
小野市デマンドタクシー乗降ポイント一覧 R5.5.24更新 

B－２２ 田中皮フ科医院 中町 D－１６ 佐保堂薬局　小野南店 市場町 J－３ 育ヶ丘 樫山町

A－１ 小野市役所 中島町 B－２３ つぼた小児科医院 西本町 D－１７ 成光漢方 育ヶ丘町 G－１ 小野郵便局 王子町 J－４ 池尻 池尻町

A－２ 小野市消防本部（消防署） 王子町 B－２４ 土井病院 復井町 D－１８ センター薬局 中町 G－２ 小野上本町郵便局 上本町 J－５ 池田 池田町

A－３ 消防署南分署 池尻町 B－２５ ひまわりクリニック 神明町 D－１９ 大門調剤薬局 復井町 G－３ 小野本町郵便局 本町 J－６ 市場 市場町

A－４ 消防署北分署 古川町 B－２６ 平井小児科、アレルギー科医院 黒川町 D－２０ 日本調剤　北播磨薬局 市場町 G－４ 河合西簡易郵便局 河合西町 J－７ 大島 大島町・垂井町

A－５ コミュニティセンターおの 王子町 B－２７ 平出医院 神明町 D－２１ 阪神調剤薬局　小野店 天神町 G－５ 河合郵便局 粟生町 J－８ 小田上 小田町

A－６ コミュニティセンターかわい 新部町 B－２８ 復井診療所 復井町 D－２２ 阪神調剤薬局　北播磨店 市場町 G－６ 小野来住郵便局 下来住町 J－９ 小田下 小田町

A－７ コミュニティセンターきすみの 下来住町 B－２９ 福岡クリニック 神明町 D－２３ ひかり薬局　本町店 本町 G－７ 市場郵便局 市場町 J－１０ 小田農協 小田町

A－８ コミュニティセンターいちば 市場町 B－３０ 藤本在宅医院 粟生町 D－２４ ふじ薬局 船木町 G－８ 小野樫山簡易郵便局 育ヶ丘町 J－１１ 小野大池 王子町

A－９ コミュニティセンターおおべ 敷地町 B－３１ まえだクリニック 大島町 D－２５ フタツカ薬局　小野店 敷地町 G－９ 小野小田郵便局 小田町 J－１２ 小野商工会議所前 王子町

A－１０ コミュニティセンター下東条 福住町 B－３２ まつい子どもクリニック 敷地町 D－２６ 松原薬局 中町 G－１０ 小野住吉郵便局 住吉町 J－１３ 小野本町一丁目 本町

A－１１ 市民研修センター 福住町 B－３３ 松尾内科 黒川町 D－２７ みどり薬局 大島町 J－１４ 樫山 樫山町

A－１２ 図書館 中島町 B－３４ 三浦クリニック 天神町 D－２８ 森薬忠堂薬局 上本町 H－１ イオン　小野店 王子町 J－１５ 鹿野 鹿野町

A－１３ 総合体育館アルゴ 王子町 B－３５ 山口内科医院 本町 D－２９ やよい薬局 敷地町 H－２ マックスバリュ　王子店 王子町 J－１６ 北古川 古川町

A－１４ 匠台公園体育館アクト 匠台 B－３６ 依藤診療所 本町 H－３ マックスバリュ　黒川店 黒川町 J－１７ 久保木 久保木町

A－１５ 河合運動広場 河合中町 B－３７ 緑駿病院 匠台 E-1 粟生逢花苑 粟生町 H－４ フレッシュバザール　王子店 王子町 J－１８ 久保木公会堂 久保木町

A－１６ 多目的（龍翔）ドーム 河合中町 B－３８ わかば産婦人科 敷地町 E-2 小野市社会福祉協議会 王子町 H－５ フレッシュバザール　黒川店 黒川町 J－１９ 榊 樫山町

