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第 1 章 計画策定の背景と目的 
山都町は、九州の中央部に位置し、面積は 544.67 km2 で、熊本県内自治体で 3 番目の広さを

有しています。平成 17 年 2 月 11 日に阿蘇郡蘇陽町、上益城郡矢部町及び同郡清和村が合併し

て誕生しました。 

 

山都町の人口は、昭和 30（1955）年の 43,098 人をピークに急激に減少し、平成 27（2015）

年 10 月に行われた国勢調査では 15,149 人となる等、人口減少が深刻化しています。また、平

成 27 年国勢調査における山都町の 65 歳以上の高齢人口は 6,737 人、総人口における割合は

44.5%に達する等高齢化がかなり進んでいる状況です。 

 

このような中、山都町では第 2 次山都町総合計画において、「輝く!!みんなでつくる『山の都』

のものがたり」を将来像に掲げ、その実現に向けて各種施策に取り組むこととしており、公共交

通においては、山都町コミュニティバス（山都ふれあいバス）を含めた全ての公共交通機関の役

割を総合的に捉え、「山の都」に見合った公共交通を確立することとしています。 

 

一方、町では児童生徒等の通学、高齢者等交通弱者の移動手段を確保するため、スクールバス

を有効活用した、平成 20 年 4 月より道路運送法に基づく市町村運営有償運送「山都町コミュニ

ティバス（山都ふれあいバス）」を運行しています。しかしながら、運行開始から 10 年が経過

し、住民に広く認知され定着してきているものの、ほとんどの路線について年々利用者・運賃収

入の減少が続いている状況にあります。 

 

また、幹線道路の国道 218 号、国道 445 号について、県立高校生徒の通学手段として、また、

熊本市等の都市圏と接続する唯一の地域間幹線系統として運行している民間路線バス事業者

（熊本バス）に対し、生活交通の維持・確保のための補助金を交付していますが、利用者の減少

に伴う欠損額の拡大により、事業者への補助金額が増加傾向にある等、公共交通を取り巻く環境

は厳しさを増しています。 

 

本計画では、既存の公共交通体系についての検証と見直しを行い、「第 2 次山都町総合計画」

に基づき、福祉等各種計画との連携を図りながら、山都町が目指す将来像の実現に向けた公共交

通のあり方を示します。将来にわたって町民の生活を支える持続可能な公共交通体系の構築を

行うため、行政・交通事業者・住民等の関係者が一丸となって効果的・効率的な施策の展開を推

進することを目的とします。 
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第 2 章 山都町の地域概況 

１ 山都町の地勢・地理 

 山都町は、九州の中央部に位置し、その町域は、東西約 33 キロメートル、南北約 27 キロ

メートルにおよび、面積は 544.67 km2 で、熊本県内自治体で 3 番目の広さを有しています。 

 山都町内の幹線として、東西方向に国道 218 号が横断し、南北を国道 265 号が縦断、445

号、325 号が横断しています。支線は主要地方道、県道、町道が通っています。 

 九州中央自動車道が、平成 30 年 12 月に小池高山ＩＣから山都中島西ＩＣまで開通し、山

都中島西ＩＣから北中島ＩＣ（仮称）・矢部ＩＣ（仮称）間も整備が進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 熊本県内市町村の面積（上位５自治体） 

順位 市町村 面積 割合 

1 天草市 683.8 km2 9.2 % 

2 八代市  681.4 km2 9.2 % 

3 山都町 544.7 km2 7.4%  

4 熊本市 390.3 km2 5.3 % 

5 阿蘇市 376.3 km2 5.1 % 

 熊本県計 7,409.3 km2 100.0 % 

  

出典：国土数値情報 

▲ 山都町の位置 
出典：熊本県河川国道事務所 HP を参考に作成、 

国土数値情報、地理院地図（背景） 

▲ 山都町の地勢 

山都町 
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２ 人口動向及び人口分布 

 山都町の人口は、昭和 30（1955）年国勢調査の 43,098 人をピークに急激に減少し、山都町

が誕生した平成 17（2005）年国勢調査では人口 2 万人を割り込み、平成 27（2015）年国

勢調査では 15,149 人となっており、今後も人口減少が続いていくことが予想されています。 

 年少人口（0～14 歳）、生産年齢人口（15～64 歳）は減少する一方、老年人口（65 歳以上）

は増加が続き、平成 32（2020）年には、高齢化率が 50％を超えると予想されています。 

 
 

