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平成２８年９月

第２８回「タクシーの日」実施結果一覧第２８回「タクシーの日」実施結果一覧第２８回「タクシーの日」実施結果一覧第２８回「タクシーの日」実施結果一覧

各都道府県等タクシー協会では、「タクシーの日」に合わせて、次のとおり様々な活動を実施しました。
各協会の実施内容は、以下のとおりです。

（１）交通遺児等育成基金等に寄付金を贈呈（募金活動を含む。）
宮城、秋田、福島、千葉、東京、神奈川、山梨、三重、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

（２）社会福祉協議会に車椅子を贈呈
岡山、鹿児島

（３）交通安全に関する催しを実施
福岡

（４）キャンペーン、イベントの実施
宮城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、名古屋、滋賀、大阪、兵庫、広島、香川、福岡、長崎、大分、沖縄

（５）啓蒙活動び事業所の顕彰・乗務員表彰を実施
北海道、千葉、長野、名古屋、兵庫、山口、宮崎、鹿児島

（６）被爆者の原爆慰霊碑参拝の送迎
広島

（７）交通安全グッズの贈呈
北海道、宮城、佐賀

（８）献血運動の実施
山梨、広島、福岡、長崎、宮崎、鹿児島
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(９) 公共施設、タクシー乗り場などの清掃の実施
北海道、青森、秋田、新潟、富山、岐阜、静岡、岡山、広島、福岡、長崎、鹿児島

（１０）抽選、クイズ等による旅行やタクシー乗車券、タクシークーポン券、タクシーチケット等の贈呈
北海道、群馬、千葉、神奈川、大阪、福岡、長崎、大分、沖縄

(１１) タクシーモニターの募集
名古屋

（１２）タクシー川柳の募集
宮城、

(１３) 新聞、ラジオ等による広報活動
北海道、青森、宮城、福島、千葉、東京、神奈川、山梨、新潟、長野、岐阜、静岡、愛知、名古屋、大阪、兵庫、和歌山、岡山、広島、
山口、徳島、福岡、佐賀、宮崎、鹿児島、沖縄

(１４) 掲出物（のぼり旗の掲出）、頒布物（ポケットティッシュ、うちわ、リーフレット等の配布）による広報活動
北海道、青森、岩手、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、新潟、富山、石川、長野、、静岡、愛知、
名古屋、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄



- 3 -

「タクシーの日」都道府県協会別実施結果「タクシーの日」都道府県協会別実施結果「タクシーの日」都道府県協会別実施結果「タクシーの日」都道府県協会別実施結果
平成２８年９月

主な掲出物・頒布物 の掲載及び広告
協会名 主 な 実 施 事 項 行事等を報道 献血運動 寄付金贈呈先し

掲出物・頒布物名 量 報道機関数 た

○タクシー旅客サービス向上月間の実施(全道) ・「ﾀｸｼｰの日」ｷｬﾝﾍﾟｰ 6,120枚 北海道新聞北海道
ポスターによる啓発(8月1日～31日) ﾝﾘｰﾌﾚｯﾄ(車内掲出) 函館新聞

○社会福祉貢献事業(8月1日～31日) ・広報用枕カバー 250枚 陸運新報
・STVラジオ「飲んだらタクシーに乗ろう！ ・広報用のぼり旗 5本 あさひかわ新聞

キャンペーン」企画 ・JR駅前でｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾁﾗｼ 10,400枚 ﾒﾃﾞｨｱあさひかわ
(ステッカーの貼付、ポストカードの配布) を配布 北海道経済

・夜間における歩行者との交通事故防止の一助とし ・ﾀｸｼｰｸｰﾎﾟﾝ券ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 100,000枚 新聞
て警察関係機関に夜間反射材を寄付(7月28日) 応募葉書 道北日報

○抽選によるタクシークーポン券、タクシーチケット ・ﾀｸｼｰクーポン券ﾌﾟﾚ 2,500枚 民放ﾗｼﾞｵ２局
プレゼントの実施(8月6日～9月10日) ｾﾞﾝﾄ抽選券

