令和４年７月２８日
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表
（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会

８月５日は「タクシーの日」
大正元年８月５日、タクシーが日本で走り始めました

我が国で最初にタクシーメーターを装着したタクシーが誕生したのは大正元
年（１９１２年）８月５日(注)。現在の有楽町マリオン（千代田区有楽町２－
５）が所在する地に設立された「タクシー自働車株式会社」が、フォード６台
で営業を始め、今年は１１０周年の節目の年となります。タクシー業界はこの
日を「タクシーの日」と定め、各都道府県のタクシー協会は、平成元年（１９
８９年）から毎年、日頃の利用に感謝するとともにタクシーをより一層理解し
ていただくため、工夫をこらした様々な行事を実施しています。
昨年と同じく新型コロナウイルス感染防止のため例年より小規模で、感染拡
大により変更や中止する場合もありますが、別添のとおり実施する予定として
おりますのでお知らせいたします。
また、当連合会においても「タクシーの日」の記念事業の一環として、公益
財団法人交通遺児等育成基金に寄付金を贈呈することとしておりますので、併
せてお知らせいたします。
【寄付金贈呈】
日

時

令和４年８月５日（金）

１４時

場

所

（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会
東京都千代田区九段南４－８－１３

理事長室

自動車会館３階

（注）タクシーの営業月が８月であることは確かですが、開始日については
諸説あります。
《問い合わせ先》
（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会
担当
ＴＥＬ

浅野、船木

０３－３２３９－１５３１

ホームページ

http://www.taxi-japan.or.jp

Ｅメール

info@taxi-japan.or.jp

令和 4 年７月
第３４回「タクシーの日」の主な行事予定一覧
新型コロナウイルス感染防止のため例年よりも小規模ですが、各都道
府県のタクシー協会では、
「タクシーの日」に合わせて様々な活動を予
定しています。感染拡大により変更・中止する場合もありますが、各協
会の行事予定は以下のとおりです。
（１）寄付金、車いす、交通安全グッズ等の寄贈（募金活動を含む。
）
北海道、宮城、福島、埼玉、東京、山梨、三重、岡山、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島、沖縄
（２）啓蒙活動、街頭指導、乗務員表彰
岩手、千葉、富山、岐阜、名古屋、滋賀、福岡、長崎、鹿児島
（３）タクシー乗り場、公共施設等の清掃
北海道、秋田、山梨、新潟、岐阜、名古屋、岡山、山口、福岡、
長崎、大分、鹿児島
（４）イベント、式典、展示等の実施
北海道、宮城、東京、新潟、愛知、名古屋、京都、奈良、福岡、
佐賀、大分
（５）献血運動
山梨、愛知、名古屋、広島、長崎、大分、鹿児島
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（６）抽選、アンケート等によるタクシー乗車券、グッズ等のプレゼン
ト
北海道、宮城、千葉、東京、京都、大阪、香川、大分、沖縄
（７）新聞、ラジオ、インターネット等による広報活動
北海道、宮城、山梨、石川、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、香川、
沖縄
（８）ラッピングタクシーによる広報活動
東京
（９）障がい者割引、運転免許返納割引等の広報活動
秋田、佐賀
（１０）こども１１０番制度の周知
福岡
（１１）頒布物（ポケットティッシュ、うちわ、マスク、リーフレット
等）
、掲出物（のぼり旗、横断幕、ステッカー等）等による広報活動
北海道、青森、岩手、秋田、山形、茨城、埼玉、千葉、東京、山梨、
新潟、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、名古屋、滋賀、京都、奈良、
和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、香川、高知、福岡、佐賀、長崎、
宮崎
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令和４年「タクシーの日」都道府県協会別行事予定
協会名

