
※

丹波市役所

電話 88-5360（直通）

氷上支所
支所係　電話 82-3869

春日支所
支所係　電話 74-0221

柏原支所
支所係　電話 72-0544

青垣支所
支所係　電話 87-1001 デマンド（予約）型乗合タクシー

山南支所
支所係　電話 77-0240

市島支所
支所係　電話 85-1001

※
作成

登録にあたり、年齢やマイカーの有無など
による制限はありません。

電話 0795-72-5500

お問い合せ先
ご予約受付先

ご利用になるには

　登録の手続きは、下記の市役
所・支所で受け付けています。

ふるさと創造部 ふるさと定住促進課

運転手への予約申し込みはできません。
予約は、必ず、上記のデマンド予約センター
へお電話ください。

デマンド予約センター

デマンド（予約）型乗合タクシー
ご利用　説明書

令和3年4月1日

事前の登録手続き
と

電話による予約

　受付日時は、祝日・お盆（8月13日～15日）・
　年末年始（12月29日～1月5日）を除く月、火、
　水、金曜日。午前8時から午後4時まで。

電話予約オペレーター

暮らしをささえる 生活交通

福祉

交通

路線

バス

公共交通

連 携

鉄道
普通

タクシー



「デマンド(予約)型乗合タクシー」の運行概要は、次のとおりです。

① １台の車を乗り合わせることによって、利用者を送迎する交通手段です。

② 乗る前に、電話等によって予約する必要があります。
（予約のお申し込みは、１週間前から各便の３０分前までです。）

③ 乗る場所と降りる場所は、旧町域内です。

④ 乗る場所と降りる場所は、自宅あるいは施設(商店や病院)などです。

⑤ 自宅または自宅付近から乗車できます。

⑥ 運行日は、月曜日・火曜日・水曜日・金曜日の週４日です。
(ただし、その日が祝日又はお盆(8月13日～15日)年末年始(12月29日～1月5日)の時は、お休みします。)

⑦ １時間につき、１便の運行です。

⑧ 運行時間は、午前８時から午後３時台までです。
（ただし、午後１時からの１時間は、運転手の休息のため、運休します。）

⑨ 一般の乗車運賃は、１回の乗車につき３００円です。 　自動扉です。

「デマンド(予約)型乗合タクシー」とは？

　通院や買い物など、暮らしを支える身近な生活交通として導入されたのが「デマンド(予約)型乗合タク

シー」です。

　この交通手段は、“乗り合う”ことと“予約を受け付けてはじめて運行する”という考え方から、利用者間

の「感謝」や「思いやり」の気持ちが大切であり、鉄道や路線バスとは異なります。

－　１ ページ　－

　扉が開くときに、踏み台が出
てきます。ご注意ください。

みんなで、協力しながら、
上手に乗ろうね ❤



　・書類による登録（原則）
　・書類の受付及び提出先は、市役所（各支所）
　　　（受付日：月曜～金曜日（役所の開庁日）
　　　（受付時間：午前8時30分～午後5時15分）
　・登録完了の案内を送付しますので、お手元に届きましたら
　　ご利用できます

　・１回の乗車につき300円（13歳以上）
　・7歳以上13歳未満及び障害者手帳所持者は200円
　・身体障害者手帳1種、療育手帳Ａ区分又は精神障害者保健
　　福祉手帳１級所持者の介助者として利用する場合は200円
　・7歳未満は無料（保護者同伴のこと）
　・回数券、現金及びICOCA等の電子マネーによる支払い

　一般回数券（11枚つづり、3,000円）と、7歳以上13歳
　未満及び障害者手帳所持者及び介助者の回数券
　（11枚つづり、2,000円）を発行

※　午後１時からの１時間は、運転手の休息のため、運休いたします。
※　時刻は、最初の利用者が乗車する時間と予約締切の時間を表しています。
※　予約は利用したい日の1週間前から各便の30分前まで受け付けます。
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　回数券は、車両内 または デマンド予約センター（丹波市

