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■議題 
①本会議について  

 
②  路線 再編 効率化について  

 
③ＢＲＴ専⽤⾛⾏空間   ⽅      
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オブザーバー 家邉 健吾 国⼟交通省 九州運輸局 ⾃動⾞交通部⻑ 

事務局⻑ 町⽥ ⼀彦 福岡市 住宅都市局 都⼼創⽣部⻑ 

事務局次⻑ 名古屋 泰之 福岡市 住宅都市局 都市計画部⻑ 
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情報公開について 

 
 
福岡ＢＲＴシステム検討会議設置要綱第５条により，本日開催の会議は原則公開となっているが， 

以下のとおり非公開で運営する。 
 
 
１．会議の公開（傍聴の可否） 

協議の内容が，交通事業者・関係行政の今後取り組む施策について協議検討を行うものであることか

ら，公開にすることにより，市民の間に誤解や混乱を生じさせるおそれ，また，率直な意見交換が損な

われるおそれがあるため非公開とする（情報公開条例７条４号に該当）。 
 
 

２．会議資料の公開 

会議資料の公開については，情報公開条例の非公開情報に該当する部分を除き，公開する場合がある。

また，議事録についても，情報公開条例の非公開情報に該当する部分を除き，各委員に事前に確認の上，

公開する場合がある。 
 
 
≪福岡市情報公開条例第７条（非公開情報）≫ 

実施機関は，公開請求があったときは，公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報（以下 
「非公開情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き，公開請求者に対し，当該公文 
書を公開しなければならない。 

 
＜(1)～(3) 略＞ 
 

(4) 市の機関及び国等（国，独立行政法人等，他の地方公共団体，地方独立行政法人及び地方三 
公社をいう。以下同じ。）の内部又は相互間における審議，検討又は協議に関する情報であって， 
公にすることにより，率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ， 
不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え，若しくは不利益を 
及ぼすおそれがあるもの 
 
＜(5) 略＞ 

＜ア～エ 略＞ 
 

 
※外部からの情報公開に関するお問い合わせについては、事務局で対応しますのでお知らせください。 
  

 
 

福岡ＢＲＴシステム検討会議 事務局 
（住宅都市局 都心創生部 都心交通課） 

担 当：松岡，吉武 
連絡先：092-733-5405 

 



 
福岡ＢＲＴシステム検討会議 設置要綱 

（名称） 

第１条 本会は，「福岡ＢＲＴシステム検討会議（以下，「検討会議」という。）」と称する。 

 

（目的） 

第２条  都心部においては，「都心循環ＢＲＴ」をはじめとして，「ＢＲＴ専用走行空間」，「地

下鉄などとの乗り継ぎ利便性向上」，「都心周辺部駐車場」，さらに「バス運行の効率化」

などに総合的に取り組み，自動車交通の削減・抑制や公共交通への利用転換を目指して

いるため，具体的な施策について，専門的な見地などから意見交換，助言を行うことを

目的とする。 

 

（組織及び委員） 

第３条 検討会議は，学識経験者，西日本鉄道株式会社，交通管理者（オブザーバー），九州運輸

局（オブザーバー），福岡市の委員を基本として構成する。 

   ただし，必要に応じ，委員を追加する。 

２．委員の任期は，検討会議が設置された日から第２条の目的を達成する日までとする。 

 

（検討会議） 

第４条 検討会議は，事務局が招集し，会議の進行にあたる。 

 

（検討会議の公開） 

第５条 検討会議は公開とする。ただし，検討会議が「福岡市情報公開条例」第７条各号に該当

するときは，非公開とする。 

 

（守秘義務） 

第６条  委員は，検討会議で非公開となった内容について，守秘義務を負うものとする。 

 

（事務局） 

第７条 検討会議の事務局は，福岡市住宅都市局都心創生部都心交通課に置く。また，事務局を

統括するため事務局長を福岡市住宅都市局都心創生部長の職をあてる。また，事務局次長

を福岡市住宅都市局都市計画部長の職をあてる。 

 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，検討会議の運営に必要な事項は，事務局が各委員と協議

の上，定める。 

 

