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■配布資料 
  ・議事次第 
  ・出席者名簿 
  ・出席者座席表 
  ・資料１「平成２２年度の吉野町スマイルバス利用状況について」 
  ・資料２「国土交通省の補助事業について」 
  ・資料３「平成２３年度の検討項目について」 
  ・資料４「川上村やまぶきバスの運行について」 
  ・資料５「今後のスケジューついて」 
 
 
 



１．開会 
 
２．小松会長あいさつ 
 梅雨も半ばに入り、大雨で足元の悪い中、またそれぞれの部署でお忙しい中、当協議

会にご出席いただきまして、ありがとうございます。本日は議事がたくさんありますが、

こちらで司会進行させていただきますので、ご協力よろしくお願いします。また、奈良

運輸支局から土本専門官にも出席いただき、色々な意味でご意見をいただいております。

和気あいあいとした雰囲気の中にも日頃お考えのご意見等をいただければと思います

ので、よろしくお願いします。 
 
 
【議題内容】 
 
【１】 平成 22 年度の吉野町スマイルバス利用状況について・・・資料１参照 
（事務局説明）上林担当 
１． 年間の利用状況 
２． 月別利用者数の推移 
３． 路線別の利用状況 
 
 
 
（会長） 
ただ今事務局から２２年度利用実績の報告があったが、委員の皆さんから、結果をみ

て分かりにくい箇所等がございましたらご意見をお願いします。お気づきの点などござ

いませんか。 
 
（委員） 
資料１、３P、月間乗車数が１月に落ち込んでいるのはなぜか。 
 
（事務局） 
 １０月に高校生への無料乗車券の配布をした効果として１１月、１２月に乗車数が増

加し、翌年２月には一般向けに全世帯に無料乗車券を配布しましたので、２月、３月が

増加に転じていると思われます。その間の１月は無料券が利用できない月であったので、

少ないということが考えられます。また、例年１月は少ないですので平均的なところで

はないかと思います。また、今年は雪の日が多く、外出する機会が減ったという影響も

多少はあるかも知れません。 
 
（委員）雪が多かったというのもあるのではないか。 
 
（事務局）そうですね。多少その影響もあるかもしれないですね。 



 
（会長） 

１月は４日からの稼動で、祭日もあり、運行日は他の月から比べて数日少ないという

影響もあるのではないでしょうか。 
 
（委員） 

資料１、２Ｐのグラフを見ると１月にぽとんと落ちているので、何かの反動かなと思

った。 
 
（事務局）やはり、無料乗車券の配布の反動かと思います。 
 
（会長） 
これは面白い数字だとか、これはどういうことかということなど、今のようなご指摘

は他にございませんか。 
 
 
 
【２】 国土交通省の補助事業について・・・資料２参照 
（事務局説明）上林担当 
 
（会長） 
補助事業について説明があったが、土本専門官、今の説明に間違いはなかったでしょ

うか。 
 
（委員） 

吉野町の場合は再生総合事業ということで、地域公共交通総合連携計画を策定されて、

３年目の今年度が最終年度。いままではこの３年間で補助はおわりだったが、今年度か

ら地域公共交通確保維持改善事業ができて、額は少ないが、今後も継続的に補助を受け

られる事業となった。補助額は、赤字の補填額の２分の１となっているが、確定ではな

く、補助できる額は最大で２００万円弱くらいとなる予測です。 
 

（会長） 
 補助金額をもう１桁、増やしていただきたいくらいですね。平成２３年度までが実証

運行で、必要最低限の経費で最大限の効果を出すということで、この協議会においても

煮詰めていただいているところですが、平成２４年度からバスを走らせることが厳しい

ことになってきます。吉野町は過疎地でもあるので、国に、できれば違う観点から要望

も上げていきたいと思います。高齢化率も高まっているし、いわゆる買い物難民も現実

問題として出てきているので、その辺りをもう少し国にも働きかけて、今後もバスを走

らせていくためにはどうしたらよいかということに頭を悩ませていかなければと思い

ます。 



（委員） 
平成２３年度実証運行最終年度の補助額は実績として上がってきた収入を除いた２

分の１の額か。 
 
（事務局） 

今申請しているのは、２分の１の額ですが、２分の１の８割程度になるのではないか、

という返答いただいている。具体的には２６００万円程度となっています。 
 
（会長） 
平成２３年度末には２６００万円ほどの補助がいただけるが、２４年度は、１８０万

円ほどというため息の出るような額です。過疎債のソフト事業としても認められるとい

われているが、赤字補填というか、収支の採算の取れるような運行地ではないですが、

認められると良いのですが。 
この３年間は国の補助をいただいて協議会でも検討いただきながら、バスの運行に関

しても何とか住民の思いを乗せてバスを走らせてきたが、２４年度からはどういう方法

が良いのか、補助金が大幅に少なくなりますので、別の方法も考えていかなければなら

ないと思います。 
次に、今年度の検討項目について、説明お願いします。 

 
【３】 平成２３年度の検討項目について・・・資料３参照 
（事務局説明）上林担当 
１． 目的 
２． 検討項目（案） 

（１） スマイルバス利用実績の整理 
（２） 既往施策の評価 
（３） 利用者数の将来見通し 
（４） スマイルバスの運行継続に向けた施策の検討 
（５） 運行計画の見直し検討 
（６） スマイルバスハンドブックの更新 

