
ＵＤタクシー普及に向けた課題 

２０１２年９月１７日（祝） 

東宝タクシー株式会社 

専務取締役 大野慶太 

横浜グリーン・モビリティ・カフェ 
人と環境にやさしい交通 



 

今後の性能・ 

仕様向上に 

期待が持てる。 

EV化も視野に 

 

NY市の 
イエローキャブ
に内定 

ＵＤタクシー導入の経緯 

東京 
モーターショー 

出展 

国交省による 

「地域のニーズに 

応じたバス・タクシー 

車両の開発事業」 

において、国産初の 

本格的UDタクシー 

車両として開発。 

２５５万円で 
発売開始 

既存のタクシー 

車両に比べ、 

若干高い程度。 

流し営業でも 

利用可能な 

一般タクシーの 

代替車両として 

の仕様。 

かながわ移動
ネット様が 

試乗会を開催 

車両を使用し、 

乗降体験や 

車椅子の方の 

乗り心地等を 

ヒアリング。 

概ね好評を 

確認。 

２０１１年１０月 

県タクシー協会 
横浜支部にて 
導入目標決定 

タクシー特措法の 

活性化策として、 

位置付け、 

３年間で保有台数 

の５％という 

具体的な数値 

目標を策定。 

２０１１年７月 ２０１１年５月 ２０１０年１２月 ２００９年１０月 

http://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/322/258/html/14.jpg.html


平成２１年１０月 
タクシー特別措置法 

指定された地域で
協議会を開催 

タクシー特別措置法に基づく活性化策 

規制緩和以降、必要以上に増えてしまった 
タクシーの台数を削減していく検討 

タクシーを公共交通機関として位置付け、 
従来眠らせていた需要の掘起こしを図る 

ＵＤタクシーを 
起爆剤に 

利用者利便性 
の向上を図る！ 

供給削減（適正化）の進行管理 

需要喚起（活性化）の策定 
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規制緩和前 平成２０年 現在 今後 

横浜市内のタクシー台数の推移 
（台） 



地域公共交通確保維持改善事業の 
補助金制度について 

＜制度名＞ 

●地域公共交通バリア解消促進等事業(平成23年度新設) 