附則 

この要綱は平成２７年１２月２８日から施行する。 

この要綱は平成２８年６月７日から施行する。 

 

 

・委員（平成２８年６月７日時点） 

所属 役職 備考 

福岡大学工学部社会デザイン工学科 教授  

九州大学工学部地球環境工学科 助教  

西日本鉄道㈱自動車事業本部 計画部長  

西日本鉄道㈱まちづくり・交通企画部 部長  

福岡市道路下水道局 計画部長  

福岡市交通局 総務部長  

福岡県警察本部交通部 交通規制課長 オブザーバー 

国土交通省九州運輸局 自動車交通部長 オブザーバー 

福岡市住宅都市局 都心創生部長 事務局長 

福岡市住宅都市局 都市計画部長 事務局次長 

 

 

設置要綱
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会議議事要旨



都⼼循環ＢＲＴの形成の進め⽅

１．⾏政計画上 位置  
■福岡市都市交通基本計画(H26.5策定)
・⽬標像Ⅰ,Ⅳ：都市の⾻格を形成する総合交通体系の構築，活⼒  都⼼部 ⽀  交通

－⽅針１：公共交通を主軸とした総合交通体系づくりの推進
－⽅針９：都⼼拠点間の公共交通軸の形成と回遊性の向上

■福岡市総合交通戦略（H27.3策定）
・福岡市都市交通基本計画に基づいて進めていくべき施策のうち，

市⺠，企業，事業者 ⾏政 特 連携  取組 必要   実施計画
・実施施策：都⼼部における公共交通幹線軸の形成

－バスによる公共交通幹線軸の形成(都⼼部ルート)

２．試⾏運⾏
■夜間試⾛(H27.8)：連節   交差点  右左折，停留所    停⾞ 発⾞等 ⾛⾏安全性 確認
■昼間試⾛(H28.3)：連節バスの⼀般交通への影響(⾞線変更 右左折等)の確認
■試⾏運⾏(H28.8 ）
 運⾏経路 乗降⽅法，運賃等，利⽤状況 踏   確認   連節   運⾏上の課題等の検討・検証

３．  路線 再編 効率化
■福岡ＢＲＴシステム検討会議(H27.12設置)：
 ⻄鉄 主体    ，鉄道 路線    乗継  利⽤者 利便性 視点 検討
・H28年度中      (予定)

４．専⽤⾛⾏空間   ⽅
■福岡ＢＲＴシステム検討会議(H27.12設置)：
 福岡市 主体    ，定時性 速達性 向上 ⼀般交通容量減 伴 影響，安全性 確保 
視点で検討

・H28年度中      (予定)

■     都⼼周辺部 駐⾞場 受 ⽌  (フリンジパーキングの確保)とともに，地下鉄等の鉄道
ネットワークと連携しながら，天神・博多・ＷＦの都⼼3拠点間 効率  繋 ことでスムーズに移動できる
ための新たな交通プロジェクト

⇒ 都⼼循環BRTの形成が，『道路交通混雑 緩和』と『都⼼拠点間の交通ネットワーク
の強化』に効果があることを確認する必要がある。

⇒ 確認するために，『試⾏運⾏』，『  路線 再編 効率化』，『専⽤⾛⾏空間   ⽅』を
タイミングなどの整合を図りつつ，それぞれ検討・検証していく。

Ｄｄｄｄ

＜参考＞想定ルートの現状都⼼循環ＢＲＴの⽬的

バス専⽤レーン
北向 （7-9）

南向き（17-19）

バス専⽤レーン
（7-9，17-19）

バス専⽤レーン
(7-9，17-19）

都⼼循環ＢＲＴの形成に向けた検討経緯

１

別紙１



都⼼循環ＢＲＴの検討について

   路線 再編効率化   専⽤⾛⾏空間   ⽅      ，福岡ＢＲＴ    検討会議    検討

都⼼循環ＢＲＴの形成に向けた取組み状況

専用走行空間のあり方バス路線の再編・効率化

検討主体：⻄⽇本鉄道㈱ 検討主体：福岡市

必要性の整理

・定時性・速達性を更に向上させるために専用走行空間が必要

導入条件の整理

・既存道路空間内の空間配分（用地買収はしない）
・専用走行空間の導入によって道路交通混雑が悪化しない
・専用走行空間は効率的な活用を図る
（ＢＲＴの定時性や速達性が確保できる範囲）

