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1.はじめに1.はじめに

嬉野市は、佐賀県の南西部に位置し、北は武雄市、北東に白石町、南東に鹿島市、西は長崎県に隣接して

います。総面積は126．51㎢あり県下第5位です。

嬉野市の人口は、昭和後期から平成7年の調査までは32,000人台で推移してきましたが、平成12年以降は減

少傾向にあり、平成20年は29,422人（4月1日時点）となっています。平成12年と平成17年の国勢調査をもとにし

た平成29年の人口は27,000人と予測されていますが、少子化対策や生活環境の整備、企業誘致などを着実に

進めることで、人口の目標を28,800人と設定しています。

このため、だれもが住みなれた地域で自立した日常生活を営み、社会参加できる地域福祉と活動拠点づくりを

行うことが必要でそれを支える今後の地域交通のあり方が重要な課題となっています。

嬉野市将来人口推計

人口予想値（平成29年）

目標値（平成29年）

27,000人27,000人

28,800人28,800人資料：嬉野市総合計画より
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また、嬉野市は古くから良質で高温の温泉資源を有し、年間約

180万人の観光客が訪れ、古い歴史と豊かな温泉、癒しの心でも

てなす西九州有数の観光地として栄えてきました。しかし、近年の

観光客の推移は横ばい状態です。そのため観光拠点のネットワー

ク構築などを進めることにより観光交流の活性化等を推進し、平成

29年度の観光客数の目標を220万人としています。

このため観光客誘致・受け入れに向け、交通アクセスの充実も

今後の課題のひとつになっています。特に約10年後には九州新

幹線嬉野温泉駅（仮称）の開業も予定され、これを見据えた交通

ネットワークの構築が重要になってきています。

資料：嬉野市総合計画より

近年の自家用車による車社会の進展によって、地域住民や観光客の移動手段が自家用車主体に変化してき

ています。このため、バス路線を主体とする嬉野市の公共交通もこのあおりを受け、乗客の減少を招き、いくつ

かの路線では、その存続が危ぶまれる状況となってきています。

その一方、今後高齢化によって運転が出来なくなる人が増えてくることも予想されています。それに伴い、それ

らの人々の移動手段をどのように確保するかが重要な課題になっています。これらの現象は、嬉野市の各地域

だけの課題ではなく、嬉野市を訪れる人にとっても共通する課題です。なお、嬉野市では少子化の進展等によ

る学校の統廃合問題に伴い、通学距離が伸び、児童生徒の通学手段や通学交通費も課題となっています。さ

らに、温室効果ガスの削減の面からは、中長期での削減のためには、土地利用政策と交通政策の統合を図り、

公共交通網を巧みに組み込んだ集約的なまちづくりが重要です。

嬉野市では、以上のような課題を踏まえ、行政嘱託員、婦人会、老人クラブ等各種団体の代表、小中学校、高

等学校の代表、運送事業者など各代表などで組織する嬉野市地域公共交通会議及び嬉野市地域公共交通

活性化協議会を設置し、地域の実情に即した輸送サービスの実現に向け、地域公共交通に関する問題や課題

などについて協議や検討を重ねてきました。この嬉野市地域公共交通総合連携計画は、地域生活の充実と観

光客誘致拡大のための重要な柱となるもので、平成20年3月に策定した嬉野市総合計画を基本とし、実現する

ために策定されたものです。
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２．嬉野市における公共交通の現況と課題２．嬉野市における公共交通の現況と課題

