
平成 29年度 第２回磐田市地域公共交通会議 次第 

 

 

平成 29 年 12 月 20 日（水）13:30～ 
磐田市役所西庁舎 3階 301.302 会議室 

 
 
１ 開    会 
 
 
２ 会長あいさつ 
 
 
３ 協 議 事 項 
 

議案第１号 磐田市福田地区及び磐田中央地区デマンド型乗合タクシーの 
自己評価について 

 
議案第２号 単独継続困難申出路線及び市自主運行申出路線について 
 
 
議案第３号 磐田市デマンド型乗合タクシーの運行内容の変更について 

         
 
４ そ の 他 
 
 
５  閉    会 
 

　　　　　　　　　　　　　　※会場の都合により302・303会議室に変更



議案第１号 
 

 
磐田市福田地区及び磐田中央地区デマンド型乗合タクシーの自己評価に 
ついて 

 
 
「福田地区デマンド型乗合タクシー」及び「磐田中央地区デマンド型乗合タ

クシー」の地域公共交通確保維持改善事業に関する平成 29 年度（平成 28 年 10
月から平成 29 年 9 月分）の自己評価を別添のとおり定めるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別添１）

平成29年12月20日

協議会名：磐田市地域公共交通会議

評価対象事業名：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

【補助対象となる事業者名
等の名称を記載】

【系統名・航路名・設備名、運
行（航）区間、整備内容等を記
載（陸上交通に係る確保維持
事業において、車両減価償却
費等及び公有民営方式車両購
入費に係る国庫補助金の交付
を受けている場合、離島航路に
係る確保維持事業において離
島航路構造改革補助（調査検
討の経費を除く。）を受けている
場合は、その旨記載）】

【事業評価の評価対象期間に
おいて、前回の事業評価結果
をどのように生活交通確保維
持改善計画に反映させた上で
事業を実施したかを記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に基づく事業が適切
に実施されたかを記載。計
画どおり実施されなかった
場合には、理由等記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に位置付けられた定
量的な目標・効果が達成さ
れたかを、目標ごとに記載。
目標・効果が達成できな
かった場合には、理由等を
分析の上記載】

【事業の今後の改善点及びより
適切な目標を記載。改善策は、
事業者の取り組みだけでなく、
地域の取り組みについて広く記
載。特に、評価結果を生活交通
確保維持改善計画にどのよう
に反映させるか（方向性又は具
体的な内容）を必ず記載するこ
と。】

※なお、当該年度で事業が完
了した場合はその旨記載

①福田地区デマンド型乗合
タクシー

②磐田中央地区デマンド型
乗合タクシー

委託事業者：遠鉄タクシー
株式会社

①福田地区、磐田駅周辺地区
及び磐田市立総合病院の運行

②磐田中央地区内の運行

デマンド型運行の市内全域へ
の拡大を機に、利用実態や
ニーズを把握するためのアン
ケート調査を実施し、調査結果
を踏まえた運行内容の見直し
を実施した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

Ｂ

評価指標
①一日当たり利用者数
②交通結節点利用者数
［福田］  （　）は目標値
①5.4人（7人）
②253人（120人）
［磐田中央］
①7.7人（6人）
②253人（170人）
　
（分析等：H29.4からの運行
見直しにより全般的に利用
者数は増加傾向にあるが、
福田線については健康福
祉会館リピーターの利用控
えもあり、目標値に届かな
かった）

運行日、運行便数の追加、運
転経歴証明書提示者の運賃割
引制度導入などの利便性向上
策により、概ね目標を達成でき
た。
今後は路線ごとの特徴に応じ
た利用促進の工夫に努めてい
きたい。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況
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（別添１－２）

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

評価対象事業名：

協議会名： 磐田市地域公共交通会議

平成29年12月20日

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

本市の公共交通は、５つの鉄道駅と磐田駅から放射線状に伸びる路線バス網、全域運行のデマンド型乗合タクシー及
び一般タクシーで構成されている。また、デマンド型乗合タクシーは、鉄道及び路線バスに接続するフィーダー路線とし
ての役割を果たすことにより、地域内はもとより地域間を結ぶ公共交通ネットワークが形成されている。
今後、さらに高齢化が進展する中で、誰もが地域で安心して暮らし続けることができるよう、行政、交通事業者、地域住
民・組織の関係者が役割分担をし、相互に連携、協力しながら地域公共交通の確保・充実に取り組むことが必要であ
る。
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磐田市地域公共交通会議

平成１９年１０⽉１７⽇設置

フィーダー系統 平成２８年６⽉２２⽇ 確保維持計画策定

1

平成29年度 地域公共交通確保維持改善に関する⾃⼰評価概要（全体）

中部様式1
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1.協議会が目指す地域公共交通の姿 2

１ 地域の特性
磐田市は静岡県の西部に位置し、東は袋井市・森町、北・西は、浜松市とそれぞれ接し、南は遠州
灘に面している。
補助対象地区である福田地区は市の南東部に位置し、南は遠州灘に面し、市内全域が低地となって
いる。また、磐田中央地区は市のほぼ中心部に位置し、磐田駅や市役所等の主要な公共施設が立地す
るまちの中心的地区である。

２ 公共交通の現状
市内には２本の鉄道（ＪＲ東海道本線、天竜浜名湖鉄道）が通り、磐田駅・豊田町駅・敷地駅・豊
岡駅・上野部駅の５つの鉄道駅がある。なお、平成31年度末にはＪＲ東海道本線の磐田新駅開業が予
定されている。
民間路線バスは、近隣の浜松市・袋井市・森町等と本市を結ぶ広域路線７路線が運行されており、
磐田駅を中心に放射線状に路線網が形成されている。また、市では、自主運行バスの代替手段として
デマンド型乗合タクシーを運行しており、バス路線など既存の公共交通への乗り継ぎを図りつつ、
通院や買い物などの日常生活に必要な移動手段としての役割を果たしている。
平成22年11月の導入以降、順次エリアを拡大し、福田線は平成24年10月、磐田中央線は平成28年1月
から路線開設。現在は市内全域を８路線にて運行している。

