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第 6 章 山都町における地域公共交通の課題と目指す姿 

１ 山都町の地域公共交通の課題 

山都町の地域公共交通の課題を地域特性、公共交通の現状、公共交通の利用実態及び地域ニー

ズの各観点から整理します。 
 

① 地域特性から見た課題 

課題①-1 人口減少と高齢化への対応 

 山都町は昭和 30 年をピークとした人口減少が続いており、今後もこの傾向が続くと予想

されています。一方で、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。 

 高齢者自身の身体能力の衰え、高齢者を支える家族の高齢化により、自家用車による移動

が困難になる等、高齢者の移動環境の深刻化が懸念されます。 

 これら人口動向に対応するため、高齢者の日常生活を支える移動手段の確保が求められ

ます。 
 

課題①-2 広大な町域と高齢化集落への対応 

 山都町は熊本県内自治体で 3 番目の広さを誇り、浜町周辺（矢部地区）や地域の幹線道路

への人口集中が見られるものの、町内全域に人口が分布しています。 

 特に支線の沿線部おいては、世帯数や人口総数が少なく、かつ老年人口率が 50%を超え

る集落が見受けられます。 

 町域と人口の分布状況に応じた、適切な移動手段の検討が必要です。 

 公共交通を山都町の地域特性に応じて効率化するためには、旧町村の拠点の強化や自治

振興区や集落に暮らす地域住民と連携した取り組みが求められます。 
 

 
 
 
  

▲ 山都町の総人口の推移と将来推計【再掲】 

課題①-1 
▲ 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【再掲】 

課題①-2 
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  ② 公共交通の現状から見た課題 

課題②-1 公共交通の運行効率の改善 

 山都町の公共交通（特に山都町コミュニティバス）は、利用者数減少に伴い、一人当たり

の運行経費が増大しており、運行効率が低下しています。 
 

課題②-2 利用者のニーズに合っていない運行路線・便の見直し 

 山都町コミュニティバス（コミュニティ便）では、1 便当たり 1 人の利用に満たない路線

が多く見られます。路線バス（熊本バス）でも、1 便当たりの利用者数が極端に少ない路

線（辺場線）があります。 

 運行便（曜日・時間）や上り下り別でも利用状況が異なるため、路線・便の双方の観点で

の対応が必要です。 
 

課題②-3 山都町コミュニティバス（スクール便）の利用予定者減少と車両老朽化への対応 

 山都町コミュニティバスのスクール便利用予定者は今後、減少すると見込まれており、児

童数、生徒数の推移に応じた路線の見直しが求められます。 

 山都町コミュニティバスの利用車両の老朽化が進んでおり、経過年数が 15 年を超える車

両が 10 台（うち 4 台は 20 年超で更新が必要）となっています。 

 スクールバス車両の更新時には、車両の小型化の検討が必要となります。 
 

課題②-4 財政支出の適正化と医療・福祉との連携 

 山都町の公共交通に対する近年の財政支出は増加傾向にあり、平成 29 年度の補助金・委

託料の合計は 1.6 億円になっています。 

 山都町には公共交通利用が困難な高齢者等を対象とした山都町外出支援サービス事業、

及び町内医療機関によるバス利用が困難な患者を対象とした送迎サービスがあり、公共

交通とこれら交通サービスとの連携が望まれます。 

   
  

運行経費（千円） 一人当たり運行経費（円）

▲ 山都町コミュニティバス（コミュニティ便）の 

路線毎 1 便当たり利用者数 

（平成 30 年 5 月～9 月の実測値）【再掲】 

課題②-2 

▲ 山都町コミュニティバスの 

利用者数・運行経費の推移【再掲】 

課題②-1 
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  ③ 公共交通の利用実態及び地域ニーズから見た課題 

