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        まずは「利用者登録」をお願いします－－  １ページ 

    乗合タクシーとは        －－－ ２ 

    こんなことができるようになります －－ ３ 

        ご利用方法                －－－ ４ 

■ 利用できる方 

■ 利用運賃 

■ 発着地（東金市内のみ） 

■ 運行日 

■ 運行時間 

■ 予約受付の期間・時間 

■ 運行車両 

「利用者登録」の方法 －－－－－－－－ ５ 

予約方法     －－－－－－－－－－ ５ 

共通乗降場一覧  －－－－－－－－－－ ６ 

 駅・公共施設 など 

 病院・診療所 など 

 買物 

 バス停留所 

利用・乗車でのお願い  －－－－－－  13 

予約センター電話番号  －－－－－－  14 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
提出先 東金市役所 企画政策部 地域振興課(２階)に持参または郵送 

      
｢利用者登録｣は一度だけです。更新などの手続きはありません。 
(登録された住所や氏名に変更があった際は東金市役所企画政策部地域振興課にご連絡ください。） 

末尾に添付されている｢東金市乗合タクシー利用者登録用紙」(両面)に必要事項

をご記入の上、ご提出ください。 
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｢利用したい時間｣と｢向かいたい目的地｣を電話で予約していただきます。 

予約をされた方の中に｢予約された時間帯｣と｢予約された目的地の方向｣が同じ方がいらした場

合、それぞれの方をお迎えにあがりながら｢乗り合い｣にてそれぞれの方の目的地まで運行する

公共交通です。これを ｢デマンド型乗合タクシー｣ といいます。 

・一般タクシーのように、ご希望の出発・到着時刻に完璧に対応し、かつ、どこにでも運行するもので

はありません。 

・予約に応じた｢乗り合い｣で複数の方が同乗して送迎しますので、同乗者数、発着地、経路などによっ

て時間がかかります。 

■  東金市乗合タクシーとは  

 

 

「デマンド型乗合タクシー」のイメージ 

東金市乗合タクシー
予約センター 

電話予約 

事前に電話予約が必要です。 

予約に応じて、それぞれのお迎えと 

それぞれのお送りをします。 

電話予約 

電話予約 

商業施設 

駅 

 

それぞれのご自宅などにお迎えにあがり、 

乗り合ってそれぞれの目的地にお送りします。 

乗り合いで向かうと 30 分
かかることもあります。 

商業施設 

自宅 

病院 

商業施設 

一般タクシーなら 20 分で
到着が可能な距離です。 
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■ いろいろな交通手段の中の一つ（｢路線バス｣と｢一般タクシー｣の中間的な存在） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 行けなかった その先まで行けなかった     行くことが出来る 

  行きたいと思っていた             一歩先まで行ける  

 行ったことがない               新しい発見もできる ぶらり 

  駅や駅付近までしか行けなかった           街中・郊外のお店まで行ける 

  近くにしか行けなかった               お買物 病院・診療所 理美容 お食事 
 
 
 
 家族の誰かがいないと行けなかった       気兼ねなく行ける 

 連れて行ってもらっていた 行く日が限定    いつでも行ける 

  病院に送ってもらう日が決まっていた         いつでも好きなときに行ける 

  バーゲンの日・その時間に行けなかった        ご家族も安心 
 
 
 
 １人だと気兼ねした 友達を誘えなかった    誘い合って気軽に楽しく行ける 

 行きたいと思っていた               健康診断  文化鑑賞  体育運動  長寿会活動 

                            イベント 婦人学級  ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ各種講座  余暇活動 
 
 
 １人の移動だった               新しい乗合友だち｢乗り友｣ができる 

                           久しぶり 元気？ 今度あそこに行こう 
 
 
 そろそろ運転が不安になってきた         安全に気軽に行ける 
 
 
 駅や高速バスの停留所まで           遠出の仲介(駅やバス停までの足） 

 行けなかった                  県外など遠出の足としても仲介 
 
 
 バス停まで遠くて行けなかった         ドアツードア( Door to Door ) 

                        ご自宅などから目的の乗降場へ 

 

 

 

 ■ 東金市乗合タクシーをご利用いただくと  

こんなことができるようになります。  

 

  皆様の｢生活スタイル｣に変化をもたらす道具になります。  
     皆様の外出が増えることで  街が活性し  元気にもなります。  
 

 
 ｢東金市乗合タクシー｣は、日常生活の中で移動が困難な方の足として、また、駅や路線バス 

の停留所などから離れている交通不便地域を解消するために市内全域で運行するものです。 

 市民の皆様、利用者の皆様とともに育み、引き続きよりよい運行を目指します。 

 また、｢鉄道｣、｢民間路線バス｣、｢一般タクシー｣、｢市内循環バス｣などとともに、それぞれ 

の特徴を活かしながら、役割分担をして運行するものです。 

 それぞれの交通手段の特徴や目的をご理解いただきながら、地域公共交通(鉄道･バス･タクシー)

を多くの方々にご利用いただきますようお願いいたします。 
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■ 利用できる方 

 ｢東金市乗合タクシー利用者登録用紙｣（末尾に添付）にて事前登録をされている 

東金市在住の方 

 

■ 利用運賃 １人１乗車 

  大人(高校生以上)  400 円 

  小・中学生 200 円 

  小学生未満  無料 

（小学生以下の方は中学生以上で､すでに利用者登録をされた方との同伴乗車となります。） 
 

■ 発着地（東金市内のみ） 

 ご自宅、路線バス／高速バス停留所、JR 求名･東金･福俵駅、東金市役所、ふれあいセンター、 

 東金アリーナ、東金文化会館、老人福祉センター、県立東金青年の家、東金中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、公