３ 基礎データ（平成29年9月末現在）
・人口：170,523人
・高齢化率：28.1％
・面積：164.08  
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3

ネットワーク概要図

路線バス接続
大原団地バス停

磐田市立病院バス停

路線バス接続
美登里町上バス停

磐田市立病院福田線
（遠州鉄道㈱）

路線バス接続
福田車庫バス停

福田地区

磐田中央地区

磐田駅周辺地区
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デマンド型乗合タクシー「お助け号」の評価指標・目標値（H28.10～H29.9）

① 一日当たり利用者数 ： ７人（福田線）、 ６人（磐田中央線）

② 交通結節点［主要バス停、磐田駅］利用者数

120人（福田線）、170人（磐田中央線）

※目標値は、直近の状況を参考に設定

42.計画の達成状況の評価に関する事項
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3.目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容 5

■ 当該年度実施した取り組み

１ 住民周知・利用促進検討会の開催
制度の周知や利用の促進を図る事項等について協議するため、自治会、老人クラブ、民生委員、
福祉関係団体者、運行事業者及び市職員で組織する検討会を開催

２ デマンド型乗合タクシーの運行見直しを実施（平成29年4月～/磐田中央線を除く）
①土曜日の運行 ②便数の追加 ③指定施設（目的地）の追加
④運行経路の拡大（豊岡線の地区内移動のみ）

３ 65歳以上の運転経歴証明書提示者に対するデマンドの運賃割引制度を開始（平成29年4月～）

４ 地域公共交通会議の開催状況
① 平成29年1月18日（水）13:30～
・磐田市福田地区及び中央地区デマンド型乗合タクシーの自己評価について
・単独継続困難申出路線及び市自主運行申出路線について
・デマンド型乗合タクシーの運行見直しについて
② 平成29年5月31日（水）10:00～
・磐田市生活交通確保維持改善計画について
・デマンド型乗合タクシーの運行見直しについて
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4.具体的取組みに対する評価 6

指標

一日当たり利用者数
５．８人 ７人 ５．４人

４．８人 ６人 ７．７人

交通結節点（主要バス停、
磐田駅）利用者数

１０５人 １２０人 ２５３人

４６人 １７０人 ２５３人

前年度実績
（H26.10～H27.9 /
中央線はH28.1～3 ）

目標値
（H28.6策定）

実績
（H28.10～H29.9）

＜その他の評価＞
デマンド型乗合タクシーの運行目的の一つとして高齢者等交通弱者の日常生活に必要な移動手段の確保があるが、

利用状況を見ると、通院利用が４割と最も多く、次いで買い物が約２割となっている。
また、利用者の平均年齢は70歳代後半、障害者とその付添人の利用割合が約３割であることから、一定の導入効果

があったと考える。

（福田線）

（磐田中央線）

（磐田中央線）

（福田線）
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5.自己評価から得られた課題と対応方針 7

① 利用の実態に即した運行改善の検討
アンケート調査結果や住民の声を踏まえた運行内容の見直しを平成29年4月から実施
したことにより、全般的に利用者数は増加傾向となっているものの、福田線については
他路線に比べて利用が伸び悩んでいるため、利用の実態に即した運行改善の検討が必要
である。

② 継続的な利用促進活動の推進
運行の改善に伴う住民への認知度が十分とはいえないため、市ＨＰや広報等多様な
媒体を活用した継続的な周知が必要である。
→税申告書封筒への掲出、自治会回覧や医療・介護ガイドブックなど市発行物の活用
→高齢者サロンなどの住民との接点を活用した情報提供
→民生委員児童委員協議会や地域包括支援センターなどを通じての情報提供
→委託事業者と協力し、タクシー車内での制度紹介 など
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磐田市地域公共交通会議

平成１９年１０⽉１７⽇設置

フィーダー系統 平成２８年６⽉２２⽇ 確保維持計画策定

8

平成29年度 地域公共交通確保維持改善に関する⾃⼰評価概要（経緯）

中部様式2
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1.直近の第三者評価の活用・対応状況 9

直近の第三者評価委員会
における事業評価結果

事業評価結果の反映状況
（具体的対応内容） 今後の対応方針

乗合率等の数値だけでなく、
利用者の満足度を把握して
いるか。

28年度に登録者へのアンケ
ート調査を実施し、満足度
や改善要望などの把握に努
めるとともに、29年度から
の運行見直しに可能な限り
反映させた。

定期的（２～３年ごと）に
アンケート調査を実施して
いきたい。

利用者数、乗合率、収支率
と評価指標が多すぎでは。
適切な指標や目標値を導入
すべきである。

フィーダー系統であること
を踏まえ、一日当たり及び
交通結節点の利用者数を29
年度の評価指標に設定した。

利用の実態に応じて適切な
評価指標を検討していきた
い。
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2.アピールポイント 10

①運転経歴証明書を持つ65歳以上の市民を対象に、デマンド型運行全８路線で料金割引

制度を平成29年4月から導入。利用の状況も良好であり、安価な料金でタクシーに乗車

できるようにして利便性を高め、運転免許証の自主返納促進と高齢者の移動手段確保

の両立を図った。

②平成29年度において比較的規模の大きい見直しを行った結果、利用者数が昨年度を大

きく上回るとともに、主要バス停や駅などの交通結節点の利用も伸びている。デマン

ド型運行が住民の足として定着し、高齢者等交通弱者の日常生活に必要な移動手段が

確保されるとともに、フィーダーとしての役割が果たされている。

-12-



議案第２号 
 
 

単独継続困難申出路線及び市自主運行申出路線について 
 
 
平成 29 年 9 月 30 日までに静岡県生活交通確保対策協議会に申し出のあった

下記の単独継続困難路線（系統）及び本市自主運行路線（系統）については、
地域住民の日常生活に必要な移動手段であることから、当該路線（系統）を生
活交通として維持する必要があると判断する。 
 

