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ハイヤー (hire)

元来、揖世しの:tl:であり{どうやら帽
最=hiJ:her=の章味も宮ませて世わ札
ているようだが}時間制でl!Il帯される
ものである.

$1';シー (1制。
ll1XI cDb (地柑ち自動車}を総辞!とし
ており，字決陪所定の縫恵場 駅何時内

などで客持ちする営携帯だが.大都市
では流しタクyーと岬ばれる官接形態
をとるものも$い.

• 県協会創立まで

~クシ一事始め

8月5日は『タクシーのEIJである.昭手1163隼10月のω全

国乗用自動車迎合会(全自民連)臨時総会町議決を経て制定さ

れ、翌平成元年から金歯各地で紀傘イベントが実絡されてい

る.これは、大正元年8月5目、東京・有楽町でタクシー自

動車が:7*ード6怖をもって営業を始めた日を随りどころと

している。

この車両にはIゲノレーン』裂の fタタシー メーターjが

装備されており料金は、 1マイルω銭。爾後2分の 1マイ

ル婚すごとに10銭.待料金は5骨問ごとにIO銭.探筏.雨天。

泥#のときは4分の1マイルごとに10銭増しという将金だっ

たという，

これより前の明治42年頃に.自動車販光業だった帝問自動

車と院本自動単車場が、輸入lli:のストッPをさばく目的で、貸

制動車をはじめている.帝闘自動窓の場合の料金I立時間制。

で、大製11まの5人乗りで1時間7阿.小型車の2人来りで1

時間3円50銭で、当時としては相当高い判金であったよう

だ.

一方のH本自動車合資会社の場合は.時間と矩織の併用料

金となっており.木製5人乗りが1マイル1円 半日時阿

1日3Ofl!.小型2人索りが1マイル50.!!主.半日 7問、 1日15

何といった糾金となっているa

ただ.あくまでも料金メーターはない時代だったl".利用

者も語源が王手すように.ご〈かぎられた階婦の人速で見栄と

好脊心をもっ人の利聞に過ぎず当時からチップを払うこと

は常織とされていたようである.

この時間制によるものを‘ハイヤ}と呼び.メーター付き



のタクシーと区別した.

ハイヤーが.自動車販売業者のストッタをさばくために貸

白動車というものを料金をとって同じめ.場俗的な性格を

殴々と拘ちはじめたのに~J I...タクシーは大正のはじめに料

金のm鰍化.チシプ申lの廃止といった、利用者の!l'ili'lによっ

て~li!れ/1:..このほ じまりの務が.すでに大級輸i量償闘と し

て市民と暁治していることをみれば.ハイヤーとタ夕、ン』が

スタート怖から異質であることがわかる.

利刈骨の支持を受付たζとから.企業litl>唱[11...大正3

軍には京..で.大正4年には名古屋で.大正5"'Rは大飯で.

タクシー事業が始められた.

大分県下、終戦前の象者

大骨県下におけるタクシーが.いつどこで問自書されたか定

かでないが.大舟パス創立者である能楊恨彦氏の述懐の記録

によると.開氏が大骨市で初めてタクシーを倒来した大正9

年よ唖も3-4年前に、震に>>1府にはタクシー会社があった

というから.別府にお吋るタクシー陪金何レベルから見て

も.かなり早かったようだ.

以下は.記録にあらわれたタクシー灘署の発注年月{古い

制}である.

):iEl1平3月消頒タクシー、12年ヤマサ白動車、】3年4月佐

伯タクシー.15苧5月日援タクシー.15'軍9月臼持タクシー.

昭和1年6月働制タクシー.5年4舟高繍タクシー、五

年7noタクシー.キングタクシー.6隼12月中繍タクシーへ

9串8J!イサゴタクシー.1胆手2月樟久昆9タシー.11年6月

宇佐.g鉄道自動車部、11年9月扇織自動車.12'"1月日出タ

クシー 13年4月別府合同タクシー，13'J!8n竹悶合同タク

シー，1/1年4月杵郷関東台関タクシー。官島鮒タクシー.同年6

)1大分台関タク シー.

以上が終織問からの事業者.しかし.古いものの中には、

どちらかと吉えばパス事業に近いものもゐる.また.合問タ

クシーの名前がついたものは..時縫合会社であり.それ以

:1<正流用.佐賀陽金者。た
セーフ自動車の象台パ"

合同タタシー，_盆健主写真
{昭和11年》

."18"'''1時由大分家編



大骨道路沼通信穆事締局婦の陣容
{昭Itl田年秋〉

昭和却年頃の大o縄民前

前にいくつかの前身会社が符在するわけだが、今となっては

不明記ことが多い.

終戦直後の行政と業界

次頁の袋は、大分県来合貨切自動車協会が社団法人となっ

た昭和23年の会員名織である.タクシー噂柴者は21司喋者，

車問教は108何である.

名簿の会員のうち.戦後続たに開業した事業者は皆無で.

すべて終戦前に免許を受け、戦争を生き残ってきた事業者ば

かりである.このうち保有 1両がII事業者‘ 2両が4事業者

と、半数以上はZ街以下の場細事業者であった.

ここで.終戦直後町行政機関と法俸について簡単に記して

おきたい.

戦前は運航路届に闘するー先的在行政庁はなく自動車1掴

係は内務省(自治.轡療行政など所本)の智裕であった.

終戦後は、22年3月、自動車用資材の配給事務などを所律

する大分自動車事務所(門司鉄道府所属}が発足.問5月

瞥携行政の犠梢改新I~より県庁で行っていた自動車運送等の

制限も自動車事務所に移された.

23年2月には自動車事務所は、道路選送舵E型事務所{道監}

に衣結え.協岡には特定道路管理事務所(特定道監)がおか

れ、役人の上に、地域経済人らをメンバーとする道踏巡送委

員会がE置付られ、免併苦手;f;t，tどを審議した.

ついで.24年8月道誌は廃止され.福間陸運局の大分分

議に、さらに同年11月には大分勝運事務所へと.めまぐるし

い変遷をとげる.

タクy-事業に闘する法律は、昭和23年1月。道路運送法

{いわゆる!日道路運送法)が施行されるが.26年6月には新

f道路運送法』が公布(翌7月施行}され、翌'n年6月、改

正 f道路運送法』が公布(12月随行}と、行政機関の改!!i間

際.再4・日本の門出は試行錯誤を軍ねて.あわただしい.



大分県乗合貸切自動車協会員名簿

(昭事由年 31131日 現荘〉

佐iJi)1:は包含期積所在地

終較的からの事業者を含めて、新道路選送法施行前からの

識者のほとんどは、幻年5月に福岡陸運局による免E干の確認

を受けているが、終戦から免許確認までの間に新たに闘員躍し

た事業者は、玖u;タクシー α3年2月上 lJlJ府観光交通位5

年8月.策担電気タクシーと して発足)、中央タ夕、ンー (25

年12月上大分パス (26年7月.豊I朝交証昔、豊前第一交通を

経て第一交通の前身上南海自動車{お年10月、能的みなと

タクシーを経て佐伯シティタタシ}の前身)の6祉e



昭和27年5月免許碕認

地区 会社 名 開揮年月

凪斑穆 王丸属タクシ 冊 23年2月

別府市 別府観光貫通冊 25修 8月

大分ili中央タクシー冊 25年12!l

>> 大分パ"欄 26年7月

i生伯市 南海 自動車冊 26年同月

昭和27.6-34.3開策の事業者

i主主
金社 名 開業年丹

由./rJ院タクシ 21年6月

llZJ府市 東都タクシー欄 27部 8月

• 国際タクシー欄 29部 1月

)(舟市 大分タクシー欄 29年4!l

削減1市 みなとタクシー柵 却年8月

大舟市 大丸タクシー欄 主凶手11月

~J府市 地川タタシー醐 型時三日月

下屯師 耶鴻瑛タクシー 3()!JO 7月

能伯市 中央タクシー附 31年7月

日田師 出江タクシー欄 31年7月

日岡市 E限タクシー|町月

しかし.昭和34隼3月31日現継の大分県乗合貨切自動車協

会的会員名簿には.大分 ~IJR寺町市町省力事業者である中央.

大分、大丸.glJ府観光.みなと、温泉、ぬ)IJの7祉の名前は

ない.

大分県タクシー組合

実は.大分県乗合貸切自動車協会傘下のタクシ一司喋樹立

戦時統合会祉を中心に大升交通の息のかかったところが多

く 、 当時の松岡商E秀主i長I~. 1日次ぐ新免に行政訴訟を組こし

たほど、危機感者募らせていた.

岩崎二郎会長時.20勝年記念誌所織の'Pli絞舎で『宇佐出身

のタタキ上げのサムライであるI!l岡氏と‘気骨のある有松氏

が淑突したjと述べている.このような経緯から新免総は当

初.既存の協会1とは加入せずに、 30年に『大骨県タ夕、ンー組

合J(有松治彦組合畳)を結成した.従って、同組合が協会

に合流(昭和33年11月)するまで、タクシー業界の組織は2

本燈てであった.

タクシ一大衆化ヘ

ハイヤーが戦前平時の本I準に復興したのは昭和23年-25'1'

ごろである.戦前は事業者数に比べ車両数も鱗送人員も少

かったが.戦後ば車両数I亡比べ愉送人員の増加テンポが早い

のが特徴だった.

信関隠避局が発足する前年(昭和23年)の9月末現在で運

輸省自動砿局員提務部が曜を娘の道路運送号線事務所を湖じて実

施したハイヤー実努純査によると、大分県の事集者数31社、

実在車両数121両.年間輸送人民65万300余人(1日1車当た

り14.7人}であった.

県下のゆ合、車両敬、輸送人員、 1日1班当たり輸送人員

のいずれも金岡水惣よ 9低かったが、九州7燥の中では車両

教も輸送人員も縮岡県に次いで第2位を占め.熊本、長崎、

鹿児島よりも多かった，

新産業都市の建紋を脅最K.大骨、鶴崎地区を中心に30年



代後、匹は1>睡で新免申請が相次いだ.

会1量的には『神風タクシー』問題 t昭和3311'】が社会問題

化」総人タクシーは対する厳しい倣績を常量に、34年12Jl

には東京で個人タクシーが免官守され、 36年7月にI~別府市で

2酬が免辞された.

タクシーに緩衝革新の波

殺申代後事から4陣代初頭にか吋ては.路建成員時代の石高

槻吋となり.タクシーを遺る事業もー貸し.黄金時代への涯

をー直線にi1!むこととなる.その立役者がI.PCでゐ仇祭

織であり.タ""ーターである.タクシー事業町三騒の伸穏

といえる.

ガソリン、軽油からLPGへ
地In36年2月日嗣現在の大分県下ハイタタ事援者はω柱、

認可台敬e誕m詞.35'年8月に比ベ阜停側に8栓1お摘が婚えて

おり.ハイベースで新免や増躍が行われたことを示してい

る.なお873岡のうち冷-!l!672両(77")中型159同(18%)普

通信両 (5%)という内訳で.まだまだ.ぜいたくな乗りも

のの感が強〈 貌夜と比較すると小型自携の割合がtかないのが

特徴.

また.1)、明司$72両を銘柄別にみるとブルーバードが5.18街

(80%)と庄倒的なシェアを占め.コロナが118両 (18%)ノレ

ノー:0116阿 (2%)であった.中型159闘の内訳は.クラワ

ン121開 (76'ω セドリッタ 17両(11%)プリンス16両 (10

%)ヒルマン5両 (3%)と続き.ここではクラウンが感走.

轡通42同のうち38問は外車で、 7ォード.オベAヘシポレー

が"か。1t.間震は、いずれもマイクロであった.

~t附は、外回人観光用の外躍が‘ 編1叫陣運河町発注資絡者

としての帯読者得て勝λできるという制度があり、大分県下

では.36年9柄、's/年13丙封書司当てられた.

ちなみに.当時の外車の価格はずザム"'.フ.1-9 -61年

式.ダァヂ・パイオ=-761年式が.ともに約おO万円だった



と記録されている。なお.36年6月に日産ブル日パードカ吋直

下げされ 12ωcc叡で59万5乎問 ωf京臨wi渡し)へ.4万

円安くなった.

新免とi曽車ラッシュの壮か、38年4月には車両数は1，217前

と~1~40%も伸びたがそのほとんどはノI、裂車でl.ω0両を

錨えてl.∞t7j可で50%もの絹加者示し、以降タクシーの主流

は、小型車となっていく.

当時はタクシーの成長期であり車両や燃料をめぜる動きも

活発であった.まず.当時ガソリンが高かった (40阿佐)こ

とからディーゼル艇が出現、 38年には~Ij府観光交通、玖昧タ

クシーなどにいすダのベレ，同~レット 1(1数摘が型車入され.

燃料安{戦織は3)円位)と走行!1Ii躍が伸びることから舟l'I'で

崎年5月に拡170簡に述した.

次いで39年にはLPG艇が市場に出自守、亀田井タク

シー.みなとタクシーなどが先俸を切って以来、たちまちの

うちに県下に普及し、 40午4月には325阿がLPGiIiとなっ

た.

LPGは.昭和35.6年頃、科学技術庁が家庭用燃料のLP

Gを自動車用として開発に成功したもので、タクシー幾界に

とっては救世主ともいえる画期的な燃糾であった.LPGは

当時、非政税であったのでガYリン40阿.唱E油30阿をはるか

に下回る21円と安かった.政府からは.10年に謀説が示された

が、業界の強カな運動展開によって41年2月からの忽税と

なった.しかし、それでもガソリンや暢袖に比べ割安で、 L

PGがタクシー却制時の主流となっていった.