平地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、丘山地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、大和地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、正気地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、豊成地区

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、福岡地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、源地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、 東金市内の病院・診療所（東千葉メデ

ィカルセンターなど）、商店などの商業施設 

【 市街地などの過密地では共通乗降場（きょうつうじょうこうじょう）を設定し、その乗降場 

付近の病院・診療所、商店などの商業施設に行けるようにしています。ご自宅以外の共通乗降 

場は 6 ページ以降の表をご参照ください｡ 】 

■ 運行日  休日・年末年始を除く月曜日から金曜日まで 
 

■ 運行時間 

「午前８時 自宅などにお迎え」から「午後５時 自宅などに到着」までの間（予約状況に応じた運行） 

 

■ 予約受付期間 

ご利用希望日の 1 週間前から前日の午後４時までの間 

 ただし、午前 10 時以降に病院･診療所、買物先などの共通乗降場や自宅などにお迎えをする運

行については、当日の 1 時間前までの予約ができます。 

最終の午後５時に自宅などの目的地に到着する運行については午後３時までの予約となります。 

（例 午前 10 時に○○乗降場に迎えに来てほしい・・・当日の午前９時までの予約が可能） 

  午前 10 時より前にお迎えにあがる運行については、前日の午後４時までの予約となります。 
 

■ 予約受付時間 

土日・休日・年末年始を除く平日の午前８時30 分から午後４時までの間 

 

■ 運行車両 

 車両の前後左右に           を表示したタクシーがお迎えにあがります。 

 車両は複数台あり、車種や車両の色が異なります。毎回、同じ車両がお迎えにあがるとは限りま

せん。 

○ 身体障害者手帳､療育手帳(知的障がい)､精神障害者保健福祉手帳

をお持ちの方はご乗車の際､乗務員に手帳を提示いただくと 

       １人１乗車 高校生以上300 円 

              小・中学生100 円となります。 

○ 運転経歴証明書をお持ちの方はご乗車の際､乗務員に証明書を提示

いただくと１人１乗車300 円となります。 

 

ご 利 用 方 法 
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■ 利用するための「利用者登録」の方法 

 
「東金市乗合タクシー利用者登録用紙」（末尾に添付）に必要事項をご記入ください。 

 

 

  ・「東金市乗合タクシー利用者登録用紙」を東金市役所企画政策部地域振興課(本庁舎 2 階) 

にご提出ください。「持参」いただいても「郵送」いただいても結構です。 

  ・通常、受理から登録完了までに 1 週間かかります。 

   受理された 1 週間後から予約ができるようになります。 

 

 

 

 

 

 

■ 予約方法   お出かけの予定が決まったら・お帰りの予定が決まったら  

  
    

 
 
  
    オペレーターに以下の事項を          お伝えいただいた事項を確認の上、 
    お伝えください。               ご希望の便がご自宅などに伺えるか 
                           ｺﾝﾋﾟｭｰﾀで確認して予約を受付します。 
 

 

                                

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 
 
 

 

上布田○○番地の鴇嶺桜子様と鴇嶺太郎様ですね。 

すでに他の方の予約がありますので、□月△日の 

午後２時 15 分頃のお迎えとなります。 

東金市役所の乗降場にてお待ちください。 

乗り合いですので多少時間が遅れることがあります

のでご了承ください。 

 

Figure 1 

 

 

東金○○番地の東金花子様ですね。 

それでは□月△日、午前 10 時頃に、ご自宅に伺い

ますので、自宅前でお待ちください。乗り合いです

ので多少時間が遅れることをご了承ください。 

やってみると簡単だね 

また利用しよう 

･お名前    鴇嶺桜子と鴇嶺太郎 
･ご住所    上布田○○番地 
･お迎え希望日 □月△日 
･発着地    東金市役所からご自宅まで 
･お迎え(外出先など)の希望時刻 
        14 時に迎えに来てほしい 

･お名前    東金花子 
･ご住所    東金○○番地 
･お迎え希望日 □月△日 
･発着地    ご自宅から東金市役所まで 
･目的地(病院･駅･バス停など)への到着希望時刻 
        10 時 30 分に到着したい 
〔ｺﾝﾋﾟｭｰﾀが､目的地への到着希望時刻から､ 
 ご自宅などへのお迎え時刻を計算します｡〕 

登録完了です。（登録完了のお知らせや登録カードの発行などはありません。） 

  登録された住所や氏名に変更があった場合は東金市役所企画政策部地域振興課にご連絡 

ください。 

   

まずは「利用者登録」
をお願いします 

予約したお迎え日時・場所を 
メモしておいてくださいネ。 

ご自宅など 

 
東金市乗合タクシー 
予約センターに電話 

 
オペレーターによる
確認･予約受付 

｢ご自宅にお迎え､目的地に到着｣ 

｢目的地 から 目的地 に移動」 

｢乗降場にお迎え､ご自宅に到着｣ 
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■ ご自宅以外の共通乗降場（きょうつうじょうこうじょう） 
● 共通乗降場は事情により変更になる場合があります。その際はホームページなどでお知らせいたします。 

● ご予約の際は、オペレーターに以下の表に記載の「乗降場などの名称」で目的地をお伝えください。 

● ご乗車される際は、必ず予約時にお約束した時間に乗降場でお待ちください。 

 