記 
 
１ 単独継続困難申出路線 

  国庫補助路線 
    ５路線 10 系統 
 
    市単独補助路線 
    １路線３系統 
 
２ 市自主運行申出路線 
  10 路線 10 系統 

 
※各路線の詳細はＰ４を参照 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
                                    

単独継続困難申出路線及び市自主運行申出路線について 

 

１ 要旨 

 本市では、バス事業者が「単独での継続が困難な路線」については、国・県及び市が補

助金を交付し、生活の足を確保・維持しています。 

（参考） ・国庫補助路線・・国と県が協調して補助している路線 

・市単独補助路線・・国・県の補助基準に満たないため市が補助している路線 

・市自主運行路線・・市が事業主体となり運行している路線 

単独で運行を継続することが困難な路線及び市自主運行路線については、事業者等から

県生活交通確保対策協議会へ補助制度の活用を希望する旨の申し出がされたため、当該路

線を日常生活に必要な路線として、公的支援により維持していくことについてご意見を伺

うものです。 

 

２ 対象路線  

 ［単独継続困難申出路線］ 

 運行事業者 路線名 路線概要 

１ 

遠州鉄道(株) 

城之崎線 
磐田駅と袋井市浅羽地区を結ぶ路線。 
磐田市への通勤・通学の足として必要な路線。 

２ 磐田市立病
院福田線 

磐田市立総合病院から南北に磐田駅を経由し、
福田地区を結ぶ。市立病院への通院、通勤・通
学や生活の足として必要な路線。 

３ 中ノ町磐田
線 

浜松駅から磐田駅を経由し、遠鉄磐田営業所を
結ぶ。主要な幹線である県道を主なルートとし
ており、沿線住民の通勤・通学に必要な路線。 

４ 磐田天竜線 
浜松市山東から磐田市北端部を経由し、磐田駅
を結ぶ路線。磐田市への通勤・通学の足として
必要な路線。 

５ 掛塚さなる
台線 

国道 150 号を主なルートとする主要な路線。複
数の自治体を結ぶ通勤・通学の足として必要な
路線。 
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［市自主運行申出路線］ 

 運行主体（事業者） 路線名 路線概要 

１ 

磐田市 

デマンド型乗合
タクシー 
（竜洋線） 

竜洋地区～豊田町駅・磐田駅周辺～磐田市立総合病院 
高齢者など交通弱者の足の確保のため必要な路線 

２ 
デマンド型乗合
タクシー 
（福田線） 

福田地区～磐田駅周辺～磐田市立総合病院 
高齢者など交通弱者の足の確保のため必要な路線 

３ 
デマンド型乗合
タクシー 
（豊岡線） 

豊岡地区～磐田市立総合病院～豊田町駅・磐田駅周
辺 
高齢者など交通弱者の足の確保のため必要な路線 

４ 
デマンド型乗合
タクシー 
（磐田北部線） 

磐田北部地区～地区外商業施設～磐田駅周辺 
高齢者など交通弱者の足の確保のため必要な路線 

５ 
デマンド型乗合
タクシー 
（磐田東部線） 

磐田東部地区～磐田市立総合病院・磐田駅周辺 
高齢者など交通弱者の足の確保のため必要な路線 

６ 
デマンド型乗合
タクシー 
（磐田南部線） 

磐田南部地区～豊田町駅・磐田駅周辺～磐田市立総
合病院 
高齢者など交通弱者の足の確保のため必要な路線 

７ 
デマンド型乗合
タクシー 
（豊田線） 

豊田地区～磐田駅周辺～磐田市立総合病院 
高齢者など交通弱者の足の確保のため必要な路線 

８ 
デマンド型乗合
タクシー 
（磐田中央線） 

磐田中央地区～磐田中央地区 
高齢者など交通弱者の足の確保のため必要な路線 

９ 
秋葉バス 

サービス(株) 

磐田線 

（森山入口） 

３市町（磐田市、袋井市、森町）の共同により運行。
沿線の高校生の通学の足として、磐田駅までをつな
ぐ必要な路線。 

10 
磐田線 

（森町病院） 

３市町（磐田市、袋井市、森町）の共同により運行。
沿線の高校生の通学の足として、磐田駅までをつな
ぐ必要な路線。 

 
 
３ 補助対象期間 
  国庫補助路線：平成30年10月～平成31年９月運行分 
市単独補助路線：平成30年 ４月～平成31年３月運行分 
市自主運行路線：平成30年 ４月～平成31年３月運行分 
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参考：静岡県における県協議会と市町協議会との調整要請の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：国土交通省中部運輸局 中部管内における今後の地域
公共交通政策のあり方に関する調査報告書  
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事業
者名