無線配車で近代化

タクシー鰻線は、燃料のLPG.後述のタコグラフととも

に.現代のタクシーに欠かぜないものであるが、歴史的にみ

ると、首都闘での導入の遅れから普及には時間を獲した.

わが国VJの無線タクシーは‘昭和銀年に北海道(~ヒ瀞道交

通)でスタート、吹いで昭和例年に四国(東量産交通)と地J甘

から越こり、 LPGのようには急速に浸透しなかった.



Lかし.昭和35年9月には金属..自動車民会UIII轟赦恵

会長}が投立さt弘、九州タクシー無観臨会も略侃36年11月2

B.経怠間体として設立されている.

大分県では、昭和36~lO月 ‘大分タクシーで導入されたの

が続初で.IOi可に装着して約書目万円であ勺た.ついで.37，年に

は別府大分合同タクシ一、lJIl府観光交通.械.II!タクシー，38

'1'には.みなとタクシ一、双業タクシーなどで穏備さ札.37 

軍司郎"t.県下のタクシーの7両に 1珂は鍍継が装着さ札

た.

タクシー..陪.車両運行の湧唱化には欠かせないものと

して.様症では小型車などl()(悦義務喜れているが.当初は.

電波町署'mてが少なく.昔苦労したようだ.

11コメーター先進県

このIJIJ'.タクシー経営に欠IJ噌ないものとしてタコメー

ター{道行犯録針}がある.);:舟織では即l府観光交通が39年

3月から量生暑を始時.4月には全軍政付吋を終えた.M協会で

も4月16闘の理軍事会でfR社.1.416両{ぷ加入業者録(>~ø.> 

風下い勺ぜいの導入者決定している.政令部iliに担いてもタ

Pシーにタロメーターの袋着が義務づ吋られたのは中陣1月

からであり，大分県の先進性がうかがわれる.ただ.別府観

光交通では導入と同時に労組との恥慨が$じ.スト.ロッ

ク7'7トなど.大きな代債を払うζ とになる.

本来.事教防止のため申タコメーターが.当時.償行して

いたと省bt~る不正科金収受 {チャージ} を顕在化させたの

が郎副だ。た.

労働争S障が多発

タクシー事業の歴史を辿ってい〈と章、労働問胞は遊けて

過ることの出来ない王監大なテーマである.伺動〈職場"に1

人fつ労働者を配置して.労働集約.)1の典製であるタク

シー事識は.労務管理上.績めて周憾なものがある.そのた

め.零細純穫でありながら獲多の労働φ緑を範慢してきた.

殿下E却のAV).tシステム

昭和泊e幹部岬のタロメw タ】{中央刊



大分県タタノベ絡宮破究会由記念例会
上 jol冊閣

下問調泌団

県下における初のタクシー争議は昭和29年12月、 三代会

長岩屋積氏が再建民衆り出したglJ府観光交通で起こった.

政いで.36年には f当時、係議であったため、僚的にされ

たj 有松初代会長の経営する中央タクシーでも発生してい

る.

こののち、日問地区的関開銀光タクシ一 三重野タクシー

(41年8月岡田商鉄タクシーに)、イサゴタクシ一、三f轟タク

γーで、相次いで争舗が発生.ストライキ.ロックアウ トが

繰り返された.

なかでも、 三鍛タクシーでは労組による自主運行を経て.

49年5月、続三隈タクシーとして新規免許が下り.J日経営陣

を中心にしたほとタクシーも同時免評された.

また.宇佐地区では古い~史をもっ古賀、鴻口、高機骨

タクシーが労働攻勢に耐えられず、絹自陣内タクユ〆ー(本社行

桶市)Iこ身売りする.

さらに、徹しい攻望号にさらされた臼棒地区でも.旭タク

シー (臼杵市)中央タタシ~ (浄久見市}が37年7 月!と解散.

38年7月11:津久見タクゾーにおいて事業廃止をめぐる紛争も

発生したが、大分パスが経営を引き受け‘ 8月24日本銀将闘

した.

労働紛争が多擬したのは.昭和35年から50年にか付ての15

年間で、当初目、経営師lにも労務管思に関する知織に乏しく

争議への対応は不慣れであり、 労組I~比ベて、般の連繋も弱

かった.

37年、大分県聾合貸切自動車協会ハイヤ一部会 (62紘)で

は、西日本で初めての共済規定をつくり、 1間当たり 1ヶ月

初O阿を集め.2年間で5∞万円の基余を用意して多発する

争識に対応した.

39年春制では.ß'J~f'観光交通が導入したタコメータ由をめ

ぐる紛争が起こり、労組のストにロックアウトで対抗した.

この年3月.岩輔ヱ郎三代会長.梅木IJ、ニ~r，玖珠タクシ一社

長らが中心となってf大舟県ハイタク中堅経営者研究会J{の

ちf大分県タクシー銭。語研究会Jと政体}が発足、同研究会



は、初代指崎二郎、ニ代梅水小二郎、三代大間光令の骨代表

事事事をゆ心として、タクゾー経営を守る立場において中織的 昭和34.4-38.3開業の事業者

役割を果たすことになる.

『自タク』

タ夕、ンー事請書は、道路逓送法ではー官官乗用旅客溜送事態と

して r1個の契約により乗車定員JO人以下町自動車を貸し

切って旅客を運送する一般自動車運送事業Jと境定され、運

輸大臣の免許量得な付れば事#lを行うことが出来ない.

しかし.自動車が1阿あれば、公選を使って営業できるこ

の事業には常にタクシ}営業類似行為がつきもので、業界の

歴史には豊島度か形を変えて主主治する.

戦後.組織的な違法行為が現れたのは昭和30年代の半ば

で、朝鮮戦争による特有害で日本経滞が驚典的な復興の緒につ

いた時期である.34揮には『もはや験後ではないJ.35年iこは

『所得{宮崎』が流行路となった時代で国民生活も大幅な向上

を見せ‘白鳥テレピ.電気!iI:'濯機.冷蔵雌が f三稲の仲総J

としてもてはやされた頃で、タクシーも敬次にわたるt曹司王が

されたものの、稽聖書に追いつかない._面もあった.

大分県下では.昭和35年に臼タクが発生、年末には別府3

筒、 中津2両.目印1両が確認されているが.ほとんどは福

岡ナンバーによるものであった.大分県能遣事務動はうち2

名について響告(丸刈では161件) l~について告発(九州

では214件)した.

事態を重観した大舟県自動車倶楽部{自動車会議所の前

身)11. 36年 1月20闘関恨の金体会織において『タクシ}運

転事救済組合その他自ナンバーによる踊タクシーi曹厳Jを決

議した.こ札よ哲先、大分県集合貸切自動車協会でも花畑一

郎会長、有松岩彦副会長はじめ関係地区業者は対策に苦m.
::A:l民家島、京都など遅絵地方への視線も行った.

また、鴎道事務所、野察本部、地検などに対して陳情を行

い、県議会1こ対しでも紡廠を行っていたが.3月29日附催の

議会で銭択さ札た.

地区 $ 称 開聾年月

'^大グクシ 一個 3s年6月

|帥双葉タクシー 3s年10月

|アポロタクシー 35年11月

大分肺野縮減タクシー 36年9月

捕年10Jl

|州タ夕日制 36年12月

三 和タクシー :rI年4月

崎|li相光自艶タクシー冊
指年9Jl

鶴 E 究通柵 摘さ手11月

タクシ ー個 :rI年3月

剖年12月

持年12月

36'" 9 I! 
お年ZJl

36年6月

日併!1λ 幡タクシ一
石仏タクシー

:3描7王If.手1122月月

1*<久毘 先タ クシ ー 鞘 :rI竿7月

竹田 中央タ クシー醐 時停10月

剖年10月

36年2Jl

35年6月

37年911

:rI年12Jl

fんざタク γ ー 路年121'1
牢位

長糊タクシーシ冊ー 部年9/l

国軍観光タク :rI年3Jl
東郡

賓暗中失タクシー 前年9月

遺児 畑農晶商事 3s年10月

高原タクシー帥 描年6月
k骨1$

庄内タクシ 四 37年4月

大野タクシー 剖年11月

大野 4支ロ タクシー 3s年6Jl

輔方タクシ 甲 3356申年73j月q 
プL車観光タクシー柵

政融

掛祖安院耶心内県馬院タタ渓タクタククシクシシーーシ欄畑一叩1|部33描6S年制年削16O0OH月R R 
RIBI$ 

宇佐g



九州制時金援連総告。事謀者大会

大会決議文を閉罰する有絞椅厳~

にもかかわらず.県下町自ククは36年8月1"112志向を数

え、その後も共梼タクシーなどと称して.I曹え続けた.一方.

取締りも次第iζ強化されて、36'1'8月21阿(別府8，中津12，

日間 1)を摘発、 38年3月には中憶の共済グク 19両が廃業、

うち10，余阿倍タクシー業者が引取って、その分は嶋車として

総める滑鰹がとられた.40年に入ってからZ月に5件を検挙、

9月に3人を逮捕するなど強力な取締りが行われるように

なって白ダタも終務者迎えることとなる.

35年10月現在の選輸省自動砿局の純益を見ると、自タク活

動車両は、福岡841jlij.熊本初両.畏Iti仰向.宮崎15両.鹿

児島112耐となっており、大分は佐賀とともにぜロとなって

いる.総じて大分県下では自タクに闘しでは発生が速く、ま

た、古教もことのほか少なかったと宮えよう.

九州初の全乗遠大会に7∞名

昭和41年10月19白、九州では初めての金問ハイヤータク

シ」事業者大会が~IJ府市杉乃井ホテルにおいて1IX鴻という

大会史上最高の出席者を栂τ傷能された.当日は会猿連第

12凹臨時総会と第6問事業者大会が併せて闘かれたもので、

臨時総会で似:Da!賃料金改訂宰洩許および新免m車肯漁③L

Pガス④自動車関係筋税対策ーについて討議した.

議事に先立つて被妙を行った渡多野元二金来迎会長は『政

府のU品物価政策によって運賃が抑えられているが.事故f);止

の唯一の製閣はiIlI貸改訂である.団結によってこの難関を吸

り越えようJと呼びかけた.

また集者大会では、@ガYリン樹、経油引取税の停減②L

Pガス税の持政税限切聞の延長:@ヰ機用乗用車品物品畿の撤廃

ーについて、政府の速やかなる機能を!Il!謎するという大会決

議文を.地元を代表して有松大分i阜梁合貸切自動車協会ハイ

ヤ一部会長がカ強〈朗読 毒参加者会員の拍手で採択した，

別府はとパスの段立

関汽、近鉄の側凶資本による軍1).厚F市でのパス事業への進出



針耐に対抗して、地元のパス・タクシ一事業者は共閃出資に 昭和38.4-43.3開業の事業者

よる貸切噂業の 『盟申舟遊覧パス』を設立、昭和41年9月26日

付で免許を待た.その後、社名を fJllJ府はとパスJl1:敬め、

12月羽田に開業した.

設立当時の出資金干上は、パス会社が大分交通、亀の井パス

の 2 t士、タクシー会副:がみなと-9~シー。 別府観光交通、別

府大分台関タクシー.亀の井タ夕、ンー.泉割潟1)府タクシー

魚川タクシ}、東タクシーの7批で代袋取締役会長IC翁m~盛

氏.代表取締役社長に岩崎二郎氏が歳任した.資本金2.刷lO

万円であった.

総和45年8月1.;:は事業広域を拡張l.-.大分前を含めたが、

この際、大分パス.中央タクシーの2祉が新たに綜主とな

り‘資本金が現Af.の2.おO万円となった.

早くも規制緩和の動き

規制緩和の波がタクシ一事事躍の根幹を骨かしている.長引

く平況のもと脆舗な経営基盤の地方業界においては、臨めて

深刻な状況下にある.

既にお年前の昭和38年にも 『免許晴j溌JJ:Jが.当時の山村

新治郎行教管理庁長官によって提起され、業界は大鋸れに矯

れた.同年8月24白.山村長官時速偽省I亡対l.-.f免刑制l在

廃止し.欠格条酬を審査して併可するが'Jm:へ改めるよう』勧

告を行った.政府も.経済白書僚懇校舎でf省隷免許制を改め、

剖可制I~近いものとするj との鯖論を待たが. 業界4闘の反対

運動の盛り上がりに立ち消えとなった.

もともと、高度成長期における脅需要の噂大と、連転者不足

による供給が追いつかないというー時的な現象をt担えての

『勧告Jであったとも言える.

以上が.県協会結成までの慨要であるが、その後40年間で

協会が遭遇する繰磁のすべてが前史にあると言えよう.

地区

大骨

柏崎

別府

中陣

岡田

臼約

高岡

東部

遠見

南田

大膏

直入

9際.

4品 物、 間諜年月

揖賄タクシー刷 調停7月

2竜馬 /fタシー掛 3~竿2月

A大タクシー刷 叫喜子7月

きんぐグシー 掛 4~年12月

王子タクシー刷 剖年目月

身長ノ市タクシー帥 3s年H月

別府相互タクシ一個 40<夢4月

ゃなぎやタクシー 剖'1'6月

自由飽光タクシ』胸 調停12月

大総タタシー帥 40'1' 1月

富士タ クシ 制 3~'f.4 月

旅 田タ クシー 帥 39年7月

ムサνタクシ (11) 3ll年目月

姫島タクシー糊 40年4月

聞担金タ クシー{伺 岨年12月

i車見 タクシー帥 ..年11月
，、. ルタタ シ 間 39年日月

横江タクシー同 39'f..12月

弥生タクシー刷 時停 l月

時措タクシ一同 40年3月

長湯タクシ 抽 崎年5月

糊吏タ瀬タ タシー 剖年3月



第 1 掌 成 長 期

厳罰陸協の馴X!.，韓会
{大分断工会陣〉

協会発足、初代・有松会長選任

圏西'11143革2月1Ii.この日.タクンー事業者は社団法人大

骨県乗合貨切自動車協会(花畑一郎会長}から分離拍立し.

f大分県乗用自動車協会j としてー本立ちした.ハイヤー都

会を代表して有密部会長は協会副会員の臓にあり.噂妊の湾事

務理事を擁していたものの、時代の流れにそった事業活動を

践閉するためには組立は避けては通れない選で、ょうやく本

来の姿に帰ったと言える.