A－１７ あお陶遊館アルテ 粟生町 E-3 オパール 復井町 H－６ 業務スーパー　小野店 王子町 J－２０ 敷地 敷地町

A－１８ うるおい交流館エクラ 中島町 C－１ 歯科石原医院 池田町 E-4 オリーブ小野 天神町 H－７ ハローズ　小野店 王子町 J－２１ 菅田 菅田町

A－１９ ひまわりの丘公園 浄谷町 C－２ 市浦歯科 小田町 E-5 キリン堂 王子町 H－８ ダイレックス　王子店 王子町 J－２２ 曽根 曽根町

A－２０ 白雲谷温泉ゆぴか 黍田町 C－３ うとう歯科医院 敷地町 E-6 キリン堂中町 中町 H－９ ジャパン　小野店 古川町 J－２３ 高田町 高田町

A－２１ 鍬溪温泉きすみのの郷 下来住町 C－４ おうじクローバー歯科 王子町 E-7 グッドタイムリビング小野 黒川町 H－１０ ホームセンターアグロ　小野店 王子町 J－２４ 電鉄小野駅 神明町

A－２２ こだまの森 万勝寺町 C－５ 大橋歯科医院 王子町 E-8 くつろぎの杜 市場町 H－１１ ふれあいマート 小田町 J－２５ 中番小学校 菅田町

A－２３ 好古館 西本町 C－６ かみもと歯科小児歯科クリニック 王子町 E-9 薫楓苑 復井町 H－１２ セブンイレブン小野本町 本町 J－２６ 船木 船木町

A－２４ 伝統産業会館 王子町 C－７ 北山歯科医院 粟生町 E-10 こみなみ 市場町 H－１３ セブンイレブン小野中町南 中町 J－２７ 古川 古川町

A－２５ 学校給食センター 古川町 C－８ きらら歯科 黒川町 E-11 こみなみの家 天神町 H－１４ セブンイレブン小野浄谷町 浄谷町

A－２６ ひまわり園 河合中町 C－９ くすはら歯科医院 黒川町 E-12 こもれび 久保木町 H－１５ セブンイレブン小野粟生町 粟生町 K－１ 西山 復井町

A－２７ 児童館チャイコム 浄谷町 C－１０ 幸田歯科医院 市場町 E-13 さわらびの郷 西本町 H－１６ セブンイレブン小野樫山町 樫山町 K－２ 河合西 河合西町

A－２８ 小野クリーンセンター 天神町 C－１１ 芝本歯科医院 黒川町 E-14 GTLケアプランセンター小野 黒川町 H－１７ セブンイレブン小野大島町 大島町 K－３ 昭和町 三和町

A－２９ 一般廃棄物最終処分場 天神町 C－１２ しもむら歯科クリニック 王子町 E-15 デイサービスセンターあったかい家 七宝 大島町 H－１８ セブンイレブン小野市役所前 王子町 K－４ 高田 高田町

A－３０ 船木浄水場 船木町 C－１３ 田中歯科医院 大島町 E-16 シルバーランド 葉多町 H－１９ セブンイレブン小野福住町 福住町 K－５ 王子 王子町

A－３１ 小野市シルバー人材センター 王子町 C－１４ 坪田歯科医院 本町 E-17 シルバーランド・リブレ 上本町 H－２０ ファミリーマート小野本町店 本町 K－６ 黒川西 黒川町

A－３２ 小野市社会福祉協議会 王子町 C－１５ 長井歯科医院 市場町 E-18 グループホーム 銀荘 葉多町 H－２１ ファミリーマート小野黒川店 黒川町 K－７ 中町 中町

A－３３ 湧水苑 万勝寺町 C－１６ ヒカリクリニック 黒川町 E-19 スマイルライフ 片山町 H－２２ ファミリーマート小野樫山町店 樫山町 K－８ 県営小野神明団地 神明町

A－３４ 小野希望の丘陸上競技場アレオ 浄谷町 C－１７ 福岡歯科 神明町 E-20 青山荘 復井町 H－２３ ファミリーマート小野高田店 高田町 K－９ 大島中 大島町

C－１８ ふくおか歯科クリニック 育ヶ丘町 E-21 ツクイ小野黒川 黒川町 H－２４ ファミリーマート小野古川町店 古川町 K－１０ 浄化センター前 黍田町

B－１ 北播磨総合医療センター 市場町 C－１９ 藤本歯科医院 鹿野町 E-22 鵜野整骨院リハビリデイサービス トナリノ 本町一丁目 H－２５ ローソン小野浄谷町 浄谷町 K－１１ 二葉 二葉町

