
 

令和2年9月 

 

第３２回「タクシーの日」の主な行事一覧 

 

 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したが、各都

道府県のタクシー協会では、「タクシーの日」に合わせて様々な行事・

活動を実施しました。 

 

（１）寄付金、車いす、交通安全グッズ等の贈呈（募金活動を含む。） 

北海道、宮城、福島、茨城、山梨、三重、岡山、福岡、長崎、熊本、

大分、沖縄  

 

（２）啓蒙活動、街頭指導、乗務員表彰              

北海道、千葉、富山、長野、岐阜、名古屋、滋賀、佐賀、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、静岡、名古屋、福岡、長崎、 

大分 

 

（４）展示、式典等の実施 

北海道、愛知、名古屋、佐賀 

 

（５）献血運動 

山梨、愛知、名古屋、広島、長崎、大分 

 

（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、埼玉、千葉、大阪、沖縄 



 

（７）新聞、ラジオ等による広報活動 

北海道、茨城、山梨、石川、愛知、名古屋、大阪、兵庫、岡山、沖縄 

 

（８）頒布物（ポケットティッシュ、うちわ、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、茨城、埼玉、千葉、山梨、新潟、富

山、福井、岐阜、静岡、愛知、名古屋、滋賀、奈良、鳥取、島根、山

口、高知、福岡、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島 

 



令和２年「タクシーの日」都道府県協会別実施結果

掲出物・頒布物名 数量
北海道 1 タクシー旅客サービス向上月間の実施（全道） チラシ 20,000枚 ＳＴＶラジオ

・ ポスター(作成）による啓発 ８月１日～３１日 広報用枕カバー 230枚 ＨＢＣラジオ
・ 「ながらスマホ」注意喚起ポケモンステッカー貼付 通年 マスク 10,500枚 ＦＭおたる

2 （一社）札幌ハイヤー協会 のぼり旗 5本 北海道新聞
・ 応募期間 ポケットティッシュ 3,330個 函館新聞

８月５日～３１日 ポスター 420枚 陸運情報
掲示 パネル ２部門×３組
９月中旬 タクシークーポン券 300枚

（１,０００円）
タクシークーポン券
プレゼント抽選券

2,500枚

無料乗車券 95枚
・ ８月１日～５日 （１,０００円）

3
・ 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 ８月１日～５日
・ 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 ８月１日～５日

4 千歳地区ハイヤー事業協同組合
・ ７月２５日～３１日

抽選日８月６日
・ タクシー車内枕カバーに「8月5日はタクシーの日」掲示 ７月２５日～８月５日

5 空知地区ハイヤー協会
・ 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 8月5日

6 （一社）函館地区ハイヤー協会
・ 7月31日

7 胆振西部ハイヤー協同組合
・ ポケットティッシュを乗客に配りタクシーの日をPR 8月5日

8 （一社）旭川地区ハイヤー協会
・ 8月5日

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 ８月５日～２５日

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
公開抽選会は来賓に運輸支局、消費者協会を迎える予定 ９月第４週

１０ 北海交通㈱室蘭支店がポケットティッシュを配布し「タクシーの日」をＰＲ ８月３日～５日
１１ ㈱新厚商事がポケットティッシュを配布し「タクシーの日」をＰＲ ８月５日～２５日

協会名 主な実施事項 実施日・実施期間
主な掲出物・頒布物 広告の掲載・行事

等を報道した報道

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

小樽ハイヤー協会

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）

北海道ハイヤー会館近隣幼稚園、近隣小学校へマスクのノベルティ付き
「タクシーにまつわる塗り絵・お絵かきを募集」チラシを配付し、各部門
賞を数枚選定し、協会ホームページで発表するとともに、ハイヤー会館駐
車場の特設パネルに１か月程度展示。今年のタクシーの日のファンフェス
タは新型コロナウイルス感染予防のため中止したが、応募していただいた
塗り絵や絵を来年のファンフェスタで展示予定。また、応募していただい
た方には、来年のファンフェスタで使える５００円チケットを配付予定。

「８月５日はタクシーの日」というお題目の元、夜間におけるドライバー
の「歩行者の発見の遅れ」による交通事故を一つでも防止するため、夜光
反射材「折り鶴」を寄贈し、管内の警察署における交通事故防止活動実施
時等に市民に配布をしていただいた。