○街頭啓発活動の実施 ・広報用ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ 11,390個
・タクシー乗り場及び車内等においてポケットティ ・無料乗車券ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄﾁ 10,000枚

ッシュを配布(8月5日) ﾗｼ
・JR駅前広場及び公園の清掃(8月5日～6日) ・名入タオル 200本

青 森 ○青森市タクシー協会 ・のぼり旗 8本 陸奥新報
新青森駅、青森駅において清掃活動及び観光客・駅 ・ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ 25,200個 ﾃﾞｰﾘｰ東北
利用客に県協会名入り「8月5日はタクシーの日」ポ ・反射キーホルダー 250個
ケットティッシュを配布(7月28日～29日) ・チラシ 480枚

○弘前市タクシー協会 ・うちわ 100本
弘前駅前街頭において、タクシー利用客・タクシー
チケット購入者に県協会名入り「8月5日はタクシー
の日」ポケットティッシュを配布 (8月5日)

○八戸市タクシー協会
市内のデパート前で、県協会名入り「タクシーの日
」ポケットティッシュとSOSタクシー制度のチラシ
及び記念品を配布(8月5日)

○三戸郡タクシー協会
三戸町内において協会名入りうちわ及び県協会名入
りポケットティッシュを配布(8月5日)

○その他
県協会名入りポケットティッシュを各事業者の車両
数に合わせて台あたり10個配布し、タクシーの日」
をアピール(8月5日)

○ポケットティッシュの配布及びのぼり旗の掲出によ ・ポケットティッシュ 46,500個岩 手
り、「タクシーの日」の周知と乗務員の接客マナー ・のぼり旗
の向上及び事故防止の啓発活動を実施 (8月5日)
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主な掲出物・頒布物 の掲載及び広告
協会名 主 な 実 施 事 項 行事等を報道 献血運動 寄付金贈呈先し

掲出物・頒布物名 量 報道機関数 た

宮 城 ○交通遺児育成基金への寄付 東京交通新聞社 交通遺児育成基
○仙台市内の5交通安全協会に交通安全用品を寄付 金

(8月5日) 宮城県社会福祉
○タクシー川柳の募集(5月30日～7月20日) 協議会
○ラジオCMによるPR(7月1日～8月5日)

秋 田 ○JR秋田駅前周辺のタクシー乗降場の清掃活動 ・のぼり旗 5本 交通遺児等育成
○交通遺児等育成基金への寄付金贈呈(9月9日) 基金

山 形 ○ポケットティッシュの配布による啓蒙活動の実施 ・ポケットティッシュ 21,000個
(8月5日)

福 島 ○交通遺児家庭の支援・援護のため福島県交通遺児奨 福島民友 福島県交通遺児
学金基金へ育成資金の寄付及び社会貢献の広報の実 福島民報 奨学基金
施(8月8日）

○「ﾀｸｼｰの日」の広報(地方紙への掲載)(8月5日)

茨 城 ○各支部の主要駅においてタクシー利用者へポケット ・ポケットティッシュ 10,000個
ティッシュを配布(8月5日)

【主要駅】水戸,日立,土浦,つくば,下館,勝田,石岡,
古河,鹿島セントラルホテル前,潮来道の駅高速バス
乗り場

○ポケットティッシュを配布
○鹿嶋市,鉾田市,行方市,神栖市,潮来市の各市が福祉

協議会へ,水戸市,笠間市,茨城町が交通遺児等育成
基金へそれぞれ寄付金の贈呈(8月5日)

○栃木県タクシー協会及び宇都宮タクシー事業者協議 ・エコバッグ 700枚栃 木
会で、JR宇都宮駅において名入りエコバック及び広 ・ウエットティッシュ 1,000個
報用ウエットティッシュを通行人に配布して「タク ・ポケットティッシュ 400個
シーの日」のPR活動を実施するとともに、駅周辺道 ・煎餅 1,000枚
路の清掃活動、タクシー利用客へのドアサービス及
び交通安全啓発活動を実施(8月5日)

