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地域活性化事業 

 

１ 地域活性化事業は、地域の活性化のための基盤整備事業（自然、景観、文化、再生可

能エネルギー、産品等の多様な地域資源等の活用や、地方公共団体が核となった、産業

界、大学等、地域金融機関の連携による事業化を通じ、地域経済循環を創造することに

資する事業、人口減少・少子高齢社会において活力ある社会経済を維持するための拠点

である連携中枢都市圏構想の推進に資する事業（圏域全体に効果が及び、圏域をけん引

するために必要な取組を進める上で中核となる施設等の整備に限る。以下同じ。）、中心

市と近隣市町村の相互連携を強化し、圏域全体で生活機能を確保する定住自立圏構想の

推進に資する事業（医療・福祉、産業振興及び公共交通の３分野に限る。以下同じ。）

及び合併の円滑化に係る事業をいう。）を対象とし、事業内容の例示等は、以下のとお

りである。 

(1) 地域経済循環の創造 

自然、景観、文化、再生可能エネルギー、産品等の多様な地域資源、伝統的地場産

業、科学技術及び情報通信技術（ICT）等を活用し、産業界、大学等、地域金融機関、

自治体（産学金官）の連携・協力関係を基に、自立した力強い地域経済循環を創造す

るための基盤整備 

ア 地域資源活用事業 

(ｱ) ベンチャー支援、創業支援のための拠点支援、サテライトオフィス誘致支援

施設、貸工場等の整備 

(ｲ) 農林水産業や伝統的地場産業の活性化のための加工場、直販施設等の整備 

(ｳ) 地域の観光資源を活用し、観光客の誘致等を図るための施設等の整備 

(ｴ) 水質・土壌汚染対策等産学官共同研究施設や地域の資源を活用した先端科学

技術の研究開発のための施設等の整備 

イ 地域情報通信基盤整備事業 

(ｱ) 公共施設等を接続するネットワークの整備（庁内ＬＡＮを除く。） 

なお、情報通信に係る地域格差を是正し、情報化の進展に対応した住民サービ

スの向上を図るため、地方公共団体が整備した伝送施設及び設備を当該地方公共

団体以外の者に利用させることも差し支えないものとする。 

(ｲ) 次のいずれかの地域に該当する市町村で実施する、デジタル加入者回線設備

（簡易局舎の整備を伴うものに限る。）の整備、衛星通信施設の整備、光ファイ

バの新設、光ファイバの高度化を伴う更新、ケーブルテレビネットワークの光化、

ケーブルテレビネットワークの光ファイバの高度化を伴う更新並びに無線アクセ

ス設備の整備 

ａ 過疎法第２条第１項に規定する過疎地域又は同法附則第５条から第８条まで

の規定が適用される市町村若しくは区域 
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ｂ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