主な実施事項

実施日・実施期間

北海道 1 タクシー旅客サービス向上月間の実施（全道）
・ ポスターによる啓発
2 （一社）札幌ハイヤー協会
・ 「タクシーの日ファンフェスタ」の実施
①タクシー乗車体験、タクシーの感染対策展示（デンソーの「ピュアミ
エ」車載空気清浄機、空気清浄度モニターや飛沫防護版を搭載した車
両）、タクシーの歴史パネルの展示、タクシーぬり絵の展示、タクシーア
ンドンの展示
②飲食物出店（コロッケ販売、たこ焼き・焼きそば等販売、クレープ・ア
イスクリーム販売）縁日（ヨーヨーすくい、スーパーボールすくい、型抜
き、輪投げ）
③タクシー応援芸人であるしろっぷの「イイ加減にしろっぷサンデー」ラ
ジオ公開生放送
④キッズダンスパフォーマンス
○札幌ハイヤー協会の公式LINEにより本イベントについて広報するととも
に今後のお客様への情報発信にも活用する。さらにはテレビ、ラジオ
（STV ラジオ イイ加減にしろっぷサンデー等）での広報も予定
・ 民放ラジオ局による「８月５日はタクシーの日」キャンペーン（タクシー
クーポン券提供）報道
3 小樽ハイヤー協会
・ 小樽市内主要タクシー乗り場に「8月5日はタクシーの日」のぼり旗を掲揚
おたる潮祭り時に掲揚
・ 小樽FMラジオからの道路状況問い合わせ時「タクシーの日」をPR
4 千歳地区ハイヤー事業協同組合
・ 1，000円分のタクシークーポンのプレゼント抽選券配布（当選者100
人）
・ タクシー車内枕カバーに「8月5日はタクシーの日」掲示
5 岩見沢地区ハイヤー協会
・ 特にタクシー乗務員の使用の多い公園トイレ３か所の清掃
6 （一社）函館地区ハイヤー協会
・ 夜間歩行者をいち早く発見し、交通事故を１つでも減らすことを目的に警
察関係機関に夜光反射材（２，０００個）を寄贈
7 胆振西部ハイヤー協同組合
・ 冷却シートを乗客に配りタクシーの日をPR
8 （一社）旭川地区ハイヤー協会
・ ウィズコロナを見据えて規模を縮小しての街頭啓発、頒布物配付予定
・ アンケート調査実施予定
・ 旭川ハイヤー協会前ほかに「8月5日はタクシーの日」のぼり旗を掲揚
9 釧根地区ハイヤー協会
・ 無料乗車券応募チラシを10,000枚作成し、乗務員が乗客に配布
A賞 無料乗車券 ５，０００円分
５名
B賞 無料乗車券 ２，０００円分 ２０名
C賞 無料乗車券 １，０００円分 ３０名
合計５５名95,000円分を抽選でプレゼント
・ 駅前清掃（釧路駅、根室駅・イオン周辺）
青森 1 青森県タクシー協会では、自動車運輸関係の機関、関係団体に「一般社団法
人青森県タクシー協会・タクシーの日」の名入ポケットティッシュを配布
し、「タクシーの日」をアピールする予定
2 各地域においては、「一般社団法人青森県タクシー協会・タクシーの日」の
名入ポケットティッシュを乗務員からタクシー利用者に配布し、「タクシー
の日」をアピールする予定
岩手 ポケットティッシュの配布により、「タクシーの日」の周知と、乗務員の接客マ
ナーとサービスの向上、事故防止の啓発活動を実施
宮城 1 記念式典 場所：宮城県ハイタク交通共済協同組合２階会議室
2 応募企画① 「クイズに答えてタクシー券をもらおう！」
・ 賞金総額５０万円 正解者の中から抽選で１００名様にタクシー券５千円
をプレゼント
・ 専用応募はがき３万２千枚（タクシー車内に備え付け）
・ 応募は宮城県在住の方に限る
3 応募企画② 「＃宮城に走るタクシー」インスタフォトコンテスト2022
・ 宮城県内を走るタクシーの写真を応募いただき、応募いただいた作品の中
から最優秀賞１作品、優秀賞５作品、特別賞７作品を選考
・ 賞品はタクシー券で、最優秀賞３万円、優秀賞１万円、特別賞５千円
3 交通遺児等育成基金等への寄付金贈呈
（宮城県タクシー協会１０万円、仙台地区総支部１０万円）
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８月１日～３１日
8月7日
チラシ配布
７月１１日～

８月１日～５日
８月１日～５日
７月２２日～２４日
８月１日～５日
７月２５日～３１日
抽選日８月６日
７月２５日～８月５日
8月7日
８月５日までに
8月5日
８月中
8月5日
８月５日～２５日
抽選９月中旬予定

8月5日
８月上旬
７月下旬～８月中旬
8月5日
8月5日
応募期間
６月下旬～７月３１日
抽選
８月５日の記念式典で
抽選会を実施
応募期間
5月１日～７月２４日
８月５日の記念式典で
入賞作品を最終選考
8月5日

