
 1

嘉麻市デマンド運行型バス予約受付業務委託仕様書 
 

１ 業 務 名  嘉麻市デマンド運行型バス予約受付業務委託 

 

２ 履行場所  嘉麻市内 

 

３ 履行期間  契約締結日から令和５年３月３１日まで 

       （ただし、契約締結日の日から令和４年６月３０日までは業務の準備期間とする。） 

         

４ 目 的  

嘉麻市バスの運行形態のうち、乗車に係る予約に応じ利用者の自宅又は自宅付近から病院や

商業施設などへの輸送を行う嘉麻市デマンド運行型バス（以下「デマンドバス」という。）の予

約受付業務に関する業務内容等について定めることを目的とする。 

 

５ 運行範囲及びその形態 

デマンド運行型バスの運行については、原則、下記の表に定める４つの区域を運行範囲と定

め、記載する運行時間の範囲で運行するものであり、当該運行に係る乗車予約の受付及び運行

計画の作成を予約受付時間の範囲内で実施する。 

 

運 行 範 囲 運行時間 予約受付時間 

山 田 地 区 
１０時から１１時３０分 

１３時３０分から１８時 ８時３０分から１７時まで 
稲 築 地 区 

碓 井 地 区 

嘉 穂 地 区 ８時３０分から１８時 

 

６ 全体的事項 

 (1) 運行日  

日祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日の間）を除く日 

 (2) 事務所の設置、維持管理 

① 予約業務に係る事務所は、嘉麻市バスステーション内の指定する場所を無償で貸与する。 

② 事務所の維持管理は受託者の責任において行い、適正に管理すること。 

(3) 業務上の責務 

① 受託者は、各種法令を遵守の上、業務を遂行しなければならない。 

② 受託者は、予約受付業務に関し、迅速かつ適切に対処するよう努めるとともに、利用者

に対し、誠意ある接遇を心がけるよう指導・教育しなければならない。 

③ デマンドバスの運行に関する問い合わせ及び苦情等については、受託者において対応す

るものとし、常に事務所において連絡がとれる体制を整えておくこと。 

④ 業務上知り得た個人情報については、業務委託期間中及び業務委託期間終了後において、
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他に漏らさないこと。 