とはいえ、この分総独立は、むしろ『純箪から1拘』の出来

ごとであった.

前年11月の紛大分県葉台貸切自動車協会鹿事会では.

『クーラー取材け問題j から f除翁』条項を入れる定数変更

を脊識しており、同時Irr大丹県パスハイヤー協会Jへの

名称変更も検討されていた.

これが、 l2月の臨時総会(定例)で一転分隊となったのは.

昭車J34'f以来、会長として君臨した花畑一郎氏が大分受通批

長を辞任問協会長の締意を表明したことが大き壮麗由であ

り、根底にあった f銀貨の輸送形態J ~再儀認しての急転直

下のー件簿端である.

この時.県下町タクシー事業者はWfIC1∞祉を超え.独立

の翌制年には車両数も2，000簡に逮した.

J、イヤー部分自主独立のための臨時総会は2月1日午後2時

から大分商工会館ホ-!レにおいて附催され.協会財産を2符

升して各々4，118.6品1阿古事l線ぐことを決定するなど.すべ

て円満に運んだ.

新生課策協は、有t¥会長、岩屋副会長という強力な首脳を

戴いて“団結"を掲げてスタートした.協会を権威あるもの



大分県乗用自動車協会員名簿

{昭和時停2月 18 設立時)

地区 会社名 十地区車両量 会 祉 名 車阿世 睡眠 会社名

大丸タクシー制 68 日田西鉄タクシー側 39 東 関東観光タクシー鮒

覇軍総合同タタシ-11'**官童書 68 日 イザゴタクシー欄 27 開 問 濠 タ ク シ ー 帥

大舟タクシー駒 61 回 三限タ ク シー掛 15 東 飯島観光州

大 中央タクシー蜘 56 111制日間観光タクシー 9 速 情?日出タクシー

大分交通側 47 大鶴 タ ク シ ー 刷 3 見 倒錯 E草繭'l'

側双葉タ クシ ー 37 佐 佐伯 タ ク シ ー 側 1 胡
都 速見タクシ 甲 掛

一ア ポロタクシ『醐 35 イ白 中央交通i!t襲掛 30 久大タクシ ー 側

骨 側丸 五 タクシ ー 25 市南海 自 動 車 樹 20 
大

湯lIa主タクシー醐

城南タクシ ー 刷 19 日 日杵 タ ク シ ー 帥 31 
卦

岡野総原タクシF

城東タクシ ー 脚 19 杵 富士タクシ ー 柿? 12 高原タクシ ー 側

三 和タク シ ー 柿下 17 1Ii i高 4語 ~ 
15 6 

腕 平ー綾
郡

市 穐昆タクシー制 15 棒A見タクシー嗣 渇平タクシ 叩 (伺

きんぐタクシ由脚 11 総A見 光タクシ 由 欄 13 
荷

弥生タクシ ー 欄

中 繍 タ員 10 割I~，見みなとタクシ回紛 s 海 師?字自ククシ』

主子タク y._柵 8 竹 折田合同タクνー側 20 郁 .11 I.r.タク γ ー 倒

豊南交通側 2:、; 回 量五 百昆 鉄 努 18 郡小 野 誓三郎

鶴 相互交 通約 十市 中央タクシ ー 糊11 9 輔 自家タクシー

日強タ !Jv-柿? 11 字{主参宮タクシー剛 14 
大

冊主量タクシー
崎

;克 タクシ 目 醐
聾

桜タクシ 由 柿7s 後 10 米 岡 タ ク シ ー 脚

~IJ 府観光交通側 111 目指 梅田タクシー楠1 7 野伊藤 畳

関汽タクシー醐 95 回』企村歌織 6 
者E甲 斐 地

JJlJ 別府究卦合同グクシー醐 制 市制緩観光タクシー側 3 野裕タクシー{帥

みなとグク νー附 83 杵 岩 聞 湘 10 直λ 長湯タクシ 側

R守 泉都>>IJH軍タクン』酔O 62 策 三 光タクシー柵 9 玖 玖戚タクシー脚

晶の井タクシー側 39 消瀬タクシー楠? 13 珠 九重観光タ夕、/ー欄

亀州タクゾー醐 37 宇 高 橋 場 tt 9 郡 九重タクシ -00

市 別府近鉄タクシ』糊 34 士 E邑 ア イ 7 日 買'r瀬観光タタ γ 胸

Jl(タク'l- 1掛 24 佐 溝 口タ ク シ ー抽1 7 岡 $1工タクシ ー 脚

~IJ府相Eタクンー側 17 向車 逸 子 6 m 岡天瀬タクシ ー

踊蛾自動車側 37 市 附古 賀 タ ク シ ー 5 下 制耶馬渓タクシー

中 ニ 鰻 タ ク シ ー 欄 12 畳洲タクシ -1柑 5 毛 らかんじタクシー(的

津 E量 原 皇宮 9 

東…ヨ目

書官 健 桂 三 男

市 醐まるはタクシー 8 束図I安岐中央タク
溺宇佐

院内タクシ {的

I'iii 岡 勝 吾 3 ムサシタク 安心院タクシー附

以上のほか. 大分市 ・鶴崎タクシー掛 2宮両. 妓の市タクシー脚 6問

中館市 ー岡中自動車自前 19街

4車剣世

4 

4 

3 

9 
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4 

13 

12 
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s 
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6 

s 
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12 

5 

@ 
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30 
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発 足当時の也会役員 とするため、会員の義務を怠った場合は除名する停の定紋を

衛初曲第2J1j日現世 柱と して、総会.理軍事会を強力なものと位自主づけた.

也会世晶 lI: ，s 

金畳 有睦盟iJ

割合畏 岩原 理

司思事理事 安通事揖

理

‘ 
睦狼属事

" 法時三郎

• 工轟牌 彦

• 事織信夫

• 随員正明

， 加来崎吉

• 高野轟lt

• ;!;磁曹失

• ffI;+;:/!""::郎

，. 松治情馬

• 山中 略 $

• f河源問ニ

• 小 1拘.li!後
， 

" 
• 住 ，ili 畳

• 栗林克明

• 長山車仁

" 睦昆司事鞄

• 大協留底術

置 本 量平書長昌

• 大島 肱郎

毒性名且ぴ性属，s

中央タクシー脚位置

別府極光型通醐社長

大丸タクシー輔佐島

みfHタタシ問機祉畏

大野タクシー掛社長

1聞大分銅タタシ4糊

倒Rタクシー醐社民

間輔自動.樹祉畏

例制骨肉タクシ-I'!邑昆

臼符タクシー師会畏

叙氏タクシー脚社長

個別聾タクシw 祉畏

量削究遇制社畏

イザゴタタンー勝雄畏

キ蛙参禽タクゾ制勝1鑑真

駒防車タタシw 苓輔

再構タクシ四本薫主

中5免責通臨揮E掛祉畏

置僚や失タタγー陶桂島

療現別府タタ快噂織縁担

機際昔碍仰が4蝿帯

A大タタシ』掛社長

亀}IIタタν】輯社員

アポロタクシー総世世

この京事主ある船出の~~.納年よりくすぶっていたタタシ『

冷房設備roll鴎から3事業者が餅みt賞されることになった.前

年5月の定時総会で川、劉車にはクーラーを取付けない』こ

とが決議されていたからである.その後、間もなく冷房{じは

全県下に及び、タクシ』のサーピス向上となったことを考え

れば.総会の決議は必ずしも時流に合致したものではなかっ

たが、執行部にとっては 『決めたことは守るJという路傍は

貫く必療があったと宮えよう.

県乗協和l立に際して示された.この姿勢は規換や地域聞の

格差が大きいタクシー業界の組織活動にこののちも伝統的に

継承されることになる.

この時、冷房問題がこじれた背景には、 38年以来事和織され

ていた遣質問題があった.輸送楠認の伸びに支えられて噌鳳

や新免申蹴は相ついだものの.人件費、総資材の高勝により

事業者の縫営は危殆に瀕していたのである.

年末12月18日に隙か札た臨時総会では、既に県下の冷房揺

は208両に避していると し、 省松会長は『地区の状況によっ

て問満に解決して欲しい1と述ペ.冷房問題に終止符を打つ

た.

新免から増.へ

協会が独立して新たなスタート者切った岨年代は新免ラッ

シュが終わり、会曽ll!1こより寄祉が体力をつける時期であっ

た.それは.反面、企業格差がE票権化してきた時期とも言え

ょう.

大分県釆合貨切自動車協会的ハイヤ司郎会を構成していた

昭和a年10月から43年 lJ1までの釣晩年間に司撲初j.29社か

ら105社まで3倍以上にも膨張していた.

有松初代金長時、昭和叫年2月から例年4月まで在任する

が、この間の~'*は大骨交通の分隊譲渡5t1:を入れても16事

業者.合併.躍事業など6事費量者が減pしており.実質峨加は



10会員にとどま。ている.しかし.ζの倒的措単位134台に

遣し.線車41台を差し引いても.11.士あたり約7台の輸送力

が噂強された勘定.

制悼6月大分石油コンピナート完工.47部4月新日銭大骨

S電鉄所の1貯高炉火入れなど大分輩iilllll制iIiは際働を始め.

崎午10)1q)新大舟空港オープン、相次ぐ中・長距1i117，ユリー

の.at航など.極集・交通商首において.)に骨が輝いていた時

であ。た.

これらを脊l!に県外資本によるタクシー業界内の参入がみ

られるようになり.42年から43年にかげて‘大舟市の鶴時タ

クシー.'1'縛IHの問中タクシーが近舷資本の支配下に入り

50却には 大骨市大手の火丸タクシーが第ー通産の愈下に

入。た.50'1'には.宇佐市の古骨(.高崎.I陣口の3タクシー

が111崎市の総備内タクシー{太紛企業グループ}の系列に

入。た.

また.47年6月には、書耳目繊開通樹ttである兵o県の山高

婦会に.大分市では7年ぷヲの接人免併がおりた.

-J;. IIH和38年以来の鴎汽タクシー t国際タクシー.温泉

タクシーを買思.合併)40年以来のアポロタクシ-(大舟市}

が49寧関代資本から離れるなど、目まぐるしい資化を見せた

時代でもあ。た.

このほか.51年2月大分受過の合理化の一線と して同社が

偽11'1..ていたお前が各地区別に従業員による6祉に分鱗涜渡

されたが.その後.大;!c観光タクシー t中裕市}は.第一交

通轟，、.四日市タクシ- ('宇佐市}ほ.主婦交通畢に.ほん

ちタクシー{安.(，~のは、みなとタクシーグループ~. そ

れぞれ繍穫された.

質収.身売りなEの背景に労{闘争績がつ曹まとったのもこ

の帥代の大きな特徴でもある.

昭和d7部秋から世界的I~エネルギー1(1.織が叫ばれ.翌年10

H には膨 4~'I'.戦争によって“オイルシ 07ク奥様"を生

みだし.協会で目躍機対策特却j委員会を締成して対応し.暫

定選雷も震定された.

昭和43.4以降開業の事業者

地区 4 称 問自礎年月

山高タクシー嗣 41年6)l

大分 縁日タクシー輔 時停&Jl

みどりタクシ一同 崎.6月

北aセ..タクシ 曲年目刈

同TI・大聖岡島タクシ一冊 51年2Jl

踊三限タクシ欄 49年6月
臼田

悼とタクシー柵 49年9月

位抽 植樹タタシ (11) 45帰llJl

東側i9俊輔タ クシ -(m011年3月

直見 山轟タタシー刷 51年2月

南郁 高官タタ シ-IAl 45年10}f

意2、久値観~タタシー咽 45修1011

直入タクシ F 闘 剖年611



大分県否定通企貧富完成
(昭h泌2年IOJl) 

交通事敏8曲面世起大会

同和タクシーのII~主
しかし.初代会長にとっての苦労は、なんと言つでも問和

タクシ-1問題であった.51年1i月 I~大分県同和タク ν一企業

線合から申請された事業計画では、大舟市崎両.~IJII'f市 10耐

の計五O前.既に伸び切ったタク γー市場に50両の新規事入は

業界に大きな影響を与えるとして、県協会、俗人タク協会、

タクシ一関係労組には反対の主主肉が強かった.この中で有松

会長は、同和事業という大きな施策の絞れの中で、島県や総量E

当局の穆Utを受けて.会員との板ばさみに告いながらも.粘

り強い税特によって既存事業者の自主厳正事(22何)によって

解決に導いた.

大分県におげる肉胸タクシーは52年3月免許を得て.7月

から大分市においてトキハタクシー (33阿)として開業.10 

月I~I-.J:~IJRす話業所が22両でスタ}トした.

このほか.タクシー業界として忘れることの出来ないの

は、パスレーンへのタクシー乗人tもを実現したことである.

日 減lは大骨県のほ制ζは当時、 1ヶ所 しかなく.現イ上でも

例は少ない.