（昭和 37 年法律第 88 号）第２条第１項に規定する辺地 

ｃ 離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第２条第１項の規定に基づき指定され

た離島振興対策実施地域 

ｄ 沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第３条第３号に規定する離島 

ｅ 奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第１条に規定する奄

美群島 

ｆ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）第４条第１項に規

定する小笠原諸島 

ｇ 半島振興法第２条第１項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域 

ｈ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律第 73 号）第２条第１項の規定に基

づき指定された豪雪地帯 

ｉ 山村振興法（昭和 40 年法律第 64 号）第７条第１項の規定に基づき指定され

た振興山村 

ｊ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する

法律（平成５年法律第 72 号）第２条第１項に規定する特定農山村地域 

ｋ 民間事業者による整備が見込めない地域 

(ｳ) 地上放送のデジタル化に対応するための辺地共聴施設の改造事業（受信点を

新設する場合の移転を含む。） 

なお、共聴組合のうち公共的団体が行うものに対する助成事業についても対象

とするものであること。 

(ｴ) 地域衛星通信ネットワーク施設の整備 

(ｵ) 地域住民への研修や地域の情報発信等の拠点となる情報センター、地域情報

化推進コーナー等の整備 

(ｶ) 電子申請等の住民サービス業務及び住民サービス業務と連携した業務を複数

の地方公共団体が共同して推進するための共同処理センターの整備 

ウ 自然再生・地球温暖化対策事業 

(ｱ) 藻場・干潟やビオトープ（生物の生息空間）、それらをつなぐ緑道等の形成・

保全 

(ｲ) 分散型エネルギー（太陽光、バイオマス、ガスコジェネレーション等）を活用

した施設の整備（売電を主たる目的とする場合を除く。）や高効率照明機器の整

備 

なお、建物整備事業と一体として行われる事業については、当該建物整備事業

に係るそれぞれの事業の対象とすること。 

(ｳ) 施設の省エネルギー改修 

(ｴ) 低公害車の導入 
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なお、一般廃棄物処理事業の対象となる清掃運搬施設等、他の事業の対象とな

るものについては、それぞれの事業の対象とすること。 

(ｵ) 原則全般的に地域木材を利用した施設の整備 

(ｶ) 都市緑化のための植樹、植栽等 

エ 国土保全対策事業 

(ｱ) 地球環境保全の見地から保全・活用を図る森林の取得及び作業場・林道等施

設の整備 

(ｲ) 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）に定める市町村森林整備計画において公益

的機能別施業森林区域として定められた森林及び民有林の保安林（同法第25条第

１項第４号から第11号までに掲げる目的を達成するために指定されているものに

限る。）の取得 

(ｳ) 農地の持つ国土保全の機能を維持するための小規模農地・農道等の整備 

(ｴ) 国土保全の見地から行う耕作放棄地、荒廃林地及び棚田の取得及び整備 

(ｵ) 都市住民に対し国土保全の重要性についての理解を深めることを目的とした

交流施設（花畑、園地、体験農場等）、就農希望者等に対する研修施設及び農林

産物の試験研究等の施設の整備 

(ｶ) 景観保全の見地から行う水車小屋、井戸等の取得及び整備 

(2) 人材力の活性化 

地方への移住者・定住者、地場産業の後継者など、地域を支える人材の育成及び確

保を図るための施設の整備 

ア Ｕターン等による地方移住者・定住者向け貸付住宅の整備 

イ 地場産業後継者の育成・支援施設等の整備 

ウ ＮＰＯサポートセンター、ボランティア支援センター等の共生社会を支える市民

活動支援のための施設の整備 

エ 地域貢献・地域連携を主たる目的とする公立大学、公立短期大学及び公立高等専

門学校の施設（産学連携拠点施設、サテライトキャンパス、地域交流拠点施設、地

域連携センター等）の整備（私立大学等の設置者からの買取りは除く。） 

(3) 地域の歴史文化資産の活用 

個性的で誇りに満ちた地域社会の形成に資する地域主導による歴史文化資産の保

存・活用を図るための施設等の整備 

ア 文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）第 182条第２項の規定により指定された

有形文化財、有形民俗文化財等（建造物等又は土地に限る。）、同法第27条第1項等

の規定により指定された重要文化財、国宝等（建造物等又は土地に限る。）、同法第

57 条第１項等の規定により登録された有形文化財、有形民俗文化財等（建造物等又

は土地に限る。）の取得、保存及び周辺整備 

イ 住民が地域の歴史文化資産とふれあう場等の整備や歴史的建造物・街並みの保存
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及び周辺整備等 

