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資料１



１ 行政サービスのオープン化・アウトソーシング等の推進

２ 自治体情報システムのクラウド化の拡大

○民間委託等の推進

○指定管理者制度等の活用

○地方独立行政法人制度の活用

○BPRの手法やICTを活用した業務の見直し

３ 公営企業・第三セクター等の経営健全化

４ 地方自治体の財政マネジメントの強化

○公共施設等総合管理計画の策定促進

○統一的な基準による地方公会計の整備促進

○公営企業会計の適用の推進

５ PPP/PFIの拡大

 定型的業務や庶務業務を含めた事務事業全般にわたり、民間委託等
の推進の観点から、改めて総点検を実施。

 業務の集約・大くくり化、他団体との事務の共同実施など事務の総
量を確保や仕様書の詳細化などの工夫を行い、委託の可能性を検
証。

 公の施設について、指定管理者制度を導入済みの施設も含め、管理
のあり方について検証を行い、より効果的、効率的に運営。

 複数施設の一括指定や公募前対話の導入等の参入環境の整備や施設
業務の部分的な導入等、幅広い視点から管理のあり方について検証。

 事務事業の廃止や民間譲渡の可能性を検討した上で自ら実施するよ
りも効率的・効果的に行政サービスを提供できる場合に活用を検討。

 事務事業全般に渡って、BPRの手法を活用した業務フローの見直しや
ICTの活用等を通じて業務を効率化。

 特に住民サービスに直結する窓口業務の見直しや職員の業務効率向
上につながる庶務業務等の内部管理業務の見直しは重点的に実施。

 複数団体共同でのクラウド化（自治体クラウド）は、コスト削減、
業務負担の軽減、業務の共通化・標準化、セキュリティ水準の向上
及び災害に強い基盤構築の観点から、その積極的な導入を検討。

 情報システム形態やコストの現状について正しく認識するとともに、
コストシミュレーション比較等を実施し、あわせて、業務負担の軽
減、セキュリティの向上、災害時の業務継続性等についても考慮。

 公営企業については、中長期的な経営計画である「経営戦略」を策
定し、経営基盤強化等の取組を推進。各水道事業及び下水道事業に
おいて、「経営比較分析表」の作成及び公表を推進。

 第三セクターについては、経営状況等の把握等に努め、財政的リス
クを踏まえた上で抜本的改革を含む不断の効率化・経営健全化に適
切に取り組むことを推進。

 平成28年度までに、長期的視点に立って公共施設等の総合的かつ計
画的な管理を行うための計画を策定するとともに、公共施設等の集
約化・複合化等に踏み込んだ計画となることを推進。

 原則として平成27～29年度の3年間で、固定資産台帳を含む統一的な
基準による財務書類等を作成し、予算編成等に積極的に活用。

 平成27～31年度の5年間で、下水道事業及び簡易水道事業を重点事業
として地方公営企業法の全部又は一部（財務規定等）を適用し、公
営企業会計に移行。

 公共施設等運営権制度の積極的導入や公共施設の維持更新・集約化
等へのPPP/PFI手法の導入等を推進。PPP/PFIの導入に係る地方財政
措置上のイコールフッティングを図る。

 公共施設等総合管理計画の策定を通じ、PPP/PFIの積極的活用の検討
に努めるとともに、固定資産台帳を整備・公表を通じ、民間事業者
のPPP/PFI事業への参入を促進。

