通圏合同タクシー事業適正化・活性化協議会 配席図参照 

○資 料 

資料 1-1  『県央交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会設置要綱（改正案）』 

資料 1-2  『湘南交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会設置要綱（改正案）』 

資料 1-3  『小田原交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会設置要綱（改正案）』 

資料 2   『タクシー事業の現状について』 

資料 3   『「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」に係るフォローアップ調査について』 

資料 4    『タクシー業界の取り組みについて』 

資料 5-1    『県央交通圏のフォローアップ通達に基づく活性化項目の調査結果』 

資料 5-2    『湘南交通圏のフォローアップ通達に基づく活性化項目の調査結果』 

資料 5-3    『小田原交通圏のフォローアップ通達に基づく活性化項目の調査結果』 

資料 6-1  『県央交通圏のフォローアップ通達に基づく活性化項目の目標（中長期）』 

資料 6-2  『湘南交通圏のフォローアップ通達に基づく活性化項目の目標（中長期）』 

資料 6-3  『小田原交通圏のフォローアップ通達に基づく活性化項目の目標（中長期）』 

参考資料 1  『小田原地区のタクシー運賃改定について』 

参考資料 1  『小田原交通圏原価計算対象事業者の 5月期輸送実績前年比較表について』 

 

○開 会 

【芦澤部長】・開会 ・司会者自己紹介 ・協議会成立報告(設置要綱第 5条第 15項) ・協議会は

原則として公開とする。(設置要綱第 5 条第 14項) ・報道陣の冒頭のみ写真撮影のお願い ・

資料過不足の確認 ・新メンバーの紹介：林委員(小田原交通圏タクシー事業適正化・活性化協

議会設置要綱第 4条第 1項（2）タクシー区分)、神奈川運輸支局の方々のオブザーバーとしてご

出席の報告。それでは早速議事に入りたいと思います。ここからの進行は、3交通圏の会長であ

ります岡村会長にお任せ致しますので、よろしくお願い致します。 

【岡村会長】それでは議事に入ります。 昨年 11 月 2 日に開催致しました第 3 回の合同協議会か

ら半年が経過しておりますので、この間の交通圏ごとの取り組みやフォローアップ通達に基づ

く活性化項目の目標値等について事務局から報告をして頂くとともに、各委員の皆様方からは

忌憚のないご意見を頂ければと思っております。限られた時間でありますが、議事の円滑な進行

にご協力を賜りますようよろしくお願い致します。それでは『議事次第』に従って進行させて頂

きます。 

 議題（１）「県央交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会設置要綱の一部改正について」を事
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務局より説明をお願い致します。 

【芦澤部長】それでは、資料１-１の「県央交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会設置要綱（改

正案）」をご覧ください。変更内容についてご説明させて頂きます。変更内容については、赤字

で示してございます。第４条（協議会の構成員）をご覧ください。第 1項の構成員の任期につい

てです。これまで準特定地域の指定期間に併せて任期を本年 1 月 26 日迄とさせて頂いておりま

した。指定期間につきましては 1 月 26 日付国土交通省告示第 49 号にて（31 年 9 月 30 日まで）

延長されたところではありますが、法令により、協議会への加入・脱退は自由となっております

ので、構成員の任期を廃止したいと考えています。第 5項のその他協議会が必要と認める者の⑤

一般財団法人神奈川タクシーセンター管理指導部長から常務理事へ役職変更に伴う改正及び⑥

東洋大学国際地域学部を国際学部へ学部名の変更に伴う改正となっております。また、第 5条第

3項及び第 8項において、それぞれ会長と事務局長の任期を定めさせて頂いております。こちら

につきましては、準特定地域の指定期間に合わせた「平成 31年 9月 30日」に改めたいと思いま

す。次に、第 5 条第 16 項をご覧ください。ここでは、書面開催についての定めが記載されてお

りますが、この書面開催ができる範囲につきましては、これまで、国土交通省から発出されてお

りました協議会ガイドラインに沿う形で、（１）、（２）の２つのケースに限っておりましたが、

国土交通本省に確認したところ、必ずしもこれらに限るものではないとの回答を頂いたことか

ら、報告事項や軽微な変更について書面開催が可能となるよう「会長は、次に掲げる事項に加え、

軽微な事項について、やむを得ない事由により協議会の開催が困難な場合においては、」と改め

たいと思います。資料１-２「湘南交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会設置要綱（改正案）」