課題③-1 地域ニーズの継続的把握と交通事業者の実情に即した地域交通の最適化 

 路線バス（辺場線）の 1 便あたりの利用人数が 1 人であること、ダイヤ改正で時刻が変

更になり不便になったとの声があること、帰りの便の時刻が合わず山都町コミュニティ

バスを利用できない等、町民の移動ニーズに合っていない状況が見られます。 

 路線バス、山都町コミュニティバス、タクシー、その他交通モードを総合的に捉え、町民

の移動ニーズに合わせた交通網全体の最適化が必要です。 

 交通網の最適化には、交通事業者（熊本バス、山都交通、タクシー事業者）に勤務する乗

務員の不足・高齢化への配慮も必要になります。 
 

課題③-2 交通弱者（高齢者や障がい者）に適した移動手段の確保 

 山都町の公共交通については、「高齢者の暮らしに必要な交通手段の確保」が最も望まれ

ており、運転免許証返納後の交通手段について不安の声が聞かれます。 

 足腰の不自由な交通弱者（高齢者や障がい者）に適した移動手段として、自宅近くまで利

用できるタクシー等の活用、年金生活者が容易に利用できる仕組み（タクシーの乗り合

い、割引制度等）の検討が求められます。 
 

課題③-3 公共交通の広報と利用促進 

 町民の移動手段は、その多くが自家用車（家族による送迎を含む）となっており、公共交

通の利用は少ない状況です。65 歳以上の高齢者においても、自家用車（家族による送迎

を含む）による移動が最も多く、山都コミュニティバスの利用率は 9%程度と高くありま

せん。 

 一方で、町民からは将来の免許返納後の移動手段について、不安の声もでています。 

 公共交通の利用促進のため、公共交通マップや時刻表のアピール等の広報を望む声が聞

かれます。 
 

          
 
  ▲ 65 歳以上の山都コミュニティバスの利用状況 

課題③-3 

▲ 山都町の公共交通に求められること 

（アンケート調査結果）【再掲】 

課題③-2 
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２ 山都町における地域公共交通の目指す姿 

山都町の地域公共交通が果たすべき役割、及び現在の公共交通の課題をまとめ、地域公共交通

の目指す姿を以下に整理します。 

山都町の地域公共交通が果たすべき役割（上位計画、関連計画から整理） 

 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 

 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山都町における地域公共交通の目指す姿 

限りある交通資源（人材・基盤・原資）を活かし、 

地域との連携・協働の中で子どもや高齢者等の交通弱者に対応した 

利便性の高い持続可能な公共交通システム 

地域特性から見た課題 

人口減少と高齢化への対応 

広大な町域と高齢化集落への対応 

公共交通の現状から見た課題 

公共交通の運行効率の改善 

利用者のニーズに合っていない運行路線・便の見直し 

山都町コミュニティバス（スクール便）の利用予定者減少 

と車両老朽化への対応 

財政支出の適正化と医療・福祉との連携 

公共交通の利用実態及び地域ニーズから見た課題 

地域ニーズの継続的把握と交通事業者の実情に即した 

地域交通の最適化 

交通弱者（高齢者や障がい者）に適した移動手段の確保 

公共交通の広報と利用促進 

山
都
町
の
地
域
公
共
交
通
課
題 
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３ 地域公共交通網のあり方と役割分担 

(1) 将来に向けた公共交通網のあり方 
山都町を網羅的に運行する現在の公共交通網に交通空白地はほとんどありませんが、行政

による財政支援で運行が維持されています。今後は高齢者等交通弱者の需要に応じた効率的

な運行を行い、持続可能な公共交通システムを築く必要があります。 

山都町民の移動特性を踏まえ、生活機能等が集約した主要拠点を設定し、主要拠点間の移

動や集落と主要拠点を結ぶ公共交通網を設定し、まちづくりを支えます。 

 

 
※ 広域幹線交通（高速バス）は図示対象外 

 
 

出典：国土数値情報、地理院地図（背景） 

▲ 将来に向けた公共交通網のあり方 
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(2) 山都町における公共交通のサービス水準と役割分担 
利用者数が減少した路線や便等を見直すとともに、高齢者等交通弱者の需要に応じた新た