地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について（平成２７年８月２８日付け総務大臣通知）

○業務改革を推進するため、民間委託やクラウド化等の各地方自治体における取組状況を比較可能な形で
公表し、取組状況の見える化を実施。

○総務省においては、これらの推進状況について毎年度フォローアップし、その結果を広く公表。



県内市町村（○％）
全国平均（●％）

県内市町村（○％）
全国平均（●％）

県内市町村（○％）
全国平均（●％）

県内市町村（○％）
全国平均（●％）

本庁舎の夜
間警備

案内・受付

電話交換

公用車運転

民間委託

○○県（市町村分）

直営
のみ

○

○

総務関係事務

学校用務員 　～～～～～
ホームページ作成・運営

調査・集計

し尿収集
一般ゴミ収集

学校給食（調理）
学校給食（運搬）

案内・受付 　～～～～～
電話交換
公用車運転

今後の対応方針

本庁舎の夜間警備

○○県（◆◆市）

民間委託

比較可能な形での公表 見える化の実施
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＜公表項目＞

民間委託の実施状況、指定管理者制度の導入状
況（施設区分別）、クラウド化の実施状況 等

＜様式例＞

各団体の取組について、比較可能な形で公表

＜比較項目＞
民間委託、指定管理者、クラウド化 等
→ 都道府県間・指定都市間の比較、各都道府県内
の市町村の取組割合と全国平均の比較 等
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地方自治体の業務改革の取組状況の見える化の実施
平成27年6月1日第8回経済財政諮問会議 高市議員提出資料「地域経済再生と財政健全化の両立に向けて」（抄）



業務改革モデルプロジェクト

地方自治体において①住民サービスに直結する窓口業務②業務効率化に直結する庶務業務等の内部管理業
務に焦点を当て、民間企業の協力のもとＢＰＲの手法を活用しながらＩＣＴ化・オープン化・アウトソーシングなどの
業務改革を一体的に行い、住民の利便性向上につながるような取組をモデル的に実施。モデル事業の実施を通じ
て改革の手法を確立し、その手法を横展開。

【H28要望額：２．０億円】

① 窓口業務改革（総合窓口の導入とアウトソーシングの一体的推進）

・ 住民異動、戸籍届出、各種証明書発行、国民健康保険、介護保険等、別々の窓口で行っている事務手続きをワンストップ化
する総合窓口の実施を念頭に業務フローを見直し、待ち時間の短縮等住民の利便性向上につなげる。

・ ワンストップ窓口においては、単に職員を集約するのではなく、入力業務等のバックヤード業務について、アウトソーシングを
積極的に活用し、業務の効率化を図る。

② 庶務業務等の内部管理業務改革

・ 人事・給与・旅費・福利厚生などの庶務業務について、各職員がシステム入力を行うよう業務フローを見直し、各課における庶
務業務を集約化することで、業務の効率化を図る。

・ また、集約化した業務については、アウトソーシングを積極的に活用し、業務の効率化を図る。

・ 財務会計システム・文書管理システム等の内部管理システムの連携による業務の効率化も検討する。

（具体的な取組）

・ 政令指定都市等、規模の大きな自治体は一定取組が進んでいることから、人口規模10～20万人程度の団体を主なターゲットとし
て、2016～18年度の各年度においてモデルとなるような改革を実践してもらう「業務改革モデルプロジェクト」を10団体において実
施。

・ BPRの実施等計画策定段階において必要な経費について国費で助成。



「経済財政運営と改革の基本方針2015」（抄）

第３章「経済・財政一体改革」の取組－「経済・財政再生計画」

４．歳出改革等の考え方・アプローチ
［Ⅰ］公的サービスの産業化

（多様な行政事務の外部委託、包括的民間委託等の推進）

・ 外部委託等が進んでいない分野のうち、市町村等で今も取組が遅れている分野を中心に適正な外部委託を加速する。さらに、これまで取組が進ん
でいない、窓口業務などの専門性は高いが定型的な業務について、官民が協力して、大胆に適正な外部委託を拡大する。

［Ⅱ］インセンティブ改革

（質の高いサービスを効率的に提供する優良事例を2020年度までに全国展開）

・ ＢＰＲ（Business Process Reengineering）等を通じて公共サービス業務の改善の優良事例を官民の協力で創出する。定量的な目標の下に進捗管理
を行いながら、優良事例に関する情報開示を進め、全国展開を促す。

［Ⅲ］公共サービスのイノベーション

（公共サービスに関わる業務の簡素化・標準化）

・ 国はガイドラインを示すとともに、地方自治体にも計画的な取組を促し、国・地方自治体、民間企業等が協力し、計画期間中にＩＴを活用した業務の
簡素化・標準化を推進する。ＩＴを活用した公共サービスの業務改革及び政府情報システムのクラウド化・統廃合等により、政府情報システムの運用コ
ストの３割減を目指す。