駅・公共施設 など 
 ｢乗降場｣の名称 ｢乗降場｣詳細 このようなことに便利です 

1 JR 東金駅 西口 (駅舎側） 三橋寿し店前 乗り継ぎ・付近の買物や通院 

2 JR 東金駅 東口 ﾛｰﾀﾘｰの医師会会館側 乗り継ぎ・付近の買物や通院 

3 JR 福俵駅 
福俵駅前東公園（駅の山側道路付
き）の角の道路歩道 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ脇 

乗り継ぎ 

4 JR 求名駅 西口 (JIU 側) 共通乗降場前 乗り継ぎ  城西国際大学講座など 

5 JR 求名駅 東口 (駅舎側) 共通乗降場前 乗り継ぎ 

6 
東金中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
 ・児童館 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ入り口階段下 

地域・文化活動 

千葉銀行、千葉興業銀行、東金税務署、付近の買物や通院 

7 公平地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 敷地内 地域・文化活動 公平幼稚園 

8 丘山地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 敷地内 地域・文化活動 

9 大和地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 敷地内 地域・文化活動 

10 正気地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 敷地内 地域・文化活動 

11 豊成地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 敷地内 地域・文化活動 豊成小学校 

12 福岡地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 敷地内 地域・文化活動 福岡小学校 

13 源地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 敷地内 地域・文化活動  

14 東金市役所 共通乗降場前 (正面玄関) 東金図書館、山武合同庁舎、東金税務署、付近の買物や通院 

15 
ふれあいセンター 
(保健福祉センター) 共通乗降場前（玄関前ﾛｰﾀﾘｰ) 

市健康増進課、健康診断・予防接種など、手続き・相談、 

社会福祉協議会、市民活動サポート広場、付近の買物や通院  

16 東金アリーナ 玄関前 一般ﾀｸｼｰ乗降場より先方 健康体育活動、 斎場など付近の施設 市下水対策課 

17 東金文化会館 玄関前 一般ﾀｸｼｰ乗降場より先方 鑑賞・観劇・文化活動  

18 老人福祉センター 共通乗降場前（正面玄関） 長寿会・高齢者いきがい活動 

19 県立東金青年の家 玄関前 社会・体育・文化活動 

20 東金警察署 玄関前 運転免許証更新など 

21 
東金市外三市町環境 
クリーンセンター 入浴施設玄関前 公共入浴施設 

22 東金法務総合庁舎 玄関前 千葉地方法務局東金出張所 東金区検察庁 

23 道の駅 みのりの郷東金 共通乗降場前 買物、食事 イベントなど 

 

 

 

病院・診療所 など（病院・診療所によって｢降り場｣､｢乗り場｣が異なることがあります） 

行きの｢降り場｣の名称 帰りの｢乗り場｣の名称 ｢乗り場｣詳細 住所 乗降場付近のお店やﾊﾞｽ停留所など 

24 ぐみょう今井歯科医院前 ぐみょう今井歯科医院前  求名 895-6 ちばﾌﾗﾜｰﾊﾞｽ 下谷 

25 求名駅前歯科医院前 求名駅前歯科医院前  求名 2-34 ちばﾌﾗﾜｰﾊﾞｽ 城西国際大学ｶﾘﾖﾝ通り 

26 鈴木歯科医院前 鈴木歯科医院前  八坂台 3-1-7  

27 村井歯科医院前 村井歯科医院前  道庭 923-1  

28 岡崎医院前 岡崎医院前  油井 55-1  

31 オリーブ歯科ｸﾘﾆｯｸ入口 

(小林工業前） 

オリーブ歯科ｸﾘﾆｯｸ入口

（小林工業前） 

乗降ともに小林

工業前の歩道 
台方 69-1 城西小学校 

32 斉藤クリニック前 斉藤クリニック前  台方 2058-1  

33 田間クリニック前 田間クリニック前  田間 3-34-3  

34 いごう歯科医院前 
田間カネハン商店前 道路山側 

田間 2264   付近での買物 

九十九里鐵道・ちばﾌﾗﾜｰﾊﾞｽ 金半前 35 勝田歯科医院前 田間 2182 

36 けとり歯科医院前 けとり歯科医院前  田間 2-13-11 村の市場 など 

37 さが歯科前 さが歯科前  田間 51-4  

39 平沼歯科医院前 平沼歯科医院前  田間 3-24-12 村の市場 など 

40 りゅうクリニック前 りゅうクリニック前  田間 1285-2 カインズホーム ニトリ 二木ゴルフ など 

41 ふるがき糖尿病内科医院前  ふるがき糖尿病内科医院前  田間 2-22-7  
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病院・診療所 など（病院・診療所によって｢降り場｣､｢乗り場｣が異なることがあります） 