商工会柏原支所）にて、現金で販売しています。

１２時便

回数券

　３時便 2:30まで

2:00

12:00

3:00

0795-72-5500
　月曜日、火曜日、水曜日、金曜日の週４日。　午前８時 から 午後４時 まで。
　（ただし、受付日が祝日又はお盆(8月13日～15日)年末年始(12月29日～1月5日)
　　　の時は、お休みします。）

8:30まで

運行時刻表
予約締切・変更・取り消し

　前日の午後4時まで

時刻

8:00

9:00

登録

「デマンド(予約)型乗合タクシー」予約受付と時刻表

便

　８時便

　９時便

予約の電話番号

予約の受付日と時間

運賃

１０時便

１１時便 10:30まで

　２時便

9:30まで10:00

11:00

運休

11:30まで

1:30まで



※ （例）

（例）

（例）
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電話による予約の伝え方

出発地 から

到着地

お願いします。

の住所 お名前  です。

」

「

「 」

「 登録した電話番号は、

□□-□□□□  です。 」

、

「 しばらく、お待ちください。 」

「

「 ○○さんですね。確認がとれました。

◎時便

月日

で

到着地

予約を受け付けました。 」

まで

」

まで

最初の電話で、「出かけるとき」と
「帰るとき」の予約を、同時に行うこ
ともできます。

ご利用ありがとうございました。「 」

月日 、

◎時便 の

出発地 から

氷上町成松 の 丹波花子 です。 登録した電話番号は、□□－□□□□ です。

今日２月１日 、 自宅 から △△商店 まで １２時便 で お願いします。

予約を受け
付けました。
ご自宅で
待っていてく
ださい。

予約を受け
付けました。
△△商店で
待っていてく
ださい。

氷上町成松 の 丹波花子 です。 登録した電話番号は、□□－□□□□ です。

今日、 △△商店 から 自宅 まで ２時便 で お願いします。



②

市役所窓口

丹波市地域公共交通活性化協議会

丹波市 ふるさと創造部 ふるさと定住促進課
丹波市氷上町成松字甲賀1番地

電話 0795-82-1001（代表）
0795-88-5360（直通）
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　お乗りの際に運転手に名前を告げ、運賃（回数券）を乗る時に運
転手にお渡しください。（ICOCA等の電子マネーも使用できます）

①

お願いです

① 　お迎えに行っても乗車予定場所におられない場合は、待たずに
次の予定地へ向かいます。

お互いが心地よく利用するために

　乗車の際は、車が到着したらすぐに乗れるように外に出てお待ち
頂き、車が見えたら手をあげて合図をお願いします。
（道路事情により、車両が進入できない場所もありますので、あら
かじめご了承ください。） 　デマンド（予約）型乗合タクシーは、介護タクシーとしての機能を

有していません。

⑨ 　予約できた便の日時を忘れないために、カレンダーやメモ用紙に
記入するようにしましょう。

⑧

⑤

　天候や交通事情等により、安全な運行に支障があると判断した
場合は、運行を中止することがあります。

⑥ 　運賃を現金でお支払いの場合は、できるだけつり銭がいらないよ
うにご準備ください。

⑦

　降りる際には、忘れ物のないようにご注意ください。

③

②

　定員に達したり、時間の都合によっては、予約をお受け出来ない
場合があります。

⑤

④

⑥ 　大きな荷物の持ち込みは、ご遠慮ください。
ひざの上や足元に置ける程度の荷物であれば、可能です。
車への乗り降りや手荷物の積み下ろしは、各自でお願いします。

　また、車いすに対応した車両ではありません。

　ペットとの同乗は、お断りします。
④ 　時間帯によっては、予約の電話をかけても「話し中」の時があり

ます。しばらくしてから、おかけ直しください。

③ 　乗り合いによる運行のため、自宅及び目的地への到着時間をお
知らせ（お約束）することはできません。
　お急ぎの場合や、時間を気にしなければならない場合は、タク
シーなど別の交通手段をご利用ください。

　回数券は車内で販売しております。　運転手に申し出て、お買い
求めください。（現金による販売のみ）

　車内での飲食、喫煙はできません。


