
猪名川町の外出をサポート

町を元気に！豊かにする！

乗車ご予約 ☎ ０５７０－０１７－１９４

日の丸ハイヤー

お問い合わせ ☎ ０１２０－１７０－５０８
い な (がわ) い く よ

い な がわ (へ) ｇ ｏ や！

資料４-２



猪名川町は、阪急バス・能勢電鉄・コミュニティバスが地域公共交通として、

住民の皆様の重要な移動手段を担っています。

しかし、少子高齢化や人口減少に伴う公共交通利用者の減少や

交通事業者の乗務員不足など、地域交通は深刻な状況にあります。

そこで、猪名川町では、利用者のニーズに合った路線に見直し、利便性を上げ

猪名川町の地域交通を元気にするために、新しい交通システムとして

乗り合い送迎サービス「チョイソコ　いながわ」を実施します。

チョイソコの事業について

町いちばんのお店を目指す

ネッツトヨタ神戸

いつまでも住み続けたい町

を目指す 猪名川町

「乗り合い送迎サービス」とは、

複数の利用者の希望目的地・希望到着時刻を

専用システムにより最大限叶えるべく計算し、

複数の方が乗り合わせた上で目的地までお送りするしくみです。

バス停まで

行くのが不便 公共交通との

乗り合わせが

悪い

行きはいいが

帰りが不便今までは…

複数の方が

乗り合わせ

地域公共交通

に乗って

目的地へ向かう

などの困りごとが

１０時半のバスに乗って

病院に行きたい

今からスーパーに行きたい

１０時に学校に行きたい

①Ｃくんを１０時に学校へ

②ＢさんとＣさんを

１０時１５分のバスへ乗せる

Ａさん

Ｂさん

Ｃくん

Ａさん
Ｂさん

Ｃくん
希望の時間を

コールセンター

に電話予約

地域公共交通を利用し易くするために

チョイソコが活躍します！※専用システムが最適な経路・乗り降り順を計算します。

利用者の希望を１００％叶えるものではありません。



１．　会員規約をお読みいただき、会員登録を行って下さい。

パンフレットにある「チョイソコいながわ」会員規約をお読みいただき、
同封の「チョイソコいながわ会員登録申込書」に必要事項をご記入下さい。

①チェックを入れて下さい

②必要事項をご記入下さい。

２．　申込書を同封の返信用封筒に入れて、郵送（切手不要）して下さい。
　　　　※猪名川町役場、もしくはネッツテラス猪名川へお持ちいただいても受付できます。

もしくは…

３．　会員証が郵送で送られてきたら、チョイソコご利用可能です！

会員登録からご利用まで

③お住まいの地区に○をつけて

下さい。

④パンフレットの裏面を

ご欄いただき、ご自宅近くの

停留所をご記入下さい。

猪名川町役場同封の封筒で

郵送して下さい
猪名川町役場や

ネッツテラス猪名川

でも受付できます



乗り合わせて目的地へ

看板があります

ご自宅近くの停留所
に到着します

チョイソコのご利用について

　帰りの予約を同時にする事もできます。

　１か月前からご予約いただけます。

①５分前までには停留所でお待ち下さい。

②お迎えの時間は目安です。他のお客様の

乗り合わせや、交通事情により、到着時間

が遅くなる場合がございます。

③著しく遅れる場合は、電話でご連絡

しますので、携帯電話を持参される

ことをお勧めしています。

全地区共通

月～日 ９：００～１７：００
※年末年始の猪名川町が定めた

運休日を除く。

℡ ０５７０-０１７-１９４

平日10時～1８時までの乗車は１時間前まで、

その他の時間帯は会員規約をご確認下さい。

お電話でオペレーターが停留場に

来ていただく時間をお伝えします

予約センター受付時間電話する

停留所で待つ

①お名前

②利用希望日

③乗り場と行き先

④着きたい時刻

●●停留所

目的地から帰る

●●停留所

①お乗りになりたい１時間前までに

予約します。

（当日予約は、平日の予約センター受付

時間内に限らせていただきます）

②オペレーターから、車の到着予定時間

をお伝えしますので、その場所でお待ち

下さい。

※他の方の予約がある場合、ご希望に

添えない場合もございます。

①お名前

②目的地停留所

をお伝え下さい

①お名前

②目的地停留所

をお伝え下さい
〇時〇分に

〇〇のバス停

に来て下さい。

※停留所以外での乗降はできません。

※運行地域を越えて乗降はできません。



1.会員条件
猪名川町地域公共交通会議で承認された下記条件を満たす方のみ会員登録できるものとします。

（１）小学生以上の猪名川町民の方

（２）ご自身で、または保護者もしくは介助者の補助により、チョイソコ予約センターへの連絡が

　　　できる方

（３）ご自分で、または保護者もしくは介助者の補助により、停留所への移動および車両への

