
定　　価

  5,170円
(税・送料込)

１． [光 タクシー / 北九州市 ]タクシーの地域交通化と生き 残り戦略　　　　　　 　　 　㈱光 タクシー  代 表取締 役 　石橋　孝三

２． [フタ バタ クシー /仙台市 ]タクシー創生に向 けた挑戦　         　　　　　　  ㈲フ タバタク シー  代表 取締役 　及川　孝

３． [三ヶ森タクシー /北九州市 ]タク シーサービ ス開発への挑 戦　              ㈲三 ヶ森タク シー  代 表取締役  貞包　健 一

枝光やまさか乗合タクシ ー（コミ タク）事業 の概要／事 業者と して のタクシー 会社 を選択 する 視点 ／タク シー 「運 転手 」の資 質と 地域 交通／
縮退社会のタクシー会社 と地域交 通の関わり 方／「進化 」を求 めら れているタ クシ ー会社

フタバタクシーの弱みと 強み／今 後のタクシ ー事業の展 開方策 ／地 域密着の地 域貢 献とし ての ２大 事業／ 今後 の展 開

第３次構造改革特区 への提案と 定期・フリーパス券／鉄道とタクシーの乗継ぎ 割引―ちく タクきっぷ／ 介護 タク シー／北 九州 空港 乗合 タクシ ー「 あいのり 北空便 」

■発刊：2018年7月25日■なぜ規制改革推進会議への提案か―ライドシェア躍進から学ぶタクシー改革、

　　　　　　　　　　　　　　　　　タクシーの高付加価値化と働き方改革

第１章  道路運送 制度の変遷とタクシー産業

第２章  ライドシ ェア躍進の背景とタクシー事業

第３章  タクシー のイノベーションに向けて

第４章  規制改革 推進会議への提案～提案のねらい 、結果とタクシー版働き方改革～

１．道 路運送 制度と運賃制度の変遷　道路運送法の変遷／ 運賃制度の変遷 ／運賃認可の仕組み と総合生活 移動産業への転 換／運賃の 一時的 な緩和

２．タ クシー 事業の変遷　基本スタイルに「変化な し」／タク シー事業 の現状／タ クシーの売上と消費力の関係／福 祉関 係や運 転代行 、

                          自家用有償福祉車 とタクシーの関係

３．タ クシー 事業の課題　危機的なタクシー運転手 不足の実態 ／タクシ ー運転手不 足の影響／タクシー事業の現状の まと め／タ クシーの課 題

１．躍進す るライド シェア のシス テム 　ア メリカの ウーバー／ロ ンドン のプライベート ハイヤー／ 代表的なライド シェ ア ( 3 社 ) の歩 み／

                                       アメリカでの多様な 移送 モード／移 動手段の 選択肢 が 多 いこと は豊かさ の象徴 ／

２．ライド シェアが 躍進し た事由  ライドシ ェアの躍進の視点／ウーバーとタク シーのドラ イバー比較／ウ ーバ ーとタ クシ ーの ドライバー の労 働時間

                                  比 較・収入比 較／ウ ーバードラ イバ ー収入 の試算 ／ウー バード ラ イ バーの 労働時間 毎の売 上／

　　　　　　　　 　　 　　　　　　 　　　　  ウー バーとタ クシー の時間・距離実 車率の比 較

３． ウーバードライバーの特徴 と評 価  ウーバー ドライバーになった理由 と不 満／ウ ーバ ード ライ バーの 評価

４． ウーバーとタクシーのサー ビス 比較  ライドシ ェア・アプリを使う理由 ／ウ ーバー とタ クシ ーの 待ち時 間／ ライドシェ アが なか ったら何を 利用

                                   するか？／ウーバーは雨の 日でも 利用 しやす い？／ タクシ ーの 台 数比較 ／

                                   プライベートハイヤーとタ クシー の比 較

１．ライドシェアから学べること  ラ イド シェア を利 用する 理由／ライドシ ェアか ら学べる こと ／ロングビ ーチ 市の タクシ ーイ ノベ ーシ ョン／

                              ＥＵ司法 裁判所の判 決／ライド シェ アに学ぶタクシー改 革の道筋

２．「タクシー」サービスの検証  タ クシ ーサー ビス への期 待と満足度／利 用者と 事業者の 認識 ギャップ／ 電車 ・バ スとタ クシ ーの 比較 ／

　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　免許自主返納者のタクシーニーズ／タクシ ーの潜在需要

３．フレキシブルなタクシー運賃 とは  安 価な ハイヤ ーと 一般タ クシーの比較 ／代行運 転の料金と タクシー運賃 (北九州 ）／ タク シー 運賃の 下限 ／

                                 タクシ ー運 賃への影響要 因／ タク シー運 賃の限界点／タ クシ ー需 要 を開 発するフ レキシ ブルな運 賃体 系

４．タクシー運賃の不思議  タ クシ ー運賃 の不 思議／ タク シー の時 間制運賃 ／観光タク シー運賃の比較

５．タクシーサービスと移送モー ド  三 ヶ森タク シーの サービスと運賃、 利用状 況／ バスに代わ る多 様な 移送モ ード／ 東京の 相乗りタクシー 実験

１．コスト切り 下げの工夫と制度の改正  コ スト切り下げの 工夫／コス トカットし た別 モードタクシーの大胆な提案／タ クシ ーとＰＨＶを分ける理由

２．規制改革推 進会議への提案～その背景・経過とタクシーの高付加 価値化 ～

　　　　　　　 　　　　　　　規 制改革推進会議 への提案内容と背 景／国土交通省からの回答 ( 2 0 1 8 年 1 月 1 8 日 ) ／各国における旅客自動車の運転に係る

　　　　　　　　　 　　 　　 　　 　資格と取 得年齢等 ／福 祉有 償運 送のぶら下がり／養父市の自家用有償観光旅客等運送事業／タクシーの高 付加価値化 ／

　　　　　　　　　 　　 　　 　　 　規制改革 推進会議 の検 討経 過 (ヒ ヤリング等 )と答申 (結果 )

３．タクシー改 革と働き方改革  国 の「直ちに取り 組む施策」 (案 ) ( 2 0 1 7 年 8 月 ) ／働き方改革へのアクシ ョンプラン提案

■体裁：B5／170頁

■定価：5,170円(税・送料込／本体4,700円)
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