
○ 平成27年度法律相談実績
近隣町村も含めて234人

○ 実施状況
・ 弁護士による消費生活相談員へのアドバイザー研修

年６回実施
・ 弁護士による法律相談 月３回実施（１日最大６人）

多重債務等のデリケートな消費者問題を、中心市の消費生
活相談員が中心となり、圏域住民を対象として対応することに
より、専門的かつ安心できる相談機会を提供することができる。
（近隣町村の住民にとって、顔見知りの役場職員より相談し

やすいといった声もある。）

実施状況及び実績

圏域で取り組むメリット 弁護士アドバイザー研修風景

消費生活相談の実施
○ 消費者被害や多重債務などで困っている圏域住民の相談に適切に対応し、住民が安心して暮らせるよう専門的な相談機会

を提供する。
○ 中心市の消費生活相談員が中心となり、仙台弁護士会と連携しながら、多重債務などに関する消費生活法律相談の開催日

を増やして住民の相談に対応する。
○ 複雑化・高度化する相談案件に対応するため，弁護士による研修を開催し，消費生活相談員等のレベルアップを図る。

平成22年３月 大崎市が中心市宣言
平成22年10月 定住自立圏形成協定締結
平成24年３月 定住自立圏共生ビジョン締結

※平成２２年国勢調査

取組分野

医療 ○ 環境 地産地消
福祉 地域公共交通 ○ 交流移住 ○

教育 ○ ICTインフラ ○
合同研修・
人事交流等

○

産業振興 ○ 交通インフラ その他 ○

圏域面積 1,524.0k㎡
（中心市面積） (796.8k㎡)

大崎地域定住自立圏

特徴的な取組

主な取組事業

・市民病院を核とした地域医療の機能分担と連携

・観光イベントへの共同ブース設置

・消費生活相談の実施

・拠点図書館の整備と圏域内住民の相互利用

・圏域市町職員の人事交流

※平成２２年国勢調査

消費者行政

平成28年7月26日
第11回地方行財政WG
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旭川市

札幌市

函館市

青森市

八戸市

鹿児島市

大分市

宮崎市

長崎市

久留米市

福岡市

熊本市

佐世保市

佐賀市

岡山市

呉市

高知市

高松市松山市

徳島市

和歌山市

津市

倉敷市

鳥取市

姫路市
富山市

金沢市

長野市

福井市

豊田市
四日市市

静岡市

浜松市

富士市

沼津市

松本市

甲府市 つくば市

水戸市

宇都宮市

長岡市
高崎市

那覇市

いわき市郡山市

福島市

仙台市

盛岡市

秋田市

山形市

太田市

伊勢崎市

前橋市

新潟市上越市

広島市
松江市

北九州市
岐阜市

福山市
下関市

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・平成27年度は、連携中枢都市圏の形成

を推進するため、国費により支援（21事業）

 平成28年度予算においても１．３億円を計上し、引き

続き連携中枢都市圏の形成を促進

 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
都市宣言

連携協約
の締結

都市圏ビジョン
の策定

【連携中枢都市圏の要件】
① 地方圏において、昼夜間人口比率おおむね１以上の指定都市・中核

市（ ）と、当該市と社会的、経済的に一体性を有する近隣市町村とで
形成する都市圏

※ ただし、①を原則除く都市圏であって、隣接する２つの市 （各市が昼夜間人口
比率１以上かつ人口１０万人程度以上の市）の人口の合計が２０万人を超え、
かつ、双方が概ね１時間以内の交通圏にある場合において、これらの市と社
会的、経済的に一体性を有する近隣市町村とで形成する都市圏についても、
①の都市圏と同等の取組が見込まれる場合においてこれを含むものとする。

は、三大都市圏

は、都市圏を形成している団体（１５団体）

は、平成27年度促進事業実施団体（８団体）

 連携中枢都市圏形成のための手続き

平成28年7月26日
第11回地方行財政WG
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播磨圏域連携中枢都市圏の取組

