
吉野町地域公共交通総合連携計画 
基本方針（案） 

平成２０年１２月１９日 

 

企画政策課 
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１．福祉バス・スクールバスの現状 

（１）福祉バス 

① 外・内回り（循環） 

・吉野病院⇔中竜門⇔小名⇔南国栖⇔吉野病院 
・外回り４便、内回り３便運行 

② 千股・志賀線 

・吉野病院⇒下千股⇒志賀⇒西谷口⇒吉野病院 
・一方向循環２便 

③ 六田線、樫尾線、吉野山線 

・吉野病院⇔六田（１便）・樫尾（３便）・吉野山（３便） 
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１．福祉バス・スクールバスの現状 

（２）スクールバス 

① 小学校 

・吉野小学校⇔吉野山 
・吉野北小学校⇔中竜門、南国栖、喜佐谷、河原屋 

② 中学校 

・吉野中学校⇔吉野山、中竜門、南国栖 

◆運行時間帯 

・登下校時刻に合わせた運行 

・その他、クラブ活動、遠足等における利用 
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外回り・内回り 

福祉バス路線図（外回り・内回り） 
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千股・志賀線 

六田線 

吉野山線 樫尾線 

福祉バス路線図（その他の路線） 
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千股・志賀線 

外回り・内回り 

六田線 

吉野山線 樫尾線 

福祉バス路線図（全体） 
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スクールバス路線図（小学校） 



 8 

スクールバス路線図（中学校） 
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２．公共交通見直しに関する基本的な考え方 

① 自動車を利用できない人々が気軽に外出できるよう、 
日常生活に必要な移動（※）の交通手段を確保する。  
※ 通勤・通学、買い物、通院等 

② 人々が集う拠点を設け、各地域から拠点にアクセスする
公共交通を運行する。 

③ 遠距離通学の児童・生徒の交通手段を確保する。 

④ 公共交通の運行の効率化を図る。 
（乗合タクシーの導入、スクールバスの一般乗客混乗、 
コミュニティバスによる通学など） 
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３．コミュニティバス路線の構成（案） 

（１）幹線・・・町全体と駅・病院を結ぶ骨格路線 

 （マイクロバスによる運行） 

 

（２）巡回線・・・各地区と幹線・交流拠点を結ぶ路線
（小型車両によるきめ細かい運行） 

福祉バスを幹線＋巡回線のコミュニティバスに再編 
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３．コミュニティバス路線の構成（案） 

（１）幹 線 

①外・内回り（循環）⇒Ａコース・Ｂコース（往復型）に 
・Ａコース：三茶屋⇔中竜門⇔大和上市駅⇔吉野病院 
・Ｂコース：三茶屋⇔南国栖⇔大和上市駅⇔吉野病院 

② 六田線・樫尾線⇒Ｃコースに 

 奥六田⇔吉野病院⇔喜佐谷⇔樫尾 
 （喜佐谷にも立ち寄る形に） 

③ 吉野山線⇒Ｄコースに 

 吉野山⇔（吉野小学校）⇔吉野病院 
 （一部の便は吉野小学校のスクール便と一体運行） 
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３．コミュニティバス路線の構成（案） 