 
 
（会長）２３年度の検討項目案について事務局から説明がありました。 

今回項目がたくさんあって、６番目まであります。目的のところにもありますが、適

切な財政負担のもとでのバス運行を継続していくための施策ならびに運行計画の検討

案ですので、今日は、委員さんから斬新なご意見等をいただければと思います。遠方か

らかけつけていただいている委員さんもいらっしゃるので、みなさんから一言ずついた

だけたらと思います。 
 
（委員） 
私のうしろには町民９０００人がいる。各地域の会長にヒアリングして聞いたことに、



バスは残してくれないと生きていけない、という声がある。家族がいて送迎してもらえ

たり、自分で車を運転できるという人もいるが、私の地区でも１０人ほどバスしか移動

手段がない人がいる。外出するのを我慢して、車を運転する息子が帰ってくるまで出か

けないということだと、生活がいびつになる。なんとかバスを残してもらいたいという

のが願いである。それは気持ちだけではできなくて、お金が要るし、利用が必要になる。

そうすれば、どれほどで折り合いがつくのか。来年からは１８０万円ほどの補助という

ことで、何千万というお金の中では焼け石に水に近いかもしれないので、お金を作るこ

とを考えないと成り立たない。その上で利用を促進する必要があると思う。私の妻も病

院に行くときに、私の車には乗らず、バスに乗るが、それは私が車を運転できなくなっ

たとき、バスが無かったら困るからである。 
通学バスの混乗を実施しているが、それはこの検討項目に入っていないがなぜか。 

 
（事務局） 

通学バスは現在一部について混乗ですが、学校としても、町としても、今のところ問

題なくスムーズに運行しているので、このまま継続したいという考えです。したがって

検討項目には入れておりません。 
 
（委員） 
継続運行にむけたバスの協議をしているが、本来会議の主旨というのは公共交通をど

うしていくのかが検討目的だと思いますので、近隣市町村のコミュニティバスとの連携

は有効だと思う。ここには書かれていないが、路線バスも運行しているので、こちらと

も連携していかないといけない。 
補助金が減るが、本来３年間で補助が終わるところであるので、１８０万円もらえる

ことをチャンスというふうに、ポジティブに捉えて、その金額の中で活用していくこと

を考えていかれたい。今は大きなバスで運行しているが、タクシーを活用する方法もあ

るし、その辺りも含めて考えれば、補助を活用しながら運営していく体制も検討できる

のではないかと思う。 
 
（委員） 
 先ほど発言のあった委員の言ったとおりだと思う。補助事業が３年間で終了するとい

うのは吉野町を始め、補助を受けているところは理解している。後は何とかなるだろう

ということでやってきていたのではないか。町民の協力ということで、「１年に１回１

往復使ってください。」「使わなくても回数券を買ってください」というのはあちらこち

らの地域でやっているが、そういうことは「利用じゃない」と、そういうことをして利

用者数をあげて、補助金をもらっているのは、まやかしだと批判する人もいる。町民は

みんなでバスを残そうという意思をもっているんだからいいんだという評価もある。町

民がどう考えているのか、アンケートをしてもどこでも同じことで、運賃は安くして、

廃止は困るという意見が出る傾向がある。となりの村は３００円、こちらは２００円だ

から、もう１００円あげると、年金で生活しているから、もう乗らないよということに

なる。助成金がなくなるというのは国の制度ですが、後は県や国の別の機関で助成制度



を探して、町民の負担を軽くするという方法を考えていただくしかないのかと思う。 
 
（委員） 
デマンドバスを運行しているが、ときどき、予約を受けて行っても客がいないという

ことがある。その予約者に電話をしてみても留守であったりして、連絡が取れず、数分

待っても来なければ出発することになる。当日の予約という方法も考える必要があるか

と思う。 
 
（委員） 
 デマンド運行について、意見というか質問であるが、デマンドの運行状況というのは

どうか。 
 
（事務局） 
 去年からデマンド運行を実施しているが、昨年４月から８月までの利用者数ですが、

平日、１０４日の運行日数があって、利用者数４６名、土曜日は２２日の運行日数で３

名です。この数字につきましては、９月から３月までの間も変動はさほどないので、月

当たり１０名までの利用だと思います。 
今年度は従来に加えて、殿川と C コースの土曜日についてデマンド運行としました。