圏域形成に至った経緯

苦労した点
• 合併の前段階の連携や連携中枢都市のみが活性化するのではないかと考える市町があり、連携について慎重

となる意見もあった。
• 自治体によっては、1部署、1担当が多岐に渡って事業を担当しており、具体の事業の打合せに、いつも同じ職員

が来る事態を避けるため、特に経済関係の連携事業は、姫路市の各課で同じ日に打合せを設定して対応した。

• 播磨広域連携協議会を構成する13市9町に「新たな広域連携モデル構築事業」への参加を呼びかけ、近隣の7
市8町が参加。

• 総務省「新たな広域連携モデル構築事業」モデル都市に選定され、播磨圏域経済成長戦略会議等の開催を重
ねて、平成27年4月には連携する6市8町と連携協約の締結及び播磨圏域都市圏ビジョンの策定を行った。

• 平成27年12月には、新たに赤穂市との連携協約の締結を行った。

圏域全体の経済成長のけん引

播磨圏域が取り組む「はりま地域ブランド」の確立を推進するため、地
域資源に係る客観的な各種データ等の収集・分析、それに基づくブラン
ド戦略の仕組みづくり及び「はりま地域ブランド」認知度向上と販売促進
を図るための情報発信、プロモーション等を行う。
費用は姫路市が負担。

(例)東京・浅草に圏域全体をＰＲするアンテナ
ショップの設置・運営

圏域の企業誘致の促進

圏域への企業誘致を促進し、圏域の産業振興、雇用確保を図るため、
各市町の地域経済、工場適地等、企業誘致環境のポテンシャルに関
する調査及び広域企業誘致パンフレットの作成等を行う。

さらに、姫路市においては企業誘致に際し、企業のニーズに合わせ
て連携市町の情報（土地情報・優遇制度）も
提供することで、圏域内への企業立地を促進
している。

圏域全体の生活関連機能サービスの向上

図書館の相互利用促進事業

平成２７年１１月より、圏域の７市８町の図書館の相互利用を開始圏域
内住民であればいずれの図書館においても貸し借りができるような仕組
みを構築。蔵書の共通検索システムの導入等についても協議。
（全３６館 約３３４万冊の図書が利用可能）
運営費は、各市町が負担する。

成年後見支援センター運営事業

姫路市が成年後見制度の相談支援、普及啓発、市民後見人の養成研
修等を実施するため設置・運営している「成年後見支援センター」（姫路
市社会福祉協議会に委託）について、圏域内の神崎郡３町における住
民等も対象とし、共同利用の形で相談業務等を行う。
運営費は姫路市が負担。

播磨地域ブランド事業について ＪＲ姫路駅前の整備とネットワークづくり

高次の都市機能の集積・強化

播磨圏域の中心にふさわしい都心づくりに向け、ＪＲ姫路駅周辺におい
て、魅力ある商業施設や付加価値の高いサービス産業、国際的・広域
的な情報交流を促進するコンベンション機能を備えた施設の設置などを
検討。

【臨海部に集積する企業群】

【連携中枢都市】

平成28年7月26日
第11回地方行財政WG
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高梁川流域連携中枢都市圏の取組

圏域形成に至った経緯

苦労した点
• 関係者（倉敷市庁内及び市議会議員、連携市町の職員・議員、圏域内の産学金官民の各関係機関等）に対し、地方自

治法改正に基づく新たな広域連携による連携中枢都市圏形成の必要性について理解を得るため、きめ細やかな説明を
行うよう努めた。

• 高梁川流域は、7 世紀後半に吉備国を三分して設けられた備前国、備中国、備後国のうち備中国領域とほぼ圏域を同
じくし、この流域圏は、13 世紀以上を経ても地域間の強いつながりが引き継がれている。

• 昭和29 年3 月：「高梁川流域連盟」を設立。産業や文化・教育など流域全般の文化向上に寄与する取り組みを不断に
推進。平成25 年10 月：60 周年記念サミットを開催し、今後の流域活性化のため、連携をより強固なものとし、まちづく
りにかかる課題解決に共同で取り組むことを宣言。

新見市

高梁市

総社市

早島町

倉敷市
【連携中枢都市】

井原市

里庄町

笠岡市

浅口市

矢掛町

圏域全体の経済成長のけん引

産学金官民で構成する「高梁川流域経済成長戦略会議」を運営し、圏域の経済
成長に向けた調査・研究を実施するとともに、経済成長に向けた戦略、事業につ
いて協議する。事業費の大半は倉敷市の負担。
㉘は、戦略会議で決定された８件の新規事業を含む19事業を圏域で実施予定。