⑤ 許可した場合を除き、予約受付業務を実施する執務室内へ関係者以外を立ち入らせない

こと。 

(4) 緊急時の対応及び連絡体制 

① 緊急時における連絡体制、事故処理体制及び責任者を明確にしておくこと。 

② 積雪、災害発生等の緊急時における安全な運行に疑義がある場合は、運行事業者に

状況を確認し、運行が困難な場合は利用者に対し連絡するとともに、予約時間の変更

等適切に対処しなければならない。また、積雪、災害発生等が予想される場合は予約

の受付に支障のないよう、運行事業者と事前に調整のうえ適切な対応を講じ、その対

応方法について発注者に報告すること。 

③ 車両の故障等により運行に支障が生じる場合は、運行事業者と調整をし、利用者へ

の影響を最小限に留めるよう対策を講じること。 

④ 予約受付業務において事故が発生した場合は、被害を最小限に留めるよう迅速かつ

適正に対応し、速やかに発注者に報告するとともに、後日事故報告書を提出すること。 

(5) 損害賠償義務 

受託者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えたとき及び貸与された機器類に

破損等が生じたときは、受託者の責任においてその損害を賠償しなければならない。 

(6) 教育研修 

受託者は、オペレーター等の職員が適切かつ確実な業務遂行と緊急時の速やかな対応がで

きるよう定期的な教育体制を整えておくこと。また、運行開始までに MONET 

Technologies 株式会社の予約管理システム（以下「予約管理システム」という。）の操作方

法等を習得すること。 

(7) 業務報告 

① 受託者は、月毎に、次の各号に示す事項を記載した業務報告書を翌月の１０日までに提

出しなければならない。 

ア． 本業務の実施状況に関する報告書 

イ． 利用者登録の状況に関する報告書 

ウ．地区別予約受付状況報告書 

エ．苦情処理、利用者からの意見・要望に関する報告書 

オ．その他発注者が指示する事項 

② 発注者は、受託者に対し、委託業務の実施状況について随時調査し必要な報告を求める

とともに、業務の実施について必要な指示をすることができるものとする。 

 (8) 委託料の支払 

① 委託料の支払は、予約受付業務開始の日から発生するものとし、業務報告書の提出と併

せて委託料の支払に係る請求をすることができる。 

② 支払額に関しては、契約金額の税抜き額を契約月数で除した金額に消費税を加算したも

のとする。また、支払額に端数（千円単位）が生じた場合は、その端数金額は最後の支払

額に合算して支払うものとする。 

③ 発注者は、請求書を受理し不備がないときは、その日から３０日以内に受託者に業務委



 3

託料を支払うものとする。 

(9) 契約の解除 

① 発注者は、業務委託契約約款第１７条第１項に該当するときは、受託者との契約を解除

することができるものとする。 

② 受託者は、業務委託契約約款第１７条第１項の規定により契約が解除されたときは、発

注者に対して、その損害の賠償を求めることはできない。 

 

７ 予約受付業務内容 

(1) 業務の範囲  

デマンドバスに係る利用登録、電話又は FAX による乗車予約の受付、案内、その他当該

運行において必要となる業務とする。 

(2) 利用対象者 

デマンドバスを利用するにあたり、事前に利用登録を行った者。 

(3) 予約管理システムの活用  

① 本業務の実施にあたっては、予約管理システムを用い、デマンドバスの予約受付及び配

車管理をしなければならない。 

② 予約管理システムに関する機器及び電話機については、市が所有する予約受付用パソコ

ン各地区１台ずつ計４台及び電話機 2 台を無償で貸与する。 

③ FAX 機器及びその他業務に必要となる備品等の設置に係る経費については、全て受託者

の負担とする。 

④ 貸与された機器は、受託者において適正に管理し、不具合又は故障等が発生した場合は、

速やかに発注者に報告すること。 

⑤ 予約受付システムのパスワード管理において必要となる携帯電話の契約等に係る必要

な経費は受託者において負担すること。 

(4) システム環境の整備 

予約管理システムに利用するインターネット回線（光回線）については、嘉麻市バスス

テーションに設置されているインターネット回線を活用すること。 

(5) オペレーターの配置及び業務 

別添の予約受付状況に関する資料を参照のうえ、業務に支障が生じない必要な人員を確

保し、実施する業務の内容については、以下のとおりとする。 

① 予約管理システムへの利用者登録 

デマンドバス利用を希望する者（以下「利用希望者」という。）から申請された利用登

録票を受領してから４日以内に必要な情報を予約管理システムへ入力し、利用者登録が完

了した後、乗降場所等を含め利用希望者へ連絡すること。なお、記載内容に漏れや不備等

がある場合には利用希望者に連絡し確認すること。 

② 自宅及び乗降場所の登録 

利用希望者の希望する乗降場所を予約管理システムに登録する。なお、自宅付近の乗降

場所の登録にあたっては、希望する場所に最も近い道路とし、車両の通行おける道路の幅

員、旋回及び切り替えし等を想定し、安全に運行が可能な場所とすること。 
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③ 予約受付 