　　　乗降ができる方

2.運賃
　２０２０年５月２５日（月）～２０２１年３月３１日（水）の実証実験中は無料です。

3.運行日時・乗車希望受付日時および運休
運行および乗車希望受付日時は、下記の通りとします。ただし、運行受託者である日の丸ハイヤー㈱

の判断により変更、運休する場合があります。この場合、既に乗車申込みをしている会員には

チョイソコ予約センターもしくは事務局から連絡をします。

（１）運行日・運行時間

　A：大島地区

　　　①平日通常運行時間：7:00～18:00（11時間）

　　　②平日特別運行時間：18:00～21:00

　　　③休日特別運行時間：7:00～21:00

　　　※年末年始の猪名川町が定めた運休日を除く

　B：阿古谷・松尾台地区

　　　①平日通常運行時間：8:00～17:00（9時間）

　　　※土日・祝日は運休とする

　　　※年末年始の猪名川町が定めた運休日を除く

（２）乗車希望予約受付日時

　全地区共通

　月〜日：9:00〜17:00（8時間）

　※年末年始の猪名川町が定めた運休日を除く

　※１か月前からご予約が可能です。

　A：大島地区

（平日10時～18時までの乗車は、当日１時間前までの予約が可能です）

　B：阿古谷・松尾台地区

（平日10時～17時までの乗車は、当日１時間前までの予約が可能です）

試験運行の概要

直径約5km

車両1台で運行

土日祝 　７：００～２１：００ 前日１７：００まで

乗車時間 予約受付

平日

　７：００～１０：００ 前日１７：００まで

１０：００～１８：００ 当日１７：００まで

１８：００～２１：００ 当日１５：００まで

平日

平日

乗車時間 予約受付

　８：００～１０：００ 前日１７：００まで

１０：００～１７：００ 当日ご利用の１時間前まで

実証実験へのご理解

ご協力をお願い致します



□規約をよみ、同意します

□会員登録資格を満たしています

※住　所

川辺郡猪名川町

※家の電話番号 携帯電話番号　

Eメールアドレス（携帯推奨） ※Eメール登録すると、受付状況が自動送信され、大変便利です。

※地域：お住まいの地域に〇をつけてください。

＜緊急連絡先＞　遠方ご家族、ご近所様等、できるだけご記入ください。
続柄

　お問合せ先　 ☎ ０１２０－１７０－５０８ メールアドレス　choisoko@netzkobe.co.jp

業務担当記入欄

氏    名 携帯電話

※ご自宅近くの停留所

　　　　別紙の地図より、ご自宅最寄りの停留所番号をご記入ください。

※郵便番号

〒　　　　　　－　　　　　　

（どちらかに〇をつけてください：　スマートフォン　・　携帯電話）

□　中学生以下の会員登録です。　レ点の場合以下に署名が必要 障害者手帳をお持ちの方は

□にチェックを入れてください □保護者　同意署名

（　　　　　　　　）　　　　　　　　－　　

チェックしてください

お申込み

方法

同封の返信用封筒にて下記まで郵送するか、猪名川町役場またはネッツテラス猪名川までご持参ください。

〒661-0021　尼崎市名神町1丁目18番地25号

　　　　　　　　　　ネッツトヨタ神戸株式会社　チョイソコいながわ事務局　宛

満　　　　　　才 男 　・　女　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日
大　・　昭

平　・　令

（　　　　　　　　）　　　　　　　　　－

猪 名 川 小 学 校 区 ・ 阿 古 谷 ・ 楊 津 小 学 校 区 ・ 大 島 小 学 校 区

松 尾 台 小 学 校 区 ・ 白 金 小 学 校 区 ・ つ つ じ が 丘 小 学 校 区

ご質問・伝えておきたいこと

※生年月日 ※年齢 ※性別

※名

※記入必須
※ふりがな
※性

コピー可

チェック 入力 入力 チェック

／ ／ ／

ネッツ神戸

／

受付日 センター送付日／担当 受付日／担当

チョイソコセンター

備考会員証発送

不明箇所がある場合、

お電話させていただきます。

チョイソコいながわ 会員登録 申込書



②予約は、１か月前から受け付けます。尚、乗車予約の受付時間は以下の通りです。

9.変更・キャンセル
乗車希望の変更・キャンセルは、チョイソコ予約センターへ電話でご連絡下さい。

Ｂ：阿古谷・松尾台地区

①  平日通常運行時間：8：00～17：00

但し、土日・祝日は運休とする。

年末年始の運休は、猪名川町もしくは旅客自動車運送事業者が定めます。

8.乗車希望方法

①  平日通常運行時間：7：00～18：00

②  平日特別運行時間：18：00～21：00

但し、年末年始の運休は、猪名川町もしくは旅客自動車運送事業者が定めます。