出典：平成 27 年（2015 年）までは国勢調査、平成 32 年（2020 年）以降は 

国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）』 

▲ 山都町の総人口の推移と将来推計 
 

 

 

出典：平成 27 年（2015 年）までは国勢調査、平成 32 年（2020 年）以降は 

国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）』 

▲山都町の年齢 3 区分別人口の比率の推移 

  

平成 27（2015）年 

15,149 人 
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 山都町の人口は、地域の幹線道路である国道 218 号、265 号及び 445 号沿線に多く分布し、

支線の沿線部にもまばらに分布しています。 

 
出典：平成 27 年国勢調査、国土数値情報、地理院地図（背景） 

▲山都町の人口分布 

 

  

矢部地区 
清和地区 

蘇陽地区 

国道 218 号 
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 老年人口率（総人口に対する 65 歳以上人口の割合）の分布を見ると、全域にわたって 30 %

を超えており、50 %を超える集落も多く分布しています。 

 特に支線の沿線部においては、国勢調査の秘匿措置対象（世帯数や人口総数の調査対象が少

ない地域）、かつ老年人口率の高い集落が多く見られます。 
 

 
出典：平成 27 年国勢調査、国土数値情報、地理院地図（背景） 

▲ 山都町の老年人口率（総人口に対する 65 歳以上人口の割合）の分布 

 
＜秘匿措置とは＞ 

 人口や世帯数等が極めて少ない地域の統計情報について、調査結果を加工して統計情報から

個人情報が特定されないようにする措置のことです。秘匿対象となった地域は、総人口や総世帯

数を除く各種統計情報について、近接する地域の結果数値を合算した数値になります。 

上図では、白色のメッシュの結果数値が近接する色付きメッシュ（青色～赤色のメッシュ）に

合算されて表示されています。 
 
  

矢部地区 
清和地区 

蘇陽地区 

世帯数や人口総数が少なく、 

老年人口率の高い地域の一例 
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３ 主要施設の立地状況 

 山都町の医療施設、商業施設等の主要施設は、浜町周辺に集中して立地しています。 
 

 

 
出典：山都町 HP・山都町医療機関マップ・山都町公共交通マップを元に作成、国土数値情報、地理院地図（背景） 

▲ 主要施設の立地状況 

矢部地区 

清和地区 

蘇陽地区 

浜町周辺の拡大図 
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４ 通勤・通学者の移動状況 

 山都町を常住地とする従業者・通学者は約 8,500 人であり、そのうちの約 7,300 人（約 85％）

が町内に従業・通学しています。 

 町外への流出は熊本市が最も多く（約 400 人）、流入は熊本市（約 300 人）、五ヶ瀬町（約

200 人）、御船町（約 200 人）が多くなっています。 

 

 

 
出典：平成 27 年国勢調査、国土数値情報 

▲山都町における通勤・通学者の移動状況 

熊本市 高森町 御船町 甲佐町 美里町 益城町 五ヶ瀬町 
熊本県 
その他 
市町村 

宮崎県 
その他 
市町村 

その他 
県外 

益城町 

御船町 

甲佐町 

美里町 

高森町 

熊本市 

 五ヶ瀬町 

山都町内 

7,251 人 

熊本県 

その他市町村 

宮崎県 

その他市町村 

その他県外 

50 人未満 

50 人以上 100 人未満 

100 人以上 250 人未満 

250 人以上 

388 

290 

134 
37 

133 

177 
90 

41 
89 

74 

35 

55 

42 

204 

295 184 

16 

30 

38 14 

山都町を常住地とする従業者・通学者 

うち町内への従業者・通学者 

うち町外への従業者・通学者 

８，５１１人 

７，２５１人（８５％） 

１，２６０人（１５％） 
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５ 買い物の移動状況 

 町民の買物場所は、食料品は 70 %以上、日用雑貨品は 60 %以上が町内（矢部・清和・蘇陽）

となっています。食料品・日用雑貨品の買物場所は、矢部地区が 50 %を超えています。 

 町内の買物場所は、「えびすぱーな矢部店」「A コープ矢部」「サンライズホームセンター矢

部店」の割合が高い傾向にあります。 
 

 
出典：平成 27 年熊本県消費動向調査 

▲ 山都町民の買物場所（買物品目別の地区・市町村） 

 

