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平成３０年度音更町農村地域予約制乗合タクシー実証運行（冬期）実施概要書（案） 

 

 

１ 背景・目的 

昨年度の冬期及び今年度の夏期実証運行の結果等を踏まえ、来年度の本運行移行を見据えた実態

等を把握するため引き続き実証運行を行う。 

  

２ 実証運行期間 

平成３１年１月７日（月）から平成３１年３月３０日（土） 約３か月 

※参考 平成２９年度冬期実証運行：平成３０年１月２２日（月）から３月７日（水）の約１か月半  

※参考 平成３０年度夏期実証運行：平成３０年７月１６日（月）から１０月２０日（土）の約３か月  

 

３ 利用対象者について 

次に記載する行政区（音更町の農村地域）に住んでおり、一人でタクシーに乗降することが可能

な人。（対象：８２行政区） 

○駒場地域（６行政区） 

中駒場、北駒場、西駒場、駒場、牧場、高校 

○十勝川温泉地域（１行政区） 

温泉 

○農村地域東部（４２行政区） 

豊秋、柏葉、東豊田、光、東平和、元林、北林、富士、忍、武儀、南武儀、勲、稲穂、瑞穂、 

南中新政、八千代、報徳、錦、稔、北昭和、西昭和、東昭和、中昭和、元昭和、昭和、福平、

共和、音幌、長流枝、栄、北進、桜田、春日、相生、富丘、東旭、旭、栄進、栄進南、 

北藤ヶ丘、藤ヶ丘、北宝来１ 

○農村地域西部（３３行政区） 

住吉、大和、東士狩、矢部、朝日、門前、東昭栄、昭栄、鎮錬、万年、高倉、鈴蘭、然別、 

南大和、上然別、北上、誉、東中音更、共進、大牧、西大牧、更生、共力、友進、西中、 

上牧、牧、北柏、南柏、大盛、下牧、北栄、光和 

 

４ 運行内容 

利用者の自宅と「まちなか」の乗降可能場所間を運行する予約型の乗合タクシー 

（１）事業実施主体及び運行事業者 

   事業実施主体…音更町地域公共交通活性化協議会 

運行事業者…音更タクシー有限会社 

 

（２）運行エリアについて 

ア 運行エリアの考え方 

   ○利用者の自宅と「まちなか」を最長６０分程度で結ぶ 

 

資料２ 
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イ 運行エリア 

  対象地域を２つのエリアに設定（別紙１を参照） 

※参考 平成２９年度冬期実証運行は「西」「北東」「南東」の３エリア 

○エリア①（西エリア） 

 中駒場、北駒場、西駒場、駒場、牧場、高校、住吉、大和、東士狩、矢部、朝日、門前、

東昭栄、昭栄、鎮錬、万年、高倉、鈴蘭、然別、南大和、上然別、北上、誉、東中音更、

共進、大牧、西大牧、更生、共力、友進、西中、上牧、牧、北柏、南柏、大盛、下牧、 

北栄、光和 

○エリア②（東エリア） 

 豊秋、柏葉、東豊田、光、東平和、元林、北林、富士、忍、武儀、南武儀、勲、稲穂、 

瑞穂、南中新政、八千代、報徳、錦、稔、北昭和、西昭和、東昭和、中昭和、元昭和、 

昭和、福平、共和、音幌、温泉、長流枝、栄、北進、桜田、春日、相生、富丘、東旭、 

旭、栄進、栄進南、北藤ヶ丘、藤ヶ丘、北宝来１ 

 

（３）運行日 

  ア 運行日の考え方 

    ○各エリアを週に３回運行 

※参考 平成２９年度冬期実証運行は３エリアで各エリア週２回運行 

  イ 運行日 

    ○エリア①（西エリア）…期間中の月曜日、水曜日、金曜日 

    ○エリア②（東エリア）…期間中の火曜日、木曜日、土曜日 

 

（４）乗降可能場所 

  ア 町内の主な医療施設、公共施設に最寄りのコミュニティバス停留所等を乗降可能場所に設定。 

  イ 乗降可能場所 

○２３か所（別紙２参照） 

 ※参考 平成２９年度冬期実証運行は１９か所 

     音更タクシー前、エーコープ音更前、プロスパ６前、役場前クリニック、音更役場前、 

サンドーム前、温水プール前、保健センター前、総合福祉センター前、 

十勝勤医協柳町医院前、宏明館病院前、共栄コミセン前、文化センター前、図書館前、 

田中医院前、佐治整形前、徳洲会病院前、木野西通１２丁目、鈴蘭郵便局前、 

おおや整形前、木野コミセン前、木野支所前、木野農協前 

 

（５）時刻表について 

  ア 時刻表の考え方 

○これまでの実証運行の考え方を踏襲し、主に通院目的の利用を１便、買い物目的の利用を

２便の時間帯とし、木野農協前で乗合タクシーと路線バスが接続できるよう設定。 
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  イ 時刻表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※予約状況に応じて運行ルートが変わるため、時刻表は目安の時間とする。 

 

ウ 木野農協前における路線バスとの接続（帯広及び十勝川温泉方面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№
乗降場所