（２）巡回線 

① 上市巡回線（新設）： 

 立野口⇔吉野町役場前⇔大和上市駅⇔吉野病院 
 （役場前の旧道を経由） 

② 龍門巡回線（千股線＋外・内回りの一部） 

 下千股⇔西谷⇔吉野北小学校前⇔運動公園 
 （Ａコースや運動公園と連絡） 

③ 中竜門巡回線（外・内回りの一部） 

 北小⇔香束⇔中竜門支所⇔法雲寺⇔小名・殿川 



Ａコース 

コミュニティバス路線図（案） 



 14 

Ｂコース 

コミュニティバス路線図（案） 
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Ｃコース 

コミュニティバス路線図（案） 
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Ｄコース 

コミュニティバス路線図（案） 
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上市巡回線 

コミュニティバス路線図（案） 
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龍門巡回線 

コミュニティバス路線図（案） 
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中竜門巡回線 

コミュニティバス路線図（案） 
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Ａコース 

Ｂコース 

Ｃコース 

Ｄコース 

上市巡回線 

龍門巡回線 

中竜門巡回線 

コミュニティバス路線図（案） 
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４．運行計画（案） 

（１）通勤・通学に利用できるよう、運行時間帯を拡大 

 ・大和上市駅に朝７時頃到着する便 

 ・大和上市駅を夕方６時半頃出発する便 

（２）通院・買い物の行動時間帯に応じたダイヤの設定 

 ・吉野病院に９時前に到着する便 

 ・通院・買い物に１日２回は出掛けることのできるダイヤ 

（３）利用実績の少ない路線はデマンド方式（事前予約制）の
導入を検討 

 ・半年～１年の利用実績をみて導入の要否を検討 
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５．計画案の便数・ダイヤ（現行との比較） 
（１）Ａコース 

６：２９（大和上市駅まで） ７：３２（吉野中経由） 

９：３０ １２：２７ １３：５５ １５：３０   （６便） 

計画（案） 

７：４９ １０：５１ １２：５５ １６：２２   （４便） 現行 

三茶屋⇒中竜門⇒吉野北小⇒大和上市駅⇒吉野病院 

１０：００ １１：２０ １３：２０ １４：４０  （６便） 

１７：３５（吉野中経由） １８：２４（大和上市駅発） 

計画（案） 

 ９：１０ １２：２０ １３：５０        （３便） 現行 

吉野病院⇒大和上市駅⇒吉野北小⇒中竜門⇒三茶屋 

赤字は吉野北小学校児童が同乗、青字は吉野中学校生徒が同乗 
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５．計画案の便数・ダイヤ（現行との比較） 
（２）Ｂコース 

６：１８（大和上市駅止） ※７：２１（入野発吉野中行） 

８：５０ １１：００ １４：１０        （５便） 

計画（案） 

８：１５ １０：１５ １３：２５        （３便） 現行 

三茶屋⇒色生⇒南国栖⇒菜摘⇒大和上市駅⇒吉野病院 

１０：２０ １２：４０ １５：３０        （５便） 

１７：５０（吉野中経由） １８：２５（大和上市駅発） 

計画（案） 

 ９：１０ １２：２０ １３：５０        （３便） 現行 

吉野病院⇒大和上市駅⇒菜摘⇒南国栖⇒色生⇒三茶屋 

青字は吉野中学校生徒が同乗 ※吉野中で吉野病院行きに接続 
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５．計画案の便数・ダイヤ（現行との比較） 
（３）Ｃコース（その１） 

 ８：１８ １１：２７ １４：５２ １７：２２ （４便） 計画（案） 

 ９：１０                   （１便） 現行 

奥六田⇒吉野病院 

１１：２０ １４：４５ １７：１５       （３便） 計画（案） 

 ９：００                   （１便） 現行 

吉野病院⇒奥六田 
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５．計画案の便数・ダイヤ（現行との比較） 
（３）Ｃコース（その２） 

８：５１（喜佐谷発樫尾経由）１２：０３ １５：２８（３便） 計画（案） 

９：４１ １２：３１               （２便） 現行 

樫尾⇒喜佐谷口⇒飯貝⇒吉野病院 

１１：３７ １５：０２ １７：３２       （３便） 計画（案） 

 ９：２０ １２：１０ １５：００       （３便） 現行 

吉野病院⇒飯貝⇒喜佐谷口⇒※喜佐谷⇒樫尾 

※現行は喜佐谷を経由していない 
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５．計画案の便数・ダイヤ（現行との比較） 
（４）Ｄコース 

