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令和３年度 事業計画（案）について 

 

 

１．デマンド型乗合タクシー 

№ 運行系統名 変更点等 

(1) 神林地区通院対応のりあいタクシー 帰り１便を事前予約制に変更 

(2) 
村上地区通院対応のりあいタクシー 
（瀬波地区） 

帰り１便を事前予約制に変更 

(3) 
村上地区通院対応のりあいタクシー 
（山辺里地区） 

帰り１便を事前予約制に変更 

(4) 朝日地区通院対応のりあいタクシー 帰り１便を事前予約制に変更 

 

 

２．高速のりあいタクシー 

№ 運行系統名 変更点等 

(1) 村上市高速のりあいタクシー 運行事業者１社追加 

 

  

議 題 ３ 
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１－（１）神林地区通院対応のりあいタクシー 

運行区域 神林地区から乗降場所間 

運行曜日 平日運行（土日祝祭日、12/29～1/3 は運休） 

運行便数 １日３便（行き１便、帰り２便） 

運行時刻 

行きの便 

帰りの便 

 

１便（ 9:00 村上総合病院着） 

１便（11:30 村上総合病院発） 

２便（13:00 村上総合病院発） 

運賃 

自宅（集落）から乗降場所間の距離に応じて設定 

 2km 未満：100 円、  3km 未満：200 円、  4km 未満：300 円、 

 3km 未満：400 円、  6km 未満：500 円、 11km 未満：600 円、 

16km 未満：900 円、  16km 以上：1,200 円 

※小学生及び障がい者は、上記金額の半額 

乗降場所 

医療：村上総合病院 

交通：村上駅 

買物：原信村上インター店（火曜・木曜限定、帰りの便のみ利用可能） 

利用方法 
①事前予約制 

②運賃前払い 

予約受付 

①予約先：運行事業者 

②利用する日の１週間前から前日（土日祝を含む毎日）までに電話予約 

する。 

③帰りの便は、利用したい便の出発時刻の１時間前までであれば予約可能 

運行事業者 岩船タクシー株式会社 

 

【補足説明】 

①利用方法について 

 帰りの１便（11:30 村上総合病院発）に限り予約不要で運行をしていたが、利用者が

いない配車が令和２年度実績値（４月～11 月）で全体運行の約３割あるため、運行の効

率化を図る目的で全ての便を事前予約制へ変更をするもの。なお、利用者の 80％以上は

行き便も利用しており、予約受付の際に帰り便の利用の有無を確認することで不便には

ならないものと考えられる。 
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１－（２）村上地区通院対応のりあいタクシー（瀬波） 

運行区域 村上地区（瀬波）から乗降場所間 

運行曜日 平日運行（土日祝祭日、12/29～1/3 は運休） 

運行便数 １日３便（行き１便、帰り２便） 

運行時刻 

行きの便 

帰りの便 

 

１便（ 9:00 村上総合病院着） 

１便（11:45 村上総合病院発） 

２便（13:15 村上総合病院発） 

運賃 

自宅（集落）から乗降場所間の距離に応じて設定 

 2km 未満：100 円、  3km 未満：200 円、  4km 未満：300 円、 

 3km 未満：400 円、  6km 未満：500 円、 11km 未満：600 円、 

16km 未満：900 円、  16km 以上：1,200 円 

※小学生及び障がい者は、上記金額の半額 

乗降場所 
医療：村上総合病院、村上記念病院、羽鳥医院 

交通：村上駅 

利用方法 
①事前予約制 

②運賃前払い 

予約受付 

①予約先：運行事業者 

②利用する日の１週間前から前日（土日祝を含む毎日）までに電話予約 

する。 

③帰りの便は、利用したい便の出発時刻の１時間前までであれば予約可能 

運行事業者 株式会社はまなす観光タクシー 

 

【補足説明】 

①利用方法について 

 帰りの１便（11:45 村上総合病院発）に限り予約不要で運行をしていたが、利用者が

いない配車が令和２年度実績値（４月～11 月）で全体運行の約６割（瀬波・山辺里の合

計値）あるため、運行の効率化を図る目的で全ての便を事前予約制へ変更をするもの。

なお、利用者の 90％以上は行き便も利用しており、予約受付の際に帰り便の利用の有無

を確認することで不便にはならないものと考えられる。 
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１－（３）村上地区通院対応のりあいタクシー（山辺里） 

運行区域 村上地区（山辺里）から乗降場所間 

運行曜日 平日運行（土日祝祭日、12/29～1/3 は運休） 

運行便数 １日３便（行き１便、帰り２便） 

運行時刻 

行きの便 

帰りの便 

 