B－２ 兵庫あおの病院 市場町 C－２０ 藤原歯科クリニック 神明町 E-23 特別養護老人ホーム なごみの杜 天神町 H－２６ ローソン小野池尻町 池尻町 K－１２ 小野ニュータウン東 天神町

B－３ 井岡医院 菅田町 C－２１ 宮本歯科医院 天神町 E-24 ぬく森 久保木町 H－２７ 西松屋小野店 敷地町 K－１３ 小野ニュータウン西 天神町

B－４ 育が丘クリニック 樫山町 C－２２ 森岡歯科医院 黒川町 E-25 はっぴーらいふ小野 王子町 H－２８ ワークマンプラス小野店 王子町 K－１４ 山田西 山田町

B－５ いまむら皮膚科クリニック 敷地町 C－２３ よこた歯科医院 育ヶ丘町 E-26 復井診療所 復井町 K－１５ 山田中 山田町

B－６ いのうえ耳鼻咽喉科クリニック 黒川町 E-27 ふたばの里 二葉町 I－１ JＲ・市場駅（東口） 黍田町 K－１６ 船付 山田町

B－７ 栄宏会小野病院 天神町 D－１ あさひ薬局　敷地店 敷地町 E-28 ふなき 船木町 I－２ JＲ・市場駅（西口） 黍田町 K－１７ 大上 山田町

B－８ 岡田整形外科 王子町 D－２ アルカドラッグ　小野店 黒川町 E-29 まんてんおの南 市場町 I－３ JＲ・小野町駅 下来住町 K－１８ 上榊 榊町

B－９ 岡田内科医院 市場町 D－３ アルカ小野中央薬局 黒川町 E-30 小規模多機能型居宅介護 ゆとり庵鹿野 鹿野町 I－４ JＲ・粟生駅 粟生町 K－１９ 下榊 榊町

B－１０ 岡村医院 敷地町 D－４ 育が丘グリーン薬局 育ヶ丘町 I－５ JＲ・河合西駅 新部町 K－２０ 育ヶ丘南 育ケ丘町

B－１１ 小野レディースクリニック 西本町 D－５ ウエルシア　北播磨総合医療センター前店 市場町 F－１ 但馬銀行　小野支店 本町 I－６ JＲ・青野ケ原駅 復井町 K－２１ 育ヶ丘西 育ケ丘町

B－１２ オリーブ皮フ科 黒川町 D－６ 榎本薬局 上本町 F－２ 中兵庫信用金庫　小野支店 黒川町 I－７ 神鉄・樫山駅 樫山町 K－２２ 育ヶ丘東 育ケ丘町

B－１３ かごたに眼科 黒川町 D－７ 小野薬局 本町 F－３ 日新信用金庫　小野支店 上本町 I－８ 神鉄・市場駅 池尻町 K－２３ 樫山 樫山町

B－１４ 柏木医院 船木町 D－８ 小野ひまわり調剤薬局 天神町 F－４ 播州信用金庫　小野支店 中町 I－９ 神鉄・小野駅（商店街側） 神明町 K－２４ 池尻 池尻町

B－１５ こうすけ眼科クリニック 大島町 D－９ キリン堂　小野王子店 王子町 F－５ 姫路信用金庫　小野支店 王子町 I－１０ 神鉄・小野駅（小野小側） 神明町 K－２５ 小田上 小田町

B－１６ 北野整形外科・外科 黒川町 D－１０ キリン堂　小野本町店 本町 F－６ 兵庫県信用組合　小野支店 上本町 I－１１ 神鉄・葉多駅 葉多町 K－２６ 脇本谷 脇本町

B－１７ 小島クリニック 王子町 D－１１ クオール薬局　小野店 敷地町 F－７ 兵庫みらい農協　小野中央支店 上本町 I－１２ 神鉄・粟生駅 粟生町 K－２７ 脇本新田 脇本町