※②③については、従前の路線バスが運行されていた時間を補完するための運行とする。

※休日特別運行は、土日・祝日とします。

ご利用を希望される場合、チョイソコ予約センターへ、氏名、利用希望日時、希望乗降場所をご連絡下さい。なお、小学生がご利用を
希望される場合、保護者からの連絡が必要です。運転係員への口頭での乗車希望は、受付致しかねます。限られた車両で希望の早い方
を優先するため、空きがない場合があります。また、到着時間に余裕をもってご乗車希望をお決め下さい。

※1：小学生または中学生の方の会員登録には、保護者の同意が必要となります。

③  休日特別運行時間：7：00～21：00

4.利用開始

運賃は、2020年5月25日～2021年3月31日までは、無料の実証実験運行です。

5. 運賃

停留所は、チョイソコいながわパンフレットのとおりとします。

6.停留所・運行予定地域・ルート等

本サービスは、当社が会員登録申込書を受け付け、書面で利用開始のご連絡をお送りした後、ご利用頂けます。

運行ルートは、会員の乗車希望状況・乗降都合・交通事情等により、猪名川町が運行委託する旅客自動車運送事業者（以下、「旅客自
動車運送事業者」）が適宜決めるものとします。このため、停留所への運行ルートは、乗降時で異なる場合があります。

運行および乗車希望受付日時は、次のとおりとします。ただし、旅客自動車運送事業者の判断により、変更または運休する場合があり
ます。この場合、チョイソコ予約センターより、該当する会員に連絡します。

①年末年始の運休は、猪名川町もしくは旅客自動車運送事業者が定めます。

(2) 運行日時

7.運行・乗車希望受付日時および運休

(1) 乗車希望受付日時

月曜日～日曜日　9：00～17：00

Ａ：大島地区

(2) ご自分で、または保護者もしくは介助者の補助により、チョイソコ予約センターへの連絡ができる方

(3) ご自分で、または保護者もしくは介助者の補助により、停留所への移動および車両への乗降ができる方

※2：町外から来られるお知り合いの方が乗車されたい場合は、町民の方のお名前でご予約をお取り下さい。

なお、運転係員への口頭での変更・キャンセルは、受付致しかねます。

10.到着時間

11.会員の遅延
ご希望された乗車時間・場所にお越しにならない場合、次の会員をお迎えに出発します。

本サービスは乗合のため、他の会員の乗車希望状況・乗降都合・交通事情により、予定より到着が前後する場合がございます。乗車希
望時間の5分前までに停留所にお越し下さい。

出発・到着の時間は目安であり、時間を確約するものではありません。大幅な遅延が予想される場合、チョイソコ予約センターからご
連絡しますが、携帯電話等をお持ちでない場合、連絡が取れない場合がございます。このため、携帯電話の持参を推奨します。

「チョイソコいながわ」会員規約　※必ずお読み下さい

1. サービス内容およびご利用条件

2. 規約への同意

3. 会員条件

(1)　小学生以上の猪名川町民の方

「チョイソコいながわ」（以下「本サービス」）は、「チョイソコいながわ」会員規約（以下「本規約」）にもとづき会員となった方
（以下「会員」）を対象とし、限定地域内・限定目的地において、複数の方で乗り合い、定額運賃で目的地まで移動することを支援す
るサービスです。本サービスのご利用の条件は、本会員規約によります。

本規約は、本サービスの利用を希望するお客様が、会員登録申込書に必要事項を記入し、ネッツトヨタ神戸株式会社（以下「当社」）
が会員と認めた方と、当社との間で適用されます。また、チョイソコいながわ事務局への会員登録申込書の送付、もしくは本サービス
の利用をもって、本規約（変更された規約を含む）に同意したものとみなします。

猪名川町地域公共交通会議で承認された次の(1)(2)(3)の条件の全てを満たす方のみ、会員申込できるものとします。

松尾台・阿古谷地区

平日

平日

土日祝

大島地区

１０：００～１７：００ 当日ご利用の１時間前まで

　７：００～２１：００ 前日１７：００まで

乗車時間 予約受付

　８：００～１０：００ 前日１７：００まで

乗車時間 予約受付

平日

　７：００～１０：００ 前日１７：００まで

１０：００～１８：００ 当日１７：００まで

１８：００～２１：００ 当日１５：００まで



以上

会員に提供いただいた個人情報は、本サービスにかかる車両の運行、運行に関するご利用状況・ご意見調査、会報等の送付、当社が
「チョイソコ」スポンサーから提供を受けた広告配信の目的にのみ利用し、他の目的には利用しません。ただし、運行状況の報告、運
営および改善のため、必要な限りにおいて、猪名川町と共有する場合があります。

