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第１章 地域公共交通計画について                  

 

１ 計画の目的                                   

 北斗市は、平成 18 年２月１日に上磯町と大野町が合併したまちであることから、市街

地が分散しており、また郊外には人口減少が特に進んでいる地域がある。また、函館市の

ベッドタウンとして郊外型の宅地開発が行われ、国道 227 号、国道 228 号の２路線を中心

に函館市から放射線状に公共交通が運行しているものの、函館市から離れるにつれて交通

空白地が広がっており、市内には公共交通運行便数が少ない区域や、乗降所・駅までの距

離が遠い区域があり、公共交通に対する市民ニーズは、地域によって大きく異なってい

る。 

 公共交通は、通勤、通学、通院、買い物等の市民の日常生活における移動手段として欠

かすことのできないものであるが、人口減少に伴い、将来的に持続するためには採算面に

問題がある。一方で、今後は高齢化や運転免許証の自主返納により、身近な移動がますま

す困難になることから、早急に対応を検討する必要がある。 

 こうした様々な状況を踏まえ、令和２年に一部改正された「地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律」（平成 19 年法律第 59 号）に基づき、市民の移動手段となる公共交通

の利便性・効率性の向上を図り、まちづくりと一体となった持続可能な地域公共交通ネッ

トワークを再構築するために「北斗市地域公共交通計画」を策定する。 

 本計画の推進にあたっては、市・交通事業者等の関係者が連携し、地域特性に応じた多

様な交通サービスを展開することにより、限られた資源の中でも持続可能な地域公共交通

への見直しを目指すものである。 

 

 

２ 計画の位置づけ                                

 「交通政策基本法」（平成 25 年法律第 92 号）では、交通に関する基本理念が定められ

ており、交通に関して国、地方公共団体、交通関連事業者及び交通施設管理者、国民等の

責務・役割を明らかにすることを掲げ、国及び地方公共団体が講ずべき基本的な施策につ

いて記載されている。 

「北斗市地域公共交通計画」は、令和２年 11 月に施行された「地域公共交通の活性化

及び再生に関する法律」の一部改正に基づき策定する法定計画である。同法は「交通政策

基本法」の基本理念にのっとり、持続可能な地域公共交通に資する地域公共交通の活性化

及び再生のための取組を推進することを目的としている。 
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 また、本計画は、図１のとおり、「第２次北斗市総合計画」、「第２期北斗市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」「北斗市人口ビジョン」「北斗市都市計画マスタープラン」等の

関連計画と一体性を確保しつつ、本市における公共交通に関するマスタープランと位置づ

けて策定する。 

 

［図表 1 上位計画と関連計画の整理］ 
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３ 上位計画・関連計画における公共交通の関連内容                       

 上位計画・関連計画における公共交通に関連する施策及びそれぞれの計画における公共

交通に関する事項等は次の通りである。 

 

［図表 2 上位計画・関連計画における公共交通の関連事項一覧］ 

 

 

（１）第２次北斗市総合計画                             

■計画名 第２次北斗市総合計画（平成 30 年度～令和 9 年度） 

 

■基本目標 

１ 新幹線を活かした元気で魅力あるまちづくり 

北海道新幹線によるさまざまな効果を最大限に引き出し、本市の恵まれた地域資源や多様

計画名称 公共交通に関する事項等(主なもの) 計画年度等

第２次北斗市総合計画

基本目標１ 新幹線を活かした元気で魅力あるまちづくり

　・・・基本計画５ 観光の振興

基本目標3 安全・安心な便利で暮らしやすいまちづくり

　・・・基本計画２５ 公共交通の充実

平成 30 年度～令和 9 年度

第２期北斗市まち・ひと・

しごと創生総合戦略

基本目標４ 住み続けたいという暮らしの環境をつくり守る

　・・・主要施策（３）持続可能な地域づくり

　　　　　・・・具体的取組②公共交通の充実

令和２年度～令和６年度

北斗市人口ビジョン

取組の基本方針2) 北海道新幹線の駅機能や人を呼ぶ様々な資源、

培われたコミュニティなど、北斗市の特性を活かし、多様かつ変化

の速いニーズに素早く対応した取り組みを進める。

平成27年12月策定

(令和２年３月改訂)

