
令和 4 年 9 月 

 

第３４回「タクシーの日」の主な実施事項一覧 

 

 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」に合わせて様々な活動を

実施いたしました。 

 

（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、福岡、長崎、

熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄  

 

（２）啓蒙活動、街頭指導、ドアサービス、乗務員表彰              

北海道、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、長崎、大分 

 

（５）献血運動 

山梨、愛知、名古屋、広島、福岡、長崎、大分、鹿児島 

 

 

 



（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、大分、鹿児島、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、秋田、山梨、石川、愛知、名古屋、京都、大阪、  

兵庫、岡山、香川、福岡、沖縄 

 

（８）ラッピングタクシーによる広報活動 

東京、福岡 

 

（９）高齢者運転免許返納割引の広報活動 

 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、

大分、宮崎、鹿児島 



令和４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）

・ ポスターによる啓発 ８月１日～３１日 ポスター 420枚
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 8月7日 陸運情報
チラシ配布 チラシ 25,000枚 東京交通新聞
７月１１日～

ＳＴＶラジオ

④キッズダンスパフォーマンス
ホームページ
ＳＮＳ
テレビ

・ ８月１日～５日 タクシークーポン券 ＳＴＶラジオ

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 のぼり旗、ステッカー ５本
・ おたる潮祭り時に「8月5日はタクシーの日」のぼり旗を掲揚 ７月２２日～２４日 のぼり旗
・ 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 ＦＭおたる

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 枕カバー 250枚

5 （一社）函館地区ハイヤー協会
・ 8月5日 2,000個 函館新聞

北海道新聞

6 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月5日 冷却シート 200個

7 （一社）旭川地区ハイヤー協会
・ ＪＲ旭川駅北口広場及び南口タクシー乗り場の清掃活動 8月5日
・ アンケート回答期間 リーフレット 北海道新聞

８月１日～３１日 あさひかわ新聞
日刊自動車
陸運情報
北海道経済
メディア旭川

協会名 主な実施事項
広告掲載や報道等
がなされた報道機

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

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）

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「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

○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）で広報
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）

小樽ハイヤー協会

夜光反射材「折り
鶴」

実施日・実施期間
主な掲出物・頒布物

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１つ
でも防止するため、道警函館方面本部交通課に夜光反射材（２，０００
個）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
配布していただいた。

アンケート用のＱＲコードが記載されたリーフレットを配布し、アンケー
ト回答者の中から抽選でタクシー乗車券をプレゼント



掲出物・頒布物名 数量
協会名 主な実施事項

広告掲載や報道等
がなされた報道機

実施日・実施期間
主な掲出物・頒布物

北海道 8 釧根地区ハイヤー協会
・ ８月５日～２６日 チラシ 6,500枚 陸運情報

抽選９月下旬予定 マスク 6,000個
スペシャル賞　無料乗車券　１０，０００円分     ３名 タクシー乗車券
　　　　 A賞　無料乗車券     ５，０００円分      ５名
　　　　 B賞　無料乗車券     ３，０００円分   １０名
             C賞　無料乗車券　  １，０００円分   ４０名　
合計５８名125,000円分を抽選でプレゼント

9 その他　会社独自で作成したチラシ、カード等により社内広報 8月5日 チラシ、カード等
青森 ７月２２日～８月１９日 ポケットティッシュ 20,000個

岩手 8月5日 ポケットティッシュ 42,500個

宮城 1 8月5日
2 応募期間 応募はがき 32,000枚

・ ６月下旬～７月３１日 タクシー券
抽選

・ 専用応募はがき３万２千枚（タクシー車内に備え付け） ８月５日の記念式典で
・ 応募総数１,５９９枚 抽選会を実施

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 応募期間 タクシー券
・ 5月１日～７月２４日

８月５日の記念式典で
・ 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 入賞作品を最終選考
・ 応募総数７１作品

4 （公財）交通遺児等育成基金等への寄付金贈呈 8月5日
（宮城県タクシー協会１０万円、仙台地区総支部１０万円）

5 8月5日
6 ＴＢＣ東北放送ラジオスポットＣＭによる「タクシーの日」ＰＲ ７月１日～８月５日

（２０秒：午前・午後各１回）
秋田 1 8月5日 秋北新聞

・

2 8月5日 北鹿新聞

3 「笑顔と感謝！！　８月５日はタクシーの日」幟旗を各営業所に掲出 8月5日 のぼり旗 100本
4 ポケットティッシュ、団扇等の頒布 8月5日 ポケットティッシュ 50個