データで紡ぐ高梁川流域事業

圏域全体の人口・経済等のデータを一元化し、地域の住民や事業者等がまち
づくりやビジネスに活用できるようデータを加工・分析・ビジュアル化する「仕組
み」と「人材」を整備。
オープンデータを提供し、事業者が活用することで、圏域でのイノベーションや

地域のビジネスの創出といった地域経済の活性化につなげる。
㉗は、まずは倉敷市に係るデータの収集・分析に着手＋圏域の企業等を対象

にセミナーを実施。㉗は先行型交付金が採択された（50百万円）。

圏域全体の生活関連機能サービスの向上

流域ソーシャルイノベーション推進事業

ソーシャルビジネス支援センター（仮称）を設置し、社会起業家、ＮＰＯ等に対する
相談業務を実施。また、社会起業家等と金融機関・商工団体等との連携を促進す
るための支援ネットワークを構築。事業費は倉敷市の負担。

保育士・保育所支援センター運営事業

圏域内での保育士確保等を目的に保育士・保育所支援センターの設置・運営を
行い、コーディネーターを配置（２名）。圏域の認可保育所での就労希望者（潜在保
育士）を対象とした再就職支援等各種研修事業を実施。事業費は倉敷市の負担。

移住交流推進事業、冊子作成等圏域発信事業

東京・大阪で開催される移住交流イベント等への圏域市町共同出展や倉敷市に
所在するお試し住宅の運営、圏域への移住定住者を紹介した移住冊子の作成等
を実施。事業費は倉敷市の負担。

地域資源活用推進事業

経済成長戦略推進事業

企業に補助金を交付し、圏域内の地域資源を用いた研究開発・商品開発支援を実
施。併せて、物産展・見本市等を開催して地域資源を発信する。
事業費は倉敷市の負担。

平成28年7月26日
第11回地方行財政WG

39



（参考事例）水道事業・下水道事業・病院事業における広域化等の取組
水道事業

下水道事業

病院事業

【岩手中部広域水道企業団】

○ 用水供給を行う同企業団と末端給水を行う２市１町

が垂直統合し、事業規模を拡大。

○ 平成14年から検討を開始、平成26年から事業開始。

【北奥羽地区水道事業協議会】

○ 八戸圏域水道企業団と近隣

の20市町村が「できるところから

広域化」するとの方針の下、①

施設、②システム、③施設管理、

④水質データ管理の４つの共同

化について検討（平成21年度

～）を行っており、まず④を開始

（平成27年度）。

下水汚泥の共同処理

ICT活用による集中管理

法定協議会における取組の例

処理区の統合

現 況 汚水処理集約化のイメージ

維持管理業務の共同化

処理区の統合

A市

B市

C町

民間
事業者

発注

発注

発注

処理区
処理区 処理区

処理区

：処理場T P：ポンプ場

※

出
典
：
国
土
交
通
省
資
料

Ｔ
Ｔ Ｔ

ＴＰ

【南河内４市町村下水道事務広域化協議会】

○ 大阪府富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村等により、事務の広域化等
を検討するため、下水道法に基づく法定協議会を設置。

【最適化（佐賀県佐賀市）】
○ 汚水処理に係る計画の見直しを実施
・公共下水道の処理区を統合し、終末処理場を削減、農業集落排
水の処理施設を削減
・公共下水道と農業集落排水の処理区域を見直し、削減分を浄化
槽に転換

○ 平成18年度に検討開始、平成30年度に下水道概成予定

広域化等の取組例

【広域化（東京都八王子市）】
○ 市の単独公共下水道を都の流域下水道へ編入し、市の終末

処理場を廃止。
○ 平成10年度に検討開始、平成32年度までの編入を目標

処理区域（単位：ha） 終末処理場・処理施設

旧計画 新計画 増減 旧計画 新計画 増減

公共下水道 4,791 4,776 ▲15 5 4 ▲１

農業集落排水 790 358 ▲432 27 15 ▲12

浄化槽 37,560 38,007 +447 － － －

○ 西北五医療圏の公立５病院を基幹病院とサテライト病院・診
療所に再編・ネットワーク化
・ 圏域全体の病床数を954床から638床に削減
・ 医療機能の分化：２公立病院をサテライト、診療所化