北斗市都市計画

マスタープラン

交通施設の基本方針2.5 地域住民が安心して利用できる公共交通の

確保・充実を図ります

2.5.1 鉄道交通の確保・充実

2.5.2 バス交通の確保・充実

2.5.3 並行在来線の対応

基準年:平成17年、

目標年:令和7年

北斗市観光振興プランⅡ

大項目１ 観光資源の充実及び周遊観光の推進

中項目イ 周遊観光の充実

○域内周遊の促進を図る観光メニューの充実

○周遊チケット等の充実

○観光資源を活用したモデルコースづくり

令和元年度～令和５年度

北斗市地域福祉計画

（第２期）

地域福祉施策　大項目２ 地域ぐるみによる安全・安心な地域の支

えあい体制づくり

（１）予防・早期発見から支援～孤立を防ぐつながりづくり～

③生活支援ニーズへの対応の検討

・地域内の交通ネットワークの整備の検討

・買い物・お出かけ支援事業の取組み

平成30年度～令和4年度

第７期北斗市高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画

介護予防・日時用生活圏域ニーズ調査「高齢者施策として力を入れ

てほしい施策」において、「医療体制・訪問診療の充実」が 40.9％

に次いで「高齢者の外出を支援する移動手段の確保」（36.0％）、

「地域交通（バスなど）の利便性向上」（32.9％）であった。

平成30年度～令和２年度
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な魅力と結び付け、その経済効果を各産業に波及させ、市内全域の持続的な発展につなげて

いく、新幹線を活かした元気で魅力あるまちをめざします。 

２ 誰もが幸せで輝くまちづくり  

子どもを生み育てたい、暮らし続けたいと市民が願い、次代を担う子どもたちを社会全体で

育み、すべての市民が住み慣れた地域で、健やかに心豊かな暮らしを送る、誰もが幸せで輝

くまちをめざします。 

３ 安全・安心な便利で暮らしやすいまちづくり  

災害等から生命や財産を守り、犯罪のない明るい社会の実現と、将来を見据え社会基盤施設

の機能を維持し、自然環境と調和する良好な都市機能や住環境、地域交通の充実等が図られ

る、安全・安心な便利で暮らしやすいまちをめざします。 

４ 市民参加による協働のまちづくり 

良好な地域コミュニティの形成を図り、市民一人ひとりが地域社会の担い手として、知恵を

出し協力しながら本市の魅力を高め、新たな北斗市を創生する、市民参加による協働のまち

をめざします。 

 

■公共交通に関する施策 

・基本計画５ 観光の振興 

（「基本目標１ 新幹線を活かした元気で魅力あるまちづくり」に基づく基本計画） 

１ 観光資源の充実及び周遊観光の推進 

① きじひき高原や桜の名所、灯台の聖母トラピスト修道院、道南いさりび鉄道等、地域資

源を活かした魅力ある観光地づくり、環境整備をより一層推進します。 

② 新函館北斗駅を拠点として、きじひき高原から松前藩戸切地陣屋跡、灯台の聖母トラピ 

スト修道院を結ぶ周遊ルートをはじめ、新鮮な地元産品を扱う飲食店、農協・漁協直営

店等、地域資源を活かした周遊観光ルートの多様化に努めます。 

③ 観光協会や関係団体等と連携して、豊富で新鮮な食資源や四季が明確な自然環境を活か 

し、体験型、滞在型、通年型観光の確立と商品化に努めます。 

２ 誘致宣伝の強化 

① インターネットや各種メディア等、多種多様な媒体を通じ、効果的で魅力ある情報発 

信に努めます。 

② 首都圏や北海道新幹線沿線地域からの集客促進を図るため、当該地域における観光プロ

モーション活動を推進します。 

③ 旅行会社や公共交通事業者等関係機関に対し、多様な観光ニーズに対応した旅行商品の

造成、販売を働きかけます。 

３ 観光客受入体制の充実 

① 観光客目線を重視し、観光ニーズに対応した適切な情報を提供するため、観光案内所や

きじひき高原パノラマ展望台等、観光客受入体制の充実を図ります。 
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② 観光案内所等での多言語対応や観光案内板の整備等、国内外の観光客の受入環境整備に

