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ホテルに戻りますか？
定額料金がご利用いただけます。

Do you need
go back
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Fixedtofare
is available
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要望

48 件 2.3%

運賃・
料金関係

43 件 2.1%

令和元年度 苦情・要望受付事案の傾向と分析
116 件 5.7%

令和元年度における苦情・要望受付件数は3,863件で、前年度の5,143件に対し1,280件(24.9%)減少しています。
運送の拒絶関係
受 付 件 数の内 訳では、調 査 事 案 が2,050件で、前 年 度の2,496件と比べ446件(17.9%)減 少、匿
名 事 案 が1,813件で、前 年 度の2,647件と比べ834件
225 件 11.0%
(31.5%)減少、調査事案、匿名事案ともに前年度に比べ受付件数が減少しています。

苦情・要望
項目別受付件数
調査事案を項目別にみると、接客関係が1,618件(78.9%)で調査事案全体の大半を占め、次いで、運送の引受けの拒絶162件(7.9%)、運賃・料金関係116件
2,050 件
(5.7%)、運送の継続の拒絶又は中断63件(3.1%)要望48件(2.3%)、
その他43件(2.1%)の順となっています。
（図１）
接客関係
（100.0%）
1,618 件 78.9%
接客関係の苦情が約8割を占めており、内容は
「言葉遣い
（友達調、命令調、余計な言葉）」が338件で全体の20.9%、次いで
「行き先・コースの不確認」293件
(18.1%)、
「舌打ち、嫌な顔、態度が悪い」151件(9.3%)、
「返事がない、返事が悪い」115件(7.1%)と続きます。
（図２）

苦情の多くの原因は基本動作の欠如によるものです。
「不適切な言葉遣い」、
「不適切な態度」、
「不十分な返事」等の接客をすればお客様は不快な気分になるば
かりか不安になり、
「行き先・コースの不確認」が原因で迂回や運送の継続の中断に至る事案もあります。改めて基本動作の励行を徹底し、お客様の立場に立った
接客を心掛け、利用者サービスの向上に努めていただきますようお願いいたします。

（図１）令和元年度 苦情・要望項目別受付件数
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（図２）令和元年度 接客関係内容別受付件数
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その他
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運送の拒絶関係
225 件 11.0%

苦情・要望
項目別受付件数
2,050 件
（100.0%）

たばこの煙・
臭い等
17 件
1.1%

接客関係

暴言、怒鳴る
18 件 1.1%

1,618 件 78.9%

ドアに挟まれた・
ぶつけられた
18 件
1.1%

言葉遣い
指導部施設管理課からのお願い
（友達調、命令調、

- 北沢警察署からのお願い 7
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北沢警察署管内で路上に寝込んでいた人が轢かれてし
まうという痛ましい事故が起きました。防犯カメラで現
場の状況を映像等で確認したところ、数台のタクシーが
通り過ぎていることが確認できました。その結果、倒れ
ている人は轢かれてしまいました。タクシー業界全体に
路上寝込みを無視しないように周知して頂けませんかと
のお願いが寄せられました。
さらに、北沢警察署管内だけでなく警視庁全体で注
意をしていきたいとのことでタクシー運転者の皆様には
ご協力をお願いします。

3.2%

3.2%

・危険予測運転（かもしれない運転）をしてください。
・人が寝込んでいるのを見かけたら迷わず、 番して
ください。
・特に土日、
休み明けの深夜早朝に注意してください。

接客関係
指導部施設管理課では、東京 23
区・武蔵野市及
び三鷹市におけるタクシー乗り場の設置及び保守管理
内容別
たばこの煙・
を実施しております。
受付件数
臭い等
17 件 タクシー乗り場は暴風、大雨等によりタクシー乗り行き先・コースの
1,618 件
1.1% 場標識や上屋等が損壊し、皆様にご不便をお掛けする
不確認
（100.0%）
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ことが懸念されます為、定期的に点検を実施し、タク
暴言、怒鳴る
18 件 シー利用者が安全、
1.1%
快適にタクシーを利用できるよう、
またタクシー運転者がタクシー乗り場を有効に活用で
ドアに挟まれた・
舌打ち、
ぶつけられた
きるよう保守に努めております。
嫌な顔、
18 件
返事がない・ 態度が悪い
つきましては、補修等迅
1.1%
指導部施設管理課
返事が悪い 151 件 9.3%
速に対応する為、タクシー
TEL11503-3648-9067
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件
乗り場の上屋や標識等の破
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03-3648-1900
30 損個所を発見した場合は、
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受付日時
乱暴運転
指導部施設管理課までご連
地理を知らない
平日
76 件 ９時～ 17 時
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絡いただけます
指示に従わない 担当
4.7% 西山、梅沢
51 件
たします。 2.3%