B－１８ 小林眼科 敷地町 D－１２ くるみ薬局 粟生町 F－８ 兵庫みらい農協　河合支店 三和町 I－１３ 北条鉄道・粟生駅 粟生町 K－２８ 四ツ堂 万勝寺町

B－１９ 篠原医院 粟生町 D－１３ 弘勢堂薬局 粟生町 F－９ 兵庫みらい農協　小野南支店 市場町 K－２９ 万勝寺新田 万勝寺町

B－２０ 清水内科クリニック 敷地町 D－１４ コスモス　王子店 王子町 F－１０ 兵庫みらい農協　下東条支店 小田町 J－１ 旭丘中学校口 古川町 K－３０ 万勝寺下池 万勝寺町

B－２１ 田中内科医院 新部町 D－１５ 佐保堂薬局　神明店 神明町 F－１１ みなと銀行　小野支店 敷地町 J－２ イオン小野 王子町 K－３１ 南山稲荷 万勝寺町

K　らん♡らんバス・バス停

B　病院、医療機関（歯科除く。）

I　駅

D　薬局

F　金融機関

J　神姫バス・バス停

A　公共施設 G　郵便局

H　スーパー・コンビニ

E　介護サービス提供事業所

C　歯科医院



K－３２ 万勝寺 万勝寺町 K－９１ グリーンハイツ北 昭和町 M－３ 粟生こども園 粟生町 O－３５ 昭和町公民館 昭和町

K－３３ 万勝寺口 万勝寺町 K－９２ グリーンハイツ南 粟生町 M－４ 育ヶ丘保育園 育ヶ丘町 O－３６ 昭和会館 昭和町 P－１ 賀内鍼灸院 西本町

K－３４ 新開地（共進牧場） 浄谷町 K－９３ 復井南 復井町 M－５ 市場こども園 市場町 O－３７ 三和会館 三和町 P－２ おがわ治療院 王子町

K－３５ 浄谷 浄谷町 K－９４ 粟生 粟生町 M－６ 小野ひまわり保育所 広渡町 O－３８ 粟生会館 粟生町 P－３ ヒマワリ鍼灸整骨院 天神町

K－３６ 坂下 浄谷町 K－９５ 喜多口 高田町 M－７ 小野保育所 黒川町 O－３９ 黍田会館 黍田町 P－４ 十仁治療院 天神町

K－３７ 復井 復井町 K－９６ 田園町 下大部町 M－８ 亀鶴こども園 河合中町 O－４０ 山寄公民館 下来住町 P－５ たなごころ 天神町

K－３８ 青野ケ原町 復井町 K－９７ 下大部 下大部町 M－９ 来住保育所 下来住町 O－４１ 下来住町二組公民館 下来住町 P－６ モアプラス鍼灸整骨院 黒川町