及び資料１-３「小田原交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会設置要綱（改正案）」につきま

しても、同様の変更となっております。また、資料１-３「小田原交通圏タクシー事業適正化・

活性化協議会設置要綱（改正案）」につきましては、本設置要綱第４条第１項（２）タクシー事

業者等の区分として、「②伊豆箱根交通株式会社 代表取締役社長」が脱退されまして、先程ご

紹介致しました「②箱根登山ハイヤー株式会社 常務取締役」を新たな構成員として加えさせて

頂きたいと思っております。なお、本日欠席の委員の皆様からは、会長に一任する旨の委任状を

頂いておりますことを申し添えます。 

【岡村会長】ただいま事務局より「設置要綱の改正」についてご説明がありましたが、ご意見やご

質問のある方はよろしくお願い致します。 

＊＊＊ 異議、質問等無し ＊＊＊ 

それでは、設置要綱の改正につきましては、原案のとおり承認とさせて頂きます。 

 次に議題（２）「タクシー事業の現状について」をオブザーバーとして出席頂いております神奈

川運輸支局より説明をお願いします。 

【小松首席】それではご説明させて頂きます。資料２の『タクシー事業の現状について』をご覧く

ださい。1 ページ目は、平成 28 年 10 月 1 日現在の全国の準特定地域の一覧でございます。県

央、湘南、小田原各交通圏が指定されており全国 68 地域のうち準特定地域は 116 地域となって

おります。2 ページ目は、前回の協議会と同じ資料ですので割愛させて頂きます。3 から 5 ペー

ジの資料は、県央、湘南、小田原各交通圏の車両数の推移を示した表です。平成 20 年以降、特

定特別監視地域の指定、また、平成 21 年、特措法施行以降、各地域とも減休車に取り組んでき
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たところですが、最近ではどの交通圏も横ばいで推移しています。3ページは、県央交通圏の車

