
333　　令和 3年 12 月号令和 3年 12 月号

①電話、スマートフォン、パソコンで運行便と行き先を
　指定して予約します。
②ご自宅の近くで、乗り降りできます。
③目的の施設の入口付近で、乗り降りできます。

◤ 利用方法 ◢

市HPはこちら

市内在住で利用登録された方
➡中心市街地、コリーナ矢板・玉田地区在住の方は利用
　できません。

◤ 利用できる方 ◢

◤ 運行方式 ◢
利用者の自宅⇔市内の指定施設
※指定施設：医療機関、公共施設、駅、主な商業施設、金融機関、温泉など（市
　ホームページに掲載）
※指定施設間の移動はできません。

　皆さん、市の公共交通がリニューアルしたことをご存じですか？皆さん、市の公共交通がリニューアルしたことをご存じですか？
　公共交通空白地域の解消や病院や商業施設への移動利便性の向上を図るため、市では従来の定時定路線型のバスを廃止し、　公共交通空白地域の解消や病院や商業施設への移動利便性の向上を図るため、市では従来の定時定路線型のバスを廃止し、
10月から「中央部循環路線」と「デマンド交通」に再編しました。また、コリーナ矢板・玉田地区では、　両行政区の地域住10月から「中央部循環路線」と「デマンド交通」に再編しました。また、コリーナ矢板・玉田地区では、　両行政区の地域住
民が主体で運行する地域共助型生活交通「コリンタ号」がスタートしています。民が主体で運行する地域共助型生活交通「コリンタ号」がスタートしています。
　今号では、一新した本市の公共交通と外出支援制度についてご紹介します。　今号では、一新した本市の公共交通と外出支援制度についてご紹介します。公共交通を利用してお出かけしてみませんか。

もっともっと近く近くに、そしてに、そして便利便利に。に。
　　　　　　　　　　　公共交通リニューアル！　　　　　　　　　　　公共交通リニューアル！

運行経路やルートを、利用者の事前予約に合わせて、自宅から目的地まで乗り合い方式で市内全域を運行します。
デマンド交通

8:00 ～ 17:00（8 時の便から 1時間ごとに運行）
➡乗り合いのため、発着の時間指定はできません。

◤ 運行時間 ◢

大人
（中学生以上）

小学生・高齢
者（65歳以上）
・障がい者

ともなり
パス

未就
学児

片道 500 円 300 円 200 円
無料

往復 800 円 500 円 300 円
※障がい者：障害者手帳（身体・精神）または療育手帳を掲示した方

◤  利用料金 ◢

4 人
◤ 定員 ◢

トフ

市の公共交通に関するお市の公共交通に関するお
問い合わせはこちらまで！問い合わせはこちらまで！
総務課／☎ 43-1113総務課／☎ 43-1113

◤ 運行時間 ◢
8:00 ～ 17:00　1 時間ごとに運行（昼休憩を除く）
➡時刻表は市ホームページに掲載

◤定員 ◢
13 人

※障がい者：障害者手帳（身体・精神）または療育手帳を掲示した方

◤ 利用料金 ◢
大人

（中学生以上）
小学生・高齢
者（65歳以上）
・障がい者

ともなり
パス

未就
学児

1回乗車 100 円 50 円 無料

◤ 路線図 ◢
月～土曜（日・祝日、年末年始は運休）

◤運行日 ◢
中心市街地を定期的に循環する路線です。登録・予約なしで、市外の方も利用できます。
中央部循環路線

NEW　矢板市公共交通はこれだ！

月～土曜（日・祝日、年末年始は運休）
◤運行日 ◢

こちらこちら

か。か。

※「ともなりパス」に関することは、P7でご案内します。「ともなりパス」に関することは、P7でご案内します。
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こんな使い方はいかが⁉モデルコースを紹介♪
　ここでは、新しい公共交通の利用イメージを分かっていただけるよう、「中央部循環路線とデマンド交通をセット
で利用」・「中央部循環路線のみを利用」するコースそれぞれについてご紹介します。で利用」・「中央部循環路線のみを利用」するコースそれぞれについてご紹介します。
　皆さん、ぜひ参考にしてみてください！