な運行方法を導入し、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

目指します。 

山都町における公共交通のサービス水準と各公共交通の役割を以下に示します。 

 

▼ 山都町における公共交通のサービス水準 

公共交通のサービス水準 

公共交通カバー率 96%を維持し、各地域から町内の拠点までいずれかの公共交通機関を利用して最低週 1 回

1 往復できる環境を提供する 

 

▼ 山都町における公共交通の役割分担 

位置づけ 担当 交通モード 路線名・便名 役割 

広域幹線 

交通 
主 民営高速バス 

たかちほ号 

 

町外（熊本市・阿蘇熊本空港）及び県外（宮崎）

と山都町を結び、町民及び観光客等来訪者の移動

を支える。 

ごかせ号 
県外（福岡・宮崎）と山都町を結び、町民及び観

光客等来訪者の移動を支える。 

幹線 

交通 

主 民営路線バス 

通潤山荘線 

馬見原線 

辺場線 

県内・町内の拠点間を結び、主に高校生の通学、

町民の通院、買物等における移動を支える。 

・熊本中心街～山都町 

・町内区域（矢部・清和・蘇陽）間の移動 

※ただし、辺場線については今後再編を検討して

いく。 

副 

山都町コミュニ

ティバス（山都ふ

れあいバス） 

コミュニティ便 

路線バスで対応できない小中高校生の通学、高齢

者等の通院、買物等における移動を支える。 

・町内区域（矢部・清和・蘇陽）間の移動 

・高森町～山都町間の移動 

支線 

交通 

主 

山都町コミュニ

ティバス（山都ふ

れあいバス） 

コミュニティ便 

スクール便 

集落と地区内の拠点間を結ぶ。 

・主に小中学生の通学や中学生の部活動参加の

ための移動を支える。（スクール混乗便及びスク

ール専用便） 

・主に高齢者等の通院、買物等における移動を支

える。（コミュニティ便及びスクール混乗便） 

副 

新たな運行方法 

（乗合タクシー

等） 

 

山都町コミュニティバスが対応できない集落と

地区内の拠点間を結び、主に高齢者等の通院、買

物等における移動を支える。 

副 一般タクシー  
個別ニーズへの対応やその他交通で対応できな

い需要に対応する。 
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第 7 章 山都町地域公共交通網形成計画 

１ 計画の区域と計画期間 

本計画の区域は山都町全域とし、計画期間は 2019 年度から 2023 年度の 5 ヶ年とします。 
 

２ 地域が目指す将来像と地域公共交通の目指す姿 

山都町における地域公共交通のあり方（目指す姿）は、第 2 次山都町総合計画で掲げている「山

の都」の将来像の実現に向けて、関連する各種計画における地域公共交通に求められる役割や、

地域特性から見た公共交通の課題等を踏まえ、以下の通り定めます。 

 

地域が目指す将来像（第 2 次山都町総合計画） 

輝く！！ みんなでつくる『山の都』のものがたり 
 ＜基本理念＞ 

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  効率的な行財政運営 

 

地域公共交通に求められる役割（上位・関連計画から整理） 

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 

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 
 

 

山都町における地域公共交通の目指す姿 

限りある交通資源（人材・基盤・原資）を活かし、 

地域との連携・協働の中で子どもや高齢者等の交通弱者に対応した 

利便性の高い持続可能な公共交通システム 
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３ 計画の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域公共交通の課題 

地域特性から見た課題 

公共交通の現状から見た課題 

基本方針 

人口減少と高齢化への対応 

広大な町域と高齢化集落への対応 

公共交通の運行効率の改善 

利用者のニーズに合っていない運行路線・便 

の見直し 

山都町コミュニティバス（スクール便）の 

利用予定者数減少と車両老朽化 

財政支出の適正化と医療・福祉との連携 

公共交通の利用実態及び地域ニーズから見た課題 

地域ニーズの継続的把握と交通事業者の実情 

に即した地域交通の最適化 

 