○栃木県タクシー協会と栃木県北地区タクシー協議会
により、JR那須塩原駅においてエコバック及び広報
用ポケットティッシュを通行人配布して「タクシー
の日」のPR活動を実施(8月5日)

○タクシーに乗って温泉旅行を当てよう！ ・ポスター 200枚 東京交通新聞群 馬
タクシーの利用促進を図り、一般消費者の需要喚起 ・のぼり旗 70本
を目的として例年行っている ・抽選券 50,000枚
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主な掲出物・頒布物 の掲載及び広告
協会名 主 な 実 施 事 項 行事等を報道 献血運動 寄付金贈呈先し

掲出物・頒布物名 量 報道機関数 た

【抽選券の内容】群 馬
1等 温泉宿泊券(ペア1泊2日) 20名
2等 タクシーサービス券(3,000円) 30名
3等 タクシーサービス券(1,000円) 50名
抽選券配布期間：8月1日～31日
抽選会:9月29日

○街頭指導の実施(8月5日)
【場所】JR高崎駅、JR前橋駅、JR新前橋駅、

JR沼田駅、東武太田駅、東武館林駅

○「より身近に・より安全に・より快適に」をテーマ ・看板 2枚埼 玉
にさいたま市「鐘塚公園」において「8月5日タクシ ・のぼり旗 10本
ーの日」のPR活動を実施(8月5日) ・うちわ 300本

○JR大宮駅構内電光掲示板に「8月5日はタクシーの日 ・ボールペン 250本
」をPR

千 葉 ○「きて・みて・ふれあい体験型イベント千葉県タク 千葉テレビ 交通遺児等育成お客様感謝フェスタ
シー協会お客様感謝フェスタ」をテーマにお客様感 ・ポスター 310枚 産経新聞 基金
謝フェスタを実施(7月30日) ・チラシ 10,000枚 東京交通新聞

○「さわやかタクシー運動」をテーマに、乗客の評価 ・風船 3,000個 ベイエフエム
により「接客優良運転者を協会長表彰を実施 ・ペーパークラフト 1,000枚
(平成28年11月実施予定) ・うちわ 5,000本

・駄菓子 500個
・アンケート用紙 1,000枚
・ポロシャツ 30着
さわやかﾀｸｼｰ運動
・ステッカー 6,500枚
・ポケットティッシュ 80,000個
・胸リボン 11,000枚
・のぼり旗 250本
・ﾃｰﾏﾊﾟｰｸﾁｹｯﾄ 45組90名
・ﾎﾃﾙﾍﾟｱ宿泊券 10組20名

東 京 ○「初乗り距離短縮運賃」実証実験(国土交通省主催) 日刊スポーツ 「タッくん愛の
に当協会が協力をして、実験初日の8月5日「タクシ 読売新聞 基金」
ーの日」に「JR新橋駅東口タクシー乗り場前」で出 朝日新聞 交通遺児等育成
発式を開催 日本経済新聞 基金

○抽選で１０組２０名を観光タクシーで箱根に招待。 ・応募チラシ 200,000枚 神奈川新聞 神奈川県立こど神奈川
また、タクシーが果たしている社会貢献等について ・絆創膏 20,000枚 タウンニュース も医療センター
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主な掲出物・頒布物 の掲載及び広告
協会名 主 な 実 施 事 項 行事等を報道 献血運動 寄付金贈呈先し

掲出物・頒布物名 量 報道機関数 た

積極的に広報しドアTOドアのサービスにより、すべ 日本介助犬協会神奈川
ての人に優しく安心してご利用いただける公共交通 神奈川新聞厚生
機関であることをPR 化事業団

