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乗り合い送迎サービスとは？１

１台の車両に乗り合わせて、それぞれの目的地に向かいます。

申込は、電話でのオペレーター対応、もしくはWebサイトから可能です。

会員登録制となりますので、車両到着遅延等の際の連絡が可能です。

町民バスが通行できない道でも、送迎が可能です
（一部不可のエリアもあります）。

子育て・共働き
世帯をサポート

シルバー世代の
通院サポート
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先行して実施しているエリアの状況について２

豊明市

2020年10月～運用開始

各務原市

2018年7月～実証開始
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チョイソコカラタン運行の考え方３

この期間、乗り合い送迎サービスを運行し、
快適さ・便利さをご体感いただくとともに、

さらに便利に改善、維持していく方法や、既存公共交通との共存を、
地域自治会の皆様とともに、考えてまいります。

地域交通事業者の皆様とも連携し、チョイソコをラストワンマイルでのご利用含め、笠松町と、隣接する
岐阜市（南部３エリア）にお住まいの皆様の、より利便性の高い移動サービスの展開を研究してまいります。

（実証実験は2022年2月28日まで）

実証実験期間以降につきましては、２月28日までの実績を検討し、
利便性の高い移動手段としての展開を行ってまいります。

普段の生活で「移動」が ラクになり、たのしくなることを考え、まずは５ケ月間、「ラクでたのしい
移動」 をテーマに、笠松町での乗り合い送迎サービスの運行を本年10月1日より開始します。

来年２月末まで、乗り合い送迎サービスの
ご利用をいただける環境をつくります。

実証実験中と、後について。
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具体的内容
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●笠松町におけるチョイソコカラタン展開案について



笠松町エリア：どなたに？（運用目的）

対象地域 笠松町全域（ピンク色）
＋岐阜南部（緑色）

ご利用対象 小学生以上の町内在住・在学の方
（ご利用には事前の会員登録が必要です）

ご利用用途 通院目的を優先ご案内
（クリニックの停留所が行き先の場合、

通常より早い期間に申込が可能です）

帰りにお薬をもらいに処方箋薬局や、ちょっと出かけたついでに食品スーパーや、
生活雑貨を買いに薬局などにも、お申込みいただいて向かうことができます！

免許返納後 シニアご夫婦世帯 シニア単身

通 学 通 塾
など。
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4

岐阜市エリア
笠松町エリア



いつから？（運行期間・運行日・運行時間）５

2021年 10月1日（金）～ 2022年 2月28日（月）

月 火 水 木 金 土 日

運休日

実証実験
期間

運行日

運行時間

運休日 毎週 水・木 曜日

受付（電話） 8：30～17：30 ※定休日：毎週 水・木

8：30 ～ 17：30

受付（Web） 24時間受付 ※定休日：なし

運行台数 ２台（笠松町・岐阜市の運行エリアにて） 7



1歳未満の乳児
無料

いくらで？①（笠松町内移動）６-1

ご乗車ごとに、¥250 をお支払いいただきます
（現金のみ、小学生以下は 100円）

大人
250円

小学生以下
100円
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●今回の実証期間中は、笠松町発～岐阜市着（またはその逆）に行かれる際は、乗り継ぎとなります。
●恐れ入りますが、車椅子を車両にお持込いただくことはできません。
●停留所まで、ご自身、もしくは付き添いの方とともにお越しになれる方に、ご利用いただけます。



1歳未満の乳児
無料

いくらで？②（笠松町 → 岐阜エリア）6-2

松波総合病院を乗継ポイントとして、
「乗り継ぎ」にて、¥250×２（500円） をお支払いいただ
きます（現金のみ、小学生以下は 200円）

大人
500円

小学生以下
200円
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●笠松町内からお乗りになった場合、松波総合病院にて一旦降車い
ただき、岐阜市内を巡回している車両がお迎えにきますので、乗り継
いでいただき、岐阜市エリアの目的地にご案内いたします。

●料金は、ご乗車ごと発生いたしますので、笠松町内から岐阜市内
（もしくはその逆）に向かわれる場合は、２回お支払いが発生し、
500円お支払いいただくことになります。