（1）路線バスの概況

嬉野市内には、生活交通路線として祐徳バス３路線（祐徳線、嬉

野線、吉田線）、JR九州バス嬉野線、西肥バス内海線の５路線があり、

廃止路線代替バスとして祐徳バス４路線（下吉田線、春日線、大野

原線、三間坂線）が隣接している市や町にある鉄道駅や病院などと、

嬉野市内中心地を結んでいます。

現在、市内を運行する路線バスの利用者の推移は、自家用車の

普及等により、年々減少しています。現況では、一便あたり0.5～３人

と利用が少なく、運賃収入だけでは、バス路線の維持が困難になっ

ています。

なかでも廃止路線代替バスが運行されていた上久間線は平成20年9月末をもって廃止され、定時定路線の乗

合タクシーに代替されており、他の廃止路線代替バスについても維持が危ぶまれています。

利用者の立場に立つと、運行頻度が少ないため、乗り遅れてしまうと次の便まで長く待たなければならず、安

心して買物をしたり、診察を受けられないといった不安があります。今後、高齢者の増加とともに自家用車の運

転が困難になる人が増えると、暮らしの安心安全を支える地域公共交通の重要性がさらに高まることが予想さ

れます。このことについては、アンケート調査の結果、路線バスや乗合タクシー等に市の予算から補助を行うこと

について、78%の市民が一定の理解を示し、13%の市民から積極的な支持を得ています。

アンケート調査･･･
路線バスや乗合タクシー等に市の予算から補助を行うことについて

自動車などを利用できない高齢者や学生などの支援にある程度の補助は仕方がない。

積極的に補助し、新たに路線を増やすなど、もっと便利なバス網をつくるべき。

路線バスや乗合タクシー等の運行はバスやタクシー事業者が行うべきで、利用料金が高くなるとしても一切の
補助をすべきでない。

その他
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下図に、市内の運行経路を示します。

（２）地域内の交通行動の現況

アンケート調査では、「自家用車を日常的に運転している」市民が60%、「たまに運転する」6％、「送り迎えをし

てもらう」14％を合わせて約80%の市民が自家用車によって移動しており、バスやタクシーを1週間に1回以上

利用している人はアンケート回答者の10%という結果がでました。また、相当数の高齢者による運転が既に存

在しており、今後の高齢化の進展によって、更に増加することが予想されます。

高齢者による運転の多くは、買物や通院の為に自動車を運転していますが、今後、自動車を運転できなく

なった場合の交通手段について不安を持っている声が寄せられています。また、自家用車を利用しない高齢

者は、病院・老人福祉施設の無料送迎で出かける際に買物を行っており家族による送迎によるものがほとんど

です。

一方、日常的に公共交通を利用している人は、家族や保護者などの送迎と併用しなければ目的地へ行けな

い方もいます。また、宿泊施設がそれぞれ独自にお客を送迎している姿もあり、嬉野市内の交通行動が自家

用車に依存していることがわかります。



嬉野市地域公共交通総合連携計画

77

（３）地域内の交通体系の課題

全国的な傾向として、自家用車の普及による車社会が発展し、公共交通の利用者は減少しています。地域

公共交通は、運賃収入の減少の影響を受けて、バスの運行本数の減便や運賃の上昇など、更に不便な方向

へと進み、このような利用者の減少と不便さの悪循環が、やがては路線バスやタクシーの撤退を招き、地域公

共交通の持続的な運営は非常に困難な情勢にあります。地域公共交通が無くなってしまうと、家族に自動車

で送迎してもらったり、病気や高齢になった場合でも、止むを得ず自分で運転しなければならないなど、地域

で自立した日常生活を営み社会参加することに不便をきたし、地域社会が衰退してしまう恐れがあります。さら

に嬉野市においては、児童生徒や高齢者などの自動車の運転が出来ない市民だけでなく、来訪者などの交

流人口も減少してしまい観光産業にも影響が及ぶことが考えられます。

福祉施設や宿泊施設では、送迎を行う人に時間や費用の負担が掛かっています。さらに、不採算のバス路

線を維持するための補助金などは、嬉野市の財政負担になります。このような悪循環を解消し、全ての人にや

さしい公共交通の活性化・再生が必要です。そのためには、公共交通体系の利便性と効率性の向上によって

利用者を増やし、サービス向上や事業の運営が将来にわたって持続できるよう、地域社会の課題として取り組

まなければなければなりません。

自家用車普及による車社会の発展 公共交通の衰退

公共交通の衰退により･･･

地域で自立した日常生活を営み社会参加することに不便をきたし、地域社会の衰退に

繋がる可能性がある。

児童生徒や高齢者などの自動車の運転が出来ない市民だけでなく、来訪者などの交

流人口も減少してしまい観光産業にも影響が及ぶ可能性がある。
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嬉野市のキャッチフレーズでもある「歓声の聞こえるまちづくり」の実現に向けて、公共交通が持続的に運営

