
タクシー事業者の様々な取り組み事例

国土交通省自動車交通局



・社長は大手法人タクシー事業者の運転者
・従来型のタクシー事業の経営方針に疑問を感じ、同僚10人で協力し、平成15年10両で事業開始
・その後、質の高いサービスを売り物として新たな需要を拡大し、現在101両で営業

・社内研修を重視し、必須マニュアルによる接客の徹底
・優秀な乗務員の走行パターンをＧＰＳにより把握し、その情報を乗務員教育に活用

→ 駅、繁華街等における「付け待ち」は基本的に行わない
・売上ではなくサービスに関する評価によるＳＣ（スペース・コンシェルジェ）制度を設け、

ＳＣ手当を支給 → 運転者にインセンティブを与えている
・事業者自らが需要の掘り起こしに努め、営業努力を怠らない

（接客態度）
・予約車は、運転者が手でドアを開閉
・待機中に新聞を読んだり、シートを倒すことは厳禁

（車両・装備）
・車両は、黒塗りの高級車（ゼロクラウン）を使用
・車内に無料で使える携帯電話の充電器を装備

（その他サービス）
・外国人観光客対象に携帯電話による無料通訳サービス
・迎車回送料金、待料金、時間指定予約料金は設定しない

規制緩和後参入し、質の高いサービスを提供している事業者①（ハロー・トーキョー㈱）

事業開始までの経緯

サービス内容

社内教育等

1



運転者の賃金低下につながる低価格競争ではなく、あくまで良質のサービス競争をすべき。

規制緩和後参入し、質の高いサービスを提供している事業者②（（株）トマト交通）

全乗務員に守ってもらう「６つの約束」

「挨拶６唱」を用いた「気配り」

安全第一・安心・丁寧な運転

乗降時ドアサービス 手持ち荷物の運搬

雨の日の傘サポート 路地奥の玄関先まで輸送
「ご高齢・身体の不自由な方」

へのお手伝い

玄関内に入るまでの見送り
急ぎの場合の抜け道走行

（安全第一）

①制服・制帽の正しい着用①制服・制帽の正しい着用

②駐停車違反をしての客待ち禁止②駐停車違反をしての客待ち禁止

利用者から選ばれるタクシー会社利用者から選ばれるタクシー会社利用者から選ばれるタクシー会社利用者から選ばれるタクシー会社

③運賃の勝手な割引禁止③運賃の勝手な割引禁止

④出勤、退勤、出庫、帰庫時の挨拶の徹底④出勤、退勤、出庫、帰庫時の挨拶の徹底

⑤出庫・帰庫時間の厳守⑤出庫・帰庫時間の厳守

⑥乗車中の喫煙・肘掛け運転禁止⑥乗車中の喫煙・肘掛け運転禁止

全乗務員に守ってもらう「６つの約束」

①おはようございます。お待たせしました。どうぞ。①おはようございます。お待たせしました。どうぞ。

②ドアを閉めます。足元宜しいですか。②ドアを閉めます。足元宜しいですか。

③トマト交通の○○です。宜しくお願いします。③トマト交通の○○です。宜しくお願いします。

④どちらまで参りますか。かしこまりました。④どちらまで参りますか。かしこまりました。

⑤どちらから参りますか。かしこまりました。⑤どちらから参りますか。かしこまりました。

⑥またのご乗車お待ちしております。⑥またのご乗車お待ちしております。

提供する三大商品

【経営理念】

気配り＆思いやり９つの行動
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ＩＴシステムを活用したサービスを行っている事業者（神奈中ハイヤー㈱）

利用者の利便性を高めるため、ＩＴシステムを活用したサービスを提供

・ＧＰＳにより車両の走行位置をリアルタイムに把握
・配車場所までの道路の混雑状況などを勘案し、最も早く目的地に

到着できる車両を検索

ＧＰＳ自動車配車システム

ＩＣカード（ココデカード）

・利用者がＩＣカードを公衆電話に挿入すると、自動的に
営業所へ電話し、その電話の位置を通知

・また、ＩＣカードをタクシーの端末にかざすことにより、
顧客の住所情報が自動的にカーナビに掲載されるシステム

携帯決済（クイックペイサービス）

車内の読み取り機に携帯端末を
かざすことで運賃の支払いを行
うするシステム
（１秒で決裁可能）

〈運賃支払時間を短縮〉

〈行き先等を自動的に通知〉

〈配車時間を短縮〉

ハローキティタクシー

・ハローキティの図柄でラッピングした車両
・ドライバーは全員女性
・チャイルドシート装備
・全車禁煙。
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利用者の緊急要請に対応したサービス(あんしんネットワーク)を行っている事業者

