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〜国土交通省の補助金
︵交通サービスインバウンド対応支援事業︶
を
活用した
﹃認定外国人旅客接遇研修
︵中国語初級︶
﹄
の実施について〜
昨年 月、タクシー運転者に対する『認定外国人旅客接遇研修（中国語初
級）
』の実施に係る経費の一部が、補助対象事業として交付決定されました。
これにより、令和元年度下半期において同研修を 回実施することとしてお
り、 回目の令和 年 月 日（火）に実施した昭栄自動車株式会社の運転者
名の方にインタビューを行いましたのでご紹介します。
主な研修内容
中 国人旅客とコミュニケー
ションをとる上での注意
基本会話
基本的な発音法（声調）
基本文型
役に立つ単語集
数字、金額の言い方

ロールプレイング演習

目的地などの言い方

発音の基本

ＪＲ上 野 駅 公 園 口 前 の
道路がロータリー化に
伴い︑同駅公園口にタク
シー乗り場を再設置し
供用開始いたします
ＪＲ上野駅公園口の移設及び駅
前広場の整備に伴い、ＪＲ上野駅
公園口前の道路が令和 年 月
日㈮からロータリー化され、車両
の通り抜けができなくなりますの
で、ご注意してください。
また、同日より同整備に伴い国
立科学博物館前に移設されていた
上野駅公園口前タクシー乗り場が
鶯谷駅方面側のロータリーに再設
置し供用開始されますのでお知ら
せいたします。

先着順ではありません

【申込受付・問合せ先】 教務部 03-3648-8311

2

級

級

上

研修スケジュールの予約状況はセンターホームページや右記QRコードから確認できます。
講師を事業者に派遣して研修を行う「認定外国人旅客接遇研修（英語初級・中級・上級、
中国語）」も実施しています。詳細についてはセンターホームページでご確認ください。

ＪＲ上野駅広小路口の中央通
り上（丸井対面）
に違法に客待ち
する空車がガード下方向に列を
成し、走行車線１車線を塞いで
しまい、他の交通等の支障とな
っているとの苦情が上野警察署
やセンター等に寄せられている
ことから、同所に利用者向け上
野駅正面口優良タクシー乗り場
の案内看板、運転者向け客待ち
禁止の警告看板を設置しました。
また、同所（ 車線目）は令
和 年 月 日（金）より同駅
公園口前道路のロータリー化に
伴い、閉鎖（柵・バリケード設
置）されますので、通行が出来
なくなります。

▲歩道側

▲車道側

3

2月25日㈫
～3月2日㈪

20

イングは良かったです。直ぐ現場
で実践しようと思います。

2

中

3

が開催されれば必ず受講したいで
す。

駅前から公園に向かう

3月25日㈬

2



快適・安全な歩行者空間

4


イ ン タ ビ ュ ー に 応 じ てい た だ い
た運転者の皆さま、ご協力ありがと
うございました。これからも外国人
旅客の方々が快適にタクシーをご利
用できるよう、ご自分の中国会話力
を存分に発揮してください。

▲JR上野駅公園口新改札と広場（イメージ）

「外国人旅客接遇研修（英語）」について

ＪＲ上野駅広小路口付近に客待ちする空車の交通問題について

20
タクシー乗り場
JR上野駅公園口
新改札口

第33～35回「東京タクシーセンター外国人旅客接遇英語検定」について

▲JR上野駅広小路口


鈴木誠一 さん

挨拶だけでなく、車中、中国の
お客様がどこに行くのか？ 何を
するのか？ 等のコミュニケーシ
ョンが取れるようになりたいと思
い受講しました。特に中国語のロ
ールプレイングは非常に良かった
です。分かり易く、現場でも直ぐ
に使えますし、中国語を勉強する
取っ掛かりになると思いました。
この研修を受講する事業者が増え
れば中国語に興味を持つタクシー
運転者が増えると思います。

駅中心部平面図
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1

義雄

松澤
専務理事
編集発行人

Let me call my company.

4

高祖祐子 さん

中国の方を乗せる機会が多いの
ですが、スマホを渡されて行き先・
住所を確認するだけで車中何も会
話が出来ないことが非常に残念な
ので、中国語を覚えるきっかけに
なればと思い受講しました。些細
なことですが、大型ショッピング
センターの中国語放送の最後に必
ず「ザイジィェン」と出てくる言
葉があります。いつもどういう意
味なんだろうと考えていましたが、
今回の研修で「さようなら」と分
かったことがうれしかったです。
「ハオダ」
（返事・はい）も覚えま
した。今は便利な翻訳機ポケトー
ク等がありますが、何とか中国語
のさわりでも話せるようになれば
と思い、今後も勉強していきたい
と思います。また、研修はとても
楽しかったです。