限りある交通資源を活用した 

効率的な交通体系の構築 

基本方針① 

地域が目指す将来像 地域公共交通に求められる役割 

輝く！！ みんなでつくる 

『山の都』のものがたり 

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 

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 

 目標  

 公共交通の効率的な運行方法 

導入による利便性向上 
 

 山都町の行財政支出増加の抑制 

交通弱者（高齢者や障がい者）に適した移動 

手段の確保 

公共交通の広報と利用促進 

 

高齢者を支える公共交通サービスの 

認知度向上 

基本方針③ 

 目標  

 高齢者における公共交通サービスの 

認知度向上 

 

通学時の移動を支える交通サービス

の提供と確保 

基本方針② 

 目標  

 小中学生の通学時の安全を確保する 

ためのスクール便の運行 
 

 矢部高校通学者の路線バス等による 

移動手段の確保 
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目標とする指標 具体的な施策 

 

山都町コミュニティバス（コミュニティ

便）の利用者一人あたりの運行経費 

 

1,617 円 1,365 円 

路線バスの年間補助金額 

 

2,658 万円 2,144 万円 

山都町における地域公共交通の目指す姿 

限りある交通資源（人材・基盤・原資）を活かし、地域との連携・協働の中で 

子どもや高齢者等の交通弱者に対応した利便性の高い持続可能な公共交通システム 

山都コミュニティバス（コミュニティ便）の 

効率的な運行の実施 
（1） 

路線バスの路線再編・競合解消と 

ダイヤの見直し 

高齢者等交通弱者の外出状況（外出時間、滞在

時間）を考慮した交通手段の提供 

町内公共交通（山都ふれあいバス・路線バス・

タクシー）を持続するための取り組み 

交通サービスを提供する医療・福祉機関との 

連携促進 

各路線利用予定者（小中学生）の状況に応じた

路線の最適化 

スクール便の利用者数に見合った車両の更新 

小中学生におけるスクール便の 

利用方針の整備 

公共交通利用促進のための情報配信 

運転免許証の自主返納者への特典の検討 

新たな運行方法の導入路線数 

 

0 路線 7 路線 

主要施設や各団体と連携した 

市街地の回遊性向上の取り組み 

住民の社会参加のための取り組み 

（2） 

（3） 

（4） 

（5） 

（6） 

（7） 

（1） 

（2） 

（3） 

（1） 

（2） 

現状 2023 年度 

現状 2023 年度 

現状 2023 年度 

 

高齢者（65 歳以上）の 

山都町コミュニティバスの利用率 

9 % 14 % 

現状 2023 年度 

 
スクール便の運行継続 

 

運行中 

現状 2023 年度 

運行継続 

路線バス及び新たな交通サービス導入によ

る矢部高校生の移動手段の確保 

 現状 

3 路線 

2023 年度 

3 路線 

矢部高校通学者の移動手段の確保 （4） 
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４ 基本方針と目標達成に向けた具体的な取り組み 

地域公共交通が求められる役割を担い、地域が目指す将来像を実現するため、3 つの基本方針

を設定します。また、それぞれの基本方針ごとに目標とする指標を設定し、その目標を達成する

ために必要な具体的な取り組みを設定します。 

基本方針① 限りある交通資源を活用した効率的な交通体系の構築 

本町では、スクールバスを有効活用して山都町コミュニティバスを運行していますが、利用者

減少に伴い、運行効率が低下しています。路線バスについても利用の少ない路線が見られます。 

山都町コミュニティバス（コミュニティ便）及び路線バスにおいて、利用が少ない路線を見直

し、路線再編や運行方法の変更により、限られた交通資源を有効かつ効率的に活用するための交

通体系を構築します。効率的な交通体系を構築することで、暮らしを守る持続可能な生活交通を

実現すると共に、利用者にとって使いやすい地域交通を提供します。 

 

（※1）コミュニティ便の利用が少ない（1 便あたりの利用者数が 1.0 人未満）路線数 
 

 