受信専用PHSを身に付けることにより、家
族からの依頼があった場合、指令センターに
て居場所を確認し、警備車両が急行して保護
するサービス。

徘徊・迷子探索サービス（みつけたくん） ホームセキュリティーサービス（まもるくん）

ご家庭に設置されたホームユニットの緊急
ボタンを押すことにより、通報を受けた指令
センターから会員様宅に最も近い警備車両を
配車するサービス。

携帯セキュリティーサービス（どこでもかけつけくん）

GPS機能を搭載した携帯電話のGPSボタンをワンプッ

シュすることにより、最寄りの指令センターに居場所を通
知し利用者の元にタクシーが駆けつけるサービス。

（つばめタクシーグループ）
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利用者がタクシー会社を選択できる環境整備に努めている事業者（日本交通㈱）

〈 自社専用タクシー乗り場 〉

・都内１０カ所に自社専用の乗り場等を設置し、タクシーを乗り場に常駐させるための配車管理を徹底
・車両を色分けし（黒／黄）、黒塗りタクシーには、優良な乗務員による接客サービスを提供

⑩ヨコソーレインボータワー
（Ｈ１８.２.１３開業）

※無料手配専用電話機の設置

②銀座営業所
（Ｈ１４.４.１６開業）

日本交通㈱銀座営業所内

①愛宕グリーンヒルズ
（Ｈ１３.１０.１１開業）

「愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩ
タワー」１Ｆ

③品川インターシティ
（Ｈ１４.１０.１開業）

品川駅前「品川インターシティ」
南港口駅前 Ｂ棟１Ｆ

④六本木ヒルズ
（Ｈ１５.４.２５開業）

六本木ヒルズ森タワー南
エレベーター１Ｆ正面

⑤泉ガーデンタワー
（Ｈ１５.１２.１開業）

六本木「泉ガーデンタワー」
４Ｆ正面玄関前

⑥汐留住友ビル
（Ｈ１６.１１.１開業）

「シオサイト」汐留駅前
ホテルヴィラフォンテーヌ
１Ｆ正面玄関前

⑦ロイヤルパークホテル汐留
（Ｈ１７.３.１開業）

ロイヤルパークホテル
１Ｆ正面前

⑧東京汐留ビル
（Ｈ１７.６.２０開業）

コンラッド東京隣接

⑨セルリアンタワー東急ホテル
正面玄関

（Ｈ１６.１１.１開業）

★ ニューヨークではリムジン等のＦＨＶサービスは利用者が事
前予約をして市外から配車する必要があるが、これは、都心
部において予約無しに同様の高いサービスを利用者が選択で
きる優れたシステム

5



災害、犯罪防止対策に取り組んでいる事業者（宮城県タクシー協会）

地域の放送局と連携し、レポーター研修を受けた乗務員によるタクシーが防災レポート車として地
域の災害発生状況を通報 （平成８年７月から実施）

災害情報ネットワーク

Ｓ．Ｏ．Ｓ．防犯タクシー

児童が不審者に声をかけられたり、追いかけ
られた場合、通りがかりのタクシー車両に合図
をすると、乗務員が無線を利用し、警察等へ連
絡の上、指定の場所まで児童を輸送

（平成１６年度から実施）
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高齢者等の需要に対応した様々な運賃を導入している事業者（㈲三ヶ森タクシー）

・自宅～会社などの決まった区間を何回も利用する場合にお得な定期乗車券（何回でも利用可）
１ヶ月の定期代＝区間運賃×２０日×２
（１ヶ月３０日往復運賃の約３割引（学割定期券は４割引））