旭川ハイヤー協会前ほかに「8月5日はタクシーの日」のPRのぼり旗を掲
揚



掲出物・頒布物名 数量
協会名 主な実施事項 実施日・実施期間

主な掲出物・頒布物 広告の掲載・行事
等を報道した報道

青森 1 8月4日 ポケットティッシュ 20,000個

2 ７月２０日～８月２１日

3 ７月２０日～８月２１日

岩手 8月5日 ポケットティッシュ 43,500個

宮城
1 公益財団法人交通遺児等育成基金に１０万円
2 仙台市内６地区交通安全協会へ1 地区当たり３万円（計１８万円）
3 河北新報社を通じ交通海難労災遺児へ２２万５，３５０円

秋田 1 8月5日 ポケットティッシュ 150個 秋北新聞
・ うちわ 100本

のぼり旗 105本
横断幕 1枚

2 タクシー乗降場の清掃と花壇の除草作業（北秋支部、会員事業者：５事業者） 8月5日
・

3

福島 公益財団法人福島県交通遺児奨学基金協会に寄付金２０万円贈呈
茨城 1 ８月１日～５日 ポケットティッシュ 10,000個 茨城新聞

2 茨城新聞に広告掲載 8月5日
埼玉 ８月５日配布 ポケットティッシュ 50,000個 テレビ埼玉

高級狭山茶２セット 30個 東京交通新聞
精米５キロ 70個

千葉 「さわやかタクシー運動」 ８月１日～８月３１日 ポケットティッシュ 80,000個
・ うちわ 1,000本

のぼり旗 200本
・ 胸リボン 10,000本

防災関連グッズ 100個
・ 11月26日

・ ご回答いただいた方の中から抽選で防災関連グッズをプレゼント 11月26日

のぼり旗「笑顔と感謝‼ ８月５日はタクシーの日です。」を全会員事業者営
業所分配布・掲揚

主要駅（水戸、日立、土浦、つくば、取手、下館、勝田、石岡、古河、鹿島
神宮）において利用者にポケットティッシュを配布

各乗務員が通常業務を通じてお客様に対してチラシを配布し「タクシーの日」を
アピールするとともに、ＱＲコード付きポケットティッシュを配布しアンケート
にご回答いただいた方の中から抽選で１００名に埼玉県特産品をプレゼント。ま
た、当協会は埼玉県より彩の国「新しい生活様式」安心宣言の認定を受けてお
り、安心・安全で快適な埼玉県のタクシーを併せてアピール。

８月３１日までアン
ケート募集、９月初旬

主催：一般社団法人千葉県タクシー協会・千葉県個人タクシー協会・千葉
県タクシー運転者登録センター

（通年実施している中
での重点実施期間）

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」をアピールした。
青森市タクシー協会、弘前市タクシー協会、八戸市タクシー協会で例年行わ
れているイベントは中止し、「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」をアピールした。
その他、青森県内各タクシー事業者は「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」をアピールした。

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

タクシー乗降場の清掃活動（秋田支部）
前年に引き続き、全自交秋田地連中央ブロックとの共催で、ＪＲ秋田駅周
辺のタクシー乗降場に加え、夜の繁華街である通称：「秋田市川反」まで
範囲を拡げての清掃活動を行った。（１７年連続）
なお、今年は、新型コロナウイルス感染症拡大の懸念もあり、団扇とポ
ケットティッシュ等の配布は行わず。

ＪＲ鷹ノ巣駅と秋田内陸縦貫鉄道鷹巣駅は隣接しており乗客の往来が多
く、北秋田市の玄関口でもありますので鷹巣駅前周辺を使用者が喜ばれる
よう美化に努めた。団扇、ポケットティッシュを配布。

各タクシー乗り場、タクシー車内に備え付けられているサービス向上に関
するアンケートはがき「さわやかタクシーカード」にご回答、投函いただ
回答いただいた「さわやかタクシーカード」の結果により、接客優良運転
者を協会長表彰