（※2）コミュニティ便の運行経費を利用人数で割った値 

（※3）コミュニティ便の運行経費及び利用人数を想定し、コミュニティ便の運行経費を利用人数で割った値 
 

 

（※4）路線バス事業者への補助額 

（※5）（※4）から辺場線の補助額を差し引いた金額 

目標 1 公共交通の効率的な運行方法導入による利便性向上 

指標 1 山都町コミュニティバス（コミュニティ便）における新たな運行方法の導入路線数 

山都町コミュニティバス（コミュニティ便）において、利用者の利便性向上のため、利用が

少ない路線（7 路線）を基本として、新たな運行方法（予約型（デマンド型））を導入します。 

現況値（2018 年度）  目標値（2023 年度） 

0 路線 7 路線（※1） 

目標 2 山都町の行財政支出増加の抑制 

指標 1 山都町コミュニティバス（コミュニティ便）の利用者一人あたりの運行経費 

山都町コミュニティバス（コミュニティ便）の利用者数減少に伴い、近年、一人あたりの運

行経費が急増しています。一人あたりの運行経費の増加を抑制するため、コミュニティ便の

見直しを行い、効率的かつ使いやすい交通体系を構築します。 

現況値（2017 年度）  目標値（2023 年度） 

1,617 円（※2） 1,365 円（※3） 

指標 2 路線バスの年間補助金額 

県内・町内の拠点間を結ぶ路線バスを財政支出（補助金）で維持しています。人口減少によ

る利用者数の減少で厳しさを増すと想定されますが、住民の移動手段を維持するため、利用

の少ない路線の再編、山都町コミュニティバスとの競合解消等により効率化を図ります。 

現況値（2017 年度）  目標値（2023 年度） 

2,658 万円（※4） 2,144 万円（※5） 
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具体的な施策(1)．山都町コミュニティバス（コミュニティ便）の効率的な運行の実施 

事業内容 

＜①新たな運行方法（予約型（デマンド型））の導入と山都町コミュニティバス（コ

ミュニティ便）の運行見直し＞ 

 利用者の利便性を向上させるため、山都町コミュニティバスの予約型（デマン

ド型）の運行を導入します。ただし、利用者の少ない路線は予約型乗合タクシ

ーの導入を検討します。 

 利用の少ない（1 便あたりの利用者数が 1.0 人未満）コミュニティ便について見

直し（デマンド運行、区間重複路線の統合や運行本数の削減等）を行うことで

財源を確保し、過度な財政負担が生じないようにします。また、併せて利用者

や交通事業者に対して、乗り合うことによるインセンティブ（割引や補助等）

を検討・実施し、住民の暮らしを守る公共交通を維持します。 

 見直しの対象は、コミュニティ便が対象で、スクール便はこれまで通りとしま

す。 

運行方法見直し路線（1 便あたりの利用者数が 1.0 人未満） 

瀬峰線、小柏原線、福良線、馬見原高森線、滝下線、土戸線、大野線 

※上記路線を軸として、効率化の観点から隣接する路線も含めて運行方法の変

更を検討します。 

 

＜②定量・定性データに基づく山都町コミュニティバス（コミュニティ便）の継

続的な見直し体制の構築と実践＞ 

 本事業を継続的に実施するために、データ収集・分析・意思決定の各方法を具

体化し、実施主体、実施時期等を記載した見直し運用フローを構築すると共に、

継続的に実施するための見直し運用マニュアルを整備します。 

主体 山都町、交通事業者 

スケジュール 

①新たな運行方法（予約型（デマンド型））の導入と山都町コミュニティバス（コ

ミュニティ便）の運行見直し 

②定量・定性データに基づく山都町コミュニティバス（平日日中の便）の継続的

な見直し体制の構築と実践 
 

H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

検討・ 

実証実験 
実施 

 

随時見直し 
  

H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

検討 
マニュアル 

整備 

 