●笠松町～岐阜市を乗り継いで往復された場合の運賃は 1,000円となります。
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どこに？（停留所の場所＋検討について）７

停留所 笠松町内約40か所、岐阜市内既存約75か所の停留所での運行
を予定しています。

停留所設置におきましては、全て現地走行・確認を行い、乗降の安全が確保できる箇所を
選定いたします。

75カ所
予定

38カ所
予定

松波総合病院



どうやって？（ご利用申込・受付方法）８

申込書は下記の場所で
入手できます

・ カラフルタウン
・ 指定の配布場所（※）

・ チョイソコカラタンwebサイト
（※）笠松町の関連施設、

停留所となる地域の事業者様を予定
（病院等）

申込から1週間程度で
『チョイソコセンター』
（刈谷市）から
ご自宅に郵送いたします

『チョイソコセンター』（刈谷

市）またはwebサイト
からお申込いただけます。

・医療機関付近の停留所へは
電話にて２週間前から、
その他目的地へは電話・Webともに
１週間前 から当日30分前まで受付が
可能です。

①お名前と会員番号
②利用希望日
③乗り場と行き先
④着きたい時刻
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どうやって？（ご乗車方法）９

指定時間の５分前には
停留所でお待ちください。

※交通事情や他のお客様の乗合い等に
より、到着時間が前後することがあります。

※キャンセルの場合は、お電話で連絡
いただくかWebにて手続きをお願いします。

乗車時に運賃をお支払い
ください。

事前に申込いただいた指
定場所で降車してください。

※目的地は変更できません。

ステップ

１
停留所
で待つ

ステップ

２ 支払う
ステップ

３ 降りる・・・・・・・・ ・・・・・
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どこへ行けるの？（ご利用可能エリア）10 

目的地案 笠松町内＋岐阜市日置江、鶉、柳津町内の各施設等。
（例えば、次のような場所です！）

スーパーマーケット病 院

健康管理 毎日のお買物

薬 局
コンビニエンス

ストア

ショッピングモール接骨院等

通学・通塾

大学・高校

学習塾

お楽しみ

お食事他

友人宅訪問

その他

近隣公民館

近所の公園

近くの土手で
ウォーキング
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ぜひ、通院等に
ご利用ください！



車両について11

乗降時につかまりやすい手すりを装着し、
3列目への通路をしっかりと確保しました。

トヨタ 『ノア ウェルジョイン』

引用元：https://toyota.jp/noah/welcab/wel_join/

乗り降りしやすい
ステップ付き
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• 停留所イメージ（看板設置場所/停車場所）

看板サンプル
A３サイズ（ラミネートパウチ）
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停留所イメージについて1２

停留所名
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コロナ感染症対策13

飛沫
防止

車内の
消毒・
除菌

・車内は定期的に
消毒・清掃

・オゾン発生器等設置

事前の
検温

手指の
消毒

マスク
の着用

運転手のマスク着用 ご協力をお願いします
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実証実験が終わったら？14

実証後 2022年2月28日に実証実験は一旦終了いたします。
（2022年3月に、ご利用いただいた皆様との意見交換会を開催予定）

１：岐阜市南エリアで実証実験を4月2日に開始、笠松町で10月1日開始予定の「チョ
イソコカラタン」は、地域モビリティを考えるための実証実験として、地域の皆様に一定
期間ご活用いただくことを、目的としています。

２：「チョイソコカラタン」 は、今後地域の方のニーズと行政からのご協力、そして既存
交通手段である 「町民バス」 と共存の移動手段として、ご提案してまいります

笠松町、トヨタオートモールクリエイトは、今後も地域の皆様との協業で、クルマを軸とした「楽し
い移動」 のご提案を継続してまいります。
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運行開始までのスケジュール15

公共交通会議
（27日）7月

8月

9
月

10
月

上旬 中旬 下旬

地域説明会

会員申込受付開始

停留所場所
最終決定

運行開始

申込受付継続実施



チョイソコカラタン車両画像参考
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