できるよう、将来も安心して暮らせる地域づくりに取り組みます。また、新たな公共交通を実現する際に、経費

が現状よりも悪化しては運営の持続が期待できないため、3ヵ年以内に運営が持続できる収益方法を構築す

ることを本計画の目標とします。さらに、将来の九州新幹線新駅の開業を見越して新幹線利用者の利便性も

考慮しながら、地域交通の乗継ぎや計画の見直し改善を、総合的かつ一体的に推進します。その際、市民、

交通事業者、来訪者のそれぞれの間に好循環が生まれるような取り組みを行います。

具体的に、市民には、新たな公共交通網（手段、体系）によって利便性の向上を実現し、個別送迎による負担

の低減を図ります。交通事業者には、新たな公共交通の実現や利用者の増加策の実施により事業収益を改

善させることで、更なるサービスの向上を目指します。嬉野市の観光産業を支える観光来訪者には、現在の年

間182万人を平成29年には220万人に増やす事を目標とした総合計画を踏まえた交通体系の充実を図ります。

３.地域公共交通の活性化及び再生の総合的かつ一体的な推進に関する基本的な
方針

３.地域公共交通の活性化及び再生の総合的かつ一体的な推進に関する基本的な
方針

事業者が増え、事業の収益を改善するこ
とにより、更にサービス向上を図る

事業者が増え、事業の収益を改善するこ
とにより、更にサービス向上を図る

交通事業者

宿泊施設･家庭･病院などによる
個別送迎の負担を低減する。

宿泊施設･家庭･病院などによる
個別送迎の負担を低減する。

市民

便利な交通により活動量が増大し
観光振興を促進する。

便利な交通により活動量が増大し
観光振興を促進する。

来訪者

公共交通が持続的に運営されることで
将来も安心して暮らせる地域づくりを目指す。

計画の基本指針
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この計画の区域は、嬉野市全域とします。

４．地域公共交通総合連携計画の区域４．地域公共交通総合連携計画の区域

嬉野市地域公共交通総合連携計画策定業務事業完了報告書

大茶樹

うれしの茶

轟の滝

唐泉山

シーボルトの足湯

立岩展望台

八天神社の石造眼鏡橋

和泉式部公園

西岡家住宅

志田焼の里博物館
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A．広域基幹バス路線の充実

５．地域公共交通総合連携計画の目標５．地域公共交通総合連携計画の目標

周辺の市や町と嬉野市を結ぶ広域交通網のバス路線である広域基幹バス路線の乗車人員と運行本数は現

在減少傾向にあり、公的支援を受けている路線がほとんどです。そのため、乗客を増やすための方策が急務

であり、次の課題に取り組みます。

自家用車利用者に対して公共交通の利用を促す効果的な呼びかけや、継続的な調査によって路線ごとの

特徴に合わせた利便向上を探るために、専門家のアドバイスを受けながら新たな公共交通の解説冊子や複

数の交通手段の乗換え時刻表を作成するなどの『モビリティー・マネジメント』を行うことを検討します。

地域内の移動を支える新たな公共交通の導入にあたっては、広域基幹バス路線と便利に乗換えが接続す

るように、広域基幹バス路線のダイヤの改善を図ります。

買物利用者の手荷物の量や、天気の変化、公衆電話の利用ニーズなどを考慮し、利用者の待合い環境の

改善を検討します。

※モビリティー・マネージメント･･･
交通問題を社会問題として捉え、市民に「かしこい車の使い方」をよびかけます。
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B．地域生活交通の見直し