番
号

運行系統名 起点 経過地 終点
経常費用
（千円）

経常収益
（千円）

欠損額 a
（千円）

利用者数 b
（人）

利用者一人当たり
欠損額 a/b

（円）
備考

1 城之崎線 磐田駅 東新町 浅羽中学校 17,994 9,503 -8,491 53,235 160

2 市立病院 磐田駅 豊浜郵便局 76,036 42,155 -33,881 221,619 153

3 磐田駅南口 福田車庫 豊浜郵便局 30,603 16,586 -14,017 87,378 160

4 中ノ町磐田線 浜松駅 中ノ町 磐田営業所 92,099 63,173 -28,926 375,834 77

5 山東 新開 磐田駅 68,806 40,631 -28,175 168,354 167

6 山東 ららぽーと磐田 磐田駅 85,686 45,559 -40,127 202,860 198

7 浜松駅 掛塚・駒場 横須賀車庫 51,819 28,735 -23,084 118,524 195

8 浜松駅 掛塚 豊浜郵便局 20,301 10,645 -9,656 59,931 161

9 浜松駅 掛塚 豊田町駅 36,129 20,062 -16,067 110,298 146

10 浜松駅 掛塚・千手堂 磐田駅 34,752 19,867 -14,885 102,069 146

514,225 296,916 -217,309 1,500,102 145

1 磐田駅 旧見付学校・市立病院 山梨 11,633 4,383 -7,250 20,173 359

2 磐田駅 旧見付学校 山梨 2,517 1,467 -1,050 5,655 186

3 豊浜郵便局
静産大・磐田駅・旧
見付・市立病院 山梨 2,858 939 -1,919 4,292 447

17,008 6,789 -10,219 30,120 339

1 デマンド（竜洋線） 竜洋地区 豊田町駅・磐田駅周辺地区 磐田市立病院 2,334 592 -1,742 1,334 1,306

2 デマンド（福田線） 福田地区 磐田駅周辺地区 磐田市立病院 3,283 767 -2,516 1,738 1,448

3 デマンド（豊岡線） 豊岡地区 磐田市立病院 豊田町駅・磐田駅周辺地区 2,784 645 -2,139 1,410 1,517

4 デマンド（磐田北部線） 磐田北部地区 地区外商業施設 磐田駅周辺地区 1,518 300 -1,218 704 1,730

5 デマンド（磐田東部線） 磐田東部地区 　 市立病院・磐田駅周辺地区 2,515 590 -1,925 1,368 1,407

6 デマンド（磐田南部線） 磐田南部地区 豊田町駅・磐田駅周辺地区 磐田市立病院 3,092 767 -2,325 1,728 1,345

7 デマンド（豊田線） 豊田地区 磐田駅周辺地区 磐田市立病院 6,689 1,733 -4,956 4,486 1,105

8 デマンド（磐田中央線） 磐田中央地区 　 磐田中央地区 3,139 658 -2,481 2,232 1,112

9 磐田線（森山入口） 磐田駅 森山入口 遠州森町 8,829 4,540 -4,289 12,026 357

10 磐田線（森町病院） 磐田駅 森町病院 遠州森町 5,967 2,624 -3,343 6,918 483

40,150 13,216 -26,934 33,944 793

※各数値は、平成29年11月6日開催　静岡県生活交通確保対策協議会地区幹事会の報告数値（H29年度見込）を記載

　　　　　　　国・県協調補助路線

　※欠損額を国・県で各１／２を補助
     カット分の１／２を磐田市が補助

磐田市・袋井市単独補助路線

※欠損額の１／２を補助

遠
州
鉄
道
㈱

磐
田
市

　　　 　　　磐田市自主運行路線

　※デマンド竜洋線及び磐田線は
　　 県費補助対象路線
　※福田線・磐田中央線は国庫補助
　 　対象路線

秋
葉

バ
ス

計

磐田市立病院
福田線

計

４　民間路線バス 単独継続困難申出路線、市自主運行申出路線の状況（H29.11.6現在）

磐田市立病院
福田線

計

磐田天竜線

掛塚さなる台線

-4-



2017 10  





磐田市デマンド型乗合タクシー「お助け号」運行区域図

豊岡線

（ごんタク）

福田線

（ふくタク）

磐田

中央線

豊田線

磐田南部線

磐田北部線

竜洋線

（竜タク）

磐田

東部線

新東名高速道路

東名高速道路

国道１号

磐田駅

磐田市立総合病院

豊田町駅

国道150号



議案第３号 
 

磐田市デマンド型乗合タクシーの運行内容の変更について 
 
磐田市「磐田中央地区」デマンド型乗合タクシー、磐田市「竜洋地区」デマンド

型乗合タクシー、磐田市「福田地区」デマンド型乗合タクシー、磐田市「豊岡地区」

デマンド型乗合タクシー、磐田市「磐田北部地区」デマンド型乗合タクシー、磐田

市「磐田東部地区」デマンド型乗合タクシー、磐田市「磐田南部地区」デマンド型

乗合タクシー及び磐田市「豊田地区」デマンド型乗合タクシーの運行内容を下記の

とおり変更するものとする。 
 

記 
 
１ 磐田市「磐田中央地区」デマンド型乗合タクシーの運行内容の変更について 
 
   指定施設（行き先、運行目的地） 

磐田中央地区内の指定施設に「総合体育館、中央図書館、今之浦記念館、磐田

警察署、磐田信用金庫本店、磐田信用金庫国府台支店、磐田信用金庫見付支店、

磐田信用金庫富士見町支店、磐田信用金庫今之浦支店、浜松信用金庫磐田支店、

掛川信用金庫磐田支店、労働金庫磐田支店、静岡中央銀行磐田支店、遠州中央農

協本店、遠州中央農協見付支店、遠州中央農協中泉支店、磐田郵便局、見付郵便

局、中泉郵便局、二之宮郵便局、富士見郵便局、静岡銀行磐田支店、静岡銀行見

付支店、清水銀行磐田支店、三菱東京ＵＦＪ銀行磐田支店、スルガ銀行磐田支店」

を加える。 

磐田中央地区外の指定施設に「磐田市立総合病院」を加える。 

    

   運賃 

 

 

  利用対象年齢 

65 歳以上に引下げる。 

 
  運行時刻 

運行時刻に「１２：００」及び「１６：００」の便を加える。 

利用者宅区分 ⇔ 主要施設区分 運賃（片道） 

磐田中央地区 ⇔ 磐田市立総合病院 １，０００円/人 
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  運行日 

運行日に土曜日を加える。 

 

  予約受付時間 
  帰りの便に限り１時間前に短縮する。 
 
  実施時期 

   平成 30 年 4 月１日から 

 
２ 磐田市「竜洋地区」デマンド型乗合タクシーの運行内容の変更について 
 
   指定施設（行き先、運行目的地） 

竜洋地区内の指定施設に「しおさい竜洋」を加える。 

竜洋地区外の指定施設に「磐田警察署」を加える。 

    

  運賃 

 

 

 

 

 

 

   予約受付時間 
   帰りの便に限り１時間前に短縮する。 
 
  実施時期 

   平成 30 年 4 月１日から 

 
３ 磐田市「福田地区」デマンド型乗合タクシーの運行内容の変更について 
 
   指定施設（行き先、運行目的地） 

   福田地区外の指定施設に「磐田警察署」を加える。 

 