・ マイナンバー制度を有効活用し、質の高い公共サービスを効率的に提供する優良事例を全国に展開する。

５．主要分野ごとの改革の基本方針と重要課題
［３］地方行財政改革・分野横断的な取組等
（国と地方を通じた歳出効率化・地方自治体の経営資源の有効活用）
・ （中略）ＢＰＲの手法を活用した業務改革モデルプロジェクトの実施による官民協力した優良事例の創出と全国展開、公共サービスイノベーション
における優良事例の全国展開を加速する。

・ 地方独立行政法人を含む地方においても効率的で質の高いサービスを提供するため、民間の大胆な活用の観点から市町村で取組が遅れている
分野や窓口業務などの専門性は高いが定型的な業務の適正な民間委託の取組の加速をはじめ、公共サービスの広域化、共助社会づくりなど幅広
い取組を自ら進める。その際、窓口業務のアウトソーシングなど汎用性のある先進的な改革に取り組む市町村数を2020年度（平成32年度）までに
倍増させる。

・ （中略）業務改革を推進するため、民間委託やクラウド化等の各地方自治体における取組状況を比較可能な形で開示する。
（ＩＴ化と業務改革）
国・地方（独立行政法人を含む。）を通じた横断的な取組として、行政のＩＴ化に対する国民の信頼が確保されるよう、徹底したサイバーセキュリティ

対策を講じつつ、マイナンバー制度の導入を突破口に更なるＩＴ化と業務改革を図る。国においては、オンラインサービス改革、各府省庁の主要業務
の効率化・省力化等の業務改革、政府情報システムのクラウド化・統廃合等に取り組む。また、政府情報システムの運用コスト低減を進める。地方公共
団体においても業務の簡素化・標準化、及びそれらと併せた自治体クラウドの積極的展開など、業務改革の抜本的な取組を加速化し、行政コスト低減
を図る。

〈平成２７年６月３０日閣議決定〉
経済財政運営と改革の基本方針２０１５ ～経済再生なくして財政健全化なし～



ＫＰＩ達成に向けたロードマップ

【基本的な取組方針】

○ 2016～18年度の各年度において、 モデルプロジェクトを10市町村において実施（計30市町村）。

○ 2018年度までに、他の自治体のモデルとなる市町村(モデル自治体)が全ての都道府県に存在することを目指す。

○ 総務省としても、地方自治体における取組状況を毎年度フォローアップし、取組状況を比較可能な形で公表し、見える化を実施。

○ その結果、2020年度までに、モデル自治体の取組の波及効果として、少なくとも各都道府県で３～５市町村が先進的な改革に取
り組むことを目指す。

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

集中改革期間

モデルプロジェクト

【経済財政運営と改革の基本方針2015（平成27年6月30日閣議決定）抜粋】

○ 窓口業務のアウトソーシングなど汎用性のある先進的な改革に取り組む市町村数を2020年度（平成32年度）までに倍増させる。

現状値
（2014.10現在）

総合窓口を導入している団体数 185団体

窓口のアウトソーシングを導入している団体数 208団体

庶務業務を集約化している団体数 143団体

目標値
（2020年度）

総合窓口の導入に取り組んでいる団体数 370団体

窓口のアウトソーシングの導入に取り組んでいる団体数 416団体

庶務業務の集約化に取り組んでいる団体数 286団体

倍増

○他の自治体への波及

○それぞれの取組について
各都道府県ごとに３～５
市町村が新たに取り組む

モデルプロジェクト

モデルプロジェクト

各都道府県ごとにモデル自治体を概ね１市町村

(モデル自治体10市町村)

(モデル自治体10市町村)

(モデル自治体10市町村)