アンケート調査によると、市民の日常的な買い物などの生活交通は、自宅を出た後、勤務先・商店・病院な

ど複数の目的地を経由して帰宅する回答が大多数でした。また、１日に何度も出かけるパターンは非常に少

なく、移動時間が『10分以内』という短距離の移動が平日は55％、休日は47%を占めています。このことから、

近距離の移動によってコンパクトな生活圏が形成されている特徴が分かりました。また、出発地と目的地を分

析したところ、嬉野町と塩田町の二町間の移動は少ない傾向があり、地域生活交通の見直しに際しては、バス

路線沿線ごとに生活圏の特徴を把握する必要があります。

地域生活交通は、公共交通に限らず、自家用車の運転・送迎、自転車、徒歩など様々な手段の組み合わせ

であることを踏まえ、次の３点を目標に見直しを進めます。

上久間線乗合タクシーの持続的な運営

周辺福祉施設のヒアリング調査から、手荷物が増えた買物帰りなどの片道利用や、雨天時の

みの利用ニーズなどの利用形態を踏まえた運行経路の見直しや利用促進を行い、持続的な

運営ができるよう利用者の増加を図ります。

地域生活交通の再生（上久間線沿線以外の地域）

春日線、大野原線などの廃止路線代替バス沿線地域については地域の実情に即した利用

促進、運行経路、デマンド運行2等を住民、事業者、行政等で組織する地域公共交通会議等

で検討します。

2 デマンド運行とは、利用者からの電話予約などの要望（デマンド）に応じて運行するバスや
乗合タクシーの運行方法。

公共交通空白地域等に新たな公共交通の導入

公共交通空白地域の乗合タクシー運行など、新たな公共交通の導入を検討します。

その際には、現地へ訪問して生活交通の把握調査や新たな公共交通に対する利用を掘起こ

す為に面談調査を行い、慎重な事業収支等の検討を行います。
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前頁に記載した改善点を下図の地図に表します。
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C．通学交通における課題の検討

公共交通について協議する交通事業関係者に加えて、保護者や教育関係者を含めて課題の抽出から検討

を行い、学区などの地域ごとに課題の共有化を図る必要があります。具体的には以下の項目について協議を

進めます。

福祉車両のスクールバス利用の可能性

夕方の時間帯は、福祉車両は使用されていないことが多いことから、クラブ活動を終えた児

童生徒や高校生の下校にスクールバスとして利用できる可能性があります。対象となり得る学

校の選定やその周辺地域の交通実態を把握し、導入の可能性を検討します。また、実際に

福祉送迎車両をスクールバスに転用するためには、運行方法だけでなく、事業主体や事業

形態の検討が必要です。

保護者の負担実態の把握

家族送迎の頻度や地域で持ち回り送迎を行っているなどの実態は、学校ごと、地域ごとに異

なると思われます。そのため、保護者や教育関係者を含めた幅広い関係者と協議検討します。

運賃負担の在り方

バス事業者の割引運賃負担や、保護者への負担軽減補助金の給付などの公共交通に関連

する実態を把握し、事業者と利用者だけでなく家族や学校とともに課題を共有し、望ましい運

賃負担について検討します。
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D．インターチェンジ・高速バスと温泉街の循環バスの検討

多くの市民や観光客に、古くから親しまれ利用されていた大衆浴場の一つである古湯温泉施設の再建や将

来の新幹線新駅の開業を踏まえ、長崎自動車道嬉野インターチェンジと温泉街などを結ぶ循環バスについて

検討します。

公共交通の充実によって、送迎の負担や渋滞を抑制して、全ての人にやさしいまちづくりを目標に、運行費用

の負担を含めた地域関係者の合意形成を図ります。

将来の新幹線新駅の開業を踏まえ、
嬉野インターチェンジと温泉街を結ぶ循環バ
スについて検討する。
平成21年度には、古湯温泉が開業予定

将来の新幹線新駅の開業を踏まえ、
嬉野インターチェンジと温泉街を結ぶ循環バ
スについて検討する。
平成21年度には、古湯温泉が開業予定
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E．事業の持続的な運営

