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佐賀市地域公共交通会議
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資料１－１

昭和バスの路線再編に伴う

取組状況報告



・平成３０年９月２８日 昭和自動車株式会社から再編について説明
・平成３０年１０月１２日 再編申し入れ文書受理

再編対象路線（再編予定日：令和元年１０月１日）
・北部バイパス線（辻の堂～佐賀駅バスセンター～北部バイパス
～小城） １路線
・三瀬・神埼線（佐賀駅バスセンター～神埼～三瀬車庫、三瀬宿）
３路線
・古湯・北山線の古湯温泉より北の区間 ５路線
・廃止路線代替バスなど富士町内を運行する９路線

・平成３０年１０月～現在 昭和バスとの協議（佐賀県、佐賀市、沿線市）
路線ごとに乗降調査結果等を踏まえた協議等実施

・平成３０年１２月～平成３１年１月 乗降調査実施
・平成３１年２月１２日 佐賀県地域公共交通活性化協議会地域部会で公表
・平成３１年２月～３月 鍋島、三瀬、富士の自治会において説明
・平成３１年２月１８日 昭和自動車株式会社へ要望

（運行の継続・再編時期の見直しを含む協議の継続）
・平成３１年３月～ 三瀬、富士において公共交通検討会議による検討開始

・令和元年６月 再編時期：令和元年１０月１日から令和２年４月１日に延期

１．経過

２



２．エリア毎の状況 鍋島（北部バイパス線）①

辻の堂

佐賀駅BC⾦⽥

江⾥桜

小城

①対象路線 北部バイパス線
辻の堂～佐賀駅バスセンター～卸センター前～北部バイパス～東新庄～小城

②運行本数 平日のみ２便（朝夕１往復）

東新庄
卸センター

北部バイパス線

３



③乗降調査結果
＜上り＞小城⇒佐賀 1便平均９．５人

＜下り＞佐賀⇒小城１便平均１４．３人

・小城から佐賀への通勤・通学に利用

・江里桜、東新庄の住民の乗降なし

・卸センターから辻の堂の区間は他路線
との重複路線。

・昭和バス佐賀・唐津線（医療センター、
大財経由）、ＪＲと併用している方が
多い。

２．鍋島（北部バイパス線）②

④鍋島校区自治会への説明 平成３１年２月１６日

乗降調査結果などを踏まえた今後の方向性

廃止 （小城市も廃止の意向）
※佐賀市・小城市の路線のため、佐賀県地域公共交通活性化協議会地域部会の合意事項 ４



３．三瀬（三瀬・神埼線）検討結果①
①対象路線：三瀬・神埼線３路線（三瀬宿、三瀬車庫～神埼駅～佐賀駅バスセンター）

三瀬宿

三瀬⾞庫前

神埼駅前

佐賀駅BC

広滝

2.8キロ

9.6キロ

9.9キロ

11.7キロ

③乗降調査結果
・平日２日間で利用者は１３４人（延べ２０

８人）１便平均６．５人
→うち三瀬地区での乗降は１０人（延１８
人）内訳：高校生６人（龍谷、佐賀工業、
神埼清明、神埼、九州国際高等学園）
６５歳以上２人、１８～６４歳２人

・朝夕は、神埼市内や佐賀市内に通う高校
生の利用が中心

・通勤・通院・買い物に利用。

②運行本数（平日１５便、土曜１１便、日祝８便）

三瀬・神埼線

５



３．三瀬（三瀬・神埼線）検討結果②

」とする

●第１回会議 平成３１年３月２８日（木）
・乗降調査結果等報告、意見交換

●第２回会議 令和元年５月２７日（月）
・運行形態や、ルート、車両サイズについて

●第３回会議 令和元年９月１３日（金）
・バス停、運行時間、料金体系について

●第４回会議 令和元年１２月１２日（木）
・利用目標について

④三瀬地区公共交通検討会議の設置

委員構成（１１名）
自治会長会会長、副会長、会計、地場企業代表、老人クラブ連合会、ＰＴＡ会長、
高校生保護者代表、食改協会・婦人会代表、民生委員、児童委員、三瀬中学部校長

アドバイザー
佐賀大学 五十嵐教授、佐賀県さが創生推進課 石崎係長

事務局 企画政策課、三瀬支所、教育委員会教育総務課

【第１回三瀬地区公共交通検討会議】 ６



三瀬宿

三瀬支所

三瀬温泉

神埼市佐賀市

緑：三瀬・神埼線の運行ルート
赤：代替バスの運行ルート案
青：神埼線（西鉄バス）の

運行ルート

神埼駅前

神埼
市役所前

横武
（神埼清明
高校前）

⑤検討会議における主な意見
・神埼市に通う高校生の移動手段を確保

してほしい。
・三瀬温泉は経由しなくてもよい。
・始発は三瀬支所でよい。
（三瀬宿までは行かない）

・車両は中型バスまたはマイクロバスを希望

乗降調査結果・検討会議における検討結果を
踏まえた今後の方向性

佐賀駅ＢＣ

７

①運行形態
定時定路線のバスを確保（三瀬支所～神埼駅前

～横武）※横武～佐賀駅ＢＣの路線は西鉄、ＪＲ
重複のため廃止

②運行本数、運賃
・運行本数は現状程度の維持を基本とする。（平
日15便、土曜10便、日祝8便）
・運賃は三瀬コミバス・松梅デマンドタクシー等と
のバランスや神埼市との協議の上決定。