○ 効果
・ 広域連合内の医師数が増加（51名→61名）するとともに中核

病院の診療科が充実（16診療科→21診療科）

・ 関係医療機関において患者情報を共有し、切れ目ない医療
提供を実現

（時系列）
・平成12年 検討開始
・平成24年 つがる西北五広域連合へ経営統合
・平成26年 中核病院（つがる総合病院）開院

【大牟田市・荒尾市】

○ 隣接する２市において共

同浄水場を建設。

○ 共同浄水場の設計・建設

及び維持管理について一括

発注することによりコストを抑

制。

○ 平成15年から検討を開

始、平成24年から供用開始。

【再編・ネットワーク化の取組例（青森県西北五医療圏）】

熊本県

白石堰取水口

上原浄水場
金山分水場

熊本県有明工業用水

ありあけ浄水場

勝立配水池

延命配水池

中央水源池

福岡県

大牟田市

荒尾市

水道企業団

財務会計
システム

管路情報
システム

料金
システム

C村

A市

B町

平成28年11月8日
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『都立高校改革推進計画』を策定し、計画的・総合的に都
立高校改革を推進。

（例） 目標Ⅰ：次代を担う社会的に自立した人間の育成

・ 外部機関を活用した進学指導コンサルティング等の進学指導体制
の強化、「聞く」「話す」を特に強化するなどきめ細かい英語教育を
展開する『英語教育推進校』の指定など、進学指導重点校等に
おける、生徒のニーズに応じた取組の更なる充実

目標Ⅱ：生徒一人一人の能力を最大限に伸ばす学校づくりの推進

・ チャレンジスクールの新設など、学び直し等に取り組む高校の拡充

など

【東京都】 計画的・総合的な高校改革の推進

確かな学力を育成する取組の一環として、離島地区や過疎
地区における教育機会の確保のため、これらの地区の高校
に遠隔教育を導入。

【長崎県】 離島等の地理的特性を踏まえた
高校教育の工夫・充実

これまでの高校教育改革の取組 － 都道府県レベル －

＜ 概要 ＞

＜ 具体な取組例＞

 高校総数の約７割を超える公立高校を設置する都道府県等では、当該地域がそれぞれ抱える高校教育への

ニーズなどに対応するため、設置者毎に工夫しながら、高校教育改革の取組を推進しているところ。

（例） 長崎県立島原高等学校での先導的な取組事例

・ 島原半島に位置する島原高校と大学をつないで、大学側から高校

側に、自らの考えに基づき論理的に論を立てて記述する力を育む

授業『論理コミュニケーション』を配信するなど、多様かつ高度な教育

機会の提供

政治意識の喚起や司法制度への理解増進など、「積極的
に社会参加するための能力と態度を育成する教育」を「シチ
ズンシップ教育」と位置付け、平成２３年度から全県立高校
で実施。

（例）「政治参加教育」の取組

・ 参議院議員選挙の機会を活用して全県立高校で模擬投票を実施する

など、主体的に政治に参加する意欲と態度を養う教育の充実

【神奈川県】 シチズンシップ教育の推進

専門高校において地元企業との共同製品開発などに取り
組むことで、地元企業との親和性を高め、地元に就職しや
すい環境を創出するとともに、生徒が小中学校に出前授業
を行うことなどを通じ、専門高校への興味・関心を喚起。

（例） 宮城県石巻工業高等学校での取組

・ 地元の土木業者との連携による、建設バリケードのオリジナルデザイン
作成

・ 生徒による小中学校への防災教育の出前授業の実施

【宮城県】 専門高校生の地元定着の促進

平成28年8月26日
第7教育、産業・雇用等WG
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これまでの高校教育改革の取組 － 学校レベル －

＜ 概要 ＞

＜ 具体的な取組例＞

 各校において、学科等の特色や地域との関わりを踏まえた様々な教育活動を通じ、地域社会に資する成果の

創出や多様な人材育成が行われている。

『地方創生』 に資する先導的な事例

 『地域創造コース』を新設し、地域の課題解決授業等を実施する
キャリア教育を推進。

地域と高校の連携型公営塾『隠岐國学習センター』の設立・運営。

全国から生徒を募集する『島留学』を進め、学校を中心とした地域活
性化を推進。

高校が、町の商工会議所とともに、地元の特産品作りを行う委員会
を立ち上げ。

開発した商品を販売する合同会社を設立するなど、地元の活性化
を推進。

⇒ 生徒数の増加実績 89人（H20） ⇒ 156人（H24）

『特色ある教育活動』 に関する先導的な事例

 １年生：ファーストステージ、２年生：セカンドステージ、３年生：サードステージとし
て、ファイナルステージである３０歳までを見通した計画的なキャリア教育を行う
『MIKUMA PAS System』を構築。