公共交通の持続的な運営のためには、資金の確保が重要な課題となりますが、現在の運営のままでは、利

用者の増や公的支援の増額による収益の増加が見込めないため３つの方策を検討します。

利用者増による運賃収入の増加

送迎移動は、近所の方や家族などの負担によって支えられているため利便性の高い交通

ネットワークを構築することにより、既存の通学や高齢者のお出かけの一部が新たな公共交

通に転換することで運賃収入の増加を図ります。

宿泊施設や集客施設等による運営費の一部負担

駐車場を維持管理する費用を負担するよりも公共交通のチケットについて負担することで、商

業施設や商店街では少ない費用で効果的に来訪者を増やすことができ、宿泊施設では送迎

や駐車場の管理に人手を掛けずに本業のサービス向上に注力できるといった好循環を目指

します。

広告収入の増加

新たな公共交通が実現し、乗継ぎ利用者が増えれば、車内・バス停・配布時刻表等に掲出

する広告価値も上がるため、それら既存の広告収入に加えて、バス停の命名権などの新たな

広告収入を検討します。



嬉野市地域公共交通総合連携計画

1616

F．交通結節点の検討

高速バス、路線バス、タクシー、乗合タクシー、自転車、電動車など、様々な交通手段を連携させる『交通結

節点』の整備を検討します。

複数交通手段の結節点

嬉野バスセンターについては、広域幹線バス路線、地域生活交通、高速バスなど複数の交

通手段を円滑に乗継げるようにするため、

A.広域基幹バス路線の充実

B.地域生活交通の見直し

D.インターチェンジ高速バスと温泉街の循環バスの検討

H.周遊観光の検討

などを踏まえて、新たな公共交通が運行される際には、交通結節点として一層の機能強化を

進めます。

広域基幹バス路線と地域生活交通の結節点

地域生活交通と広域基幹バス路線の乗継ぎ拠点について、

A.広域基幹バス路線の充実

B.地域生活交通の見直し

などの検討を踏まえ、買物と乗り換えが重なるような重要拠点について、新たな交通結節点と

して整備を検討します。
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G．地域交通の整理

自家用車の運転、宿泊施設・家庭・病院等による送迎などの自動車による移動が地域交通の主体であること

及び公共交通の利用者数は減少傾向にあることが、公共交通のサービス低下を招いており、高齢者にとって

は自動車を運転できなくなった場合に、行動範囲が制約されるという不安があります。また、病院による送迎な

どの福祉サービスの充実がバス・タクシーの利用者を減少させているという側面もあり、交通事業者を中心とし

た地域公共交通活性化協議会の関係者だけでなく、福祉、教育、観光など幅広い関係者により、相互の影響

と役割分担について課題を整理します。

H．周遊観光の検討

嬉野市内及び周辺市町には観光資産が点在しており、広域基幹バス路線を利用して周辺市町村の観光地

まで行くためには、バスの運行本数が少ないなど、周遊観光を行うためにはまだまだ公共交通の利便性は充

分とはいえません。そのため、市内観光型や広域型周遊観光のニーズに合うような体験型観光を組み合わせ

るなど観光振興との連携を検討します。
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６．目標を達成するために行う事業及び実施主体６．目標を達成するために行う事業及び実施主体