○「タクシーの日」キャンペーン贈呈式、抽選会を横
浜市内で開催(8月5日)
・事業者、乗務員から寄せられた「善意の箱」から

県立子供医療センター、日本介助犬協会、神奈川
新聞厚生文化事業団へ寄付

○ラジオ放送による交通情報、UDタクシー、観光タク
シー、協会フェイスブック、ユーチューブチャンネ
ルのPR

○うちわの配布(8月5日) ・のぼり旗 100本 NHK甲府放送局 乗務員等 山梨みどり奨学山 梨
○募金活動の実施(8月1日～31日) ・うちわ 4,400本 により実 会

事業者、従業員、利用者による献血ボランティアの 施
実施

○清掃活動の実施(8月5日)
主要駅を中心に、タクシー乗り場で実施

○8月5日の清掃活動 ・ステッカー 6,000枚 新聞、テレビ、ラ新 潟
公園、公衆トイレ及び利用客の多い駅、病院、公共 ・反射材 900個 ジオ合わせて、18
施設などを、県内18の地区協会が参加して実施 の記事が掲載等さ
(清掃場所：28箇所、参加人員約170名) (8月5日) れた

○「高齢者見守りタクシー」ステッカー作成
県警察と防犯、交通安全に関する協定等を結んでお
り、社会貢献活動を地域住民にアピールすべく、高
齢者見守りに注力することとし、「高齢者見守りタ
クシー(シルバー助け隊)」ステッカーを作成して、
1年間全車両に掲出することにした。

○反射材配布を依頼
新潟市内警察署等から、高齢者のタクシー利用者へ
配布する目的で贈呈された。

富 山 ○サービス向上運動の推進(7月21日～8月5日） ・のぼり旗
○駅及びタクシー乗り場等の清掃活動実施 ・はっぴ
○交通安全への取組み ・ポケットティッシュ 32,000個

・「夏の交通安全県民運動」に積極的に参加
(7月21日～30日)

・デイ・ライトの実施(実車走行時にライト点灯)
(7月21日～8月5日)

○ポケットティッシュの配布(8月5日)
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主な掲出物・頒布物 の掲載及び広告
協会名 主 な 実 施 事 項 行事等を報道 献血運動 寄付金贈呈先し

掲出物・頒布物名 量 報道機関数 た

○地方紙に「タクシーの日」の由来やタクシー業界が ・ボールペン 500本石 川
取り組んでいることを啓発するとともに広告を行っ ・ポケットティッシュ 10,000個
た。(8月5日) ・ウエットティッシュ 1,500個

○事業者が独自に掲出及び頒布
・ボールペン
・ウエットティッシュ
・ポケットティッシュ

○金沢駅頭においてポケットティッシュを配布
(8月5日)

○事業者による啓発活動を支部ごとに実施(サービス ・のぼり旗 200本 信濃毎日新聞長 野
向上運動期間中) ・ステッカー 3,000枚 長野放送

○協会による啓発活動を長野市で実施(8月5日) ・立て看板 200本 FM善光寺
・ティッシュペーパー 30,500個
・うちわ 1,500本
・アンケートはがき 10,000枚

○JR福井駅及びJR敦賀駅頭において通行人にポケット ・ポケットティッシュ 10,000個福 井
ティッシュ等を配布するとともに、違法駐車排除の ・附箋 300個
街頭指導を行った(8月5日) ・スマホクリーナー 300個

○タクシー利用客に対する感謝の意を表すために、利 ・ポケットティッシュ 10,000個 岐阜新聞岐 阜
用客、通行人へ「タクシーの日」を記載したうちわ ・うちわ 2,000本
、ポケットティッシュを頒布(8月5日)

○タクシー乗り場の清掃活動(8月5日)

○静岡市茶業振興協議会との共催による広報イベント ・のぼり旗 各社対応 伊豆新聞静 岡
を開催(8月5日) ・マグネットステッカ 各社対応 岳南朝日新聞

○各部会及び支部ごとに駅、市街地、イベント会場で ー
広報用グッズを配布するとともに、清掃等の奉仕活 ・うちわ 50,000本
動を実施(8月5日) ・ウエットティッシュ 50,000個

