
 

 

 

 

 

 

 

 
 
第２４回 北九州市地域公共交通会議資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年１月３１日 

北九州市建築都市局 
都市交通政策課 



（１）バス停及び路線の新設に伴う一部運行経路の変更について 
 

 

  ①バス停及び路線の新設 

集客施設である「汐入の里」前にバス停、及びこれを経由する路線を新設するこ

とにより、利用者の増加を図る。 

 

    ・新設バス停：汐入の里前 

  ・新設路線：市道および市道安屋１９７号線（約１ｋｍ）（以下図の赤線部分） 

    ・区 間：汐入の里東側の交差点～汐入の里南側の交差点 

    ・運行便数：４５便（脇田発２３便・脇田着２２便）※ 便数の変更なし 

 

 

②路線の廃止 

①の変更により、路線を振り替えるための廃止。 

 

    ・対象道路：国道４９５号線（約０．５ｋｍ）（以下図の青線部分） 

    ・区 間：汐入の里東側の交差点～汐入の里南側の交差点の間 

     ※ 上記路線の廃止によるバス停の廃止はない 

 

 

   （周辺地図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③上記路線の新設・廃止等に伴い一部経路が変更となる路線 

   別紙１のとおり 

 

 

 



協議運賃路線の新設・廃止に係る系統一覧
【現行】

起点 住所 経由地 終点 住所 距離

188 136 二島駅 若松区二島五丁目1581-2地先 脇田・かんぽ 大鳥居（待機所） 若松区大字大鳥居11地先 17.3 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設するため廃止

27 二島～かんぽ線 21 140 二島駅 若松区二島五丁目1581-2地先 脇田 かんぽの宿北九州 若松区大字有毛2829地内 10.8 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設するため廃止

184 137 産業医科大学若松病院 若松区浜町二丁目74-1地内 本町・上原 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 10.9 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設するため廃止

185 138 産業医科大学若松病院 若松区浜町二丁目74-1地内 本町・中畑 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 11.5 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設するため廃止

98 33 若松渡場 若松区本町一丁目14-1地先 本町・上原 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 10.4 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設するため廃止

79 143 洞北中学校入口 若松区大字頓田3270-1地先 竹並・第二二島・花房小学校 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 9.9 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設するため廃止

80 144 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 （循環）花房小学校・第二二島・竹並・第二二島 花房小学校前 若松区小竹2242-2地先 14.2 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設するため廃止

81 83 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 （循環）花房小学校・第二二島・竹並・第二二島・花房小学校 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 18.5 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設するため廃止

176 145 払川 若松区大字払川124-1地先 第二二島・花房小学校 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 7.8 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設するため廃止

191 148 かんぽの宿北九州 若松区大字有毛2829地内 逆水・脇田・内平（臨時） 花房小学校前 若松区小竹2242-2地先 8.0 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設するため廃止

33 鶴松～若松高校線（渡場） 90 87 鶴松団地 芦屋町浜口町5-4地先 島郷・脇ノ浦・区役所 若松渡場 若松区本町一丁目14-1地先 24.3 区役所経由から本町経由にを新設するため廃止

28 折尾～グリーンパーク線 182 135 折尾駅西口 八幡西区堀川町714-2地先 九州女子大・浅川中学校・ひびきの南１ グリーンパーク 若松区大字安屋157地先 6.5 協議運賃路線対象外の一般路線

【平成３１年３月３０日以降】

起点 住所 経由地 終点 住所 距離

188A 136 二島駅 若松区二島五丁目1581-2地先 汐入の里・脇田・かんぽ 大鳥居（待機所） 若松区大字大鳥居11地先 17.3 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設

27 二島～かんぽ線 21A 140 二島駅 若松区二島五丁目1581-2地先 脇田 かんぽの宿北九州 若松区大字有毛2829地内 10.8 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設

184A 137 産業医科大学若松病院 若松区浜町二丁目74-1地内 本町・上原 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 10.9 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設

185A 138 産業医科大学若松病院 若松区浜町二丁目74-1地内 本町・中畑 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 11.5 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設

98A 33 若松渡場 若松区本町一丁目14-1地先 本町・上原 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 10.4 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設

79A 143 洞北中学校入口 若松区大字頓田3270-1地先 竹並・第二二島・花房小学校 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 9.9 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設

80A 144 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 （循環）花房小学校・第二二島・竹並・第二二島 花房小学校前 若松区小竹2242-2地先 14.2 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設

81A 83 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 （循環）花房小学校・第二二島・竹並・第二二島・花房小学校 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 18.5 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設

176A 145 払川 若松区大字払川124-1地先 第二二島・花房小学校 脇田 若松区大字安屋1679-23地先 7.8 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設

191A 148 かんぽの宿北九州 若松区大字有毛2829地内 逆水・脇田・内平（臨時） 花房小学校前 若松区小竹2242-2地先 8.0 新路線運行系統（汐入の里前バス停通行）を新設

33 鶴松～若松高校線（渡場） 90A 175 鶴松団地 芦屋町浜口町5-4地先 島郷・脇ノ浦・本町 若松渡場 若松区本町一丁目14-1地先 24.3 区役所経由から本町経由にを新設

28 折尾～グリーンパーク線 182A 135 折尾駅西口 八幡西区堀川町714-2地先 九州女子大・浅川中学校・ひびきの南１・グリーンパーク 汐入の里 若松区大字安屋3713地先 7.6 新路線運行系統（汐入の里前バス停起終点）を新設
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別 紙 １



