資料２
嘉麻市における地域公共交通確保に向けた基本方針
新庁舎

地域公共交通確保に向けた基本方針
嘉麻市地域公共交通網形成計画に掲げる「一体性」
、
「安全性」
、
「利便性」
、
「持続性」の４
総合バスステーション（交通拠点）

つの方針とその方針に基づく目標に従い、誰もが利用できる使いやすい持続性のある路線

・4 地域の中心にあたる牛隈地区に総合バ

の構築を行うものとする。

スステーションを新設し、基幹路線相互
の乗継利便性向上を図る。

民間バス路線・鉄道に対する基本方針

山田牛隈線（桂川線）
・碓井～大分坑線の動向と連携し、山田地

・民間路線バス及び鉄道に対しては、今後も存続できるように努める。

域から嘉穂総合高校、桂川駅方面の利便
性を確保する。

・民間路線バス及び鉄道によるサービスの圏外にある市内地域については、市バスにて補
完する。（※福祉バスは、市バスへ統合）
・路線導入に際しては、競合を避けるとともに、嘉麻市バスを積極的に接続することで、
相互の利用者の増加を図る。

1.1. 運行計画の策定方針
方針

項目
対象者

嘉麻市を中心に公共交通の利用を必要とする利用者

対象区域

市内全域として、最寄りの公共交通の乗車場所から 300ｍ以内を基準に路線の構築を

稲築桂川線
・稲築地区（下鴨生駅）から稲

図る。
運賃

築志耕館高校、嘉穂総合高

民間路線バスやタクシー事業者の運賃を参考に、適正な運賃を設定し、収支率２０％を

校、桂川駅への利便性を確保

目指す。あわせて、広告料収入、ネーミングライツ等の導入についても検討する。

するため、路線を新設する。

・現行の市内周回線を活用しながら、4 市

※運賃の設定については、民間路線バスやタクシー事業者との協議が必要。
基幹路線

運
行
水
準

市内循環線
町合併の実効性を高め、4 地域の連絡性

基幹路線とは、各地域の区域を越えて運行する路線で、通学や通院、買い物ができるサー

を向上させるため、総合バスステーショ

ビス水準を確保することを目的とし、年末年始を除き毎日運行を行い、１時間に１本程度

ン～稲築間を、山田経由と嘉穂・碓井経
由の 2 路線に発展させる。

の運行確保を図る。
支線路線

支線路線とは、主に各地域内で運行する路線で、地域内での通院や買い物ができるサー

（枝線）

ビス水準を確保することを目的とし、平日のみ運行を行い、デマンド運行（区域運行）によ
る運行を行うものとする。ただし、利用者が集中する時間帯については定時定路線型での
運行導入も検討する。

運行事業者の

基幹路線及び支線路線については、原則、道路運送法第４条の許可により運行を基本

考え方

とする。

※なお、嘉麻市内外の観光周遊路線については、別途検討する。

図 1 嘉麻市の地域公共交通網のイメージ
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1.2. 既存路線の見直し

1.3. 福祉バスとして運行する路線

既存路線においては、現在の利用状況に応じて右に示すフローに基づき、路線の見直しの方向性を

現在、無料で運行を行っている稲築福祉バス、碓井福祉バスは、合併前の運行形態を引き継ぎ、一
部の福祉バスにおいては、満 60 歳以上の方等の利用制限が設定されている等、利用者にとっては複

定める。

雑で利用しづらい公共交通となっている。そのため、利用を制限することなく、誰でも利用できるよ
う利便性を高め、さらには免許返納等含め近い将来必要となる公共交通へ持続性のある転換を行うた

START

めの基礎的な目標として、福祉バスを市バスに統合する。

A)利用者数が定着して
いる

定着している

1.4. 新規運行路線

現行の運行路線・水準を基本とし
て、必要な見直しを行う

嘉麻市地域公共交通網形成計画において実施事業として定める稲築～桂川間の新規運行路線や市
内循環線について、具体的な運行路線、バス停、運行水準、運行ダイヤについて検討を行う。

B）利用区間が偏って
いる

大きく偏りがある 運行区間の分割・廃止（運行方法

C)利用される便が偏っ
ている

大きく偏りがある

の変更）を検討する

ダイヤの変更や減便を検討する

D)日によって利用者数
にバラツキがある

E)移動ニーズ・沿線状
況に対して路線が適切

曜日運行を検討する

適切でない

路線や運行方法の見直しを行う

適切だが利用されていない

予約型運行への変更や路線の
廃止を検討

図 2 既存路線見直しの検討フロー
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1.5. 運行形態選定の考え方
1.5.1. 区域運行のメリットとデメリット