タクシー定期券

高齢者フリーパス券

・予め希望した運賃の範囲で、何処でも、何回でも自由に利用できる乗車券
１ヶ月の運賃＝○○円（希望運賃）×２４日×２
（１ヶ月３０日往復運賃の２割引）

通院、買い物など、日常の足として頻繁に
タクシーを利用する場合にお得

のりのり１００・１５０

【のりのり１００】
・あらかじめ月額基本料金（10,000円）を申し込んだ場合、当月の利用運賃の１０％を割り引く

（例）当月の利用運賃が１３，０００円だった場合
割引後の運賃は １３，０００×０．９＝１１，７００円

【のりのり１５０】
・同様に月額基本料金（15,000円）を申し込んだ場合は１５％割引

〈携帯電話にヒントを得て考案〉

【主な運賃サービス】
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外国人や女性など様々な利用者ニーズに対応したサービスを行っている事業者

女性・お子様・お年寄りの方がやさしく乗車できるよう、配車の際、
希望により無料で受けられるサービス（北九州地区のみで実施）

女性ドライバー優先配車サービス

同時通訳サービス

通訳案内業者との契約により、外国人向けに
電話通訳コールセンターを開設し、外国人のタ
クシー利用に便宜を図るもの

8

○お母様方に代わり、お子様をやさしく送り迎え
○高齢者・身体の不自由な方には、やさしく気配りのあるサービス
○深夜でも安心して乗車できるサービス

【営業日・受付時間】
年中無休、９：００～２０：００

【通訳可能言語】
英語、中国語、韓国語

①通訳案内業者
に運転者の携帯
電話番号を事前
登録

ＣＡＬＬINFORMATION
宿泊ホテル・旅館
観光施設等

宿泊ホテル・旅館
観光施設等

空港・公共交通機関等空港・公共交通機関等

訪
日
外
国
人
観
光
客

訪
日
外
国
人
観
光
客

タクシー車内無料
通訳サービス

交通・地図案内観光地案内 交通・地図案内観光地案内

電話通訳コールセンター

②外国人が乗車
の際、運転者が
通訳センターに
電話

③通訳が対応

〈電話通訳コールセンター〉

〈イメージ図〉

（第一交通産業㈱）



ユニークなアイディアにより様々なサービスを行っている事業者（近畿タクシー）

利用者のニーズに対応するため、「ポートキャブ（ロンドンタクシー）」や「自転車タクシー」の
導入など、ユニークなアイデアによりサービスの充実を図っている。

また、乗務員教育にも力を入れている。
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ポートキャブ
（ブライダル、観光で好評）

自転車タクシー 料金カウントダウンタクシー
（ﾒｰﾀｰが上がるﾀｲﾐﾝｸﾞを知らせる）

ラジオチャンネル選局タクシー 携帯充電タクシー チャイルドシート搭載タクシー



少子高齢化社会に対応した新しいビジネスモデルを実践・展開している事業者

○ 今後のタクシー事業は「タクシー会社からの発想」ではなく「お客様からの発想」から事業を考えることが必要
○ 今までの「点から点の事業」ではなく「人間の全ての生活面」を支援する事業を考えることが必要
○ 「少子・高齢化社会」を迎え、高齢者にターゲットを絞って、お客様の立場から「どうすれば嬉しいのか？楽しいの

か？安心するのか？癒されるのか？」を考え「人を運ぶのではなく人の喜びを運ぶ事業」を実施

タクシー事業の新しいビジネスモデル（長期事業計画）
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風力発電付き行灯の開発など環境対策に取り組んでいる事業者（㈱エコロ２１）

風力発電付き行灯

直径１６㎝のアルミ製のプロペラを付けた行
灯により、走行中に風を受けて発電させて、そ
の行灯を点灯させる「風力発電付き行灯」を開
発、全車両に搭載。

風力発電した電気はバッテリーに蓄電され、
行灯の点灯の他、車内の運賃表示や乗客の携帯
電話の充電にも使用できる。

㈱エコロ２１では、この他、アイドリングス
トップ励行によるＣＯ２の２割削減や自然環境
にやさしい自転車生活を応援するエコキャリー
（自転車搬送サービス）などの取り組みを行っ
ている。

女性ドライバーによるサービスを行っている事業者（第一タクシー㈱「なでしこキャブ」）

なでしこキャブ

「子育て中の女性にも働きやすいタクシー
会社」をと、全乗務員が女性のタクシー会社
「なでしこキャブ」を設立。

女性の利用客などは女性ドライバーを希望
するケースも多く、女性の人材を活かした
サービスを行っている。（全車禁煙）
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犯罪から子供を守るための取組み

