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▶ 有効期限は翌年３月３１日までです。次年度の継続加入を同年２

月に自治会長をとおしてご案内しますので、継続加入申し込み時

に利用登録料１世帯年度会費５００円（非自治会員１，３００

円）を直接自治会長へお支払いください。 

また、後日に継続を希望された場合でも、随時登録を受け付けて 
おりますので自治会長へお申し込みください。  

▶ 年度途中の継続であっても登録料は１世帯年度会費５００円（非自

治会員１，３００円）となります。  
▶ 会員証は利用登録世帯毎に１枚ですが、申込書にお名前を記入して

いただいた方全員が「スマイル石井号」を利用できます。  
▶ 会員証は予約時や乗車時に必要となりますので、大切に保管してく

ださい。もし紛失・破損した場合には再発行いたしますので、自治

会長までお知らせください。なお、紛失時でもタクシーが利用でき

るよう登録番号を控えておくことをおすすめします。  
▶ 世帯主が変わる場合には変更手続きが必要となります。自治会長ま

でお知らせください。       

利用登録者の皆様へ 
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❖運行日 
運行日は月曜日∼土曜日です。但し、祝祭日、１２月２９日～１月

３日は運休します。なお、事前の運休については回覧等でお知らせ

しますが、自然災害等での運休については予約時でのお知らせとな

ります。  
 

❖運行時間 

   ９時発 

１０時発 

１１時発      

１２時発        １時間に１便の発車になります。 

１３時発     

１４時発        １日９便の運行です。 

１５時発 

１６時発 

１７時発 

 

予約は自宅から目的施設（目的施設から自宅）、目的施設から目的

施設の場合も各便の３０分前までに行ってください。  
 

❖行き先 
行き先は利用ガイドブックＰ.6「ご利用いただける目的施設」をご

覧ください。目的施設に追加・廃止があった場合には、毎年発行す

る『スマイル石井号ご利用ガイドブック』等でお知らせします。   

運行内容 
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❖予約は… 
ご予約は乗車希望の便の３０分前までに、泉タクシーへ直接お電話

してください。 

泉タクシー フリーダイヤル ０１２０－１１１－２４６   
  または、０２８-６６０－８８２２にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

※当日以前の予約も可能ですが、日時を正しくお伝えください。 

 

 

 

 

 

 

※帰りの便は用事が済んでから予約を入れてください。 
ただし、帰りの時間がわかる場合には予約時や車内での予約ができま

す。  
❖キャンセルの方法 
予約後に急遽乗車ができなくなった場合には、速やかに 
泉タクシー ０１２０－１１１－２４６に連絡してください。    

乗車予約について 

ご自宅から利用する場合 

➀「スマイル石井号」の予約をお願いします。 

②会員番号は〇〇―〇〇の△△
な ま え

です。利用者は〇人です。 

③〇〇時の便をお願いします。行き先は〇〇です。 

目的施設から利用する場合 

➀「スマイル石井号」の予約をお願いします。 

②会員番号は〇〇―〇〇の△△
な ま え

です。利用者は〇人です。 

③〇〇時の便をお願いします。〇〇から自宅までお願いします。 
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▶ 運賃は１回乗車につき、大人３００円、小学生１５０円、未就学児

は無料です。未就学児は保護者同伴に限って利用できます。 

 

▶ 障がい者、および第１種障がい者の介護の方１名は半額となりま

す。降車時料金を支払う際に手帳をお見せください。なお、手帳を

お忘れの際には通常の料金となります。 

 

▶ 運賃に１０円未満の端数が生じた場合は、端数を切り上げた額が運

賃となります。（例：７５円→８０円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用料金 
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●お買い物 
・ベルモール 
・ヨークベニマル石井店 
・ベイシア陽東店 
・たいらや石井店 
・カワチ薬品石井町店 

・ツルハドラッグ宇都宮東峰店 
・かましん平松本町店 
・ローソン問屋町店 
・セブンイレブン石井南店 
・ケーヨーデイツー陽東店 

 

 

●病 院 
・藤田医院 

・福島眼科医院 
・乾林堂医院  
・片山医院 
・さいとう医院  
・ひだまりの森クリニック 
・いしだ整形外科 
・平野歯科医院  
・岡田歯科医院 

 

 

 

●その他 
・石井小学校 
・石井郵便局 
・旧栃木銀行石井町支店(ATM)  
・栃木銀行平松支店 
・足利銀行問屋町出張所 
・栃の葉東峰ホール  

・ケーズデンキ（ベルモール宇都宮） 
・サトーカメラ宇都宮本店 
・セブンイレブン石井東店 
・ベルさくらの湯 
・理容プラージュ宇都宮ベルモール前店 

・ローソン石井町内野店 
・ローソン石井町殿田店 
 

 

ご利用いただける目的施設 

・有村小児科医院 

・石井町クリニック 
・大場医院 
・菊池歯科医院 
・クローバー鍼灸治療院 
・新直井病院 
・根本外科胃腸科医院 
・野澤整骨院 
・ひがしみね整骨院 
・松田歯科クリニック 

・吉澤整骨院 
 

・JAうつのみや平石支所 
・下栗郵便局 
・平石地区市民センター 
・陽東中学校 
・老人福祉センターふれあい荘 
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①予約の〆切り…予約は行きの便も帰りの便も希望便の３０分前に〆切り