両の推移です。申し訳ございませんが H28.3 末車両数を H28.9 末車両数と資料の訂正をお願い

します。県央交通圏の適正と考えられる車両数の上限値 2,380 両となっており、平成 28 年 9 月

末の車両数 2,227 両で、上限との乖離率は-6.9％、適正車両数の上限値を下回っております。4

ページは、湘南交通圏の車両の推移です。湘南交通圏の適正と考えられる車両数の上限値 370両

となっており、平成 28年 9 月末の車両数 389 両で、上限との乖離率は 4.9％、19 両差がある状

況です。5ページは、小田原交通圏の車両の推移です。適正と考えられる車両数は 417両、平成

28 年 9 月末車両数は 503 両で、上限との乖離率は 17.1％、86 両の差がある状況です。6 ページ

以降は、各交通圏の平成 19年度から 28年度までの輸送人員、営業収入、日車営収、日車実車キ

ロ、実働率、実車率の推移を示した表です。輸送人員と営業収入については、各交通圏とも平成

21年度以降、右肩下がりの推移となっております。小田原交通圏については、平成 28年度の営

業収入が増加しておりますが、平成 27 年度の実績が箱根の山の噴火の影響により実績が落ち込

んだ理由とご理解ください。日車営収、日車実車キロについては、県央・湘南交通圏はほぼ横ば

いで、小田原交通圏は平成 27 年度の落ち込みから回復と相乗効果により平成 28 年度は増加し

たと考えます。実働率については、労働不足の影響もあり各交通圏とも低い推移となっておりま

す。実車率は、各交通圏との横ばいとなっております。以上が各交通圏の現状です。 

【岡村会長】ただいま神奈川運輸支局より「タクシー事業の現状について」説明がありましたが、

ご意見やご質問のある方はお願い致します。 

＊＊＊ 質問等なし ＊＊＊ 

【岡村会長】ありがとうございました。引き続き議題（３）「フォローアップ通達に基づく活性化

項目の調査について」について進めさせて頂きます。本協議会にて、活性化の項目についての目

標値を定めるよう通達が出されております。先ずはオブザーバーとして参加しております行政

から「フォローアップ通達」について説明してください。 

【小松首席】それではご説明させて頂きます。資料３をご覧ください。1 ページは、平成 26 年、

改正特措法附則（抜粋）の 17 条と改正特措法付帯決議（抜粋）は、適正化活性化の取り組み状

況についてフォローアップが必要と記載されております。2 枚目、3 枚目をご覧ください、平成

28 年 4 月に策定された「タクシーの革新プラン 2016～選ばれるタクシー～」は、特定地域、準

特定地域における指定効果について具体的な項目を定め改善や目標の達成度を通じて、地域事

業者の取り組みを評価し、その結果を公表する。そのために必要な調査を行い地域の目標設定を

求めることになっております。4 枚目は、平成 28 年 12 月 27 日に発出されたフォローアップの

調査依頼です。地域の協議会において各種の取り組み状況を定期的に把握するとともに実績に

基づいて地域指定の効果のフォローアップを行いタクシーの安全性・利便性を図ることが必要

であるタクシープランに取り纏め 8月に公表を目指した動きとなっております。共通事項は、こ

の調査を毎年行う事、本省へ 6月末に報告する事、8月に公表する事、加えて各タクシー協会の

ホームページ等で公表する事となっております。次に具体的なフォローアップの内容が書かれ

ております。1の適正化事業について、今回は初回で過去 3年間の調査依頼をしていますが、一

例として賃金の改善度は全事業者の過去 3年の全運転手の賃金、労働時間、売上等を調べる時間

を要する調査になっております。2の活性化事業について、項目ごとの目標値の設定、今回は初
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年度なので、次年度からは調査結果の検証と目標の設定を国土交通省に報告する事になってお

