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施策の方向性第4章

　市民生活に必要なバス路線の多くは、利用者の減少により、交通事業者の
自助努力だけでは路線の維持が困難となっています。そのため、生活バス路
線を維持し、高齢者や未成年者等の交通弱者を始めとする市民の移動手段の
確保を図ります。
　また、路線の維持が困難となっている県内外の都市間を運行するバス路線
については、必要に応じて関係する自治体と協調しながら、広域生活圏の機
能保持に努めます。
　一方で、複数の交通事業者が重複して運行している区間等では、将来の公
共交通の需要予測や利用者のニーズを踏まえ、効率的な運行に向けた調整を
行っていきます。
　さらに、利用者の減少で路線バスの維持が困難な区間では、ルートの見直
しや路線バス以外の新たな交通手段の導入への転換等を検討し、市民の移動
手段の確保に努めます。

　基本的な考え方を踏まえながら、基本理念の実現を目指すため、次のように施
策を展開します。また、施策の実現に向けては、短期、中期、長期といった時間
軸の中で、その時々の経済状況や社会状況を見ながら、緊急性や必要性等を踏ま
え、実現可能なものから取り組んでいきます。

１.利便性・効率性の高い公共交通ネットワークの構築

⑴生活バス路線の維持・確保

　佐賀市では、佐賀駅バスセンターを中心に放射線状に延びるバス路線が公
共交通の中心的な役割を担っています。そのため、中心となる佐賀駅バスセ
ンターのターミナル機能の改善や交通結節点の再検討、待合環境の改善に努
めます。
　また、公共施設等の有効活用により、駐車場や駐輪場の環境を整備するこ
とで、自家用車や自転車と公共交通との移動の連続性の確保に努めます。

⑵交通結節機能の向上

　利用者ニーズに応じた運行便数や運行時間の調整に取り組んでいきます。
また、公共交通相互の乗り継ぎの円滑化を図るために、IC カードシステムの
導入等を検討します。また、バス事業者と連携しながら、バスロケーション
システムの導入を検討する等、利用しやすい、分かりやすい公共交通を目指
します。さらに、ノンステップバスの導入等により、バリアフリー化を進め、
誰もが快適に公共交通を利用できる環境づくりに努めます。

⑶公共交通の利便性の向上
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□施策の概要

施　　策 基本事業 概　　要
取り組み時期

短期 中・長期

⑴生活バス路
線 の 維 持・
確保

①生活バス路線の
維持

○交通弱者をはじめとする市民の
移動手段を確保するため、必要
に応じてバス事業者への支援等
を行い、生活バス路線の維持に
努めます。

②都市間バス路線
の維持

○広域生活圏の機能保持を図るた
め、必要に応じて関係する自治
体と協調しながらバス事業者へ
の支援等を行い、都市間バス路
線の維持に努めます。

③効率的なバス路
線への見直し

○複数の交通事業者が重複して運
行している区間については、将
来の公共交通の需要予測や利用
者のニーズを踏まえ、交通事業
者と連携し、効率的なバス路線
網を目指します。

○路線バスの維持が困難な区間で
は、費用対効果等を踏まえ、新
たな交通手段による生活交通の
維持を検討します。

⑵交通結節機
能の向上

①ターミナル機能
の改善

○交通結節の中心となる佐賀駅バ
スセンターについて、利用者の
視点に立った乗り場や待合環境
の改善を関係団体で検討してい
きます。

②交通結節点とな
るバス停等の環
境改善

○バス路線相互や鉄道、地域の公
共交通との接続を可能にする交
通結節点を再検討します。

○交通結節点となるバス停等につ
いて、交通事業者と連携し、上
屋、ベンチの設置等利用者の視
点に立った待合環境の改善に努
めます。
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□施策の概要

施　　策 基本事業 概　　要
取り組み時期

短期 中・長期

⑵交通結節機
能の向上

③パーク＆ライド
の推進

○自家用車から公共交通へのス
ムーズな乗り換えを促すため
に、環境整備を行いながら、パー
ク＆ライドを推進します。

④サイクル＆ライ
ドの推進

○自転車から公共交通へのスムー
ズな乗り換えを促すために、環
境整備を行いながら、サイクル
＆ライドを推進します。

⑶公共交通の
利便性の向
上

①運行頻度、運行
時間帯の改善

○利用者ニーズに応じた、運行便
数や運行時間の改善を目指しま
す。

②乗り継ぎの円滑
化

○鉄道やバスに共通利用できる IC
カードシステムの導入等による
乗り継ぎの円滑化を目指しま
す。

③バスロケーショ
ンシステムの導
入

○主要なバス停に設置した表示機
や携帯電話等でリアルタイムに
バスの運行状況が確認できるバ
スロケーションシステムの導入
について検討します。

④バリアフリーの
推進

○ノンステップバスの導入による
バリアフリー化を進めます。

○施設管理者の整備計画等にあわ
せてバス停等のバリアフリー化
に努めます。
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　まちづくりの中核となる中心市街地及びその周辺地域においては、人々が
円滑に移動でき、街なかの賑わいにもつながるような移動手段を検討します。

２.地域特性に応じた多様な公共交通の実現

⑴ 中心市街地及びその周辺地域の移動手段の検討

　将来にわたって北部地域の移動手段を確保していくために、現在当該地域
を運行しているコミュニティバスや廃止路線代替バス、松梅地区バス等につ
いては、自治会等の各団体の代表や交通事業者、行政等が参画する地域の協
議会を設置し、導入経緯や利用状況を踏まえながら、地域の公共交通として、
運行ルート、運賃、運行方式等を効率的でより利用しやすいものへと改善し
ます。