利用者登録された利用者（以下「利用者」という。）の予約を受け付ける際には、可能

な限り利用者の希望時間に合わせるよう努めるとともに、より効率的な利用の方法等をア

ドバイスしながら、予約管理システムへの入力を行わなければならない。なお、予約の受

付については、デマンドバスの利用予定日の１週間前から利用当日の１時間前までとし、

運行日及び運行時間に十分注意し予約の受付を実施すること。 

④ 乗継予約 

デマンドバスの運行については、嘉麻市内を４地区に区分した範囲内で定めているが、

地区を超えた利用の希望があった場合は、別に定める乗継拠点において車両を乗継ぎ利用

することができるものとする。なお、乗継利用の場合は運行する地区ごとに乗り継ぎに支

障の生じないよう、予約管理システムに入力しなければならない。 

⑤ 予約成立の通知 

デマンドバスの予約が成立した場合、ただちに乗車時間、乗車場所に関する必要事項を

利用者に対し通知しなければならない。 

⑥ 予約受付に係る留意事項 

デマンドバスの運行車両は、各地区の路線定期運行と時間帯別で併用しているため、デ

マンドバス運行に係る予約を受け付ける際、路線定期運行に影響が生じないよう細心の注

意を払い対応すること。 

⑦ 配車管理 

予約の内容が予約管理システムを通じて車載端末に情報が提供されている状況を確認す

るとともに、車両の現在地、配車状況等を含め、予定どおりの運行が行われてない場合は、

運行事業者に連絡し適切に対処すること。 

 

８ 協議 

(1) この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と協議のうえ、

決定するものとする。 

 



地区 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 計

山田 691 302 219 269 379 192 159 124 61 6 2,402

稲築 422 178 408 287 116 122 97 86 57 25 1,798

碓井 70 89 137 73 57 98 84 116 120 63 907

嘉穂 529 613 375 378 363 327 274 311 230 124 3,524

合計 1,712 1,182 1,139 1,007 915 739 614 637 468 218 8,631

1日当 5.8 4.0 3.9 3.4 3.1 2.5 2.1 2.2 1.6 0.7 29.4

※集計期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日

デマンド予約受付時間帯一覧表

単位：人



行きたい所へ行ける、便利な乗合バス!

デマンド運行型バス
ぜひご利用ください!

※幼児は大人1人につき2名まで無料。2名を超えた幼児は小児料金とします。　※幼児単独での乗車はできません。
※身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人及びこれらの人と同乗している介護者1名の運賃は
　「大人150円」、「小児80円」とします。乗車の際に必ず手帳を提示してください。提示なき場合は、割引運賃は適用できませんのでご注意ください。

運行日時 平日・土曜日 ※日祝日・年末年始（12月29日～1月3日）は運休

運行形態 自宅付近から目的地付近のポイント

運行範囲 旧市町単位の運行 運行車両 10人乗（定員8人）

現金と回数券がご利用いただけます。バス車内で両替はできませんので
あらかじめ運賃を用意してバスをご利用ください。

中学生以上

小　学　生

小学生未満幼児

小児

大人 1乗車につき 300円

1乗車につき 150円

無　料

区　分 運　賃

■乗車料金

デマンド運行型バスと
市バスの乗り継ぎも
可能です！

嘉 麻 市

1回の運行で複数人を乗せるバスの要素と、バスのように定められた場所に降車するのではなく、利用者の要望に応じた場所で降車す
ることができるタクシーの要素を持ち合わせた予約制乗合バスです。各旧市町単位を運行範囲とし、路線バスなどが走っていない市内
の隅々まで運行が可能です。

嘉麻市総合
バスステーション

稲築地区

碓井地区

嘉穂地区

山田地区

嘉麻市総合バスステーションには
全地区から乗り入れが可能です!

旧市町を跨いでのお出かけの場合は、
嘉麻市総合バスステーションまたは
旧市町境での乗り継ぎが便利です。
※乗り継ぎの場合は各地区の事業者に予約が必要です。
※乗車するごとに料金が必要です。
　（2台のデマンド運行型バスを乗り継ぐ場合は片道600円）

乗り継ぎで行動範囲が広がる!

区域外への移動は、嘉麻
市総合バスステーション
等で乗り継ぎができる!

利用者が1人でも
運行します!

乗り合い
だからお得!

自宅付近から目的地付近まで
自宅からスーパーへ。自宅から病院へなど、運行
区域内なら希望する場所へどこでも行ける!

運行範囲は旧市町単位を区域とします

※（例） 稲築地区から山田地区な
どのエリア外の

　　　 目的地に直行での運行は
できません。

嘉穂↔碓井
井土バス停

乗り継ぎポイント!