ります。なお、報告については、地域計画に反映したものの提出を持って変える事が出来るとな

っております。①から⑨調査項目の選定に関しては、平成 27 年 2 月に国土交通省が実施した国

土交通行政インターネットモニターアンケートにおける上位 6 項目に環境と安全を追加したも

のです。方法について今回は、協議会の活性化の目標値が前提の①から⑤の項目をご検討頂けれ

ばと考えております。 

【岡村会長】ただいま神奈川運輸支局より「フォローアップ通達」について説明がありました

が、ご質問のある方はお願い致します。 

＊＊＊ 質問等なし ＊＊＊ 

【岡村会長】ありがとうございました。それでは次に、活性化項目の目標値について事務局から

説明をお願い致します。 

【芦澤部長】まず、始めにタクシー業界における活性化事業の取り組み状況について説明致します。 

資料４をご覧ください。1ページは、妊婦・子ども向けタクシー取り組み事業者数及び認定運

転者シェア、神奈川県生活支援ネットワーク協同組合の内容で、県内 16社が加盟しておりま

す。協会として妊婦や子供向けタクシーの研修は行っておりません。加盟していない事業者は

各社で取り組んでいます。陣痛タクシーは安心して病院に行けるよう事前登録が必要で、子育

て支援タクシーは、塾、保育園の送迎をしております。陣痛タクシー県央交通圏が 27社、湘南

交通圏が 1社、小田原交通圏が 4社、子育て支援タクシーは、県央交通圏が 16社、湘南交通圏

が 5社、小田原交通圏 4社が対応しております。2ページのＵＤ研修は法人、個人協会とも認

定を受けております。事業者が認定を受けて行っている所もあります。法人協会は年 4回研修

を行い昨年度までに 1,300名の方がＵＤ研修を受講致しました。全国では、3万人弱となって

おります。3ページをご覧ください。平成 25年度からモデルケースで京浜交通圏において「か

ながわ観光タクシー認定ドライバー制度」を協会で取り組んでいます。現在、県央、湘南、小

田原交通圏では、検討中です。3交通圏では、会社独自で観光コースを設定し研修を行い、ま

た、乗務員がご当地検定を受講し観光タクシーに取り組んでいます。県央交通圏は 12社、湘南

交通圏では 6社、小田原交通圏では 11社が観光タクシーを実施しています。4ページです。神

奈川タクシーセンターでは、京浜交通圏の乗務員を対象とした外国語講習を行っています。協

会では講習会を行っておりませんが、外国語対応指差しシート、ボイストラ（音声翻訳アプ

リ）を推奨しています。現在、スマホ配車アプリの導入を検討しております。その一環として

後席タブレットの設置で乗務員と外国人利用者の会話が可能となり、30年夏を目指して取り組

んでいます。5ページです。スマホ配車アプリ検討小委員会を設置し取り組んでいます。白タ

ク対策として、必要不可欠であり、現在、DeNA様と進めており 9月から 10月の 2カ月間、横

浜市の中区、西区、横浜沿線で実証実験を行います。DeNAアプリを協会推奨として、各社導入

して頂けるように各支部で説明会を行います。6ページです。現在、神奈川県では 173両のＵ

Ｄタクシーが導入されています。この秋にトヨタから次世代タクシーの JapanTaxiが販売にな

ります。セダンタクシーが廃止となりますので、これからＵＤタクシーが増加して行くと思わ

れます。7ページの環境対応車です。ほとんどのタクシーの 9,058両 92％がＬＰＧです。仮に

ＬＰＧハイブリットの JapanTaxiが 1万台のうち 20％の 2千台の代替等をされますと杉の木 64
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万本、東京ドーム 164個とさらにＣＯ₂削減が期待されます。8ページの先進安全自動車（ＡＳ