行きの｢降り場｣の名称 帰りの｢乗り場｣の名称 ｢乗り場｣詳細 住所 乗降場付近のお店やﾊﾞｽ停留所など 

42 大多和診療所入口 大多和診療所入口  東金 1433-6  県立東金高等学校 八鶴亭 など 

43 東金整形外科前 東金郵便局前   東岩崎 26-14  

44 大原耳鼻いんこう科前 
鴇嶺小学校運動場入口門前  

11 ページ地図 

とうがね中央糖尿

病腎ｸﾘﾆｯｸと金坂

ﾋﾞﾙの間の運動場

入口門前 

 東岩崎 24-10 

 東金郵便局 付近での買物 など 
45 とうがね中央糖尿病腎ｸﾘﾆｯｸ前  東岩崎 24-7 

46  サンピア歯科ｸﾘﾆｯｸは乗降ともに 循環バス  中央公園前（サンピア側）  東岩崎 8-10  サンピア 東金市役所 など 

 九十九里鐵道 サンピア前 

 循環バス  中央公園前 

47 二木歯科医院前 
循環バス  中央公園前（サンピア側） 

 東岩崎 8-2 

48 太平堂診療所前  東岩崎 13-1 

49 かきす眼科医院前 かきす眼科医院前   東岩崎 5-4  

50 木村歯科医院前 JR 東金駅 西口 三橋寿し店前  東金 1229  

51 東金デンタルクリニック前 
ひらが公園前 道路山側 

 東金 1146 
西川園  春木屋 

 岸本薬局  安﨑際物店 など 
52 麻生歯科医院前  東金 1189 

53 秋葉医院前 秋葉医院前  東金 1195 

54 飯田歯科医院前 

東葉クリニック東新宿前 

 東葉クリニック 
 東新宿玄関前の 

 歩道 

 田間 87-6 

 シャトレーゼ 蓬莱閣 竹田屋 など 

 九十九里鐵道 東新宿 

55 東葉クリニック東新宿前  東新宿 8-1 

56 東城歯科医院前  東新宿 7-22 

57 原医院前  東新宿 8-11 

58 西田医院前 西田医院前   東新宿 13-7  

59 平山クリニック前 平山クリニック前   東金 931  

60 ファミリー歯科駐車場前 ファミリー歯科駐車場前   

 

 11 ページ地図 

 東岩崎 25-14  KFC  など 

61 山田歯科クリニック前 

循環バス 南上宿 

 南上宿 19-24   

 不二家 など 

 九十九里鐵道 南上宿 

 循環バス 南上宿 

63 天野内科クリニック前  南上宿 34-4 

64 座間泌尿器科医院前  南上宿 41-1 

65 東金皮フ科前  南上宿 34-4 

66 大木歯科医院前 
田波整形外科前 

  南上宿 39-7 

67 田波整形外科前  南上宿 41-17 

68 山口歯科医院前 山口歯科医院前   東上宿 5-5  

69 城西クリニック前 城西クリニック前   南上宿 4-9  

70 やひろ歯科医院前 山武土木事務所入口  11 ページ地図  東新宿 18-1  東金税務署 バイパス沿いの店舗 など 

71 小倉歯科医院前 
吉橋医院前 

  東金 244  

72 吉橋医院前   東金 250 

73 ﾚｲｸｻｲﾄﾞﾋﾙﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ前 ﾚｲｸｻｲﾄﾞﾋﾙﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ前   日吉台 6-2-1 
 スーパーカワグチ など 

74 日吉台クリニック前 日吉台クリニック前    日吉台 4-3-2 

75 田中歯科医院前 田中歯科医院前    福俵 457-1  

76 堤歯科クリニック前 堤歯科クリニック前   堀上 180  

77 とよだ整形外科医院 とよだ整形外科医院 敷地内  堀上 1339  九十九里鐵道 下幸田  

78 河宇産婦人科前 河宇産婦人科前  堀上 35-1  

79 神野歯科クリニック前 神野歯科クリニック前   押堀 553-1  

80  かとく歯科医院前  かとく歯科医院前   家徳 194-1  九十九里鐵道 家徳横町  

81  岩佐産婦人科  岩佐産婦人科  敷地内  広瀬 173  九十九里鐵道 床屋前 

82  浅井病院  浅井病院  玄関前  家徳 38-1  九十九里鐵道 家徳 

83  佐藤医院前 佐藤医院前   薄島 162-3  九十九里鐵道 荒生  循環バス  薄島 

84 はっとり内科クリニック はっとり内科クリニック  求名 76-1 循環バス 求名駅入口 

85  山岸歯科医院前  山岸歯科医院前   大沼田 427  

86  東千葉メディカルセンター  東千葉メディカルセンター  12 ページ地図 丘山台 3-6-2  九十九里鐵道・ちばﾌﾗﾜｰﾊﾞｽ 

87  佐瀬接骨院前  佐瀬接骨院前  下武射田187-2  循環バス 下武射田（佐瀬接骨院前） 

88  求名はり灸接骨院  求名はり灸接骨院前   道庭 937-5  

89  山口整骨院前  山口整骨院前   家徳 103  

90  川崎整骨院前  川崎整骨院前   二之袋 1023-1  

91  東金令和整骨院前  東金令和整骨院前   田間 3-25-4  

92  東金整骨院前  東金整骨院前   東岩崎 11-10  

93  さいとう整骨院前  さいとう整骨院前   道庭 85-1-103  

      