協会名

主な実施事項

実施日・実施期間

宮城 4 交通安全グッズを仙台６地区の交通安全協会に贈呈（仙台地区総支部）
5 ＴＢＣラジオＣＭによる「タクシーの日」ＰＲ（午前・午後各１回）
秋田 1 県内３地区での清掃活動
・ 鹿角（ＪＲ駅構内）、北秋田（ＪＲ駅並びに秋田内陸縦貫鉄道駅構内）、
秋田（ＪＲ秋田駅前周辺並びに繁華街）
2 障がい者割引・免許返納割引のＰＲと事業者負担の広報
・ 障がい者割引・免許返納割引の割引について、国又は自治体からの補填が
あると思われていることから、事業努力で実施していることを広報する。
3 「笑顔と感謝！！ ８月５日はタクシーの日」幟旗の掲出
4 ポケットティッシュ、団扇等の頒布
山形 ポケットティッシュ等の頒布によるタクシーの日の周知
福島 公益財団法人福島県交通遺児奨学基金協会に２０万円の寄付金贈呈
茨城 タクシー車内にて利用者にポケットティッシュを配布
埼玉 1 タクシー車内にてお客様にポケットティッシュ配布
2 「８月５日はタクシーの日」のぼり旗掲出
3 埼玉県交通安全対策協議会に１０万円を寄附
千葉 「さわやかタクシー運動」
・ 利用者に感謝の気持ちを還元する一環として、キャンペーングッズ（ポ
ケットティッシュ８万個）を配布するとともに、サービス向上に関するア
ンケートはがき（さわやかカード）にご回答いただく。
・ お客様アンケートで高い評価を受けた乗務員を会員事業者の推薦に基づき
表彰する。
・ ご回答いただいた方の中から抽選で記念品をプレゼントする。
東京 1 「ココロをつなぐ一行タクシー 人と街にエール！！」
・ タクシーのドア面に掲出するコピー作品をタクシー生誕110周年にちな
み、110作品募集する公募企画
・ 約18000作品を超える応募から厳選なる選考により110作品を選定し、
ラッピングした車両を都内でPR運行
・ ラッピングタクシーを乗車されたお客様に、当企画や110作品の一覧が掲
載されているHPへの誘導を促すタクシーコミュニケーションカードを配
布
2 「８月５日タクシーの日 タッくん大感謝祭 人と街にエール！！」
・ 場所：有楽町駅前広場
・ 実施概要
① ステージイベント
・「タッくん愛の基金」募金贈呈式
・「ココロをつなぐ一行タクシー ～人と街にエール！！」表彰式
・ものまね芸人によるステージ
② 会場内ブース
・車両展示（JPN TAXI、セレナ、往年のタクシー(トヨタクラウン)）
・タクシーの歴史展
・縁日ブース
・アンケートブース(タクシーに関するアンケートを回答いただいた方に
Quoカードプレゼント)
・シートベルト横転体験機
山梨 1 新聞広告
・ 山梨日日新聞に広告を掲載
2 募金活動の実施
・ 各事業者が募金箱を営業所等に設置して、交通遺児への募金を従業員、利
用者に呼びかけ（公財）山梨みどり奨学会に寄附金贈呈（目標３０万円）
3 清掃活動の実施
・ タクシー乗り場等の清掃
4 のぼり旗の掲出
5 献血活動（一部の支部で実施）
・ 乗務員に献血を呼びかける
新潟 1 「タクシー生誕１１０周年」のＰＲ
・ 生誕１１０周年のロゴを使ったＰＯＰを作成し、タクシー（２，２３０
台）車内ヘッドレストカバーに掲出して、長きにわたるご愛顧への感謝を
利用者に伝える。
2 「８月５日はタクシーの日」のぼりの掲出
・ 全ての営業所（約１３０か所）にてのぼりを掲出する。
3 各地区協会での活動（任意）
・ 県内７地区ある協会、もしくは市町村単位の協会でタクシーの日を記念し
て清掃活動や地域活動への参加等を行うよう呼び掛ける。
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8月5日
７月１日～８月５日
8月5日
8月5日
8月5日
8月5日
７月～８月
8月4日
8月5日
8月5日
8月5日
8月5日
８月１日～３１日
（通年実施している中
での重点実施期間）
１１月頃
１２月頃
応募期間
３月１８日～５月６日
運行期間
７月１５日～８月２０日