８月５日「タクシーの日」記念行事として寄付を実施



掲出物・頒布物名 数量
協会名 主な実施事項 実施日・実施期間

主な掲出物・頒布物 広告の掲載・行事
等を報道した報道

山梨 1 新聞広告 8月5日 のぼり旗 100本 山梨日日新聞
・ 山梨日日新聞に広告を掲載

2 募金活動の実施 ８月１日～３１日
・ １２月贈呈

3 清掃活動の実施 8月5日
・ タクシー乗り場等の清掃

4 のぼり旗の掲出 ８月１日～５日
5 献血活動（一部の支部で実施） ８月５日～３１日

・ 赤十字献血センターで乗務員１３名が献血
新潟 1 清掃活動 8月5日 のぼり旗 200本 上越タイムズ

・ 上越妙高駅タクシー乗降場周辺を清掃
2 「８月５日はタクシーの日」のぼり旗を各事業所に掲出 ７月中旬～８月５日

富山 1 「サービス向上運動」の取組み ７月１１日～８月５日 ポケットティッシュ 5,000個
・ 乗務員に「タクシーサービス１０則」を徹底
・ 「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 ７月１１日～８月中
3 タクシー利用者にポケットティッシュを領布 8月5日

石川 8月5日 北國新聞
北陸中日新聞

長野 事業者間等における啓発活動の実施 サービス向上運動期間中 北信濃新聞
・ ７月１日～８月３１日

・ 事業者間におけるチェックリストによる相互診断
・ 社内におけるチェックリストによる自己診断

福井 1 福井駅前等で通行人にポケットティッシュを配布 8月5日 ポケットティッシュ 5,000個
2 タクシー利用者にポケットティッシュを配布 8月5日

岐阜 1 グッズの頒布 ８月５日前後 ポケットティッシュ 10,000個
・ のぼり旗 2本

2 清掃活動 ８月５日前後
・

3 ドアサービス（東濃支部）
静岡 1 8月5日 マスク 30,000個 静岡新聞

30,000個 伊豆新聞
2 各社において、広報用グッズをタクシー利用者に配布 8月5日 岳南朝日新聞
3 8月5日 お茶一煎パック 1,100個

のぼり旗 2本
4 各社にてのぼり旗を掲出

駅、タクシー乗場において、乗務員の服装･車内･トランク内のチェックリ
ストによる街頭指導

日頃のタクシー利用に対する感謝の意を表するために、タクシー利用者に
「タクシーの日」を記載したポケットティッシュ等を頒布した。（東濃支
部、飛騨支部（乗り場と車内）、他支部（車内））

平素の公共施設(主要鉄道駅構内、公共施設等のタクシー乗り場など)使用
に対する感謝と公共交通機関としての位置付けをアピールするために清掃
活動を実施した。（ＪＲ中津川駅 （東濃支部）、ＪＲ高山駅（飛騨支

各部会･支部ごとに駅、商業施設やイベント会場等にて広報用グッズを配布、
併せて清掃等の奉仕作業を実施

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）

地方紙（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
取り組み内容を啓発ＰＲ

除菌ウェットティッ
シュ

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



掲出物・頒布物名 数量
協会名 主な実施事項 実施日・実施期間

主な掲出物・頒布物 広告の掲載・行事
等を報道した報道

愛知 1 ノベルティの配布 8月5日 マスク 15,000個 朝日新聞
・ タクシー車内にてお客様に使い捨てマスクを配布 中部経済新聞

2 献血活動の実施（名古屋タクシー協会協働、愛知県自動車会議所協賛） 8月5日
・

3 ８月中

4 8月5日
名古屋 1 8月5日 瞬間冷却パック 1,800個 朝日新聞

うちわ 60,000本 中日新聞
・ ミニうちわ 600本 中部経済新聞

東京交通新聞

・

・ タクシー乗り場付近の清掃活動
・ 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 8月5日
・

3 ８月中

4 タクシー車内での「うちわ」の配布 ８月４日～

5 タクシー車両に「タクシーの日」マグネットボディステッカーの装着 ７月２７日～８月５日
・

6 接客サービス向上運動 ７月２７日～８月５日
・

7 8月5日

三重 1 8月5日 中日新聞
伊勢新聞

滋賀 8月5日 マスク ３，０００枚

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

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
シー協会協働）
「朝日新聞」に広告、「中部経済新聞」に記事掲載
「タクシーの日」街頭キャンペーンの実施（ＪＲ名古屋駅タクシー乗り場２
か所）