K－３９ 河合中 河合中町 K－９８ 大島 大島町 M－１０ 光明保育所 神明町 O－４２ 下来住町第3公民館 下来住町 P－７ 花こころ鍼灸院 新部町

K－４０ 新部 新部町 K－９９ 市場 市場町 M－１１ 下東条中央保育園 小田町 O－４３ 下来住町四組公民館 下来住町 P－８ こころ鍼灸整骨院 中町

K－４１ 住永町 住永町 K－１００ 育ヶ丘 樫山町 M－１２ 下東条西保育所 住吉町 O－４４ 原公会堂/来住町公会堂 来住町 P－９ 鵜野接骨院 本町一丁目

K－４２ 西脇 西脇町 K－１０１ 近津神社前 粟生町 M－１３ 白百合こども園 敷地町 O－４５ 岩倉公民館 来住町 P－１０ 千葉整骨院 天神町

K－４３ 西脇北 西脇町 K－１０２ 福住・小田下 小田町 M－１４ 中央こども園 新部町 O－４６ 莇公民館 来住町 P－１１ ほりぐち整骨院 上本町

K－４４ 阿形 阿形町 K－１０３ 来迎寺 市場町 M－１５ 北辰こども園 高田町 O－４７ 家老戸谷公民館 来住町 P－１２ まどか接骨院 神明町

K－４５ 小野町駅西 下来住町 K－１０４ 天神東ヶ丘 天神町 M－１６ みやま保育園 中谷町 O－４８ 舟本公会堂 来住町 P－１３ 三木整骨院 黒川町

K－４６ うぐいす台 池田町 K－１０５ 住吉町上 住吉町 O－４９ 阿形町公民館 阿形町

K－４７ 中谷 中谷町 K－１０６ 山田東 山田町 N－１ 小野警察署 中島町 O－５０ 西脇町公民館 西脇町 Q－１ 小野タクシー㈱ 本町

K－４８ 曽根 曽根町 K－１０７ 匠台 匠台 N－２ 小野交通安全協会(安全安心センター) 中島町 O－５１ 福甸町公民館 福甸町 Q－２ ひまわりハートタクシー 古川町

