
平成３０年８月３０日
嘉麻市 総務課、地域活性推進課

議案第７４号 嘉麻市バス条例の一部を改正する条例について
（補足説明資料）

碓井・大分坑線一部区間廃止への対応について

◇２７番系統（主な経路：牛隈～嘉麻市役所～桂川駅方面）
◇２８番系統（主な経路：第二保育所～又手～桂川駅方面）



１ 西鉄バス碓井・大分坑線廃止申出に係る経過について

西鉄バス碓井・大分坑線についての協議経過は以下のとおりです。
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平成２９年 ６月３０日（金） 西鉄バスが県バス対策協議会に廃止申出を提出

〃 ７月１８日（火） 福岡県バス対策協議会ブロック別地区協議会
西鉄バスから廃止の申出について説明を受けた。

〃 〃 地方創生市町村圏域（嘉飯圏域交通担当課長）会議
いったん持ち帰り、各市町の方針を持ち寄り協議を進めることを確認し
た。

〃 ９月１３日（水） 地方創生市町村圏域（嘉飯圏域交通担当課長）会議
各市町の方針をもとに協議を行った。

〃 １０月 ６日（金） 事務担当者会議（嘉麻市にて開催）
減便案を作成し、各市町で協議を行うことで決定。

〃 １０月１９日（木） 事務担当者会議（桂川町にて開催）
作成した減便案で西鉄に申し入れを行うことで決定。

〃 １１月 ６日（月） 県に協議結果を報告。

〃 １１月２０日（月） 地方創生市町村圏域（嘉飯圏域交通担当課長）会議 ※西鉄同席
２市１町からの申し入れを行い、意見を聴取した。
（西鉄の意見）
〇西鉄バスから運転手が不足している状況であり、この内容での運行
はできない。

〇大型バスでないと輸送できない区間の運行を基本と考えている。
運行可能なダイヤ等を西鉄バスから提案してもらうことで決定。
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平成３０年 １月２５日（木） 西鉄バスから運行可能なダイヤ等について提案された。
西鉄バスから２車２乗番での提案があった。
各市町持ち帰り検討することとした。

〃 １月２９日（月） 碓井地区行政区長会から要望書提出。
碓井地区行政区長会から「西鉄バス碓井・大分坑線廃止反対に対す
る要望書」が提出された。

〃 ２月１９日（月） 事務担当者会議（飯塚市にて開催）
パターン１（飯塚～桂川駅・嘉穂総合高等学校～西鉄大隈、８往
復）で合意。飯塚市、嘉麻市は地域公共交通会議に諮ることで決定。

〃 ３月１５日（木） 嘉麻市地域公共交通会議
パターン１（飯塚～桂川駅・嘉穂総合高等学校～西鉄大隈、８往
復）で西日本鉄道に申し入れを行うことで承認。

〃 ３月２９日（木） 福岡県バス対策協議会ブロック別地区協議会
パターン１（飯塚～桂川駅・嘉穂総合高等学校～西鉄大隈、８往
復）で西日本鉄道に申し入れを行った。
２市１町の合意形成が図れていることから、「廃止届出」ではなく、
「事業内容変更の届出」に変更する旨の回答を得る。

〃 ３月末 西日本鉄道が運輸支局に事業内容変更を届出
継続して協議を行う事項はあるものの、碓井大分坑線（２８番系
統を除く。）の運行継続が決定。

１ 西鉄バス碓井・大分坑線廃止申出に係る経過について
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平成３０年 ５月１６日（水） 九州運輸局公示
２８番系統路線の一部廃止に係る公示が行われる。
・公示番号 九運公第１４号（事案番号：福２９廃１３）
・申請者 西鉄バス筑豊㈱
・廃止予定日 平成３０年１０月１日
※廃止区間（第二保育所～又手）間について、市バス熊ヶ畑桂川
線の経路変更にて補完を検討

〃 ６月２５日（月） 事務担当者会議（飯塚市にて開催）
２７番系統路線の時刻表（案）等に関する協議を実施

〃 ７月２４日（火） ２８番系統廃止路線の市バスによる代替運行等に関する公表
嘉麻市バス熊ヶ畑桂川線の経路変更により代替バスを運行し対応
嘉麻市と桂川町の代替バス運行に係る運行許認可申請等をはじめと
する諸準備について相互協力を確認

