
　皆様、こんにちは。今後の対外的なご案内
をします。周年事業が２クラブ控えております。
４月23日が郡山西RC創立55周年記念で出席叶うのが会
長・幹事の２名だけです。５月28日は郡山西北RC創立45
周年記念で、出席人数制限を設けてないということで、皆さ
んで創立記念日をお祝いしたいと思いますので宜しくお願いし
ます。
　10月１日から、社用で使う車が５台以上ある場合、安全運
転管理者を決め、毎日アルコール検査をしてその記録を取っ
て１年間会社で保存する仕組みになりました。うちは社用車
がありませんが、従業員の車を会社の仕事で使うような場合、
これも該当するようです。対象となる皆様はお早めに対応して
頂いた方がよろしいかなと思います。

会長挨拶 福島佳之 会長
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総員／92名　出席／45名　欠席／47名
出席率／48.91％　前回修正率／67.09％
他クラブ出席／7名

出席報告
佐藤　聡 委員長

◎会場変更でご迷惑おかけして、申し訳ありま
せんでした。菊田専務理事をお迎えし、卓話楽しみにしてい
ます。 福島佳之君、阿部充宏君
◎タクシー業界の現状をお聞き下さい。菊田専務、宜しくお願
い致します。 山口松之進君

◎暫く休みました。今後とも宜しく願います。 小林良一君
◎結婚のお祝い、ありがとうございます。 横田重一君
◎誕生日のお祝い、ありがとうございました。本日も宜しくお願
いします。 成田英樹君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
宮川雄次 委員長

　今日の卓話は福島県タクシー協会の菊田
専務に来て頂きました。クラブタクシーの高橋良和さんが県の
会長をやられています。そんな関係でコロナの波の真っただ中
の業界をご紹介して頂ければと思います。

プログラム紹介
山口松之進 委員長

ゲスト卓話

一般社団法人福島県タクシー協会
　　　　  専務理事 菊田善昭氏

「コロナ禍における
　　　タクシー業界の現状」

　私は生まれも育ちも仙台で、仙台の真ん中に住んでいます。家
の隣にはトラック事業者、そしてその隣はタクシー事業者でした。
家の前の道路には、トラックや日野のルノーのタクシーがずらっと
並んでいたところで遊んでいて、その頃から交通業界に縁があっ
たのかなと思います。後に運輸省に入りまして、現在はタクシー協
会という状況です。
　福島県タクシー協会はどういう組織なのかというと、個人タクシ
ーの事業団体を含め134社の会員がおり、2,250台のタクシー車
両があります。因みに郡山交通圏には578台のタクシーがありま
す。厳しい状況の中で、さらに２年前からコロナの洗礼を受け、福
島県の売り上げは３割減になっています。政府の補助金や、持続
化給付金、雇用調整助成金を使ってなんとか運営して来ている
というのが現状です。
　最近ですと、３月16日に地震がありました。そこで、損害保険会
社の現地調査員が多く現地に入って来てタクシーを使うため、郡
山で新幹線を降りたら、タクシーがほとんどいないという状況にな
っています。ところが、会社の車庫には３割近くの動いてない車が
あり、車両が足りないのではなく、実は運転者が足りないという状
況です。
　この問題は高齢化するタクシー運転手の問題へと続くわけで
すが、以前は、普通免許２種を持って会社の教育を受けるとタク
シー運転手になれたのですが、平成27年10月からは法令安全接
遇・地理の講習を受けて、国土交通省のコンピューターに登録を
しないとタクシー運転手になれなくなりました。福島県タクシーセン
ターの調査によりますと、今運転手の数が3,137名います。車両数
が2,250です。実は24時間タクシーを稼働するためには、2.5倍か
2.7倍ぐらいの運転手がいないとフル稼働はできません。これが出
来ているのは東京だけです。昨年の新規採用運転者数は118
名。辞めた方は267名になっています。ですから年々運転手数は
減っているという状況です。福島県では運転手の平均年齢は全
体で63.8歳です。そして60歳以上の割合は70.7％になっていま
す。平均年齢がトラックとか貸し切りとか乗り合いに比べると10数
歳高くなっています。
　現在の免許制度では、２種免許を取るためには普通免許を取
ってから３年間必要ですが、これを１年に短縮するといった道路
交通法の改正が要望されています。

新会員紹介
　若狭秀則さんです。職業分類が証券業、
大和証券㈱郡山支店の支店長です。田島さ
んの後任としていらっしゃいました。ご家族は奥様、長女と次
女の女性２人です。早稲田大学を卒業され、郡山支店という
のは初めてだそうです。生年月日は1971年12月18日、結婚
が2005年４月24日です。趣味は旅行とジョギングだそうです。