○各社において、広報用グッズをタクシー利用客に配
布(8月5日)

○主要駅等タクシー乗り場で、一般市民にタクシーを ・ウエットティッシュ 15,000個 朝日新聞愛 知
PRするためウエットティッシュを配布(8月5日) 中部経済新聞

○豊橋市長を表敬訪問し業界に対する理解を求めた。

○街頭キャンペーンの実施(8月5日) ・ウエットティッシュ 60,000個 朝日新聞名古屋
○タクシー車内でウエットティッシュ、「違法な白タ ・チラシ 60,000枚 中日新聞

ク・ライドシェア」リーフレットを配布 中部経済新聞
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主な掲出物・頒布物 の掲載及び広告
協会名 主 な 実 施 事 項 行事等を報道 献血運動 寄付金贈呈先し

掲出物・頒布物名 量 報道機関数 た

(8月1日～5日) 日刊自動車名古屋
○タクシー車両に「タクシーの日」ボディステッカー トラノーバ

の装着(マグネット板)(7月27日～8月5日)
○接客サービス向上運動の実施(7月27日～8月5日)
○タクシーモニターの実施(募集人員:40名)

・モニターの内容：10月～12月にかけて、1人月12
回タクシーをご利用いただきモニター調査をお願
いし、各社のサービス改善や協会の取組に活用す
る(8月5日募集)

○全自交労連愛知地連との合同キャンペーン

○(公財)交通遺児等育成基金に(独)自動車事故対策機 交通遺児等育成三 重
構三重支所を通じて10万円寄付(8月5日) 基金

滋 賀 ○全国統一「タクシーの日」を中心としたキャンペー ・チラシ 35,000枚
ンを実施し、公共輸送機関として重要な役割を果た
しているタクシーの現状と絶えずサービスの向上に
努める安全で快適なタクシーの実態を広く利用者に
アピールするとともに、タクシー事業の社会的地位
の確立を目指して実施

京 都 ○「タクシーの日」PR・広報のための街頭キャンペー ・たすき
ンを実施(8月5日) ・うちわ 5,000本

【実施場所】JR京都駅、四条烏丸交差点、近鉄大久
保駅・新田辺駅、JR宇治駅、JR亀岡駅

○在阪産業別労働組合5団体と共同で、ライドシェア ・小型うちわ 2,000本 毎日放送ラジオ大 阪
(白タク)合法化の反対をテーマにした街頭キャンペ ・タクシー共通乗車券 200万円分 産経新聞
ーンを実施した(8月5日) (500円分)

○毎日放送に出演するとともに生読みCM及びスポット
CMを放送(8月1日～5日)

○県下主要駅での街頭キャンペーン(8月5日) ・胸リボン 1,000枚 神戸新聞兵 庫
○優良従業員表彰(8月1日) ・タクシー利用券 2,200枚

・ポケットティッシュ 36,000個
・ボールペン 6,000本

○車内で利用客にポケットティッシュを配布 ・のぼり旗 163本奈 良
○主要鉄道駅構内タクシー乗り場及び会員事業者営業 ・ポケットティッシュ 12,000個

所において「タクシーの日」ののぼり旗を立てると
ともに、JR・近鉄奈良駅で案内サービスと併せてポ
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ケットティッシュを配布、「タクシーの日」のPRを奈 良
実施(8月5日)

○JR和歌山駅をはじめ県下１３か所の主要駅とタクシ ・のぼり旗 37本 和歌山放送(ラジ和歌山
ー乗り場及び利用客へポケットティッシュを配布 ・ベスト、帽子 オ)
(8月5日) ・ポケットティッシュ 20,000個 テレビ和歌山