随時見直し 
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具体的な施策(3)．高齢者等交通弱者の外出状況（外出時間、滞在時間）を考慮した交通手段の提供 

事業内容 

 山都町コミュニティバス（コミュニティ便）の利便性を向上させるために、高

齢者の外出状況（外出時間、滞在時間）を考慮した時刻設定やバス停留所の設

置間隔見直し・フリー乗降の拡大等を実施して、買い物や通院等に利用しやす

い公共交通を提供します。 

 実施にあたっては、「生活支援体制整備事業」との連携を図ります。 

主体 山都町、交通事業者 

スケジュール 

 

H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

検討・実証実験 実施    

 

具体的な施策(2)．路線バスの路線再編・競合解消とダイヤの見直し 

事業内容 

＜①路線バスの路線再編＞ 

 路線バス事業者の人手不足により、ダイヤの維持が困難となりつつあることか

ら、路線バス（熊本バス）の 1 便あたりの利用者数が少ない路線（辺場線）に

ついて再編の検討を行います。なお、再編の検討にあたっては、町外から矢部

高校へ通学する学生の通学状況を加味しながら検討を進めます。 

＜②路線バスと山都町コミュニティバスにおける競合解消＞ 

 効率的な交通体系構築のため、路線バス（馬見原線）・山都町コミュニティバス

（大川浜町線・大川馬見原線）における競合区間解消に向けた協議を進めます。 

主体 山都町、関係自治体、交通事業者 

スケジュール 

①路線バスの路線再編 

H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

検討・協議 実施 
 

随時見直し 

 

 
 

②路線バスと山都町コミュニティバスにおける競合解消 

H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

検討・協議 実施 
 

随時見直し 

 

 
 

 

具体的な施策(4)．主要施設や各団体と連携した市街地の回遊性向上の取り組み 

事業内容 

 まちのにぎわいを創出するために、主要施設（医療機関、商業施設等）、商工会、

観光協会等の関係団体、交通事業者と協働した市街地の回遊性向上に向けた取

り組みについて検討します。 

主体 山都町、交通事業者、主要施設（医療機関、商業施設等）、商工会、観光協会 

スケジュール 
H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

企画・検討 実証実験 実施   
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具体的な施策(6)．町内公共交通（山都町コミュニティバス・路線バス・タクシー）を持続するた

めの取り組み 

事業内容 

 町内の交通事業者は、乗務員の人手不足や高齢化が進んでおり、町内公共交通

の持続が懸念されます。町内公共交通を維持するために、交通事業者の運営支

援として、「ドライバー確保に向けた対策」や「情報技術による業務効率化」等

について検討・実施します。また、公共交通利用者の利便性向上や利用促進を

目的として、異なる事業者間で利用できる共通回数券等の導入を検討します。 

主体 山都町、交通事業者 

スケジュール 

 

H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

検討・実施     

 

具体的な施策(7)．交通サービスを提供する医療・福祉機関との連携促進 

事業内容 

 病院の送迎や山都町外出支援サービス事業等、町内には公共交通以外にも交通

サービスがあります。交通資源が限られている中で、町内交通の最適化を図る

ために、町内の移動手段として有効活用すると共に医療・福祉機関との連携を

促進します。 

 また、現行制度で認知度が低かった介護、福祉サービスの活用等について検討・

実施します。 

主体 山都町、各医療・介護福祉機関（病院・デイサービス） 

スケジュール 

 

H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

検討 検討・実施    

 
 
  

具体的な施策(5)．住民の社会参加のための取り組み 

事業内容 

 高齢者が元気で生きがいを持ち、地域を支えられるまちづくりを実現するため

に、バスの乗車体験や主要イベント時（山都町三大まつり等）における山都町

コミュニティバスの臨時運行等、おでかけのきっかけづくり等を実施し、住民

の社会参加の機会を支援します。 

主体 山都町、交通事業者、主要施設（医療機関、商業施設等）、商工会、観光協会 

スケジュール 
H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

実証実験 実施    
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基本方針② 通学時の移動を支える交通サービスの提供と確保 