来年度からはさらにデマンド区間の拡大を検討しています。 
 
（委員） 
私は、スマイルバス運行委託先と路線バスとしての２つの立場があるが、路線バスに

関しては補助金がなくなってきたということで吉野町には迷惑をかけて、スマイルバス

に移行してもらっている。スマイルバスとのことに関して、先ほど意見が出た、連携と

いうことはまだ考えていないので、今後検討して、スマイルバスと路線バス、お互いの

バスが乗ってもらえるように考えたいと思う。 
スマイルバスについて、乗務員を派遣しているが、安全という面ではコストは下げず

に、乗務員を最小コストで、時給制で働いてもらっているので路線バスよりは非常に安

いコストで運行していると思う。補助事業がなくなると厳しいと思うが、今後も協力し

たいと思う。 
 
（委員） 

交通事故防止の観点から話すと、コミバスを活性化されたい。というのは、先日１１

０番通報があって、お年寄りのマークをつけた方が、非常に危ない運転をしているとい

うことだった。その車の運転者は高齢者夫婦二人暮らしで、駐在を通じて指導した。こ

ういう方がますます増えてくると予想される。そして、運転免許を警察に返却すること

になったら、その後、お年寄りの移動手段はどうしたらいいのかという問題があるので、

大きな意味で、バスの運行は事故防止につながる。財政面など諸問題あるが、高齢化社

会であるのでますますコミバスを活性化されたい。 
 



（委員） 
昨年実施された無料券の配布、高校生の利用促進は、一定の成果があったのではない

かと思う。また改めて検証するということなので、それに基づいて、２３年度も新たに

色々検討するのは、非常に重要なことだと思う。想定される施策についても重要なポイ

ントがすべて上がっていると思う。区長さんからもありましたが、スマイルバスをなく

さないようにという地域の声を大事にしていかれたい。 
 
（委員） 
アンケートに関して、どういった意見があるかというのは、当然、ご利用いただいて

いる方からもらうのも大事だが、利用していない、利用しにくい方から、どういうとこ

ろが利用しにくいのかという声を集めることが今年度のポイントになると思う。バス停

のアクセスが悪いのか、便数が少なくて不便なのか、料金設定が悪いのか、バスを走ら

せる前にアンケートを取るのが理想だが、現実に走っているので、可能であれば収支状

況もオープンにして、町民に理解を求めて、地域としてどのようなバスであれば利用し

てもらえるのかということを、来年になって状況が変わってくる前に、今バスが走って

いるうちに調べないといけない。 
県としては、コミバスは市町村の事務であるという方針だったが、今年３月の議会で、

県も関わっていこうという方針が決まった。私どもは５人体制で公共交通について取り

組んでいる。知識があるわけではないが、他市町村の情報もあるので、また相談された

い。 
ある村の話だが、コミバスを運行しているが、なかなか利用してもらえない。理由は

マイカーが便利だということである。特に高齢の方は、バス停まで歩いてお金を払って

バスに乗るより、マイカーが便利。そこを、無理にバスに乗ってくださいという方法で

は全国で成功していない。バス停の近くに駐車場のスペースが確保してバスに乗り継ぐ

など、利用してもらえる方法を考える年ではないかと思う。 
 
（委員） 
さきほど来年からの運行補助については２００万弱と伝えたが、車両の入れ替えの補

助は別枠で在る。社会資本整備の補助メニューや、他省庁の経産省で買い物支援の事業

もあるので、そういう情報があれば、自治体にお知らせしたいと思う。 
 
（会長） 
それぞれの立場、分野でのご意見いただけたことうれしく思います。事務局としては参

考になる意見いただけたと思います。 
 
 
 
【４】 川上村やまぶきバスの運行について・・・資料４ 
（事務局説明） 上林担当 
 



（会長） 
先ほど意見もできていたが、町村間の連携も大事であると思います。委員のみなさん

からご意見をいただけたらと思います。 
 

（委員） 競合する協議会として問題なければ、奈良交通としてはどうか。 
 
（委員） 
 奈良交通が減便となっているため、川上村で運行することとなったので、問題はない。 
 
（委員） 町内の人が間違えて乗っても大丈夫か。 
 
（事務局） 
 川上村民以外の人も乗ることができるが、料金はスマイルバスより１００円高くなり

ます。また車体全体がやまぶき色なので、間違えることはあまりないかと思います。 
 
（会長） 
運行事業者が了承されていますので、資料４について、採用してよろしいか。 

 
【一同了承】 
 
 
 