中国語接遇教材（CD）及び『認定外
国人旅客接遇研修（中国語）
』の詳細は、
教務部までお問合せ下さい。

6


匿名女性

センターで行われている英語検
定に合格し、ＥＣＤを持っていま
すが、中国の方にも接客が出来る
ようにと思い受講しました。中国
語の研修は、前職（観光業）でも受
講したことがあったのですが、そ
の時は全く分からず、今回はそれ
なりに理解が出来たので、何が違
うのかなと考えたところ、今回は
初めに中国人旅客に関する基礎知
識や習慣、タクシー事情の説明が
あったことが理解に繋がったと思
います。更にはタクシー営業で使
える言葉、実践形式のロールプレ

中国人旅客に関する基礎知識が学べ、中国語に慣れ親し
んでいただけるよう、中国語の発音を繰り返し聞き取り発
声できる初心者向け反復練習用教材と
して「中国語入門編発音練習」CDを製
作し販売しています。

外国人旅客接遇研修（英語）の申込受付については、
定員を超える申込みがあった場合は抽選とさせていた
9：00～12：00
だきます。事業者からの申込みにて受付けますので、申
13：00～16：00
込受付期間内に東京タクシーセンター教務部まで電話
申込受付期間
でお申込み下さい。
（土・日・祝日を除く、
午前9時～午後5時）
【定
員】 40名
【研修費用】 2,750円（税込）

1

看板

価格 810 円（税込）

☎ 03-3648-8311
教務部

〒136−0076東京都江東区南砂7丁目3番3号
TEL.03（3648）5131（代表） FAX.03（3648）5523
ホームページアドレス http://www.tokyo-tc.or.jp/

会社に電話させていただきます。

東京タクシーセンター
公益財団法人

～乗車中～
事故に巻き込まれた時
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石井英雄 さん

去年台湾に旅行へ出かけた時に
中国語を話せたら面白いなと思い、
中国語を勉強するきっかけになり
ました。現在はユーチューブ等を
見てピンイン（中国語の発音法）
を勉強していますが、研修は対話
式で相手から指摘があるので、見
ながら勉強するのと違い非常に良
かったです。次回も中国語の研修

中国語接遇教材（CD）の頒布について

（1）令和2年3月1日
センターニュース
No.590

東京タクシーセンター外国人旅客
第33回
第34回
第35回
接遇英語検定の申込受付については、
実施日
4月1日㈬
5月7日㈭
5月8日㈮
定員を超える申込みがあった場合は
2月25日㈫
4月1日㈬
申込受付期間
抽選とさせていただきます。
～4月7日㈫
（土・日・祝日を除く、 ～3月2日㈪
【会
場】 東京タクシーセンター
午前9時～午後5時）
先着順ではありません
【定
員】 25名
【費
用】 7,700円（税込）
【受験受付】 受験者（本人）
からの電話で予約受付
【受験資格】「外国人旅客接遇研修

（英語上級）
」及び「ユニバーサルドライバー
研修」を修了しているタクシー運転者（法人・個人）
【受付電話番号】 教務部 03-3648-8311

（2）
令和2年3月1日

センターニュース

No.590

羽田空港タクシー乗り場の移設について

羽田空港については、3 月末からの国際線発着枠の拡大に伴う第 2 ターミナルの国際線運用や 2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会を目
前に控えて航空旅客の増大が見込まれることから、ターミナルの改修工事が進められています。
この度、国土交通省東京航空局等より改修工事に伴い、下記ターミナルにおけるタクシー乗り場について移設計画が示されたことから、利用者利便
の向上を図る観点からタクシー乗り場を移設することとなりました。
工事期間中は現場の係員の指示に従って下さい。

【国内線第１旅客ターミナルビル】 3 月末頃移設予定

第１ターミナル

羽田空港国内線第１タクシー乗り場（待機台数 一般車両６台 神
奈川車両１台）については、第１ターミナルの接車帯変更に伴いバス
乗り場の連続性の観点から、１番ポールの東京駅行きバス乗り場（東
京空港交通株式会社）の前方への移設に伴い、一般乗り場を現行位置
より約 20 メートル後方へ移設し、神奈川乗り場は更にその後方へ移設
します。（移設後の接車台数に変更ありません）

③

④

現在の乗り場位置・名称
①羽田空港国内線第１タクシー乗り場
③羽田空港国内線第１神奈川タクシー乗り場

【国内線第２旅客ターミナルビル】 3 月末頃移設予定
羽田空港国内線第４タクシー乗り場（待機台数 一般車両２台 神
奈川車両１台）については、第２ターミナルが増築され、一部国際線
として供用されることから道路形態に合わせ約 50 メートル（予定）前
方へ移設します。
（移設後の接車台数 一般車両4台 神奈川車両1台）