学校の統廃合により、児童生徒の通学距離が遠距離となっています。また、少子化により集団

での通学も困難となっています。安心安全な通学時の移動を支える交通サービスを提供すること

により、子ども達の教育環境の向上を図ります。 

また、路線バス等により矢部高校へ通学する生徒の安定的な移動手段を確保します。 

 
 

 

 

 

 
 

 

（※6）通学に利用されている路線バスの路線数 

（※7）（※6）と同等の路線数（路線バス及び新たな交通サービス） 

 

具体的な施策(1)．各路線利用予定者（小中学生）の状況に応じた路線の最適化 

事業内容 
 運行経費の増大を防ぐために、毎年、各路線利用予定者（小中学生）の状況に

応じて他路線との統合や他の送迎手段への変更等、運行効率化を図ります。 

主体 山都町、交通事業者、教育委員会、各学校 

スケジュール 

 

H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

検討・実施     

 
  

目標 1 小中学生の通学時の安全を確保するためのスクール便の運行 

指標 1 スクール便の運行継続 

通学時における安全確保のため、現在運行しているスクール便の運行継続を目標とします。 

現況値（2018 年度）  目標値（2023 年度） 

運行中 運行継続 

目標 2 矢部高校通学者の路線バス等による移動手段の確保 

指標 1 路線バス及び新たな交通サービス導入による矢部高校生の移動手段の確保 

町外から矢部高校へ通学する学生にとって、公共交通をはじめとした移動手段は通学に必要

不可欠です。路線バスによる移動が主ですが、路線バス事業者も人手不足により、ダイヤの

維持が困難になりつつあることから、新たな交通サービスの導入の検討を含め、通学者の安

定的な移動手段を確保することを目標とします。 

現況値（2018 年度）  目標値（2023 年度） 

3 路線（※6） 3 路線（※7） 
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具体的な施策(2)．スクール便の利用者数に見合った車両の更新 

事業内容 
 小中学生と一般利用者の移動を支え続けるために、各路線利用予定者数の推移

を見据えながら、小型車両等、適切かつ汎用性のある車両の更新を行います。 

主体 山都町、交通事業者 

スケジュール 

 

H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

検討・実施     

 

具体的な施策(3)．小中学生におけるスクール便の利用方針の整備 

事業内容 

 小中学生におけるスクール便の利用基準等が、地区（矢部・清和・蘇陽）毎に整

備されており、町全体として統一化が図れていません。利用基準等の利用方針

を統一化するために、利用方針を整備します。 

主体 山都町、教育委員会、各学校 

スケジュール 

 

H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

検討・実施     

 

具体的な施策(4)．矢部高校通学者の移動手段の確保 

事業内容 

 矢部高校通学者の安定的な移動手段を確保するために、路線バスの既存路線を

維持すると共に、利用の少ない路線については、「新たな交通サービス」導入の

検討を進めます。 

主体 山都町、他自治体（通学者在住）、矢部高校、交通事業者 

スケジュール 

 

H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

検討・協議 検討・協議 実施 
 

随時見直し 
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基本方針③ 高齢者を支える公共交通サービスの認知度向上 

町民の主な交通手段は自家用車での移動であり、高齢者においても公共交通に対する認知度が

低い状況です。また、運転免許返納後に移動ができなくなる不安や心配の声が多く聞かれます。

そのため、運転免許を所持している段階から公共交通に対する関心を深め、利用促進に繋がる取

り組みを行います。 

また、地域全体で高齢者を含む交通弱者を支えるために、各地域（自治振興区等）、主要施設、

関係団体等との協力体制について協議します。 

 
 

 

（※8）住民アンケート調査における高齢者（65 歳以上）の山都町コミュニティバスの利用率 

（※9）住民アンケート調査から、山都町コミュニティバスを利用しない高齢者（65 歳以上）が、広報や PR を望む声に対応した際

に【利用する】と回答した人数を加味した場合の高齢者（65 歳以上）の山都町コミュニティバスの利用率 

 