努めます。 

③ 体験型観光をはじめ、着地型観光の担い手となる観光協会の体制強化とともに、観光関

連事業者や案内人材の育成、おもてなし意識の醸成等、温かみのある受入体制づくりを

支援します。 

４ 多様な交流の推進 

① 市内スポーツ施設を活かしたスポーツ合宿誘致を推進し、交流人口の拡大と併せて、ト

ップアスリート等との交流により市内児童生徒やスポーツ愛好家の技術力、競技力の向

上に努めます。 

② 市内観光地や自然景観を活かした映画やドラマ、コマーシャル等のロケーション誘致を

推進し、交流人口の拡大を図るとともに、制作された映像を通じ本市の魅力を全国に発

信します。 

③ 東京北斗会をはじめ、ふるさと出身者等、本市に縁のある方々への情報発信と連携強化

により交流支援人材の育成に努めます。 

④ 北海道新幹線開業を契機とした新幹線駅所在自治体や沿線自治体等との都市間交流を

推進します。 

【成果目標】 

１ 観光入込客数（平成 27 年度渡島管内観光入込客数調査） 106 万人：増加を目指す 

２ 市内宿泊者数（平成 27 年度渡島管内観光入込客数調査） 3 万人：増加を目指す 

３ スポーツ合宿誘致団体数（市外のスポーツ団体が市内宿泊施設及びスポーツ施設を利用

したスポーツ合宿 実施団体数） 45 団体：増加を目指す 

 

●基本計画 25 公共交通の充実 

（「基本目標３ 安全・安心な便利で暮らしやすいまちづくり」に基づく基本計画） 

１ 公共交通の確保と充実 

① 公共交通は、通学や通勤等市民生活に欠かすことのできない移動手段として、交通事業

者と連携を図り、確保に努めます。 

② 高齢社会や人口減少等の環境変化や交通需要に応じ、市民や交通事業者との意見交換の

場で議論を深め、公共交通のあり方について検討します。 

③ 新函館北斗駅からの２次交通としての役割を担う鉄道やバス、タクシー等について、利

用者の視点にたった利便性の向上に努めます。 

２ 鉄道交通の確保と利用促進 

① 市民の交通手段として重要な道南いさりび鉄道は、沿線地域協議会において必要な方策

等を協議し、市民が安心して利用できる公共交通として確保に努めます。 

② 将来にわたる道南いさりび鉄道の維持・存続に向け、観光客等新たな利用客の拡大や、

市民、沿線自治体、地域応援隊等と連携し、積極的な利用促進に努めます。 



8 

 

３ バス交通の確保と利用促進 

① 通学や通勤等市民生活に欠かすことのできない移動手段として、バス路線の確保に努め

ます。 

② バス事業者と連携し、IC カードの利用やノンステップバスの導入等利便性向上に努め

るとともに、利用促進に努めます。 

③ 北海道新幹線の開業等の環境変化や新たな交通需要に対応し、利便性の高いバス路線の

あり方について、南北市街地連絡バスの見直しと併せて検討します。  

【成果目標】 

１ 道南いさりび鉄道利用人数（１日平均乗車人数、平成 28 年度）約 2,000 人：現状維持

を目指す 

２ 市内運行の路線バス乗車密度（１台１日１キロあたり平均乗車人数、平成 28 年度） 

6.6 人：現状維持を目指す 

３ 交通機関の利便性（市民意識調査結果） 43.5％：増加を目指す 

 

 

（２）第２期北斗市まち・ひと・しごと創生総合戦略                            

■計画名 第２期北斗市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和２年度～令和６年度） 

 

■基本方針 

○将来にわたり持続可能なまちづくり 

○誰一人取り残さない包摂的なまちづくり 

○多様なステークホルダーとの連携によるまちづくり 

 

■基本目標 

・基本目標１ 北海道新幹線を活かした産業の振興と雇用の場をつくる 

       ～活力ある地域をつくる～ 

・基本目標２ 北斗市らしさを活かして人を呼び込み・呼び戻す 

       ～新しい人の流れをつくる～ 

・基本目標３ 子どもを生み、育てたいという希望をかなえる 

       ～結婚・出産・子育ての希望をかなえる～ 

・基本目標４ 住み続けたいという暮らしの環境をつくり守る 

       ～ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる～ 

 

■公共交通に関する施策 

基本目標４ 住み続けたいという暮らしの環境をつくり守る 

主要施策（３）持続可能な地域づくり 
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具体的取組②公共交通の充実 