 
出典：平成 27 年熊本県消費動向調査 

▲ 山都町内の買物場所（生鮮食品・一般食品・日用雑貨品） 

  

えびすぱー

な矢部店
39%

Aコープ矢部
26%

サンライズ

ホームセン

ター矢部店
1%

その他矢部地区
10%

Aコープ清和
12%

スーパーみつい蘇陽店・

馬見原店
8%

その他
4%

生鮮食品

えびすぱー

な矢部店
40%

Aコープ矢部
24%サンライズ

ホームセン

ター矢部店
2%

その他矢部地区
10%

Aコープ清和
11%

スーパーみつい蘇陽店・

馬見原店
10%

その他
3%

一般食品

えびすぱー

な矢部店
12%

Aコープ矢部
6%

サンライズ

ホームセン

ター矢部店
53%

その他矢部地区
19%

Aコープ清和
4%

スーパーみつい蘇陽店・

馬見原店
2%

その他
4%

日用雑貨品

食 料 品 

日用雑貨品 

衣 料 品 

身 回 品 

文 化 品 

贈 答 品 

生鮮食品 一般食品 日用雑貨品 
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６ 観光資源の分布と観光動向 

 町内には、豊かな自然を

活かした景観地やキャン

プ場、石橋をはじめ歴史・

文化施設等、数多くの観

光資源が全域に分布して

います。 

 観光客入込数は平成 27

年まで微増傾向にありま

したが、平成 28 年に

36 %減少しています。こ

の減少は平成 28 年に発

生した熊本地震の影響と

思われます。 

 観光客入込数のうち、約

6割が県内客（平成29年）

となっています。 

 近年では外国人入込客の増加が見られますが、観光客入込数全体の 0.8 %（平成 29 年）と

少ない状況です。 

 

出典：熊本県観光統計（平成 29 年は未確定値） 

▲ 観光動向 

575,079 567,359 569,056 587,972 611,728 

391,459 415,624 

3,318 
3,131 

2,436 

525 
221 

7.8% 

63% 

37% 

63% 

37% 

３６％減 

矢部地区 
清和地区 蘇陽地区 

出典：山都町観光ナビ HP を元に作成、国土数値情報、地理院地図（背景） 

▲ 観光資源の分布 
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第 3 章 山都町の将来像に対する地域公共交通の役割 

１ 計画の位置づけ 

山都町の地域公共交通が果たすべき役割を明確化するため、総合計画に示される山都町が

目指すまちの将来像、及び保険福祉等の各種関連計画に示される公共交通に関する計画内容

を整理します。 

山都町地域公共交通網形成計画は、「第 2 次山都町総合計画」を上位計画として、各種関連

計画と連携を図りながら、まちの将来像の実現に向けた公共交通に関するマスタープランと

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連計画 策定年 

山都町総合交通体系運行計画（第 2 次） 平成25年 

山都町復興計画（熊本地震・豪雨災害） 平成28年 

山都町過疎地域自立促進計画 平成28年 

山都町第 7 期高齢者福祉計画・介護保険

事業計画 
平成30年 

 

▲ 山都町地域公共交通網形成計画の位置づけ 

 

  

 

 町が目指す将来像  

輝く!! みんなでつくる『山の都』のものがたり 

 

第 2 次山都町総合計画 

山都町地域公共交通網形成計画 各種関連計画 連携 
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２ 第 2 次山都町総合計画（平成 27 年） 

 計画の期間 

平成 27 年度から平成 36 年度（基本構想の期間） 

 「山の都」を支えるまちづくりの考え方 

１．まちづくりを支える４つの柱＋行財政改革の連動 

 本町は、豊かな自然、その中で育まれてきた歴史・文化、そこに息づく「人の営み」が重なり合

うことで形づくられており、「人づくり」「産業づくり」「環境づくり」「地域づくり」の４つの柱が

「山の都のまちづくり」を下支えしています。 

 この４つの柱が双方に連動し、

PDCA サイクルを繰り返しながらそ

れぞれの取り組みを高め、それらの下

支えにより魅力的なまちづくりを実

現することで、人口の社会減（転入者

よりも転出者が多い状態）の抑制を図

ります。 

 また、本町のまちづくりの根幹を支

える行政機能を今後維持していくた

め、４本柱との連携を図ると共に、財

政支出の縮減を第一に効率的かつ効

果的な行財政改革をさらに進めます。 

 