(4) 一億総活躍社会の実現のためのいのちと生活を守る安心の確保 

少子高齢化対策、地域の足の確保、集落の再編対策など、地域住民のいのちと生

活を守り安心を確保するために必要な基盤整備 

ア 公共施設等のバリアフリー化、タウンモビリティ、公共施設における男女別トイ

レの整備等によるユニバーサルデザインによるまちづくり 

イ 子育てに関する相談・情報提供等を行う施設、学童保育施設、認定こども園（公

立の幼稚園型、保育所型及び地方裁量型並びに私立の地方裁量型）の保育所機能又

は幼稚園機能に係る施設等の地域の少子高齢化社会を支える保健福祉施設及び乳児

用ベッドや幼児用の椅子を備えたトイレ、授乳室、休憩室、託児室等の女性・子育

て支援関連施設の整備 

ウ リハビリテーション施設、看護師等養成所（学校教育法第１条で定めるものを除

く。）等の地域の少子高齢化社会を支える保健福祉施設の整備 

エ 地域住民が公共施設・医療機関・ターミナル等へ移動するための車両の導入 

オ 集落移転事業、定住促進団地整備事業及び季節居住団地整備事業に伴って必要と

なる生活環境施設の整備 

(5) 連携中枢都市圏構想の推進 

連携中枢都市圏形成に係る連携協約を締結し、又は連携中枢都市圏形成方針を策定

し、連携中枢都市圏ビジョンを策定した連携中枢都市及びその連携市町村の当該ビジ

ョンに明確に位置付けられている、「圏域全体の経済成長のけん引」、「高次の都市機

能の集積・強化」及び「圏域全体の生活関連機能サービスの向上」の取組に真に必要

な施設の整備であって、次に掲げる要件を全て満たす事業 

ア 連携中枢都市及び連携市町村が人口減少・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するという観点から、次の

取組に係る事業を対象とすること。また、(ｱ)及び(ｲ)については、圏域全体に効果

が及び、圏域をけん引するために必要な取組を進める上で中核となる施設を連携中

枢都市が整備する場合のみ対象とすること。 

(ｱ) 圏域全体の経済成長のけん引 

ａ 新技術等開発を支援するための施設の整備（圏域の成長のエンジンとなる産

業クラスターの形成や新たなイノベーションの実現等に資する施設、新規創業

を促進するための拠点支援施設等の整備） 

ｂ 観光拠点施設の整備（海外インバウンド観光に資する施設等であって、新た

な雇用の創出や関連ビジネスへの波及効果が期待できる施設等の整備） 

(ｲ) 高次の都市機能の集積・強化 

ａ 高度医療の提供に資する施設の整備（三次救急医療や先進的がん医療などの

高度な医療サービスを提供するための施設整備） 
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ｂ アクセス拠点施設の整備（圏域としての競争力を高めていくための拠点とな

る鉄道駅周辺施設等の整備） 

ｃ 高等教育機関における研究施設の整備（グローバルな人材を集め、将来の圏

域を担うリーダーを育てていくための大学等における研究施設の整備） 

(ｳ) 圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

ａ 医療・福祉を確保するための施設の整備（地域医療施設、子育て支援センタ

ー等の整備） 

ｂ 公共交通のネットワークを形成するための施設の整備（コミュニティバスタ

ーミナル等の整備） 

ｃ 産業振興のための施設の整備（地場産業支援施設、地域観光施設等の整備） 

なお、圏域全体の生活関連機能サービスの向上については、「定住自立圏構想

の推進」で対象とする事業と同様の事業を対象としている。 

イ 次に掲げる(ｱ)から(ｴ)までの要件の全てを満たすこと。 

(ｱ) 連携中枢都市圏ビジョンで設定された KPI（Key Performance Indicator）と

実施事業から期待できる効果が明確に結びつけられること。 

(ｲ) 住民の生活実態やニーズに対応して、真に必要な都市機能・生活機能である

と認められること。 

(ｳ) 施設等を設置する市町村の住民に加えて、連携協約を締結した市町村の住民

の利用にも供されるように、連携中枢都市と連携市町村の役割分担の考え方に沿

って設置・利用の在り方が整理されていること。 

(ｴ) 圏域の人口・面積等に応じた適正な規模・配置、施設運営についての見通し

及び効率的な運営の配慮が十分になされていること。 

(6) 定住自立圏構想の推進 

定住自立圏形成協定を締結し、又は定住自立圏形成方針を策定し、定住自立圏共生

ビジョンを策定した中心市及びその近隣市町村の当該ビジョンに明確に位置付けられ

ている、「医療・福祉」、「公共交通」又は「産業振興」に係る基幹的施設やネットワ

ーク形成に資する施設等であって、圏域全体の都市機能・生活機能を確保するために

真に必要なものとして、次に掲げる要件の全てを満たす事業 

ア 施設等を設置する市町村の住民に加えて、協定を締結した市町村の住民の利用に

も供されるなど、中心市と近隣市町村の役割分担の考え方に沿って設置・利用の在

り方が整理されていること。 

イ 圏域の人口・面積等に応じた適正な規模・配置であり、施設運営についての見通

し及び効率的な運営の配慮が十分になされていること。 

(7) 合併の円滑化 

市町村の合併の特例に関する法律（平成 16 年法律第 59 号）の下で平成 22 年 4 月 1

日以降に合併した市町村等が行う事業であって、次に掲げるイからハまでの要件のす
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べてを満たす事業を対象とする。 