8月6日

8月5日
８月１日～３１日
8月5日
８月１日～５日
８月５日～２８日
７月下旬～しばらくの間

７月下旬～８月５日

協会名

主な実施事項

実施日・実施期間

新潟 4 「タクシー利用者促進イベント」の実施
・ 北陸信越運輸局からの提案により万代島多目的広場にてイベントを開催予
定。
「障害者のタクシー乗降に伴うアテンドを運転者に研修するとともに、障
害者との意見交換を通じて公共交通従事者としての使命、重要性を再確認
してもらう企画」。併せて、タクシーのコロナ感染予防対策のPRも行
う。
タクシーの日と絡めて催し物として来場者に楽しんでいただける内容を検
討している。
富山 1 「サービス向上運動」の取組み
・ 乗務員に「タクシーサービス１０則」の徹底
・ 「夏の交通安全運動」（７月１１日～２０日）に積極的に参加
2 ディ・ライトの実施 実車走行時にライトを点灯し交通安全をアピール
石川 1 ＪＲ金沢駅タクシー乗り場でポケットティッシュをタクシー利用者に配布し
て「タクシーの日」をＰＲ
2 主要事業者がポケットティッシュをタクシー利用者に配布し「タクシーの
日」をＰＲ
3 北國新聞・北陸中日新聞に広告を掲載し「タクシーの日」の由来や取り組み
内容をＰＲ
福井 タクシー利用時にポケットティッシュ等を配布
岐阜 1 「タクシーの日」制定の意義と目的を周知
・ 県協会広報紙（協会ニュース７月号）に掲載し、各社において従業員に周
知
2 タクシー利用者等に対するＰＲ
・ 鉄道駅周辺での清掃活動
・ 違法駐車のパトロール（コロナの関係で中止あり）
・ ポケットティッシュなどの頒布
静岡 1 各部会・支部ごとにマスク・除菌ウェットティッシュ等広報用グッズを駅、
商業施設等にて配布
2 各社において、マスク・除菌ウェットティッシュ等広報用グッズをタクシー
利用者に配布
3 静岡市茶業振興協議会と静岡市タクシー協議会の連携事業の広報活動を静岡
駅前および清水駅前で開催
愛知 1 献血ルームの開設（名古屋タクシー協会共同、愛知県自動車会議所協賛）
・ 愛知県自動車会館において献血ルームを開設し、献血活動の実施（対象：
協会会員事業者の乗務員及び自動車会館職員）
2 愛知県自動車会館「展示コーナー」にてタクシー情報の展示（名古屋タク
シー協会共同）
3 「朝日新聞」に広告、「中部経済新聞」に記事掲載
名古屋 1 街頭キャンペーンの実施
・ ＪＲ名古屋駅タクシー乗り場３か所で「タクシーの日」キャンペーン活動
を実施
①新型コロナウィルス感染症対策ウエットテッシュ及びマスクセットの配
布
②タクシー乗り場付近の清掃活動
③乗り場における適正な営業活動の指導
2 献血活動の実施
・ 新型コロナの影響及び夏季における血液不足の中、医療機関の応援として
愛知県自動車会館５F会議室を臨時献血ルームとして開設、会館入居団体
の協力を得てタクシー事業者・ドライバーを中心に献血活動を行う。
献血者には、冷却シート、ウェツトテッシュ及びマスクセット（愛タ協）
及び手袋をしてのお菓子（鉄分補給）のつかみ取りを実施
3 愛知県自動車会館表玄関展示コーナーにおいて、タクシーの日・タクシーの
社会貢献・交通安全対策・新旧のタクシーを紹介したパネル、タクシーミニ
カーの展示等及び冷却シート、うちわ、ウェットティッシュ、マスクの配布
を実施。
4 タクシー車内での「マスク」の配布
・ 新型コロナウィルス感染防止対策の徹底！のピクトグラム付き
１車両概ね10セット計60000セット配布予定
5 タクシー車両に「タクシーの日」ボディステッカー（マグネット板）を装着
6 接客サービス向上運動
・ サービス向上等の意識高揚を目的に、運動期間中全従業員が「青色リボ
ン」を着用
三重 公益財団法人交通遺児等育成基金に自動車事故対策機構三重支所を通じ１０万円
を寄付
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9月13日

