
田川市公共交通田川市公共交通田川市公共交通田川市公共交通の現状の現状の現状の現状についてについてについてについて    

 

１１１１    市内の市内の市内の市内の公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関    

 ⑴ 鉄道 

  ア JR 九州 ２路線 

   

 

 

 

イ 平成筑豊鉄道 ３路線 

   

 

 

 

 

 ⑵ 路線バス 

  ア 西日本鉄道 ５路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ コミュニティバス ６路線 

     …市の費用負担あり    …市の費用負担はないが、他町村が費用負担 

路線名 運行区間 

日田彦山線 夜明～田川後藤寺～城野 

後藤寺線 田川後藤寺～新飯塚 

路線名 運行区間 

伊田線 田川伊田～金田～直方 

田川線 田川伊田～行橋 

糸田線 田川後藤寺～金田 

路線名 運行区間 

金田・方城線 真岡（糸田町）～西鉄後藤寺～金田平原団地（福智町） 

西鉄後藤寺～夏吉・金田駅～西鉄後藤寺 

西鉄後藤寺・中谷線 西鉄後藤寺～香春～中谷 

添田線 西鉄後藤寺～川崎～めんべい添田町工場 

筑豊（特急）福岡線 西鉄後藤寺～天神   

福岡県立大学～天神  等 

筑豊（急行）福岡線 西鉄後藤寺～新飯塚・福岡空港～博多 BT 

路線名 運行区間 備考 

坂谷・田川病院線 坂谷～弓削田・後藤寺～田川病院 

平日 

運行 

大浦・弓削田線 上ノ山団地～後藤寺～弓削田～市立病院 

伊加利・松原線 伊加利～田川伊田駅・メルクス～市立病院 

鎮西・金川線 伊加利～上伊田駅・田川伊田駅～市立病院 

施設循環線 田川後藤寺駅～市役所～田川伊田駅 

白鳥工業団地線 田川後藤寺駅～東鷹高校～田川伊田駅 

資料３資料３資料３資料３    



２２２２    利用者及び市負担額利用者及び市負担額利用者及び市負担額利用者及び市負担額    

平成筑豊鉄道 

  ※平成３０年度利用者数は、２月時点の数値を記載 

西鉄バス 金田方城線 

 
利用者数 

赤字補填額 

 田川市 福智町 糸田町 

平成 25 年度 127,749 人 17,013 千円 11,942 千円 3,050 千円 2,021 千円 

平成 26 年度 123,731 人 18,487 千円 13,096 千円 3,242 千円 2,149 千円 

平成 27 年度 118,245 人 21,843 千円 15,474 千円 3,830 千円 2,539 千円 

平成 28 年度 107,066 人 21,479 千円 15,216 千円 3,766 千円 2,497 千円 

平成 29 年度 106,151 人 24,061 千円 17,045 千円 4,219 千円 2,797 千円 

平成 30 年度 107,745 人 23,667 千円 16,765 千円 4,150 千円 2,751 千円 

 

西鉄バス 西鉄後藤寺・中谷線 

 
利用者数 

赤字補填額 

 田川市 香春町 

平成 30 年度 76,516 人 9,706 千円 4,018 千円 5,688 千円 

 

コミュニティバス                            

    

    

    

    

    

    

    

    

 
利用者数 

沿線９市町村補助 

 市負担(27.7%) 市実負担額 

平成 25 年度 1,672,494 人 117,646 千円 32,588 千円 41,611 千円 

平成 26 年度 1,642,944 人 140,674 千円 38,967 千円 41,611 千円 

平成 27 年度 1,622,737 人 157,063 千円 43,506 千円 41,611 千円 

平成 28 年度 1,564,117 人 165,533 千円 45,853 千円 41,611 千円 

平成 29 年度 1,560,924 人 171,439 千円 47,489 千円 41,611 千円 

平成 30 年度 1,388,000 人 176,486 千円 48,887 千円 41,611 千円 

 利用者数 運行管理委託料 

平成 25 年度 57,831 人 35,721 千円 

平成 26 年度 62,190 人 35,843 千円 

平成 27 年度 61,546 人 36,188 千円 

平成 28 年度 62,202 人 36,859 千円 

平成 29 年度 62,406 人 37,236 千円 

平成 30 年度 61,426 人 37,085 千円 

公共交通維持経費公共交通維持経費公共交通維持経費公共交通維持経費    年間約１億円年間約１億円年間約１億円年間約１億円    



鉄道路線図鉄道路線図鉄道路線図鉄道路線図    

 

JRJRJRJR日田彦山線日田彦山線日田彦山線日田彦山線    

JRJRJRJR後藤寺後藤寺後藤寺後藤寺線線線線    

平筑田川平筑田川平筑田川平筑田川線線線線    

平筑伊田平筑伊田平筑伊田平筑伊田線線線線    

田川市田川市田川市田川市    

平筑糸田線平筑糸田線平筑糸田線平筑糸田線    



西鉄バス路線図（福岡、北九州方面）西鉄バス路線図（福岡、北九州方面）西鉄バス路線図（福岡、北九州方面）西鉄バス路線図（福岡、北九州方面）    

 

西鉄後藤寺・中谷線西鉄後藤寺・中谷線西鉄後藤寺・中谷線西鉄後藤寺・中谷線    

中谷中谷中谷中谷営業所営業所営業所営業所    

田川市田川市田川市田川市    

西鉄後藤寺西鉄後藤寺西鉄後藤寺西鉄後藤寺    西鉄西鉄西鉄西鉄    筑豊（急行・特急）福岡線筑豊（急行・特急）福岡線筑豊（急行・特急）福岡線筑豊（急行・特急）福岡線    

天神天神天神天神    