１便（ 9:00 村上総合病院着） 

１便（11:45 村上総合病院発） 

２便（13:15 村上総合病院発） 

運賃 

自宅（集落）から乗降場所間の距離に応じて設定 

 2km 未満：100 円、  3km 未満：200 円、  4km 未満：300 円、 

 3km 未満：400 円、  6km 未満：500 円、 11km 未満：600 円、 

16km 未満：900 円、 16km 以上：1,200 円 

※小学生、中学生、高校生及び障がい者は、上記金額の半額 

乗降場所 

医療：村上総合病院、おたべ医院、さくら内科クリニック、 

たかはし整形外科クリニック、むらかみ松岡眼科、 

たなか皮ふ科クリニック、羽鳥医院、おばた耳鼻科 

交通：村上駅 

利用方法 
①事前予約制 

②運賃前払い 

予約受付 

①予約先：運行事業者 

②利用する日の１週間前から前日（土日祝を含む毎日）までに電話予約 

する。 

③帰りの便は、利用したい便の出発時刻の１時間前までであれば予約可能 

運行事業者 株式会社はまなす観光タクシー 

 

【補足説明】 

①利用方法について 

 帰りの１便（11:45 村上総合病院発）に限り予約不要で運行をしていたが、利用者が

いない配車が令和２年度実績値（４月～11 月）で全体運行の約６割（瀬波・山辺里の合

計値）あるため、運行の効率化を図る目的で全ての便を事前予約制へ変更をするもの。

なお、利用者の 90％以上は行き便も利用しており、予約受付の際に帰り便の利用の有無

を確認することで不便にはならないものと考えられる。 
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１－（４）朝日地区通院対応のりあいタクシー 

運行区域 朝日地区から乗降場所間 

運行曜日 平日運行（土日祝祭日、12/29～1/3 は運休） 

運行便数 １日３便（行き１便、帰り２便） 

運行時刻 

行きの便 

帰りの便 

 

１便（ 9:00 村上総合病院着） 

１便（12:00 村上総合病院発） 

２便（13:30 村上総合病院発） 

運賃 

自宅（集落）から乗降場所間の距離に応じて設定 

 2km 未満：100 円、  3km 未満：200 円、  4km 未満：300 円、 

 3km 未満：400 円、  6km 未満：500 円、 11km 未満：600 円、 

16km 未満：900 円、 16km 以上：1,200 円 

※小学生及び障がい者は、上記金額の半額 

乗降場所 

医療：村上総合病院、おたべ医院、さくら内科クリニック、 

たかはし整形外科クリニック、むらかみ松岡眼科、 

たなか皮ふ科クリニック、おばた耳鼻科 

交通：村上駅 

利用方法 
①事前予約制 

②運賃前払い 

予約受付 

①予約先：運行事業者 

②利用する日の１週間前から前日（土日祝を含む毎日）までに電話予約 

する。 

③帰りの便は、利用したい便の出発時刻の１時間前までであれば予約可能 

運行事業者 株式会社瀬波タクシー 

 

【補足説明】 

①利用方法について 

 帰りの１便（12:00 村上総合病院発）に限り予約不要で運行をしていたが、利用者が

いない配車が令和２年度実績値（４月～11 月）で全体運行の約２割あるため、運行の効

率化を図る目的で全ての便を事前予約制へ変更をするもの。なお、利用者の大半が行き

便も利用しており、予約受付の際に帰り便の利用の有無を確認することで不便にはなら

ないものと考えられる。 
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２－（１）村上市高速のりあいタクシー 

運行区域 村上市内の乗降場所から新潟市内にある乗降場所まで 

運行曜日 平日運行（土日祝祭日、12/29～1/3 は運休） 

運行便数 １日４便（行き２便、帰り２便） 

運行時刻 

行きの便 

１便（ 6:30 道の駅朝日～ 9:10 新潟市民病院） 

２便（11:30 道の駅朝日～13:55 新潟市民病院） 

帰りの便 

１便（ 9:20 新潟市民病院～11:25 道の駅朝日） 

２便（14:00 新潟市民病院～16:20 道の駅朝日） 

運賃 

道の駅朝日、村上市役所、中央図書館前：1,000 円（500 円） 

神林支所前、荒川支所前：800 円（400 円） 

（かっこ内は、小学生以下及び障がい者運賃。） 

乗降場所 

【村上市内】 

・道の駅朝日・村上市役所・中央図書館前・神林支所前・荒川支所前 

【新潟市内】 

・新潟万代病院・新潟大学医歯学総合病院・新潟県立がんセンター 

・新潟中央病院・新潟市民病院 

利用方法 
①事前予約制 

②運賃前払い 

予約受付 

①予約先：株式会社瀬波タクシー  

②利用する日の１週間前から前日（土日祝を含む毎日）までに電話予約 

する。 

運行事業者 
株式会社瀬波タクシー、株式会社はまなす観光タクシー、 
藤観光タクシー株式会社、岩船タクシー株式会社 

 

【補足説明】 

①運行事業者について 

 本事業は平成 29 年４月より運行を開始しております。当初より市内タクシー事業者

の希望参入による形で事業を始めましたが、新たに１社より参入希望があったことから、

令和３年度より運行事業者を１社追加し４社による当番制で運行を実施するものです。 

 