8月5日
７月１１日～２０日
７月１１日～８月中
8月5日
8月5日
8月5日
8月5日

8月5日

8月5日
8月5日
8月5日
8月5日
８月中
8月5日
8月5日

8月5日

８月中

8月4日
７月２７日～８月５日
７月２７日～８月５日
8月5日

協会名

主な実施事項

実施日・実施期間

滋賀 県下主要１８駅において、のぼり旗「８月５日はタクシーの日」を掲出のうえ、
タクシー生誕１１０周年をＰＲしたポケットティッシュを作成・配布するととも
に、タクシー利用者にドアサービスを実施してタクシーの日をＰＲ
京都 「タクシーフェア2022inKYOTO」於：イオンモール京都
・ ＭＣ：α-ＳＴＡＴＩＯＮエフエム京都 ＤＪ 川原ちかよ
・ α-ＳＴＡＴＩＯＮエフエム京都でのスタジオ生出演、スペシャルペイドプラ
ンによる告知による宣伝
・ 車両展示(お絵描きタクシー、未来タクシー免許証発行＜お子様向け＞)、似
顔絵コーナー、配車アプリ紹介、ビンゴ大会、塗り絵コーナー、レゴコー
ナー、ペーパークラフトコーナー
・ ディーラーより提供していただいたグッズ(マスク等)、リフレクター、マグ
ネット、マスク等を来場者(ビンゴ大会残念賞含む)にプレゼント
・ 協会ホームページにチラシを掲出、チラシの配架、うちわの配布によりタク
シーフェアの実施をＰＲ
大阪 ラジオによるＰＲ（ＭＢＳラジオ）
・ 「オーイシマサヨシのＭＢＳヤングタウン」内でタクシーの日をＰＲ
・ 「ありがとう、浜村淳です。」内のクイズコーナーにてリスナーにタクシー
乗車券をプレゼント
・ 「松井愛のすこ～し愛して」に当協会坂本副会長が出演し、タクシーの日を
中心にＰＲ
・ オーイシマサヨシが手掛けた２０秒のCMソングを７０本放送
兵庫 Youtubeで「８月５日はタクシーの日」のＰＲ用動画を公開
奈良 1 街頭キャンペーンとして、主要鉄道駅構内タクシーのりば及び会員事業者営
業所等に「タクシーの日」の幟を立て、「タクシーの日」をＰＲ
2 奈良労働局主催の「仕事フェスタ２０２２」に参加し、雇用に繋げるための
一環としてタクシーの仕事についてのＰＲを行うとともに「タクシーの日」
の幟を立て、タクシー生誕１１０周年歴史パネル展示、タクシー車両展示等
を行い「タクシーの日」をＰＲ
和歌山 タクシー利用客に和歌山のキャラクター「きいちゃん」とタクシー生誕１１０周
年及び新型コロナウイルス感染防止をアピールするキャッチフレーズを印刷した
ポケットティッシュを配布
鳥取 「タクシーの日」のぼり旗を各営業所に掲出
島根 タクシー利用客にポケットティッシュを配布
岡山 1 岡山県タクシー協会岡山支部指導委員会により、岡山駅構内タクシー乗り場
及び駅前タクシーベイ周辺の清掃実施
2 地元紙「山陽新聞」にタクシーの日の広告掲載
3 タクシーの日の旗をタクシー会館の前に掲出
4 車椅子寄贈
5 岡山駅タクシー乗り場において、乗車されるお客様にポケットティッシュを
配布
広島 広島県赤十字血液センター等におけるタクシー乗務員による献血運動
山口 1 「タクシーの日」のぼり旗を各事業所に掲出（計５０本）
2 「タクシーの日」を記載したウェットティッシュ９，０００個をタクシー利
用客に配布
3 タクシー乗り場等において清掃活動を実施
香川 1 二種免許取得年齢の引き下げを契機に、若手ドライバー・女性ドライバーの
採用に向けたＰＲ動画を作成し、８月５日前後に地元テレビ局でＴＶＣＭと
して放映、YouTubeやTwitterでＰＲする。
2 JR高松駅の駅前広場で通行人に除菌ウェットティッシュを配布
高知 1 ポケットティッシュを配布
2 懸垂幕の掲示
3 ポスターの掲示
福岡 1 タクシーデザインコンテスト表彰式、出発式
2 ＪＲ駅周辺、乗り場の清掃活動
3 地域の祭りパレードに参加
4 利用促進、「子ども110番」制度の周知
5 ポケットティッシュ等の配布
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8月5日
8月5日
7月26日