新型コロナ対策のピクトグラム及び交通安全標語、横断歩道は歩行者優
先！・STOPあおり運転！！の標語及び8月5日はタクシーの日のシール添
付の瞬間冷却パックの配布
次世代タクシーの紹介、タクシーの日のいわれ、交通事故防止、防犯を網
羅したミニうちわの配布

新型コロナウィルスの影響及び夏場における慢性的な血液不足の中、医療
機関の応援として愛知県自動車会館５階会議室を臨時献血ルームとして開
設し、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
血を実施（献血入場者数１０７人（内名古屋タクシー協会員８２人）献血
者数７２人）。献血者には、冷却パック、大型うちわ、マスク（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

愛知県自動車会館表玄関ロビーにおいて、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
の展示等を実施

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、タクシーの日
のいわれ、タクシードライバー職について、高齢ドライバー免許返納、観
光タクシーのQRコード付。１車１０枚60,000枚配布

タクシー広報を目的としたタクシーの日のタクシー車両ボディステッカー
の貼り付け

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

「朝日新聞」「中日新聞」に「タクシーの日」広告、「中部経済新聞」に天
野会長のインタビュー記事を掲載

愛知県自動車会館において献血活動の実施（対象：協会会員事業者の乗務
員及び自動車会館職員、受付人数９５人、献血できた人数７２人）

県下主要２０駅において「８月５日はタクシーの日」のぼり旗を掲出のうえ、啓
発品のマスクを配布するとともに、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



掲出物・頒布物名 数量
協会名 主な実施事項 実施日・実施期間

主な掲出物・頒布物 広告の掲載・行事
等を報道した報道

大阪 1 ラジオによるＰＲ（ラジオ大阪１３１４KHz） タクシー利用券 50枚 ラジオ大阪
・ ２０秒スポットＣＭ（５０本） ７月２７日～８月５日 （１,０００円） 産経新聞
・ 時報ＣＭ（１０本） 8月5日
・ 8月5日

2 8月5日

兵庫 神戸新聞に広告掲載 ８月４日・５日 神戸新聞
奈良 8月5日 のぼり旗 150本

鳥取 「タクシーの日」のぼり旗を各営業所に掲出
島根 8月5日 ポケットティッシュ 12,000個
岡山 1 8月5日

2 8月5日
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 ７月２０日～９月３０日
山口 ８月５日～ ウェットティッシュ 9,000個

高知 1 ポケットティッシュを配布 ７月１０日～８月５日 ポケットティッシュ 19,000個
2 懸垂幕の掲示 ７月１０日～８月５日
3 ポスター配布 ７月１０日～８月５日

福岡 1 8月5日

2 門司交通安全協会に５万円を寄付
佐賀 貼付式（出発式） マグネット 1,300枚 佐賀新聞

・ 8月5日 のぼり旗 6本 ＮＨＫ
佐賀県警察本部 西日本新聞

ＦＭ佐賀

１４時～１６時５５分までの間、ワイド番組「Ｈｉｔ＆Ｈｉｔ」に広報サー
ビス委員会の坂本委員長と会員事業者（未来都）の現役乗務員が出演し、
「タクシーの日」の由来をはじめ、コロナ禍におけるタクシーの安全対策、
お客様とのエピソード、タクシーの働き方などをテーマに番組を構成してＰ
Ｒ、また、当協会のキャンペーンソングを歌う「あまゆーず」が番組に出演
したほか、リスナーに向けて大阪タクシー共通乗車券１，０００円分を５０
産経新聞に 「タクシーの日」の由来、コロナ禍における安全性について広告
を掲載