・本市が抱える公共交通の課題解決に向け、市民ニーズの把握と将来需要の予測に努め、北

斗市地域公共交通計画を策定する。 

・交通空白地域における日常生活の移動性を確保するデマンド型交通等新たな交通モード

の運行計画を策定する。 

・市内事業者と連携した地域経済の活性化に資する公共交通利用促進策を実施する。 

 

 

（３）北斗市人口ビジョン                               

■計画名 北斗市人口ビジョン（平成 27 年 12 月策定（令和２年３月改訂）） 

 

■取組の基本方針 

1） 市民をはじめ企業・団体、そして、公共においては政府や道が人口減少問題に関する基

本認識を共有し、それぞれが役割を認識しつつ相互協力関係を持ちながら、一体的に取

り組んでいく。 

2） 北海道新幹線の駅機能や人を呼ぶ様々な資源、培われたコミュニティ等、北斗市の特性

を活かし、多様かつ変化の速いニーズに素早く対応した取り組みを進める。 

3） 必要に応じ、これまでの取り組みを再点検し、長期的展望に立って、有効な対策を総合

的に構築し実行に移す。 

 

■目指す姿とその実現に向けた取組 

1） 人口拡大期のような全国一律のキャッチアップ型の取り組みではなく、自らの地域資源

を見つけ、磨き上げ、そして活用し、北斗市らしい地域社会の形成を目指す。 

2） 都市部住民の地方に対する関心の高まり等をふまえ、外に向かって北斗市を開き、外部

の良さを取り込み、積極的につながっていくことにより、新たな視点から北斗市の活性

化を図る。 

3） 地方で「しごと」がつくられ、それが「ひと」を呼び、さらに「ひと」が「しごと」を

呼び込む好循環が確立すれば「まち」は活力を取り戻し、人々は安心して働き、希望ど

おり結婚し、子どもを生み育てることができる。北斗市でもこうした社会の実現を目指

す。 

 

■人口の将来展望 

【社会増減…社会動態の均衡】 

 平成 27 年度に実施した総合戦略策定に係る住民意識調査によると、過去１年の間に北

斗市に転入した住民及び北斗市から転出した住民のそれぞれ転入・転出したきっかけは、就

学や勤務先の都合によるものが約半数を占め、さらに転出した住民で回答のあったものの
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６割弱からは将来、北斗市に戻りたいとの回答を得た。 

 これらを考慮すると、国や道等と連携し、雇用を増やし、長く居住できる環境を構築する

ことにより、社会動態の均衡を図ることが可能と考えられる。 

【自然増減…出生率の上昇】 

 平成 27 年度に実施した総合戦略策定に係る住民意識調査によると、若年層（高校生）か

ら、「将来結婚したい」との回答を約７割、結婚に対する必要な支援として「雇用の確保」

（約４割）、「経済的支援」（約４割）との回答を得た。 

 また、将来欲しい子どもの数については、「２人」が約６割を占めている。 

 以上の結果から、現在の若年層には、結婚する意識が決して低くなく、子供についても生

み育てたいとの意識が高いことがわかる。 

 これらを考慮すると、国や道等と連携し雇用を安定させること、また子どもを生み、育て

たいという希望をかなえる施策を推し進めることにより、出生率の上昇を図ることが可能

と考えられる。 

 

 

（４）北斗市都市計画マスタープラン                             

■計画名 北斗市都市計画マスタープラン（基準年：平成 17 年、目標年：令和 7 年） 

 

