
連携中枢都市圏の形成の動き

【目次】

１．連携中枢都市圏の形成の動き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．１

２．連携中枢都市圏の形成に係る連携協約（例）

①倉敷市と新見市 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ． ２ ～ ６
②福山市と三原市 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ． ７ ～ １０
③宮崎市と国富町 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．１１ ～ ２２

参考資料２





連携中枢都市圏の形成の動き

団体名 連携中枢都市宣言 連携協約 都市圏ビジョン 関係市町村 圏域人口等

姫路市
Ｈ２７年２月１３日

（宣言済み）

Ｈ２７年３月２３日
（姫路市議決）

Ｈ２７年４月５日締結式（予定）
－

【兵庫県】相生市、加古川市、高砂市
　加西市、宍粟市、たつの市、稲美町
　播磨町、市川町、福崎町、神河町
　太子町、上郡町、佐用町
　（計：６市８町）

1,276,670人
（うち姫路市　536,270人）

倉敷市
Ｈ２７年２月１７日

（宣言済み）

Ｈ２７年２月１８日
（倉敷市議決）

Ｈ２７年３月２７日締結式
Ｈ２７年３月２７日公表

【岡山県】笠岡市、井原市、総社市
　高梁市、新見市、浅口市、早島町
　里庄町、矢掛町　（計：６市３町）

783,035人
（うち倉敷市　475,513人）

福山市
Ｈ２７年２月２４日

（宣言済み）

Ｈ２７年３月１８日
（福山市議決）

Ｈ２７年３月２５日締結式
Ｈ２７年３月２５日公表

【岡山県】笠岡市、井原市
【広島県】三原市、尾道市、府中市
　世羅町、神石高原町　（計：５市２町）

875,682人
（うち福山市　461,357人）

宮崎市
Ｈ２６年１２月１日

（宣言済み）

Ｈ２７年３月１３日
（宮崎市議決）

Ｈ２７年３月２５日締結式
－

【宮崎県】国富町、綾町　（計：２町）
※更に、県内の他市町村とも連携につ
いて協議中

428,716人
（うち宮崎市　400,583人）
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別表（第４条関係） 

（１）圏域全体の経済成長に関する取組 

内容 甲の役割 乙の役割 

ア 圏域の経済成長に向け，産学金官民が一体とな

った「高梁川流域経済成長戦略会議」を設立し，

成長戦略の協議等を行う。 

事務局として協議会を運営し，圏域の経済成長

のため，成長戦略の検討等のとりまとめを行う。

協議会に参加し，甲と協力して成長戦略の検討等

を行う。 

イ 圏域の特性を活かした様々な分野での起業促進

やイノベーションの実現のほか，異分野異業種交

流に向けた取組を行う。 

圏域の特性を活かした分野での事業をけん引役

となって行うとともに，圏域のイノベーションの

促進等について先行的・試行的な取組を行う。 

地域の特性を活かした分野において，甲と連携し

て実施する事業について，甲と協力して取組を行

う。 

ウ 圏域内の地場産品の生産拡大につながる販路開

拓や地域の原材料を活用した新商品開発への支援

のほか，町家・古民家の保存・再生・活用等，圏

域経済活性化に向けた取組を行う。 

圏域内の地場産品の販路拡大や農作物の販売促

進の取組等を，けん引役となって行うとともに，

圏域の新たな魅力発信に向けた整備を行う。 

圏域経済活性化に向けて，甲と連携して実施する

事業について，甲と協力して取組を行う。 

エ 観光資源の魅力向上や広域観光周遊ルートの形

成，情報発信力の強化のほか，外国人観光客の受

入体制の整備等，圏域全体への誘客拡大に向けた

取組を行う。 

圏域の魅力ある観光資源等を活用し，主体的に

圏域全体の誘客拡大に向けた取組を行う。 

情報提供等を行うほか，直接関わる観光資源等を

テーマとして甲と連携して実施する事業について，

甲と協力して取組を行う。 

オ 圏域内での就業機会の拡大等，圏域全体の経済

成長を目的とした取組を行う。 
主体的に，セミナーの開催等を実施する。 

甲と連携して実施する事業について，必要に応じ

て開催会場の提供等の支援を行う。 

 

（２）高次の都市機能の集積・強化に関する取組 

内容 甲の役割 乙の役割 

ア 救急医療体制の整備等，高度な医療サービス提

供に向けた取組を行う。 

救急医療体制の充実に向けた取組を，主体とな

って行う。 

救急医療体制の充実に向けた取組を，甲と連携し

て実施する事業について，甲と協力して行う。 

イ 圏域内外から通勤・通学・通院・観光等で訪れ

る人々の利便性の向上のため，高度な中心拠点の

整備及び公共交通網の構築に向けた取組を行う。

中心拠点の整備及び公共交通網の構築に向けた

取組を行う。 

必要に応じて情報提供等の協力を行う。また，甲

と連携して実施する事業について，甲と協力して取

組を行う。 

ウ 高等教育・研究開発の環境整備等，将来を担う

人材育成に向けた取組を行う。 

将来を担う人材育成に向け，関係団体との連携

窓口となり，取組を行う。 

将来を担う人材育成に向け，甲と連携して実施す

る事業について，住民への周知や情報提供等の協力

を行う。 

エ 交流人口状況の調査・分析等，高次の都市機能

の集積を目的とした取組を行う。 

交流人口状況の調査・分析等，圏域全体の調査

・分析を行う。 

交流人口状況の調査・分析等のため，甲と連携し

て実施する事業について，必要に応じて情報提供等

の協力を行う。 
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（３）圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組 