95  伊藤鍼きゅう・整骨院前  伊藤鍼きゅう・整骨院前   南上宿 38-25  

96  東金たま整骨院前  東金たま整骨院前   田間 938-8  

97  たがわ整骨院前  たがわ整骨院前  東新宿 9-10-101  



8 
 

病院・診療所 など（病院・診療所によって｢降り場｣､｢乗り場｣が異なることがあります） 

行きの｢降り場｣の名称 帰りの｢乗り場｣の名称 ｢乗り場｣詳細 住所 乗降場付近のお店やﾊﾞｽ停留所など 

98  やつる堂治療院入口  やつる堂治療院入口  東金 1510-10  

100 特別養護老人ﾎｰﾑ ゆりの木苑 特別養護老人ﾎｰﾑ ゆりの木苑  家徳 756-2  

101 
 介護老人保健施設 

 老人ケアセンター浅井 

介護老人保健施設 

 老人ケアセンター浅井 
 

 家徳 157-1 
 

102  特別養護法人ﾎｰﾑ 福福の里 特別養護法人ﾎｰﾑ 福福の里  極楽寺 163-1  

103  特別養護法人ﾎｰﾑ 芙蓉荘 特別養護法人ﾎｰﾑ 芙蓉荘  家之子 2010-3  

104 特別養護法人ﾎｰﾑ福岡 福福の里 特別養護法人ﾎｰﾑ 福岡 福福の里  東中島 97-1  

105 山元接骨院 山元接骨院  上谷 3336-39  

106 さかきばら眼科 さかきばら眼科  東岩崎 13-18  

 

｢買物｣に便利な共通乗降場（きょうつうじょうこうじょう） 
 ｢乗降場｣の名称 ｢乗降場｣詳細 【参考】乗降場付近のバス停留所・商店など 

■  東金駅西口商店街 （旧道沿い） 
東金商高入口 瀬尾洋品店前 洋品店前 歩道 東金商高入口（山側） 吉野屋薬局 など 

田間神社 田間区公民館前 公民館前 敷地 田間神社(山側）  

田間カネハン商店前 商店前 歩道 金半前（山側） 勝田歯科医院  いごう歯科医院 など 

田間 新町 田中家具店前 家具店前 歩道 新町（山側）  

裁判所前 裁判所入口 歩道 裁判所前（山側） シューベルト など 

片貝県道入口 朝日生命保険前 朝日生命前 歩道 片貝県道入口（山側） 古志川 新宿郵便局 など 

新宿 千葉信用金庫前 信用金庫前 歩道  新宿（山側） 今出屋  大島屋  灰吹屋 など 

東金駅入口 銚子商工信用組合脇 公衆トイレ前 東金駅入口（山側） だいのみせ 東京庵 内山屋 など 

ひらが公園前 道路山側 12 ページ地図 岸本薬局  西川園  春木屋 安﨑際物店 など 

上宿 小川屋本店前 小川屋本店前 歩道 上宿（海側）  木村屋ベーカリー   など 

砂郷入口  店舗前 歩道 砂郷入口（海側）  岡田屋商店 大田屋  など 

城西小学校入口 石崎紙店前 城西小バス停の脇 城西小学校（海側）  川嶋商店 石崎洋服店 ﾒｶﾞﾈのふるうち など 

 ■ 東金駅東口 

東金商工会議所駐車場前（サンピア前） 11 ページ地図 
 九十九里鐵道 ｻﾝﾋﾟｱ前 

循環バス  中央公園前 
 サンピア サンピア内各金融機関出張所など 

鴇嶺小学校運動場入口門前 
とうがね中央糖尿病腎ｸﾘﾆｯ

ｸと金坂ﾋﾞﾙの間の入口門前 
11 ページ地図  東金郵便局 バイパス沿い店舗 など 

東葉クリニック東新宿前 玄関前 歩道 東新宿  シャトレーゼ  蓬莱閣  竹田屋 など 

片貝県道京葉銀行前 京葉銀行前 歩道 東金バイパス入口  洋服のアオキ 家電大倉 など 

吉橋団地  吉橋団地 
 介護老人福祉施設 両総 セイムス  ボンメゾン 

お菓子のたいよう マクドナルド 市ガス課 など 

 ■ 押堀商業施設群 （10 ページ地図） 

カスミ 押堀インター入口循環バス上り停留所脇（ビックハウス側） 
押堀インター入口 

 ケーズデンキ  カスミ  ウェルシア  ダイソー 

 ビックハウス  しまむら サンキ  洋服の青山 

 フローラ高山 など カスミ 押堀インター入口循環バス下り停留所脇（カスミ側） 

 ■ 田間・道庭・家之子 国道 126 号線沿い商業施設群 
田間 2 分団 1 部 2 班消防機庫脇 ２分団１部２班消防機庫の脇 

10 ページ地図 

 コートダジュール その他飲食店 など 

カインズホーム裏 資材館の裏側の道路  ニトリ  二木ゴルフ など 

旧 田間カスミ前  
 茶坊主 オートバックス など 

ベイシア裏 山武市側駐車場出入口の脇 

田間 末無公園 公園前 歩道   まねきねこ など 

セカンドストリート 店舗前 歩道  スタジオアリス  など 

ユニクロ 店舗前 歩道   アベイル など 

GU 店舗前 歩道   

  ■ ふれあいセンター(保健福祉センター) の通り 
田間新町公園前 村の市場駐車場前 循環バス バス停 新町公園 新町公園前  けとり歯科医院 平沼歯科医院  

田間三丁目 介護前ｼｮｯﾌﾟﾊﾟﾗﾒﾃﾞｨｶﾙ前  田間三丁目  セイムス 西松屋 介護ｼｮｯﾌﾟﾊﾟﾗﾒﾃﾞｨｶﾙ など 

田間中央公園前  田間中央公園前  ふれあいセンター など 

■ 家徳商業施設群 （10 ページ地図） 
せんどう 東金プラザ店    マツモトキヨシ ダイソー パシオス など 

 ■ 日吉台商業施設群 

日吉台レイクサイドプラザ前 日吉台クリニック前   スーパーカワグチ  
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東金市内の路線バス／高速バス停留所 乗り継ぎなどに便利 