窓口業務の民間委託、総合窓口化、庶務業務の集約化等の実施状況について

窓口業務の民間委託の実施状況

民間委託導入団体数（※） 市区町村数 割合

全市区町村 ２０８団体 １，７４１団体 １１．９％
指定都市 １２団体 ２０団体 ６０．０％
特別区 １６団体 ２３団体 ６９．６％
中核市 １９団体 ４３団体 ４４．２％
指定都市・中核市以外の市 １４０団体 ７２７団体 １９．３％
町村 ２１団体 ９２８団体 ２．３％

（※）内閣府通知で民間事業者に取り扱わせることができると整理された窓口業務のいずれかを委託している団体数

「地方公共団体における窓口業務の民間委託等に関する調査」(平成26年10月1日現在)より

庶務業務の集約化に関する実施状況について 「地方公共団体における行政改革の取組状況に関する調査」(平成26年10月1日現在)より

総合窓口の導入状況 「地方自治体の業務改革に関する取組状況に関する調査」(平成27年3月6日現在)より

人事・給与・旅費・福利厚生等の庶務業務について、各職員がシステムを活用し発生源入力を行うことで各部局の中間経由業務を廃止

するとともに、審査確認等の事務を集約化することで、庶務業務を効率化する取組。

住民等からの各種申請等（戸籍・住民基本台帳業務、税証明、福祉業務等）に関する受付部署を複数部署から1部署に集約し、例外的な
ケースを除きワンストップで対応が完結する取組。

実施団体数 全団体数 割合

都道府県 ４３団体 ４７団体 ９１．５％
全市区町村 １４３団体 １，７４１団体 ８．２％

指定都市 １３団体 ２０団体 ６５．０％
特別区 ２団体 ２３団体 ８．７％
中核市 １３団体 ４３団体 ３０．２％
指定都市・中核市以外の市 ８５団体 ７２７団体 １１．７％
町村 ３０団体 ９２８団体 ３．２％

導入団体数 市区町村数 割合

全市区町村 １８５団体 １，７４１団体 １０．６％
指定都市 ６団体 ２０団体 ３０．０％
特別区 ４団体 ２３団体 １７．４％
中核市 ８団体 ４３団体 １８．６％
指定都市・中核市以外の市 １２０団体 ７２７団体 １６．５％
町村 ４７団体 ９２８団体 ５．１％



自治体クラウドのメリット

自治体クラウドとは

総務省等の取組

地方公共団体がシステムのハードウェア、ソフトウェア、データなどを自庁舎で管理・運用することに代えて、
外部のデータセンターにおいて管理・運用し、ネットワーク経由で利用することができるようにする取組み

複数の地方公共団体の情報システムの集約と共同利用を推進

システム運用経費の削減（３割程度～）、業務負担の
軽減
業務の共通化・標準化
セキュリティ水準の向上、災害に強い基盤構築（データ
のバックアップの確保、業務の継続性）

初期負担の軽減
• 共同化計画策定・データ移行に対する地財措置（H23年度～）

• 導入コンサルタント費用・実務処理研修費用に対する地財措置（Ｈ
26年度～）

取組加速の推進
• 「電子自治体の取組みを加速するための10の指針」の公表

（H25年度）、フォローアップ（Ｈ26年度）
• ｅガバメント閣僚会議「国・地方ＩＴ化・ＢＰＲ推進チーム」における深
掘り・分析（Ｈ27年度～）

自治体クラウドの概要

【自治体クラウド導入イメージ】
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現状（平成26年４月１日現在）
（市区町村1,742団体）

次期更新時のシステム形態（予定）

■ 「自治体クラウド（複数団体共同でのクラウド化）」は12.1％から33.8％まで
導入団体が増加する見込みであり、「単独クラウド（単独団体でのクラウド

化）」を含めれば約60％の団体がクラウド化に取り組む見込み

※ 基幹系システム（住民情報、税務、国民健康保険、国民年金、福祉関
連システム）のいずれかにおけるクラウド化の状況を調査したもの。

全市区町村の全庁の情報システム保守運用経費予算
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■ 全市区町村の全庁の情報システム保守運用経費予算の総額は、平
成26年度、約3,300億円。