安全運転推進コンクール開催

公共努滋機関としての第一の使命は安全般送であり、協会

では早くから取り組みを強化してきた.

しかし、会員数で110をι車両数で2.71加古を錨えた昭和51

-2年頃除。指導体制が追いつかず、52年がの金閣交通安全

運動期間中の陸運事務所の立入り民査の結果として.r管理

体制が不十骨であるJとの指摘を受付た.

このような背最もあって協会では年来年始の繁虻期である

悶年12月10日から 1月10日までの問、大分県陸趣事務所(甲

斐問孝ー所長}との共催、大分県響熊本部(濁川i建一本部長)

の後援を符て.初の fハイヤー・タクソー安全l!!伝J量進コン

クールj を開催した.

コンクールはAグループ(50j!ij以上)BグJレープω両以

上50両来総)Cグループ(2Xl両衆潟)Iζ分けて、各グループ



ごとに2事業所程度を優秀事業所として大分掴信週事誘所長

lleli.耐じ<3事案所程度を優良事薫所として大分県乗用自

動単協会長瑳彰を行なった.

この成燥が拡大さtt内翌幻年かち56部までの4年聞はパ

ス・ト予ック目前協会も参加.段通事務所.瞥続本部も共催

にM..速ねてr.燥用自動車の安全運転他進コンクールJと

して附僧された，1瞬間も7月21日から10月28旧までのl∞日間

というロングランで浸透が悶られた.(56部』立大舟県個人タ

クシー修会も参加}

なお.何ヨンタールは飽和57年から陪側人タクシ一路舎と

の共11.健事.県警の協賛のもと、タクシーだけの f安全運

転械i描ヨンターノレ』となって今年で通算22凶を敬えている.

この間J.57'1'~・ら59年までは7月 21 白から 9)13 闘までの45日

附.町4和田}年から現在までは9月21日から11)j19日までω自

にわたφて展開されている.

また.安全運伝推進コンクーんの費総幻幼~仏悔会では.

会員銀事故表.ll.速艇者祭事4t.担膨時制度量57年2月に規

定.鯖隼の定時総会で協会長表膨をff.，ている.

二代・湯屋会長選任

有松柑~lIJ代会長は.脳病生活にあ。たためー昭和例年d

月の砲事会において低期半ばで縛倍、後任に措企会ーー殺で岩

織縄副会長が雄され.副会長には給制コ郎氏が選任された.