うちわ 50本
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 ７月～８月 ポケットティッシュ 20,000個

マスク 500個
冷却シート 200個

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 8月4日

「一般社団法人青森県タクシー協会・タクシーの日、タクシー生誕110周年」
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。

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

  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
応募企画①　「クイズに答えてタクシー券をもらおう！」

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

ＴＢＣ東北放送ラ
ジオ

鹿角（ＪＲ花輪駅構内）、北秋田（ＪＲ鷹ノ巣駅並びに秋田内陸縦貫鉄道
鷹巣駅構内）、秋田（ＪＲ秋田駅前周辺タクシー乗り場）

大館支部が北鹿新聞に「８月５日タクシーの日　タクシー生誕１１０周年を
迎えます。」広告を掲載

無料乗車券応募チラシ6,500枚、個包装マスク6,000枚を乗務員から乗客
に配布

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

仙台６地区の交通安全協会に交通安全グッズを贈呈（仙台地区総支部）

県内３地区での清掃活動



掲出物・頒布物名 数量
協会名 主な実施事項

広告掲載や報道等
がなされた報道機

実施日・実施期間
主な掲出物・頒布物

埼玉 1 タクシー車内にてお客様にウェットティッシュ配布 8月5日 ウェットティッシュ 70,000個
2 「８月５日はタクシーの日」のぼり旗を主要駅タクシー乗り場と協会に掲出 8月5日 のぼり旗 １５か所
3 埼玉県交通安全対策協議会に１０万円を寄附 8月5日

千葉 「さわやかタクシー運動」 ８月１日～３１日 ポケットティッシュ 80,000個
主催：（一社）千葉県タクシー協会・千葉県個人タクシー協会 さわやかカード 500,000枚
・ （２年分）

のぼり旗 180本
胸リボン 8,500本

・ １１月２１日実施予定

・ １１月２１日実施予定 防災関連グッズ 100個

東京 1 「ココロをつなぐ一行タクシー　人と街にエール！！」
・ 応募期間

３月１８日～５月６日
・ 運行期間

７月１５日～８月２０日

2 「８月５日タクシーの日　タッくん大感謝祭２０２２　 8月6日 10,000個 読売新聞
～東京のタクシーから人と街にエール！！～」

・ 場所：有楽町駅前広場 ミニうちわ 1,000本
① 「タッくん愛の基金」募金贈呈式
・ （公財）交通遺児等育成基金へ、川鍋会長より１００万円贈呈
② 「ココロをつなぐ一行タクシー　人と街にエール！！」表彰式
・ 応募されたキャッチコピーより最優秀賞１名、優秀賞３名及び日本広告制

作協会より「OAC賞」２名を表彰
③ ものまね芸人によるステージ
・ ホリプロ芸人4名によるものまねパフォーマンス
④ 車両・パネル展示ブース
・

・ 一行タクシーキャッチコピー１１０作品のパネル展示
・ タクシーの歴史パネル8枚展示(全タク連ブース) パネル 8枚
⑤ シートベルト横転体験ブース(武蔵境自動車教習所)
⑥ 縁日ブース
・ フライングピザ、ターゲットゲーム等子どもたちに遊んでもらうコーナー

を開設
⑦ インフォメーションブース

「１万人アンケート調査」回答者先着２００名にクオカードプレゼント クオカード 200枚
山梨 1 新聞広告 8月5日 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月贈呈予定

応募された約１８,０００作品の中から日本広告制作協会と協会広報委員会
にて選考された1１０作品を選定、広報委員、正副会長、専門委員長の各
社車両１１０台のタクシーにラッピングし都内をＰＲ走行

（通年実施している中
での重点実施期間）

日本広告制作協会とタイアップし、日本広告制作協会特設サイトより会員
及び一般に対し、タクシーに関するキャッチコピーを公募

ご回答いただいた方の中から抽選で１００名の方々へ防災関連グッズをプ
レゼントする。

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
いた。

車両展示（最優秀賞キャッチコピーラッピングタクシー(JPN TAXI)、セ
レナ福祉車、往年のタクシー車両(トヨタクラウン))