内容 甲の役割 乙の役割 

ア 生活機

能の強化

に係る政

策分野 

(ア) 健康寿命の延伸につながる地域医療の

充実に向けた取組を行うとともに，医療介

護の広域連携を踏まえ，高齢者等への介護

サービスの充実に向けた取組を行う。 

地域医療や介護サービスの充実に向けて，主体

的に取組を行う。 

地域医療や介護サービスの充実に向けて，

甲と連携して実施する事業について，甲と協

力して取組を行う。 

(イ) 障がい者への自立支援や子育て支援の

充実等，福祉向上に向けた取組を行う。 

福祉向上に向けた取組を，主体的に行う。先行

的な事業については試行的に取組を行う。 

保育サービスの向上等，甲と連携して実施

する事業について，甲と協力して取組を行

う。 

(ウ) 学校教育・社会教育環境の整備，スポー

ツ活動機会の充実，文化財保護のほか，公

共施設の相互利用に向けた取組を行う。 

教育・文化・スポーツの振興や，公共施設の相

互利用に向けた取組等を，主体的に行う。 

教育・文化・スポーツの振興や，公共施設

の相互利用に関し，甲と連携して実施する事

業について，甲と協力して取組を行う。 

(エ) 規模や地域特性を活かした都市空間の

再形成等に向けた取組を行う。 

規模や地域特性を活かした都市空間の再形成

に対して，主体的に取組を行う 

規模や地域特性を活かした都市空間の再

形成に対して，甲と連携して実施する事業に

ついて，甲と協力して取組を行う。 

(オ) にぎわいの創出や地場産業の振興，企業

誘致，観光資源の開発等，地域振興に向け

た取組を行う。 

にぎわいの創出や地場産業の振興，企業誘致，

観光資源の開発等，地域振興に向け，市民活動団

体や大学等と連携した取組を，主体的に行う。 

にぎわいの創出や地場産業の振興，企業誘

致，観光資源の開発等，地域振興に向け，甲

と連携して実施する事業について，甲と協力

して取組を行う。 

(カ) 災害対策の推進や環境保全推進への取

組を行う。 

災害対策推進のための連携体制構築の取組を

主体的に行う。また，環境意識の啓発や生物多様

性の保全に向け，情報の取りまとめ，児童・生徒

の学習する場を提供する。 

災害対策の推進や環境保全推進のため，甲

と連携して実施する事業について，甲と協力

して取組を行う。 

イ 結びつ

きやネッ

トワーク

の強化に

係る政策

分野 

(ア) 圏域住民の移動手段確保のための取組

を行うとともに，利便性向上や救急医療体

制の機能向上のため，道路等の交通インフ

ラ整備・維持に向けた取組を行う。 

地域公共交通ネットワーク形成に向けた取組

や，関係機関への要望等，幹線道路の整備促進の

ための取組を，主体的に行う。 

地域公共交通ネットワーク形成や幹線道

路の整備促進において，甲と連携して実施す

る事業について，甲と協力して取組を行う。 

(イ) ＩＣＴを活用した利便性の向上やテレ

ワーク推進のため，ＩＣＴインフラの整備

に向けた取組を行う。 

ＩＣＴを活用した利便性の向上やテレワーク

推進のため，ＩＣＴインフラの整備に向けた取組

を，主体的に行う。 

ＩＣＴを活用した利便性の向上やテレワ

ーク推進のため，甲と連携して実施する事業

について，甲と協力して取組を行う。 

(ウ) 食の安全安心の確保や地域経済循環の

ため，圏域の生産者や消費者等の連携によ

る地産地消の推進に向けた取組を行う。 

食の安全安心の確保や地域経済循環のため，地

産地消の推進に向けた取組を，主体的に行う。 

食の安全安心の確保や地域経済循環のた

め，甲と連携して実施する事業について，甲

と協力して取組を行う。 
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(エ) 三大都市圏等からの人口流入を図るた

め，ＩＪＵターン及び定住の促進に向けた

取組を行う。 

情報収集，共同イベント等の取りまとめや契約

等の業務を主体的に行う。 

甲と連携して実施する事業について，住民

への周知や情報提供等の協力を行うほか，イ

ベント等の参加に係る直接的な事務を行う。 

(オ) 広報活動の連携等，圏域の結びつきやネ

ットワーク強化を目的とした取組を行う。

圏域の結びつきやネットワーク強化を目的と

して，各広報誌等を活用した広報活動の連携の取

組を，主体的に行う。 

圏域の結びつきやネットワーク強化を目

的として，事業で扱う内容に応じて，甲と連

携して実施する事業について，甲と協力して

取組を行う。 

ウ 圏域マネジメント能力強化のため，圏域市町の職員の人

材育成や人事交流，ファシリティマネジメントの推進，外

部からの行政及び民間人材の確保に向けた取組を行う。 

圏域マネジメント能力強化のため，主体的に，

関係市町のニーズの収集や研修を実施するとと

もに，人事交流について検討・実施する。 

圏域マネジメント能力強化のため，甲と連

携して実施する事業について，甲と協力して

取組を行う。 
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