【５】 今後のスケジュールについて 
（事務局説明） 上林担当 
 
 
（会長）岸野さん、何か意見はありませんか。 
 
（コンサルタント会社） 

混乗の件について補足します。元々スマイルバスは、同じ時間帯、同じルートを福祉

バスとスクールバスが走っていたものを一体化したもので、スクール便に一般利用者も

乗車し、コミバス便に通学生が乗り、また中学生と小学生が一緒に乗っている便もあり

ます。混乗によりこれ以上効率化するのはむずかしいので、このまま継続していくこと

ができればと思います。 
いよいよ実証運行が終わります。本来、補助が終わって吉野町が自前でやっていかな

ければならない年になります。その中でバスを計画していくには、本格運行では利用者

を増やすということが大きなテーマになってくる。高齢化が進み、利用の対象者が増え

るかというと、そうではなさそうです。高齢化とともに、人口減少になるので、高齢者

の絶対数が増えるとは限らないのが１点です。高齢ドライバーについて、吉野町の７０

歳代女性の免許保有率は１割程度だと思うが、６０歳代だと５～６割保有している。６



０歳代の方は１０年後７０歳代になりますので、７０歳代の女性の免許保有率は５～６

割になります。男性は現在、７０歳代でも８割ほど保有しているので、今後はバスを必

要とする方は減っていく可能性がある。そうした中で利用者を維持するのは難しいので、

新しい利用者を獲得することを考えると、現在利用が少ない高校生に使っていただくと

いうことがある。高校生は毎日乗車してもらえるので利用者を増やすという面では効果

が高い。昨年は高校生を対象に利用促進として無料乗車券を配布したり、アンケートを

行いました。その結果、行きは大体朝７時頃ですが、帰りの便がないという声がありま

したので、夜７時台の便を増やしました。 
先ほども高齢ドライバーの問題について意見が出ていました。若い方に普段乗ってい

る車をやめていただいてバスに乗っていただくのは難しいですが、高齢者で危なっかし

い状態で運転する場合はバスを利用していただきたいと思います。 
先日は東京で高齢者の方が驚いて歩道橋に突っ込んだという事故や、有馬温泉では７

０歳代後半の方が旅館に着いた途端、アクセルとブレーキを踏み間違えて、川に転落し

て死亡するという事故も起こっています。 
そういう事故を防ぐ意味でも、高齢ドライバーへの利用促進策を展開する必要がありま

す。バスの利用を増やすというだけでなく、交通安全の意味でも啓発していきたいと思

います。 
コミバスの利用者を増やすために、ひとつの策を実施して増えるということはなく、

色々な技を合わせて、増やしていかないといけないと思います。そのうちの一つが、み

なさんにちょっとずつ利用していただくということ。町民の方に年に１回だけ、バスを

利用してもらえないか町民に広く PR していく必要があるのではないかと思います。そ

のほかにも色々方法があると思いますが、色々なことを組み合わせていくと効果がでて

れくると思いますので、そういった協力をみなさんに呼び掛けることが大事だと思いま

す。それをいかに具体化していくのかということが今年のテーマかと思いますので、委

員のみなさんのお力添えをいただきたいと思います。 
 

（会長） 
 実証運行が終わったらという前提での話になってきていますこの協議会も１０回と

なりました。平成２４年度からは自力でやりなさいということですが、国から叱咤激励

されての吉野町のバスの運行となっていきます。合わせ技ということで、色々なことを

複合させてなんとかバスの運行を続けていくことが、町民にとっては喜んでいただける

手法だと思います。やはり採算面では合いませんが、差を少なくする意味からも知恵を

出し合っていくことが大切かと思います。町内にお住まいの委員のみなさんも、こんな

案があるよというご意見があれば、いつでも事務局の方まで出していただければ、こち

らの協議会で検討するということで進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いします。 
 
その他に特に今日、言っておきたいということがございましたらお伺いします。 
 
 



（委員） 
今日、こちらへ来る際、近所の人から、孫に今日はバスで行きやと言っても、バスも

もう間に合わないのでお母さんに車で送ってもらうということの繰り返しだという話

を聞いた。子どもの時間と高齢者の時間の捉え方が違う。子どもの１分は我々の３０秒

かもしれない。スマイルバスは年寄り並みの時間の配分の仕方をしていると思うので、

若い者はついていかないのではないかと思う。安全面が最優先ですが、今後考えていか

れたい。 
 
（会長） 
本日は足元の悪い中、お越しいただきありがとうございました。みなさんにマイクを

まわしたが、その甲斐あって、貴重なご意見いただけました。スマイルバスが安心安全

でいつまでも運行できますように、皆さんのご理解ご協力、ご意見をいただき、運行し

ていきたいと思いますので、今後ともよろしくおねがいします。 