ＧＶ）は、各自動車メーカーで自動ブレーキ、自動ハイビーム等を搭載しており、トヨタの

JapanTaxiでは、様々な事故防止システムが導入されております。9ページです。神奈川では現

在 156社 8,558両がクレジットカードを導入しています。電子マネーについては、中々進んで

いません。スマホ配車アプリの導入により電子マネーの対応が進んで行くと思います。最後に

その他の取り組みです。女性が働きやすい環境を取り組む事業者を国土交通省が認定する「女

性ドライバー応援企業」認定制度があり、これを 28社が活用しています。11ページは、タク

シーのイメージアップを動画配信で行っています。現在 26社か取り組んでいます。昨年度は、

女性の方が 92名雇用されています。12ページは地震対策、13ページは羽田、成田空港の定額

運賃、最後の 14ページは支部ごと 6地区の「かながわタクシーガイド」を作成しお客様にご利

用頂くように幅広く配布しております。現在、神奈川県タクシー協会のホームページを 102カ

国語が選択できるように現在進めています。以上現在の取り組みです。 

【芦澤部長】次に、資料５をご覧ください。今回設定する各活性化項目について、協会独自で各交

通圏の各事業者に調査を行った結果です。各事業者に準特定地域に指定されている期間におけ

る各活性化項目の計画、目標を調査し、それを集計したものです。資料５－１、県央交通圏の平

成 28 年度末の運転者数は、4,157 名、車両数は、2,135 両、平成 29 年度末、平成 30 年度末は、

各社の調査により出た数値です。①の妊婦・子ども向けタクシー認定運転者数は、現在 468 名、

平成 30 年度末には、1,071 名、25.8％、ＵＤ研修については、10.6％、観光タクシーについて

は、1.8％、外国語講習については、2.4％、アプリ配車の対応については、現在アプリ配車を導

入している会社もあります。平成 28年度末は 106両に導入、平成 30年度は、660両、30.9％の

導入目標としています。続いて資料５－２、平成 28年度末の湘南交通圏の運転者数は、705名、

車両数は、390 両、平成 30 年度末の目標として、①の妊婦・子ども向けタクシー認定運転者数

は、12.6％、ＵＤ研修は、12.8％、観光タクシーは、9.2％、外国語講習は、2.6％、アプリ配車

対応は、19.2％です。続いて資料５－３、平成 28年度末の小田原交通圏の運転者数は、728名、

車両数は、495 両、平成 30 年度末の目標として、①の妊婦・子ども向けタクシー認定運転者数

は、11.1％、ＵＤ研修は、14.1％、観光タクシーは、14.4％、外国語講習は、5.8％、アプリ配

車対応は、15.8％です。平成 29年度末、平成 30年度末の集計結果を報告致します。準特定地域

に指定されている期間の平成 29 度及び平成 30 年度は、各交通圏この集計結果を目標値とさせ

て頂きたいと思います。次に、資料６をご覧ください。各交通圏における今回設定する各活性化

項目について、中長期の目標を設定させて頂いております。中長期とは、概ね 3～5 年を考えて

おります。資料６－１の県央交通圏です。1.妊婦、子ども向けタクシー取組事業者数及び認定運

転者数です。平成 27年、神奈川県衛生統計年報によりますと県央交通圏の出生数が、月平均 1,831

人となっており、その内、事前登録をしてタクシーを利用する方を 70％と見込み、妊婦、子ども

向けタクシー運転者数は、1,290 人を目標と致します。2. ＵＤ研修については、バリアフリー

法に基づくタクシーの整備目標を 2020 年度までに、全国の福祉タクシーの車両数 28,000 両を

導入することになっています。2010年度末、福祉タクシー車両数は全国で 12,256両導入されて

おり、県央交通圏で 238両導入されています。整備目標を達成するためには 543両が目標数とな

ります。県央交通圏の乗務員については、勤務形態 2車 3人制が多いため、1,140人を数値目標
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としております。3.観光タクシーに関することです。平成 25 年 3 月から京浜交通圏で「かなが