イ 平成22年４月１日以降に合併した合併市町村が実施する事業又は合併関係市町村

が連絡調整して一体的に行う事業であること。 

ロ 合併市町村基本計画に基づき実施する事業であること。 

ハ 合併の円滑化のために必要不可欠な事業として行う庁舎及び消防庁舎の統合・改

修等並びに合併市町村相互間の電算システム及び防災行政無線等の統合整備等であ

ること。 

２ 国庫補助事業により整備される下記(1)から(6)までの事業については対象事業に含ま

れるものであること。 

(1) 分散型エネルギー（太陽光、バイオマス、ガスコジェネレーション等）を活用し

た施設の整備事業 

(2) 高効率照明機器の整備事業 

(3) 地域木材を利用した施設の整備事業 

(4) 連携中枢都市圏構想の推進に資する事業（原則として、連携中枢都市圏構想の推

進の観点から優先採択等することとされている国庫補助事業であって、総事業費が１

億円以上（医療分野及び公共交通分野においては総事業費 1,000 万円以上）の事業） 

(5) 定住自立圏構想の推進に資する事業（原則として、定住自立圏構想の推進の観点

から優先採択等することとされている国庫補助事業であって、総事業費が１億円以上

（医療分野及び公共交通分野においては総事業費 1,000 万円以上）の事業） 

(6) 無線システム普及支援事業費等補助金による事業（高度無線環境整備推進事業に

限る。） 

３ 既存の施設を本事業が目的とする喫緊の政策課題の実現を図るための施設に転用する

ための増改築等のリニューアル事業で、「地域再生基本方針」（平成 17 年４月 22 日閣議

決定）に基づく地域再生計画に位置付けられた事業は対象事業に含まれるものであるこ

と。 

４ 建築基準法に定める建築物とおおむね一致する施設（いわゆる箱物）の新設事業等に

ついては、本事業の目的を達成するために必要不可欠な施設が対象となるものであるこ

と。  
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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

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

 連携中枢都市圏形成のための手続き

令和４年４月１日現在、

３９市（３７圏域）が連携中枢都市圏を形成

（近隣市町村を含めた延べ市町村数：３６２）

【連携中枢都市圏とは】
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、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、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、連携中枢都市圏と同等の取組が見込まれる場合にお
いては、これに該当するものとする。

 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年度から、連携中枢都市圏の形成等を推進するため、

国費により支援

 平成27年度から 、地方交付税措置を講じて全国展開
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※都市圏ビジョン公表日順