 

 

 

利用者宅区分 ⇔ 主要施設区分 運賃（片道） 

竜洋地区 ⇔ 

磐田市立総合病院 １，０００円/人 

磐田警察署 ８００円/人 
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  運賃 
 

 

 

 

 

 

   予約受付時間 

   帰りの便に限り１時間前に短縮する。 
 
  実施時期 

   平成 30 年 4 月１日から 

 
４ 磐田市「豊岡地区」デマンド型乗合タクシーの運行内容の変更について 
 
   指定施設（行き先、運行目的地） 

   豊岡地区外の指定施設に「磐田警察署」を加える。 

 

   運賃 

 

 

 

 

  予約受付時間 

   帰りの便（指定施設からの出発）に限り１時間前に短縮する。 
 
  実施時期 

   平成 30 年 4 月１日から 

 
５ 磐田市「磐田北部地区」デマンド型乗合タクシーの運行内容の変更について 
 
   指定施設（行き先、運行目的地） 

磐田北部地区外の指定施設に「磐田警察署」を加える。 

 
 
 

利用者宅区分 ⇔ 主要施設区分 運賃（片道） 

福田地区 ⇔ 

磐田市立総合病院 １，０００円/人 

磐田警察署 ８００円/人 

利用者宅区分 ⇔ 主要施設区分 運賃（片道） 

豊岡地区 ⇔ 磐田警察署 ２，０００円/人 
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  運賃 

 

 

 

 

  予約受付時間 

   帰りの便に限り１時間前に短縮する。 
 
  実施時期 

   平成 30 年 4 月１日から 

 
６ 磐田市「磐田東部地区」デマンド型乗合タクシーの運行内容の変更について 
 
   指定施設（行き先、運行目的地） 

磐田東部地区外の指定施設に「磐田警察署」を加える。 

 

   運賃 

 

 

 

 

  予約受付時間 

   帰りの便に限り１時間前に短縮する。 
 
  実施時期 

   平成 30 年 4 月１日から 

 
７ 磐田市「磐田南部地区」デマンド型乗合タクシーの運行内容の変更について 
 
   指定施設（行き先、運行目的地） 

磐田南部地区外の指定施設に「磐田警察署」を加える。 

    

 

 

 

 

利用者宅区分 ⇔ 主要施設区分 運賃（片道） 

磐田北部地区 ⇔ 磐田警察署 １，０００円/人 

利用者宅区分 ⇔ 主要施設区分 運賃（片道） 

磐田東部地区 ⇔ 磐田警察署 ８００円/人 
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  運賃 

 

 

 

 

 

 
  予約受付時間 

   帰りの便に限り１時間前に短縮する。 
 
  実施時期 

   平成 30 年 4 月１日から 

 
８ 磐田市「豊田地区」デマンド型乗合タクシーの運行内容の変更について 
 
  指定施設（行き先、運行目的地） 

豊田地区内の指定施設に「磐田警察署」を加える。 

    

  予約受付時間 

   帰りの便に限り１時間前に短縮する。 
 
  実施時期 

   平成 30 年 4 月１日から 

利用者宅区分 ⇔ 主要施設区分 運賃（片道） 

南部地区 ⇔ 

磐田市立総合病院 １，０００円/人 

磐田警察署 ８００円/人 
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路線名 竜洋線（竜タク） 福田線（ふくタク） 豊岡線（ごんタク） 磐田北部線
運行
範囲

竜洋地区内及び
地区外集客施設

福田地区内及び
地区外集客施設

豊岡地区内及び
地区外集客施設

大藤・向笠・岩田地区内
及び地区外集客施設

開始 H22.11.1 H24.10.1 H25.4.1 H27.4.1

運賃

地区内施設：400円
豊田町駅：600円
磐田駅と周辺施設：800円
磐田市立総合病院：1,000円
磐田警察署：800円
遠鉄「掛塚車庫」バス停：200円

地区内施設：400円
磐田駅と周辺施設：800円
磐田市立総合病院：1,000円
磐田警察署：800円
遠鉄「福田車庫」バス停：200円

地区内施設：400円
磐田市立総合病院：1,000円
磐田警察署：2,000円
磐田駅と周辺施設：2,000円
豊田町駅：2,000円
天浜線(豊岡･上野部･敷地駅)：200円
指定施設⇔指定施設：400円

地区内施設：400円
地区外商業施設：800円
磐田駅と周辺施設：1,000円
遠鉄「磐田営業所」バス停：200円
磐田警察署：1,000円

便数

７便/日
 　8:00　　11:30   15:30
　 9:30　　12:30
　10:30　　14:30

７便/日
 　8:30　　11:30   15:30
　 9:30　　13:30
　10:30　　14:30

９便/日
　 7:30　　10:30　　15:00
　 8:30　　11:30    16:00
　 9:30　　13:00    17:00

７便/日
 　8:00　　11:00   16:00
　 9:00　　12:00
　10:00　　14:00

運行
目的地

【地区内】
・公共施設　４ヶ所
竜洋支所、なぎの木会館、竜洋体育ｾﾝﾀｰ、しおさい竜洋
・乗継バス停　１ヶ所
遠鉄「掛塚車庫」バス停（商店街）
・医科・歯科　15ヶ所
市川ｸﾘﾆｯｸ、おおつ内科小児科、杉山整形外科医院、せきおか
整形外科、高橋医院、高安産婦人科内科医院、森下医院、山崎
医院、竜洋ｸﾘﾆｯｸ、キムラ歯科医院、鈴木歯科ｸﾘﾆｯｸ、たかはし
歯科医院、田村歯科医院、つたほ歯科医院、深谷歯科医院
・商業施設　２ヶ所
遠鉄ｽﾄｱ竜洋店、ﾏﾑ竜洋店
・金融機関　７ヶ所
磐田信用金庫（竜洋）、浜松信用金庫（竜洋）、静岡銀行（竜
洋）、遠州中央農協（竜洋・袖浦）、郵便局（竜洋・袖浦）