■都市構造 

北斗市の将来の都市構造として、地域特性や交通条件、主要プロジェクト等から、２つの都

市軸、２つの拠点及び４つのゾーンを次のとおり設定し、まちづくりの骨格とします。 

（１）都市軸 

都市軸は、まちの骨格となる軸であり、周辺市町との連携・連絡機能を持つ「広域交流軸」

と、市内における都市活動の中心的な役割を果たし、市内の各拠点間を連携・連絡する機能

を持つ「連絡軸」を位置づけます。 

① 広域交流軸：函館市から北斗市を経て檜山方面へ至る国道 227 号と七重浜から函館湾

岸を渡島西部方面へ至る国道 228 号は、函館圏の都市構造上の骨格となっている主要

幹線道路です。これらの道路は、人・物の交流や連携等において重要な役割を担ってい

ることから、北斗市と周辺地域とを結ぶ広域交流軸として位置づけます。 

② 連絡軸：北斗市を縦貫する主要道道上磯峠下線、道道大野上磯線等は、南北の拠点等を

結ぶ重要な役割を担っています。また、新幹線新駅の駅前通である道道渡島大野停車場

線、道道新函館停車場七飯線（仮称）は、新駅へのアクセス道路として交流を支援する

役割を担います。これらの道路は、北斗市の拠点地区等をネットワーク化させ、地域内

の交流を推進するとともに、多様な住民活動を支える基幹的な連絡軸として位置づけ整

備を進めます。 

 



11 

 

（２）拠点 

拠点は、都市活動の中心地となる「都市拠点」と、新幹線整備の効果をいかす「交流拠点」

として、以下のとおり位置づけます。 

① 都市拠点：都市活動の中心地として、行政、文化、商業等住民生活のための主要な施設

が集積し市街地形成が進んでいる中央・上磯駅周辺地区及び本町地区を都市拠点として

位置づけ、土地利用を進めます。 

② 交流拠点：新たな北海道の玄関口となる新駅周辺地区は、新幹線整備の効果を最大限に

いかす広域的な交流拠点として位置づけます。 

（３）ゾーン 

土地利用の方向が同一のおおまかな範囲で、土地利用の適切な規制・誘導を進めることとし、

以下の４つのゾーンを配置します。  

① 居住ゾーン：追分２丁目地区、本町地区、向野地区及び東前地区等の低層住宅地は、良

好な戸建て住宅を主体としたゆとりある居住ゾーンとしての土地利用を図ります。また、

七重浜地区、久根別地区及び中野通地区等は、生活利便施設が近接する良質な住宅地と

しての居住ゾーンと位置づけます。 

② 田園居住ゾーン：清川地区、一本木地区等の集落地区については、ゆとりある居住環境

の田園居住ゾーンとして位置付け、田園の良好な環境を保全しつつ、地域コミュニティ

の維持を図ります。 

③ 産業ゾーン：臨港地区に指定されている七重浜地区、テクノポリス函館上磯工業団地等

の追分地区、セメント製造が行われている谷好地区、清水川工業団地、萩野農工団地の

ある国道 227 号沿道及び北斗追分 IC 周辺等を、工業・流通機能の集約を図る産業ゾ

ーンとして位置づけ、土地利用を進めます。 

④ みどりのゾーン：みどり豊かな自然環境にめぐまれた「上磯ダム周辺」、「きじひき高原」

や「匠の森」及び「八郎沼周辺」等は、みどりのゾーンに位置づけ、自然環境の保全に

配慮するとともに、広域的な観光・レクレェーション拠点とします。 

 

■公共交通に関する施策 

交通施設の基本方針 2.5 地域住民が安心して利用できる公共交通の確保・充実を図ります 

2.5.1 鉄道交通の確保・充実 

・新幹線新駅と函館駅間の在来線アクセスについては、新幹線の運行本数に対応した円滑な

列車運行を要望します。 

2.5.2 バス交通の確保・充実 

・市内を走る路線バスは、地域住民の重要な足となっていることから、市民の利用に配慮し

た路線の充実等について、バス事業者等に働きかけ、公共交通の確保に努めます。 

・バス交通等は、交通渋滞や交通空白地帯を解消するほか、マイカーをバス交通等へ転換す

ることで二酸化炭素の排出を抑制することができるといったメリットが多くあることか



12 

 

ら、公共交通の利用促進を図ります。 

・新幹線利用者の利便性の向上のため、既存のバス路線が新幹線新駅を経由する等、バス事

業者等に働きかけます。 

2.5.3 並行在来線の対応 

・新幹線開業に伴う並行在来線経営分離後、沿線住民の足を確保するため、道や沿線市町等

との連携により、経営分離区間の安全性はもとより、安定的かつ効率的な第３セクター鉄

道の経営に必要な利用促進を図ります。 

 

■参考：北斗市の都市構造 
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■参考：交通環境の方針図 
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（５）北斗市観光振興プランⅡ                             

■計画名 北斗市観光振興プランⅡ（令和元年度～令和５年度） 

 

