
半田お出かけタクシー（仮称）施策について（有脇小学校区での実証）

有脇地域におけるバス会の設立と半田お出かけタクシー施策実施検討経緯について

項目 半田お出かけタクシー（仮称）
実験地域 有脇小学校区（に住所を有する方）
開始時期 令和4年２月 （予定）

利用時間

平休日 9時 16時
※乗車場所（自宅又は利用可能目的地）への迎車時間。
⇒9時 16時に、タクシーが乗車場所（自宅又は利用可能目的地）に到着可能であれば受
け付ける。

利用者
事前の利用登録あり
→「利用登録証」と「精算用チケット」を交付した方
※交付は小学生以上から。小学生未満のみの利用は不可。

利用方法
利用登録証に記載するタクシー会社へ電話し、「お出かけタクシー」の利用であることを伝え、氏
名、連絡先電話番号、出発地、目的地、利用日時、人数を伝える。
※車両に空きがあれば「今から」の予約も可能

利用料金 1台300円
※複数人で利用しても1台300円。予約者以外が「利用登録証」を持っている必要なし。

利用可能
目的地

（自宅以外）

利用可能な移動は、自宅とあらかじめ定められた目的地を結ぶ移動のみ。
※次ページ目的地のとおり

協力運行事業者 名鉄知多タクシー株式会社、安全タクシー株式会社

費用負担 上記精算用チケットに基づき、実際にかかったタクシー費用から利用者の収受した利用料金を差
し引いた金額を市へ後日請求し、タクシー会社へ支払うものとする。

令和2年6月24日、有志、区長などで有脇バス利用委員会を設立。行政とともに複数回の会議
（公式会議7回、その他コア会議等実施）をはじめ、住民アンケート、取組先進地視察（西尾
市 いこまいかー）など多岐に渡る活動を行ってきました。
昨年10月に導入した地区路線Ｂ岩滑小線や、本年9月に導入した地区路線Ｂ成岩東部線・

瑞穂線の利用状況、また、有脇小学区の地域性（小学校区人口が少なく、移動ニーズが点在）
などを考慮しつつ、地元バス会と協議を重ねた結果、路線バス以外の移動手段を検討することが妥
当との結論に至り、タクシーの活用について検討してまいりました。
⇒市内タクシー事業者からの多大な協力をいただき、以下の利用時間や料金にて利用することので
きる「半田お出かけタクシー」の実証運用を開始したいとするものです。
※実証運用の開始に伴い生じる課題等について、地元バス会や運行事業者等関係者とともに協議
し、解決策を盛り込んだうえで、本制度を継続実施していく予定です。
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半田市　バス路線概略図

市の人口 117,884人
市の面積 47.42 
東西最長 9.76㎞
南北最長 8.22㎞

地区路線A
半田中央線
H30年10月導入

基幹路線（知多乗合）
半田・常滑線
H30年10月再編

地区路線A
青山・成岩線
H30年10月導入

地区路線B 岩滑小線
R2年10月導入

基幹路線（知多乗合）
半田北部線
H30年10月再編

地区路線A 亀崎・有脇線
H30年10月導入
※R2年4月路線変更

地区路線B
成岩東部線
R3年9月導入

地区路線B
瑞穂線
R3年9月導入
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半田市有脇小学校区概略図

半田北部線

亀崎・有脇線

東浦町

有脇小学校区

有脇小学校区

3.0㎞
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利用可能目的地（案）について

以下一覧表のとおり、有脇小学校区を中心とした半径3㎞以内の生活圏における主要行先（20
地点）を目的地として設定。
※候補欄については、次のとおり表記。
○は距離は3㎞以内で、他路線との重複なし
△は距離は3㎞以内で、他路線との重複あり（交通結節点など特殊事情がある場合は〇）
×は距離は3㎞（≒3㎞）以上で、他路線との重複あり

目的地 距離 片道タクシー
料金（目安） 候補 最寄りバス停

との距離
JAあいち知多 半田東支店 602m  810 ○
半田中央病院 872m  810 ○
日本福祉大学 884m  810 ○
ゲンキーのぞみが丘店 931m  810 ○
高須内科 944m  810 △ 186ｍ
上池歯科 984m  810 △ 67ｍ
【東浦町】スギ薬局東浦南店 1349m  990 ○
スギ薬局上池店 1512m  990 △ 262ｍ
七本木池公園 1645m  1,080 △ 136ｍ
かみいけクリニック 1700m  1,080 △ 230ｍ
美原郵便局 1924m  1,170 △ 222ｍ
ひさだ歯科 1948m  1,170 ○
あべクリニック 1988m  1,170 △ 178ｍ
武内眼科 2013m  1,170 △ 224ｍ
日比整形 2049m  1,170 ○
【東浦町】長坂歯科 2248m  1,260 ○
マルス乙川店 2446m  1,350 △ 202ｍ
亀崎駅 2510m  1,350 〇
佐藤クリニック 2606m  1,350 △ 53ｍ
【東浦町】東浦駅 2705m  1,440 ○
アオキスーパー乙川店 2835m  1,530 △ 213ｍ
トライアル亀崎店 2955m  1,530 ×
フィール向山店 2998m  1,530 ×
竹内整形 4239m  1,980 ×
ピアゴ阿久比 4856m  2,250 ×
アピタ阿久比 5540m  2,430 ×
阿久比駅 6292m  2,700 ×
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（仮称）お出かけタクシー　有脇小学校区　実証運行　検討用詳細図

基準点 有脇小学校

〇_872m_半田中央病院

〇_602m_半ＪＡあいち知多半田東支店

〇_884m_日本福祉大学

△_994m_高須内科

〇_2,510m_JR亀崎駅

×_2,955m_トライアル亀崎店△_2,466m_マルス乙川店×_2,998m_フィール向山店

△_2,606m_佐藤クリニック

〇_2,049m_日比整形

△_2,013m_武内眼科

△_2,835m_アオキスーパー乙川店

△_1,924m_美原郵便局

△_1,700m_かみいけクリニック
△_1,645m_七本木池公園

△_1,512m_スギ薬局上池店

△_1,988m_あべクリニック

〇_1,948m_ひさだ歯科

△_984m_上池歯科

目的地 距離 片道タクシー
料金（目安）

最寄りバス停
との距離

高須内科 944m  810 186ｍ 亀崎有脇線 生見町（100円）
上池歯科 984m  810 67ｍ 半田北部線 生見町（100円）、亀崎有脇線 生見町（100円）
スギ薬局上池店 1512m  990 262ｍ 亀崎有脇線 上池（100円）
七本木池公園 1645m  1,080 136ｍ 亀崎有脇線 七本木池公園（100円）
かみいけクリニック 1700m  1,080 230ｍ 亀崎有脇線 七本木池公園（100円）
美原郵便局 1924m  1,170 222ｍ 亀崎有脇線 七本木池公園（100円）
あべクリニック 1988m  1,170 178ｍ 半田北部線 南大矢知町（100円）
武内眼科 2013m  1,170 224ｍ 亀崎有脇線 庚申町1丁目（100円）
マルス乙川店 2446m  1,350 202ｍ 亀崎有脇線 平地2区区民館（100円）
佐藤クリニック 2606m  1,350 53ｍ 半田北部線 乙川東小学校西（200円）、亀崎有脇線 乙川東小学校西（100円）

アオキスーパー乙川店 2835m  1,530 213ｍ 半田北部線 長根町（200円）
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