【地区外】
・磐田市立総合病院
・磐田駅と周辺施設　５ヶ所
磐田駅、市役所、iﾌﾟﾗｻﾞ、文化会館、新都市病院
・磐田警察署
・豊田町駅

【地区内】
・公共施設　７ヶ所
福田支所、ﾘﾌﾚＵ、福田中央・福田南・豊浜交流ｾﾝﾀｰ、渚の交
流館、福田屋内ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
・乗継バス停　２ヶ所
遠鉄「福田車庫」バス停、「大原団地」バス停
・医科・歯科　14ヶ所
おおかわ耳鼻咽喉科、大橋医院、小池内科医院、田上診療所、
福田西病院、福本医院、本田ｸﾘﾆｯｸ、よしだ眼科医院、どい整
形外科ｽﾎﾟｰﾂｸﾘﾆｯｸ、石川歯科医院、一成歯科、歯科ｸﾘﾆｯｸあや
な、寺田歯科医院、原歯科医院
・商業施設　４ヶ所
ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ福田店、食鮮館ﾀｲﾖｰ福田店、磐田市商工会福田支所
前・JA豊浜支店前（商店街）
・金融機関　７ヶ所
磐田信用金庫（福田）、静岡銀行（福田）、遠州中央農協（福
田・豊浜・福田南）、郵便局（福田・福田豊浜）

【地区外】
・磐田市立総合病院
・磐田駅と周辺施設　５ヶ所
磐田駅、市役所、iﾌﾟﾗｻﾞ、文化会館、新都市病院
・磐田警察署

【地区内】
・公共施設　５ヶ所
豊岡支所、豊岡中央交流ｾﾝﾀｰ、豊岡南部会館、豊岡東交流ｾﾝ
ﾀｰ、旧豊岡東小学校
・乗継バス停等　５ヶ所
天浜線豊岡・上野部・敷地駅、遠鉄「新開」バス停、「飛龍大
橋東」バス停
・医科・歯科　９ヶ所
いしざかｸﾘﾆｯｸ、大須賀医院、しらいし眼科、白梅豊岡病院、
まさふみｸﾘﾆｯｸ、とよおか歯科医院、山下歯科医院、さかた歯
科医院、牧野歯科医院
・商業施設　２ヶ所
ﾍﾞｲｼｱ磐田豊岡店、とよおか採れたて元気むら
・金融機関　５ヶ所
磐田信用金庫（豊岡）、遠州中央農協（豊岡・広瀬）、郵便局
（豊岡・野部）

【地区外】
・磐田市立総合病院
・磐田駅と周辺施設　５ヶ所
磐田駅、市役所、iﾌﾟﾗｻﾞ、文化会館、新都市病院
・磐田警察署
・豊田町駅

【地区内】
・公共施設　３ヶ所
岩田・大藤・向笠交流ｾﾝﾀｰ
・乗継バス停　１ヶ所
遠鉄「磐田営業所」バス停
・医科・歯科　10ヶ所
あんずｸﾘﾆｯｸ産婦人科、磐田原病院、うちやま呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰｸ
ﾘﾆｯｸ、磐田市立総合病院、鈴木ｸﾘﾆｯｸ、中嶋小児科医院、吉村
内科医院、かげやまクリニック、わたべ歯科医院、とんぼ歯科
医院
・金融機関　２ヶ所
遠州中央農協（磐田北）、郵便局（向笠）

【地区外】
・商業施設　３ヶ所
ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ磐田西貝塚店、遠鉄ストア見付店、遠鉄ストア池田店
・磐田駅と周辺施設　５ヶ所
磐田駅、市役所、iﾌﾟﾗｻﾞ、文化会館、新都市病院
・磐田警察署

曜日

備考

○第１回H23.6～
・運行２時間前予約を実施
○第２回H25.10～
・磐田市立総合病院を追加
・エリア区分を廃止
・磐田駅周辺等運賃を見直し
○第３回H27.4～
・地区内運賃を引下げ（500円⇒400円）
・遠鉄掛塚車庫の試行運賃（200円）導入
○第４回H29.4～
・土曜日を運行日に追加
・お昼便の追加
・金融機関を地区内施設に追加
・磐田駅周辺施設に新都市病院を追加
・65歳以上の運転経歴証明書提示者は運賃半額
○第５回H30.4～
・予約受付時間を１時間前に短縮（帰り便）
・磐田市立総合病院の運賃引下げ（1,500円⇒1,000円）
・しおさい竜洋を地区内施設に追加
・磐田警察署を地区外施設に追加

○第１回H25.10～
・磐田市立総合病院を追加
・磐田駅周辺運賃を見直し
○第２回H27.4～
・地区内料金を引下げ（500円⇒400円）
・一部時刻表の見直し
・遠鉄福田営業所の試行運賃（200円）導入
○第３回H29.4～
・土曜日を運行日に追加
・お昼便の追加
・豊浜交流ｾﾝﾀｰ、渚の交流館、福田屋内ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰを地区内施
　設に追加
・金融機関を地区内施設に追加
・磐田駅周辺施設に新都市病院を追加
・65歳以上の運転経歴証明書提示者は運賃半額
○第４回H30.4～
・予約受付時間を１時間前に短縮（帰り便）
・磐田市立総合病院の運賃引下げ（1,500円⇒1,000円）
・磐田警察署を地区外施設に追加

○第１回H27.4～
・地区内料金を引下げ（500円⇒400円）
・南部会館を追加
・天浜線３駅の試行運賃（200円）導入
○第２回H29.4～
・土曜日を運行日に追加
・お昼便の追加
・磐田駅と周辺施設（新都市病院含む）を地区外施設に追加
・豊田町駅を地区外施設に追加
・指定施設間の移動を試験実施
・65歳以上の運転経歴証明書提示者は運賃半額
○第３回H30.4～
・予約受付時間を１時間前に短縮（帰り便）
・磐田警察署を地区外施設に追加