治屋氏は.1肩関人を車Eて.l'JJKf市役所町線長.部長.助役

~積めた異色の業界人で.麟素直後から範営不仮に陥っτい

た別府観光交通を.小型車尊入、演し官寮.タコメーター義

務など既存食砕入が目をみはる斯基軸世続々と打出したち

まちのうちに県下 トップの食費障にのしあげた.

~~~世会長続低した54年 12月 19臼には迦賃改trが行われた

が‘線界的足並みが揃わず 1 年4~ 月 にわたるニ盛運賃が現

出したが.世初から『ニ震運賃陪鑓むとこるではないが止む

を縛ない』と強気の姿努を崩さなか。た.

運賃改訂を待って開催された臨崎健全 02月25日〉では.

安全E・.，世論ヨシタール量員協構会

lItAljltllIe十る法車会長
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ヨ.=ターに昌明‘

モニ11一会鎗開催状況

年月 日 場 所

昭和5Q年121123日 吏 i晶会館

噂和訂年1210G8 空 通 会館

昭和抽年 l月138 空 通 会館

昭和冊年i月218 空通告鎗

昭和田年12月108 花聾ホテル

昭和刷年1211238 怠!fk:'品 目 γルf

昭和田年2月108 世週金融

昭和田修12月208 ホテル摘嵐

平成元年12月148 地内弁ホテル

司F成 2'1l11月29自 ホテル白掛

平成3年121l2日 貫通企髄

定款の変更を行い、名勝をf大分県乗用自動車協会Jから『大

分県燥用旅客自動車協会jに変更、 57年2月 t日には念臓の

社団法人絡を得て‘協会の地位を向上させた.

さらに.55年5月には、総務企画.運賃体系、労務対策、経

営対策、車両総1信仰5委員体制をとり、より効帯的な会務運

営を闘った。

岩属会長は.有松会長の後を受けて54年6月、大分県自動

車倶綾部の会長となり、て代続けてタクシー業界代まが交通

業界トップの艇を占めることになるが、4t任の年の12月に

時.名実ともに自動車交通業界の組織にふさわしいものと し

て 『大分県自動車会議所』への脱皮をはかり、後年大骨県賂

E軍事務所の移転や業界の地位向上にも大宰なカを発嫁するこ

とになる。

モニ11ー制度創設

協会では、54年.タクシーザーピスについてのアンケート

籾盗を実施した.進年、向上のあとは見られるものの、まだ

まだ利用者の厳しい見方も多かった.

この調査結果をもとに.反省検討をおこない悪い商につい

て、速やかに是正し、『貌切で安全で便利なハイタクjをそツ

卜-I~故笹向上を図った.

このアンケート潟資を機に.;fIJm者のナマの戸をサーピス

1向上に反映させるための fモニター制度』創設をすすめ、56

年1月の経営者島負会でE式決定した.1月20日には大分県交

通会館において.加藤武媛大分県陵溜事務所長ら立会いのも

と、岩!i!会長からモニターJO名lζ対して委嘱状を交付した.

モエタ】耐j肢の制定は全国で5番目、丸州のなかでも県単

位として棺初めて.

三代・岩崎二郎会長選任

58年5月の通常総会では.器展会長h'l融養中のため会長を

辞任.後任会長に岩鯖こ尉i目l会長が鼻任、刷会長には有総摂

理事{大舟市来協会長}が遊ばれた.岩崎会長が大正13年生



まれ有帳副会長時昭和 14年生まれで.首脳陣は大いに若

返った.

紛年代の終わりから61)年偽初頭にかけて時運輸行政も舷検

豊田幸迎え、都認可官庁から政策官斤へ脱皮する.様間際溜局

は九州機運局と合併して59年 7月『九州運輸局』として生ま

れ変わった.

58年4月に旧富士ボール跡の広大な敷地lこ偉容を見せた大

分県陸連事務所は、 2年後の4月1日から 『丸州連愉局大分

陸連E支局J と理~'"をとり変えた.

軽貨タク撲滅へ全力

岩崎二郎会長時代の線局は.なんと言っても『桜貨タク

シーJへの対応である.59年 7月16閥、大分市で組織的な経

貨タクシーが発生すると、協会では悶月24目、理事会を勝催

して、帳貨物対策特glM唆員会の設置を決め.2暗自には第1

図書量員会がもたれた.

その後は、経貨タクIC対する実態絢査選法性PR県普.

弁護士への状況践例.打合せなど告発!と向けての取組みを続

げながら、会員には総額S∞万阿に及ぶ特例会費を徴収.戦

俄体制を鍛えた.

9月28自に時、総勢450名を結集して 『軽貨物自動車によ

るタクシー営難行為撲滅総決起大会』を開催、強〈反対の意

志を表した.

その後の粘り強い活動が5障を結んで.骨O年 1月には、県下

最大規織の業者を富安牢男大分県鈴海事務所提が告発、 3月

H:は代表者が逮捕された.一方、 E司会でも道路運送訟が改正

され(5月9日;随行)、 I貨物運送業者による宥般旅客運送の

禁止』が般定された.

当時の業界が危機感に燃え、盛りあがりを見せた行動は今

でも締り草となっている.

帳貨タク問題解決の放は運転代行業対策が大きな娘閉止

なった.協会では、地区毎に自衡のため、代行運転サービス

を宮崎始.61年3月には、 『絡貨タクシー対策特別委員会1を

睦iIl支局に押しか付た際貨タタシ』

__，. 

官愛大分開陸運羽修務員野~(中央}

に際情する業界代遺骨

法領制kの先頭足立った
岡原m.揖抗S農民



Il<IIU;生代目度士のす首liIに
応えたワゴンタタシm

..通絞}字改"対策協車会

『タクシ一類似行為対策特別委員会』に改組、さらに62年3

月からは 『輸送秩序改善特別養員会Jと敬綜して.実効ある

活動を行っている.

運転代行

運 転1-1:行の問題は昭和54年 i月1日からの道路運送法改

正により、『飲溺事故、 sP免持取り消しJと厳しくなってか

らク ローズアップされてきたが、既に51年10月12日付で運輸

省自動司王局業務部旅客畝長名により『逆転代f子会停による道

路運送法違反の取締り等についてj通達が制されており、そ

の存在は古く、しかも範鴎を逸脱するケースは多かった.

平成に入って.運転代行業者は.事業者数、車両数とも期

減が見られるが、傾向としては事業者数減.車両数噌で.特

に大分市での地加が顕著である.

平成3年1~1;1 . 1県下町運転代行は24社.117両と融認された

が、平成9年9月現布では38社.176阿となっており.大分1

3紘 (87阿)、中津12怯 (31i珂}、自由7祉 (<11，可)、竹田2t上

(6関上宇佐21.土(5向上大野1栓 (5柄上下毛1祉 (1

街)と5市2郡に車んでいる.

この閃.いわゆる r1¥ B間輸送jをはじめ、明らかな違法

行為が数多く報告されており.運輸省.逆転代行司R聖者団体

も、その正常化へ向けて動き出した.

巡車E代行染は、平成4年9月から報告おの提出という実質

『届出制Jにより運輸当局から総知を受け、従来的都道府県

知事認可から運航局長認可へ移行、その第一骨として『大分

県自動車運転代行事染協同組合j が認可された.

事故防止研修会の開催

交通安全に関する事業ば.当初.経営者島員会で行っていた

が.昭和59年度{ω年3月)に事散防止対熊岳民会をスタ由

トさせた.

法人タクシーによる突通死亡事故は船和58年以降ぜ"で

あったが.62年初めに1件発生、事態をJliく受けとめて協会



では事.. 防止研修会を開催することとな。た.東務員全体を

)1.とした研修は.タクシ一事実時住格上.簸患なよとから

連行管担者など事故前止担当者に書加を呼びかけ.U:内での

曹担体制円強化と乗務員教育的徹底世阿った.

珊修会は.62悼9月大分前大州慌の大分県自動車Il!愉恨興

会般育センター比おいて附催さt弘会員事総所の事敏防止観

当者など110名が出席した.

こののち.大舟市タクシー協会と句集僚の形をとって毎年

実‘l...交通事敏の絶援に向けて抱道な努力量続けている.

なお.地方開慣の要望に応えて.平成S牢trから『移動事

故防止研修会』を実施‘5年10月、県南地区事業者を対象に

佐伯111で.6年9月、県北地区事業者を対織にE尚生市で.7 

申11 月久火崎区事業者を~t象I~日 間 11 1で.さらに 8 午10月に

は.ft犯地区事業者世対識に三重町でIJU似 した.

ニのほか、自動車事敬対東センターによる運行管理軍事研修

と運伝の迫性診断.陸連支局による繋備管11..，研修なEの事里

会を通じτ.事故防止に努めている.

続近の事故発生設視をみると.平戚8年以来.死亡事敬ゼ

ロを線付ているが.9年は前年に比ベて件敬、働省は糟加し

て拍り.一層の取組み強化が求められている.

JiJtL20周年犯念式典

創立以楽20周年を迎えた県象協は.附事1163年5月初日、大

舟県交通会館において量甚大に記念式典ならびに銃賀会を関

傭.験週幽回全緩員.関係官庁・間体の首脳など来賓と会員

を合わせ.健努160"，が出席した.

あいさつの中で岩崎会長は『普織の拘かげで協会創立却周

年.削身のk分県紫合貸切協会から通算，10別事を迎えること

が出来た.この伝統ある館史の上に.今日より、また新たな

る過を鏑書、さらにー霊童館結して前途に峨たわる銀閣に対処

して公共働~側関と しての社会的使命li!成に鰐カしたい』と

述ベた.
..岨圃重量農民らも出席して
.大に創立IJ)欄隼記事え興



第 2 章 成熟期

移動県策総《平凪?年10月、宇佐》

四代 ・有総集会長選任

縫尚二郎会長は.かねてから病気療畿中であったが.平成

2年6月15日ω織という務さで惜しまれながら逝去.8月

初日開艇の臨時総会、煙車会では後任会長に荷松栄担j会長、

日j会長には長山影仁政事をそれぞれ選任した.

荷怯栄氏は.大分県粂協初代会長をつとめた有松治彦の長

男で、父子ニ代にわたる会長i融だが、この時まだ羽織の著書

であった.それより先、57年2月大分市タクシ可協会長、58年

5月には県采協副会長に就任するなど 40歳前半から君臨界活

動をリー ドしてきた.

『移動県乗協J ス~ート

岩崎二郎会長の逝去を受けて.協会 トップとなった有t¥¥会

長は、執行部と会員の意志疎通を図ることにより、 ー舗の団

結強化を目ざすため 『移動県来協Jを賠償することを決め

た.

平成2年7月‘ 9月の2図、噂"岳民会各奇書員長との符合

せ会識を聞いたのち、平成3年2月の県南地区を皮切りに.

県下4地区で綴次、関般した.移動県象協は、正副会-ft.各

委員長話当面する線組について報侍するとともに.各地区で

の附題点や凝問について話し合いを深めた.

消費税転嫁は大分方式に統一

6部ぶりに申請されていた九州B.C地区の運賃改定が平

成2年12月5阿付で認可され.12月13日から実施された.iI.

人タクシーはB'Cプロックとも全社ゆ錦、金枕:g可であっ

た.11.お.消費税紙線方式が.平成元年4月1自の導入時に



は大分県のみであったA方式{外税)に統}された。

なお、特定供給過剰地嫌に指定されている別府市は認可

696向中 7%にあたる48問減税が条件となった.このほか、

食事業者に対して九州運輸局長は.労働条件ならびにサーピ

スの改jgについて指ポした.

観光ルート見IJ運賃の設定

ユーザーニーズに対応した新たな帽総サーピスが求められ

るなか日l府市タクシー協会の10祉と個人タクシーによる別

府市を基点とする観光ルー ト別溜質的役定が平成2年4月

26日付で総可さま1へ5月2日から実績された.大分県では初

めて.Aコース{地獄めぐり)Bヨース(地紙.高崎山、マ

リーンパレス)C:>ース(地獄.高崎山、 ャPーンノぞレス、

織島) Dコース(サファリ往復)の4コース.(現J置は臼特

有仏、 宇佐神宮.湯布院、阿蘇を加え. 8 '"ース)

な持.平成6年3月、 g'l府市タクシー協会では‘ 8'1府駅前

に観光ルート閉}運賃設の者'~Iiを掲出し.綴光客の利便に供し

た.

また、湯布院地区を起点とする4='ースが.平成5'"12月

21日付で認可され‘6年1月1日からE陣織されたパ現在は.

8コース)

別府市で九乗協総会

丸刈来舟自動車協会の総会・事業者大会は.平成3年5月

22日別府市で開催され 6年.1:りの選質改訂の実現を目ざし

た昨年ほどの黙気はなかったが、人平不足の状況のゆで時績

など労働条件の改替をiQられている業界の獲を浮き彫りにし

た.安川九乗協会長.新貴金魚述会長の除拶の中でも、業界

の言い分が受けられ島い日常的なサービスの鑓供を行い、再

改定を行わな吋れば良質な人射の磁保は出端ないーという認

織が示された.事業者大会でも全集速から山田帝一怒本音招

き『労働時間にかかる諸問題』と題して締績を畳けた.

9'J府総併に観光ルートB'J運賃表会
品示 {牢成6年3月》

九，農協絡会・拶鎌倉大会
〈耳障院$年5ij. B'J厚手〉



掬銭~-ナーも蹄奴(大曲}

lI1!司会織でのをレ-e;;-

障害者割引制度を導入

地域に根ざした“やさしいタクシー"を目ざすタクシー業

界は、 平成3年l2月から身体隙害者、知的l遭省者に対する割

引運賃制度を場入 して事ばれている.この曹l引は地方自治体

による福枇政策ではなく.割引き分は事業者の負担となる.

平成4牢12月からは、能。覚障害者のためタクシー車内に会

社名、車両訴号を表した点字シ}ノレを貼布l-.忘れもの.苦

情等の間合わせに便宜を闘っている.

「タクシーの目』本格的に取組み

地域住民の身近な足として捜しまれているタクシーを、業

界として愈織的、 1百白面的KPRしたのが 『タクシーの日j記

念行事の取り組みである.

!JZ成元年8月Ssを第1回としてスタート.当初は、タク

シー利用客に広告入りティッシ品を配付して、記念日のPR

程度に止まったが、買13回から大分市タクシー協会の曹欲的

な活動により 18・5タクシー・7"，スティパノりと して大々

的に展開された.

平成3年8月5自には 大分陸連支局偶内でセレそエーを

開催、有訟祭会長ゃ1fII.!i!和正支局長のあいさつの後、 各敏タ

クシー車両の市中パνー ドを行い、午後には歩行者天国と

なった大分1I'jtf.必通(現.府内五番街}に会場を移した.

会場では.車問の展示新鱒野Jrlの特売.会員提供の品物

のパザー、お楽しみ抽選会が行われ、 2，5ω名の電参加があっ

た.また.会場内Iζタクシー相談所も智也、相続に応じたほ

か.タクシーへの鹿角揮を深めてもらうためのパン7レツトや

タクシF による代行運転をPRするチラシも配付した.

翌4牢の『第4聞タクヰ〆ーの自jも問般の記す行事を盛大

に展開したが.第5凶からは会織の都合などあり行事内軍事

は著干変更された.

平成5年から陪、セレモエー.車両パレードに加えて.隙

害者.，lti般‘老人'"ーム入居者を対象と した l日観光J崎行徳

神、献血.チャリティゴルフ大会を開催.公共交通に従事す



る者として.社会賞猷活動をさらに明健なコンセプトとし

た.

早成9年は第 10回のtii昌にあたることから県下有名レ

ジャー飾殺の蝦待捗プレゼントを符うなど、さらに究泉し

た.

このプレゼントは、アフ9;1.1ンサファリ.峨ぬ後里民自菌、近

鉄B'I府ロープヴェイ.スギノイパレス.ハーそzーランド、

マ日ーンパレス.ラタテンチの臨健在得て.8 JJ 5舗のタク