事業所の選定等を生徒自ら行うインターンシップや、空き店舗を活用した、オリジ
ナル商品等の販売を行う店舗の運営など、地元とのつながりを多く持つ活動を実
施。

 ３０歳となった卒業生が卒業後の歩みを振り返る『３０歳のレポート』を作成し、在
校生に発信することにより、在校生の学校生活への意欲を喚起。

⇒ 地域の規格外野菜を活用した循環型の養豚・加工品販売の実現

⇒就職者のうち84.3％が大分県内に就職（H27）。学校所在地域での

就職者は約７割 ※大分県全体の高卒就職者の県内就職割合は約76％。

⇒授業のユニバーサル・デザイン化や通級による指導「自立活動」の実施

地元の大学、ＮＰＯ法人等と連携して外国とつながりのある生徒との交流・学習支
援活動を行う拠点『多文化学習活動センター（CEMLA）』を運営するとともに、『多
文化共生』に関する選択科目を設置。

⇒ 外国人生徒への学習支援や多文化共生の取組の充実

発達障害などにより特別な支援が必要な生徒に対する支援方法等を、特別支援
学校や特別支援教育センターとの連携のもと研究・実施。

お き ど う ぜ ん

２．北海道美幌高等学校（専門学科）
び ほ ろ

３．大分県立日田三隈高等学校（総合学科）
ひ た み く ま

４．新潟市立明鏡高等学校（普通科）
めいきょう

５．神奈川県立相模原青陵高校（普通科）
さがみはらせいりょう

平成28年8月26日
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＜ 概 要 ＞

地元白馬村、小谷村の協力の下、平成27年度から、大学への進学指導に加えて地域資源を活用しながら学ぶ「地域学」なども行

う「公営塾」の運営や、地域行事への参加機会の提供等、単なる生活の場にとどまらない「教育寮」の運営などを実施している。

白馬村、小谷村の基幹産業である観光業を担う人材育成を目的に、地域資源を活かした教育を実施する国際観光科を平成28年

４月に開設。

このような地域と連携した取組を更に加速させるため、平成２８年４月、長野県内の高校として初のコミュニティ・スクールに指定。学

校運営協議会には地元首長（白馬村、小谷村両村長）が参加。

２．コミュニティ・スクールの指定により、従前の取組を一層加速させている例

～長野県白馬高等学校（普通科・国際観光科）
はくば

 平成18年４月、コミュニティ・スクールに指定。学校運営協議会による基本方針の承認等を通じて取組の継続性を確保しているほ

か、学校運営協議会委員は学校と地域とをつなぐコーディネーター役を担い、生徒が地元から提示される「ミッション」を達成するた

めの様々な活動を支援。

 総合的な学習の時間を活用し、高知大学との連携のもと開発したプログラム「自律創造型課題解決学習」を実施。当該プログラム

では、地元企業やNPO、町役場などから提示される「ミッション」（地元自治体を活性化するための方策）を達成するため、生徒が現

地調査などを行って解決策をまとめ、提案。

 当該プログラムにより、生徒の成長だけでなく、高校の活動に対する地域住民の貢献意識の醸成や、地域の産業振興など、生徒・

学校と地域の双方に効果。

１．コミュニティ・スクールの指定により、新たな成果創出につながっている例
～高知県立大方高等学校（普通科）

おおがた

⇒ 「ミッション」を通じて、「カツオたたきバーガー」や「黒塩」といった地元の特産物を活用した製品の開発・商品化を実現

⇒ 減少傾向にあった全校生徒数が２年連続で増加（Ｈ25年度：155人、Ｈ26年度：147人→Ｈ27年度：170人、Ｈ28年度：188人）

おたりむら

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は、学校と地域住民や保護者等が力を合わせて学校の運営に取り組むこと

が可能となる「地域とともにある学校」に転換するための仕組み。教育委員会から任命された保護者や地域住民などが、一

定の権限と責任をもって学校運営に参画し、地域と連携・協働した取組を進めながら学校運営の充実を図っている。

【質問事項２】 コミュニティ・スクールの具体的な取組事例
平成28年10月13日
第9教育、産業・雇
用等WG
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