（１）乗合タクシー等実証運行事業

廃止路線代替バス 乗合タクシー

【実施主体:バス・タクシー事業者、嬉野市】

事業内容: 廃止路線代替バス沿線地域にデマンド方式も考慮し需要に見合った乗合タクシーの導

入に向けた実証運行を行います。

運行地域： 上久間線エリア、春日線エリア、大野原線エリア、下吉田線エリア、不動山・牛の岳線エリ

ア、その他の空白地区

※実証運行と併せて、協議会が主体となって、当該地区へのアンケート調査や利用実態調査等を

行い、Ｈ２１～２３年度にかけて検証及び必要に応じた運行形態の見直しを行います。

嬉野温泉
新駅
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（２）循環バス及び周遊観光実証運行事業

【実施主体:バス・タクシー事業者、嬉野市】

（３）広域基幹バス路線環境改善事業

【実施主体:バス事業者、嬉野市】

公共交通利用促進策の検討（モビリティー・マネジメント）

利用の促進のために、特定路線の沿線地域に的を絞って、その利用者の満足度調査や商店の売上

げ効果を把握しながら、継続的に情報提供を実施します。利用促進策の実施にあたっては専門機関

の助言や、既に取り組まれている事例を参考に、国や県の支援などを 大限に活用して取組みます。

ダイヤ改善によるバスネットワークの接続の向上

地域生活交通の見直しによる実証運行に対応して、運行ダイヤを再検討します。また、地域公共交通

会議や交通事業者による利用者調査などを踏まえて、複数事業者の乗継ぎの向上に取り組みます。

新たな公共交通の実証運行が始まると複数の事業者による運行が複雑化してしまい、利用者に分か

りにくくなってしまう可能性があるため、事業の持続的な運営の検討を踏まえた時刻表の広告収入な

どの関連施策と合わせて、評価や改善の協議を継続します。

利用者ニーズを踏まえたバス停などの待合い環境や、効率的な乗換えの検討

地域生活交通として新たな公共交通が実証運行される際には、広域基幹バス路線の乗継ぎについて

複雑にならないように、利用者に使いやすい待合環境の整備に取り組みます。そのために他地域の

交通結節点や、国や県などの支援策を活用して、実証運行の評価や計画の見直し、周遊観光のニー

ズ調査や観光プログラムの検討の結果を踏まえて、一体的に検討を進めます。

インターチェンジ・高速バスと温泉街の接続を向上させるような循環バスや、嬉野市周辺の観光資産

をつなぐ周遊観光の交通手段については、既存の公共交通の再生とは異なり、新たな公共交通とし

て導入できる可能性があります。

しかし、新たな事業の実現には、運行計画や事業計画以前に、宿泊施設による運行費用の一部負

担の検討や周辺観光地域との合意形成が必要です。そこで、それらの協議検討を進める体制づくり

から取組み、事業主体や事業計画の策定を行い、平成23年度からの実証運行を目指します。
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７．計画期間７．計画期間

計画期間は平成21年4月から概ね10年とします。実証運行後の本格運行については、新幹線駅開業を見据

え、引き続き関係者による協議と改善を行います。

以下、事業別の実施期間について、調査検討期間を点線矢印（…＞）、

実証運行期間を破線矢印（---＞）、本格運行を実線矢印（→）で記載します。

平成21年度 平成22年度 平成23年度

4月 9月 12月 3月 4月 9月 12月 3月 4月 9月 12月 3月
平成24年度以降

乗合タクシー等

実証運行事業

循環バス

及び

周遊観光

実証運行事業

広域基幹

バス路線改善事業

〔上久間線〕

〔春日･大野原線〕

〔下吉田線〕

〔不動山･牛の岳線および空白地域〕

〔持続的な運営･交通結節点の設置および検証･地域交通の整理〕

運行の見直し 本格運行

実証運行 本格運行

調査運行 実証運行 本格運行

調査運行 実証運行

〔循環バス〕

〔周遊観光〕

〔持続的な運営･交通結節点の設置および検証･地域交通の整理〕

実証運行

実証運行

本格運行

本格運行

調査及び運行計画の策定

調査及び運行計画の策定

利用促進策の計画策定 乗 車 人 員 増 加 策 の 実 施
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問合せ先：嬉野市企画部企画企業誘致課
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