シー利用高'に応募要鍍チラシを記.ti.li!偵をはるかに思える

応野の中から.'K路線 (8∞紛を各鑑設に招待した.

全国労務連絡会開催

鰐77回全国労務連絡会が‘平成6部8)J2日大分市・大分

東悌取テルでfJiI慨された.

金輸は!県上始九州乗用自動車協会長候ゅのあと.川村巌

全景遮労務対策担E員長の絵拶・労務情勢.告に続き.日本車菱

自書傾倒訟の栗原宣彦鎗読書貝が『今慢のタタシーの産業の民

軍と事泉膏の取組みについて』と題l...1・E側D舟にわたっ

て総量産した.

.送人員の減退続く

同{拘の終わり頃からパプルに浮かれたH本経簡も、平成3

年半ばからかげりが見えはじめ.タ9シーヨ臨界では.索務員

.H誌もあ。て.営業収入には伸びが見られなくなり、その後

陪前年実"を96'"前後で権移している.

提引〈長銀の低遂のなか.業界陪労働力的確保.労骨民間

の姫鱒と怠テンポで迫り士見盟国底解n~の"1応に苦慮する悶々が

続いた.

このよう壮ゅにあり壮がらユーザーェーズ陀対応するタク

シーメιaーの害保ト{じ平成4年度からは「タクシ一利用者

組級会』を開慨し.さらなる利用者サーピスの向上を図っ

た.さらに.平成7年3月には九州遭輸局の主導で『タク

シー利用俊道等検討委員会IがIItI置され.大骨随筆支局管内

場77@金掴lotl・B・M会〈太分}

11?シ一利用者想畿会開催紋混

Hl 年 )1 日 • 所

1 
可4峨4郁11R13日 市大東分町罵村洋ーホ会テ附軒ル|

z 平成5'lltO月お府

3 'I'Tl6'llll}IIIA 

4 W'/J.t7 fPllR却伺 トキハ会開

s 平必8'~II}I22ß トキハ会蹄

6 平成9午I1I125s トキハ会館

7 形成叩"'IIR2'7伺 トキハ会館

8 事峰11'l' 11 1122日 大骨車ーそ~

9 事嘩12"'11)1Z.I P J;母車-"-，.，，，

10 事館13・111月割自 トキハ金歯

11 事成WtlllR29自ホテル〈札ベ

12 司，..15'1))1)J 11日 ホテル<1ドミ

13 平成J6lIJ11 R 29日 トキハ全開

14 平成17'ドII)J22白 トキハ会開

一15 郁成1811111)司22自 トキハ全曲

16 平成19.'1'11R 22 P トキハ告曲

17 司ι成20修11月2511 トキハ全曲

18 事成21年11)1割伺 トキハ金歯



利用俗巡1;険制鏑員会大分初会

では r岡大分部会Jが蚊置され、『大舟交通個』を策定する

など利用者利便の向上についての憤討を行っている.

五代・務自青春.会長選任

平成9年5月 19日繍催の通常稔会において荷怪崇会長ほ

rA昼前j緩和策目道修によって.需給測般の腐止.運賃自由化

という然界の正念場者迎えているとき.印結の中心にある析

が体絢が悪いのでは.会員に申し訳ないJと.会長再遣を鼠

縛した.

この結果.会長にば泊筒春義副会長が.副会長には。慎一て

美砲事 ・総務企画接員長が.それぞれ昇格就任した.

結略奪絡会長は.節3代 ・岩崎二郎会長の実効で、平成2

年みなとタクシー代説取崎役社長.9年代JJ.取締世会長.平

成7年9月.県.憾副会長に段任していた.

地峻にやさしいタクシー

戦覚障害者のために.平成9 停から濃務自.管理宥!~:I.<jす

る事故筋止研修会のー鶴として手訴訟曹を採り入t弘畢車か

ら降車までに-I!，更な企舗について曹鰐に努めた.

占らに.大分県が 10隼から始めた『安心ふれあいドライ

パ』育成事業』にも繍脳的重量加、al枕‘40名のドライパーが.

7月初日{義本総習)8月6日{運行尖習}を受付た.

道行実習では..加した観賞障害者.聴覚障害者.!肢体不
噌心掛暗い円イバー奮念事星J1:: 
.凪介助について，ぷ 自曲宥.動的傷害早育.高働者について.それぞれ乗降等舟介

"加した11111:'"タシー

助の実際を学んだ.

何事業比も全車両が審加したが.県1ずには邸者号事総送車

{いわゆる福祉タクシー}が17商品り.取峰子での乗車.寝

台設備も完留して.!Ji行幽態者.入退院などで.民側敏急車

として活躍している.

大分県下にお付昌嗣惟タクシ-1刈IJ府市の開汽タクシーが

昭和52年3月比導入したのがlit初.平成元郁3)j13日付で.

丸州連続局が.患者噂愉送車をBIJ枠免貯としたことから増

.... 6年2月には燥が車両腸入舗助(1両当93:田万}を始



めたため.さらに婿えた.

5年11月に12祉により患者働送連絡協渇会が結成された

が.10Il'10.月に全国福誕槍送サービス健会が財制法人として

の認可を世けたのを機に.悶協会のk分県主総として運営し

ている.

ニのほか.24待問営業のタクシーのメリ :>ト量生かし.寝

た曹り老人、教居老人等へのサーピスとして‘Jl'I晴大分合同

タクシーが.昭和63年U月からJ!rJ府市内鈎5世怖を対象に教

11タクγー『安心・ふ札あい'24Jを開始.1'0余何のタクシー

が)1応.繕歯止のー鎗を纏っている.

タクシーの規制緩和

1[1行部棒、新行琳審の厳給を通じて附和5()年代の*~ばから

タクシーの規制緩和険組上に載ることとなった.

'll成4年9月以来.運輸大臣の期間宮受吋て l今後のタク

シー事業のあり方についてJ検討を量ねてきた遮鎗政策審益

金{速敬嘗)n.平成5年5月11闘付で答申した.

容ゅでは.第鼻側tJ'危;lAしていた法改正はな<.今後.量E

槍省では具体化方策を検討して.9月にも訴しい運賃総可、

鴨給!l.1I!企策定し通迷を出1...東京・大阪から適用される.

答申の紙艇は吹のとおり.

マタクシーの位置Eづけ=公共的位低づ吋が改めて明確とな

り.免許制、認可申j等の基本的枠組みが鰻持される.

マ労働力の健保=劣悪な労働条件を克服1...労働力量確保

するためには時短など改善策が不可欠.しかし.まず市議創

造的努力が必要.

マ腕申l的見直し=0:滞燦満随時溜m企紐脚十る②遮賃料金

の樺繍{むを図る ω など規制緩和扮燈を実B師、「る.

溜鍵については.現在、地峡ごとに事誕司?の申納を受付平

必J廊側により股定書札ているが.この方式による申狩を行わ

ないものはこれを総め、この方弐による運賃より安い漕貨を

俊道するものはこれを認める.

得結成舗は.債的規畠和運用面に担いて.信警が供絡を下

間の編魁タクシー(詔年3JJ.掴汽}



金閣，、ィヤータクシー問掴1Il13'会

飼っている場合を除き、事然者ごとに一定の偏の中で増減車

を絡める.

平成8年12月連椴省は.交通運輸分野における需給前段

規制の原則廃止の方針を決定し、その具体的な将期等が9年

3月1ζ閣議決定により符敬定された奴制緩糊在進計聞に盛り

込まれた.タクシーについての鷹要は.①安全の確保及び消

費者保湿等の措置を確立した土で、13牢皮までに需給網越規

制を廃止する.②運賃については、上限価格申lを検討の上で

婚配する.

速働政策審総会における審議について.需給調書E規制lの廃

止に伴う競争被化勢の結集、生活路線の維持.安全の確保及

びi同貨者保車庫等について支怖の生じるおそれがあったため.

傭給絢艶規制の廃池に際L.これらの政庖への対応熊の磁立

が求められた.

運輸省は牢成9年4月運輸政療審議会I~対し、交通運輸

における需給拘豊富規制廃止に向けて必裂となる療廃盤備方策

等についての絡聞を行い、タクシーについては.向審議会自

動車交通部会に拍いて審議が行われてきた.

siJ府から反撃ののろし

線餅緩和の検討が進められるゆで.その偶成メンパーなど

から、地方からは常に不満や不安がつきまとっていた.

このような背最から黙土始第ー交通産業枇長が代表世話人

となって.平成9年4月28目。別庫附あしやホテルにおいて

f全国ハイヤー-タクシー問題観絡会1が閃かれた.

会には、全国乗用自動車連合会(金策連)の措l会長をつと

める武藤千代ヱ福島県会長.森j!l広愛知県会長、薬師寺蕪大

阪会長らをはじめ.タクシ一事難者部品のほか、国会君臨員も

江綴隆美元運輸大臣のほか.麻生太郎経務企岡庁長官.術最長

征士郎元防術庁長官.衡益事Q-運輸政務次官などが出席.模

ニ英大分タクシー割:授らが‘意見発波したのち.fハイヤ}

タクシー議員連娘Jの設立を決めた.

なお.5月13伺には同会議員による発起人会、 22日には闘



会認員のほかE回申I!d'静穏.各県豪界代表も審加して1iI:.立健会

が開憶された.

自民党大骨県タクシー支部{岩崎#義史郎長)位、 9年8

月 11:1開催の理事会に術譲渡一運輸政務次官。衝晦征士郎タ

タシ目前貝述煩幹事長の両代犠士を倒産.胤1制限和mUiにつ

いて怠見交倹走行った.

創立30周年Ie念式典

包会惜.事威10年ロ月9目、B嶋市・*テル白菊において

鯛立30周年記念篠賀会を保健.会員の116>.関係行政機関代

理費.証~~U協費企業代表などω名が出燃盛大であった.

まず、f崎会長は『昭和43牢に大分瓜乗m自動車協会とし

て殉Jl!以米;同年、自白身の大舟娘策合貸切自動lJll品会から50年

の節目を迎えることができた.関係将官'n.友好l到体.5紛t

機.役員・会員各位に蝉くお礼申しあげたい.JlI.制緩和と不

況により.厳しい現況下ではあるが.この徹動婦にこそ.過

まをふり返り続t.~咽かな道を切り拓〈ため記念誌を発刊し

た.今後とも一致団結して、会共槍送償闘としての社会的使

命を質して書9 たい.引き縫き~Ii.悩JJ聖締りたい』とあ

いさつした.

このあと‘ 来賓の名和俊治大分勝lW:Ii:局長‘t宵水線明大分

県都濃本部.~通部長.平山紘ー大分労働11<11'1局長， 竹田措三

大分M員総合交通対策局長ちが統縛を述べた.

発刊された(3)鱒年記念誌J1:1.. A4A匝~ベージ. 本製

本・箱入り.

会福飽初の県支旬発足

大分県IJ.I;~繍道連絡也議会(漢二見会民 14怯j 低金問

組織の金凶縞祉サーピス絡会が10申10月に総司を得たことか

ら.11年3月初日に3祉を泊四え.大分除去郎としてスター 卜

した.

IjjJ礼.~Ilit対九州鎗提起止会

創耳却縄.揖賞金



踊岬の4・写E遊歩氏

タクシー乗務負担通研修会

県がタクシーの後遺研修会開く

大分県、大分県観光協会は.平成12年2月23岡、 Z'I府市亀

の井ホテルにおいて、初ての民みとして fタクシー乗務員按

渇サ}ピス研修会jを拠能し、大分・別府両市のタクシー事

業所から乗務員など約90晶が受議した.

線通サービス研修は‘県と県観光協会が、観光マインド醸

成運動的一綴としてホテルー旅館従業員、パス ・タクシ}義

務員を対象として実施したもの.

当日は、県鶴光協会の河野光宏噂務理事が主催者世代表し

てあいさつしたのも.タレントで、金閣のタクシーサービス

1':遣認のi!Iiい骨密遊歩氏が『日本列島 ・タクシー梁りある

記2とmして総績した.

なお‘l!l'13年2月6白にも別府制芸乃井パレヌにおいて、

再び背;¥'l氏を講師に研修会を実施.さらに14年2月28伺には

大分市東洋水テルでl∞屯を集め、りーノレド1Jップサッカー

を前に1204!oが受Z降、気避を高めた.

タクシー協会に改称

協会は、平成12年5月16日に削催した第18図通常総会で定

紋の改定を行い、名前‘を『大分県タク yー協会jに変更した。

骨かり鼻く、親しみ晶いものとなった.

このほか‘副会長の定員をl晶かもr2 4!0以上JIt変更し.

翌13年の総会において2名選任した.

また、 8月5日のタクシーの日から 『スタンプラ9-)を

""臨.5∞内事'1IIl侮にスタンプを押し、10僚を 1総と して応募

できるものとした.第l図では輔闘版行招待 (20:tJが諮問

を呼び約15万8.493通の応型事があった.

規制緩和スタート

『道路運送法及びタクシー業界適正化特別指償法の一部を

改正する法線型軽Jは平成12年d月21日衆綴院本会織におい

て続いて5月19日には容量出続本会議において.それぞれ殺

議院に担いては11項目.参議院に拍いては13項目の付帯決議



がついて可決され‘14竿2月 1日から纏付された.

2)11日付で九州運輸局長が『タクシー特IJI.属機地波Iと

して鮒産した地紙は1):のとおり{カ ッコ内は寧成12年度の実

車唱拍よぴ実働 1a 1車当たり営業収入).

依{山市 (40.6%.17.6131"1)、竹岡市 (42.9%.19.247円)、

大骨蝋 (~8.2%、 26. 19唱阿. j時附町.野梅原町は大分交通閣

に合まれており.今回の指定除外).向IB需品 (41.1%.16.37 

81司).

崎行~備に.附脅決援に墨づ曹 f大骨鳳タタシ}事業適正

化抱圃凶織会』の綾竃委員会が13年111128日.大分修道支局

会踊空白で側かれ設置要綱、委員等を決定.定式に発足した.

同協調'金は.タ夕、ンー業務のilliE化的揃i描に関十る方策坊

について自由時.検討を行い事織の発的.1[;悦化を闘るもの.

11'労・使が向ーのテープルに清いて稲L合う協曲者会は蘭

期的なもので.①タクシー事業活性化)]'Iff ②良質な運転者

の確保方債 @前j用者利便向上のための黛り絹11ftの聾錨・

11宮方策ー等の検討.臨援を行った.

な担.也会では.さきに大分担j府地区会回以外の事業者を

対級として『移動県タ協1を開催した.

1 fJ 16日{宇佐)、 21日(日111).22日(三tü. お~ (能{自}

のd会場で捌かれた会織には65名が参加‘改正道路逓送法施

lH:怖にして.緊急1PI~地騒の指定などに関心が高かった.

還行管患者鼠験

改定道路運送法の断jjこより遭行管理曹の常勤配置が義慈

づ吋られたことにより.14年3月3自に初の'lIff管理者筑騒

が余聞いっせいに行われた.

大分県では.51名が申却し.48~国が受検{受験串94.l%上

うち23晶が合桁 {合務串47.9%)した.

向島県タ臨金開催



安全迷転推進コンクール被表彰事業所 ([)

|年度l 橿持事高所

目別府観 光 吏 通 掛 |大舟タクシー脚

滝尾タクシ ー 掛 l捕編タクシ 宙 開
S5剖 l

畑 野 樟 原タクシ ー |みどりタタシー制怯約

四日市タクシ}柿

53 I :王子タ ク シ ー 帥

剖 |軌韓タクシ 一個

圏直 事 業 所

みな とタクシー冊 1玖鴎タクシ ー 耕

太分トキハタクシー欄 !j;'チ タクシー肺

肝揚憐型通冊 a富士タクシ ー 嗣

佐藤タクシ ー 剛 |宮全タクシ ー 制

鈴聾回東世間タクシー醐 Ij総A見タクシー刷

王子タクシー個 l阿聾タクシ 叩 制

蜘 aJ5タクシー I;大交タク シー間 |柵野総原タクシ ー la東み々とタクシー師551--'" "{A"  .."  1/"-""" ""1''''''''''''''''''''''' I 

臼持タタシー師
る61

ぽんちタクシー冊

目県都別府タクシー冊
57 

581中央タタシー崎{大別

1 !IIJ府眼光貫通醐
59 

制大 野 タタシ ー l山国タクシー脚

韓タクシー師 I!陸時第 } 費過柑 ft畦尾タクシ甲掛