除菌ウェットティッ
シュ

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
者を協会長表彰する。

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２５万円）



掲出物・頒布物名 数量
協会名 主な実施事項

広告掲載や報道等
がなされた報道機

実施日・実施期間
主な掲出物・頒布物

山梨 3 清掃活動の実施 8月5日 山梨日日新聞
・ タクシー乗り場等の清掃

4 タクシー乗り場にのぼり旗の掲出 ８月１日～５日 のぼり旗
5 献血運動 ８月５日～３１日

・ 赤十字献血センターで１２名の乗務員が献血を行った。
新潟 1 「タクシー生誕１１０周年」ＰＯＰの掲出 ７月下旬～８月末 ＰＯＰ 2,230枚

・

2 「８月５日はタクシーの日」のぼり旗の掲出 ７月下旬～８月５日 のぼり旗 130本
・ 全ての営業所（約１３０か所）にてのぼり旗を掲出した。

3 清掃活動
・ 8月8日 のぼり旗

・ 8月30日 のぼり旗

4 「ホスピタリティ体験会」（北陸信越運輸局と共同開催） 9月13日 のぼり旗
・

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 8月5日
・ 「夏の交通安全運動」（７月１１日～２０日）に積極的に参加　　 ７月１１日～２０日

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１０日
石川 1 8月5日 ポケットティッシュ 1,000個

2 8月5日 ポケットティッシュ 1,000個

3 8月5日 北國新聞
北陸中日新聞

福井 タクシー利用時にポケットティッシュ等を配布 8月5日 ポケットティッシュ 5,000個
岐阜 1 グッズの配布 ８月５日等 ポケットティッシュ 10,000個

・ ボックスティッシュ 1,000個
のぼり旗 ３か所

乗り場等での頒布

ボックスティッシュ：岐阜支部（駅通行人）
2 駅周辺のパトロール:岐阜支部（タクシー車両の違法駐停車の確認）

NST新潟総合テレ
ビ

上越妙高駅、高田駅、直江津駅、うらがわ駅を上越市ハイヤー協会加盟事
業者５社が清掃活動を実施

日頃のタクシー利用に対する感謝の意を表するために、駅通行人やタク
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。

ポケットティッシュ：東濃支部（乗り場と車内）、飛騨支部（乗り場と車
内）、西濃支部、中濃支部、郡上下呂支部

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
利用者に伝えた。

柏崎駅前を柏崎市ハイヤー協会加盟の事業者３社が協力して清掃活動を実
施

万代島多目的広場にて、障害当事者にご協力をいただき、新潟市内のタク
シー経営者や乗務員がユニバーサルデザイン教室やバリアフリー体験、障
害当事者とタクシー乗務員の意見交換会を行い、ホスピタリティを向上さ
せるためのヒントを探った。

各社から１名、計２０名でＪＲ金沢駅タクシー乗り場２か所でポケット
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
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
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



掲出物・頒布物名 数量
協会名 主な実施事項

広告掲載や報道等
がなされた報道機

実施日・実施期間
主な掲出物・頒布物

岐阜 3 タクシー乗り場などの清掃活動
・

4 ドアサービスの実施（東濃支部）
5 タクシー１１０周年ポスターを掲載 ポスター

（２ヶ所；岐阜県自動車会館、岐阜運輸支局）
静岡 1 8月5日 マスク 18,000個

18,000個
2 8月5日

3 8月5日 静岡新聞

のぼり旗
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） 8月5日 東京交通新聞

・

2 ８月中

3 8月5日 朝日新聞
中部経済新聞

名古屋 1 街頭キャンペーンの実施 8月5日
・

冷却パック 1,500個

1,200セット

③タクシー乗り場付近の清掃活動
④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 東京交通新聞
・

（来場者１０９人、献血受付者１００人、献血者８２人）

3 ８月中 冷却パック 200個
200セットウェットティッシュ

及びマスク

愛知県自動車会館において献血ルームを開設し、献血活動を実施（対象：
協会会員事業者の乗務員及び自動車会館職員）

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）

お茶一煎パック、お
茶ツアーパンフレッ
ト、マスク、除菌
ウェットティッシュ
のセット

「朝日新聞」に広告、「中部経済新聞」に記事掲載

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

各部会・支部ごとに駅、商業施設等にてマスク・除菌ウェットティッシュ等
広報用グッズを配布

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。（東濃支部　ＪＲ中津川駅）

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とし
て、静岡駅前および清水駅前で茶っきり娘と頒布物（お茶一煎パック、お茶
ツアーパンフレット、マスク、除菌ウェットティッシュのセット）を配布

②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を配
布

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を実施した。

献血者には、冷却パック（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パック、ウェットティッシュ、マスクの配布を実施。