２．「地域」を基本としたまちづくりの展開 

 本町の最大の資源は「人」であり、「地域」で暮らす人が元気になることで、「地域」が元気にな

り、その積上げの結果として本町が活性化するという考えに基づき、自治振興区単位を基本とし

た地域づくりのより一層の展開を図ります。 

 各自治振興区（下表）が、それぞれの地域特性に応じた取り組みを展開することにより、集落と

しての機能の維持・強化を図ることができるよう支援します。 

 

番号 振興区 番号 振興区 番号 振興区 番号 振興区 

1 御岳 8 中島西部 15 浜Ａ 22 菅尾 

2 御岳西部 9 中島東部 16 清和中部 23 花上 

3 白糸第一 10 島木 17 朝日 24 二瀬本 

4 菅地域 11 下名連石 18 小峰 25 橘地区 

5 白三 12 御所 19 緑川・木原谷 26 東竹原 

6 下矢部東部 13 浜町 C 地区 20 馬見原 27 ⾧谷 

7 下矢部西部 14 浜町 B 21 大野 28 上差尾 

出典：山都町資料（各振興区は「自治振興区」「自治振興会」「振興会」を省略して記載） 
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３．農林業の維持・強化を基本とした町の振興 

 本町の基幹産業は農林業であり、農林業を担う農村集落の維持なくして、町の振興はないと考

えます。 

 本計画では農村集落の機能強化を基本にグランドデザイン（⾧期的な全体構想）を描きます。 

 地域が目指す将来像 

輝く!! みんなでつくる『山の都』のものがたり 

 基本理念（5 つのカクゴ） 

カクゴ① 「山の都」の未来に光をあてる人づくり 

カクゴ② 「山の都」の特性を活かした魅力ある産業づくり 

カクゴ③ 「山の都」での暮らしを守る環境づくり 

カクゴ④ 「山の都」の個性が輝く地域づくり 

カクゴ⑤ 効果的な行財政運営 

 公共交通に関する基本方針 

＜現況・課題＞ 

平成 20 年から開始した山都ふれあいバスの運行により、交通弱者等の移動手段を確保していま

すが、今後、利用者の減少や燃料の変動を踏まえ、山都ふれあいバスを含めた公共交通を運行効率

の高い体制となるよう、随時見直す必要があります。 

＜指 標＞ 

コミュニティバスの利用者数 39,937 人（現状）→35,000 人（目標値：2024 年） 

 公共交通に関する基本施策 

＜公共交通の確保・維持＞ 

山都ふれあいバスを含めた全ての公共交通機関の役割を総合的に捉え、「山の都」に見合った公

共交通を確立します。 

  ＜主要事業＞ 

地方バス運行対策事業 本町と熊本市を結ぶ幹線バス路線の唯一の公共交通機関

である路線バス事業者に対する運行支援の実施 

町内完結型公共交通の維持及び見

直し事業 

山都ふれあいバスセンターやコミュニティバス運行の管

理及びバス車両の更新、交通体系の見直しの実施 

 公共交通に関する役割分担 

住民 移動の際は、できるだけ公共交通機関を利用します。 

事業者・団体 行政や地域と連携し、適切な運行サービスを提供します。 

自治振興区 地域の助け合いの中でできる新たな生活交通の確保につ

いて、地域で考えていきます。 
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３ 第 2 次山都町総合交通体系運行計画（平成 25 年） 