 

（２）一部便の運行時間変更 
 

 

 ① 運行時間の変更（平日のみ） 

地元要望があった通院・通学・買い物等の利便性を向上させるため運行時間を 

早める。 

  

    ・対 象 便：脇田⇒脇の浦⇒産医大若松病院（往路・復路とも） 

    ・運行時間：「脇田発９時５４分」を「脇田発９時１２分」（復路） 

          「若松渡場発９時８分」を「産医大若松病院発８時２９分」（往路） 

 

    ・対 象 便：若松営業所⇒脇の浦⇒二島駅（往路のみ） 

    ・運行時間：「若松営業所発８時０８分」を「若松営業所発８時０６分」 

 

 

 

   ※変更後のダイヤについては別紙２のとおり 

   



（　現　行　）

産業医科大学若松病院  脇田 9:54 若松営業所 8:08
若松区役所前 坊ヶ渕 9:54 東小石町 8:09
若松渡場 9:08 グリーンパーク ↓ 西小石町 8:09
本町三丁目 9:10 Ｊパワー電源開発 9:56 第二赤崎 8:10
本町 9:11 脇ノ浦 9:59 赤崎 8:11
明治町銀天街前 ↓ 鬼ヶ坂入口 9:59 小石本村 8:12
ウイングプラザ前 ↓ 向洋中学校前 10:05 向洋中学校前 8:13
中川町 9:13 小石本村 10:06 不動下 8:14
栄盛川 9:16 赤崎 10:07 竜光ノ滝 8:14
若松高校前 9:18 小石小学校前 ↓ 椿下 8:15
上原町 9:19 棚田町 ↓ 常福寺入口 8:16
中畑 ↓ 中畑 ↓ 外小竹 8:17
棚田町 ↓ 上原町 10:09 鬼ヶ坂入口 8:19
小石小学校前 ↓ 若松高校前 10:09 脇ノ浦 8:19
赤崎 9:21 栄盛川 10:12 ひびき学園入口 8:20
小石本村 9:22 中川町 10:14 Ｊパワー電源開発 8:21
向洋中学校前 9:23 ウイングプラザ前 ↓ 内平尻 8:22
鬼ヶ坂入口 9:30 明治町銀天街前 ↓ 内平 8:22
脇ノ浦 9:31 本町 10:16 響灘緑地入口 8:23
Ｊパワー電源開発 9:33 本町三丁目 10:18 平石 8:23
グリーンパーク ↓ 若松渡場 ↓ 平川 8:24
坊ヶ渕 9:35 若松区役所前 10:22 内小竹公民館 8:24
脇田 9:37 産業医科大学若松病院 10:24 花房小学校前 8:25

畠田 8:26

（　改正後　） 若松商業高校前 8:27

産業医科大学若松病院 8:29 脇田 9:12 片山 8:27
若松区役所前 8:31 坊ヶ渕 9:12 顕照寺前 8:28
若松渡場 ↓ 汐入の里前 9:13 第一二島 8:30
本町三丁目 8:33 グリーンパーク ↓ 高陵高校前 8:30
本町 8:34 Ｊパワー電源開発 9:14 二島駅 8:33
明治町銀天街前 ↓ 脇ノ浦 9:17
ウイングプラザ前 ↓ 鬼ヶ坂入口 9:17
中川町 8:36 向洋中学校前 9:23 若松営業所 8:06
栄盛川 8:39 小石本村 9:24 東小石町 8:07
若松高校前 8:41 赤崎 9:25 西小石町 8:07
上原町 8:42 小石小学校前 ↓ 第二赤崎 8:08
中畑 ↓ 棚田町 ↓ 赤崎 8:09
棚田町 ↓ 中畑 ↓ 小石本村 8:10
小石小学校前 ↓ 上原町 9:27 向洋中学校前 8:11
赤崎 8:44 若松高校前 9:27 不動下 8:12
小石本村 8:45 栄盛川 9:30 竜光ノ滝 8:12
向洋中学校前 8:46 中川町 9:32 椿下 8:13
鬼ヶ坂入口 8:52 ウイングプラザ前 ↓ 常福寺入口 8:14
脇ノ浦 8:53 明治町銀天街前 ↓ 外小竹 8:15
Ｊパワー電源開発 8:56 本町 9:34 鬼ヶ坂入口 8:17
グリーンパーク ↓ 本町三丁目 9:36 脇ノ浦 8:17
汐入の里前 8:57 若松渡場 ↓ ひびき学園入口 8:18
坊ヶ渕 9:00 若松区役所前 9:40 Ｊパワー電源開発 8:19
脇田 9:02 産業医科大学若松病院 9:42 内平尻 8:20

内平 8:20
　 　 　 響灘緑地入口 8:21
　 平石 8:21
　 平川 8:22

内小竹公民館 8:22
花房小学校前 8:23
畠田 8:24
若松商業高校前 8:25
片山 8:25
顕照寺前 8:26
第一二島 8:28
高陵高校前 8:28
二島駅 8:31

■渡場 ⇒ 脇田行き（往路） ■渡場 ⇒ 脇田行き（復路）

ダイヤ変更(案)

■若松営業所 ⇒ 二島駅行き

別紙２