ウェットティッシュ
及びマスク

①交通安全標語「横断歩道は歩行者優先！ＳＴＯＰあおり運転！」と「８
月５日はタクシーの日」と感染防止ピクトグラムを印刷したシールを貼付
した冷却パックを配布

除菌ウェットティッ
シュ各社において、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



掲出物・頒布物名 数量
協会名 主な実施事項

広告掲載や報道等
がなされた報道機

実施日・実施期間
主な掲出物・頒布物

名古屋 4 タクシー車内での「マスクセット」の配布 ８月４日～ 60,000セット
・

１車両概ね10セット計60,000セット配布
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 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 8月5日

滋賀 8月5日 ポケットティッシュ 5,000個

「タクシーフェア2022inKYOTO」於：イオンモール京都 8月5日 うちわ 1，000本 交通界
① チラシ 500枚 東京交通新聞
② 車両展示

・ お絵描きタクシー（トヨタコンフォート）
タクシー車両に自由にお絵描きしていただいた 陸運新報

・ 未来タクシー免許証発行<お子様向け>（トヨタＪＰＮ　ＴＡＸＩ）
お子様にタクシー車両の操作体験後、オリジナル未来免許証の発行

③ ビンゴ大会

※同着ビンゴ用QUOカード2,000円分
④

⑤

⑥

⑦
ミニカー 98個

⑧ マスク 100枚

7月26日

7月31日
8月3日

新型コロナウィルス感染防止対策の徹底！、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Ｑ
Ｒコード付

「朝日新聞」「中日新聞」に広告、「中部経済新聞」に記事掲載

ウェットティッシュ
及びマスク

京都
ＭＣ：α-ＳＴＡＴＩＯＮエフエム京都　ＤＪ　川原ちかよ

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

景品：任天堂スイッチ、アラジントースター、T-fal電気ポット、ネックファ
ン

配車アプリ紹介
・DiDi　・Go
似顔絵コーナー
α-STATIONエフエム京都　DJ　イラストレーター・漫画家　おおえさき
キッズスペース
・塗り絵、レゴ、ペーパークラフト
来場者へのプレゼント
・ミニカー98個、マスク100枚、ポケモンマグネット、リフレクター
α-STATIONエフエム京都でのスタジオ生出演、スペシャルペイドパブリシ
プランでの告知による宣伝
・スタジオ生出演
  α-STATIONエフエム京都 ｢MUSIC MATCH｣
・パブリシティ原稿
  α-STATIONエフエム京都 ｢FLOWERHUMMING｣
  α-STATIONエフエム京都 ｢ONEFINEDAY｣