 計画の目的 

平成 17 年度～平成 18 年度にかけて策定した山都町総合交通体系運行計画に基づき実施してい

る現運行体系における利用実態の把握及び実績検証を行うとともに、人口減少及び高齢化が著し

い本町の現状と将来像を見据えながら、町民の生活を支える移動手段として、より効率的で、真に

保障すべき山都町の公共交通体系を再構築します。 

 課題・ニーズ 

① 公共交通の主な利用者である高齢者、高校生への対応 

② 交通空白地（交通不便地域）解消の要望 

③ 主な外出先である通院、買物先に対応した運行形態の要望 

④ 継続的な公共交通の運行要望 

 基本方針 

① 公共交通利用対象者への対応を強化した公共交通システム 

② 誰でも不便なく利用できる公共交通システム 

③ 利用者ニーズの高い施設、地区を網羅した公共交通システム 

④ 利用者状況、採算性などの面で持続的に運行可能な公共交通システム 

 運行計画 

① • バス路線の見直し、一部地域でのデマンド運行の導入、フリー乗降の導入 

• 利便性の高いダイヤの設定 

② • 交通空白地の解消（バス路線、バス停設置位置、間隔の見直し） 

• 小回りのきく車輌での道路狭隘地区への運行 

③ • 市街地部の利用者ニーズの高い通院、買い物先を回遊する循環バスの導入 

• 郊外部の利用者ニーズの高い通院、買い物先を経由する路線の設定 

④ • 定量的な判断指標を設定し、路線の変更・統廃合、運行形態の変更などスムーズに 

おこなえる運行体系の確立 

• 利用促進を目指した広報・PR 活動の強化 
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４ 山都町復興計画（熊本地震・豪雨災害）（平成 28 年） 

 計画の期間 

平成 28 年度から平成 31 年度 

 計画策定の趣旨 

 平成 28 年 4 月 14 日及び 16 日に「平成 28 年熊本地震」が発生し、さらに 6 月には「豪雨災

害」が発生しました。 

 被災した社会インフラ・産業基盤等々の復旧、被災者への支援や地域産業の再生、さらに町民生

活の更なる安定を目指し、今後の取り組むべき主要な施策や具体的な事業を取り纏めた「山都町

復興計画」を策定するものです。 

 計画の目標 

 甚大な被災から一日も早く立ち直り、本町を復旧・復興させるため、第 2 次山都町総合計画に

よる山の都の将来像「輝く！！みんなでつくる「山の都」のものがたり」の実現を「山都町復興計

画」による復旧・復興事業や実施計画事業の実施により目指します。 

 計画の基本方針 

（1）町民生活の再建 

（2）産業・経済の再生 

（3）災害に強いまちづくりの推進 

（4）計画推進のための財政運営 

 公共交通に関する取り組み 

＜町民生活の再建＞ 

町内の通勤、通学及び通院等の交通手段の確保が必要となることから、町内の公共交通機関の

復旧支援を図ります。 

 公共交通機関の復旧支援 

コミュニティバス事業 • 運行路線によっては、復旧まで数年掛かる見込みであり今後も

部分運休や迂回運行が必要です。 

• そのため、中型バス（定員 49 人）やマイクロバス（定員 29 人）

では運行できない路線もあるため、小型バス（定員 14 人）や普

通自動車（定員 8 人）を優先した導入を検討します。 

路線バス • 民間路線バスは、山都町唯一の近隣自治体および熊本市への公

共交通手段となっているため、通学、通院、観光に影響が出ぬよ

う、運行路線が復旧するまでは、「地方バス等特別対策補助金」

を含め、柔軟に対応します。 
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５ 山都町過疎地域自立促進計画（平成 28 年） 

 計画の期間 

平成 28 年度から平成 32 年度 

 地域の自立促進の基本方針 

 平成 27 年に策定しました今後の目指すべき将来の方向と人口の将来を示した「山の都人口ビジ

ョン」と、人口減少の克服と地域の自立的かつ継続的な活性化に向けた現状と課題、そして目指す

べき姿を示した「山の都総合戦略」も踏まえながら、本町が抱える地域課題解決につながる各種施

策・事業を展開していきます。 

 公共交通に関する取り組み 

＜公共交通の充実＞ 

 路線バスについては、高齢化社会における生活環境の充実を図るための基本的な交通手段と位

置づけ、積極的な活用を推進します。 

 また、地域に密着した交通手段として、住民、特に子ども達・高齢者の移動手段として平成 20

年度からスクールバスを活用したコミュニティバスの運行を開始しました。これは町の総合交通

ネットワークの確立のため、民間バス事業者等を巻き込んで発足したものであり、随時利用者形

態に見合った見直しを行い、必要な路線の維持につとめます。 

 今後、より一層の高齢化への対応や地域の密な交流・連携の推進を図るため、きめ細かな公共交

通機関の充実を図ります。 

 

