
関係地方公共団体

提案市：神奈川県相模原市、725,493人、328.91㎢
連携市：東京都八王子市 、579,355人、186.38㎢

東京都町田市 、431,079人、 71.55㎢

提案・連携する都
道府県、市区町村

の特長

◆ 都県を跨ぐ位置関係にあるが、歴史的な繋がりや生活圏・経済圏を共有
◆ 三大都市圏に位置し、首都圏の発展に伴い人口増加で推移したが、今後、人口減

少や少子高齢化の急速な進展が見込まれる
◆ 大学などの高等教育機関や魅力あふれる産業が多く集積する

提案概要 事業見積額（千円）

顕在化していく様々な資源制約のもと、持続可能な行政体制を確保するため、３市圏域における現状や将来
に関する基礎調査（地域の未来予測等）を実施し、圏域の未来像を見据えた施策の検討・実施に繋がる３市推
進体制の構築に向けた検討を行うとともに、効果的・効率的な行政運営に資する公共施設の共同管理・再編等
に向けた導入可能性等に関する調査・研究や、圏域全体で若者人材の確保・育成等を行うための産官学連携
体制の構築に向けた検討を行うもの。

10,000(千円)

取組内容

（様式１）

八王子市

町田市相模原市

東京都

神奈川県

現状及び将来を見据えた課題についての基礎調査

圏域の未来像を見据えた３市推進体制構築に向けた検討

• 圏域に関する基礎調査、客観的データの分析、課題整理 等
• 上記調査を踏まえた具体的な施策の検討・実施に繋げるための３市推進体制の検討

公共施設の共同管理・再編等に向けた検討

• 圏域における公共施設の共同管理・再編等に向けた課題等の調査・研究
• 個別事業検討チームの設置（各市が設置する施設における導入可能性・課題の検討 等）

圏域全体における産官学連携体制構築に向けた検討

• 大学・学生、企業へのアンケート調査による若者人材の確保・育成等に係る課題分析
• 個別事業検討チームの設置（若者人材の確保・育成等を図る産官学連携体制の検討 等）

効果的な連携施策の検討

効率的な公共施設
マネジメント手法の検討

※資料：令和２年国勢調査(総務省)、
令和２年全国都道府県市区町村別面積調(国土地理院)

圏域の経済を支える
人材の確保・育成



関係地方公共団体

提案市 ：富谷市、51,651人、 49.18㎢(資料：令和2年国勢調査(総務省),令和3年全国都道府県市町村別面積調(国土地理院))

連携町村：大和町、28,786人、225.49㎢ 大郷町、7,813人、82.01㎢
大衡村、 5,849人、 60.32㎢

提案・連携する
市区町村の特長

○船形山連峰に豊富な水源を持つ圏域で、良質な水資源の提供や自然溢れるレクリェーション
の場の整備が進められるとともに、仙台都市圏の中で居住地エリアとして発展を続けている。
○国内外の企業約60社が立地する仙台北部中核工業団地をはじめとする周辺工業団地への
立地など、宮城県の内陸型工業の拠点として東北地方における産業拠点としても発展。

提案概要 事業見積額（千円）

〇黒川圏域4市町村（富谷市、大和町、大郷町、大衡村）における、持続可能な広域連携での公共交通
ネットワーク構築の検討。
・圏域における地域の現状把握及び課題の整理、圏域における広域的なバス路線再編の検討

５，１５６

取組内容

①地域特性等の整理
公表資料等を活用し、対象圏域内の人口分布状況や移動実態等について整理する。加えて、「地域の未来予測」等により将来人口や人口構成等を検討した上で、圏域の
将来像の見える化を行い、地域の将来的な特性についても整理する。また、仙台医療圏の再編に伴う新たな総合病院の計画や、公共施設の立地に伴う交通関連インフラ
整備の課題を整理する。

②公共交通の実態等の整理
交通事業者等や各市町村から提供を受ける利用実績データ等や関係機関に対してのヒアリング調査を踏まえて、公共交通の利用状況等を整理する。

③地域公共交通の課題の整理
地域特性や公共交通の利用実態・各種調査や圏域におけるこれまでの調査研究の結果を踏まえ、ニーズ調査等により地域公共交通において対応すべき課題を整理する。

①課題を踏まえた再編に係る方針等の検討
圏域における地域公共交通の課題点を踏まえ、再編・見直しの対象とする路線等の設定及び再編の方針を設定するとともに、令和5年度以降の具体的な再編の方向性
について検討・整理する。

