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１．月別利用状況の推移

ア　令和元年度 （単位：人、日）

イ　令和２年度 （単位：人、日）

２．本格運行について

令和３年４月１日より本格運行に移行します。

３．運行体制

（１）運営主体

阿波市地域公共交通活性化協議会

（２）運行事業者

(有)土柱タクシー、八幡交通(有)

（３）予約センター委託先

社会福祉法人　阿波市社会福祉協議会

４．運行内容等の変更について

（１）１便又は８時台の運行について

①　７時台の利用状況

②　時刻表の変更案

　ア　７時台・・・通学優先＋限定運行（JR３駅、吉野川医療センター、阿波病院）

JR３駅＝鴨島駅、学駅、阿波山川駅

　イ　８時台・・・新たに運行

　※　７、８、９時台の３便は、予約時にどちらの運行事業者かを利用者に伝えることとし、

　　キャンセル連絡は、それぞれの運行事業者に連絡することとします。

111件

７時台予約割合

0.41%

0.88%

期　　間

H31.4月～R2.3月

H31.4月～R2.11月

総予約数

6,827件

12,654件

７時台予約数

28件

〇阿波市デマンド型乗合交通の本格運行について

4月 5月 6月 1月 2月 3月 集計

乗車人数 316 391 450 591 528

7月 8月 9月 10月 11月 12月

34.8 37.1 37.1 36.1 32.5 29.4

683 7,058

１日平均 15.8 20.5 22.5 26.8 25.1 33.4 31.8

635 669 697 743 705 650

集計

21 240

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

19 21 20 20 19 18運行日数 20 19 20 22 21

535 784 791 755

11月 12月 1月 2月 3月

40.4 40.9 36.3

6,646

１日平均 30.5 29.7 35.6 37.6 37.7 36.0 37.7

721 831 768 819乗車人数 642

18320 22 19 20運行日数 21 18 22 21 20

協議事項（１）
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（２）１２時台の運行について

①　10月及び11月の12時台予約状況

②　各車の休憩時間取得について

（３）　利用料金について

①　高校生の減免適用について

　ア　～10代の利用状況について（影響額＝乗車数×200円）

　イ　減免適用について

②　障がい者の同伴者に対する減免適用について

　　10代を減免料金としても影響が少ないこと、また「子育てするなら阿波市」の一環

　として、「18歳に到達後の最初の年度末（3月31日）まで」を減免料金（300円）とし

　　なお、減免料金対象範囲拡大により、定期券導入は見送ることとします。

　ます。

　障がい者の同伴者にも、減免料金（300円）を適用することとします。

　この減免料金の適用にあたっては、「利用登録申請の変更」により、障がい者の同伴

者であることを事前に登録してもらうこととします。

　※　同伴者…病院での説明を聞く際の付き添い等で、障がい者と同目的で乗車する者。

　各車両が何十分かずらして休憩をとるため、運行車両が１台となる時間帯があり、こ

の解消策として、休憩の取り方を変更し、常時２台以上運行できる体制とします。

　この体制は、令和３年１月４日から実施しています。

影響割合

1.35%

1.62%

運賃収入

2,190,600円

3,993,600円

影響額

29,600円

64,600円

乗車数

148人

323人

期　　間

H31.4月～R2.3月

H31.4月～R2.11月

　　第２回の協議会では、１便を利用する高校生の通学のみを減免料金（300円）とし、

　定期券の導入を検討することとしていました。

他の交通機関利用希望時間に予約

2件

8件

10件

18.2% 8件

9件

17件

72.7%

33.3%

44.7%

27件

38件

1件

29.6%

26.3%

10件

11件

件数

10月

11月

計

11件 9.1%

37.0%

28.9%

別の時間に予約
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①　運行日 平日運行（土、日、祝休日、年末年始（12/29～1/3）は運休） 同左