○第１回H29.4～
・土曜日を運行日に追加
・お昼便の追加
・かげやまクリニックを地区内施設に追加
・遠鉄ストア見付店、遠鉄ストア池田店を地区外施設に追加
・磐田駅と周辺施設（新都市病院含む）を地区外施設に追加
・ベイシア豊岡店を削除
・65歳以上の運転経歴証明書提示者は運賃半額
○第２回H30.4～
・予約受付時間を１時間前に短縮（帰り便）
・磐田警察署を地区外施設に追加

委託先

 磐田市デマンド型乗合タクシー「お助け号」運行内容等一覧表（平成30年4月～）　　　　                                   ※赤字は、30年4月からの変更予定箇所

月曜日～土曜日　※日曜日、祝日及び12/29～1/3運休

遠鉄タクシー株式会社



路線名 磐田東部線 磐田南部線 豊田線 磐田中央線
運行
範囲

田原・御厨・南御厨・西貝
地区内及び地区外集客施設

長野・天竜・於保地区内
及び地区外集客施設

豊田地区内及び
地区外集客施設

見付・中泉・今之浦地区内及び
地区外集客施設

開始 H27.4.1 H27.4.1 H27.4.1 H28.1.5

運賃

地区内施設：400円
磐田駅と周辺施設：800円
磐田市立総合病院：1,000円
磐田警察署：800円
遠鉄「磐田営業所」バス停：200円

地区内施設：400円
磐田駅と周辺施設：800円
豊田町駅：800円
磐田市立総合病院：1,000円
磐田警察署：800円

地区内施設：400円
磐田駅と周辺施設：800円
磐田市立総合病院：1,000円

地区内施設：400円
磐田市立総合病院：1,000円
遠鉄「美登里町上」バス停：200円

便数

７便/日
 　8:00　　11:00   16:00
　 9:00　　12:00
　10:00　　14:00

７便/日
 　8:00　　11:00   16:00
　 9:00　　12:00
　10:00　　14:00

９便/日
　 7:30　　10:30　　14:30
　 8:30　　11:30    15:30
　 9:30　　12:30    16:30

８便/日
　 8:00　　11:00   14:00
　 9:00　　12:00　 16:00
　10:00　　13:00

運行
目的地

【地区内】
・公共施設　４ヶ所
西貝・御厨・南御厨・田原交流ｾﾝﾀｰ
・医科・歯科　17ヶ所
いわせ医院、金田内科医院、高安整形外科ｸﾘﾆｯｸ、西貝塚耳鼻
咽喉科ｸﾘﾆｯｸ、服部病院、福田眼科、藤井ﾏﾀﾆﾃｨｸﾘﾆｯｸ、三上内
科小児科医院、水谷皮膚科、横地内科消化器科医院、大竹城之
崎歯科医院、かとう歯科ｸﾘﾆｯｸ、北島歯科医院、鈴木歯科城之
崎診療所、やまなか歯科医院、西貝ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ、鹿の森ﾃﾞﾝﾀﾙｸ
ﾘﾆｯｸ
・商業施設　２ヶ所
ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ磐田西貝塚店、マム磐田南店
・金融機関　５ヶ所
磐田信用金庫（東新町・東部台）、遠州中央農協（東部・西
貝）、郵便局（御厨）

【地区外】
・磐田市立総合病院
・乗継バス停　１ヶ所
遠鉄「磐田営業所」バス停
・磐田駅と周辺施設　５ヶ所
磐田駅、市役所、iﾌﾟﾗｻﾞ、文化会館、新都市病院
・磐田警察署

【地区内】
・公共施設　５ヶ所
南・長野交流ｾﾝﾀｰ、磐田市急患ｾﾝﾀｰ、於保農村婦人の家、磐田
温水ﾌﾟｰﾙ
・医科・歯科　13ヶ所
磐田ﾒｲﾂｸﾘﾆｯｸ、おおわら内科、上岡田内科小児科医院、河合整
形外科、さざん眼科、すずかけﾍﾙｽｹｱﾎｽﾋﾟﾀﾙ、鈴木内科、福永
小児科内科ｸﾘﾆｯｸ、しのはら歯科医院、たかやなぎ歯科医院、
てらだ歯科医院、村山歯科ｸﾘﾆｯｸ、山口歯科医院
・商業施設　２ヶ所
ﾋﾟｱｺﾞ上岡田店、バロー磐田店
・金融機関　７ヶ所
磐田信用金庫（岡田・西）、浜松信用金庫（磐田南）、遠州中
央農協（於保天竜・磐田南）、郵便局（岡田・長野）

【地区外】
・磐田市立総合病院
・磐田駅と周辺施設　５ヶ所
磐田駅、市役所、iﾌﾟﾗｻﾞ、文化会館、新都市病院
・磐田警察署
・豊田町駅

【地区内】
・公共施設等　11ヶ所
豊田支所、豊田町駅、香りの博物館、ｱﾐｭｰｽﾞ豊田、井通・青
城・富岡・池田・豊田東交流ｾﾝﾀｰ、豊田福祉ｾﾝﾀｰ、磐田警察署
・医科・歯科　33ヶ所
石川皮ふ科医院、井田内科呼吸器科医院、磐田ﾒｲﾂ睡眠障害治
療ｸﾘﾆｯｸ、かげやまｸﾘﾆｯｸ、神林ｸﾘﾆｯｸ、とよだ青葉ｸﾘﾆｯｸ、豊田
えいせい病院、豊田診療所、豊田ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ、夏目整形外科、は
かまた内科医院、磐南中央病院、日野産婦人科、富士ケ丘内
科、ふじた眼科、ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ山城、ますいこどもｸﾘﾆｯｸ、森ｸﾘﾆｯ
ｸ、耳鼻咽喉科やすはら医院、おぐら歯科医院、ｵﾚﾝｼﾞ歯科、木
瀬歯科医院、きどがみ歯科医院、さいとう歯科ｸﾘﾆｯｸ、富が丘
歯科ｸﾘﾆｯｸ、とよだ歯科、なかがわ歯科医院、早川歯科医院、
彦坂歯科医院豊田町診療所、ひまわり歯科ｸﾘﾆｯｸ、もりひこ歯
科医院、宮崎歯科医院、守田歯科医院
・商業施設　４ヶ所
Aｺｰﾌﾟ豊田中央店、遠鉄ｽﾄｱ池田店、ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ豊田店、ららぽー
と磐田店
・金融機関　10ヶ所
磐田信用金庫（豊田北・豊田）、静岡銀行（豊田）、遠州中央
農協（豊田北・豊田）、遠州信用金庫（豊田）、浜松信用金庫
（豊田）、郵便局（富岡・豊田町駅前・池田）

