
 

 

ふれあい交通サービス「ぐるっとタクシー」プレ運行の実施について 

R3.8.20 企画政策課 

 

１ プレ運行の概要 

 (1) 実施目的 10 月の本格運行に先立ち、対象エリアの皆様へ周知を行うとともに運行台数等の

検証を行う。 

 (2) 実施期間 R3.9 月の平日(土･日･祝日は運休) 

 (3) 運行エリア ①竜東・美篶・手良地区と伊那市街地を結んで運行 

         ②高遠町地区（河南・高遠南区除く）と伊那市街地を結んで運行 

        ※いずれも詳細は配布資料を参照 

 (4) 対 象 者【事前登録制】 

   各運行エリアに居住する、①65歳以上の方・②免許返納者・③障害者・④指定難病患者・ 

⑤持病により運転ができないなど、移動が困難な事情がある方 ※②～⑤は年齢不問 

   ※8/19 時点の登録者数：142 名（竜東・美篶・手良:113 名、高遠町:29 名） 

 (5) 運行内容 ①運行時間 9：00～15：00 

        ②予約受付時間 ・電話 利用前日 正午～14：30 または 利用当日 8：00 ～14：30 

              ・W E B 利用前日 0：00 ～ 利用当日 14：30 

              ・CATV 利用前日 15：00～ 利用当日 14：30 

        ③運 賃 試乗券の使用により「無料」 

        ④車両台数 4 台 

 (6) 運行事業者 伊那タクシー㈱、㈲白川タクシー、高遠観光タクシー㈲、ジェイアールバス関東㈱ 

 

２ 既運行エリアの利用状況(速報値) 

※8/19 時点での登録者数：1,552 名  

(西春近：332 名、竜西・西箕輪地区 602 名、富県・東春近：309 名、新山・河南・長谷：309 名） 

※４月から来年３月まで、利用促進キャンペーンとして、運賃補助券を配布中 

（運賃補助券の利用により、一般利用者 500 円⇒300 円、割引対象者 250 円（300円）⇒150 円） 

 

 

 

記者配布資料 

4月 5月 6月 7月 計

月間 1,368 1,176 1,494 1,419 5,457

1日平均 65.1 65.3 67.9 71.0 26.6

乗合率 乗合率 28.6% 29.8% 30.0% 32.8% 30.3%

予約件数



ぐるっとタクシー
プレ運行利用案内

実施期間

運行時間

予約受付
時間

予約方法
詳しくはP.3-5を
ご参照ください

午前9時 ~ 午後3時
利用前日 正午 ~ 午後2時30分および
利用当日 午前8時 ~ 午後2時30分

■ｳｪﾌﾞ:利用前日 午前0時 ~ 午後2時30分
■ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ:利用前日 午後3時00分

~ 利用当日 午後2時30分

運 賃

令和３年９月の平日
(土曜日･日曜日･祝日運休)

■電話 050-5840-4117
■スマホ・パソコン
■ケーブルテレビ

通常:1人1回500円 ※割引制度あり 期間中は
試乗券を配布しますので【無料】でご利用いただ
けます。

運行エリア 地図をご参照ください。
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お問合せ 伊那市 企画政策課 0265-78-4111(内線2144)

ご自宅から
目的地まで

P.3参照

P.5参照

P.6参照

※ケーブルテレビ画面からの予約を行うには別途申込が必要です。
詳細な説明を希望される方は市までご連絡ください。

P.2参照

■電話:
※運行時間が午後3時迄のため、早めの予約をお願いします。

（竜東・美篶・手良）（高遠町）



 「前日の受付時間内に電話で」ご予約をお願いいたしします。
 車いすをご利用の方も玄関先までの送迎となります。
 ご乗車できる車いすのサイズは下記のとおりです。

・幅70cm以下
・⾧さ120cm以下
・高さ130cm以下
※電動車いすには対応していません。
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幅70cm