乱暴運転
地理を知らない
76 件
38 件 指示に従わない 4.7%
2.3%
51 件

路上寝込みによる死亡事故が警視庁管内では、今年
だけで 件発生しているとのことであり、注意のお願い
とともに、路上寝込みを見つけた時には通報をお願いし
ます。

タクシー乗り場の上屋や
その他
標識等の破損情報提供について
473 件 29.2%

余計な言葉）
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返事が悪い 151 件 9.3%
115 件
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手伝わない
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注：接 客 関 係 ＝ 接客不良、乱暴運転、旅客に苦痛を与える行為の合計
運送の拒絶関係 ＝ 運送の引受けの拒絶、運送の継続の拒絶又は中断の合計
運賃・料金関係 ＝ 不当料金請求、迂回走行、料金不審、釣銭不払、メーター操作不適切の合計

接客関係
内容別
受付件数
1,618 件
（100.0%）
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▲坂本自動車株式会社

※敬称略五十音順
※合格者13名のうち2名の合格者については、本人の希望により
氏名は非公表とします。
東京都
「地域通訳案内士」
の登録者におけるＥＣＤ認定章交付者
1
2

※敬称略交付順

氏名

垣内 大悟
三原 繁美

事業者名

「外国人旅客接遇研修」
英語及び中国語の開催について
外国人旅客接遇研修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

選とさせていただきます。

日本交通株式会社
杉並交通第二株式会社

事業者からの申込みにて受付けますので、申込受付期間内に東京タクシーセンター
教務部まで電話でお申込み下さい。
実施日

「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
東京タクシーセンター外国人旅客接遇英語検定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だきます。

抽選結果の発表は当選者へのご連絡にて代えさせていただきます。

実施日
10月28日（水）
申込受付期間
先着順ではありません
9月17日（木）
（土・日・祝日を除く、
～ 9月25日（金）
午前 9 時～午後 5 時）
当選者へのご連絡
10月2日（金）
（落選者宛てにはご連絡 までに電話にてお知ら
いたしません）
せいたします

中居さん

故無違反を守り、ウィズコロナの
事を自分なりに考えながら仕事
をしていきたいと思っています。

事業者名
明治交通株式会社

宮園自動車株式会社
株式会社日の丸リムジン
株式会社ハロー・トーキョー
豊玉タクシー株式会社
飛鳥交通第五株式会社
有限会社ドリームインキュベーター
荏原交通株式会社
日本交通株式会社
帝都葛飾交通株式会社
東京都個人タクシー協同組合

礼 状より

井上 伸一
江本 永二
草山 聡司
久保田 修
小石 哲郎
佐和 史織
澁谷 裕幸
瀨戸 和信
中條 貴裕
山本賢一郎

「こんなに素晴らしい運転手さんは
なかなかいらっしゃいません。 気 持
ちの良い時間になりました。ありが
とうございました。」

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

氏名
石𣘺
実

自然な笑顔と、はっきりとし
ていながら 和やかな話し 方で親
しみを 感じる 雰 囲 気を 作ってい
た中居さん。
これからも明るい挨 拶で、お
客様に気持ちの良い時間を提供
して頂き、 頑 張って営 業してく
ださい。

令和2年7月21日実施の第36回「東京タクシーセンター外国人旅
客接遇英語検定」
に、13名の方が合格されましたのでお知らせしま
す。また、東京都「地域通訳案内士 」の登録者で、東京タクシーセ
ンターが実施する「外国人旅客接遇研修（英語上級）」の受講修了
者の方2名へ同検定合格者とみなしてECD 認定章を交付しました。
これにより、検定合格者は計710名となりました。

気 持 ちの 良い時 間にな り まし
た。ありがとうございました。

第 36 回 「東京タクシーセンター外国人旅客
接遇英語検定」 合格者
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●日 頃の営業で心掛けているこ
と、 工夫していること
お客 様はタクシーに乗るまで
どんな運 転 手かわからず不 安だ
と思います。お客様からアイコン
タクトを取って来ることも多いの
で、私はまず第一印象でお客様の
心をつかむように、元気よく明る
く、
「おはようございます」等の
挨拶をすることを大事にしていま
す。それだけで大分違うと思いま
す。お客 様から「 運 転 手さん元
気ね」と直ぐに言葉が返ってくる
こともあります。 前 職が接 客 業
だったので、得意な分野でして、
会 話が弾むこともあります。で
すが、しゃべり過ぎも良くないの
で、お客 様を見 極め、口数の少
ないお客様、黙って乗っていたい、
寝ていたい等お客様は様々ですの
で、お客 様に合わせた接 客を心
がけています。タクシーは旅客運
送業であると共にやっぱりサービ
ス・接客業なのだと思います。
●これからの営 業についての意
気込み
普段会社の朝礼の訓話があり
まして、タクシーの仕事の一番は
お客様の安心安全で、共に無事