また、会員の安全確保のために緊急でやむを得ない場合、または会員が携帯電話を使用できず、当社から連絡をとる必要がある場合な
ど、必要な場合において、本サービスにかかる停留所管理者と共有する場合があります。

会員登録申込書に記載された内容に変更がある場合、または退会をご希望される場合は、ネッツトヨタ神戸へ書面または電話でご連絡
下さい。

会員および同乗者の乗降および運送（運送の引受け、旅客に対する責任（生命又は身体を害した場合の責任）等）、本サービスにかか
る車両の管理については、当社ではなく、運送を行う旅客自動車運送事業者と会員との間で適用される運送契約（旅客自動車運送事業
標準運送約款等）によります。

旅客自動車運送事業者と会員との間の運送契約は、会員の乗車時に成立するものとし、当社は、旅客自動車運送事業者と会員との間の
運送契約の成立を約束するものではなく、運送契約の不成立について、何らの責任をも負わないものとします。

14. 同乗者

15.運送契約の成立および適用

旅客自動車運送事業者と会員との運送契約により、旅客自動車運送事業者が乗車をお断りする場合があります。

同乗者にも本規約が適用されますので、会員は、同乗者が本規約を理解し、守ることに責任を持って頂きますようお願いします。

12.乗車のお断り

16.当社の免責
次の場合、当社は会員に対して損害を賠償する責任を負わないものとします。

17. 会員の責任

18.反社会的勢力の排除

19.個人情報の取扱い

（７）当社の責に帰すことができない事由による場合

当社は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当社が損害を受けたとき
は、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

会員は、会員および同乗者が、反社会的勢力（暴力団員またはこれに準ずる者、暴力・威力・脅迫的言辞・詐欺的手法を用いて威圧
し、業務妨害し、もしくは不当要求をする者）でないことを誓約するものとします。

20.申込内容の変更・退会

13.会員資格の取消し

（１）本人確認ができないとき

（２）旅客自動車運送事業者との運送契約に違反するとき

（３）本規約3.（会員条件）を満たさないとき

（４）本規約18.（反社会的勢力の排除）の誓約に違反し、またはそのおそれがあるとき

（５）本規約を遵守しないとき

（１）本サービスにかかる車両、乗降、および運送により生じた一切の損害、損失、事故、トラブル

（２）通信不具合・会員の連絡ミス等により、乗車希望連絡等に関してトラブルが生じた場合

（３）会員が、本サービスにかかる車両・停留所に忘れ物をされた場合

（４）会員が携帯電話をお持ちでない、または使用できないことにより、時間の変更・キャンセル、運行遅延等の連絡ができない場合。

（５）本規約7.（運休）、10.（到着時間の前後ずれ）、11.（会員の遅延）、12.（乗車のお断り）、13.（会員資格の取消し）、14.（同

乗者のお断り）、21.（チョイソコ予約センターの中断・停止）、22.（中止・終了）の場合

（６）会員の故意または過失による場合

会員が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、会員資格を直ちに取り消すことがございます。

会員にご同行される場合で、会員と同じ行き先・時間であれば、非会員も同乗が可能です。

同乗をご希望される場合は、乗車希望のご連絡の際に、同乗者の人数とお名前をお伝え下さい。お伝えがない場合、または同乗者多数
の場合は乗車をお断りする場合があります。
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21.チョイソコ予約センターの稼働中断・停止

22.本サービスの中止・終了

23.規約の変更

24.準拠法および裁判管轄

規約改定：2020年 3月25日

ネッツトヨタ神戸株式会社

当社は、メンテナンスのため、チョイソコ予約センターの稼働を中断し、または停止する場合があります。

当社は、車両内・インターネット上に掲示する等の方法で会員に周知することにより、本サービスの運営を中止し、または終了する場
合があります。

当社は、本規約の変更内容および変更日を、本サービスにかかる車両内・インターネット上に掲示する等の方法で会員に周知すること
により、または、変更時に有効な民法の規定に従い、本規約を変更することができるものとします。この場合、変更日をもって変更後
の規約が適用されるものとします。

本規約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されます。本サービスおよび本規約に関する一切の紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専
属的合意管轄裁判所とします。