中央部循環路線

「生きがいづくり」や「健康づくり」にピッタリの利用方法をご紹介します。「生きがいづくり」や「健康づくり」にピッタリの利用方法をご紹介します。

中央部循環路線

▶定刻どおりバスが到▶定刻どおりバスが到
着。行ってきます！着。行ってきます！

①「鹿島町」で乗車
▶約 20 分間の乗車で▶約 20 分間の乗車で
到着しました。到着しました。

②「木幡通り」で下車
▶ケガをしないようにみんなで準備運▶ケガをしないようにみんなで準備運
動です！イチ、ニ、サ～ン動です！イチ、ニ、サ～ン

▶木幡北山はつらつ館
は、高齢者相互のふ
れあいと地域の子ど
もとの交流を目的と
した施設です。
毎月さまざまな行事や
講座を開催しています。詳しくはこちら詳しくはこちら

③「木幡北山はつらつ館」    

私は、「木幡北山はつらつ館」で卓球私は、「木幡北山はつらつ館」で卓球
をするために利用します！をするために利用します！
「ともなりパス」を持っているので、「ともなりパス」を持っているので、
無料で乗車無料で乗車できます。できます。

▶定期受診のため塩谷病院へ。▶定期受診のため塩谷病院へ。
②「塩谷病院」に到着

▶中央部循環路線に乗車して、▶中央部循環路線に乗車して、
　次の目的に向かいます！　次の目的に向かいます！

③「塩谷病院前」で乗車

▶温泉でゆったり、たっぷり、▶温泉でゆったり、たっぷり、
のんびり～。のんびり～。

②「城の湯温泉センター」に到着

▶事前に予約しておいた▶事前に予約しておいた
「デマンド交通」が自「デマンド交通」が自
宅に到着。目的地まで宅に到着。目的地まで
乗せてもらいます！乗せてもらいます！

①自宅へお迎え

▶中央部循環路線に乗車して、▶中央部循環路線に乗車して、
　次の目的に向かいます！　次の目的に向かいます！

③「城の湯温泉センター前」で乗車

デデデデマンンドドドドドン 交交交交交交交デマンド交 セセセセセセセセセセットッットトットトセット

デマンド交通×
「国際医療福祉大学 塩谷病院」と「城の湯温泉センター」を経由する 2つのコースをご紹介します。「国際医療福祉大学 塩谷病院」と「城の湯温泉センター」を経由する 2つのコースをご紹介します。

河野  澄子さん（鹿島町）

　　令和 3年 12 月号 5　令和 3年 12 月号 5

今、私は民生委員を務めていま今、私は民生委員を務めていま
すが、一人での外出が難しい方すが、一人での外出が難しい方
の付き添いなどでも活用できその付き添いなどでも活用できそ
うです。うです。

グラウンド・ゴルフ仲間です !!
2 人で、城の湯温泉に行ったり
するためにデマンド交通を利用
しています。しています。
今度は中央部循環路線にも乗っ
てみようと思います♪てみようと思います♪

　　令和 3年 12 月号 5

90 歳の私ですが、90 歳の私ですが、
卓球は現役です。卓球は現役です。
チョレイ !!チョレイ !!

▶絶対に負けられない戦いが始まりま▶絶対に負けられない戦いが始まりま
した！した！

▶無事に到着です。▶無事に到着です。
　楽しい1日でした (^^)/　楽しい1日でした (^^)/

⑤「鹿島町」で下車④「木幡通り」で乗車
▶いい汗かきました。▶いい汗かきました。
これから帰ります。これから帰ります。

 　で卓球

▶自宅まで送ってくれる▶自宅まで送ってくれる
ので楽ですよ!(^^)!ので楽ですよ!(^^)!