〃 ７月２５日（水） 事務担当者会議（飯塚市にて開催）
２７番系統路線時刻表の調整内容を確認し西鉄側へ提示
運行経費負担割合について協議

〃 ８月 ９日（木） 嘉麻市地域公共交通会議
２８番系統廃止区間に対する嘉麻市バス熊ヶ畑桂川線による代替
運行に関し協議。平成３０年１０月１日からの当該路線の変更に伴
う代替運行について全会一致で合意

〃 ８月３０日（木） 嘉麻市議会９月定例会
２７番系統バス路線維持負担金に係る債務負担行為予算を計上
２８番系統廃止路線代替運行に係る嘉麻市バス条例の一部を改正す
る条例を提案

１ 西鉄バス碓井・大分坑線廃止申出に係る経過について



２ 嘉麻市バス条例の一部を改正する条例について
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嘉麻市バスの熊ヶ畑桂川線の一部路線を変更し、西鉄バスの碓井・大分坑線２８番系統の廃止路線を補完
することに伴い、嘉麻市バス運賃について、市内・市外運賃の設定区分を明確にするため所要の改正を行う
もの。

【路線変更前後の運賃体系比較】

バス停名 運賃 所在市町 備 考

熊ヶ畑 100 嘉麻市

憩いの家 100 〃

白木口 100 〃

牛隈 100 〃

西牛隈 100 〃

碓井庁舎 100 〃

第二保育所 100 〃

吉隈 100 〃

笹尾橋 100 桂川町 市内運賃適用

下臼井口 100 嘉麻市

笹尾 300 桂川町

弥栄 300 〃

吉隈保育所 300 〃

又手 300 〃

嘉穂総合高校 300 〃

桂川駅 300 〃

バス停名 運賃 所在市町 備 考

熊ヶ畑 100 嘉麻市

憩いの家 100 〃

白木口 100 〃

牛隈 100 〃

西牛隈 100 〃

碓井庁舎 100 〃

－ -

－ -

－ -

－ -

－ -

－ -

－ -

－ -

嘉穂総合高校 300 桂川町

桂川駅 300 桂川町

～ ～

● 現行 ● 改正後

新設バス停



嘉麻市バス熊ヶ畑桂川線路線図変更前後比較

次ページに
拡大図掲載

２ 嘉麻市バス条例の一部を改正する条例について
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第二保育所

吉隈

笹尾橋

笹尾

下臼井口

弥栄

吉隈保育所又手

嘉穂総合高校

桂川駅

嘉麻市バス熊ヶ畑桂川線路線図変更前後比較（拡大図）

３００円区間

１００円区間

「笹尾橋」については、桂川町内に設置されるバス
停であるが、嘉麻市内に設置される「吉隈」と「下臼
井口」バス停の間にあるため、市内運賃として運賃
を設定

（凡例）
○青色の線・・・現在の市バス「熊ヶ畑桂川線」
○黄色の線・・・廃線となる西鉄バス２８番系統
○赤色の線・・・「熊ヶ畑桂川線」変更後の路線案

・・・嘉麻市内バス停
・・・桂川町内バス停

２ 嘉麻市バス条例の一部を改正する条例について
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２ 嘉麻市バス条例の一部を改正する条例について

田川市内に設置している坂谷バス停について、現状と同様の運賃を確保するため、今回の条例に
改正にあわせて、市内乗降運賃として明記。

大谷口

猪之鼻

坂 谷

田
川
市

嘉
麻
市

【凡例】

●●

●●

市バス運行路線

市境

嘉麻市内バス停

田川市内バス停
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３ 碓井・大分坑線２８番系統補完のポイントについて

基本的な考え方
○市バス熊ヶ畑桂川線の経路変更で対応
○桂川駅までの運行
○朝夕の通勤通学を補完する。
○６往復（１２便）程度 ※朝３往復、夕方３往復

① 経路変更について
○新設するバス停
嘉麻市内…「第二保育所」「吉隈」「下臼井口」
桂川町内…「笹尾橋」「笹尾」「弥栄」「吉隈保育所」「又手」「嘉穂総合高校」

※「笹尾橋」については、運行上嘉麻市内とみなす。
※「嘉穂総合高校」はバス停を移設

○経路変更における運行時間等
・路線距離が約２キロ増加
・運行時間が約４分増加

② 朝夕の通学時間帯について
○博多への通勤通学における乗継について

JRダイヤを考慮した、運行時間を検討しています。
○朝夕以外の補完について
朝夕以外については、既存の市バス等を利用し移動していただくこととなります。
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３ 碓井・大分坑線２８番系統補完のポイントについて