連携中枢都市宣言 連携協約 都市圏ビジョン 連携市町村 圏域人口等

1
備後圏域
（福山市）

Ｈ２７年２月２４日 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）

828,175人
（うち福山市　460,930人）

2
高梁川流域連携中枢都市圏

（倉敷市）
Ｈ２７年２月１７日 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）

754,749人
（うち倉敷市　474,592人）

3
播磨圏域連携中枢都市圏

（姫路市）
Ｈ２７年２月１３日 Ｈ２７年４月５日締結式 Ｈ２７年４月５日公表

【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、赤穂市（計：７市８町）

1,273,492人
（うち姫路市　530,495人）

4
みやざき共創都市圏

（宮崎市）
Ｈ２６年１２月１日 Ｈ２７年３月２５日締結式 Ｈ２７年５月１２日公表

【宮崎県】国富町、綾町
（計：２町）

426,671人
（うち宮崎市　401,339人）

5
久留米広域連携中枢都市圏

（久留米市）
Ｈ２７年１１月２日 Ｈ２８年２月２３日締結式 Ｈ２８年２月２３日公表

【福岡県】大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町
（計：３市２町）

452,986人
（うち久留米市　303,316人）

6
みちのく盛岡広域連携中枢都市圏

（盛岡市）
Ｈ２７年１０月３０日 Ｈ２８年１月１５日締結式 H２８年３月２５日公表

【岩手県】八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町
（計：２市５町）

463,186人
（うち盛岡市　289,731人）

7
石川中央都市圏

（金沢市）
Ｈ２７年１２月４日 Ｈ２８年３月２８日締結式 Ｈ２８年３月２８日公表

【石川県】白山市、かほく市、野々市市、津幡町、内灘町
（計３市２町）

729,320人
（うち金沢市　463,254人）

8
長野地域連携中枢都市圏

（長野市）
Ｈ２８年２月１７日 Ｈ２８年３月２９日締結式 Ｈ２８年３月２９日公表

【長野県】須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、小川村、飯綱町
　（２市４町２村）

532,702人
（うち長野市　372,760人）

9
下関市連携中枢都市圏

（下関市）
Ｈ２７年９月３０日

Ｈ２７年１２月１８日
（形成方針策定）

H２８年３月２９日公表 【山口県】下関市　（合併１市圏域） 255,051人

10
大分都市広域圏

（大分市）
Ｈ２７年１２月２２日 Ｈ２８年３月２９日締結式 Ｈ２８年３月２９日公表

【大分県】別府市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市、由布市、日出町
（計：６市１町）

757,715人
（うち大分市　475,614人）

11
瀬戸・高松広域連携中枢都市圏

（高松市）
Ｈ２７年９月４日 Ｈ２８年２月１６日締結式 Ｈ２８年３月３０日公表

【香川県】さぬき市、東かがわ市、三木町、綾川町、土庄町、小豆島町、直島町
　（計２市５町）

572,168人
（うち高松市　417,496人）

12
広島広域都市圏

（広島市）
Ｈ２８年２月１５日 Ｈ２８年３月３０日締結式 Ｈ２８年３月３１日公表

【広島県】呉市、竹原市、三原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、
　府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、三次市
【山口県】岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
【島根県】浜田市、美郷町、邑南町
（計：１２市１５町）

2,406,669人
（うち広島市　1,200,754人）

圏域名
（連携中枢都市）
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13
熊本連携中枢都市圏

（熊本市）
Ｈ２７年６月１８日 Ｈ２８年３月３０日締結式 Ｈ２８年３月３１日公表

【熊本県】菊池市、宇土市、宇城市、合志市、山鹿市、美里町、玉東町、大津町、菊陽町、西原
村、
南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、阿蘇市、高森町、山都町
（計：６市１０町２村）

1,211,169人
（うち熊本市　738,865人）

14
北九州都市圏域

（北九州市）
Ｈ２７年１２月２４日 Ｈ２８年４月１８日締結式 Ｈ２８年４月１８日公表

【福岡県】直方市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、
　小竹町、鞍手町、香春町、苅田町、みやこ町、上毛町、築上町、吉富町
（計：５市１２町）

1,369,014人
（うち北九州市　939,029人）

15
しずおか中部連携中枢都市圏

（静岡市）
Ｈ２８年３月１日 Ｈ２８年３月３１日 Ｈ２８年４月２８日公表

【静岡県】島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町
（計：４市２町）

1,145,922人
（うち静岡市　693,389人）

16
松山圏域

（松山市）
Ｈ２８年７月８日 Ｈ２８年７月８日締結式 Ｈ２８年７月８日公表

【愛媛県】伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
（計：２市３町）

637,742人
（うち松山市　511,192人）

17
とやま呉西圏域

（高岡市・射水市）
Ｈ２８年８月２６日 Ｈ２８年１０月３日締結式 Ｈ２８年１０月３日公表

【富山県】南砺市、氷見市、砺波市、小矢部市
（計：４市）

426,159人
（うち高岡市166,393人、

射水市90,742人）

18
八戸圏域連携中枢都市圏

（八戸市）
Ｈ２９年１月４日 H２９年３月２２日締結式 H２９年３月２２日公表

【青森県】三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町
（計：６町１村）

310,282人
（うち八戸市　223,415人）

19
新潟広域都市圏

（新潟市）
H２８年１２月１６日 H２９年３月２８日締結式 H２９年３月２８日公表

【新潟県】三条市、新発田市、加茂市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、弥彦村、
　田上町、阿賀町
（計：７市３町１村）

1,241,472人
（うち新潟市　789,275人）

20
岡山連携中枢都市圏

（岡山市）
Ｈ２８年８月９日 Ｈ２８年１０月１１日締結式 H２９年３月２８日公表

【岡山県】津山市、玉野市、総社市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、和気町、早島町、
　久米南町、美咲町、吉備中央町
（計：７市５町）