■ 保守運用経費は年々圧縮されている傾向にあるが、今後も引き続き
圧縮していく必要。

自治体クラウドの取組事例（平成27年８月現在）

■ 自治体クラウドグループ

○ 平成18年度以降取組が進み、現
在全国で54グループ

・ 構成市区町村数：338団体
・ 自治体クラウド取組団体の人口
の総計：約970万人
※ いずれも今後参加予定団体を含む。

■ 神奈川県町村会
・ 神奈川県全14町村。人口約30万人
・ 23年９月から順次移行。費用削減効果▲43％

■ 埼玉県町村会
・ 埼玉県18町村（23町村中）。人口約35万人
・ 25年10月から順次移行。費用削減効果▲44.6％

■ 秋田県町村会
・ 秋田県全12町村。人口約11万人
・ 25年９月から順次移行。費用削減効果▲18.4％

■ 愛知県岡崎市・豊橋市
・ 人口約75万人。国保・年金及び税総合システムを導入
・ 24年７月から順次移行。国保・年金システムにおいて
▲46％、税総合システムにおいて▲45％

・ 人口30万人以上の中核市での共同利用（全国初）

■ 新潟県長岡市・三条市・見附市・魚沼市・粟島浦村
・ 人口約46万人
・ 27年１月から順次移行。費用削減効果約▲50%
・ 納得感のある各団体の負担割合の設定により
人口規模の差（長岡市279千人、粟島浦村0.4千人）を
超越した自治体クラウドを実現

注：費用削減効果はいずれも試算

自治体の既存システムのクラウド化の現状と次期更新時の見込み 自治体の情報システム予算の状況

自治体クラウドの取組について



国・地方のＩＴ化・ＢＰＲの推進体制

自治体クラウド推進・自治体の業務改革

国の業務改革・ＩＴ化の推進

ｅ ガバメント閣僚会議

ワーキンググループ
「国・地方IT化・BPR推進チーム」」

（議長 ： 官房長官）

副主査 内閣官房内閣審議官（副長官補付）
副主査 総務省行政管理局長
副主査 総務省地域力創造審議官

内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室室長代理
／内閣審議官（社会保障改革担当）
総務省自治行政局長
国税庁長官官房審議官
厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官

＜全体取りまとめ＞

＜主査＞

政府ＣＩＯ

マイナンバー・個人番号カード活用によるオンラインサービス改革

※ 関連テーマに応じ、関係局長等の参加を求める

副議長 情報通信技術（ＩＴ）政策担当大臣
副議長 総務大臣

内閣府特命担当大臣（経済財政政策）
内閣府特命担当大臣（防災）
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣情報通信政策監（政府ＣＩＯ）



【自治体クラウド導入イメージ】

自治体クラウド推進・自治体の業務改革
○ 自治体の業務の共通化・標準化を行いつつ、自治体クラウドの取組を積極的に展開
○ 自治体クラウドの積極的な展開等により、自治体の情報システムの運用コストを圧縮

○ 自治体クラウドグループの取組事例（全国で54グループ）について、
以下の観点から深掘り・分析
（１）クラウド化業務範囲の検討、カスタマイズ抑制や、職員の新システム

への適応に係る具体的な方策
（２）関連経費詳細項目の比較等や、当該経費の削減方策・効果
（３）円滑な導入のための推進体制構築、スケジュール及び業務担当部局

（職員）との具体的な調整の進め方
（４）導入経緯等を踏まえた市町村同士の組合せやグループ統合の進め方
（５）自治体クラウド導入を契機とした住民サービスの向上方策
（６）自治体クラウド導入に伴うセキュリティ水準の向上対策 など

⇒ 今後導入する自治体の取組に資するよう整理・類型化し、その成果
を取りまとめ、自治体に対して助言・情報提供等の支援を実施

取組施策

（テーマ３）

クラウド導入市区町村（平成26年４月１日現在）：550団体
（うち自治体クラウド（複数団体共同でのクラウド化）211団体、単独クラウド（単独団体でのクラウド化）339団体）