K－４９ 小田下川北 小田町 K－１０８ 神社前 長尾町 N－３ 小野駅前交番 神明町 O－５２ 市場町公民館 市場町 Q－３ ファイブスタータクシー㈱ 浄谷町

K－５０ 船木町交差点北 船木町 K－１０９ 中山 菅田町 N－４ 河合駐在所 新部町 O－５３ 樫山町公民館 樫山町 Q－４ えびす介護タクシー 天神町

K－５１ 菅田 菅田町 K－１１０ 大開中 大開町 N－５ 粟生駐在所 粟生町 O－５４ 榊町公民館 榊町

K－５２ 高山町 住吉町 K－１１１ 大開町 大開町 N－６ 下来住駐在所 下来住町 O－５５ 大島町中集会所 大島町

K－５３ 広渡 広渡町 K－１１２ 脇本下西山 脇本町 N－７ 市場交番 市場町 O－５６ 大島町西公民館 大島町

K－５４ 中島町 中島町 K－１１３ 小田下 小田町 N－８ 小田駐在所 小田町 O－５７ 大島町東公民館 大島町

K－５５ 大島西 大島町 K－１１４ 船木 船木町 N－９ 菅田駐在所 菅田町 O－５８ 山田町公民館 山田町

K－５６ 小野町駅東 下来住町 K－１１５ 中町団地 中町 O－５９ 池尻町公民館 池尻町

K－５７ 来住 来住町 K－１１６ 天神西 天神町 O－１ 上本町公民館 上本町 O－６０ 池尻町公会堂 池尻町

K－５８ 来住西 来住町 K－１１７ 買野 中谷町 O－２ 本町会館 本町 O－６１ 二葉町公民館 二葉町

K－５９ 鴨池 来住町 K－１１８ 小野大池 王子町 O－３ 本町一丁目公民館 本町一丁目 O－６２ 育ヶ丘自治会館 育ケ丘町

K－６０ 来住南 来住町 K－１１９ 小野本町一丁目 本町一丁目 O－４ 西本町公民館 西本町 O－６３ 高田町公民館 高田町

K－６１ 南山 万勝寺町 K－１２０ テクノプラザ前 匠台 O－５ 東本町公民館 東本町 O－６４ 喜多町公民館 喜多町

K－６２ 丸石 大開町 K－１２１ 舟本 来住町 O－６ 丸山町公民館 丸山町 O－６５ 鹿野町公民館 鹿野町

K－６３ 大開南 大開町 K－１２２ 流通団地北 匠台 O－７ 神明町公民館 神明町 O－６６ 敷地町公民館 敷地町

K－６４ 栄町 栄町 K－１２３ 匠台18番地前 匠台 O－８ 神明分譲地自治会ふれあい会館 神明町 O－６７ 敷地町公民館 敷地町

K－６５ 栄橋 長尾町 K－１２４ 匠台17番地前 匠台 O－９ 垂井町公民館 垂井町 O－６８ 住永町公民館 住永町

K－６６ 長尾町 長尾町 K－１２５ 榊公園南 匠台 O－１０ 中町公民館 中町 O－６９ 王子町公民館 王子町

K－６７ 日吉町口 長尾町 K－１２６ 匠台3番地前 匠台 O－１１ 中町公会堂 中町 O－７０ 中島町公民館 中島町

K－６８ 日吉町 日吉町 K－１２７ 匠台5番地前 匠台 O－１２ 新田団地集会所 中町 O－７１ 上新町公民館 王子町

K－６９ 鴨居 天神町 K－１２８ 匠台11番地前 匠台 O－１３ 天神町公民館 天神町 O－７２ 広渡町公民館 広渡町

K－７０ 天神町 天神町 K－１２９ 鍬溪温泉前 下来住町 O－１４ 日吉町公民館 日吉町 O－７３ 古川町公民館 古川町

K－７１ 葉多 葉多町 K－１３０ 敷地南 敷地南 O－１５ 長尾町公民館 長尾町 O－７４ 中谷地区集落農事集会所 中谷町

K－７２ 久茂口 葉多町 O－１６ 栄町公民館 栄町 O－７５ 脇本町公民館 脇本町

K－７３ 片山 片山町 L－１ 小野小学校 西本町 O－１７ 浄谷町公民館 浄谷町 O－７６ 万勝寺地区構造改善センター 万勝寺町

K－７４ ひまわりタウン 小田町 L－２ 小野東小学校 天神町 O－１８ 黒川町公民館 黒川町 O－７７ 池田町公民館 池田町

K－７５ 久保木 久保木町 L－３ 河合小学校 新部町 O－１９ 葉多町公民館 葉多町 O－７８ 小野平集会所 池田町

K－７６ 北古川 古川町 L－４ 来住小学校 下来住町 O－２０ 久茂町公民館 久茂町 O－７９ 曽根町公民館 曽根町

K－７７ 古川 古川町 L－５ 市場小学校 市場町 O－２１ 下大部町公民館 下大部町 O－８０ 小田上町公民館 小田町

K－７８ 商店街南口 西本町 L－６ 大部小学校 敷地町 O－２２ 片山町公民館 片山町 O－８１ 南小田公民館 小田町

K－７９ 商店街北口 王子町 L－７ 中番小学校 中番町 O－２３ 大開地区構造改善センター 大開町 O－８２ 小田下町公民館 小田町

K－８０ 鹿野 鹿野町 L－８ 下東条小学校 小田町 O－２４ 北丘町集会所 北丘町 O－８３ 小田下公民館 小田町

K－８１ 広渡廃寺 広渡町 L－９ 小野中学校 本町 O－２５ 小野ニュータウン公民館 天神町 O－８４ 船木町公民館 船木町

K－８２ アメニティくろかわ 黒川町 L－１０ 河合中学校 三和町 O－２６ 天神東ヶ丘公民館 天神町 O－８５ 福住町公民館 福住町

K－８３ 監理事務所前 池田町 L－１１ 小野南中学校 大島町 O－２７ 復井会館 復井町 O－８６ 中番町公民館 中番町

K－８４ 池田 池田町 L－１２ 旭丘中学校 古川町 O－２８ 西山会館 復井町 O－８７ 菅田町公民館 菅田町

K－８５ 北丘町 北丘町 L－１３ 小野特別支援学校 昭和町 O－２９ 青野ケ原会館 復井町 O－８８ 住吉町公民館 住吉町

K－８６ 住吉町川南 住吉町 L－１４ 県立小野高等学校 西本町 O－３０ 青野ケ原集会所 復井町 O－８９ 久保木町公民館 久保木町

K－８７ 広渡西 敷地町 L－１５ 県立小野工業高等学校 片山町 O－３１ 河合中会館 河合中町 O－９０ 高山町公民館 高山町

K－８８ 釈迦堂公園前 黍田町 O－３２ 河合西会館 河合西町 O－９１ ひまわり西集会所 小田町

K－８９ 向山 垂井町 M－１ わか松幼稚園 西本町 O－３３ 新部会館 新部町 O－９２ ひまわり東集会所 小田町

K－９０ 西山町 復井町 M－２ 小野東幼稚園 黒川町 O－３４ 旭町公民館 三和町

M　幼稚園・保育所・認定こども園

L　高校・中学校・小学校・特別支援学校

O　公民館

N　警察

P　鍼灸・あん摩・整骨院

Q　タクシー会社