８：３５ １０：２５ １２：２０ １４：００ １５：２０ （５便） 計画（案） 

８：３５ １１：３３ １４：３３             （３便） 現行 

吉野山上千本口⇒太鼓橋⇒吉野病院 

１０：００ １１：５８ １３：３８ １４：５８ １８：００（５便） 計画（案） 

１１：１０ １４：１０                 （２便） 現行 

吉野病院⇒太鼓橋⇒吉野山上千本口 
吉野病院⇒吉野小学校⇒吉野山上千本口⇒太鼓橋 

赤字は吉野北小学校児童が同乗、吉野小学校～観光車道経由 
青字は吉野中学校生徒が同乗 
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５．計画案の便数・ダイヤ（現行との比較） 
（５）上市巡回線 

１０：０２ １１：０１ １４：３０ １６：５３ （４便） 計画（案） 

 な し  現行 

立野口⇒吉野町役場前⇒大和上市駅⇒吉野病院 

 ９：１６ １０：２０ １２：３０ １６：００ （４便） 計画（案） 

 な し 現行 

吉野病院⇒大和上市駅⇒吉野町役場前⇒立野口 

青字はＡコース、紫字はＢコースが上市巡回線として旧道を走行 
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５．計画案の便数・ダイヤ（現行との比較） 
（６）龍門巡回線 

下千股 8:03 9:39 10:51 12:53 13:54 16:43（６便） 
半次河原 7:51 9:50 10:39 13:04 14:45 16:31（６便） 

計画（案） 

下千股⇒吉野病院 10：21 14：31      （２便） 

西谷半次河原⇒病院 8：07 11:09 13:13 16:40 （４便） 

現行 

立野口⇔下千股⇔西谷半次河原⇔運動公園 

赤字は大和上市駅・奥六田経由吉野病院行 
青字は運動公園⇒龍門地区巡回⇒立野口行 
黒字は立野口⇒龍門地区巡回⇒運動公園行 
緑字は運動公園⇒龍門地区巡回⇒運動公園行 
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５．計画案の便数・ダイヤ（現行との比較） 
（７）中竜門巡回線 

１１：４６ １３：４６ １５：０６ １６：１５  （４便） 計画（案） 

 な し  現行 

吉野北小⇒中竜門支所⇒法雲寺⇒下色生⇒殿川⇒三茶屋 

 ９：１０（旧道経由吉野病院行）    （１便） 計画（案） 

 な し 現行 

殿川⇒下色生⇒法雲寺⇒中竜門支所⇒吉野北小 

赤字は吉野北小学校児童が同乗 
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６．スクールバスの運行見直し 

（１）コミュニティバスとスクールバスの一体運行 

 ・近い時間帯に同じ区間を走る場合は１台に乗り合わせ。 

（２）小学校・中学校のスクールバスの一体運行 

 ・同じ時間帯・同じ方向の小・中学校スクールバスは１台で。 

（３）コミュニティバスを利用した通学（下校） 

 ・日によって異なる下校時刻 

 →下校時刻に合わせたコミバスのダイヤ設定とその利活用 

現状の運行本数を確保しつつ、効率化を図る。 
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６．スクールバスの運行見直し 

（４）バスダイヤに合わせた学校スケジュールの調整 
 ・コミュニティバス・スクールバスは次の時間に学校前

を毎日通るようにダイヤを設定 

 ①11：40頃（午前中下校） 

 ②13：40頃（小学校一斉下校） 

 ③15：00頃（小学校低学年下校） 

 ④16：15頃（小学校高学年・中学校下校） 

 ⑤17：50頃（中学校クラブ下校、冬季は17：20） 

 ⇒下校時刻をバスダイヤに合わせるよう協力を要請 
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７．遠距離通学児童・生徒の通学手段（案） 
（１）吉野山 

① 吉野小学校 

吉野小学校１６：２３発 中学生と同乗 高学年下校 

吉野小学校１５：００発 一般客と同乗 低学年下校 

吉野小学校１３：４０発 一般客と同乗 一斉下校 

吉野小学校１２：００発 一般客と同乗 下校（午前） 

竹林院前７：２２発 中学生と同乗 登校 

赤字は一般客と同乗、青字はスクール専用・中学生と同乗 
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７．遠距離通学児童・生徒の通学手段（案） 
（１）吉野山 