九十九里鐵道バス ちばフラワーバス 

八街線 上布田経由 千葉線・フラワーライナー・シーサイドライナー 

野際坂下（東金方面行き） 三ヶ尻 家之子（海側・山側） 田間三丁目 

極楽寺台（八街方面行き） 公民館入口 公平幼稚園（海側・山側） 田間中央公園 

極楽寺（東金方面行き） 五料 公平農協（海側・山側） 新町公園（田間） 

団地前 五料公園前 田間新田（海側・山側） 青年の家入口（海側・山側） 

東金森林組合前 粟生 砂押県道（千葉学芸高校前停留所 山側） 

布田薬師前 大向 東金商業高校入口（海側） 東金商高入口瀬尾洋品店前（山側） 

布田入口 鈴木製材所前 雄蛇湖入口（千葉方面行き・東金方面行き） 

上布田 天王様前 丘山農協前（千葉方面行き・東金方面行き） 

滝沢入口 東金商業高校前 丘山小学校前（丘山地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ側・丘の街側） 

酒蔵 金谷 丹尾 IC 下（東金方面行き） 

京僧前 東金商高入口 山田坂下（東金方面行き） 山田局前（東金方面行き） 

八街線 滝台（国道 409 号）経由 フラワーライナー 東千葉メディカルセンター経由 

四木入口（東金方面行き） 雄蛇湖入口（東金方面行き） 砂郷入口 東千葉メディカルセンター 

板橋（東金方面行き） 待橋（東金方面行き） 上宿 丘山台三丁目（千葉方面行き） 

滝（東金方面行き） 台方一丁目 八鶴湖入口 丘山台二丁目（千葉方面行き） 

丘山小学校前（丘の街側 ） 大作  丘山台一丁目（千葉方面行き） 

丘山農協前（東金方面行き） 城西小学校   

レイクサイドライナー（東金方面・日吉台方面） フラワーライナー バイパス経由 

東金駅入口 日吉台七丁目 求名 

新宿 湖北台 求名駅入口（調整池前） 

片貝県道入口 南が丘 求名駅（西口ロータリー) 

福祉センター 西が丘 砂押（東金方面・豊成方面） 

東金文化会館 日吉台二丁目・五丁目花輪公園 下谷 

八坂台一丁目・二丁目 北中学校（千葉方面）、（東金方面） 武射田（東金方面） 

八坂台三丁目 高等技術専門校（校門前） 武射田火の見下（九十九里方面） 

丸山公園日吉台四丁目 東金ﾆｭｰﾀｳﾝ丘の街（千葉方面行き）  

日吉台六丁目   

片貝線（東金方面・九十九里方面） ストロベリーライナー（特急海幕線） 

東金保健所（山武健康福祉ｾﾝﾀｰ） 南新田 城西国際大学カリヨン通り(海浜幕張駅行き）・(成東駅行き) 

東金市役所 環境管理センター 押堀（海浜幕張駅行き） 

サンピア前 家徳中橋 小湊鐵道バス 

中央公民館 家徳横丁 東一丁目（テクノ側） 

東新宿 正気郵便局前 山田インター・みきの湯前 

九十九里鐵道本社前 家徳 大網季美の森線 

新宿下 家徳下町 わかば公園前 

片貝県道十字路 東金バイパス 薄島青年館入口 東一丁目（東京方面行き） 
養護学校入口 薄島 さくら公園(東京方面行き） 
堀上 荒生  
北之幸谷 大沼入口 

豊海線（東金方面・九十九里方面） 

八鶴湖入口 火の見下 

上宿 川場 

浜町 幸田 

鴇嶺小学校入口 下幸田 

東上宿 床屋前 

吉橋団地 正気農協入口 

君ケ谷 広瀬 

城近 工業団地入口 

大網線（海側・山側） 

東金駅東口 福俵 

東岩崎 福俵入口 

南上宿 蛇島 

砂郷 一本松 

市立西中学校入口  

 

 

市内循環バス福岡路線･豊成路線の 

停留所､コンビニエンスストアなど

も共通乗降場になります。 
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押堀商業施設群             家徳商業施設群 

    

 

 

 

 
 田間 2 分団 1 部 2 班消防機庫脇 

 

カインズホーム裏 

 

 旧 田間カスミ前 

 

 ベイシア裏 

 

旧 

資材館 

旧 

ニトリ 
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鴇嶺小学校運動場入口門前      循環バス･九十九里鐵道 ｢南上宿｣バス停 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ファミリー歯科駐車場前        山武土木事務所入口 

     

  南上宿 花沢ビル 旧ニューモード越路前  東金商工会議所駐車場前(サンピア前) 

      

 

東金整形外科 

糖尿病腎 

旧 

旧 
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   ひらが公園前              東千葉メディカルセンター 
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■ ご利用・ご乗車にあたってのお願い 