３．三瀬（三瀬・神埼線）検討状況②

三瀬車庫前

※佐賀市・神埼市の路線のため、佐賀県地域公共交通活性化
協議会地域部会の合意事項



富士町内９路線 平日（土日祝）

北山中原～鷹の羽～上合瀬 3便（－）

北山中原～鷹の羽～県民の森入口 2便（－）

東高野岳～鷹の羽～富士小学校 3便（－）

富士小学校～下関屋～フォレスタふじ 3便（2便）

下菖蒲～小関橋～佐賀駅ＢＣ～辻の堂 3便（－）

辻の堂～小関橋～日池
2便（－）

日池～小関橋～佐賀駅バスセンター

辻の堂～小関橋～日池～富士支所 3便（－）

葛の尾～古湯温泉～富士支所 9便（3便）

杉山～古湯温泉～富士支所 5便（4便）

４．富士（古湯･北山線、富士町内路線）検討結果①

①対象路線：古湯・北山線５路線（北山中原等、古湯～辻の堂の古湯より北の区間）

富士町内９路線

古湯・北山線 平日 土日祝

フォレスタふじ前～尼寺～辻の
堂

11便 5便

北山中原～鷹の羽～辻の堂 12便 8便

麻那古～上無津呂～辻の堂 5便 3便

麻那古～上無津呂・下無津呂～
辻の堂

2便 1便

尼寺～鷹の羽～北山中原 1便 －

麻那古

北⼭中原

県⺠の森⼊⼝
上合瀬

下菖蒲

日池

東高野岳

鷹の羽

溜⼭⼊⼝

杉⼭

フォレスタふじ

古湯温泉 小関橋

葛の尾

佐賀駅ＢＣ
辻の堂方面

②運行本数

８

下無津呂

上無津呂

下関屋



③乗降調査結果
（古湯・北山線） 平日一便平均３.１人

・朝夕に佐賀市内、小城市内の高校に通う高校生の利用が中心。また、富士中
学校や北山一貫校小学部への通学にも使われている。
・北山中原始発便（5:58）は高校生の利用が多く、ジャンボタクシーで対応で
きない。
・日中は高齢者の利用が中心で、旧市内への通院や用事と、古湯での用事に利
用されている。

（富士町内路線） 平日一便平均３.９人

・朝と夕方は富士小学校や富士中学校へ通学する児童・生徒の利用が中心。
・通学時間帯の一部の便は小中学生の利用が多く、ジャンボタクシーでは対応
できない。（東高野岳発、葛の尾発）
・日中は古湯・北山線への乗換と古湯での買い物等に利用されている。
・通学時間帯以外の便は利用が少ない。

４．富士（古湯･北山線、富士町内路線）検討結果②

９



４．富士（古湯北山線、富士町内路線）検討結果③

②北⼭東部エリア

④循環線
エリア

①北⼭
エリア

③杉⼭・市川
エリア

古湯
温泉

④富士町公共交通検討会議の設置はマイクロ
委員構成（４８名）：自治会長会会長、副会長、会計、地場企業代表、老人クラブ連合会、
ＰＴＡ会長、高校生保護者代表、食改協会・婦人会代表、民生委員、児童委員、小
中学校長、アドバイザー：佐賀大学 五十嵐教授、佐賀県さが創生推進課 石崎係長
事務局：企画政策課、富士支所、教育委員会
●第１回会議 平成３１年４月１８日（木）
・乗降調査結果等報告
●第２回会議 令和元年６月４日（火）
・移動手段確保策紹介
●第３回会議 令和元年６月２８日（金）
・アンケート結果報告
●先進地視察令和元年７月２４日（水）
・久留米市、八女市
●第４回会議 令和元年７月３１日（水）
・運行形態について
●第５回会議 令和元年９月３０日（水）
・運行ダイヤ、運行頻度、運賃体系、利用目標
●第６回会議 令和元年１１月７日（木）
・予約受付ルール、試験運行実施について
●試験運行 令和元年１２月２日（月）～６日（金）
●第７回会議 令和元年１２月２６日（木）
・試験運行結果、運行計画まとめ

＜検討の進め方＞
・地域を４つのエリアに区分し、エリアごとに交通手段を検討する。
・その後、すりあわせを行い、町内全体の再編策をとりまとめる。 30



①運行形態
・朝夕（主に通学利用）：定時定路線（マイクロバス２台）
・日中（主に高齢者利用）：予約型コミュニティバス（ジャンボタクシー４台）
・昭和バスとの接続
⇒富士支所が昭和バスとの起終点
⇒各地区から富士支所で乗換えのダイヤを設定
・各地区のバス停⇒各集落の公民館等にバス停（ミーティングポイント）を設置

②運行本数・運賃
・運行本数は現在地区によりばらつきがあるため人口分布、需要を把握した上
で平準化を図る。
・運賃は三瀬コミュニティバス、松梅デマンドタクシーとのバランスを考慮した上
で決定する。 ※運行計画案 資料２

⑤検討会議やアンケートにおける住民の意見
・学生の通学の移動手段を確保してほしい。

・バス停が遠いので家まできてほしい。
・佐賀駅方面に向かいたい。

乗降調査結果・検討会議における検討結果を踏まえた代替策

４．富士（古湯北山線、富士町内路線）検討結果④

33



５．再編に伴う本会議での協議事項一覧

32

○昭和バスの路線再編（一般乗合旅客自動車運送
事業計画変更事前届）・・・資料１－２
〇再編に伴う新たな運行計画（案）及び運賃（案）
（一般乗合旅客自動車運送事業経営許可申請
及び事業計画変更認可申請並びに協議運賃届）
・・・資料２
○自家用有償旅客運送（市町村運営有償運送）
変更申請・・・資料３
○地域内フィーダー系統確保維持計画変更認定
申請・・・資料４