高さ
130
cm

⾧さ120cm

注意事項
運賃割引

ご乗車時の注意事項

車いすをご利用の方

 運賃の支払いは現金のみです。いきいき健康券等は使用できません。
 乗車の際に、同封の登録者カードをご提示いただきます。
 ご自宅にお迎えにあがる際には、敷地内に入らせていただくことが

あります。
 他の方との乗合になりますので、お荷物の量にはご配慮願います。
 お荷物の積み下ろしは、利用者様ご自身でお願いいたします。

※1 障害の区分が次に該当する場合、同乗する介助者1名も運賃250円となります。
(介助者も事前申請が必要です。)

【区分】 身体障害者手帳(第１種)、療育手帳(第１種(A1,A2))、精神障害者保健福祉手帳(１級)
※2 通常の運賃は1人1回500円、5割引されると250円になります。

割引の種類 割引を受けられる方 提出書類 割引率
運転経歴証明書所持者 運転経歴証明書の写し

運転免許証を保有したことのない７５歳以上の方

過去に運転免許証を所持していたが、現在は運転免許
証・運転経歴証明書両方とも所持していない方

障害者割引※1 障害者手帳所持者 障害者手帳の写し

指定難病患者割引 特定医療費（指定難病）受給者証所持者
特定医療費（指定難病）受
給者証の写し

 ウェブ・ケーブルテ
レビ予約割引

ウェブ・ケーブルテレビで予約された方(自動割引） 確認書類の提出は不要
200
円引

自身が割引対象者である旨
を記載する「宣誓書」
(宣誓書は担当部署・総合支所・各
支所の窓口に設置してあります）

5割引
※2

運転免許返納者割引

重複割引はできません



電話からのご予約方法1

ステップ１予約
※お手元に同封の登録者カードをご用意ください。

①お気軽にコールセンターへお電話ください。
「050-5840-4117」
受付時間は利用前日の正午～午後2時30分および

利用当日の午前8時～午後2時30分です。
※運行時間が午後3時迄のため、早めの予約をお願いします。
※車いすをご利用の方は前日に予約をお願いします。

②まず、ご本人の確認のため
「お名前」
「登録者番号」

をお伝えください。
③続いて係員の案内にそって

「ご乗車人数と、同乗者がいる場合は
その方の登録者番号」

「お迎え希望時間、または到着希望時間」
「お迎え場所・行き先」

をお伝えください。
⇒お迎えに伺う時間をお知らせします。
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予約の変更・取り消し
予約の変更、取り消しをされる場合も、

予約申し込みと同じ「050-5840-4117」までお電話ください。
※変更、取り消しのご連絡はお早めにお願いします。

※カードの色は個人によって異なります

④予約完了です
※ 予約状況により、ご希望どおりの配車ができない場合が

ございますので、時間に余裕をもってご予約ください。
※ 帰りの予約も同時に行うことができます。



ご予約の時間に、指定の場所へ
乗合タクシーがお迎えに行きます。

※ 乗車時に登録者カードを確認させていただきます。
※ お迎えに行く車両には、「ぐるっとタクシー」の表示がさ

れています。(車両によって定員が異なります)
※ 乗合タクシーのため、基本的には他の乗客の方と同乗する

ことになります。
※ 予め、ご乗車の準備をしてお待ちください。
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ステップ２ 乗車

(写真はイメージです)

電話からのご予約方法2

降車時に運転手さんに運賃をお支払い
ください。
※ 運賃のお支払いは現金のみです。
※ 各種金券(いきいき健康券等)は使用できません。

ステップ3 運賃の支払い（降車時）



スマホ・パソコンからのご予約方法
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予約・乗車
①ぐるっとタクシーの予約サイトにアクセスし、登録者番号と

パスワードを入力してログインしてください。
https://passenger.savs.miraishare.com/ina/#/

登録者番号とパスワードは同封の
カードをご参照ください。

⇒

②下記の手順で予約を進めてください。
※カードの色は個人によって異なります
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