７月２６日、８月２日
８月１日～５日
8月5日
７月２３日～８月５日
７月２７日～８月５日
8月5日
8月6日

8月5日
8月5日
8月5日
8月5日
７月中旬～８月５日

８月１日～３１日
8月5日
8月5日
8月5日
８月５日前後
8月5日
７月１０日～８月５日
７月１０日～８月５日
７月１０日～８月５日
8月7日
8月5日
8月4日
8月5日

協会名

主な実施事項

実施日・実施期間

佐賀 運転免許証返納者対象タクシー運賃２割引事業開始式の開催
・ 運転免許証返納割引２割引を８月１日から開始することから、報道機関を招
き、中央タクシー（株）において事業開始式を開催
・ 参加者 佐賀県くらしの安全安心課交通事故防止特別対策室、佐賀県バス・
タクシー協会会員代表（タクシー車両及びタクシードライバーを含む。）
・ 当協会では、全会員（一般タクシー非会員なし、１人１車両個人タクシー全
員を含む。）が運転免許証返納割引（１割引：運転経歴証明を提示いただい
た場合に限る。）を実施しており、佐賀県が１割を上乗せし、既存事業者割
引と併せて２割引でタクシーを利用できるサービスを８月１日に開始
・ 事業開始式にタクシーの日のぼり旗（既設を利用）を掲示し、タクシーをＰ
Ｒ
長崎 1 交通遺児を励ます義援金の贈呈（大村市タクシー協会）
・ 交通遺児の健全育成支援金として、大村市タクシー協会加盟５社により大
村警察署長等立会いのもと、大村市交通安全協会に金一封を寄贈
2 献血活動
① 長崎市タクシー協会
・ タクシー保有台数に応じて、会員各社ごとに目標数を設定して献血を実施
（全社目標１６０人）
・ 献血運動開始式を実施
② 佐世保市タクシー協会
・ ８月中を献血運動実施期間として実施予定（会員各社へ呼び掛けを行い、
佐世保赤十字血液センター献血ルーム「西海」において実施）
3 タクシーベイ・タクシー乗り場等の環境整備活動等
① 長崎市タクシー協会
・ 各社営業担当者等約４０人で長崎市内中心部のタクシー乗り場６か所及び
その周辺道路の清掃活動を実施
② 佐世保市タクシー協会
・ 各社から１名、佐世保市内３か所のタクシーベイ・タクシー乗り場一帯の
清掃及び違法駐車等に対する街頭指導を実施
4 ポケットティッシュの領布
・ ㈲松浦観光、壱岐地区タクシー協会、生月自動車㈲、㈱大波止タクシーの
離島を含めた４社で実施
5 掲示等
・ 長崎市タクシー協会：「タクシーの日」横断幕と立て看板の掲示
・ 大村市タクシー協会：「タクシーの日」啓蒙チラシ配布
熊本 会員事業所などに募金箱を通年設置し、公益社団法人交通遺児等育成基金や社会
福祉協議会等に寄付を行う予定
大分 1 献血運動（大分市内２か所）
2 県下各タクシー乗り場の清掃活動
3 タクシー乗車券プレゼントキャンペーン
4 「タクシーの日」式典及び抽選会等
・ 祝祭の広場（大分市）にて開催
・ 大分運輸支局、大分県警等、来賓ご出席の下、式典及びプレゼントキャン
ペーンの抽選会を行う。
・ 交通遺児等育成基金に寄付金贈呈
・ アトラクション
4 チャリティゴルフ大会
宮崎 1 交通遺児への寄附金贈呈
・ 宮崎県交通安全対策推進本部と自動車事故被害者援護財団に３万円ずつ贈
呈
2 「タクシーの日」のぼり旗を各営業所に掲出
鹿児島 1 鹿児島県社会福祉協議会に車椅子を贈呈
2 交通被災者に対する寄付金の贈呈
3 タクシー従業員による献血ボランティア
4 タクシー従業員によるタクシー乗り場並びに繁華街の清掃
5 タクシーサービス向上運動の実施
沖縄 1 公益財団法人沖縄県交通遺児育成会へ３０万円贈呈
2 ラジオ番組での広報・宣伝活動
・ 地元ラジオ局にて「まるごと１日タクシーの日」の特番を企画し、「８月
５日はタクシーの日」を県民に広くＰＲ
・ リスナーにタクシーに関する意見を募り、抽選でタクシークーポン券５，
０００円分を５０名（予定）にプレゼント
詳細につきましては、各都道府県タクシー協会にお問い合わせください。