⑵北部地域の移動手段の改善

　中部地域及び南部地域において、幹線となるバス路線網に接続する地域の
公共交通を新たに導入する場合は、自治会等の各団体の代表や交通事業者、
行政等が参画する地域の協議会を設置し、地域のニーズや需要の見通し、連携・
協力体制、運行経費等について協議しながら、公共交通の導入を検討してい
きます。

⑶中部地域及び南部地域の公共交通の導入
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多様な地域の公共交通の事例

地域の協議会のイメージ 地域の協議会での検討事項

地域代表
自治会、老人会、
婦人会、PTA等

行　政 交通事業者

・現状の問題と課題
・地域の公共交通のあり方
・地域ニーズや需要見通し
・運行ルート
・交通手段
・運賃や経費の負担
・利用促進の取り組み　　等

①有料の小型バスやタクシーによる定時定路線運行のコミュニティバス
　地域内の地区公民館等にバス停を設置し、小型のバスやタクシーが、決まったルー
トを時刻表どおりに地域内を運行します。なお、市街地方面へは、交通結節点のバス
停で路線バスに乗り換えます。

②有料の小型バスやタクシーによる区域内運行のデマンドバス
　小型のバスやタクシー等が、ドア・ツー・ドアに近い運行形態で、あらかじめ予約
をした人の家を巡回しながら、地域の拠点エリア内に設置されたバス停までを結ぶ予
約制の公共交通です。運行ルートや到着時刻は、予約状況により変わります。なお、
市街地方面へは、交通結節点のバス停で路線バスに乗り換えます。

バス路線網（バスネットワーク）

市街地

市街地

バス路線網（バスネットワーク）

【交通結節点】
バス路線網に接続
路線バスに乗換え

【交通結節点】
バス路線網に接続
路線バスに乗換え

××地区公民館

○○地区公民館

【交通結節点】
バス路線網に接続
路線バスに乗換え

【交通結節点】
バス路線網に接続
路線バスに乗換え
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□施策の概要

施　　策 基本事業 概　　要
取り組み時期

短期 中・長期

⑴中心市街地
及びその周
辺地域の移
動手段の検
討

①中心市街地及び
その周辺地域の
移動手段の検討

○まちづくりの中核となる中心市
街地及びその周辺地域において
は、人々が円滑に移動でき、街
なかの賑わいにもつながるよう
な移動手段を検討します。

⑵北部地域の
移動手段の
改善

①北部地域の公共
交通の改善

○自治会等の各団体の代表や交通
事業者、行政等が参画する地域
の協議会を設置し、生活交通の
維持に向けて運行ルートの見直
しや利用促進策、新たな交通手
段の導入等を協議し、北部地域
の公共交通の改善を図ります。

②北部地域の交通
結節点の環境整
備

○地域の主要な施設等を交通結節
点とし、利用者の視点に立った
待合環境の整備を検討します。

○接続する路線バス等とのダイヤ
の調整を図り、乗り継ぎしやす
い環境を目指します。

⑶中部地域及
び南部地域
の公共交通
の導入

①地域の協議会の
設置

○地域の公共交通の導入を検討す
る場合は、地域のニーズや需要
の見通し、運行計画、運行経費
等について協議するため、自治
会等の各団体の代表や交通事業
者、行政等が参画する地域の協
議会を設置していきます。

②市の支援のあり
方の検討

○市は、地域のニーズや需要の見
通し、連携・協力体制、運行経
費等を勘案し、地域の公共交通
の運行に必要な支援に関する
ルールを検討します。
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　持続性のある公共交通の実現のためには、公共交通ビジョンを推進する体
制づくりが必要です。
　そこで、佐賀市地域公共交通会議や地域の協議会等を活用し、市民、交通
事業者、行政等の各主体が連携して佐賀市全体の公共交通の維持・活性化を
推進していきます。

３.協働と連携による公共交通施策の推進

⑴公共交通の維持・活性化の推進体制

　行政と交通事業者等が連携し、市報や情報誌、ケーブルテレビ、ホームペー
ジ等の媒体を活用した情報発信や「佐賀城下栄の国まつり」、「バスセンター
まつり」等のイベント等を活用したＰＲ活動により、公共交通の利用促進に
向けた意識の啓発を図ります。
　また、過度に自家用車に依存した生活から公共交通や自転車など望ましい
交通行動への自発的な変化を促すために、産学官連携により、社会実験等を
行いながらモビリィティマネジメントの方針を検討し、環境にやさしい公共
交通への利用転換を推進します。

⑵公共交通の利用促進の啓発

施策の方向性第4章
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施　　策 基本事業 概　　要
取り組み時期

短期 中・長期

⑴公共交通の
維持・活性
化の推進体
制

① 公 共 交 通 の 維
持・活性化に向
けた連携

○佐賀市全体の公共交通の維持・
活性化を推進していくために、
佐賀市地域公共交通会議や地域
の協議会等を活用し、各主体が
連携していきます。

⑵公共交通の
利用促進の
啓発

①公共交通の利用
促進に向けた広
報の実施

○市報や情報誌、ケーブルテレビ、
ホームページ等の媒体を活用
し、公共交通の情報提供や利用
促進につながる広報に取り組み
ます。

○佐賀市内を運行するバス路線を
分かりやすく表示したバスマッ
プ等を作成し、広く周知を図り
ます。

②公共交通の利用
促進に向けたイ
ベント等の実施

○公共交通の利用促進に向けた意
識の啓発を図るために、イベン
トの開催や関連するイベント等
での PR を実施します。

③モビリティマネ
ジメントの推進

○産学官連携によりモビリティマ
ネジメントの方針を検討し、そ
の推進に取り組みます。

□施策の概要