嘉穂↔碓井
ドラッグコーエイ付近

乗り継ぎポイント!

稲築↔碓井
松岡興業

乗り継ぎポイント!

嘉穂↔碓井
九郎原バス停

乗り継ぎポイント!

嘉穂↔山田
熊ヶ畑第三集会所

乗り継ぎポイント!

嘉穂↔山田
百々谷上

乗り継ぎポイント!

山田↔田川
坂谷バス停

田川市コミュニティバス乗継

乗り継ぎポイント!

稲築↔山田
山野社宅バス停

乗り継ぎポイント!

デマンド運行型バスとは…



デマンド運行型バスについて、ご不明な点は下記までお問い合わせください。お問い合わせ

嘉麻市役所 地域活性推進課 地域活性推進係 0948-42-7404

詳細はこちら

Q.2 予約変更・キャンセルはどうすればいいの?
ご事情で予約の変更やキャンセルをしたい場合は、予約を行った各地区の運行事
業者に事前にご連絡をお願いします（変更・キャンセル料はかかりません）。なお、
変更の場合、ご利用は予約変更受付の2時間後以降となります。

往復で利用できるの?
予定が終わる時間の目安が付きそうな場合
は、行きのデマンド運行型バスの予約を取る
際に、帰りのバスも併せて予約してください。

Q.1

Q A&デマンド運行型バス

ご
　
予
　
約

まずは登録!簡単2ステップ!

綜合交通株式会社グリーンベルトタクシー
三郡営業所

碓井地区
0948-62-4523

加地タクシー株式会社稲築地区 0948-43-3001
0948-52-1111嘉穂タクシー株式会社山田地区

■運行時間／10：00～11：30・13：30～18：00
　 ※乗車の1週間前から2時間前までにご予約ください。

■予約受付時間／平日・土曜日 8：30～18：00
10：30前に乗車される場合は前日までにご予約ください。

※嘉穂百々谷地区・大隈町猪之鼻地区・上山地区は、山田地区の
　運行区域となります。

碓井地区・稲築地区・山田地区

綜合交通株式会社グリーンベルト
タクシー 三郡営業所

嘉穂地区

0948-62-4523

■運行時間／8：30～18：00
　 ※乗車の1週間前から1時間前までにご予約ください。

■予約受付時間／平日・土曜日 8：30～18：00
9：30前に乗車される場合は前日までにご予約ください。

1時間前までの予約については試行的に運用しています。

嘉穂地区

電話で予約する場合

各地区の予約センターへ電話
利用者から運行事業者へ

氏名・乗降場所・希望日時・乗車人数などをお伝えください。

予約確認のため利用者へ連絡
運行事業者から利用者へ

乗車場所へ行く
乗車予定時刻より少し早めにお越しください。 アプリでは車両位置の確認も可能。

目的地で降車乗　車

利用方法 ご利用にあたり、事前登録（初回のみ）が必要です。

❷利用登録票を記入して提出
【提出先】
地域活性推進課または
各総合支所（郵送・FAX 可）

登録

嘉麻市役所本庁舎・各総合支所で配布
または嘉麻市ホームページにて掲載。❶利用登録票の入手

利用者

利用登録票で登録される方

事前登録完了!   電話予約またはスマホアプリにてご予約ください。

予約の確定と予約一覧確認

スマホアプリで予約する場合

予約情報を入力
氏名・乗降場所・希望日時・乗車人数などを入力してください。

登録❷基本情報を入力
メールアドレス・パスワード・氏名・電話番号などを入力してください。
※予約地区ごとにアクセスコードが異なるため複数地区登録の
　際は切替が必要です。

◯嘉穂地区 kama-kaho　    ◯碓井地区 kama-usui
◯稲築地区 kama-inatsuki  ◯山田地区 kama-yamada

アクセス
コード

利用者

❶MONET配車アプリを
　ダウンロード

iPhone
▶

Android
▶

スマホアプリで登録される方

利用者から嘉麻市役所へ

〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1　FAX 0948-42-7095