＜教育設備＞ 

 教育環境の均衡を図るため、学校施設や各種教育設備の充実、必要度に応じて、的確な施設の改

善維持補修、教育設備の計画的な整備など教育環境の向上に努めます。 

 少子化に伴う学校の統廃合が進むことに伴い、児童、生徒の足となるスクールバスの整備等を

図ります。 

 

＜集 落＞ 

 身近な交通手段としてのコミュニティバスの利便性を高めること等、一体的な日常生活圏を形

成できる施策を行うことや、住民自治意識の更なる醸成を図ることによって、より効率的かつ安

定的な行政サービスが提供できるような体制づくりが必要とされます。 

 それぞれの地域の個性を活かしながら、地域間の相互交流と相互理解を深め、地域の主役であ

る住民がまちづくりに主体的に参加していくための自主的な活動母体としての組織づくりと活動

への支援を行っていきます。 
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６ 山都町第 7 期高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成 30 年） 

 計画の期間 

平成 30 年度から平成 32 年度 

 計画策定の趣旨 

 本町の特性に合わせた「地域包括ケアシステム」をいかに構築・推進するかという極めて重要な

課題に対して、目指すべき基本的な考えを定めるとともに、その実現に向けた取り組むべき施策

を明らかにする計画となります。 

 計画の重点事項 

① 取り組み情報の共有と連携強化 

② 全世代対応型地域包括ケアへ 

③ 生涯にわたる心と身体の健康づくり（高齢者の元気づくり） 

④ 住民参加型生活支援サービスの推進 

⑤ 認知症の人を支える地域づくり 

 基本目標 

基本目標 1 高齢者が生きがいを持ち、地域を支えられるまちづくり（生きがいづくりの視点） 

基本目標 2 高齢者の元気をつなぐまちづくり（予防の視点） 

基本目標 3 高齢者の自立した生活を支える基盤づくり（生活支援の視点） 

基本目標 4 介護保険制度の円滑な運営（介護の視点） 

基本目標 5 支え合いの地域づくり（地域包括ケアの視点） 

 公共交通に関する取り組み 

＜高齢者が移動しやすい交通機関の整備＞ 

 コミュニティバスについては、利用の利便性を高めるために、バス停を地域のニーズや状

況に応じきめ細かく設置するなどの検討を関係機関と進めます。 

 今後はこれに加え、乗り合いタクシーの運用等、高齢者が活用しやすい移動手段の体制づ

くりを関係機関と連携して取り組みます。 

 緑川地区に車を提供したことで地区住民による行事等への送迎が行われています。このよ

うな取り組みも、今後、必要に応じ検討していきます。 

 寝たきりの高齢者等の移動手段については、町独自の事業として、外出支援サービス事業

を行い、病院等への通院を支援していきます。 

 その他、高齢者等の移送について、タクシー会社や NPO 法人等が、独自に取り組むサーピ

スについて協議を進めます。 
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７ 地域公共交通が果たすべき役割 

上位計画、関連計画に示される公共交通に関する計画内容をもとに、山都町が目指すまち

の将来像に向けた、地域公共交通が果たすべき役割を以下に整理します。 
 
 

役割① 将来にわたって町民の生活を支える、持続可能な公共交通 

＜求められること＞ 

 交通弱者等の移動手段としての公共交通を維持するため、運行効率の高い体制を整え、随時

費用対効果を踏まえ、効果的に運営する仕組みづくり 

 山都町と熊本市を結ぶ路線バスに対する運行支援、利用者の形態・状況に見合った交通体系・

運行体系とする等、地域に見合った公共交通の確立 

 交通体系・運行体系の見直しにあたっては、小型バスや普通自動車の活用、フリー乗降の導

入、利便性の高いダイヤ設定、乗り合いタクシーの運用等、柔軟な対応 

 

 

役割② 暮らしを守る、住民（子どもや高齢者等）の移動手段としての生活交通 

＜求められること＞ 

 地域の主役である住民がまちづくりに主体的に参加していくための自主的な活動母体として

の自治振興区単位を基本とした組織づくり、及びその活動への支援 

 少子化による小中学校の統廃合が進むことに伴い、児童、生徒の通学の足となるスクールバ

スの整備、維持 

 高齢化社会における生活環境の充実を図るため、高齢者の主な外出先である通院、買い物が

しやすい移動手段の体制づくり 

 

 

 

 

 

 