1,158,403人
（うち岡山市　724,691人）

21
山口県央連携都市圏域

（山口市・宇部市）
H２８年１１月２８日 H２９年３月３０日締結式 H２９年３月３０日公表

【山口県】萩市、防府市、美祢市、山陽小野田市【島根県】津和野町
（計：４市１町）

605,589人
（うち山口市193,966人、

宇部市162,570人）

22
長崎広域連携中枢都市圏

（長崎市）
H２８年６月１０日 H２８年１２月２７日締結式 H２９年３月３０日公表

【長崎県】長与町、時津町
（計：２町）

479,237人
（うち長崎市　409,118人）

23
かごしま連携中枢都市圏

（鹿児島市）
H２８年１０月３１日 Ｈ２９年１月１９日締結式 H２９年３月３１日公表

【鹿児島県】日置市、いちき串木野市、姶良市
（計：３市）

744,119人
（うち鹿児島市　593,128人）

24
富山広域連携中枢都市圏

(富山市)
H２９年９月５日 H３０年１月１０日締結式 H３０年１月１０日公表

【富山県】滑川市、舟橋村、上市町、立山町
(計：１市２町１村)

493,562人
（うち富山市　413,938人）

25
広島中央地域連携中枢都市圏

（呉市）
H２９年９月４日 Ｈ２９年１０月１６日締結式 H３０年３月８日公表

【広島県】竹原市、東広島市、江田島市、海田町、熊野町、坂町、大崎上島町
（計：３市４町）

529,333人
（うち呉市　214,592人）

【複眼型】

【複眼型】

※Ｈ２９年１月１日中核市移行
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26
れんけいこうち広域都市圏

（高知市）
H２９年９月７日 Ｈ３０年３月２８日締結式 H３０年３月２８日公表

【高知県】安芸市、安田町、馬路村、芸西村、南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐
町、大川村、土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村、須崎市、中土佐町、津野町
（計：６市１０町４村）

571,751人
（うち高知市　326,545人）

27
岐阜連携都市圏

（岐阜市）
H２９年６月３０日 Ｈ２９年１１月２日締結式 H３０年３月２９日公表 【岐阜県】山県市、瑞穂市、本巣市、羽島市、岐南町、笠松町、北方町（計：４市３町）

649,030人
（うち岐阜市　402,557人）

28
因幡・但馬麒麟のまち

連携中枢都市圏
（鳥取市）

H２９年１２月５日 Ｈ３０年４月１日締結式 H３０年４月１日公表 【鳥取県】岩美町、若桜町、智頭町、八頭町　【兵庫県】香美町、新温泉町（計：６町）
253,874人

（うち鳥取市　188,465人）

29
こおりやま広域

連携中枢都市圏
（郡山市）

H３０年９月４日 Ｈ３１年１月２３日締結式 H３１年３月１９日公表
【福島県】須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、猪苗代町、石川町、
玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、磐梯町（計：４市８町４村）

629,144人
（うち郡山市　327,692人）

30
西九州させぼ広域都市圏

（佐世保市）
H３０年９月３日 Ｈ３１年１月１２日締結式 H３１年３月２６日公表

【長崎県】平戸市、松浦市、西海市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、新上五島町、
佐々町【佐賀県】伊万里市、有田町（計：４市７町）

460,865人
（うち佐世保市　243,223人）

31
さっぽろ連携中枢都市圏

（札幌市）
H３０年１１月２８日 Ｈ３１年３月２９日締結式 H３１年３月２９日公表

【北海道】小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、
南幌町、長沼町（計：７市３町１村）

2,604,945人
（うち札幌市　1,973,395人）

32
ふくい嶺北連携中枢都市圏

（福井市）
H３０年１１月２７日 Ｈ３１年４月１日締結式 H３１年４月１日公表

【福井県】大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、
越前町（計：６市４町）

632,190人
（うち福井市　262,328人）

33
山形連携中枢都市圏

（山形市）
Ｒ元年６月２７日 Ｒ２年１月９日締結式 Ｒ２年２月２０日公表

【山形県】寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、
　西川町、 朝日町、大江町、大石田町（計：６市７町）