路線毎の比較

・評価指標を設定し，路線毎に専用走行空間の位置の利点と
欠点について整理
＜評価指標＞
定時性・速達性，乗継利便性，安全性，沿道利用への影響
他交通への影響 等

評価

必要性の整理

・連節バスの導入により，今後増加する都心需要に，
交通の総量を増やさずに対応するため

・専用走行空間の確保により，他の一般交通に過度な
影響を与えないため

目標値の検討

・連節バスの導入にあわせた一般路線バスの削減目標

・専用走行空間の確保にあわせた一般路線バスの削減
目標

手法や影響の検討

試行運行

検討主体：⻄⽇本鉄道㈱(福岡市）

夜間試走（H27.8)

・連節バスの右左折等の影響確認

昼間試走（H28.3)

・連節バスの交通への影響確認等

試行運行

・利用者が乗降するなかで確認すべき
連節バスの運行上の課題などについて
検証・検討
STEP１（ピストン運行）：H28.8‐10
STEP2（循環運行）：H28.10～

都⼼循環ＢＲＴの形成の進め⽅

目安台数　【台/12h】

現交通量の削減割合

一般車削減割合

路線バス削減割合

混雑度1.00にする
場合に必要な削減量
※独立型専用レーン（センター）

を確保する場合

5,300 12,300 3,500 3,500
▲約16% ▲約37% ▲約13% ▲約11%

▲約17% ▲約39% ▲約13% ▲約11%

▲約15% ▲約35% ▲約12% ▲約10%

大博通り 渡辺通り 住吉通り 那の津通り

２

別紙１



  路線 再編 効率化 ついて
１．効率化 ⽬標値   想定   効率化⼿法

1

別紙２



  路線 再編 効率化    
２．  路線再編 効率化 ⽅向性     

2

別紙２
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交通量（台/12h）

H16.6
都市高速道路
板付～野多目供用

※「合計」交通量＝以下の全８断面の合計
西方面 ： 昭和通り・明治通り・国体道路からの流入交通量の合計（大正通り断面）
東方面 ： 昭和通り・明治通り・国体道路からの流入交通量の合計（大博通り断面）
南方面 ： 渡辺通４丁目交差点からの流入交通量
北方面 ： 那の津口交差点からの流入交通量

H5.3 地下鉄空港線
博多～福岡空港開業

H17.2 地下鉄七隈線
天神南～橋本開業

H23.2
都市高速道路
野芥～福重供用

H23.4
外環状道路
全線開通

H20.4
都市高速道路
堤～野芥供用

H17.2
・渡辺通４丁目交差点改良
・天神大丸前バス停移動
・信金前タクシー乗り場移設
※新・天神地下街開業

87,000台

H24.7
都市高速道路
全線開通

H13.10
都市高速道路
百道～福重供用 H16.11

天神交差点改良

H11.3
都市高速道路
月隈～太宰府，
貝塚～粕屋供用 H15.5

都市高速道路
月隈～板付供用

H14.3
都市高速道路
粕屋～福岡IC供用

H18.3
都市高速道路
野多目～堤供用

※Ｈ18、H22については「法務局交差点」にて交通量調査をしていないため、データが無い

（４）検討結果
■路線別混雑度 必要 削減量

■都⼼部 ⾃動⾞流⼊交通量 変化（平⽇）

■今後の交通施策
・地下鉄七隈線の延伸によるマイカー削減
 天神通線等 整備   交通容量 拡⼤ 分散化
             都⼼部流⼊交通 抑制
            等 交通       推進   都⼼部流⼊交通 抑制