1. 利用者登録をされていない方、また対象とならない方はご予約、ご利用ができません。

対象となる方は、ぜひ利用者登録をお願いします。ご自宅にいらしたお友達や親戚の

方など（未登録の方・事前予約をされていない方・市外の方）を一緒にお乗せするこ

とはできません。対象者であり所定の登録をされている方が、希望の便を予約できな

くなってしまいますので、ご理解をお願いします。 

2. 小学生以下の方は利用者登録をされている中学生以上の方の同乗が必要です。 

3. 利用者データの確認と登録には１週間を要します。利用者登録用紙にて事前に利用者

登録用紙を提出し、受理されてから１週間経過した後に予約ができるようになります。 

登録完了のお知らせや登録カードはありません。 

4. 乗務員に予約をすることはできません。１乗車ごとに予約センターに電話予約をして

ください。降車の際、乗務員に「帰りは○時○分に、またここへ迎えに来て」という

ご要望には応じられません。 

5. やむを得ず予約をキャンセルする場合は、必ず事前に予約センターにご連絡ください。 

6. 予約期限以降に行き先や時刻の変更はできません。予約制ですので、予約のキャンセ

ルと新たな行き先や時刻の予約は予約期限までにお願いします。「病院が早く終わった

ので早く迎えに来てほしい」というご要望には応じられません。 

7. 予約時にオペレーターがお伝えした時間（○時◇◇分ごろ）にお約束した乗降場にて

お待ちください。 

8. 予約されたお迎えの時間にうかがえるように努めますが、複数の利用者の方による予

約、乗り合いであること、また道路状況などによりお約束の時間より遅れてしまうこ

とがありますのであらかじめご了承ください。 

9. 予約された時間に予約した乗降場にいらっしゃらない場合は、同乗の利用者の予定や

次の運行予定の関係上、予約時刻を過ぎた時点で発車しますのでご注意ください。 

10. ご自宅以外は指定の共通乗降場での発着となります。共通乗降場は、公の交通手段で

あること、また複数の利用者の方の送迎に極力時間をかけないなど、利便よく効率的

な運行を考慮して設定したものですのでご理解をお願いします。 

11. 病院・診療所については一部を除き、行き（お送り先）は個々の病院・診療所の前ま

でお送りします。帰りのお迎えは一部の病院・診療所において共通乗降場での乗車と

なりますのでご注意ください。診察後、近辺での薬局や買物などもあり、個々の病院・

診療所へのお迎えより、共通乗降場の方が、複数の利用者の方の送迎に極力時間をか

けないなど、利便よく効率的な運行を考慮して設定しました。ご理解をお願いします。 

12. 共通乗降場は、公共の場やお店、他の方のお住まいの前などになります。タバコのポ

イ捨てや飲料缶などのゴミを捨てたり置いたままにしたりしないよう、またお店や住

居などの出入りの邪魔になったり騒いだりしないよう、マナーをお守りください。 

13. 乗車の際、乗務員がお名前の確認をさせていただきます。利用者登録と予約をされて

いない方は乗車できませんので十分ご注意ください。 

14. 乗車の際、乗務員に運賃をお支払いください。（先払い制です。）お釣りのないようご

用意をお願いします。クレジットカードなどは使えません。領収書は発行できません。 

15. 乗車してからの行き先の変更、乗務員への指示はできません。同乗の利用者の方の予

定や次の運行予定などに影響してしまいます。 
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16. 「（目的地以外）途中だけど、ここで降ろして」、「あっちを廻ってあそこで降ろして」、

「（予約した乗降場以外の）あそこの乗降場で降ろして」、「ちょっとそのまま停車して

待っていて、買物をしてしまうから」、「ちょっとあそこに寄って」あるいは「郵便を

ポストに投函するから、ちょっと停まって」などのご要望には応じられません。 

17. セダン型タクシー（一部はユニバーサルデザインタクシー）による複数の方との乗り

合いですので、同乗された方の乗降の際に、乗ったり降りたりと、席を替えていただ

く場合がありますのでご協力ください。 

18. セダン型タクシー（一部はユニバーサルデザインタクシー）による複数の方との乗り

合いですので、量販店などでの大量の買物や乗せられない物品などについてはお断り

します。また、他席を占有するような荷物はご遠慮ください。荷物は、お一人あたり

膝上に抱えられる荷物の他、「ふたを閉めたみかん箱の大きさの箱 1 個」をトランクに

収納するまでとします。シルバーカートやバギーは折りたたみ式のみお載せできます。 

19. ペットとの乗車はできません。 

20. 飲酒後の泥酔、酩酊状態での乗車は、運行はもとより同乗されている方へのご迷惑に

なりますので乗車できません。 

21. 車内は禁煙です。タバコを吸うことはできません。 

22. 乗合タクシーは地域の細い道を通る場合もあるため、風水害や道路の積雪、凍結によ

り運行が困難になることがあります。そのような場合に、公の交通手段として安全性

を確保するため、運行を休止することがありますのでご理解をお願いします。 

23. ご利用の際は必ず、予約時刻に予約した乗降場でお待ちくださるようお願いします。

利用者それぞれのお迎え時刻、目的地への到着時刻を守るため、ご自宅のお迎えの場

合、乗務員は車両を降りてお声掛けをすることはしませんので、ご自宅の前など、乗

務員がわかりやすい場所でお待ちくださるようお願いします。 

24. 乗務員は利用者の方の乗降をお手伝いすることができません。必要な方は介助してい

ただく方との同乗をお願いします。 

 
■ ご予約電話番号        ■ お問合せ電話番号 

土日・休日・年末年始を除く                   土日・休日・年末年始を除く平日 

平日午前８時30 分から午後４時まで    午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0475（50）1255 

 

いっしょに GO!GO! 