 バリアフリー化設備等整備事業 

＜補助要件＞ 

●都道府県、市区町村、交通事業者若しくは交通施設の管理者等からなる 

  協議会又は都道府県若しくは市区町村にて策定する「生活交通ネット 

  ワーク計画」等に事業が具体的に記載されること 

 ※協議会：横浜市の場合、下記の会議が「協議会」に該当 

   ・京浜交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会 

  ・横浜市地域公共交通会議  

4 

単位：千円

車両価格 2,570

地域公共交通確保維持改善事業費補助金 600

横浜市協調補助 120

事業者負担 1,850

県タクシー協会の横浜支部にて、 
ＵＤ導入準備小委員会を設立。 

↓ 
補助金による支援は、勿論の事、 

自治体との組織連携が、 
導入の強い推進力となった。 



ユニバーサルドライバー研修 

バリアフリー社会の必要性や障がい者の輸送、介助の心得等について、 
横浜市リハビリテーションセンターの全面支援を得て、講習を実施。 

UD車両のドライバー及び導入会社の管理者が、既に計１２０名が受講。 
同時にユニバーサルドライバー賠償責任保険に加入し、安心を担保。 



タクシー１００周年を記念し、出発式を開催 

行政、自治体、事業者代表でテープカット 

車椅子の方によるパフォ－マンス 

全県下２０台のＵＤタクシーが集結 

子連れベビーカーによるパフォーマンス 



営業所配置 会社名 日産 トヨタ 総計 営業所配置 会社名 日産 トヨタ 総計
南区 神奈川都市交通 6 6 オリオンタクシー 2 2

緑区 スタジアム交通 5 5 ワイキャブ 2 2

磯子区 エヌケイキャブ 1 1 京急中央交通 1 1

大明交通 2 2 東海交通 2 2

富士タクシー 2 2 富士タクシー 1 1

旭区 すみれ交通 2 2 横須賀市 集計 8 8

キョーシン 1 1 江南交通 1 1

中区 アサヒタクシー 1 1 神田交通 1 1

ノボリ興業 1 1 神奈中ハイヤー 2 2

西区 神奈中ハイヤー横浜 2 2 相模中央交通 1 1

青葉区 神奈川都市交通 2 2 平塚市 集計 5 5

港南区 五光交通 2 2 小田原市 富士箱根交通 1 1

港北区 横浜北交通 1 1 逗子市 逗子菊池タクシー 1 1

瀬谷区 瀬谷交通 1 1 相模原市 ケイエム交通 1 1

鶴見区 東宝タクシー 1 1 藤沢市 江ノ島タクシー 1 1

都筑区 川崎タクシー（横浜） 1 1

アサヒタクシー 1 1

保土ヶ谷 メトロ自動車 1 1 総計 59 2 61

横浜市 集計 32 1 33

宮前区 今井運送 1 1

東栄興業 2 2

川崎区 神奈川都市交通 1 1

川崎タクシー 2 2

高津区 ワールド交通 2 2

幸区 ひまわり交通 1 1

中原区 セブン 1 1

麻生区 コスモ交通 1 1

川崎市 集計 10 1 11

９月１日現在の導入状況 

横浜市内計画

平成23年度 9

平成24年度 71

平成25年度 85

平成26年度 84

計 249

実際に運行して 
判明した問題を 
解決していくことが 
重要な課題となる。 

計画実行（普及）には 



お客様の声 

雨の日などに、自転車２台や 
原付バイクを積んだことがある！ 

長距離だと、後部座席の 
乗り心地が悪い。 

特に空港まで行きたい 
場合なんかは、困る。 

広いし、 
乗っていて疲れない！ 

乗車時に頭を 
ぶつけてしまう。 

前席は座席位置が高く、 
乗降時にグリップ等がない 
と乗り込めない。 

乗り心地に対する改善要望 

クッション性の向上 
リクライニング化 貨物用から乗用車用の変更 

サスペンションの見直し 



車椅子乗降に関する運用上の課題 

室内高さ 
１３６０㎜ 

開口部高さ 
１４１５㎜ 

スロープ耐荷重 
２００㎏ 
角度 
１１度 

Ａ Ｂ 
Ｃ 

Ａ=～１０５０㎜ 
Ｂ=～７００㎜ 
Ｃ=～５０㎜ 

実運用上、予約時に車椅子の仕様を確認する必要がある。 
上記の仕様に外れる場合は、福祉輸送団体と情報連携が必要ではないか。 

https://customer-security.net/cn_basic_pbc/toho-taxi/preview/tohotaxi_201207/pages/_MG_6226.html


普及に向けた課題整理 

 トヨタ車が主のタクシー事業者にとって、ＵＤ開発の先行だけを 
 取上げて、日産と新規に取引を開始するのは、ハードルが高い。 

タクシー事業者の収支が、厳しいのは事実。後述。 

 収支が厳しいのが事実だが、補助金が無い状態でも 
収支が合うように段階的に取組んでいく必要あり。 

ＵＤタクシーの認知につながるので、早急に進めるべき課題である。 
同時に、意見募集にあった乗り場のＵＤ化も重要な課題である。 
今後、自治体との連携の中で、最も重要なポイントになる。 