【地区外】
・磐田市立総合病院
・磐田駅と周辺施設　５ヶ所
磐田駅、市役所、iﾌﾟﾗｻﾞ、文化会館、新都市病院

【地区内】
・公共施設等　11ヶ所
磐田駅、市役所、ｉﾌﾟﾗｻﾞ、文化会館、見付・中泉・ふれあい交流ｾﾝ
ﾀｰ、総合体育館、中央図書館、今之浦記念館、磐田警察署
・乗継バス停　１ヶ所
遠鉄「美登里町上」バス停
・医科・歯科　58ヶ所
伊藤医院、片桐医院、川口医院、すずきﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ、高尾医院、田中
医院、ﾊｰﾄｾﾝﾀｰ磐田、みつけ整形外科、みつけ内科ｸﾘﾆｯｸ、和田整形
外科・外科医院、なごみｸﾘﾆｯｸ、大石眼科、えいせい脳外科ｸﾘﾆｯｸ、
よご内科クリニック、宇於崎歯科医院、おかだ歯科医院、木瀬歯科
医院、桑原歯科医院、小林歯科医院、新村歯科医院、すぎやま歯
科、鈴木歯科医院、牧野歯科医院、友愛歯科ｸﾘﾆｯｸ、青島眼科、青島
循環器科・内科医院、あんざいｸﾘﾆｯｸ、磐田こころのｸﾘﾆｯｸ、上杉内
科医院、岡田医院、木佐森医院、北原医院、国府台整形外科、小坂
整形外科・形成外科、ｻｰｸｸﾘﾆｯｸ、さくらｸﾘﾆｯｸ、産婦人科西垣ARTｸﾘ
ﾆｯｸ、新都市病院、鈴木小児科医院、とものｸﾘﾆｯｸ、山下医院、山下ｸ
ﾘﾆｯｸ、渡辺皮膚科医院、あき歯科ｸﾘﾆｯｸ、あつみ歯科、市野歯科医
院、稲垣歯科医院、いわた南歯科、大竹歯科医院、ｻｲﾄｳ歯科、鈴木
歯科医院、寺田歯科医院、鳥之瀬歯科ｸﾘﾆｯｸ、西尾歯科医院、のだ歯
科医院、ﾋﾞﾀﾐﾝC歯科、前島歯科医院、わたりうえ歯科医院
・商業施設　９ヶ所
ｱﾋﾟﾀ磐田店、遠鉄ｽﾄｱ磐田店、遠鉄ｽﾄｱ見付店、ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ磐田見付
店、ｺｰﾌﾟしずおか国府台店、ﾊﾞﾛｰ磐田店、ｴﾌﾞﾘﾋﾞｯｸﾃﾞｰ磐田店、ﾏｯｸｽ
ﾊﾞﾘｭ磐田中泉店、ﾏﾑ磐田南店
・金融機関　22ヶ所
磐田信用金庫（本店・国府台・見付・富士見町・今之浦）、浜松信
用金庫（磐田）、掛川信用金庫（磐田）、労働金庫（磐田）、静岡
中央銀行（磐田）遠州中央農協（本店・見付・中泉）、郵便局（磐
田・見付・中泉・二之宮・富士見）、静岡銀行（磐田・見付）、清
水（磐田）、三菱東京UFJ銀行（磐田）、スルガ銀行（磐田）
【地区外】
・磐田市立総合病院

曜日 月曜日～土曜日　※日曜日、祝日及び12/29～1/3運休

備考

○第１回H29.4～
・土曜日を運行日に追加
・お昼便の追加
・マム磐田南店を地区内施設に追加
・磐田駅と周辺施設（新都市病院含む）を地区外施設に追加
・65歳以上の運転経歴証明書提示者は運賃半額
○第２回H30.4～
・予約受付時間を１時間前に短縮（帰り便）
・磐田警察署を地区外施設に追加

○第１回H29.4～
・土曜日を運行日に追加
・お昼便の追加
・磐田温水プール、バロー磐田店を地区内施設に追加
・磐田市立総合病院、豊田町駅を地区外施設に追加
・磐田駅周辺施設に新都市病院を追加
・65歳以上の運転経歴証明書提示者は運賃半額
○第２回H30.4～
・予約受付時間を１時間前に短縮（帰り便）
・磐田市立総合病院の運賃引下げ（1,500円⇒1,000円）
・磐田警察署を地区外施設に追加

○第１回H29.4～
・土曜日を運行日に追加
・お昼便の追加
・磐田駅周辺施設に新都市病院を追加
・65歳以上の運転経歴証明書提示者は運賃半額
○第２回H30.4～
・予約受付時間を１時間前に短縮（帰り便）
・磐田警察署を地区内施設に追加

○第１回H29.4～
・65歳以上の運転経歴証明書提示者は運賃半額
○第２回H30.4～
・予約受付時間を１時間前に短縮（帰り便）
・土曜日を運行日に追加
・便数の追加（12:00・16:00）
・磐田市立総合病院を地区外施設に追加
・総合体育館、中央図書館、今之浦記念館、磐田警察署、金融機関
 （22ヶ所）を地区内施設に追加
・利用対象年齢を65歳以上に引下げ

委託先 遠州タクシー株式会社
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