○県下主要15か所の駅及びタクシー乗り場に「8月5日 和歌山新報
はタクシーの日」ののぼり旗を掲出
(7月29日～8月5日)

○和歌山放送(ラジオ)に会長が出演しタクシーの日を
PRするとともに、CM放送を実施

○乗客へポケットティッシュを頒布 7,000個鳥 取 ・ポケットティッシュ

○ポケットティッシュを頒布 12,000個島 根 ・ポケットティッシュ

○岡山県タクシー協会岡山支部指導委員会によ ・のぼり旗 JR記者クラブ岡 山 る岡
山駅タクシー乗り場及び駅前周辺、タク ーベイ等シ
の清掃活動を実施(8月5日)

○岡山療養センターへ車椅子を寄贈(8月5日)
○のぼり旗の掲出

○原爆養護ホーム「倉掛のぞみ園」入園者の原爆慰霊 ・ポケットティッシュ 1,000個 NHK広島放送局 献血の実広 島
碑参拝の送迎ご案内(7月8日) ・うちわ 1,000本 広島ホームテレビ 施

○献血への協力(57名が献血)(7月20日～8月10日) ・ネットスポンジ 500個 RCC
○「タクシーの日」頒布物の配布及びタクシー乗り場 ・綿棒あぶらとり紙セ 1,000個 中国新聞

の清掃(8月5日) ット 広島経済レポート
○タクシーイベントの開催(7月24日) ・風船 700個
○原爆被爆者慰霊ピアノ演奏会の協賛(8月6日) ・ここども乗務員証 600枚

・ママlovesタクシー 500冊

○事業者による啓蒙活動(7月～8月5日) ・のぼり旗 190本 NHK山口放送局山 口
○サービス向上運動の推進(4月～8月5日) ・ワッペン 3,000個 山口新聞
○5地区協会によるキャンペーンの実施(8月5日) ・ステッカー 1,500枚 宇部日報

・電光掲示板 1基 56両
・マグネットステッカ 1,500枚

ー
・ウエットティッシュ 10,000個

徳 島 ○徳島駅においてボールペン、どら焼き、ポケッ ト ・ボールペン 1,000本 徳島新聞
ティッシュ等を頒布(8月5日) ・どら焼き 1,000個
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徳 島 ・ポケットティッシュ 1,500個

○高松市内でイベントを実施(7月31日) ・ネットスポンジ 200個香 川
○車内で利用客へポケットティッシュを配布 (8 ・トミカのタクシーミ 100個
月5日) ニカー

・うちわ 350本
・ポケットティッシュ 20,000個

○県下で、車体左サイドにマグネットシートを貼 付 ・はっぴ愛 媛
してサービス＆マナーアップ運動を実施 ・ワッペン

(8月5日～9月5日) ・ポケットティッシュ 5,000個
○松山市内主要タクシー乗り場でポケットティッシュ
を配布して広報活動を実施

○ポケットティッシュの配布によるPR活動を実施 ・ポスター 89枚高 知
(7月1日～8月5日) ・ポケットティッシュ 20,500個

○福岡市タクシー協会 ・横断幕 1枚 KBCラジオ 献血の実福 岡
・合い言葉を言ってガラポン抽選会 ・のぼり旗 5本 FMたんと 施
・アンケートの実施 ・告知看板 3枚 読売新聞
・福岡吉本芸人漫才ショー ・ｵﾘｼﾞﾅﾙﾎﾟﾛｼｬﾂ 24着
・タクシー車両のパネル展 ・うちわ 500本
・タクシー車両の展示 ・ポケットティッシュ 20,000個
・福岡トヨペットマスコットキャラクター「トッピ ・オリジナルタオル 1,700枚

ー」の登場 ・灰皿、オリジナルケ 各500個
○北九州タクシー協会 ーキ、マグネット

・「タクシーの日」ポケットティッシュの配布 ・チラシ 4,000枚
・オリジナルタオルの配布 ・粗品 300個
・清掃活動の実施 ・日赤ティッシュ 4,000個
・高校生作成のオリジナルケーキの配布 ・商品券
・タクシー乗り場の整備 ・サッカー観戦券
・「タクシーの日」ロゴマーク入りマグネットの配