②運行計画等の検討
再編の方針及び方向性に基づき、運行方法・形態・経路・ダイヤ等について検討し、圏域全体における運行計画案として整理し共通認識のもと継続して取り組みを進める。

③運行事業費等の試算
運行計画に対して導入ルート案などを含め、仮定条件を基に発生する運行経費等の試算を行う。

（様式１）

山形県

宮城県

（１）圏域における地域の現状把握及び課題の整理

（２）圏域における広域的なバス路線再編の検討



関係地方公共団体

提案都道府県、市区町村：福岡県大木町、13,820人、18.44㎢
連携する市区町村：柳川市、64,475人、77.15㎢、八女市、60,608人、482.44㎢、

筑後市、48,827人、41.78㎢、みやま市、35,861人、105.21㎢
大川市、32,988人、33.62㎢、広川町、19,969人、37.94㎢

提案・連携する都
道府県、市区町村

の特長

福岡県南部筑後地方のうち、九州新幹線筑後船小屋駅（平成23年開業）を
中心地点として繋がる5市2町（大川市・柳川市・大木町・筑後市・みやま市・
広川町・八女市）を称する新しい呼び名として『筑後七国』という通称があり、
観光やプラスチックリサイクルなど様々な分野で各種連携を図っています。

提案概要 事業見積額（千円）

本事業では、『筑後七国』の一般廃棄物処理施設を対象にし、長期的・広域的な視点で公共施設マ
ネジメントの理想モデルについて調査・検討し、将来の施設整備構想（筑後七国構想）を示すことを
目的とします。

7,805

取組内容

１．七市町の現状詳細調査（一部事務組合含む）
①焼却・し尿処理施設等の現状
②ごみ処理計画等の現状
③環境行政の現状
④一部事務組合の現状

２．モデルプランの抽出・経済性検討
①モデルプランの抽出
プランA：現状のまま更新
プランB：統廃合・複合施設化＋循環・脱炭素

②各施設規模の検討
③モデルプラン別の建設費等の算出
④経済性の比較

３．モデルプラン別の効果検証
①多面的効果の調査（統廃合：プランB）
②焼却施設⇒エネルギー供給施設の検討
③下水道縮小の経済性と手法の検討（夕張市等の先進事例調査）

４．筑後七国構想の関係者等の勉強会開催
七市町の環境課課長会議での勉強会開催

５．継続的な体制の検討
筑後七国構想勉強会等の継続的体制の検討

（様式１）

八女市

みやま市

柳川市

大川市

広川町

筑後市

大木町

提案：大木町
連携市町との関係地図



関係地方公共団体

提案都道府県 長崎県
連携する市区町村：県内２１市町 １０消防本部

提案・連携する
都道府県、市区
町村の特長

県内２１市町においては、１０の消防本部が管轄している。全国に先んじて人口減少が進む本県に
おいては、そのうち、７つの消防本部が管轄人口が１０万人を割り、消防体制の強化が必要な「小
規模消防本部」となっており、広域化や連携協力などにより、体制の維持強化が必要になっている
が、離島が多く、本土との広域化によるメリットが生まれにくく、検討が進まない。

※連携する市区町村を
黄色で着色した地図を

添付

提案概要 事業見積額（千円）

①通信指令システムの共同整備、共同運用について、区域、時期について、もっとも合理的なパターンを調査研究
②ＡＩを活用した気象予測技術の発達による、消防の広域応援部隊の早期応援の可能性について 4,803

取組内容

①通信指令システムの共同整備、共同運用の最適パターンの提案
令和２年６月に策定した「長崎県市町消防広域化推進計画」に基づき、下記の調査研究、検討を協議

②ＡＩによる気象予測の発達に伴う本土から離島への早期応援可能性の検討
被災時に、本土から離島に応援に行けないことが、離島と本土との広域化のもっとも大きなネック。
判断と責任の広域的な一元化と、今後の気象技術の発達により発災前に消防力を本土から離島に移動させる
ことができる可能性を検証する。

【効果】
●①②の結果をもとに、長崎県市町消防広域化推進協議会で、将来にむけた広域化、連携協力の見通しを協議
一致できる点について、「長崎県市町消防広域化推進計画」の変更に向けた検討をはじめる。

●関係消防で合理的なイメージを共有し、それを見据えた設備投資と長寿命化で、連携協力、広域化の環境整備を推進。
●離島が含まれる多くの県では、離島を含めた広域化が進んでいない。長崎県での調査結果、協議会での協議内容を提供し、離島における一つのモデ
ルにしていただくことも可能。