現状

○ 自治体クラウドを中心にクラウド導入市区町村数を更に増加させ、平成29年度までに倍増（約1,000団体）することを
図る

○ 自治体の情報システム改革を推進するとともに、自治体クラウド未実施団体においては、自治体クラウド導入の取組加
速により、当該情報システムのコスト削減を図る。また、自治体クラウド導入団体にあっても更なる業務の共通化・標準
化の実施による自治体クラウドの質の一層の向上を図る。これらを通じて、自治体の情報システムの運用コストの圧縮
（３割減）を図る
（このような自治体クラウド導入の取組の結果、システム関係のＩＴ人材の余剰が見込まれ、そのシフトによりセキュ

リティ人材の充実が期待される）

目標



 持続可能な集落活性化のた

め、基幹集落中心に「集落

ネットワーク圏」（小さな拠点）

を形成。

 中心市（人口５万人程度以上）

と近隣市町村が連携し、地方

圏における「定住の受け皿」

を形成。

① 圏域全体の経済成長のけん引

② 高次の都市機能の集積・強化

③ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上

連携協約の導入

先行的なモデルを構築する事業を実施（約1.3億円）

今後、圏域全体の経済のけん引役等の役割を着実に果たし

ていくため、国としてさらに積極的に支援。

（平成27年度予算 2.0億円）

 平成27年度から、モデルの検証を踏まえて、地方交付税措

置を実施。

 全国的に進んでいる医療・

福祉、公共交通など生活基

盤の確保に向けた取組や、

ニーズが高まっている産業振

興、移住・交流など圏域の活

性化に向けた取組を支援。

 地域産業の振興と日常生活

機能の確保の取組をハード・

ソフト両面から支援し、定住環

境を整備。

 集落の組織力を高めるため、

地域おこし協力隊や集落支援

員などを拡充。

意義

役割

実現手法

連携中枢都市圏の形成

「一定の圏域人口を有し活力ある
社会経済を維持するための拠点」を築く

目指す方向性

具体的な支援

「小さな拠点」の形成
により「集落生活圏」を
維持

地方圏の人口流出を
食い止める
「ダム機能」の確保

※宣言中心市数：116市
※協定締結等圏域数：94圏域

（H27.8.1現在）

目指す方向性

具体的な支援

過疎集落等の維持･活性化
定住自立圏構想の推進

新たな「圏域」づくり

※「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中で、 「地方中枢拠点都市圏」を含む複数の都市圏
概念が「連携中枢都市圏」に統一された。

※ 平成27年度にこれまでの取組成果に
ついて検証を行い、その検証結果も踏まえ、
今後、取組に対する支援策を検討すること
としている。

12

集落生活圏の維持 広 域 圏 域 の 形 成

※「集落生活圏」･･･自然的社会的諸条件から
みて一体的な日常生活圏を構成していると
認められる集落及びその周辺の農用地等を
含む一連の地域（地域再生法）。

 地域において、相当の規模と中核性を備える圏域において

市町村が連携して、「連携中枢都市圏」を形成。
※具体的な都市（圏）は、本年度、地方公共団体の意向を踏まえた調査・検討を

行った上で確定。なお、従前の「地方中枢拠点都市（圏）」の要件に該当する
都市（圏）＊は対象とする
（＊全国で61市が該当（①地方圏の指定都市、新中核市（人口20万以上）、

②昼夜間人口比率おおむね１以上）
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中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、連携・協力することにより、圏域全体として必要な