各路線の見直しにあたり、見直し後の運行形態の選定の考え方を整理する。
現在の市バス・福祉バス路線は路線によって差があり、高校生の通学利用があり利用者の多い「熊

区域運行と路線定期運行には、それぞれ長所・短所があり、需要規模に沿った適用が重要となる。

ヶ畑～桂川線」
「市内周回線」
、高齢者の利用が中心だが利用水準の高い「坂谷・カッホー馬古屏線」

特に、区域運行とした場合は、利用規模によっては定時性への影響が大きく、1 便あたりの利用

「白木線」
「下山田線」
「千手内廻り線」
、1 日の利用が 10 人に満たないその他の路線の 3 種に大別で

者数が少ない路線に適用することが望ましい。

きる。
また、福祉バスは現在無償運行を行っているものの、日の利用者数は 45 人（碓井福祉バス）、115

表 1 区域運行と路線定期運行の比較

人（稲築福祉バス）と、
「熊ヶ畑～桂川線」や「市内周回線」に匹敵する乗客を輸送している。
区域運行
乗降しやすさ

一方、定時定路線型運行（バス等）、デマンド型運行（区域運行の乗合タクシー等）はそれぞれ適

路線定期運行

フルデマンド運行とした場合、自宅から バス停まで（から）徒歩が必要とな

正な需要規模があり、需要と供給が一致しない場合、効率性の低下・コスト増につながる可能性があ

目的地までタクシーと同様の利用が可能 り、集落分布によっては高齢者の利

り、需要規模に合った運行形態の選定が重要となる。

となり乗降しやすい

利
便
性

市バス・福祉バスの現在
の利用水準

予約の必要性

予約が必要となり、思いつきで行動する 不要
ことや予約時刻から遅れた場合、予約し
忘れた場合は利用できない

料金

料金設定次第

定時運行

予約状況によって変動するため、定時運 定時運行を前提として運行してお
行を保障できない

事
業
者
へ
の
影
響

用は比較的しにくい懸念がある

路線バス

り到着時刻を予測できる

運行区域の設定方法次第では、路線バス 路線の重複や料金差が少ない限り
の高齢者利用が減少する

タクシー

料金設定次第

は影響を抑制できる

予約時刻の制約、料金設定により多少コ ニーズは基本的に競合しない
ントロールできるが、影響は少なからず
与える

運行経費

運行回数や運用する車両数によって経費 利用者数が少数となる地区では非
が増減する

効率な運行となり収益性が低くな

路線定期運行より輸送効率が低下するた る

運
送
方
法
・
車
両

め、経費が増大する可能性もある
運行システム

必要となる場合、導入費・維持費がかかる 基本的に不要

車両

基本的に事業用車両での運行
※自家用有償車両での区域運行が解禁さ
れているが、どこまで許可されているか
要確認（既存事業者への影響が多大なた
め、タクシー事業者の無い過疎地への適
用と想定される）

図 3 運行形態の種類
資料：なるほど！公共交通の勘どころ
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自家用有償運送でも可

1.5.2. 需要規模と運行形態・運行水準選定の考え方
現在、市バス・福祉バス運行に用いている市の車両は、マイクロバス 16 台（うち福祉バスとしての利用：3 台）、ジャンボタクシー4 台であり、これらの車両を活用しながら、交通事業者の保有する車両（セ
ダン型等）の一部活用を視野に検討を行うことを前提とする。

表 2 運行形態選定の考え方
需要規模

運行形態

大


需
要
規
模
大



定時定路線型

運行水準
高

マイクロバス

1 便あたり 10 人を超える利用があ 

需要の集中する路線での利便性・ 

需要規模に対応しつつ、基幹的な路線として特に利便性を確保するため、1 時間に 1 便程度

り（想定され）
、特に需要の集中す

定時性を確保するため、定時定路

またはそれ以上の高頻度の運行水準で運行する

る路線

線での運行を行う



幹線機能を有し、枝線からの乗継

車両

基本的に土日祝の運行も確保するが、通学利用に特化した路線など、土日祝の利用が見込め
ない路線については平日のみの運行も検討する

需要のある路線
中




定時定路線型

中

ジャンボタクシー

1 便での最大の利用者数が 4～10 

需要が比較的集中する路線での 

枝線として日常生活行動の利便性を確保するため、沿線地域居住者の生活行動に合った運 （マイクロバス）

人となり、需要が比較的集中する

利便性（予約不要）や定時性を確

行水準とする

路線

保する

幹線に準ずる機能を有し、住居の 

ただし、需要の低迷する区間や利

可能な運行ダイヤとする

集中する地区と都市拠点・地区拠

用者の少ない時間帯においては、 

基本的に平日は毎日運行するものとし、土日祝の運行は行わない

点を連絡する路線

必要に応じて予約型運行を適用



特に、高齢者利用の想定される路線が中心であることから、午前中の外出行動を中心に対応

する
小


定路線型（デマンド運行）やミーティ 低
1 便の利用者数 

住居が比較 ングポイント型

が最大でも 4 人

的集中して 

定時定路線型に準じた運行形態 

高齢者の利用を想定し、午前中の外出行動を中心に対応可能なダイヤとし、日 2.5 往復程度

に満たない路線

いる地区

とし、路線や乗降場所を予め設定

（行き 2 便、帰り 3 便）の運行とする

することで定時性を確保する

需
要
規
模
小

ジャンボタクシー



住居が広範 フルデマンド型





基本的に平日限定の運行とし、曜日運行の導入も検討する

低

囲に点在す 

利用者の利便性確保のためフル 

る地区

デマンド運行とする


日常生活行動の最低限の利便性を確保する



ジャンボタクシー
日常生活行動の最低限の利便性を確保する
高齢者の利用を想定し、午前中の外出行動を中心に対応可能なダイヤとし、日 2.5 往復程度

ただし、タクシーとの競合を防ぐ

（行き 2 便、帰り 3 便）の運行とする

観点や、経済性の観点から路線型 

基本的に平日限定の運行とし、曜日運行の導入も検討する

の運行形態とは料金差を設ける
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またはセダン型