わ観光タクシードライバー制度」が創設されておりますが、他の交通圏においては創設されてい

ないため、目標値を設定しないことと致します。なお、県央交通圏に認定制度が創設された場合

には、目標値を設定することと致します。4.外国語研修について京浜交通圏は、定期的に「外国

語旅客接遇研修」を行っていますが、他の交通圏では、実施していないので、目標値は決定しな

いことと致します。5.アプリ配車の導入は、現在、神奈川県全域において検討しているところで

あり、年度中には導入を予定しています。全車両の 40％の導入を目指しています。資料６－２

は、湘南交通圏です。出生数 186 人、その内タクシーを利用する方を 70％と見込んで、妊婦、

子ども向けタクシー運転者数は、130人を目標としています。2.ＵＤ研修については、2010年度

末 223 両導入されており、52 両が整備目標となります。湘南交通圏の勤務形態 2 車 3 人制が多

いため、ＵＤ研修の受講者数 110人を目標としています。3.観光タクシーに関することです。湘

南交通圏でも「かながわ観光タクシードライバー制度」が創設されておりませんので、目標値は

設定しておりません。認定制度が新たに創設された場合には、目標値を設定致します。4.外国語

研修については、湘南交通圏では、実施しないため目標値を設定致しません。5.アプリ配車の導

入、湘南交通圏では 20％の導入を目指しております。資料６－３は、小田原交通圏、1.妊婦、子

ども向けタクシー取組事業者数及び認定運転者数です。出生者数 141人、その内タクシーを利用

する方を 70％と見込んで、妊婦、子ども向けタクシー運転者数は、100 人を目標としています。

ＵＤ研修については、2010年度末まで 34両導入されており、78両が整備目標です。小田原交通

圏のも勤務形態 2車 3人制が多いため、ＵＤ研修の受講者数 170人を目標としています。3.観光

タクシーに関することです。小田原交通圏についても「かながわ観光タクシードライバー制度」

が創設されておりませんので、目標値は設定しておりません。認定制度が創設された場合には、

目標値を設定致します。4.外国語研修については、他の交通圏と同様のため、目標値は設定しな

いこととしています。5.アプリ配車の導入については、小田原交通圏は全車両数の 20％の車両

の導入を目標としています。以上でございます。 

【岡村会長】ただいま事務局よりご説明がありました。事務局からは、協会独自の調査結果を基

にした目標値が示されたところです。それでは、この目標値について皆様のご意見を聞いてみ

たいと思います。ご意見やご質問のある方はよろしくお願い致します。 

【保坂委員】秦野市都市部公共交通推進課の保坂です。資料４の 6ページＵＤタクシーの導入車 

両数と資料６－１から３の２のＵＤ研修受講者数の説明で、福祉タクシーの現在の導入台数と 

2020年までの各交通圏の導入目標数の説明がありましたが、目標数に JapanTaxi、ＵＤタクシ 

ーの発売を見据えた導入目標値があるのでしょうか。  

【菊池委員】湘南交通圏、事務局長の菊池です。ＵＤ車両としての直近の導入目標設定は現在し

ておりません。ＵＤ研修受講者のスキルの目標設定がされております。また、業界内の事情で

すが、来年の夏以降は、タクシーで使用されているトヨタ・コンフォート、日産・セドリック

のセダン型が製造中止で販売されません。主たる車両が、トヨタの JapanTaxi、ＵＤ仕様とな

り代替とともにＵＤ車両が増えていく可能性が高い現状がございます。 

【岡村会長】今のご説明でよろしいでしょうか。他に捕捉、質問等ありませんか。ありがとうご

ざいました。資料５及び資料６の目標値にてこの協議会から報告させて頂くことと致します。
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次に議題（４）その他ですが、何か事務局ありますか。 