■現時点 独⽴型専⽤    確保 ，道路交通混雑 悪化する結果となる。
■都⼼部交通対策に総合的に取組むことによって，将来的な削減可能性はある。

BRT専⽤⾛⾏空間のあり⽅について

１．⽬標
■都⼼循環ＢＲＴの形成にあたっては，

⼀般交通  影響 配慮   ，対象⾞両 定時性・速達性を確保する。

２．⼿法
■現在 道路空間内    専⽤⾛⾏空間 確保する。

３．あり⽅の検討
（１）⾛⾏位置 関  評価指標 設定

（２）⾛⾏位置 ⽐較 ⇒ 次⾴参照

（３）確保時期の検討プロセス

① 現在 道路交通状況 ，路線毎 混雑度 確認 （混雑度≦1.00⇒OK）
↓
② 独⽴型専⽤    center 確保  際 道路交通状況 ，⽚側⼀⾞線減少   
↓ ⼀般⾞線 混雑度 評価（混雑度≦1.00⇒OK）
③ ⼀般⾞線 混雑       削減交通量 算出 （⾃動⾞○台，路線  ○台）
↓
④ 早期確保 可否 ，削減⼿法 ⾒込 判断

ＢＲＴ専⽤⾛⾏空間   ⽅

評価指標 選定理由

1
【最重要!】
　定時性・速達性

・BRT(バス・ラピッド・トランジット)の特性である
　『時間通りに(定時性)・速く(速達性)』を阻害要因で評価

2
【重要!】
　他交通への影響

・『⼀般交通への影響(安全⾯ 円滑⾯)  他⾞線 混雑度
　によって評価

3
乗継利便性
（地下鉄，路線  ，    ）   他公共交通機関  乗継      移動距離    評価

4
ユニバーサルデザイン
（利⽤者視点）

  ⾼齢者 ⾞椅⼦利⽤者 ⽇常的 利⽤   ⼈等    ⼈
      停留所 利⽤      構造 適⽤性(対応可能性)
  利⽤者安全性 評価

5
安全性
（BRT⾞両×⼀般⾞両）

  BRT⾞両 他交通(⼀般   ⼀般⾞両   ⾃転⾞) 
　関係性を踏まえた安全性』を交錯や接触機会で評価

6 沿道利⽤  影響  沿道出⼊  荷捌 ，駐停⾞  影響 有無 評価

 BRT 特性    ⼀度      ⼈ 運 (輸送⼒)  
 乗 遅  頻度 運⾏頻度 柔軟性  評価
 ※運⾏頻度 柔軟性：専⽤⾛⾏空間 想定交通量  交通容量   
               余裕幅(想定混雑度 混雑度1.00   幅）

8
柔軟性
（維持管理     ）

  柔軟性 維持管理       停留所 追加    ，
 維持管理      制約 規模(施⼯性 施⼯⾃由度) 評価

輸送性7

交通量　【台/12h】
　※H27.10調査

32,400 ※8⾞線 32,800 ※8⾞線 27,300 ※6⾞線 32,000 ※6⾞線

混雑度

評価　【≦1.00】

混雑度
　※一般車線

評価　【≦1.00】

目安台数　【台/12h】

現交通量の削減割合

一般車削減割合

路線バス削減割合

※ 混雑度＝断⾯通過交通量／断⾯交通容量 （1.0未満 道路 混雑      円滑 ⾛⾏   状態）           

▲約10%

混雑度1.00にする
場合に必要な削減量

5,300 12,300 3,500 3,500
▲約16% ▲約37% ▲約13% ▲約11%

▲約17% ▲約39% ▲約13% ▲約11%

▲約15% ▲約35% ▲約12%

独立型
専用レーン確保

（センターの場合）

1.20 1.63 1.15 1.12
× × × ×

現況 0.94 1.26 0.79 0.70
○ × ○ ○

大博通り 渡辺通り 住吉通り 那の津通り

1

別紙３



BRT専⽤⾛⾏空間   ⽅    
専⽤⾛⾏空間     

2

別紙３
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