難易度の高い課題ではなく、行動を迅速にすべき。 
業界を挙げて取り組めば、効果は大！ 後述。 

 歩合給の乗務員にとって、売上にならない仕事が苦痛なのは、 
事実である。配車時の工夫や介助料の検討は今後の課題。 

ただし、バリアフリー化という社会的使命を心から 
認識している乗務員は、介助の時間を「ロス」とは言わない。 

売上は、営業努力によるもので、車両起因ではない。後述。 

車両メーカーの選択性 
（トヨタ車の開発待ち） 

ガソリン車である 

車両価格の問題 

専用乗り場の設置 
乗り場のＵＤ化 

一般タクシーと同じ 
運用である旨の告知 

運転手の時間ロス 
をどうするか 

売上につながらない。 



タクシーの収支モデル事例（泣き事） 
金額（円） 売比

収入 40,000 100%

乗務員人件費 21,000 53%

本社部門人件費 2,000 5%

運行管理人件費 1,500 4%

整備人件費 650 2%

法定福利費他 4,500 11%

人件費 29,650 74%

液体ガス 3,200 8%

地代家賃 1,300 3%

事故賠償金 950 2%

車両保険料 850 2%

車両リース 800 2%

消耗品費 650 2%

支払手数料 600 2%

車両部品費他 500 1%

公租公課 250 1%

水道光熱費 250 1%

広告費 250 1%

交通費 200 1%

その他 1,000 3%

営業損益 -450 -1%

支
出

LPG車両を前提で収支設計を 
しているタクシー事業者にとって、 

ガソリン車の導入は、 
ハードルが高く感じられる。 

人件費の次にLPG費用が 
大きな負担になっている。 

LPGの単価は、ガソリンの約半分。 

その他の費用は、合理化余地の 
ない費用が多く、少しの支出増が 
赤字を招く状況下である。 

※数値はあくまで、モデルです。 



８月輸送実績に見るＵＤタクシー 

売上 平均

走行キロ 営業キロ 営業回数 迎車回数

一般タクシー 53 1,071,117 38,856 40 222 88 15.7 30 5 0.7 0.1

UDタクシー 1 1,244,080 44,431 35 293 102 38.6 28 11 0.9 0.2

台
数

実車率
（％）

稼働売上
（円）

遠割
回数

障割
回数

無線比
率（％）
（％）

台当たり（円）

売上は、一般タクシー
よりも良い。 

実車率は、比較的低く、 
無駄走りが見られる。 
（拾ってもらえていない。） 

無線で呼び出される 
営業が多い。 

障害者のご利用や長距離の 
輸送が平均よりも多い。 

「ＵＤタクシーは、売上の増加につながらない。」 
と即断する必要はない。 

むしろ、ＵＤタクシーを使いこなす乗務員の選定や 
育成の方が重要な課題と考えられる。 

2012年東宝タクシー輸送実績 



通常利用の促進ＰＲ 

集客力の高い既存のイベントに出展することで、 
多くの市民に新しいタクシーの認知を図り、通常利用の促進を図る。 

横浜消防出初式２０１２ 
来場者数 ６万人  

風船を1000個無料配布 

鶴見川サマーフェスティバル 
来場者数 ４万人  

生とうもろこしを３００個無料配布 



告知活動の実施 

地域ケアプラザで車両見学会 

運賃のお知らせを車両に添付 

チラシやカードを作成し、施設を訪問 

運賃料金の 
不安を払拭。 

老人ホーム、 
総持寺等に 
持参。 

ケアマネージャーや介護者の方に 
車両見学会を実施し、意見を聴取。 



地域ケアプラザへのアンケート 

介助トラブルに 
不安の声 

介護タクシーの不足や 
予約の難しさに困っている。 



ヘイ、タクシーって 
呼べるのが便利なのよね。 

ニーズに対する対応力の見極め 

１ ２ ３ ４ ５ 

要介護 

１ ２ 

要支援 

有料老人ホーム 
グループホーム 

ケアプラザ 

デイケア 
居宅介護支援事業所 

訪問介護事業所 
居宅介護事業所 

２４時間、３６５日呼出しが可能で、タクシー料金しかかからない、 
という点が喜ばれている。但し、介助付きサービスの利用件数が 

大幅に増加した場合は、介助料を検討せざるを得ない場合も有り得る。 

 ＵＤタクシーの活用方法 
  についての連携 
 ⇒乗務員教育、研修 
 ⇒広報、告知連携 
 ⇒利用方法の情報等、、 

アナウンスするだけで、 
定期便を受注。 

ケアマネージャーへの案内 

お年寄り 

移動制約のある方 

介助をどこまで徹底できるか？ 
付添がいる前提では、どこまで可能か？ 
 水準を見極めていく事が大きな課題。 



普及に向けた真の課題 

事業者の立場としては、  
 トヨタ様、いい車をお待ちしております！としか言えない。 

大型病院の新設やリニューアル、駅乗り場のリニューアルを 
見計らって、行政、自治体と連携しながら進めていくべき。 

収支が悪化しない範囲で、車両のＰＲ活動を実施し、 
売上の向上を図ることが先決。ＰＲをすることで、地域の皆様が 

どのようなタクシーを望んでいるのか、見えてくる。 
又、段階的に取り組めば、収支を極端に悪化させる事はない。 

車両メーカーの選択性 
（トヨタ車の開発待ち） 

ガソリン車である 

車両価格の問題 

専用乗り場の設置 
乗り場のＵＤ化 

売上につながらない。 

 
ＵＤタクシーが増えても、「何かお手伝いがありますか？」という 

基本サービスを、乗務員が出来なければ、結局バリアフリー化にはならない。 
車がバリアフリーを実現するのではなく、バリアフリー化を実現するのは、 

あくまで、人間。それが出来ずに、上記の課題が解決しても、全て砂上の楼閣。 
利他的に貢献するマインドをきちんと持った乗務員の確保が、非常に難しい。 
ＵＤタクシー導入の成功体験を早急に作り、伝播させる事が真の課題である。 

 

普及に向けた真の課題 



ご清聴有難うございました。 
 

「ヘイ、ＵＤタクシー！」 
 

お気軽に拾って下さい。 