  

目標 1 高齢者における公共交通サービスの認知度向上 

指標 1 高齢者（65 歳以上）の山都町コミュニティバスの利用率 

今後、人口減少による公共交通の利用者減少や運転免許を所持する高齢者比率の増加が見込

まれますが、高齢者等交通弱者の需要に応じたサービスの提供、公共交通を利用してもらう

取り組みの実施により、高齢者の山都町コミュニティバスの利用率増加を目標とします。 

現況値（2018 年度）  目標値（2023 年度） 

9%（※8） 14%（※9） 
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具体的な施策(1)．公共交通利用促進のための情報配信 

事業内容 

 公共交通の認知度向上及び利用促進のために、「見やすい時刻表や乗継時刻表の

作成・配布」・「公共交通マップの作成・配布」・「広報誌の活用（連載記事の掲載

等）」・「携帯電話・スマートフォン普及に伴うインターネットによる経路・時刻

案内の提供」等の実施や「交通安全教室」等において、自家用車保有と公共交

通における費用比較を行い、公共交通の利用を促進します。 

 また、「乗り方教室」・「公共交通利用イベント」等、主要施設と連携した企画の

検討・実施を行います。 

 
出典：津幡町 HP（石川県） 

▲ 路線別・地域別時刻表の参考例 

主体 山都町 

スケジュール 

 

H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

検討・実施     

 

具体的な施策(2)．運転免許証の自主返納者への特典の検討   

事業内容 

 高齢者における公共交通の利用促進とおでかけの機会創出のために、運転免許

証の自主返納者を対象とした特典を検討・実施します。検討にあたっては、特

典内容（山都町コミュニティバスの 1 年間無料チケット、タクシーチケット等）・

対象者・期間・手続き方法等について協議します。 

主体 山都町 

スケジュール 

 

H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

検討・実施     
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５ 計画推進および達成状況評価の方法 

本計画の推進と達成状況の評価は、行政・交通事業者・町民（自治振興区）が相互に連携・協

働し、山都町地域公共交通活性化協議会が主体となって実施します。このうち、実績値が毎年度

把握できる指標は、毎年度進捗状況を把握し、その達成状況に応じて、適宜、事業の見直しを図

ります。計画期間の最終年度にはすべての目標指標の達成状況について把握・評価を行い、その

後の計画策定や事業の見直し等に繋げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 計画推進の方法と体制 

 

▼ 指標の評価方法及び時期 

目標とする指標 評価方法 評価の時期 

山都町コミュニティバス（コミュ

ニティ便）における新たな運行方

法の導入路線数 

新たな運行方法の導入状況により評価 毎年度実施 

山都町コミュニティバス（コミュ

ニティ便）の利用者一人あたりの

運行経費 

山都町が管理する情報 

（運行実績、運行経費）により評価 
毎年度実施 

路線バスの年間補助金額 
山都町が管理する情報 

（路線バスへの年間補助金額）により評価 
毎年度実施 

スクール便の運行継続 スクール便の運行状況をもとに評価 毎年度実施 

路線バス及び新たな交通サービス

導入による矢部高校生の移動手段

の確保 

路線バス及び新たな交通サービスの 

運行状況をもとに評価 
毎年度実施 

高齢者（65 歳以上）の 

山都町コミュニティバスの利用率 

住民へのアンケート・ヒアリング調査 

により評価 

最終年度 

（2023 年度）に実施 

 

 

•地域公共交通のあり方を検討する中心的な役割

•関係者との連携・リーダーシップの発揮
行政

•利用者のニーズを踏まえた交通サービスの提供

•地域公共交通のあり方の検討への積極的な参加
交通事業者

•地域公共交通のあり方を自ら主体的に検討

•地域公共交通を支える持続的な取り組み

町民
（自治振興区）

山都町地域公共交通活性化協議会 

相
互
に
連
携
・
協
働
し
て
推
進 