②　運行区域 ア　阿波市内全域

イ　市外の次の乗降場所への運行 同左

（JR鴨島駅、JR学駅、JR阿波山川駅、吉野川医療センター）

③　利用対象者 阿波市民 同左

ア　阿波市外に住民票がある方

イ　利用登録をされていない方 同左

ウ　一人で乗降ができない方

エ　ペットとの同伴の方

オ　車内での禁煙が我慢できない方

カ　介護タクシーを利用している方（介護サービス計画に基づき通院等乗降介助の方）

キ　車いす、手押し車及びベビーカーを使用する方

ク　手荷物が膝の上に載らない大きな荷物を持っている方

ケ　泥酔、酩酊状態の方

コ　無断キャンセルの方（３回の無断キャンセルで翌月から３ケ月の利用制限）

サ　中学生以下の通学及び通園の方

シ　小学生未満の方（保護者同伴者を除く）

ス　その他、安全運行の妨げや同乗者の迷惑となる方

⑤　利用料金 　現金のみとし、乗車時の支払いとします。 　現金のみとし、乗車時の支払いとします。

ア　基本料金　５００円/回 ア　基本料金　５００円/回

イ　減免料金　３００円/回 イ　減免料金　３００円/回

　次の方を、減免の対象とします。 　次の方を、減免の対象とします。

ａ　満７０歳以上の高齢者（７０歳となった誕生月の翌月から適用） ａ　満７０歳以上の高齢者（７０歳となった誕生月の翌月から適用）

ｂ　運転免許返納者（「申請による運転免許の取消通知書」又は「運転経歴証明書」の ｂ　運転免許返納者（「申請による運転免許の取消通知書」又は「運転経歴証明書」の

　　交付を受けている方） 　　交付を受けている方）

ｃ　小学生以下（小学生未満は、保護者同伴のうえ1人まで無料、2人目以降は300円） ｃ　１８歳に到達後の最初の年度末（3月31日）まで

　　（小学生未満は、保護者同伴のうえ1人まで無料、2人目以降は300円）

ｄ　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 ｄ　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

ｅ　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の同伴者

　　（この適用を受けるには、事前に申請が必要です。）

次の方は、利
用できないよ
うに制限を設
けます。

〇阿波市デマンド型乗合交通の運行内容について【実証実験運行・本格運行対照表】

項　　目 実証実験運行（H31.4月～R3.3月） 本格運行（R3.4月～）

④　利用制限
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項　　目 実証実験運行（H31.4月～R3.3月） 本格運行（R3.4月～）

⑥　事前利用登録 　利用を希望する方は、事前に利用登録を行うこととします。

ア　利用登録申請の受付場所 同左

　書面申請は、阿波市役所企画総務課及び各支所

　郵送、ファクシミリ又は電子メールは、阿波市役所企画総務課

イ　利用登録完了通知

　利用登録申請の受付後、７日から１０日程度で利用登録完了通知書を送付します。

ウ　利用登録料

　無　料

⑦　利用の予約 　利用の予約は、予約センター（阿波市社会福祉協議会）で受け付けます。 　利用の予約は、予約センター（阿波市社会福祉協議会）で受け付けます。

ア　予約受付の方法 ア　予約受付の方法

　電話により予約を受け付け、一人につき８回までの予約ができることとします。 　電話により予約を受け付け、一人につき８回までの予約ができることとします。

イ　予約受付の期間 イ　予約受付の期間

ａ　利用する１週間前から１時間前まで予約を受け付けます。 ａ　利用する１週間前から１時間前まで予約を受け付けます。

ｂ　キャンセルは、利用の１時間前までとします。 ｂ　キャンセルは、利用の１時間前までとします。

ｃ　１便及び２便の予約は、前日までに予約するものとします。 ｃ　１便、２便及び３便の予約は、前日までに予約するものとします。

⑧　時刻表

※１便は通学を優先とします。 ※

※　 ※　

⑨　乗降場所 　医療施設：４４ケ所、商業施設：３１ケ所、金融機関（窓口）：２１ケ所 　医療施設：４３ケ所、商業施設：３３ケ所、金融機関（窓口）：２１ケ所

　公共施設等：３２ケ所、阿波市外：４ケ所　　　　計：１３２ケ所 　公共施設等：３２ケ所、阿波市外：４ケ所　　　　計：１３３ケ所

　ただし、各乗降場所の承諾が得られなかった場合は、変更となる場合があります。

１２便 １８：００～ １７：００

１１便 １８：００～ １７：００ １１便 １７：００～ １６：００

１５：００

９便 １６：００～ １５：００ ９便 １５：００～ １４：００

１０便 １７：００～ １６：００ １０便 １６：００～

１３：００

６便 １２：００～ １１：００

７便 １４：００～ １３：００ ７便 １３：００～ １２：００

８便 １５：００～ １４：００ ８便 １４：００～

１便目・２便目・３便目のキャンセル
は、直接、交通事業者へ電話をお願いし
ます。５便 １２：００～ １１：００ ５便 １１：００～ １０：００

６便 １３：００～ １２：００

４便 １１：００～ １０：００ １便目・２便目のキャンセルは、
直接、交通事業者へ電話をお願い
します。

４便

１便は通学を優先とし、ＪＲ３駅、吉野
川医療センター、阿波病院の限定運行と
します。２便 ９：００～ 前日 ２便 ８：００～ 前日

３便 １０：００～ ９：００ ３便 ９：００～ 前日

１０：００～ ９：００

【行き・帰り】共通 予約締切時刻 【行き・帰り】共通 予約締切時刻

１便 ７：００～ 前日（通学優先） １便 ７：００～ 前日（通学優先）
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◆乗り降りできる場所（自宅若しくは、自宅付近～乗降場所）

● 乗降場所は事情により変更になる場合があります。その際は、広報等でお知らせします。

● ご自宅以外の個人宅、途中下車や寄り道はできません。

● ご乗車される際は、予約時にお伝えした予定時間に乗降場所でお待ちください。

● 交通状況や乗合い状況により運行時間が遅れることがあります。

〖阿波市外〗

コーナン吉野店

中西歯科医院 医療法人こんどう歯科クリニック ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ吉野町西条店