⑥自宅に到着
④「末広町」で下車
⑤「ベイシア」で乗車

▶商業施設付近に到着。▶商業施設付近に到着。買い物後、事前に買い物後、事前に
予約していたデマンド交通で帰ります！予約していたデマンド交通で帰ります！

④「矢板市役所」で下車
▶市役所に到着。手続き終了後、▶市役所に到着。手続き終了後、
歩いて道の駅へ。歩いて道の駅へ。

⑤「道の駅やいた」で乗車
▶道の駅で買い物。その後、事前に予約▶道の駅で買い物。その後、事前に予約
していたデマンド交通で帰ります！していたデマンド交通で帰ります！

です !!です !!
ったりったり
を利用を利用

も乗っも乗っ

福田  小夜子さん（館ノ川）福田  小夜子さん（館ノ川）

（左）和田  トシ子さん   （越畑）
（右）佐々木  友江さん（越畑）

公共交通を利用して、公共交通を利用して、
市役所にも来てください♪市役所にも来てください♪



令和 3年 12 月号6 令和令和令和 3年 12 月号号6 令和 3年 12 月号6 令和 3年 12 月号6

　私は、毎週月曜日に運転をしています。
運転手を始めたのは、地域の皆さんとのつながりを
増やしたいと思ったからです。そのため、利用する
方が乗車を楽しみにしてくれるよう、あいさつや車内
での会話などのコミュニケーションを心掛けています。
安全運転に努め、地域の皆さんにとって身近で愛

されるコリンタ号になるよう貢献していきたいです。

「みんなから、愛されるコリンタ
号になってほしい」

コリンタ号運転手   長田 彩乃さん

　コリーナ矢板・玉田地区で県内初となる「地域共助型生活交通」がスタートコリーナ矢板・玉田地区で県内初となる「地域共助型生活交通」がスタート
しました。しました。
　地域共助型生活交通とは、これまで主に交通事業者や行政が担ってきた公共　地域共助型生活交通とは、これまで主に交通事業者や行政が担ってきた公共
交通の運行を、地域住民が主体で行う新しい形の公共交通で、住民ニーズに応交通の運行を、地域住民が主体で行う新しい形の公共交通で、住民ニーズに応
じて、よりきめ細かな運行ができると期待されています。じて、よりきめ細かな運行ができると期待されています。

　運行に向けて心掛けたことは、地域の皆さんにとって「コリンタ号が自分たち
のものである」という意識を持ってもらえるようにしたことです。
　事前に地域住民への説明会やアンケートを実施し、できる限りその声を反映さ
せたほか、バスの愛称・キャラクターを募集するなど、親しみや愛着を持っても
らえるよう工夫してきました。
　これからコリンタ号がこの地区のシンボル的な存在となり、みんなで支えなが
ら運行が継続して、地域のコミュニティづくりにつながってほしいと願っています。

「コリンタ号は地域住民のもの。
運行を通して、地域のコミュニティづくりにつなげたい」

コリーナ・玉田共助バス運営会
　会長　戸井  出琉さん

コリーナ矢板施設管理コリーナ矢板施設管理
組合HPはこちら組合HPはこちら

コリーナ矢板と玉田の両行政区でつくる運営会が主体となって運行する地域共助型生活交通です。
地域住民がワゴン車を運転し、定時定路線型の乗合方式として利用者を有償で運びます。

コリンタ号

月～金曜（土日祝日、8/13 ～ 15、12/30 ～ 1/3 は運休）
◤ 運行日 ◢

8：00 ～ 19：00　
➡時刻表および運行ルートはコリーナ矢
　板施設管理組合ホームページに掲載

◤ 運行時間 ◢

6 人
◤ 定員 ◢

中学生～74歳 小学生・75歳以上 未就学児
年間パス 3,000 円（1世帯）

無料1回乗車 200 円 100 円
1日乗車 400 円 200 円

◤ 利用料金 ◢

コリーナ矢板自治会員・玉田行政区の住民
◤ 利用できる方 ◢

◀10月16日にホテル
＆テニス コリーナ
矢板を会場に、運
行セレモニーが行
われました。

家族としても地域の方が運転手
をしてくれるので安心！
子どもたちも、喜んでいます！

県内初！地域共助型生活交通「コリンタ号」運行スタート !!