（コミバス停留所）

1 音更タクシー前

2 エーコープ音更前

3 プロスパ６前

4 役場前クリニック

5 音更役場前

6 保健センター前

7 サンドーム前

8 温水プール前

9 総合福祉センター前

10 十勝勤医協柳町医院前

11 宏明館病院前

12 共栄コミセン前

13 文化センター前

14 図書館前

15 田中医院前

16 佐治整形前

17 徳洲会病院前

18 木野西通12丁目（ﾀﾞｲｲﾁ等）

19 鈴蘭郵便局前

20 おおや整形前

21 木野コミセン前

22 木野支所前

23 木野農協前 ８：５０着 １１：２０着 １２：４０発 １４：５０発

１便 ２便 ３便

８：３０着 １１：００着 １３：００発

８：４０着 １１：１０着 １２：５０発

８：４５着

４便

１５：１０発

１５：００発

１１：１５着 １２：４５発 １４：５５発

乗合タクシー

発着時間（便） 発着時間 路線名 バス会社 備考

8:57発 新得線（帯広駅前方面 着） 拓殖バス 毎日運行

9:00発 中鈴蘭線（帯広駅前・市役所南口方面 着） 拓殖バス 平日のみ運行

9:03発  音更線（帯広駅前方面 着） 十勝バス 毎日運行

9:17発  十勝川温泉線（十勝川温泉方面 着） 十勝バス 毎日運行

11:27発  然別湖線（帯広駅前方面 着） 拓殖バス 毎日運行

11:32発  十勝川温泉線（十勝川温泉方面 着） 十勝バス 毎日運行

11:35発  音更線（帯広駅前方面 着） 十勝バス 毎日運行

12:18着  音更線（帯広駅前方面 発） 十勝バス 毎日運行

12:21着 中鈴蘭線（帯広駅前・市役所南口方面 発） 拓殖バス 平日のみ運行

12:32着  十勝川温泉線（十勝川温泉方面 発） 十勝バス 毎日運行

12:35着 緑陽台・雄飛が丘団地線（帯広駅前方面 発） 拓殖バス 毎日運行

14:21着 中鈴蘭線（帯広駅前・市役所南口方面 発） 拓殖バス 毎日運行

14:35着 緑陽台・雄飛が丘団地線（帯広駅前方面 発） 拓殖バス 毎日運行

14:38着  十勝川温泉線（十勝川温泉方面 発） 十勝バス 毎日運行

14:48着  音更線（帯広駅前方面 発） 十勝バス 毎日運行

14:50発（4便） ←

路線バス

8:50着（1便） →

11:20着（2便） →

12:40発（3便） ←
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（６）その他 

ア 予約の受付について 

車両の乗車人数の上限や予約の状況等から判断して、先着で受付を終了する場合もある。 

 

４ 利用方法について 

①事前登録 

   利用を希望する人は、音更町に対して事前登録申込書を提出して、事前登録を行う。なお、こ

れまでの実証運行で登録済の人は登録不要とする。（既登録者にはその旨別途連絡） 

②予約（前日まで） 

   事前登録を行った人は、利用を希望する日の前日の午後５時３０分までに、音更タクシーへ電

話予約を行う。 

③送迎時間の決定（前日） 

   音更タクシーは、予約の状況に応じて運行ルートを決定し、運行日前日の午後６時３０分まで

に利用者へ送迎時間の連絡を行う。 

  ④乗合タクシーの運行（当日） 

   ○行きの便（自宅→「まちなか」）の場合 

音更タクシーは、予約があった利用者のご自宅へ順番に迎えに回り、指定があった「まちな

か」の降車場所まで向かう。 

   ○帰りの便（「まちなか」→自宅）の場合 

    音更タクシーは、指定があった「まちなか」の乗車場所を回り、利用者のご自宅へ順番に送

り届ける。 

 

５ 運賃について 

（１）運賃の考え方について 

   ○音更町役場と各行政区の地理的中心点との距離に応じて設定。 

   ○路線バスと競合しないよう、バス運賃よりも高く設定。 

   ○運賃区分は、上限額を１０００円とし、２００円きざみで設定。 

（２）運賃（別紙１を参照）  

   ○片道６００円（４５行政区） 

中駒場、西駒場、駒場、高校、元林、富士、南武儀、稲穂、南中新政、報徳、錦、稔、 

北昭和、西昭和、東昭和、中昭和、元昭和、昭和、福平、共和、音幌、栄、北進、桜田、 

春日、相生、富丘、栄進、栄進南、北藤ヶ丘、藤ヶ丘、北宝来１、住吉、大和、東士狩、矢

部、朝日、門前、東昭栄、昭栄、鎮錬、万年、鈴蘭、然別、南大和 

   ○片道８００円（１７行政区） 

北駒場、牧場、温泉、光、東平和、北林、忍、武儀、勲、瑞穂、八千代、長流枝、東旭、 

旭、高倉、上然別、誉 

   ○片道１０００円（２０行政区） 

豊秋、柏葉、東豊田、北上、東中音更、共進、大牧、西大牧、更生、共力、友進、西中、 

上牧、牧、北柏、南柏、大盛、下牧、北栄、光和 
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（３）割引制度の試験実施について 

 〇６５歳以上の運賃を半額に設定。 

〇未就学児の運賃を保護者同伴で無料に設定。なお、未就学児は事前登録不要。（予約は必要。） 

   〇小学生の運賃を半額に設定。 



※65歳以上は運賃半額
※小学生は運賃半額
※未就学児は運賃無料
（ただし、保護者の同伴
が必要）
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まちなか乗降場所（コミバスの停留所）

木野市街地

音更市街地
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1 音更タクシー前

2 エーコープ音更前

3 プロスパ６前

4 役場前クリニック

5 音更役場前

6 保健センター前

7 サンドーム前

8 温水プール前

9 総合福祉センター前

10 十勝勤医協柳町医院前

11 宏明館病院前

12 共栄コミセン前

13 文化センター前

14 図書館前

15 田中医院前

16 佐治整形前

17 徳洲会病院前

18 木野西通12丁目（ﾀﾞｲｲﾁ等）

19 鈴蘭郵便局前

20 おおや整形前

21 木野コミセン前

22 木野支所前

23 木野農協前