●本土と離島との広域化、連携協力がむずかしいとの調査結果が示された場合、離島の消防体制の維持強化にむけた広域化によらない対策について、
検討をはじめる証左になりうる。

（様式１）

・離島の消防体制の維持強化に向けた調査研究
・本土の消防本部体制の維持強化のための地域研究会
・♯７１１９救急安心センター事業の導入に向けた研究会

通信指令システムの共
同化とともに、広域化に
向けた議論に進めるこ
とも期待できる。

消防本部の、予算的にも組織的にも大きな部分を占める通信指令システムの共同
整備、共同運用を推進することが消防体制の維持強化につながる。

通信指令システムの合理的な整備パターン、整備時期、そのために必要な協議の開始
時期、必要な対策などを調査研究。、



関係地方公共団体

提案都道府県：熊本県（1,786,170人、7,409.45㎢）
連携する市区町村（案）：熊本市（738,865人、390.32㎢）、八代市（123,067人、681.36㎢）、

宇土市（36,122人、74.3㎢）

提案・連携する都
道府県、市区町村

の特長

○本県は、６～10月に大雨・台風の影響を受けやすく、平成24年熊本広域大水害、
令和２年７月豪雨等、度々大規模風水害を経験してきた。近年は気候変動等の
影響により、毎年のように記録的な大雨が降っている。

○本県の人口ビジョンでは、全国よりも約10年早く人口減少の局面に入っており、
2045年には人口の約４割が65歳以上の高齢者になる見込み。

取組内容

提案概要 事業見積額（千円）

○人口減少・少子高齢化に伴う防災行政の限界や、災害の激甚化・頻発化を見据え、限りある資源を
効果的に活用しつつ、他自治体とも連携しながら、災害時の避難対策などに早急に対応していく必
要がある。

○本提案では、客観的なデータにより将来的な地域の災害リスク等を把握するとともに、近年大きな
課題となっている市町村の行政界を越えて住民を避難させる「大規模水害に係る広域避難(※)」に
ついて、市町村間の連携により避難者の支援・受入れが円滑に図られるよう、その実施体制構築に
向けた市町村支援に取り組む。
※災害が発生するおそれがある場合に、市町村の行政界を越えて県内外の他の市町村の区城に避難すること。

5,228

① 地域の将来像の把握

GIS（地図データ）で整理

災害リスクが高い地域の将来的な人口動態、
世帯構成等を調査・分析

○ 浸水、土砂災害等のリスクが高い地域
○ 将来人口・世帯予測

地域の将来像を把握

避難所収容力と比較
③ 広域避難計画策定に向けた市町村支援
○ 市町村における広域避難計画の策定支援に取り組む。

具体的内容：計画策定のノウハウ研修、連携市町村のマッチン
グ支援、個別フォロー 等

② 県・市町村・国等による広域避難の実施基準の検討
○ 県・市町村・国（河川管理者、気象台）等で協力体制を
構築し、市町村が広域避難の実施を判断するのに必要な
気象条件等の基準を検討する。

具体的内容：気象条件や河川の状況、ハザード情報等の分析 等
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関係地方公共団体

提案都道府県、市区町村：福島県、1,862,777人、13,783.90㎢
連携する市区町村：県会津地方振興局管内13市町村（会津若松市(117,027人)、喜多方市(46,602人)、北塩原村
(2,666人)、西会津町(6,022人)、磐梯町(3,407人)、猪苗代町(13,664人)、会津坂下町(15,424人)、湯川村(3,202人)、柳
津町(3,205人)、三島町(1,528人)、金山町(1,925人)、昭和村(1,218人)、会津美里町(19,773人)）

○連携市町村合計 235,663人、3,078.78㎢ ※人口はR3.1.1時点（住基ベース）

提案・連携する都
道府県、市区町村

の特長

○高齢化、人口減少が著しく、人口規模も多様なため、全国モデル展開に適している。
○学校、医療、経済、交通網等、会津若松市を中心とした広域の経済・生活圏である。
○高齢化率が高く（県ワースト４位が管内市町村）、住民サービス提供にマンパワーが必要。

提案概要 事業見積額（千円）

人口１万人程度以下の小規模自治体においては、ＩＣＴツールやシステムを導入しても単独では費用対効果が見込
めないことから、広域連携を通じたＩＣＴツール等の共同利用が必須となる。ゆえに、標準化・共通化が急務である。
本事業では、共通業務フローの構築や共同利用の実装を見据え、令和３年度自治体行政スマートプロジェクトで取
り組んだ転入届の検討成果を踏まえ、住民異動届の全て（転出、転居、死亡等）を対象に、実証実験と費用対効果
の試算等も実施し、当県内会津地域13市町村における業務プロセスの標準化・共通化を進め、現場に即した共同利
用モデルの検討を行う。