防犯活動の実施

割引運賃等の設定

小学生以下の児童等を対象とした割引運賃や定額運賃を導入

車両へのステッカー貼付や、子どもの保護、不審者や事件等を目
撃した場合の警察への通報等を実施

・協力車両に「タクシーこども１１０番」のステッカーを貼り、タク
シードライバーが、 助けを求めてきた子どもを保護し、１１０番通報
を行う等、子どもがいつでも助けを求めることができる環境を整備。

東京都・東京乗用旅客自動車協会加盟会社
京都府・京都乗用自動車協会／京都旅客自動車協会加盟会社
大阪府・大阪タクシー協会／全大阪個人タクシー協会加盟会社
兵庫県・兵庫県タクシー協会／奈良県・奈良県タクシー協会加盟会社
宮城県・宮城県タクシー協会 他

・小学校の児童を対象として、定額のタクシー運賃を設定。（８００円）

〈岡山県・岡山交通（株）〉

登下校時の子供の安全を確保する観点から、地域の警察等と連携した防犯活動の実施や、割引
運賃の導入等によるタクシーの活用に取り組んでいるタクシー事業者

（東京都・東京乗用旅客自動車協会加盟会社）

・男児殺害事件の発生した地域において、小中学生が登下校時にタクシーを
利用する場合に割引運賃を設定。（５割引）

〈秋田県・（株）二ツ井観光タクシー〉

【区間：菅生小学校～学区内団地間】

【適用地域：藤里町、二ツ井町】
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育児支援タクシー

宇部構内タクシー（株）／日本交通産業（株） （山口県 宇部市／下関市）

（有）花園タクシー（香川県高松市）

自宅～託児施設等への子供の送迎を親の代わりに行うとともに、保護者の負担を軽減するため割引
運賃を設定

・事前に託児所職員の指導の下、幼児への接し方等について実習を行った
乗務員がサービスを提供 （乗務員は最低１Ｈ×５回の自習を行う）

保育園等の託児所やＮＰＯ法人と連携して、安全で安心して利用できる育児支援輸送サービス
を提供しているタクシー事業者

・事前に会員登録した小学生以下の子供を対象として、自宅と託児施設間
の送迎を行う場合に割引運賃を設定（１割引）

子育て支援のＮＰＯ法人「わははネット」と協力し、「子育て応援タクシー」
によるサービスを開始

・子育て支援に関するボランティア講習を修了した育児の知識や経験が豊富な
乗務員がサービスを提供

・事前に会員登録した義務教育就学前の乳幼児を対象として、割引運賃を設定
（１割引）
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デマンド型乗合タクシー（高知県大豊町／（有）大豊ハイヤー他２者）

過疎地における高齢者等の交通手段を確保するため、事前にコースを設定して低廉な運賃で運行する
乗合タクシーを導入。（平成18年5月から実施）

運行経路：85の集落を14グループに集約し、目的地を以下の４地域に設定

ａ）大豊町役場周辺（役場、大杉中央病院等）
ｂ）総合ふれあいセンター周辺（センター、診療所等）
ｃ）本山町役場周辺（嶺北中央病院等）
ｄ）高知市（日赤病院等）

運 行 日 ：月曜日、水曜日、金曜日の週３回

運行方法：運行前日までの受付とし、各利用者の戸口と目的地との間を送迎
運 賃：上記14グループ集落から目的地までの平均タクシー運賃の１／３

の定額運賃を設定

過疎地における高齢者等の交通手段を確保するための取組み
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定時定路線型の乗合タクシー「かこタ
クシー」は、加古川市内の特に高齢化が
著しく人口が集中しておらずコミュニ
ティバスを導入することができない地域
における公共交通として導入されたもの
で、路線バスと同じように時刻表に沿っ
て運行され、高齢者、身体障害者、児童
生徒等を含めた市民の通院、通学、買い
物等の移動手段として利用されている。
一方、市内の人口集中地域においては、
コミュニティバス「かこバス」が導入さ
れている。