【芦澤部長】参考資料１をご覧ください。平成 28 年 5 月 19 日に小型車の車種区分の廃止を理由

とした公定幅運賃の範囲の変更要請書が事業者から関東運輸局宛に提出されました。その後 3ヶ

月の間に各事業者から要請書の提出があり、運賃区域の小田原地区で車両シェア 70％以上の要

請となったことから、手続きが開始され、運賃改定の要否の判定を行った結果、運賃改定が必要

と判断されました。これに伴い、昨年 11 月 2 日開催の当協議会で、皆様方からご意見を伺った

ところです。その結果、参考資料１にあります、平成 29年 3月 15日に新たな小型車を廃止とし

た「公定幅運賃」が公表され、4月 17日に実施されました。公定幅は小田原地区では普通車で、

初乗り上限 770円、下限 730円となりました。それでは、運賃改定後 3ヵ月以上が経過しました

のでその実績報告を前年度に対比してご説明致します。参考資料２の 5 月の輸送実績前年対比

をご覧ください。14社中、小型車の廃止に伴い 11社が新たな原価対象事業者となっております。

延実在車両数はマイナス、延実働率は労働者不足の関係でマイナスとなっております。以下はプ

ラスとなっておりますが、実働 1日 1車当たりの運送収入がプラス 8.3％となっています。これ

は、小型車の廃止と箱根火山関係で減少した観光客が増加した影響があると思います。1ヵ月実

績では判断出来ないと思います。以上です。 

【岡村会長】ありがとうございました。只今、事務局より説明のありました小田原交通圏の運賃改

定についてですが、小田原交通圏の事業者を代表して、小田原支部の曽我支部長から何か付け加

えて説明することはありますか。 

【曽我支部長】小田原交通圏の曽我でございます。経緯の説明がありましたが、皆様に同意を頂き

準備をして参りました。事前の告知として折り込み広告、乗り場に告知文章の掲出等によりご案

内をさせて頂きました。普通車については、全事業者が現行の 1.8㎞ 730円の運賃を選択したこ

とにより、普通車運賃は、改定前と変わらぬ運賃を利用者に提供することが出来ました。また、

結果的に全体の約 3 割の小型車が運賃値上げとなりましたが、現在に至っても小型車運賃の廃

止に伴う苦情やトラブルは一切ないというのが現状であるとご報告させて頂きます。各社にお

きまして、労働環境の均等、乗り場の統合で回転率よくなり、増収に伴う賃金含めた改善がされ

つつあるように感じております。要因は、運賃改定と箱根の火山活動が沈静化、小田原城のリニ

ューアル工事等により顧客の方が戻って来て頂いています。小田原交通圏は 2 市 8 町と広い地

域となっており、それぞれ特色があります。観光については、日本人 3割、外国人 7割のお客様

がタクシーをご利用頂いております。言い換えれば、日本人が減って、外国人が増えている状況

です。外国語研修の実用性を感じていますが、時間が掛かり乗務員の高齢化で現実として難しさ

を実感しております。最後になりますが、今後につきましても安心安全で身近でご利用し易いタ

クシーと目標に掲げて努力して参ります。皆様のご理解とご支援を引き続きよろしくお願い致

します。 

【岡村会長】ありがとうございました。それではただいまのご説明について、何かご質問等があり

ますでしょうか。また、委員の皆様でご質問等がありますでしょうか。 

【山岡委員】小田原箱根商工会議所の山岡です。タクシー業界の取り組みの資料で、女性ドライバ 

ーの新規就労、定着の項目で、現在、どこでも人手不足が課題となっていますが、「女性ドラ 

イバーの応援企業」認定制度の創設については、先進的な取り組みと思います。認定基準が雇 
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用目標、労働環境、情報提供とありますが、具体的な事例がありましたら教えてください。 

【小松首席】後日、ご報告させて頂きます。 

【岡村会長】他はいかがでしょうか。 

【鳥海委員】県央交通圏、相模支部長の鳥海です。公共交通機関の役割を強く認識をさせて頂いた

ところです。安全安心は、最大の柱として事業をやって行くのは勿論ですが、本日、決定させて

頂いた活性化の意味を十分に理解して数値化された目標を達成出来るように努力をして行きた

いと考えております。利用者の皆様が求める多様で細やかなサービスを今まで以上にスピード

感を持って対応出来るような体制を企業団体として進めて行きたいと思っております。協議会

の皆様のご協力、ご指導を頂き、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

【岡村会長】委員の皆様のご発言はいかがでしょうか。 

【菊池支部長】湘南交通圏、鎌倉支部長の菊池です。湘南交通圏は、鎌倉市、逗子市、葉山町、2

市 1町で、宅地化が進み住宅が多い狭いエリアです。山坂がきつく、道路が狭隘で、電車、バス

の利用で足りないドア・ツー・ドアの輸送という意味では、タクシーの出番が多くなっています。

少子高齢化率が高い地区で妊婦、子ども向けタクシー認定乗務員、ＵＤ研修等、福祉的な介助が

出来るドライバーのニーズが増えています。再来年に向けてある程度の数字になりますが、早く

目標に達するよう努力して参ります。観光タクシーについては、鎌倉支部は認定制度がなく従来

の観光タクシーを各社独自で行っています。観光地、鎌倉を抱えており 2020 年の東京オリンピ

ックでインバウンドの増加が見込まれます目標設定はしておりませんが対応して参ります。最

後は、支部長の立場を離れて経営委員会担当副会長の立場から述べさせて頂きます。現在、DeNA

と県下統一スマホアプリの開発を進めており、実証実験がスタートするところです。来年早々に

運用が始まるところで、その中に多言語対応が入っています。乗り場に行かず、電話をせずに、

スマホ配車アプリでタクシーを呼べ、喋らずに位置情報や行先が分かります。障がい者、交通弱

者の方にもお役に立ちます。また、後席のタブレット等の進展もあり、3支部も推進しておりま

す。最後にお願いです。ＵＤ車両の導入が進まないのは、車両価格が割高です。国土交通省の補

助金制度があり、その制度を利用していますが、県協会としても神奈川県さんに補助金制度の、

お願い、ご相談をさせて頂いております。さらに各自治体の皆様にもご検討を頂ければ、ありが

たく福祉的、環境的にも高いものなっております。自治体の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、

タクシー事業者を応援して頂きＵＤタクシーを含む福祉タクシーが増えて住民のお役に立てれ

ばと思っております。 

【岡村会長】ありがとうございました。本日は活発なご議論を頂きまして誠にありがとうございま

した。それでは、議事進行を事務局にお返しします。 

【芦澤部長】委員の皆様方には、業務ご多忙の中多数ご出席を頂き、長時間にわたり熱心なご議論

を頂き、誠にありがとうございました。心より厚く御礼申し上げます。なお、次回の協議会につ

きましては、岡村会長と日程を協議のうえを開催したいと考えます。構成員の皆様には、改めまして

ご連絡を差し上げたいと思いますのでよろしくお願い致します。それでは以上を持ちまして、「第

４回県央交通圏・湘南交通圏・小田原交通圏タクシー事業適正化・活性化合同協議会」を閉会と

致します。本日は、誠にありがとうございました。 