生活機能を確保する「定住自立圏構想」を推進し、地方圏における定住の受け皿を形成する。

基本的考え方～集約とネットワーク化～

「定住自立圏構想」の推進

協定締結等圏域数

（市町村・圏域数）

定住自立圏構想の取組状況

宣言中心市数

協定締結等市町村数
延べ４４３市町村
（H27.8.1時点）

ビジョン策定中心市数

定住自立圏形成へ向けた手続き～国への申請や国の承認が必要ない分権的な仕組～

○人口５万人程度以上

○昼夜間人口比率１以上

○原則３大都市圏外 等

○中心市と近接し、経済、

社会、文化又は住民生活等
において密接な関係がある
市町村

①中心市宣言

中心市
近隣市町村

定住自立圏に取り組む市町村に対する支援

③定住自立圏共生ビジョン
圏域の将来像や推進する具体的取組を記載

②定住自立圏形成協定
中心市と近隣市町村が１対１で、

議会の議決を経て締結

各省による支援策

特別交付税

・産業振興・教育分野など、定住自立圏構想推進

のための関係各省による事業の優先採択

・包括的財政措置（平成26年度から大幅に拡充）
（中心市 4,000万円程度→8,500万円程度）

（近隣市町村 1,000万円→1,500万円）

・外部人材の活用

・地域医療に対する財政措置 等

※日付の記載が無い場合は４月１日時点の数値



旭川市
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福山市

① 圏域全体の経済成長のけん引

産学金官の共同研究・新製品開発支援、六次産業化支援 等

② 高次の都市機能の集積・強化

高度医療の提供体制の充実、高等教育・研究開発の環境整備 等

③ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上

地域医療確保のための病院群輪番制の充実、地域公共交通ネットワークの形成 等

連携中枢都市圏の取組の推進

連携中枢都市圏の意義とは

連携中枢都市圏に何が求められているのか

 地域において、相当の規模と中核性を備える圏域において市町村が連携し、コンパクト化とネットワーク化により、

人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成

連携中枢都市圏をいかに実現するか
 地方自治法を改正し、地方公共団体間の柔軟な

連携を可能とする「連携協約」の制度を導入

（平成26年11月１日施行）

 平成26年度は、連携中枢都市圏形成の準備に向けた

支援を行い、先行的なモデルを構築するため、

国費による事業（９事業）を実施

 平成27年度も、国費により支援（１２事業）

 平成27年度から 地方交付税措置を講じて全国展開

を図る

 連携中枢都市圏形成のための手続き
連携中枢
都市宣言

連携協約
の締結

都市圏ビジョン
の策定 は、三大都市圏

○具体的な都市（圏）は、本年度、地方公共団体の意向を踏まえた
調査・検討を行った上で確定
なお、従前の「地方中枢拠点都市（圏）」の要件に該当する都市（圏）
※は対象とする
※①地方圏の指定都市、新中核市（人口20万以上）、
②昼夜間人口比率おおむね１以上
を満たす都市（ ）を中心とする圏域
⇒現時点で、全国で６１都市圏が該当

は、都市圏を形成している団体（４団体）

は、平成27年度促進事業実施団体（１２団体）

は、平成26年度モデル事業実施団体のうち、
まだ都市圏を形成していない団体（５団体）



共同処理制度 制度の概要

事務の委託

機関等の共同設置

協議会

地方公共団体の委員会又は委員、行政機関、長の内部組織等を複数の地方公共団体が共同で設
置する制度。

地方公共団体が、共同して管理執行、連絡調整、計画作成を行うための制度。

地方公共団体の事務の一部の管理・執行を他の地方公共団体に委ねる制度。

法
人
の
設
立
を
要
し
な
い
簡
便
な
仕
組
み

広域連合

一部事務組合

別
法
人
の
設
立
を
要
す
る
仕
組
み

地方公共団体が、その事務の一部を共同して処理するために設ける特別地方公共団体。

地方公共団体が、広域にわたり処理することが適当であると認められる事務を処理するために設け
る特別地方公共団体。国又は都道府県から直接に権限や事務の移譲を受けることができる。