移設先の乗り場位置・名称
②羽田空港第１タクシー乗り場
④羽田空港第１神奈川タクシー乗り場

第2ターミナル

【国際線旅客ターミナルビル】《第 3 ターミナル》

④

②

6 月末頃移設予定

①

羽田空港国際線優良タクシー乗り場《第５優良タクシー乗り場》
（一
般車両８台 神奈川車両１台）については、東京国際空港ターミナル
株式会社（TIAT）によるターミナルビルの改修計画に伴い、同ビル第
2 レーン（タクシー乗り場などのレーン）の歩道拡幅工事に合わせ一
般乗り場は約50ｍ前方へ移設し、神奈川乗り場を元の一般乗り場付近
に入れ替えます。
（移設後の接車台数に変更ありません）

③

現在の乗り場位置・名称
①羽田空港国内線第4タクシー乗り場
②羽田空港国内線第4神奈川タクシー乗り場

※一 般 車 両 ……… 東京車両
一般乗り場 ……… 東京車両の乗り場
各ターミナルのタクシー乗り場の正式な移設日については、決定次
第、センターホームページに掲載します。

移設先の乗り場位置・名称
③羽田空港第4タクシー乗り場
④羽田空港第4神奈川タクシー乗り場

国際線ターミナル
④

21
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ＪＲ東日本からのお願い

新型コロナウイルスの感染が国内で広がっているなか、感染予防対策の一環
として、運転者の皆さまにおかれましては、手洗いの徹底やアルコール消毒、
マスク着用を励行し、ご自身の健康管理に十分注意していただきますようお願
いいたします。
なお、当タクシーセンターでは職員のマスク着用を実施しておりますので、
センターに来所される皆さまにおかれましても、マスク着用についてご理解と
ご協力を賜りますよう、宜しくお願いいたします。

現在の乗り場位置・名称
①羽田空港国際線優良タクシー乗り場
③羽田空港国際線神奈川タクシー乗り場

移設先の乗り場位置・名称
②羽田空港第5優良タクシー乗り場
④羽田空港第5神奈川タクシー乗り場

環境美化運動を実施

上野駅正面口優良タクシー乗り場において
令和 年 月 日㈮
寒風の中、午後 時よ
りタバコの吸殻やゴミ
のポイ捨て等の苦情が
寄せられた上野駅正面
口優良タクシー乗り場
及びタクシー待機所に
おいて、関係団体、法
人事業者等
（計 名）に
ご協力をいただき「環
境美化運動」を実施し
ました。
清掃終了後、参加し
た管理者の方より「相
変わらず待機所の側溝
にゴミやタバコの吸殻
が多く捨てられていま
した。なかなか改善さ
れませんが、とにかく
私達の清掃活動を見て、
待機所をきれいに使用
する意識を持っていた
だきたいと思います。」
とのコメントをいただ
きました。

令和２年１月 日㈫午前 時より
錦糸町駅南口・北口前タクシー乗り
場において、ＫＰＵ東京地連（関東
旅客自動車交通労働組合東京地方連
東京駅八重洲口、
合会）の 名の方々による清掃活動
丸の内南口、丸の
が実施されました。
清掃終了後、組合員の方より
「駅北 内北口のタクシー
口のタクシー待機所横の植込みにタ 乗り場には、いず
バコの吸殻やゴミの散乱が非常に目 れ も シ ェ ル タ ー
立っていました。待機所は通りから （上屋）が設置され
死角になるので、運転者が簡単に捨 ておりますが、タ
てるんでしょうね。非常に恥ずかし クシーが歩道から
い行為です。タクシー運転者として 離れた位置に停車
しっかりマナーを守っていただきた してしまい、お客
い」とのコメントをいただきました。さまが乗車する際、
雨に濡れるとの苦
情が東京駅に寄せ
られています。
運転者のちょっ
とした気遣いで防
げることであり、
特に雨の日は極力
歩道まで近づいて
停車いただけます
ようご協力をお願
いします。
14

②

③

①

錦糸町駅南口・北口前タクシー乗り場における
KPU東京地連の清掃活動の実施について

新型コロナウイルスの感染予防について

①

②

2
1

30

協力事業者名・団体名
アサヒ交通株式会社
株式会社江北交通
国際交通株式会社
幸進株式会社
品川自動車タクシー株式会社
新光タクシー株式会社
新進タクシー株式会社
親切タクシー株式会社
株式会社スリーエース
ダイヤ交通株式会社
太陽自動車株式会社
東京太陽株式会社
株式会社東京タクシー
東京タクシー株式会社
豊玉タクシー株式会社
ビゲスト株式会社
冨士自動車株式会社
毎日タクシー株式会社
八千代自動車株式会社
弥生交通株式会社
ロイヤルリムジン株式会社
東京都個人タクシー協同組合
日個連東京都営業協同組合
東京ハイタク協議会


【順不同

敬省略】
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