胸中央タクシー {大野γみどりタクシー掛{大耐

火舟鎗場近眠タクシー欄 Ii車車種タクシー嗣|山香タクシー例

昏図タクシー

中措タクシー欄 |剛丸互タクシー

田111鋭光タタシ}柑

車味タクシ ー 欄 i駒野陣原タクシー

四日市タクシ一冊

曲 |車部別府タクシー欄 I'持歯菌液合向タクシー岡 |掛布院みなとタタシー醐 |みどりタクシー刷t大量}
|鼠 械 8 動車岡I I間甑貫通冊!竹田合同タタシー酬

61 1 ~---'~ ~'1 

将聾国軍合同タクシー制

62 !先タクシー刷惜t，)!l!刷みどりタタシ甲 状jf) ~ 臼柊タクシ 四 割 |王子 タクシー削

! I lぽんちタクシー冊

闘い同 担lI!Iタ クシー |宇佐火醐買通帥 |久大タクシー欄 |耶馬濃交通例

H完|はとタクシー脚 印船 I I先タクシー側悌久里)I 
2| 沌尾タクシ』冊 | 冊王量タクシ ー I Æ 子タ ク シ ー 糊 I ~ 宙タクシー刷

- ，佐 伯 タタシ 四 欄
リ

イサゴタクシ ー柑 11隊江タク，， - 側

富士タタシー欄

4 I ~J 府観光交通欄 | 樹九瓦タクシー ! 大分グクシー柑 i 光グタ γ一冊 III久島}
厳戒タクシ 叩 欄 1i高官タクシー胴

8優秀事幾所賞を呈貸した問問タクシーとみどりタクシー怖3



祭会運転推進コンクール被表彰事業所 (ll)

年度 惇 持 羽町 曜 所 優 良 篭 重 所

H5 
中央タクシー闘 は別 政韓タク、ンー脚 佐伯みなとタクシー開制佐量産タクシー

冊=車タク y 一院内タ ク γ ー制

6 
大舟亀の弁タタンー側 3震はとタ ク シ目 掛 制関車タクシ 時とタクシ欄 1B ffl) 

_..・-“
7 揮ー提通産量Itl伝俗世華麗 玖 時 タ ク γ ー開 滋南タクシ-f付(位制 大骨みなとタク ν}脚 l

8 
別府観光究遇制 調布腕みなとタタν・ー輯 終需回JI(合同タクシー醐 日間タクシー脚

揖毘タタシー欄

9 佐伯タク シ ー 闘 大舟亀の井タクシー側 清瀬タク γ}柵 庄 内タ タン日 制

10 佐伯タクシ ー醐 制双聾タタシ 甲 持揮関東合同タクシー醐 撞毘タクシー側

II 
大骨タタシ 冊 崎 野津原タ タシ 住帥みなとタタシ欄 構減タク シ ー刷

みどりククン】胸 {大骨} 先タクγ } 掛 {lllV，昆}

12 
中央タクシー附 {主的 悼とタクシ ー 脚 みどりタクシー欄t大前 清瀬タクシ-!I!!

制みどりタクシ-(克耕 欄臼闘観光タク シー

13 
制自回観光タクシー 補 績 貰 通 制 補績タクシ 四冊 制みどりタクシー

みどり第一貫通冊

14 
関門タクシー醐 はとタク シ 閥 (BeJ) 王子 タク シ 柵 制 み ど りタク シ

樹日倒観光タクシ目 掛捕タクシ ー 冊

15 
A 大タクシー欄 大骨悼とタクシー脚 オーケーはとタクシー欄 大明タ ク シ ー加

楠 瀬費通 冊

16 
情 瀬 空 通 冊 Ili大分ス守イルタタシ軸 宮全タクシ eω 

乳時 タ ク シ ー欄

17 
大 舟 自動 販交通醐 伺聾先タタ y叩 側 楠瀬タクシー冊 大究タクシ 筋》

冊野串原タクシ ー

18 
滝島タクシー闘 大吏タクシ ー 冊 中央タクシー欄 {大別 大卦はとタクシー脚

制丸 E タク ν一

19 
A 大 タ クシ 冊 大 空 タ ク シ 例? 中央タク シ嗣 {大豊} 別府はとタタシ I)t) 

約聾闘車合調タクν}柑 は と タク γ}側
ー骨4・・4・

20 
大分 トキハタクシー掛 大 空 タ ク シ ー 柵 大分 自動 車空通欄 大明タクシー開

欄 野 島原タ クシー

a優秀$葉商賞を畳賞したt根尾タクンーと大~タクシー〈初



第 3 • 地 域 と 共 に

• Ot経あいさ4をする
百覧会Sをと卦輔副会長

六代 ・漢会長を選任

平成13寧5月17日附似のW19図通常総会でお崎様車島会長は

辞任、第六代会長に模ヱiRiiYJ会長が就i壬した.

泌会長11、昭和62'1'に岳父がオーナーを努める大分タク

シーに入り.初めてタクν一帯梁IC手を染めた.業界E置はlJt

いが心配りとフットワークの良さで大分県業界のトップに推

された.

立お 二人制となった副会長には太田光帝氏(野総タク

シ一社長)と梅野周子氏(東はとタクシ一社長}が選任され

た.

キリンカップで全国初の定額運賃

被会長が最初に手がけた事業が平成13年7月4日関継のキ

リンカップでの定鱗運賃の設定である. 1日のみの州側で

あったが.全国初の試みである大線総壮イベント会場への段

寄り釈からの定鰯運賃は分かり晶い運賃として利用者から虫干

E平で.警察当局からも支持さtもた.

この成果は.同年10月26日付の国土交通省自動車交通局長

の『タクシF 事裁の選賛..f;地の銘可の処理費方針Jで明文化

された.

W杯輸送も定額で大きな成果

ワール ドカップ大分会場での試合は.平成14年6月10日‘

13日.16自の3日間、ピッグアイで無戦を展開.

大分市内の法人タクシー23社、個人タクシー66事業者は

定額運賃を綾定 (5月24日付認可)して対応した.

この定額運賃(通常時より 7.4%ないし13%根度割安}利



期は3闘間合計3.362回、7.6曲人に且ぴ.タクシー利用者合

計15.3輔人的約単数が『定額運賃』を渇訳した.

ζれは常晴フラワーフェスタam，イベントに際しての定書画

iI鍵タクシー利用者が僅か39闘.103人であ。たのに比ベると

“耐期的な成果"といえる.

引続きビッグアイヘ定畿運賃

k舟.11タクシー協会加!t)社及v1働時旭区タクシー協会加

盟3紘鐘ぴに個人タクシ--674!.から'"論されていたピッグア

イにおける大分ト日エータのJ1会式織に鴎わる定額運賃重量

定陪平成15年3月12日付で九州連働局長から認可された.

ピァグ7イでのザァカ}観戦客，、の定額灘貨は、漢に13年

の~リンカップ， 14年のワールドカップで肺殿前み.絶元ト

ロェータが志願のJ1弁格をよ眠たしたことから3月から実篤

した.

今闘は.Aコース(大分駅~ピフグアイ)2.1∞円.8コー

ス(lIf;嫌..-ピッグTイ)1，100円.C:>ース{ダイヤモンド

フ"， 9ー最楊~ピッグアイ)2.1ω円.0:>ース{ホーパー泰

緬~ピッグアイ)2，4∞円置いず札も'J、~車=で設定.障害者

割引も渇川J.

J 1の公式戦は関西以西では.大分トリ=ータのみで.地

元サボーターはじめ多くの観客が干唱されており、道路混雑

に治噛巾ちす官賞が一定の定額申lは剰JItl，x'にと。てメリット

が):~ <.好評だった.

また.県外客のλり込み噂に対処し.大舟市内的法人タク

シ-23t土からゆ摘され，ていた観光ルート思慮貨は.平成時停

5月7日付で溜可.a日に大分遅婚主局において認可書の交

付式が行われた.

大分市での観光ルートsIJi!I!nの紋匙は初めて.

2ース.所東時間、小型車i耳貨は欲的とおり.

①大分観光=お卦.5，7∞伺

(z):分lJIJ府担光=175舟.12日却問

~向持観光=耳障分.23.&XI何

トl'.:ユータJI・Rの
電車車置畠可瓦

ルー ト酬a・1111司1f交付弐

町.

にSわうピフグγイ圃の象。.



嘩耳轟布院観光=339分‘30.必O円

@!入住観光=433卦.判.0∞円

乗合ヲヲシーによる量合事章者(8祉) ケア愉送への取り組み

自拍体 司広重達者名 迎行開蛤

大分自動車交通欄 H16. 6. 1 

ll!子大舟合同タクシー絹 3・

海底タクシー欄 >> 

大分憾とタクシー剛 >> 
大分布

オークーはとタタ伊-IIl >> 

大分タクシー欄 ' 
幅野樟原タクシ目 H17. 6. 1 

曹-)トj，-11?Hぬ >> 

コミュニ子ィパス、量古書ヲシー

による鏡台事章者(20社)

自拍体 宅修費増常 41 運行間持

院内タク y 四冊 H18. 7. 31 

学位市楠瀬タク ンー糊 2・

中陣太陽交通冊 H20. 4. I 

終築市 山香タクシー欄 H18.叩 l

率性e宮タクシ』柵 日時.10.1 

豊能健タ クシ ー柵 a・

高田市 昔由タクシー{陸線事実) >> 

中樟:1<:崎空通帽 H20. 4. 1 

久大タ夕、ン 側 HI9.12. 1 

第 “ 世通欄 " 
由柑IfJ庄内タクシー冊 • 

みなとタクシー醐 z・

冊野陣原タクシー >> 

耶鵬 揖貫通附 H20. 4. 1 

キ11シティタクシー総 >> 

'*'油市 制タ9スタルタクシー a瞳

中串太陽貫通側 N 

郷一交通欄 " 
臼持タクシ戸棚 H20. 4. 1 

臼将司阪 時揖タクシー師 3・

富士タク μ』醐 " 
H21.10. 1 

紙札且ml，A;タクン ー 掛 " 

タクシー事業従事者{三種免併取得者)を主十象とした九州

で初めての Iケア輸送従酔省研修jの集合研修が、平成14年

11月初日から12月2日まで.大分市で聞かれた.

ケア給送従事者研修は、金悶乗用自動車連合会、全国悔祉

総送サーピス協会、シルパーサーrス協会が実線主体とな

り、高断:者や鴎省者にやさしいタクシーを目ざして福祉とケ

ア給送の畑織と実務を学ぶもの.

集合研修には.既に通信教育(レポート提出3回を含む)

で.広範な憾祉とケア働送に対する高島礎知織を漕得した45.名

が参加した.

初日は、闘1lI1ι先立つて大分県タクシー協会の小野綾ー総

務委員長、全国福祉鯖送サーピス協会の小椋克己噂務理事が

あいさつ.:tYェンテーションののち3日間24時聞にわたる

研修に入った.

研修は初日と 3日目が大母娘交通会館、 2日目は大分稽の

ダイヤモンドフェローを会場として.ケア輸送サービスにお

ける被害・按過.車いすの乗車体験、介鑓技術などについて、

看纏師、保健師、理学療法士、作業療法士、介E華街也士、障

害者間体代表記どが簿舗となって実施された.

受縁者には実施主体3凶体連名の研修修了:Æ~~}kぴ研修修

了者が乗務する車両11こ袋示するためのステッカーが交付され

る.

大分での研修は平成15年、平成17年にも行われ.地方都

市では員貴重品の附催となった。

乗合タクシ一

高齢化社会を迎えて、自治体では新しい福祉サーピスとし

て.移動手般の確保1::散り組んでいる.

大骨市では‘平成同年6月 1日から70議以上の高齢者に対



Lて1侃IPI玉l簡でパスを利用できるワンヨインパス事業を

始めるとともに.民合タタシ}による『ゐ、れあいタクシー』

を~タートした.

これは.rUが定めた対象地緩から島寄りのパス停までの問

者タクシーを乗り合せて移動するもの.迎 1-2往復の運行

で H田町利1ft料命は宜抽円.不足分はil1で負倒する.

ニのほか.71tJ20誌がコミ，.'"ティパス.集合タクシーを

運行中.

県警と安全活動で覚書鋼印

大骨照タクシー協会は.平成15年5月14白.大舟県庁にお

いて.大分胤9寮本郁(柴悶健本部畏}と地峨安全活動に聞

ずる覚曹轡に刻印.犯捧や災待帯から胤民唱と守るため.拘互

に協力する体制をスタートさせた.

調印式では.柴回本部長、漢会置が覚書二過にそれぞれ」署

名のあと.集岡本部長が『全国的には犯罪t1llt増している.

大毎illみたいにならないよう.協力しτ耳目念・貨心の街づく

りi'l..~いJ. 漢会費も『こども連絡車r:. 全国に先が吋て

金風で取り組んだ.この君却を製織にさらに県民の安全安心

のため役立ちたいJと述ベた.

大分限タクシー協会では昭和52't1.r大分間もタクシー紡狸

脇会迎合会J~結成しており、犯人逮捕への協力.人命教助

fUtなどに敏喜〈の実績をもっているが.唱fC;とのIsカ隣保

全明文化したのは.今回が初めて.

ナイトタクシ一発車

I∞Hドルの夜景を貸切タクシーでクルージングする凶ZOt

府八楊・ナイトタクシー"が、別府市タタγー協会(三ヶ尻

疋友会長}加盟の法人タクシー 9祉のJ~問命制で。平成17年

7H26H~ ター ト した.

sIJJII，1i餓館かテル組合連合会の検健"符て実施するもの

で.続舗ホテル140庭設.5.000客室に配備されたチラシによ

り.依綱のあ。たホテル.旅館から指定のョースを回り.出

ふれ"いタタシ』

. ~・・・
'健

-量破唱皆色紙酎1:111する1t1障に調布

ナイトタクシー-#)ららし



HOTEL 園匿E
議t貧する，健闘関長補佐

発施設まで送るもの.

夏場は納涼として、毒事は空気が税むため.いちだんと挑

皇置が良くなり、写真織影や時行11:も好i乱

需要B泌 I哨むタクシー業界の宛上げ地方"のみならず。観

光sll府の浮器の起爆高lとして大いに期待されている.

コースは.Mj島けむりスカイラインコース(湯の花ノl、屋~

十文字高原J.sシティベイサイ ドコ}ス{グローバルタ

ワー~困の鴻会憾〉が骨l時間小聾 (441まで)利用で溜

貨は3.560円.

Cスベシセノレナイトヨースは、 A.Bいず日れかに。民鉄資

料館(お)E館}、大観山湯けむり展1i'l台を追加.小型車j周で

1.120門.

いずれも 入場料等は利用者負担.

運行は、通年行われるが.グローパルタワーの夜間営業

は‘ 3-11月のみで時間は午後9時まで.

小型のほか、中型 (5名まで)、ジャンポ (9名まで}の

事十金設定もあるが.いずれも貸切運賃のため.深草F剖湘は適

用されないので安心して利用できる.

本省菜園課長補佐招き続演会

協会は‘平成17年9月26目、大舟市の大分東洋ホテルにお

いて、国土交通省自動車交通局蹴客線の察関(現姓岡野}

ま喜子総括補修をm鮒に招いてfタクシ一行政の最近の動向

と今後の方向性についてJi1績を受付るとともに、時車線者と

の質疑応答を行った.

地方の単一m舎の催しとしては築例であり.九州他県から

の出席もあり、盛りあがりを見せた.

業開補佐は.タクシーを巡る現状について傾税するととも

に、『魅カあるタクシ一本総のあり方研究会Jrセダン特区に

関する構造改車庫特区評価型車員会JrNPO等のボランティア

有償運送検討小委員会J在どの開催観察を説明した.

質疑では、熱務員の給与が般賃制に狐触するほどの地方に

おけるタクシー事業の状況を論点とする意見が多かった.



望ましいタクシーの将来像

交通政策草野誠陸上交通分科会自動車交通部会のIタクシー

サービスの将来ピヅョン小型忠良会jは.18年7月7日 『総合

生活移動産業への転機を目指して』と題する報告書を発表し

た.

'1嘆員会は平成17年10月以降タクシ一司嘆の実態と班而

する隷題について型車砲を行うとともに、①輸送の安全と利用

者利便の磁保向上策②多織なサーピスK対応した運賃の

あり方③溜転者の質の破保・向上などについて検討、報告

書をとりまとめたもの.

この中で『今後の盟主しいタクシーの将来像Jとして、『公

共性の高い総合生活移動磁撲への転換J"提言.

公共交通織朗であるタクシーサービスとして、③移動制約

者の移動手段②生活禽務型生活文媛サービス ③日本の

飯 ・地域的車両 ④地級社会の安全・安心の賞猷ーをあげ、こ

のような多面的サーピスを穣銭的に縫供することで、需誕者