赤羽駅前タクシー乗り場周辺でタクシー運転者による路上喫煙の
苦情が複数回に渡って入っており、区役所から各タクシー会社へ通
報していますがなかなか改善されない状況ですとの情報が寄せられて
います。
赤羽駅周辺は条例で路上喫煙禁止地区になっています。タクシー
運転者の皆様には路上喫煙禁止地区において喫煙をすることのない
ようにお願いします。

このほど、
「小さな親切」運
動 実 行 章を 受 章されました坂
本 自 動 車 株 式 会 社の中 居 靖 欣
さ んに 届いた 礼 状 及 びインタ
ビューをご紹介します。

北区役所からのお願い

●当時の状況について
迎えの場 所に到 着しますと、
年配の御夫婦が待っていましたの
で、ドアサービスをしてお乗せし
ました。 上 部に手を 添えたのは
講習でも行いましたし、
プライベー
トでもやっていますので、しみつ
いているのだと思います。目的地
は近いところでわずかな時間でし
たが、お話をしますと 奥 様は私
の母と同じ 歳でして、 何だか
母親を乗せているような気がしま
した。 目 的 地に着いた時、 乗る
際も苦労してお乗りなっていたの
で、 降りる 時もお手 伝いしよう
と思っていました。
お客様からこのようなハガキを
頂いた時には、大したことはして
いないのにとビックリしました。

アーバンドックパークシティ豊洲タワー前タクシー乗り場の待機は
１０ｍ以内なのですが、普段から5台程度の空車が駐車し交通の妨
げになっているとの苦情が多く入って来ます。改善をお願いしますと
の要望が寄せられています。
標識によって駐車禁止の規制が解除されているのは10ｍになりま
す。その後方にはゼブラゾーンがありガイドポストで駐車が出来ない
ようになっています。タクシー運転者の皆様には他の交通の妨げに
ならないようにお願いします。

～礼状内容～
元 町 団 地から 中 居 町まで利
用しました。 運 転 手 さんは 端
正な顔立ちでとても清潔感のあ
る 方でしたが、なんといっても
笑顔が良く、短い距離にもかか
わらず嫌な顔もせず、とても感
じの良い方でした。また、私が
高齢ということもあって乗り降
りの時には、わざわざドアの上
部に手を当てて頭が当たらない
ように配慮をして下さり、まる
でハイヤーにでも乗ったようで
した。こんなに素晴らしい方は
なかなかいらっしゃいません。

深川警察署からのお願い
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11月26日（木）

10月19日（月）
～ 10月23日（金）
10月30日（金）
までに電話にてお知ら
せいたします

【会場】 東京タクシーセンター 【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」
及びタクシーセンター又は
全国福祉輸送サービス協会認定事業者の「ユニバーサルドラ
イバー研修」
を修了した東京指定地域
（特別区、
武蔵野市及び三鷹市）の登録タクシー運転者
（法人・個人）
【申込受付・問合せ先】 教務部 03-3648-8311

10月7日
（水） 10月14日
（水） 11月4日
（水） 11月11日
（水）

9:00 ～ 12:00

中国語

英語上級

英語上級

英語上級

13:00 ～ 16:00

英語中級

英語中級

英語中級

英語中級

申込受付期間
先着順ではあり
9月7日
（月）
9月14日
（月） 10月5日
（月） 10月12日
（月）
ません
（金）
（金）～ 9月18日
（金） ～10月9日
（金）～10月16日
（土・日・祝日を ～ 9月11日
除く、午前 9 時
～午後 5 時）
当選者へのご連絡 9 月 18 日（金） 9 月 29 日（火） 10 月 16 日
（金） 10 月 23 日
（金）
（落選者宛てにはご までに電話にてお までに電話にてお までに電話にてお までに電話にてお
連絡いたしません） 知らせいたします 知らせいたします 知らせいたします 知らせいたします

【定員】 24名 ※今後の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、
研修の中止、
又は定員を調整させていただく場合がございます。
【費用】 2,750円
（税込） 【申込受付・問合せ先】 教務部 03-3648-8311
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下記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。