531,855人
（うち山形市　247,590人）

34
青森圏域連携中枢都市圏

（青森市）
Ｒ元年１１月１８日 Ｒ元年１２月２５日締結式 Ｒ２年３月２３日公表 【青森県】平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町（計：３町１村）

295,593人
（うち青森市　275,192人）

35
いばらき県央地域連携中枢都市

圏
（水戸市）

Ｒ３年１１月１５日 Ｒ４年２月２１日締結式 Ｒ４年２月２２日公表
【茨城県】笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村（計：４市
３町１村）

705,915人
（うち水戸市　270,685人）

36
旭川大雪圏域連携中枢都市圏

（旭川市）
Ｒ３年１０月２１日 Ｒ４年１月１２日締結式 Ｒ４年３月２５日公表 【北海道】鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町（計：８町）

379,926人
（うち旭川市　329,306人）

37
ふくしま田園中枢都市圏

（福島市）
Ｒ３年１１月３０日 Ｒ４年３月３０日締結式 Ｒ４年３月３０日公表

【福島県】二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、飯館村（計：３市３町２
村）

467,212人
（うち福島市　282,693人）
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平成２６年８月２５日（総行市第２００号）制定

平成２７年１月２８日（総行市第４号）一部改正

平成２８年４月１日（総行市第３１号）一部改正

  平成２９年１２月２７日（総行市第７７号）一部改正

平成３０年８月２８日（総行市第５２号）一部改正

令和３年４月２７日（総行市第４２号）一部改正

第１ 趣旨

（１）今後の我が国の人口の見込み等

我が国の総人口は、過去に類を見ない勢いで急激に減少し、平成 24年１月に国立社

会保障・人口問題研究所が公表した「日本の将来推計人口」（出生中位・死亡中位推計）

によれば、令和８年には１億 2000 万を下回り、令和 30 年には１億を下回ると推計さ

れている。また、高齢化率も現在の約 20％から、令和６年には 30％を超え、令和 30年

には約 40％へと大幅に上昇すると見込まれている。 

現在、1,741 の市区町村のうち、人口５万以下の市区町村が全体の７割を占めており、

残りの３割に人口の８割が集中している。今後、日本全体で人口減少が加速するととも

に社会移動により都市に人口が集中し、都市において急速に高齢化が進行するならば、

都市では人々を支えるコミュニティ機能の低下や大規模災害時における生活機能や経

済機能の維持が困難になることなどの都市問題が深刻化することが懸念される。一方、

地方では人々が快適で安心して暮らしていくための基盤が失われるとともに地方公共

団体が行政サービスを持続的に提供できなくなってしまうことが懸念される。加えて、

人口減少に伴い、21 世紀半ばの 2050 年（令和 32 年）までに、現在、人が居住してい

る地域の約２割が無居住化するとも予測されており、人口減少は我が国の国土政策に

おいても重大な影響を及ぼす。

（２）連携中枢都市圏構想の目的

このような人口減少・少子高齢社会にあっても、地域を活性化し経済を持続可能なも

のとし、国民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするためには、地域におい

て、相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、コンパクト

化とネットワーク化により「経済成長のけん引」、「高次都市機能の集積・強化」及び「生

活関連機能サービスの向上」を行うことにより、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することが連携中

枢都市圏構想の目的である。このような問題意識は、第 30次地方制度調査会「大都市
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制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」でも触れられてい