主要鉄道駅構内タクシー乗り場及び会員事業者営業所等に於いて、「タクシーの
日」の幟を掲出し、「タクシーの日」をＰＲ

タクシー利用客にポケットティッシュを配布
岡山療護センターへ車椅子寄贈
地元紙「山陽新聞」にタクシーの日の広告掲載

今回は、新型コロナウイルス感染被害拡大防止の観点から、多人数が参加する
キャンペーンは自粛し、各事業所毎にタクシー乗務員が「タクシーの日」ウエッ
トティッシュの配布を“お客様感謝デー”名目で実施。配布に当たっては３密に
配意し、８月５日は「タクシーの日」であること、及び「高齢者の交通事故防
止」を呼びかけ、平素のタクシー利用のお礼と今後のタクシー利用を勧め、「暑
い中、コロナ対策で大変ですね。有難うございました。」「今日が「タクシーの
日」ですか。何か語呂合わせがあるのですか。」などの反響に誠実に対応した。

一部の地区において、主要なタクシー乗り場を３密状態にならない範囲で清
掃活動を実施

「横断歩道における歩行者保護」マグネット貼付式
佐賀県では、横断歩道者の交通死亡事故が多発していることを受け、６月３
日に当協会を含む交通関係７団体が「歩行者保護宣言」を行い、その取り組
みの一環として、佐賀県警察と当協会共同で当該ＰＲ用マグネット「私は横
断歩道で止まります」を作成し、８月５日に貼付式（出発式）を実施し、タ
クシー車両に貼付し県民への広報を開始した。貼付式にタクシーの日のぼり
旗を掲示し、同ＰＲを行った。



掲出物・頒布物名 数量
協会名 主な実施事項 実施日・実施期間

主な掲出物・頒布物 広告の掲載・行事
等を報道した報道

長崎 1 タクシー乗り場等の清掃活動・環境整備 ポケットティッシュ 10,500個 長崎新聞
① 長崎市タクシー協会 横断幕 1枚
・ 8月5日 のぼり旗

帽子
タスキ

② 佐世保市タクシー協会 腕章
・ 8月5日

2 献血活動
① 長崎市タクシー協会
・ ８月中

・ 8月5日

② 佐世保市タクシー協会
・ ８月中

3 寄附金の贈呈（大村市タクシー協会） 8月5日
・ 大村市交通安全協会に交通遺児支援の義援金５万円を贈呈

4
・ ㈲松浦観光、㈱大波止タクシー、㈲有川タクシー、美鈴観光タクシー㈲

熊本 令和３年３月末までに
寄付金贈呈

大分 1 タクシー乗り場の清掃 8月5日
2 大分市２か所で献血運動。来場者に記念品を贈呈し、１０８名が献血 ８月５日・６日
3 交通事故被害者援護団体に対して義捐金１０万円贈呈 １１月

宮崎 「タクシーの日」のぼり旗を各営業所に掲出 のぼり旗 60本
鹿児島 タクシーサービス向上運動の実施 ８月１日～１０日 のぼり旗 120本

垂幕 110枚
胸リボン 3,500本

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 8月3日 タクシークーポン券 50枚 琉球新報
2 ラジオ番組での広報・宣伝活動 8月5日 （5,０００円分） RBCｉラジオ

・ （琉球放送）

・

各社営業担当指導部４０人により市内中心部のタクシー乗り場４か所、観
光施設等を主に路上の清掃活動（夢彩都周辺、大波止～思案橋、中央橋～
眼鏡橋、湊公園～グラバー園、チトセピア周辺）

地元ラジオ局にて「まるごと１日タクシーの日」の特番を組み「８月５日
はタクシーの日」を広く県民に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名にプレゼント

各社から各１名（計１７名）が「タクシーの日」を表示した帽子・タス
キ・腕章を着用し、のぼり旗の掲出し、市内タクシーベイ・乗り場３か所
の清掃及び違法駐車等に対する街頭指導

日赤血液センターと連携し、会員各社が目標人数を設定して献血を実施(全
社目標172人)
献血運動開始式を長崎市元 船町「おくんち広場」において、協会関係約３
０人、日赤関係者４人が参加して開催、「タクシーの日」横断幕を掲出

８月中を献血運動実施期間として各社への呼び掛け（２５名ずつ）を行
い、佐世保日赤血液センター献血ルーム「西海」において実施

ポケットティッシュの領布（離島４事業者）

会員事業所などに設置している募金箱を回収し、寄付金と合せて公益社団法人交
通遺児等育成基金に寄付を行う予定。地域によっては、地元の社会福祉協議会に
も寄付を行う予定。