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

朝日新聞、中日新
聞、中部経済新聞

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

月間トランスマガ
ジン

 α-STATIONエフ
エム京都



掲出物・頒布物名 数量
協会名 主な実施事項

広告掲載や報道等
がなされた報道機

実施日・実施期間
主な掲出物・頒布物

大阪 ラジオによるＰＲ（ＭＢＳラジオ） タクシー共通乗車券 ＭＢＳラジオ
1

① ７月２６日、８月２日

② 公式Twitterにてプレゼント企画を実施
③ オーイシ氏オリジナルＣＭを３パターン作成 ７月２３日～８月５日

期間中７０回ラジオ放送＋公式Youtubeにて公開
2 「松井愛のすこーし愛して♡」 ８月１日～５日

① 生出演ＣＭ放送（坂本副会長出演）
② 公式Twitterにてプレゼント企画を実施

3 「ありがとう浜村淳です」 8月5日
① クイズコーナーにて週間プレゼント企画を実施

兵庫 ・ ７月２７日～

・ ７月２７日～８月５日

奈良 1 8月5日 のぼり旗 160本

2 8月6日 各500冊

チラシ 500枚
ポケモンステッカー 1,000枚
ポケットティッシュ 500個
うちわ 500枚

和歌山 8月5日 のぼり旗（協会前） ５本
ポケットティッシュ 14,000個
ポケモンステッカー 1,100枚

鳥取 「タクシーの日」のぼり旗を各営業所に掲出 8月5日 のぼり旗
島根 8月5日 ポケットティッシュ 11,000個
岡山 1 8月5日

2 地元紙「山陽新聞」に「タクシーの日」の広告掲載 8月5日 山陽新聞
3 ７月２５日～８月５日 のぼり旗（協会前） 2本

広島 ８月１日～３１日

山口 1 「タクシーの日」のぼり旗を各事業所に掲出（計３９本） ８月５日～１１日 のぼり旗 39本
2 8月5日 ウェットティッシュ 9,000個

タスキ ５本

3 8月5日 のぼり旗ＪＲ下関駅及び新山口駅前タクシー乗り場周辺において清掃活動を実施

YouTube・Instagram・facebook の代表的な３つのメディアで、タク
シーの安全性などを紹介するランデイングページ「ＨＹＯＧＯ ＴＡＸＩ」
（hyogotaxi.jp）にてプロモーションのための映像３本を公開した。
またその映像をインターネット広告（YouTube 広告、Instagram 広告、
facebook広告）を通じて兵庫県全域及び大阪市の一部地域に発信した

「オーイシマサヨシのＭＢＳヤングタウン」

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・
乗車体験等を行い「タクシーの日」をＰＲ

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

タクシー利用客等にポケットティッシュを配布

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

コラボコーナー「タクシー乗って良いですか？」を２週に渡り開催し、
メール採用者にチケットとステッカーをプレゼント

計200,000円
分

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に１９名
が参加

「タクシーの日」を記載したウェットティッシュ９,０００個及び冊子「外出
支援ボランティアの輪を広げよう」をタクシー利用客に配布して便利なタク
シーをアピール

タクシーカタログ
（２種類）

岡山療護センターへ車椅子寄贈

「タクシーの日」のぼり旗とタクシー生誕１１０周年ポスターをタクシー会
館の前に掲出



掲出物・頒布物名 数量
協会名 主な実施事項

広告掲載や報道等
がなされた報道機

実施日・実施期間
主な掲出物・頒布物

香川 1 ７月３０日～８月５日 KSB瀬戸内海放送

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 8月5日 350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 18,000個
2 懸垂幕の掲示 ７月１０日～８月５日 懸垂幕
3 ポスターの掲示 ７月１０日～８月５日 ポスター

福岡 1 第４回タクシーデザインコンテスト のぼり旗 4本
・ ８月５日～２月５日

・ コンテスト入賞作品（最優秀１作品、優秀５作品）を福岡市役所にて展示 ８月１日～１９日
2 タクシー利用促進イベント 8月5日 広報看板 １枚

・ タクシー子供110番制度の周知 チラシ作成 200枚
・ 飲酒運転撲滅 ポケットティッシュ 200個
・ ニセ電話詐欺等の相談制度の周知 マスク 200枚

防犯ブザー（県警） 200個
油取り紙（県警） 200個
ベスト着用 15着

3 水の祭典久留米まつりに参加 8月4日 協会旗 2本
・ ポケットティッシュ 500個

携帯灰皿（JT） 50個
4 ラジオで報道 8月5日 ＲＫＢラジオ

・

5 タクシー乗り場周辺清掃活動 8月5日
・ 清掃活動と併せてポケットティッシュ及びマスクを配布 ポケットティッシュ 250個
・ 協力：福岡トヨペット、北九州コンベンション協会、各ＪＲ駅の社員様 マスク 250枚

6 各地区において、タクシー車内にて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 適宜
7 献血運動

・ 毎月、献血バスの日程を各地へ周知し、今年度、これまで12名が献血
8 地区交通安全協会に１０万円を寄付

佐賀 高齢者運転免許証返納事業「運転免許証返納２割引」事業開始式 8月1日 のぼり旗 4本 NHK佐賀
・ 佐賀テレビ

読売新聞
佐賀新聞
西日本新聞

・

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―の
採用に向けたPR動画を作成し、地元テレビ局でTVCM（15秒×15回）とし
て放映、YouTubeでPRした

「タクシーの日」について、地元ＲＫＢラジオの番組内で、１分程度の原
稿が生で放送された

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、佐賀県が更に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日に開始す
ることから、中央タクシー（株）において事業開始式を開催した。
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・
タクシー協会副会長ほか、タクシードライバー代表等　計１４名