今泉正規君

幹事報告
　本日も例会への出席ありがとうございます。

　明日からロータリーメンバー 18名、ご夫人
の方４名の22名で親睦旅行に行って参ります。コロナ禍とい
う状況ですので、ルールをしっかり守り、安全に楽しくやって来
たいと思っています。

阿部充宏 幹事

新入会員挨拶

　私は1971年生まれの50歳。生まれは岡山県です。育ちは
ずっと東京で、東北に関しましては以前仙台支店で勤務した
ことがあり２回目になります。着任したのが昨日なので、まだ分
からないことが沢山ございますが、地域の皆様のお役に立て
るよう何ができるかを考えて頑張っていきたいと思いますので、
是非ご指導のほどを宜しくお願い致します。
 所属　　親睦活動委員会
 推薦人　今泉正規君、新城義雄君

支店長　若狭秀則君
大和証券㈱ 郡山支店

親睦活動委員会報告
横山　大 副委員長

　実は、昨年11月１日から新しい運賃になり、14年振りに11.47％
で値上げさせて頂きました。タクシー運賃というのは、国土交通省
の認可が必要なシステムになっており、車両数の70％以上の会
社が国土交通省に値上げの意志を示さないと、認可の判断がさ
れません。その後さらに、円安やウクライナ侵略等によりまして、
LPG価格が非常に高騰しており、厳しい状況が続いています。タ
クシーの原価構成というのは燃料費が約７～８％、電気料と同じよ
うにサーチャージみたいなものがあって、原価が上がったら自動的
に運賃が変わればありがたいのですが、そういう制度にはなって
おりません。現在、ガソリンの補助として元受けに25円出ています
が、政府により、タクシー或いは貸切バス・乗合バスに対する補助
制度を策定中と言いますが、業界としてはこれで充分に対応でき
るのかどうか非常に心配しているところです。
　この運賃ですが、毎日同じところを通っても毎回運賃が違うと
良く言われます。実はタクシー運賃というのは、スピードが10kmを
切りますと時間が距離に換算されます。ですから、渋滞の状況な
どにより運賃が変化してしまうということです。また、タクシーに乗り
ますと、左側の後ろの窓に初乗り距離と基本運賃が表示されてい
ますが、実は都市部の方がタクシー運賃は安いです。それから業
界の新たな動きとして、アプリ・スマートフォンを利用して注文をす
ると配車されるシステムが入って来ました。その他、キャッシュレス
化が進み、一括定額運賃、相乗りタクシー、変動運賃というもの出
来つつあります。一括定額運賃というのはタクシーの定期です。ど
れもより運賃を安くする試みであり、高齢者が運転免許を返納し
てタクシー利用に切り替えるなど、高齢者利用が増えればありが
たく思います。明日４月１５日は、交通安全運動の最終日です。横
断歩道の一時停止のモデル化の指定を受けています。横断歩
道を止まるのはマナーではなくて、道交法のルールです。事故の
ないように頑張っています。
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阿部測量 株式会社
代表取締役 阿　部　充　宏
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「儒学者安積艮斎について」
　　　安積国造神社
　　　　  　　宮司　安藤智重氏
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れもより運賃を安くする試みであり、高齢者が運転免許を返納し
てタクシー利用に切り替えるなど、高齢者利用が増えればありが
たく思います。明日４月１５日は、交通安全運動の最終日です。横
断歩道の一時停止のモデル化の指定を受けています。横断歩
道を止まるのはマナーではなくて、道交法のルールです。事故の
ないように頑張っています。

〒963‒8014  郡山市虎丸町21‒14

阿部測量 株式会社
代表取締役 阿　部　充　宏

☎ 933‒2585　　922‒5005
〒963‒0115  郡山市南 2‒58

㈱オートデンソーマルヤマ
代表取締役 丸　山　　弘

☎ 945‒5388　　945‒5398

　「ロータリーの友」４月号を紹介いたします。
横組　　4頁　シャカール・メーター会長の
　　　　　　メッセージ
　　　　8頁　男性の育児
　　　14頁　国内RCの女性会員アンケート
　　　20頁　規定審議会
　　　30頁　スマートフォンと一眼レフの写真の違い
縦組　　4頁　命をいただいて繋いでいくこと
　　　13頁　緑内障について

雑誌委員会報告
有賀隆宏 委員長

「儒学者安積艮斎について」
　　　安積国造神社
　　　　  　　宮司　安藤智重氏

次 回 第27回例会
令和4年4月28日㈭
ゲスト卓話