9,950千円

取組内容

（様式１）

令和２年度

会津管内13市町村
業務量調査実施

令和３年度

○「人生100年時代会津地域
自治体広域連携指針」策定

○自治体行政スマートプロ
ジェクト実施

【対象業務】
・住民基本台帳、転入届
・固定資産税課税台帳整備
・介護保険要介護認定

令和４年度 多様な広域連携促進事業
可
視
化
・
標
準
化
検
討
・
実
証
実
験
実
施

標準仕様書に準拠し複数市町村でシステム等を共同利用するためのモデルを構築
【対象：住民異動届すべて】 ※転入、転出、転居、出産、死亡、世帯主変更、世帯変更等

第一段階
差異分析・標準仕様との比較

①業務フロー、様式等に係る
市町村間の差異分析

②標準仕様書が想定している業
務フローとの比較

第二段階
共通業務フロー構築・解決策提示

①ＥＣＲＳの視点等に基づく共
通業務フローの構築
②共通業務フロー構築上の課
題に対する解決策の検討

第三段階
実証と費用対効果の試算

拡大
展開

①共通業務フローに基づくＩＣＴ
ツール等導入検討、実証実験
②ツールの共同利用を想定した
費用対効果の検証
③共同利用モデル
の構築



関係地方公共団体

提案都道府県、市区町村：三重県、1,753,384人（R3.12.1時点）、5,774㎢
連携する市区町村：津市、伊勢市、松阪市、鈴鹿市、亀山市、鳥羽市、志摩市、伊賀市、度会町、南伊勢町

圏域合計：962,785人(R3.12.1時点)、3,150㎢

提案・連携する
都道府県、市区
町村の特長

参加団体が属する三重県北勢圏域、中勢伊賀圏域及び南勢志摩圏域は要介護（要支
援）認定者数が最も多い圏域である。これらの圏域では2040年に向けて認定者数の

増加が見込まれ、持続可能な介護サービス構築が課題となっている。

提案概要 事業見積額（千円）

令和３年度多様な広域連携促進事業で示した要介護等認定業務の改善のための施策の現場への導入や、取得
した「要介護者等の画像・センサデータ」の利活用の検討を行う。施策の実施にあたっては、令和３年度に
培った関係者とのつながりを活用し、単年では実施が困難な改善の実施に注力する。データの利活用につい
ては、実導入するための課題の明確化や解決に向けた取組を行う。地域が一体となり、一気通貫で業務の効
率化を図ることで、将来に渡り安定した介護サービスを供給し続ける礎とする。

８，５８０

取組内容

（様式１）

【要介護等認定業務の改善の方向性】

① 施策の現場導入に向けた取組

認定調査 意見書作成

申請

受付・登録

一次判定

審査会

結果通知

電子申請等

ICTツールを
利活用した支援

審査会資料の電子化
審査会のオンライン化

実施済み 自動登録化

電子通知等

【要介護等認定業務の持続可能性予測】
「要介護認定者の推移」と「現在の業務時間（As-Is
モデル）、業務改善後の業務時間（Can-Be/To-Beモデ
ル）」から現在の業務時間を100％とした各モデルの
推移をグラフ化し、労働人口が減っていく場合の業務
の持続性を可視化したグラフ

関係者との連携により
改善ができる項目

現状のまま（As-Isモデル）では持続困難であり
早期に改善（To-Beモデル）しなければ

業務の持続が困難であることが明白である
改善すべき（業務負荷の高い）作業には多く
の関係者が関わり、改善には連携が不可欠

【具体的な取り組み項目】

関係者の納得性とともに効果の高い取組を行い、
業務を持続可能とするための改善の流れを生み出す

② 画像・センサデータの有効活用

例１）審査会の効率化（オンライン化・マスキング）

例２）認定調査の効率化 （タブレット調査）

状態監視
カメラ

令和３年度事業で取得した画像・センサデータを
活用するための課題や解決策を整理し、制度改正
も含めた仕組みの検討を行う

 


	01_相模原市【提案概要】
	02_富谷市【提案概要】
	03_大木町【提案概要】
	04_長崎県【提案概要】
	05_熊本県【提案概要】
	06_福島県【提案概要】
	07_三重県【提案概要】