獲得し、利用者満足の向上を図ることが、タクシ自の活性化

と発肢には不可欠であるーとしている.

チケットー本化

大分県内でタ夕、ン』乗車チケッ トを運営する5つの鰍客自

動車事染協同飽合が、 15年10月発行分から一本化し、全面的

iこ共通化する。金闘でも初めてのケーヌとして注目される.

'"加するのは別府市旅客自動車事型車協同組合l三ク尻政友

週事長、以下地区掲のみ)鶴崎地区(瓶本也男組事長)、大

事業協同組合股立状況

組 令 名 股宜認可伊丹日 組{設合立員時数} 

別府市餓客 自動車$築協同組合 聞事国調停9月30臼 1 9 (l0) 

鶴暗地区崎容自動車事量協同組合 昭和44年 7JlI8日 5 ( 5) 

大分市脂容自動車$葉協同組合 昭和44繕10月69 20 (13) 

鰻肥地区臨書自動車本車協同組合 lJ'感5年 l}j4 9 9 ( 9) 

I'i¥街地区時客自動量艇事量協同組合 ぎf.暁6年12月9日 9 ( 4) 

県下共通チグフト

{平成22年214現撚〉

理事量{般立時)

山口 巧{掛畠 捜)

稲本忠男{山中晴生}

t臨 エ 葺{怯温新平}

栴 E軍情ゑ{あ惜牒士}

一一龍雄 忠{ 銅



大分家醐で然倒タクシーがお省迎え

111織する高僑鞍樋

骨i1i(湊ヱ美理事長).J煙車E地区(衛iII糟ホ珂曹長上県南地

区(後ili忠理事長}・紋削n.>>')和liは仰がItl出区、臼知地区

は県南一円をjJパーしている.これにより、開閉 ・玖味地区

を除くとほとんどの底入タタ・〉ーで共通fケットが利用でき

る.従来も共同利用1でeるものだ。たが.利用膏.新人乗務

員への徹底が不十骨だ。た.

6月から全国初の全県紫煙化

大骨思タタシー悔舎は.】B年4月から続優タクシーの導入

を進めてきたが.19牢6月 3日から日関.11.，豊後高田市‘玖

成珊;の3 .1!!!区が郷土E化されることから升W~策絡を実現した.

都道府県単位での鱗題化低金闘で初めての伏単である.

大分県下町鋪婚化は.18年411.大分市.中停市.B;持市.

樟久見市.竹岡市..Ilt聖火野市.聞東市.遮見廊を皮切りに

実篤.その後.18埠7月から$11府市.9 JIから佐伯市.自噴1

I軒、また四年4)'127白から宇佐市でも誕地されていた.個人

タクシーも.x分.B'l耳rjr.j市町法人と歩測を合わせて実婚し

ていた.

また.大量県タタシー泉界の車内紫煙に対する先進的な取

りJIlみは全国的にも宵4固となっているが.3月7a.東北管

区行政評価局の行政llll品'n'2名が、大分者肪れた.

闘管内の嵐島付政lf価事務所tこf部山駅のタクシー乗り織

で.運転者が単向で喫煙している車両に当り.不快な患いを

した.祭霊重化を制極的に促進して欲しい』との欄絞が寄せら

れたことから大分県の取り組み状況と経過を観察したもの.

なお、平成19革6月'1:1自には。大分県交通会館において

『禁煙タクシー1申FIを迎えての掛布賞金J企開催、高繍総子

覇軍良女子大学続.ft慢{日本紫煙科学金会長)t'簿演した.

全国のトップを切り本遺賃改定

平成7年6月以来.8'J12年ぶりに大分胤1'1全域のタクシー

運賃が.19'年4月初白付で認可のうえ.'1:1白から実臆された.

畏野県A-BJ島区とともに念図的トップ企切っての改定で



あった.

タクシー運賃の改定は前回改定の平成7年までほぼ2年か

ら2年半のローテーションで行われて宮た.しかし.経営面

では平成3年記哲袋駅入がピークとなったものの.走行距

離、輸送人民とも減少の一途を辿ってきた.

モ}タHぜイションや少子I:S齢化が進む中、中小地方都市

に却吋る公務員の飲持基機会が減少するような事件もあり、夜

間の常療の減退IC加え、運転代行やNPQ怯人による有償運

送にも浸食されている.

ここ 10年以上は、デフレスパイラルや規制緩和政策によ

り、 f餓上げJの声も口に削来ない状況が続き、合庖化や新

分野の倒拓などの自助努力も限界を迎えていた.追い打ちを

かげるように発生した燃斜鋪絡の寓鱗には、鴎土焚通省の理

解も得られ‘運賃改定的気速はー気に高まった.

大分県では。規制緩和に伴う新規参入がないうえ.既存事

策事ーが憎車に走ることもなく 協議体制がとれていたこと

が、結続的に金図初の改定を得られることになった.

丸刈遂事前局1;1:.労嘩b条件の改銀状況について自志的な公表

を求めていたが、協会加入のお祉の平成19年5-11月の6抱

月側について、改定的の平成18年5月~11月までの実績と対

比したもので.平均繍収串は2.1%.定時制乗務員絡を除く

一般理転者I人事均の給与月額は8.8ω問7';1プ、上昇率は

5.0%。

在任31年、中崎専務理事が退任

平成19年5月14日の第2暗宙通常総会では、31年間にわたっ

て協会の琢務理事をつとめた中崎定氏が渇任した.

中崎氏は昭和35年2月.前身である大分県集合貸切自動

車協会に入り、 パス タクシー阿部門の分離に当たっては.

根立して発足した大分県乗用旅客自動車協会事務局長、51年

5月.専務理事に般任タクシ一事業の発展とともに歩いて

きた.

この問、初('t.有1&，岩康氏、 ニ代謝巌緩氏、王代岩崎

駅前乗り場に拠出さ品た看11<

迫仮した中崎正氏



，--ー、、今
9タ術開会醐他民10圃毘念式典

OITA TO可 1HOTEL 

橋被する仰空軍事修正

決植する膨関根長

二郎氏.四代・布伝染氏、玉代ー縫崎和雄氏現おのjj!二美

氏と.s!代会長の信頒を得て、話録した.

噂務農事として31年.公益法人としては例聖児ない畳期に

わたるn:任で.昭和57俸の祉関法人化.59年l賓の繕貨タク

シー問題、早成14年の規制緩和問題など.事くの鰻Jljについ

て時の会長を繍佐t...業9干の運営を支えた.

在駿中、運賃改定には14自主時わり 19年4月に会闘のトッ

プを切って実説した運賃改定が、退任に花を添えた.

タク研が例会開催5∞回
協会の支llill!織である大分県タクシー経営研究会が昭和

39年3月.r大分県ハイタク中堅経営者研究会Jとして発足

以来、平成19年11月で例会開催5∞回を迎え、11月14問、大分

東洋ホテルにおいて記念総演会、式典及び祝賀会を催したe

記念式典では、大島民伊勢夫九州運輸局長からの峨鮒状が鱒

られ.岩織恭司会長が矢野忠大分運輸支局長から停受した.

記念講演では‘4田岡崎昔、でも誘績をつとめた1!;gg遊生島氏が

『日本列島タクシ}乗り歩る記-2(ふたたび)Jと週t...ま

た、闘土交通省自動車交通局旅客課長田綾田耕三氏{大分舞

鎗高校出身)が fタクシー業界の1虫駆1と趨し‘それぞれ熱

弁をふるった‘

会纏協総会を開催

大骨県タクシー経営研究会の総会I制催仰自記念式典の翌

日である平成19年11月15日.全国福祉愉送サーピス協会(闘

停一会長)の総合、事業者研修舎が大分市大分全日空ホテ

ルで附催さt私全国から6O~品が参加した.

研修会で1;.鼠土交通省自動車交通局の議問耕三旅客怒長

が f繕枇輸送行政の現状とこれから』 と題してお被した.

金補協が縦割法人化された平成10年以降の大骨での開僚

は、平成11都に続いて2lJt目.

な布、波大分県支部長は平成17年から刷会長を務めていた

が、平成21年6月 17日附俗的理事会で会長I~就任している.



東京都から視察

東京乗用旅客自動車協会武凝野支榔の小宅事支部長ら1&名

が.19年10月2日.大分県を肪ね‘大分県タクシー協会の話題

ヱ英会長らと情報交換を行った.

大分県タタシ}業界は他県にさきがけて運賃改定や禁煙タ

クシーをスター トさせるなど.会債の熱い注目幸裕びてお

り.今回の観察となったもの.

各地で観光ルート}.lIJ運賃

利用者のニーズに応える鰻光Fいm・卜"'JA'貨の設定が県下帯

地で進んでいる.平成2年の別府市、 6年の湯布院地区な

ど、塊布も日空定中の地区、 ヨースは次のとお~. (大分布は

>>'J総)

マ竹岡市n士=竹岡市内線光コ』ス{平成I~仔 11月 19日認

可) マ中樟太郎交通=尚縁.>>'1府市など9::1ース{平成18

年2月17日総可) マ日岡市H土=小鹿間焼観光{平成19年

8月23日認可) マ天海地区2位=実婚温泉オプションプラ

ン(平成19年11月12日認可} 守臼杵婚区2社=臼枠史跡め

ぐり 1・2(平成19年9月27日総可} マ杵築市2社=杵築

被下町散策(平成19年11月22日l!l可〉 マ矢継地区2祉=

ローズガーヂY.九，.f!拶吊大橋など11::1ース(平成初年9月

30日:8可}

ローソンと防犯で協力

ヨンピ=ヱンスストア大手『ローソンJl大分県内に1I9!li

飾)が各庖舗の駐車場のー郷を大分県タクシー協会 (85社、

約2，5ω古}に1ft供し、場械の防犯カ向上や犯罪の抑止に役

立てる fコンピニ防犯タクシー協働事業J1と取り組むζ とと

社り、平成20年3月2暗目、大骨県庁で防犯協定の純綿式が行

われた.

協定によると."ーソンは可能な範闘で駐車スペースをタ

クシー会祉に録供し、タクシーの乗員員は駐車中に不織な人

物や車両を発見した場合.すみやかに讐察に通報するもの.

東蹴脇武威野交仰との突楠

点 :zH試 l

ーι
ヨンピユ肪現タグノー
協自院本省走路島li!'線総武



タタシ】聞係者おもてなし研修会

韓首賞する谷口理長

タクシ』会社にとっては買い物客等の新たな利用が見込

めるし、ローソンにとっては強盗などの犯罪が多発する深夜

から未明にかけて.紡犯カの向上につながるやj点がある.

2巡目国体成功へ協力

2巡回となる第63回国民体官大会(20年9月'r1日-10月7

s)及ぴ第8@念国障害者スポーツ大会 (10月日開-10月1

3日}が、大舟県下で開催されることから.協会1':1:金悶初め

てのケースとして輸送部門1ζ正式に参加するとともに、fお

もてなしj の研修I~努めた.

まず、 19年12月 5日開催の第5図事員信者大会で、大分県企

商品員興都の谷口礼史総合交通対熊線畢がf悶体障スポを実

機とした fおもてなし』向上についてJ とi'lil-~した. こ

の中で谷口議長は、『釆童書員の fおもてなしjの鍵は.、会祉

のトップリ』ダーの指導力である』と指摘した.

続いて.担:団法人ツーリズムおおいた(桑野卯泉会長}が.

2月22日の大分会場を皮切りに f交通却もてなし研修会』

を、パス ・タクシー会祉の車内教青担当者、運行管理望者、来

務員などを対象に県下3会場で開催.別府会場は26日.字佐

会場は28日.

さらに‘大分市との共催で9月1日と 2日の両日、大分市

の大骨文化会taJiiニホールにおいて『タクシ一関係者おもて

なし研修会』を開保した.

2日間とも。会場は受講生で獲め尽くされるほどで、協会

事務局によると。初日は約130人.2日目は約120人と.2日

間で約250人が受標した.

稗締は、前記の谷口課長と大分国体おもてなし大使・吉田

寛氏.

解雇非正規労働者へ支嬢の手

初年末から製造識を恥むとした非正規労働者の大法解療が

深刻な問題となっているが、解雇された労働者に対しタタ



シ一員世界が属用を始め、大規艇な支援を行っている.

協会では、会負担祉で乗務闘を中心に正也員の募集を発表

した.

内容は、乗務員が31枇、 667人へルパーが5社、 22人配

車係が3社、 2人プラス若干名.

タクシー特措法成立

供給過剰やドライバーの労働条件悪化など.タクシー業界

が抱える諸問題に対応するためのf特定地嫌にお付る一般桑

剤旅客自動砿運送司擦の適正化及びf活性化に関する特即路盤

法J(タクシー適正化ー情性化闘が平成21年6月19由、参

議院本会議で可決さ札、成立した.

供給過剰問題A の対策として、地織協畿会などの判断で複

数事難者が連携してタクシー車飼を減らしたり、事業E費波、

合併などによる業界再舗を集中的に実施できるようにするほ

か.問題が深刻な地域ではタ夕、Jー車両の瑚加を規則できる

ようにする.$行は10月1白から。

協会では、 11月9日、大分別府の事業者を対象に飽例会

を開催した.

閣僚にあたって演会長は『われわれが、いかに生かしてい

くかがカギ.協童書会を通じて、利用者を婚やしていきたいj

と述ベ、来賓の安郁仲久大分運織支局長も『近く法定協議会

が設笛されるが、lE:否は事業者の行動いかんに係っているJ

と挨拶した.

ついで‘大分速給支局の須藤正智首餅運輸企厨専門官弘

法律の既製と行政処分基準改正、選賃料金の認可Ic係わる新

たな制度等について説明.質疑応答もあった.

特定地繊協諸会立ちあげ

1I月27目、大分市ヨンパルホ}ルで行われた大骨市.~J府

市タクシー特定地犠協議会の合同積立協議会では、タクシー

適正化・活性化法の綴製協議会設立の目的を事務局から:JI，

明ののち、自量償要績を承認した.

タクシ}特権法眼例会

大分市 .Jl'1岡市タグシー伶定絶舗
総鶏会合同l~立協調会



大分市 ・別府市

??シー特定地蟻協議会織成員

(敏lII<時}

ついで、各特定地域ごとに委員を紹介、会長に安部大分週

間的支局置を選任した.

続いて聞かれた第 1凶大分市・s1l府市タクシー特定地域協

議会では、官E弘安部会長{支局長}が次のとおり検拶した.

『タクシーは、地綬の輸送を栂う露更な公共交通機関であ

るが‘近年、業界をとりまく環況は厳しい.そのため供給過

剰がjJ;み、労働条件は思化し、橋聖書が見込める市務地内町集

中による交通R織や返距附憾に対する敬遠など接客サ-1::'

スの低下を窓越している.こうした公共交通機関と しての機

能を十分に発郷していない地域を改善するため、特締法，!-f!が

立法化され.10月からbU行された.特捨法は、供給渇剰なグ

クシー車両教の見直しゃ交通渋滞、運伝者の労働条件簿の改

欝を図り、事業を活性化することにより、利用者に『安全

安心jなタクシーの輸送サーピスを陪供する.この協議会で

は、大分別府岡市のタクシ一事業に関する基本的な方向性を

示すとともに、タクシ}のi!iE化筒性化にF会Ht総合的な取

り組みについて協議をする.J

電車事は.事務局からタクシ一事撲の現状.タクシー特繍訟

施符IC伴う各穏措置、九州運輸局長が示した適正車問数の目

(0)比 大卦市のみ.(8)品別府市のみ. 安.地減計画の基本的な考え方及び定める事項について旋朋

があった.

このあと、質疑応容があり、最後にtIl大舟県タクシー協会

長が 『今後の協議会では、タクシ}車問の供。給過剰のi~が出

るだろうが、事費障者ーは、台数を減らすことには非常に抵抗が

ある.活性化では、品エパーサルタクシーによる流し、県境

を鵡えたタクシ』チケットの共通{ヒ.絢置の繁議街からの乗

合タクシー運行なども考えられるJと述べた.

今後的協儀会の鱒他は、部会等により作業在進めた後、第

2回抱織協E世会で地峨計商の骨干案者示し検討・協様、第3

創で具体策について検討・協議のうえ.年度内に策定する.
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