布
・警察署とタイアップをした「ニセ電話詐欺対策」
「薬物禁止」ポケットティッシュの配布

○筑豊地区タクシー協会
・こどもと高齢者の防犯教室
・各部会毎にタクシー乗り場の清掃とポケットティ

ッシュの配布及びパンフレットの配布
○筑後地区タクシー協会

・タクシー乗り場の清掃、美化運動の実施
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「小さな親切」グリーンパレード参加福 岡
・献血運動の実施「広げよう献血の輪を推進活動」
・地元FM局に出演し「タクシーの日」のPR活動を実

施
・ポケットティッシュの配布

佐 賀 ○佐賀県警察本部へハンドPOP（交通安全活動時 に ・のぼり旗 佐賀新聞
使用する交通安全標語を記載した両面蛍光反 射材） ・ＰＯＰ 150部
を贈呈(8月5日)

長 崎 ○タクシー乗り場等の清掃活動・環境整備 ・横断幕 1枚 従業員に 大村市交通安全
(長崎市タクシー協会、佐世保市タクシー協会) ・帽子、たすき、腕章 よる献血 協会
(8月5日) ・のぼり旗

○街頭キャンペーン(8月5日) ・ポケットティッシュ 32,000個
景品が当たる抽選会を実施 ・サービス券(タクシ 800枚

○献血運動の実施(8月1日～31日） ー利用券100円)
○大村市交通安全協会に交通遺児支援の義援金を贈呈 ・タオル 400枚
（大村市タクシー協会）

熊 本 ○震災につき対応できませんでした。

○タクシー乗り場の清掃(8月1日） ・応募券 240,000枚 大分県赤十 交通事故遺児義捐大 分
○献血運動の実施(8月4日） 字血液ｾﾝﾀ 金
○タクシー乗車券プレゼントキャンペーン ｰ

(8月1日～31日）
特賞 初乗り640円券20枚 20名

初乗り640円券 2枚 785名
○タクシーの日式典・抽選会(9月7日）
○チャリティゴルフコンペ(10月6日）

○タクシー乗務員研修会 ・のぼり旗 50本 宮崎日日新聞 従業員等 宮崎県交通安全宮 崎
・宮崎県観光協会長による観光接遇の優良乗務員表 による献 対策推本部

彰 血 自動車事故被害
・研修会 者援護財団

参加者110名 優良乗務員被表彰者19名 事故被害者支援
(8月5日) 基金

○健康相談コーナーの設置(8月5日)

○鹿児島県社会福祉協議会に車椅子10台を贈呈 ・のぼり旗 120本 南日本放送鹿児島 従業員に 鹿児島県交通被鹿児島
（8月5日） ・垂れ幕 115枚 テレビ よる献血 害者たすけあい

○タクシー従業員による献血ボランティアを実施 ・リボン 3,600個 鹿児島放送 協会
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（8月5日） ・頒布物(飲み物) 100本 鹿児島読売テレビ 自動車事故被害鹿児島
○繁華街（天文館）で清掃活動を実施(8月5日） 者援護財団
○交通遺児たすけあい募金運動を実施(8月5日）
○「サービス向上運動」の実施(8月1日～10日）

○沖縄県交通遺児育英会へ30万円寄付(8月3日) ・のぼり旗 20本 RBCiラジオ 沖縄県交通遺児沖 縄
○繁華街でイベントを開催 ・ポケットティッシュ 500個 琉球新聞 育英会

・飲酒模擬体験コーナーの設置
・大道芸人
・主要道路、空港、タクシーベイ、公園周辺の清掃

活動
○ラジオ番組での広報・宣伝活動

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(500円)を1口5,000円分プレゼン
ト