現行の事務の共同処理の仕組み（概要）

連携協約
地方公共団体が、連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定めるため
の制度。

事務の代替執行
地方公共団体の事務の一部の管理・執行を、当該地方公共団体の名において、他の地方公共団体
に行わせる制度。



共同処理制度 設置件数（委託件数） 主な事務の件数

協議会 210
消防（通信指令等） 広域行政計画等に関するもの 視聴覚教育

38 29 22

機関等の共同設置 416
介護保険（介護区分認定審査） 公平委員会 障害者福祉（障害区分認定審査）

129 115 105

事務の委託 5,979
住民票の写し等の交付 公平委員会 競艇（場外発売等）

1,341 1,143 856

一部事務組合 1,515
ごみ処理 し尿処理 消防

399 349 276

広域連合 115
後期高齢者医療 介護保険（介護区分認定審査） 障害者福祉（障害区分認定審査）

51 45 30

共同処理制度の活用状況

平成26年7月1日現在：総務省『地方公共団体間の事務の共同処理の状況調』による



・ 人口減少社会においても、全国の市町村が、地方自治体として持続可能な形で行政サービスを

提供していくためには、近隣市町村との有機的な連携による活性化が必要。

・ そのため、地方自治法を改正し、地方公共団体間で「連携協約」を締結できる新たな仕組みを導入。

・ この連携協約を活用し、連携中枢都市圏の形成、条件不利地域における都道府県による市町村の補完、

三大都市圏における水平的・相互補完的、双務的な取組を実現。

＜連携中枢都市圏＞
連携中枢都市（※）とその近隣市町村の連携

＜都道府県による補完＞
条件不利地域等で、市町村間の

広域連携が困難な場合は、都道府
県による補完も選択肢

三大都市圏

＜双務的な役割分担＞
同程度の規模・能力がある都市の間

で、水平・相互補完的、双務的な役割
分担を促進

G

H Ｉ

地方圏

※①指定都市、新中核市（人口20万以上）
かつ②昼夜間人口比率おおむね１以上

※これ以外の地域では「定住自立圏」（①人口５万人程度以上で②昼夜間
人口比率１以上の市を中心とする圏域）の取組を一層促進

文化ホール
（Ｈ市・Ｉ市の住民も利用）

図書館
（Ｇ市・Ｉ市の住民も利用）

介護保険施設
（Ｇ市・Ｈ市の住民も利用）

(1)経済成長のけん引、(2）高次都市機能の集積・強
化、(3)生活関連機能サービスの向上をねらい

新たな広域連携について

連携中
枢都市

圏

Ｂ市 Ａ市 Ｃ町

②高次の都市機能の集積①経済成長のけん引

③生活関連機能サービスの向上

連携協約 連携協約

専門的人材の招へい
産学金官の共同研究・新製品開発支援
六次産業化支援 等

地域医療確保のための病院群輪番制の充実
子育て支援 等

高度医療の提供体制の充実
グローバル人材の大学への招へい 等

②高次の都市機
能

の集積・強化

【具体的な事例】



・ 「地方公共団体が、他の地方公共団体と連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担
を定める協約」 （地方自治法第２５２条の２）

・ 平成２６年の地方自治法改正により導入

連携協約とは

連携協約について

政策面での役割分担等についても自由に盛り込むことが可能

・ 従来の広域連携は、主に事務を共同で処理するための枠組み（例：ごみ処理等を一部事務組合により、
公平委員会の事務や住民票の写しの交付等を事務の委託により実施する等）。
→ 連携協約においては、政策面での基本的な方針や役割分担を定めることが可能（例：圏域全体のまちづくり

の方向性。医療サービスの提供に当たっての基本的な方針と役割分担。地域包括ケアシステムの構築に当
たっての基本的な方針と役割分担。）。

→ 政策の共有を実現することができる。

ポイント①

バイ（１対１）で連携協約を締結ポイント②

・ 複数の自治体が広域連携を行うにあたり、合同して協約を結ぶのではなく、それぞれバイ（１対１）で連携協約
を締結（合同行為でなく双務契約）。
→ バイの連携協約が積み重なることによって、圏域そのものや圏域の政策が顕在化。レイヤー （重層的）
構造。

→ 複数の事業を行うにあたり、事業ごとに異なる自治体の組み合わせとすることが可能。
（複合的一部事務組合は、「相互に関連するものを共同処理」することとされており、規約を定めるに当た
っては、すべての構成団体の議決が必要。）
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