② 吉野中学校 

吉野中学校１７：５０発 吉野病院から一般同乗 クラブ活動 

吉野中学校１６：１５発 吉小経由・小学生と同乗 通常下校 

津風呂湖口１１：４４発コミュニティバスに乗車 

吉野病院で１１：５８発コミュニティバスに乗り換え 
下校（午前） 

竹林院前７：２２発 吉小経由・小学生と同乗 登校 

赤字は一般客と同乗、青字はスクール専用・小学生と同乗 
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７．遠距離通学児童・生徒の通学手段（案） 
（２）中竜門 

① 吉野北小学校 

三茶屋・小名方面 １６：２０発 吉野中経由※ 
法雲寺・殿川方面 １６：１５発 中竜門巡回線 

高学年下校 

三茶屋方面     １５：０１発 Ａコース 
法雲寺・殿川方面 １５：０６発 中竜門巡回線 

低学年下校 

三茶屋方面     １３：４１発 Ａコース 
法雲寺・殿川方面 １３：４６発 中竜門巡回線 

一斉下校 

三茶屋方面     １１：４１発 Ａコース 
法雲寺・殿川方面 １１：４６発 中竜門巡回線 

下校（午前） 

殿川７：２３発法雲寺経由、下色生７：３０発 登校 

赤字は一般客と同乗、青字はスクール専用、※は中学生同乗 
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７．遠距離通学児童・生徒の通学手段（案） 
（２）中竜門 

② 吉野中学校 

吉野中学校１７：５０発 一般客と同乗 クラブ活動 

吉野中学校１６：２８発 北小発・小学生と同乗 通常下校 

吉野中学校１１：４０発 スクール専用 下校（午前） 

下色生７：２７発 一般客と同乗 登校 

赤字は一般客と同乗、青字はスクール専用 
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７．遠距離通学児童・生徒の通学手段（案） 
（３）中荘 

① 吉野北小学校 

吉野北小学校１６：１５発 スクール専用※ 高学年下校 

吉野北小学校１５：００発 スクール専用※ 低学年下校 

吉野北小学校１３：４０発 スクール専用 一斉下校 

吉野北小学校１１：４０発 スクール専用※ 下校（午前） 

喜佐谷７：２０発 スクール専用 登校 

※は河原屋方面児童と同乗 
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７．遠距離通学児童・生徒の通学手段（案） 
（４）国栖 

① 吉野北小学校 

吉野北小学校１６：１５発 スクール専用 高学年下校 

吉野北小学校１５：００発 スクール専用 低学年下校 

吉野北小学校１３：４０発 スクール専用 一斉下校 

吉野北小学校１１：４０発 スクール専用※ 下校（午前） 

南国栖７：１５発 スクール専用 登校 

※は河原屋方面児童と同乗 
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７．遠距離通学児童・生徒の通学手段（案） 
（４）国栖 

② 吉野中学校 

吉野中学校１７：５０発 一般客と同乗 クラブ活動 

吉野中学校１６：１５発 スクール専用 通常下校 

吉野中学校１１：４０発 スクール専用 下校（午前） 

南国栖７：３２発 一般客と同乗 登校 

赤字は一般客と同乗、青字はスクール専用 
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８．その他 
（１）必要車両数 

２減 ８両 １０両 合 計 

１増 １両 － ワゴン車（11人乗り） 

１減 １両 ２両 マイクロバス（15人乗り） 

２減 ４両 ６両 マイクロバス（22～29人乗り） 

ー ２両 ２両 大型バス（46人乗り） 

増減 計画案 現行 車両の種類 

現行・１０両⇒計画・８両 （２両削減） 



 40 

８．その他 
（２）運行距離 

・福祉バス（現行）の運行距離＝３９５ｋｍ 

・コミュニティバス（計画案）の運行距離＝６８０km 

 →これに伴い、運行経費も増加の見込み 

 

※福祉バスの運行を現行並みとし、スクールバスの
運行効率化を図る方法も考えられる。 

コミュニティバスの運行距離は１．７倍に 