小学生を対象に、「福岡の魅力」をコンセプトにデザインコンテストを開
催。優秀作品のデザインをタクシー１０台にラッピングし半年間運行

協会ネーム入りのベストを着用しパレードコースを清掃してタクシーをア
ピール

除菌ウェットティッ
シュ



掲出物・頒布物名 数量
協会名 主な実施事項

広告掲載や報道等
がなされた報道機

実施日・実施期間
主な掲出物・頒布物

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） 8月5日
・

2 献血活動
① 長崎市タクシー協会
・ ８月５日～９月３０日 横断幕

立て看板
・ 8月5日

② 佐世保市タクシー協会 ８月中 帽子
・ タスキ

腕章
のぼり旗

3 タクシー乗り場等の清掃活動・環境整備
① 長崎市タクシー協会
・ 8月5日

・ 8月30日

② 佐世保市タクシー協会
・ 8月5日

4 ８月中
・ ポケットティッシュ 11，800個

タオル

5 横断幕
・ 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 立て看板
・ 大村市タクシー協会：「タクシーの日」啓蒙チラシ配布 チラシ

熊本

掲示等

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

８月１日から９月末まで日赤血液と連携の上、会員各社が献血目標人数を
設定（全社計１６０人）して実施中

８月中を献血運動実施期間に指定し、各社への呼び掛け（２０人）を行
い、佐世保赤十字血液センター献血ルーム「西海」において実施中

各社から１名、計１４名で佐世保市内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

頒布物の領布

大村市タクシー協会加盟５社が、２０年以上前から毎年タクシーの日の恒
例行事として、大村市交通安全協会に交通遺児支援及び交通安全活動の一
助（新１年生のランドセルカバーの購入に充当など）となるよう義援金５
万円を贈呈

献血運動開始式を８月５日１０時から長崎市本船町「おくんち広場」にお
いて、協会関係約３０人、日赤関係者４人、長崎運輸支局１人が参加し実
施し、開始式当日に３０人が献血

市内中心部のタクシー乗り場４か所、観光施設などを主に各社営業担当者
等約４０人で路上の清掃活動（夢彩都周辺、大波止～思案橋、江戸町～眼
鏡橋、湊公園～グラバー園、チトセピア周辺）
平成１２年度から続けているこの清掃活動やほかの清掃活動が「地域住民
から清掃活動中の社員がねぎらいの言葉を受けるなど、地域住民からの反
響は大きく、他の模範となる取組である。」との評価をされ、令和４年度
ながさき環境県民会議表彰優秀賞（事業者部門）を長崎市タクシー協会が
受賞した。

㈲松浦観光、新上五島地区タクシー協会、㈱大波止タクシー、壱岐地区タ
クシー協会がポケットティッシュ、㈲西海タクシーがポケットティッシュ
とタオルを頒布



掲出物・頒布物名 数量
協会名 主な実施事項

広告掲載や報道等
がなされた報道機

実施日・実施期間
主な掲出物・頒布物

大分 1 献血運動（大分市内２か所） ８月３日、５日
2 県下各タクシー乗り場の清掃活動 ８月５日前後
3 タクシー乗車券プレゼントキャンペーン ８月１日～３１日 チラシ 2,000枚

・ 抽選券 200,000枚

4 「タクシーの日」式典及びプレゼント抽選会 9月10日
・ 祝祭の広場（大分市）にて開催
・

・ 交通遺児等育成基金に寄付金１０万円を贈呈
・ アトラクション

4 チャリティゴルフ大会 9月21日
宮崎 1 交通遺児への寄附金贈呈 8月8日

・

2 「タクシーの日」のぼり旗を各営業所に掲出 8月5日 のぼり旗 50本
鹿児島 1 鹿児島県社会福祉協議会に車椅子５台を贈呈 8月5日 のぼり旗 120本 南日本放送

2 鹿児島テレビ
鹿児島放送

3 8月5日 鹿児島読売テレビ
4 タクシー関係従業員による献血ボランティアを実施（献血量10,800ml） 8月5日 飲み物 ８０本 南日本新聞

タクシーチケット ３０枚

5 「サービス向上運動」の実施 ８月１日～１０日 垂幕 110枚
胸リボン 3,500個

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2日 琉球新報
2 ラジオ番組での広報・宣伝活動 8月5日 タクシークーポン券 180枚 RBCｉラジオ

・ （5,０００円分） （琉球放送）

・

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１８０名にプレゼント

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
ペーンの抽選会を実施

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

鹿児島中央駅周辺で清掃活動を実施

（一般の献血協力者には飲み物やタクシーチケット（500円分）をプレゼン
ト）

特賞２０名１万円分、入賞５２０名１千円分、計５４０名７２万円分をプ
レゼント

交通遺児たすけあい募金運動を実施し、鹿児島県交通被災者たすけあい協会
及び自動車事故被害者援護財団に１０万円ずつ寄附金を贈呈