中山医院 新藤歯科 マルナカ柿原店

医療施設 商業施設

吉
野
町

大串医院

市
場
町

小笠原医院

吉
野
町

くすりのﾚﾃﾞｨ阿波吉野店

大久保医院 近藤医院

医療法人福島歯科医院 中西歯科医院 マルナカ吉野店

ほそかわ歯科医院

阿
波
町

大塚歯科医院 ローソン阿波吉野町店

よこやま歯科 おおつか内科

土
成
町

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ阿波土成町店

大野病院 さかまき整形外科 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ土成ｲﾝﾀｰ店

金塚内科 賛広診療所 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ土成町土成店

御所の郷

土
成
町

医療法人阿部歯科医院 笠井病院 ｺﾒﾘﾊｰﾄﾞ&ｸﾞﾘｰﾝ土成店

乾内科外科 川人医院 JAｸﾞﾘｰﾝどなりﾏﾙｼｪ

医療法人大塚歯科医院 医療法人根東歯科医院

JA夢市場

市
場
町

赤池循環器消化器内科 林内科医院 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ阿波市場町香美店

阿波病院 へいしま歯科ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ阿波市場町北店

御所診療所 重清内科外科 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ土成町吉田店

じゅん歯科医院 十川歯科クリニック キョーエイ市場店

スマイル歯科 西川内科クリニック ｺﾒﾘﾊｰﾄﾞ&ｸﾞﾘｰﾝ市場店

稲井歯科医院 松本眼科

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ市場町店医療法人岩脇歯科医院 村上医院

マルナカ市場店

板東眼科 西村歯科医院

大久保内科 森下医院

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ阿波市場町店太田診療所 医療法人安田歯科

アワーズ

阿波土柱の湯

ｺﾒﾘﾊｰﾄﾞ&ｸﾞﾘｰﾝ阿波店

医療施設

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ阿波善地店

吉野川医療センター

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ阿波久原店

ローソン阿波病院前店

吉
野
川
市

鉄道
＜鉄道をご利用の方へ＞
　
　多くの方にご利用してい
ただきたいので、最寄り駅
での乗降を、お願いしま
す。ご協力よろしくお願い
します。

JA阿波町土柱の里ＪＲ鴨島駅

デイリーマートウインズ店

ＪＲ学駅

ドラッグセイムス阿波店

ＪＲ阿波山川駅

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ阿波岩津橋北店

ディスカウントドラッグコスモス市場店

ディスカウントドラッグコスモス阿波店

市
場
町

阿
波
町

乗降場所一覧(令和３年４月１日 案)

-5-



〖阿波市内〗

金融機関（窓口） 公共施設等

柿原小学校 伊沢小学校・伊沢公民館

土
成
町

阿波銀行　土成支店 吉野中学校 林小学校

御所郵便局 阿波高等学校 阿波中学校

JA板野郡　阿波支店

吉
野
町

柿原郵便局

吉
野
町

阿波市役所　吉野支所

阿
波
町

阿波市役所　阿波支所

徳島大正銀行　阿北支店 一条小学校 久勝小学校・久勝公民館

吉野郵便局

吉野柿原公民館 阿波西高等学校

土成郵便局 吉野中央公民館 林公民館

南原簡易郵便局

土
成
町

阿波市役所　土成支所 阿波高速バス停留所

土成高速バス停留所

八幡小学校

阿
波
町

阿波銀行　阿波町支店 市場小学校

阿波郵便局 大俣小学校

市
場
町

阿波銀行　市場支店 御所小学校

市場郵便局 土成小学校

大俣郵便局 土成中学校

JA阿波郡東部 土成中央公民館

JA市場町

林郵便局 大俣公民館

大俣公民館　本村分館

市場住民センター

市場図書館

伊沢郵便局 市場中学校

JA阿波町 八幡公民館

徳島大正銀行　阿波町支店 市場公民館

徳島大正銀行　市場支店

市
場
町

阿波市役所　本庁

八幡郵便局

予約センター電話番号

0883(36)1133
☆ご利用する１週間前から１時間前までに予約が必要です。

☆キャンセルは１時間前までにお願いします。

受付時間 ９：００～１７：００

月曜日～金曜日
（祝休日及び年末年始を除く）
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１．募集期間

　令和２年１２月１日～１２月２５日

２．応募の状況

　９５点

　５歳から８７歳までの幅広い年齢層から応募がありました。

３．選考・表彰スケジュール

　１月上旬　 　 第１次選考（９５点 → ５点）

　１月１５日　　第３回阿波市地域公共交通活性化協議会

　　　　　　　　第２次選考（最優秀賞１点、優秀賞２点が決定）

　２月　　　　　表彰式

４．審査結果

（１）最優秀賞　１点【賞金２万円、阿波市特産認証品詰め合わせセット（１万円相当分）】

愛称 応募者

（２）優秀賞　２点以内【賞金５千円、阿波市特産認証品詰め合わせセット（５千円相当分）】

愛称 応募者

愛称 応募者

〇阿波市デマンド型乗合交通の愛称について
協議事項（２）
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