予約センター 乗合タクシーに関するお問合せ 

0475（50）1196 
〒283-8511 東金市東岩崎１番地１ 

東金市役所 企画政策部 

地域振興課 公共交通係 
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 東金市乗合タクシーをご利用いただくには、事前に利用者登録（無料）が必要となります。 

 （初回１度のみ登録いただければ結構です。なお、登録された住所や氏名に変更があった場合は、 

 地域振興課にご連絡ください。利用者データ確認・登録には１週間かかります。） 

 この用紙に黒のボールペンで必要事項を記入してください。 

■ ご家族（同じ住所で複数の方）で登録される方は一行にお 1 人ずつご記入ください。 

 （６名以上の場合はさらに１部をお使いいただくか、コピーまたは東金市ホームページからダウ

ンロードをしてお使いください。） 
 

ご自宅住所 〒 283- 

東金市 

アパート・マンション名・部屋番号 

 
ご自宅電話番号 0475 

 (   ) 

記 

入 

例 

ふりがな  とうがね   いちろう  

男 

・ 

女 

携帯電話番号 

 

090 

×××× 

×××× 

 予約時や乗車時に伝えておきたい事があればご記入ください。 

少し耳が聞こえにくいので､大きな声で対応してください｡ 

氏名   東金 市朗 以下の手帳をお持ちの方は番号を○で囲んでください。 

１ 身体障害者手帳  ２ 療育手帳（知的障がい） 

３ 精神障害者保健福祉手帳 ４ 運転経歴証明書 生年月日（大・○昭 ・平・令）29 年 ４ 月 1  日 

１ 

ふりがな 

男 

・ 

女 

携帯電話番号 

 

 

 

予約時や乗車時に伝えておきたい事があればご記入ください。 

氏名 

１ 身体障害者手帳  ２ 療育手帳（知的障がい） 

３ 精神障害者保健福祉手帳 ４ 運転経歴証明書 生年月日（大・昭・平・令）  年    月    日 

２ 

ふりがな 

男 

・ 

女 

携帯電話番号 

 

 

 

予約時や乗車時に伝えておきたい事があればご記入ください。 

氏名 

１ 身体障害者手帳  ２ 療育手帳（知的障がい） 

３ 精神障害者保健福祉手帳 ４ 運転経歴証明書 生年月日（大・昭・平・令）  年    月    日 

３ 

ふりがな 

男 

・ 

女 

携帯電話番号 

 

 

 

予約時や乗車時に伝えておきたい事があればご記入ください。 

氏名 

１ 身体障害者手帳  ２ 療育手帳（知的障がい） 

３ 精神障害者保健福祉手帳 ４ 運転経歴証明書 生年月日（大・昭・平・令）  年    月    日 

４ 

ふりがな 

男 

・ 

女 

携帯電話番号 

 

 

 

予約時や乗車時に伝えておきたい事があればご記入ください。 

氏名 

１ 身体障害者手帳  ２ 療育手帳（知的障がい） 

３ 精神障害者保健福祉手帳 ４ 運転経歴証明書 生年月日（大・昭・平・令）  年    月    日 

５ 

ふりがな 

男 

・ 

女 

携帯電話番号 

 

 

 

予約時や乗車時に伝えておきたい事があればご記入ください。 

氏名 

１ 身体障害者手帳  ２ 療育手帳（知的障がい） 

３ 精神障害者保健福祉手帳 ４ 運転経歴証明書 生年月日（大・昭・平・令）  年    月    日 
  
※ 運行に遅れなどが生じた場合に、お電話（携帯電話を優先）にて連絡をすることがあります。 

 ※ 登録用紙に記入していただいた個人情報は、乗合タクシーの運行に関すること以外には一切 
使用いたしません。 

 ※ 登録内容を確認するため東金市の各担当課に照会する場合があります。 

申請日  令和   年   月   日 

ホチキス止めを外してお使いください 

表面 
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ご自宅の前まで車両が入れない場合または 

ご自宅以外を乗降場とする場合のみご記入ください。 

■ 原則として、登録用紙に記入された住所（自宅前）が乗合タクシーの乗降場となりますが、 

   ご自宅の前まで車両が入れない場合は、以下の記入欄に乗降場の地図を記入してください。 

■ ご自宅またはご自宅の前まで乗合タクシー（セダン型など）が入れますか？ 

  ＊該当するものに✔（チェック）をしてください。 

   □ 自宅前まで乗合タクシーの乗り入れが可能である。（地図の記入は不要です。） 

   □ 自宅の敷地内まで乗合タクシーが入り、方向転換も可能である。（地図の記入は不要です。） 

   □ 自宅前まで乗合タクシーの乗り入れができないため、地図に示す乗降場としたい。 

   □ 自宅前での乗合タクシーの乗降は危険であるため、地図に示す乗降場としたい。 

 ご自宅以外を乗合タクシーの乗降場としたい場所は【記入例】の地図にならって【記入欄】に 

 ご記入ください。また、地図にはなるべく目印になるものを併せてご記入ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１位  

２位  

３位  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      お問合せ先は 14 ページに掲載しています。 

受付印 

 

登録完了日 

  令和   年 

       月 

       日 

○○公園の 

××商店側入口 

裏面 

提出・郵送先 

〒283－8511 

東金市東岩崎１番地１  
東金市役所 企画政策部 

  地域振興課 公共交通係 宛 

 ■ おしえてください。 

 乗合タクシーをご利用いただく際に、｢行き先｣は 

どこが多くなると思われますか？ ６～９ページ 

記載の乗降場の名称でお答えください。 