ます。１０時便を利用したい場合には、９時３０分までに必ず予約を入

れてください。通院や買い物で時間が確定できない場合には、用事が済

んでからの予約をお願いします。 
②乗車場所…予約した時間に、予約した場所から乗車します。予約場所に

不在の場合には、次の利用者の予約場所に移動しますので注意してくだ

さい。 
③他の会員と相乗りになることがあります。 
④同じ便に複数の予約が入った場合には、最適な順路を選択しての走行と

なります。１０時便を予約しても複数予約があった場合には、１０時に

タクシーが来ないことがあることや、帰りの便に一番最初に乗車して

も、別な目的地から予約のあった会員を乗車させる関係で、自宅に着く

のが最後になることもあります。時間に余裕をもってご利用ください。 
(例)１０時便は、１０時～１１時までに送迎をします。 

      ※毎時の便は、その時間帯に送迎を完了します。 

⑤車いすで乗車する場合には予約時にお伝えください。 

⑥おひとりで歩行が困難な方は付き添いをつけてください。運転手ができ

ることは、車両への乗降時に手をお貸しする程度です。 

⑦運賃の支払い…運賃は、目的地到着時に現金でのお支払いとなります。

できるだけおつりのないようご用意ください。また、宇都宮市の高齢者

外出支援事業「いきいき７０」対象の「石井地域公共交通回数乗車券」

もご使用いただけます。 

⑧新型コロナウィルス感染防止へのお願い…宇都宮市の要請の下、運行事

業者の協力を得て乗客数の制限や定期的な車内の消毒など、感染防止に

努めております。利用者の皆様にも、乗車前の手指の消毒や乗車時のマ

スクの着用をお願いします。また、発熱や咳など体調がすぐれない時に

は、ご利用をお控えください。 

ご理解とご協力のお願い 
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A１  自宅から 48目的施設以外に直接タクシーで行くことはでき

ませんが、目的施設へ到着後に定時定路バスで別な場所に移

動したり、目的施設から他の交通機関で別な場所に移動した

りすることは自由です。  
 

 

A２  帰りの便も目的施設から乗車しなければなりませんが、別の
目的施設から帰りの便を予約して乗車することはできます。   

 

 

A３  降車する場所が目的施設であればできます。予約時にそれぞ
れの方が降車する目的施設をお知らせください。    

A４  できますが、登録証は１枚ですので、予約時に世帯主や登録
番号をお伝えできるよう、コピー等で控えをご準備くださ

い。   
A５  登録証の有効期限はその年度の３月３１日までですので、残

念ですが９ヶ月間しか利用できません。４月１日から利用で

きるよう登録継続についてもご注意ください。      
よくある問い合わせ Ｑ＆Ａ 

Q1 目的施設以外には行けないのか 

Q2 帰りの便も降車した目的施設から乗車しなければならないのか 

Q3 家族３人で乗車したが、それぞれ別な目的施設で降車すること 

はできるのか 
Q4 家族３人が別々な場所で帰りの便を予約することはできるのか 

Q5 ６月３０日に登録したが有効期限はその日から 1年間か 
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A６  誤って別の会社のタクシーに乗車した場合には気づいた時点

にもよりますが、乗車したタクシー会社から料金を請求され

る場合があります。タクシーのドアについている愛称「スマ

イル石井号」をご確認のうえ、ご乗車ください。     
 

A７  タクシーの定員は４名ですので、６名全員が同じタクシーに
乗車することはできませんし、別便でのお迎えになります。

しかし、家族６人がそれぞれの目的地に同じ時間帯の便で移

動することができます。   
A８  ＵＤ車ですので、もちろん利用できます。予約時にその旨を

ご連絡ください。 

 

 

 

 

A９  予約をする際にそのことをタクシー会社にお伝えください。
降車時に継続加入の登録料をお支払いいただくことでタクシ

ーを利用できます。     
A10  残念ながら、利用できません。仮にその親戚の方が利用登録 

可能な地区にお住まいであっても、登録していなければ利用

できませんので、その方の利用登録が必要となります。 

Q6 帰りの便を予約した際、予約したタクシーと思い込んで

別なタクシーに乗車してしまった 

Q7 家族 6人でタクシーを予約したいが… 

Q8 車いすだが利用できるのか 

Q9 利用しようと思い登録証を見たら、登録の有効期限が切れ

てしまっていたが… 

Q10 地域外の親せきが遊びに来ていて、一緒に目的施設に行く

ことになった。家族の一員としてタクシーを利用できるのか 
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A11  できます。予約をする際に乗車目的施設と降車目的施設をお 

伝えください。   
 

A12  未就学児には保護者付き添うことになっていますので、兄弟
同士での乗車はできません。    

   A13 通常のタクシーではありませんので、申し訳ありません

が、便の指定のみで時間指定はできません。デマンド型乗

り合いタクシーは、お一人おひとりの交通の手段としての

経済性と利便性の両方を大切にしています。みんなで乗り

合うことをご理解ください。    
A14  出発後の目的施設の変更はできません。一度予約時の目的施 

設で降車していただき、その後また予約をいただくことにな

ります。 

 

  
A15 申し訳ありませんが、乗り合いタクシーですので、感染性の

病気や感染性が疑われる病気の場合には他の交通手段をご利

用ください。     

Q11 目的施設間のタクシーの利用はできるのか 

Q12 未就学児の子を中学生の兄と一緒に乗車させたいが… 

Q13 いつも予約した時間より遅れて迎えに来るが… 

Q14 乗車後、目的施設の変更はできるのか 

Q15 熱があり、目的施設の病院に行きたいのだが… 