く

る地域共助型生活交通です。
を有償で運びます。
◢

ナ矢板自治会員・玉田行政区の住民
できる方 ◢

お子さんが下校時にコリンタ号をお子さんが下校時にコリンタ号を
利用している   村上さんご家族利用している   村上さんご家族

　令和 3年 12 月号 7令令和 3年 12 月月号号号号号 77777　　令和 3年 12 月号 7　令和 3年 12 月号 7
総務部長　塚原  延欣

　リニューアル後の公共交通の利用者延べ人数は、デマンド交通が572人、中央部循環路線
が456人、コリンタ号が278人で合計1,306人となりました。1日当たりに換算すると49.4 人
となり、4月から9月までの61.9 人を下回りましたが、路線変更時は他市町の事例でも認知不
足から利用者の減少が見られるなかで、本市の減少幅は小さく、好調な滑り出しと考えています。
　今後は、利用者目線でより快適で安全な運行に向け、事業者などと連携して取り組
んでまいります。皆さんも、公共交通や外出支援制度を利用し、お出かけしていただ
けたらと思います。

福祉タクシー券
重度の心身障がい者および高齢者の社会参加の促進を図るため、タクシー料金の一部を助成する
『矢板市福祉タクシー利用券』を交付しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。

対象者 交付枚数 申請窓口・問合せ先
・身体障害者手帳の等級が1級、2級の方、または3級で下肢または体幹の機能障がいがある方
・療育手帳の等級がA1またはA2の方
・精神障害者保健福祉手帳の等級が1級または2級の方

48枚／年 社会福祉課
☎ 43-1116

・80 歳以上の方 24枚／年

◤ 対象者・交付枚数 ◢

1 枚につき 500 円　　※ 1回の乗車につき、最大 3枚まで利用できます。
◤ 助成額 ◢

➡乗車料金が 500 円以上で 1枚、1,000 円以上で 2枚、1,500 円以上で 3枚まで利用することができます。

「リニューアル後の公共交通は好調な滑り出し。利用者目線で
快適かつ安全な運行に取り組みます」

外出支援事業をご紹介します☆

市HPはこちら市HPはこちら
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市HPはこちら市HPはこちら

高齢者の「生きがいづくり」や「社会参加」と、「交通事故防止」にむけて『ともなりパス』を交付しています。
『ともなりパス』をお持ちの方は、中央部循環路線とデマンド交通の利用料金が、無料または割引となります。
対象となる方は、ぜひ申請のうえ公共交通をご利用ください。

ともなりパス

ともなりパス 75 ともなりパス 65

対象者 75歳以上で、本市に住所がある方 65歳以上の運転免許自主返納者で、
本市に住所がある方

内容 ・中央部循環路線が無料
・デマンド交通が割引 ➡片道：100円割引で200円／往復：200円割引で300円

申請窓口・
問合せ先 高齢対策課　☎ 43-3896 生活環境課　☎ 43-6755

◤ 対象者・内容 ◢

　加齢に伴い、視野障害や筋力の衰
えなど身体機能が低下すると、運転
操作のミスへとつながります。
　これにより重大な交通事故を引き
起こす可能性が高まります。
　運転に不安を感じたらお電話くだ
さい！

矢板市の運転免許自主返納状況 「運転に不安を感じたら…まずは相談。
  気持ちハ

8 0 8 0
レバレ」

※利用には事前申請が必要です。申請方法、必要書類については市ホームページをご覧ください。
※「ともなりパス 65」の交付を受けている方は、75 歳を迎えた後に「ともなりパス 75」の申請が必要です。

安全運転相談ダイヤル／♯8080安全運転相談ダイヤル／♯8080

運転免許自主返納運転免許自主返納
の手続きに関するの手続きに関する
お問い合わせはこお問い合わせはこ
ちらまでちらまで
矢板警察署／矢板警察署／
☎ 43-0110☎ 43-0110
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