③ ダイヤ編成にあたっての基本的な考え方ついて
○便数の変更について
補完に関しては、現在運行している「バスの台数」「運転手の数」を基本として「他の路
線への影響」を少なくすることを考慮してダイヤ編成を行いました。
また、日・祝日、お盆、年末年始においても、便数は限られますが、運行を行うこととし
ました。

④ ２７番系統への配慮について
○乗降規制について
現在、熊ヶ畑桂川線は「碓井・大分坑線」の競合路線となることから、「桂川駅⇔嘉穂
総合高校」間での利用は不可となっています。２８番系統の補完であったとしても、引き続
き競合路線となることから、「桂川駅⇔嘉穂総合高校」での利用は不可として取り扱い
ます。

⑤ その他
○日・祝日、お盆、年末年始の運行について
これまで碓井・大分坑線が「日・祝日、お盆、年末年始」においても運行されていたことを考慮し、
「日・祝日、お盆、年末年始」においても、朝夕1往復のみですが、「熊ヶ畑（生涯学習館）～桂川駅」
の運行を行います。
○運賃について
「熊ヶ畑～下臼井口」間の乗降については、100円、「笹尾～桂川駅」間での乗降については300
円（1区間であっても）となります。
○嘉麻市外居住者の回数券、定期券の購入について
嘉麻市外居住者についても、嘉麻市民同様に回数券、定期券の購入が可能です。



３ 碓井・大分坑線２８番系統補完のポイントについて
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⑥ 時刻表
※予定



４ 碓井・大分坑線２７番系統の路線維持負担金について

基本的事項
○１日８往復となる。
○嘉麻市側からも通学時間帯に嘉穂総合高等学校への乗入が行われる。
○運行経費の赤字補填を行う必要がある。

① 1日８往復について
○１日８往復の根拠は？
これまで碓井大分坑線については、５車７乗番（５台のバスと７人の乗務員）で運行さ
れていましたが、乗務員不足の状況から碓井・大分坑線で乗務可能な乗務員は２人が
限界となっています。この2人で運行した場合の最大便数が８往復となります。

② 嘉穂総合高校への乗入について
○嘉麻市からの通学時間帯の乗入について
これまで、嘉麻市側から嘉穂総合高等学校への乗入はありましたが、夕方のみで通
学に利用できるものではありませんでした。今回の減便に伴い乗入の要望を行った
結果、通学時間帯の乗入が実現しました。

- １１-
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③ 運行経費の赤字補填について
○赤字補填はどのように行うのか？
・運行赤字の試算は13,931千円（西鉄が試算した見込額）
・嘉麻市、飯塚市、桂川町の２市１町で運行赤字を補填
・赤字補填は運行距離で按分し負担することが一般的で、現在関係市町で調整を行っています。
補填割合及び負担額を試算した場合、以下のとおりになります。

【各市町の負担額（見込）、負担割合】

・支払いの時期は、10月～翌9月分を翌３月に支払うこととなります。（以下参照）

市町名 負担額（見込） 負担割合

飯塚市 3,150千円 22.612％

桂川町 5,927千円 42.545％

嘉麻市 4,854千円 34.843％

※負担割合は小数点第4位を四捨五入。

H30.10.1 H32.3.31H32.1.1H31.9.30

碓井・大分坑線27番系統運行 西鉄収支計算
請求 支払い

４ 碓井・大分坑線２７番系統の路線維持負担金について



行先 西鉄大隈
総合高校・
西鉄大隈

5時

6時 55

7時 54

8時

9時 45

10時

11時

12時 10

13時

14時 30

15時

16時 00

17時 30

18時

19時 00

20時

行先 西鉄大隈
飯塚バス
ターミナル

5時

6時

7時 24

8時 25 30

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時 31 25

17時 55

18時

19時

20時

行先
飯塚バス
ターミナル

総合高校・
飯塚ＢＴ

5時

6時 47

7時

8時 05

9時 45

10時

11時 30

12時

13時 20

14時

15時

16時 00

17時 30

18時

19時 00

20時

【飯塚バスターミナル】 【嘉穂総合高校】 【西鉄大隈】

４ 碓井・大分坑線２７番系統の路線維持負担金について
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④ 時刻表
※予定
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５ 市民説明会について

【期日】
平成30年9月20日（木）、25日（火）
【会場】
碓井住民センター
嘉穂庁舎
山田生涯学習館
稲築地区公民館
【周知方法】
行政区回覧
ホームページ
バス停留所掲示（碓井・大分坑線）

裏面（バス時刻表）