加古川市コミュニティタクシー（愛称：かこタクシー）（兵庫県加古川市）

運行開始日 ：平成１７年６月６日（平成１８年５月までは試験運行）
運行経路 ：加古川市民病院～（ＪＲ宝殿駅経由）～西原公民館【往復】
運行時間帯等：平日 6:30～22:00（朝夕30～40分間隔、昼間60～90分間隔）

土・日・祝日 7:00～19:30（50～90分間隔）

運行事業者 ：（社）兵庫県タクシー協会東播タクシー部会加盟事業者のうち５社
運行車両等 ：ワゴン型ジャンボタクシー
運 賃 ：乗車距離により１００円、２００円の２段階に設定。
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プレミアム（最大で７％ お得）の付いたタクシーチケットをコンビニで販売。（業界初）
タクシー利用を促進し、ポイント券サービスによりタクシー利用のリピート率を高めることが狙い。

JTBコンビニタクシーチケット「タクのりチケット」（ｉ.JTB（ｱｲ･ﾄﾞｯﾄ･JTB）

商品名称：コンビニタクシーチケット「タクのりチケット」
販 売 額 ：1,000円（税込） ※1,050円分の利用ができる。

有効期限：購入から１ヶ月
利用方法：①コンビニで「タクのりチケット」を購入

②チケット記載のURLから乗車したい地域の

タクシー会社を選択し電話予約（無線予約も可）
③降車時に「タクのりチケット」により精算。（不足額については、現金精算）

※半券（ポイントカード）を5枚集めて100円分として利用

全車禁煙タクシー（大分市タクシー協会）

大分市タクシー協会は、協会に加盟する事業者の全車に「禁煙タクシー」を導入。
（平成18年4月から実施）

【禁煙タクシー導入状況】
・大分市タクシー協会加盟２５社（954両）及び大分市個人タクシー協会加盟８６者（86両）

により４月１日より禁煙タクシー１００％の導入が図られた。
・大分市域の法人・個人の連携による１００％導入のため、禁煙表示灯は不要。

（ドア・車内には表示。）
【利用者等の反応（導入１ヶ月経過後）】

・導入後、運輸支局・タクシー協会に利用者・運転者からの苦情はない。

（平成18年5月から実施）

その他、需要拡大や社会的要請に対応した取組み
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スマートプレートを活用したショットガンシステム（ＪＲ千葉駅東口）

○ショットガンシステム
駅周辺における客待ちタクシーの待機列

を解消するため、駅乗り場（第一プール）
から離れた大規模タクシープール（第二
プール）を活用し、タクシーの駅乗り場へ
の流入を調整する施策

ＪＲ千葉駅周辺における客待ちタクシー
による交通渋滞を解消するため、従来より
関東運輸局、千葉市、県警等の関係者と連
携のもと、駅入構管理対策について検討。

１８年秋を目途に、同駅東口に入構する
タクシー全車にスマートプレート（電子ナ
ンバープレート）を装着し、現場誘導員を
配置しないショットガンシステムを開始予
定。

ｽﾏｰﾄﾌﾟﾚｰﾄを活用したｼｮｯﾄｶﾞﾝｼｽﾃﾑ

第２プールからの車両であることを確認

スマートプレート
をセンサーで感知
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※上記のほか、郡山駅（福島）や池袋駅（東京）などの各地において、モニターカメラ等を活用
したショットガンシステムが実施されている。



タクシーの違法客待ち駐車対策（札幌市すすきの地区）

○道路路面へのタクシー用区画線の標示
タクシーの二重駐車等を防止するため、タクシー乗り場に区画線等を表示

札幌市すすきの地区におけるタクシーによる交通渋滞や違法客待ち駐車の問題解決向け、「ク
リーン薄野活性化連絡協議会」（北海道県警本部、札幌中央警察署、札幌市、北海道運輸局、札
幌ハイヤー協会等）を設置し、タクシーの客待ちの適正化など、違法駐車の改善に向けた取り組
みを行っている。
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○タクシー乗り場の利用マナーの啓発
タクシーは、乗り場の先頭から乗車することや、交差点付近では乗らない

ことなどについて、利用者等の理解を求めるため、広報看板を設置

○タクシーの客待ちマナーの指導の強化
北海道運輸局及び札幌ハイヤー協会による特別指導等
（６月１日～１７日）

〈広報看板〉

〈タクシー用区画線内で整然と客待ち待ちするタクシー〉