7

8月1日

8月5日

８月５日～９月３０日
8月5日
８月中
8月5日

８月中

８月２日、５日
８月５日前後
８月１日～３１日
9月10日

9月21日
8月5日

8月5日
日時未定
8月5日
8月5日
８月１日～１０日
8月3日
8月5日

都道府県タクシー協会一覧

協

会

名

〒

所

在

地電

話ホ

ー

ム

ペ

ー

(一社)北海道ハイヤー協会

064-0808 札幌市中央区南八条西15-4-1

011(561)1171 https://hokuhakyo.or.jp/

(一社)青森県タクシー協会

030-0843 青森市大字浜田字豊田139-21 青森県交通会館

017(739)0545 https://aomorikentaxi.or.jp/

(一社)岩手県タクシー協会

020-0891 紫波郡矢巾町流通ｾﾝﾀｰ南2-8-3 岩手県自動車会館

019(638)1761 http://iwateken-taxi-kyoukai.or.jp/

(一社)宮城県タクシー協会

984-0002 仙台市若林区卸町東3-2-38

022(288)1113 https://taxi-miyagi.com/

(一社)秋田県ハイヤー協会

010-0962 秋田市八橋大畑2-12-53 秋田県自動車会館

018(864)1351 https://www.hirekyokai-akita.or.jp/

(一社)山形県ハイヤー協会

990-2161 山形市大字漆山字行段1422 山形県自動車会館

023(686)2505 https://www.y-haiya.org/

(一社)福島県タクシー協会

960-8165 福島市吉倉字吉田40 福島県自動車会館

024(546)2028 http://www.taxi-fukushima.jp/

(一社)茨城県ハイヤー・タクシー協会

310-0913 水戸市見川町２４４０－１ 茨城県トラック総合会館内

029(297)7131 http://www.ibaraki-hire-taxi.org/

(一社)栃木県タクシー協会

321-0169 宇都宮市八千代1-4-12 栃木県交通会館

028(658)2411 http://www.tochigiken-taxi.or.jp/

(一社)群馬県タクシー協会

379-2166 前橋市野中町588

027(261)2071 https://www.gunmaken-taxi.com/

(一社)埼玉県乗用自動車協会

330-0063 さいたま市浦和区高砂3-10-4 八千代ﾋﾞﾙ

048(863)6431 http://www.taxi-saitama.or.jp/

(一社)千葉県タクシー協会

260-0855 千葉市中央区市場町7-9 千葉県土地開発公社内

043(307)7002 http://www.taxi-chiba.jp/

(一社)東京ハイヤー・タクシー協会

102-0074 千代田区九段南4-8-13 自動車会館

03(3264)8080 https://www.taxi-tokyo.or.jp/

(一社)神奈川県タクシー協会

231-0066 横浜市中区日ノ出町2-130 神奈川県ﾊｲﾔｰﾀｸｼｰ会館

045(241)3577 http://www.taxi-kanagawa.or.jp/

(一社)山梨県タクシー協会

406-0034 笛吹市石和町唐柏1000-7 山梨県自動車総合会館

055(262)1212 http://www.taxi-yamanashi.org/

(一社)新潟県ハイヤー・タクシー協会

950-0901 新潟市中央区弁天3-3-15 新潟県ﾊｲ･ﾀｸ会館

025(241)8677 https://haitaku-niigata.or.jp/

富山県タクシー協会

930-0992 富山市新庄町馬場24-2 富山県自動車会館

076(423)0622 http://www.t-taxi.sakura.ne.jp/

(一社)石川県タクシー協会

920-8203 金沢市鞍月２－１ 石川県ＩＴ総合人材育成センター

076(254)1348 http://www.taxi-ishikawa.jp/

(一社)長野県タクシー協会

381-0034 長野市大字高田字高田沖359-3 長野県ﾀｸｼｰ会館

026(227)7177 https://www.n-taxi.com/

(一社)福井県タクシー協会

918-8023 福井市西谷1-1401 福井県自動車会館

0776(34)1722 http://www.taxi-fukui.or.jp/

岐阜県タクシー協会

501-6133 岐阜市日置江2648-2 岐阜県自動車会館

058(279)3728 http://www.gifu-taxi.jp/

商業組合 静岡県タクシー協会

422-8004 静岡市駿河区国吉田2-4-26 静岡県自動車会館

054(261)1401 https://www.shizuoka-taxi.jp/

愛知県タクシー協会

466-8558 名古屋市昭和区滝子町30-16 愛知県自動車会館

052(881)1315 https://www.aitakyo.com/