■基本方針 

（１）観光資源の充実及び周遊観光の推進 

きじひき高原や桜の名所、灯台の聖母トラピスト修道院といった地域資源と、自然豊

かな大地と海からとれる新鮮な食資源、四季が明確な自然環境を生かした通年型、滞

在型観光を確立します。 

（２）誘致宣伝の強化 

北海道新幹線沿線となる東北や北関東、首都圏等への誘致宣伝活動をはじめ、イン 

ターネット等の情報ツールやメディアを効果的に活用した情報発信により、観光 

客の誘客を図ります。 

（３）観光客受入体制の充実 

国内外の観光客目線を重視し、観光ニーズに対応した適切な情報を提供するため、観

光案内所を核とした観光客の受入環境の整備に努めます。また、北斗市ならではの文

化や自然等を体験・体感する「コト消費」への消費スタイルにあわせた着地型観光を

促進します。 

（４）多様な交流の推進 

市内スポーツ施設を活用したスポーツ合宿や、市内観光地・自然景観を活用したロケ 

ーション誘致等を推進し、交流人口の拡大を図ります。 

（５）広域観光の推進 

わが国有数の国際観光都市である函館市をはじめ、近隣自治体、交通事業者等と連 

携し、広域での観光周遊ルートといった旅行商品づくりを推進します。 

 

■公共交通に関する施策 

具体的な取り組み 

大項目１ 観光資源の充実及び周遊観光の推進 

中項目イ 周遊観光の充実 

○域内周遊の促進を図る観光メニューの充実：通年で市内観光地や観光関連施設等への回

遊を促す観光メニューの推進 

○周遊チケット等の充実：はこだて旅するパスポート事業といった周遊チケットの充実、継

続的販売 

○観光資源を活用したモデルコースづくり：観光地と地場産品を活用した料理、特産品を提

供する店舗を組み入れた多彩な観光コースの創出 
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（６）北斗市地域福祉計画（第２期）                             

■計画名 北斗市地域福祉計画（第２期）（平成 30 年度～令和 4 年度） 

 

■基本理念 

健康で安心して暮らせる ぬくもりのある福祉のまちづくり 

 

■公共交通に関する施策 

地域福祉施策 大項目２ 地域ぐるみによる安全・安心な地域の支えあい体制づくり 

（１）予防・早期発見から支援～孤立を防ぐつながりづくり～ 

③生活支援ニーズへの対応の検討 

・地域内の交通ネットワークの整備の検討：地域の特性を踏まえた上で、民間や市民等

による新たな移動手段・サービスも含め、全体として整合性のとれた地域交通ネット

ワークの形成を検討します。 

・買い物・お出かけ支援事業の取組み：買い物支援事業として、買い物が困難な地域で

一人暮らしの高齢者等を対象に、社会福祉法人等が所有する車輌を利用して、大型店

舗等での買い物支援を実施します。お出かけ支援事業として 公共交通機関の利用が

困難な地域で、閉じこもりがちな高齢者等を対象に、社会福祉法人等が所有する車輌

を利用して、花見等へ出かけられるお出かけ支援を実施します。 

 

 

（７）第７期北斗市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画                             

■計画名 第７期北斗市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

（平成 30 年度～令和２年度） 

 

■基本目標 

・基本テーマ：健康で安心して暮らせるぬくもりのある福祉のまちづくり 

・基本目標１ 健康に暮らせるまち 

 基本目標２ 安心して暮らせるまち 

 基本目標３ ぬくもりのあるまち 

 

■参考 

・介護予防・日時用生活圏域ニーズ調査結果（平成 29 年９月～10 月実施、有効回収数 727） 

【高齢者施策として力を入れてほしい施策（複数回答）】 

「医療体制・訪問診療の充実」が 40.9％で最も多く、次いで「高齢者の外出を支援する移

動手段の確保」（36.0％）、「地域交通（バス等）の利便性向上」（32.9％）が続いている。 
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４ 計画の区域                                    

 本計画の区域は北斗市全域とする。ただし、周辺市町との連携・調整をしながら広域的な

視点も踏まえるものとする。 

 

 

５ 計画の期間                                    

 本計画の期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とし、計画策定から継続的な進

行管理を行う。 

 

 

 

 

 

 