名古屋タクシー協会

466-8558 名古屋市昭和区滝子町30-16 愛知県自動車会館

052(871)0601 http://www.meitakyo.com/

(一社)三重県タクシー協会

514-0303 津市雲出長常町字六ﾉ割1190-1 三重県自動車会議所会館

059(234)8438 http://www.mieken-taxi.or.jp/

(一社)滋賀県タクシー協会

524-0104 守山市木浜町2298-4 滋賀県トラック総合会館

077(585)8261 http://shigataxi-kyokai.com/

(一社)京都府タクシー協会

612-8418 京都市伏見区竹田向代町51-5 京都自動車会館

075(691)6518 https://kyoto-taxi.or.jp/

(一社)大阪タクシー協会

541-0059 大阪市中央区博労町２－２－１３ 大阪堺筋ビル

06(6125)5400 https://www.osakataxi.or.jp/

(一社)兵庫県タクシー協会

651-0084 神戸市中央区磯部通2-2-10 ワンノットトレーズ神戸ビル

078(862)9292 http://www.hyogotaxi.or.jp/

(一社)奈良県タクシー協会

639-1037 大和郡山市額田部北町981-8 奈良県自動車会館

0743(57)0073

(一社)和歌山県タクシー協会

640-8342 和歌山市友田町3-64 和歌山県ﾀｸｼｰ協会会館

073(422)3150

(一社)鳥取県ハイヤータクシー協会

680-0006 鳥取市丸山町246-10 （一社）鳥取県バス協会内

0857(24)4689 https://www.taxi-tottori.jp/

(一社)島根県旅客自動車協会

690-0821 松江市上東川津町1238

0852(60)0928 http://www.shimane-bus-taxi.or.jp/

(一社)岡山県タクシー協会

703-8286 岡山市中区旭東町2-10-8 岡山県ﾀｸｼｰ会館

086(272)3451 https://www.okataxi.jp/

(一社)広島県タクシー協会

733-0036 広島市西区観音新町1-7-71 広島県ﾀｸｼｰ協会会館

082(233)9155 http://taxikyokai-hiroshimaken.jp/

(一社)山口県タクシー協会

753-0821 山口市葵1-5-58 山口県自動車会館

083(922)5110 http://www.solasi.com/ytaxi/

徳島県タクシー協会

771-1156 徳島市応神町応神産業団地1-6 徳島県自動車会館

088(641)4116

香川県タクシー協同組合

760-0065 高松市朝日町5-4-27 香川ﾊｲﾀｸ会館

087(821)8513 http://www.taxi-kagawa.com/

（一社）愛媛県ハイヤー・タクシー協会

790-0067 松山市大手町1-7-4 伊予鉄大手町ﾋﾞﾙ

089(941)7481

(一社)高知県ハイヤー協会

781-5103 高知市大津乙1879-9 高知交通会館

088（866)6555 http://kochi-taxi.jp/

高知市ハイヤー協同組合

781-5103 高知市大津乙1879-9 高知交通会館

088（866)0520

(一社)福岡県タクシー協会

812-0014 福岡市博多区比恵町11-1福岡タクシー会館ビル

092(474)8340

(一社)佐賀県バス・タクシー協会

849-0928 佐賀市若楠2-7-2 佐賀県交通会館

0952(31)2341 http://saga-bustaxi.jp/

(一社)長崎県タクシー協会

851-0103 長崎市中里町1576-6 長崎県自動車協会会館

095(838)2664 http://park10.wakwak.com/~n-kentakukyou/

(一社)熊本県タクシー協会

862-0901 熊本市東区東町4-14-31 熊本県タクシー会館

096(368)4101 https://kmtaxiac.wixsite.com/kmtaxiac

(一社)大分県タクシー協会

870-0907 大分市大津町3-4-13 大分県交通会館

097(558)5759 http://www.oitakentaxi.jp/

(一社)宮崎県タクシー協会

880-0925 宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾2735-24

0985(51)8081 https://www.mztaxi.jp/

(一社)鹿児島県タクシー協会

892-0836 鹿児島市錦江町11-49 鹿児島県タクシー会館

099(222)3255 http://www5.synapse.ne.jp/kagotaxi/

(一社）沖縄県ハイヤー・タクシー協会

900-0021 那覇市泉崎2-103-4

098(855)1344 http://www.oki-taxi.or.jp/
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