るところである。

また、連携中枢都市圏構想は、我が国全体の人口が引き潮の時を迎える中で地域にお

いて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するという

観点から、主として三大都市圏の区域外にある地域を対象として推進し、加えて、三大

都市圏の区域内であっても指定都市や特別区から時間距離が相当離れていて自立した

圏域を形成している地域も対象として推進するものとする。

なお、この連携中枢都市圏構想は、地方公共団体が柔軟に連携し、地域の実情に応じ

た行政サービスを提供するためのものであり、市町村合併を推進するためのものでは

ない。

（３）地方自治法上の連携協約の活用

連携中枢都市圏は、連携中枢都市となる圏域の中心市と近隣の市町村が、連携協約

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項）を締結することによ

り、形成される圏域である。

地方自治法に規定された連携協約を活用する意義は、圏域としての政策を継続的・安

定的に推進することにある。

すなわち、連携協約を締結することとは、従来の共同処理に基づく事務分担だけでな

く地域の実情に応じて自由に連携する内容を協議して地方自治法に裏付けのある政策

合意を行うことであり、その合意に基づき各地方公共団体は政策を実行する義務を負

うことになる。さらに、当該義務を履行する際など連携協約を締結した地方公共団体間

で紛争が生じた場合には、申請によって都道府県知事や総務大臣が任命する自治紛争

処理委員が間に入り、処理方策を提示することで解決を図ることになる。

このように、地方自治法に規定された連携協約に基づき、それぞれの地方公共団体が

義務を負うことと第三者による迅速・公平な解決方策が提示されることが制度的に担

保されていることから、連携協約を締結した地方公共団体は継続的・安定的に安心して

政策に取り組むことができるようになる。

なお、この取組は、都道府県境を越えて相互に連携することも可能であり、さらに連

携事業の一環として民間事業者を巻き込むことで、より広域的・複層的な連携、いわゆ

る「シティリージョン」の形成にも資するものである。

第２ この要綱において用いる人口等

この要綱における人口、昼間人口、夜間人口、就業者数及び通学者数については、別段

の定めがある場合を除き、国勢調査令（昭和５５年政令第９８号）によって調査した平成

２７年１０月１日現在の数値（平成２７年１０月２日以降に行われた市町村の合併を経

た市町村にあっては、合併関係市町村における平成２７年１０月１日現在の数値の合計
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をいう。）を用いる。

この場合において、就業者数及び通学者数とは、「常住地による従業・通学市区町村、

男女別１５歳以上就業者数及び１５歳以上通学者数」中「総数」のうち「１５歳以上就業

者」及び「１５歳以上通学者」の合計から自宅において従業する者の数を控除して得た数

値をいう。

第３ 連携中枢都市

連携中枢都市は、次に掲げる①から③までの要件のすべてを満たす市をいう。

① 地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市又は同法第２５２条の２２第１項の

中核市であること。

② 昼間人口及び夜間人口について、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

ア 昼間人口を夜間人口で除して得た数値（以下「昼夜間人口比率」という。）がおお

むね１以上であること。

イ 平成１１年４月１日以降に行われた市町村の合併を経た合併市にあっては、合併

関係市のうち人口（合併期日以前の直近の日に国勢調査令によって調査した数値を

用いる。以下本項目、③イ、第５（４）及び第９に規定する合併関係市における人口、

昼間人口、夜間人口、就業者数及び通学者数において同じ。）が最大のものにおいて、

昼夜間人口比率がおおむね１以上であること。

③ 当該市が所在する地域について、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

ア 三大都市圏（国土利用計画（全国計画）（平成２７年８月１４日閣議決定）に基づ

く埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、

兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。）の区域外に所在すること。

イ 三大都市圏の区域内に所在する場合においては、地方自治法第２５２条の１９第

１項の指定都市であって三大都市圏の区域内に所在するもの又は同法第２８１条第

１項の特別区に対する当該市の従業又は通学する就業者数及び通学者数の合計を、

常住する就業者数及び通学者数で除して得た数値が０．１未満であること。

この場合において、平成１１年４月１日以降に行われた市町村の合併を経た合併

市にあっては、合併関係市のうち人口が最大のものにおける就業者数及び通学者数

の数値を、当該合併市における就業者数及び通学者数の数値とみなして算出するこ

とができる。

第４ 連携中枢都市宣言

（１）連携中枢都市宣言の定義

連携中枢都市宣言は、地方圏において相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市

が、近隣の市町村との連携に基づいて、圏域全体の将来像を描き、圏域全体の経済をけ

ん引し圏域の住民全体の暮らしを支えるという役割を担う意思を有すること等を明ら
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かにするため、（２）に規定する事項を記載した書面（以下「連携中枢都市宣言書」と

いう。）を作成し、公表することをいう。

（２）連携中枢都市宣言書に記載する事項

連携中枢都市宣言書においては、連携中枢都市が近隣の市町村を含めた圏域全体の

経済をけん引し圏域の住民全体の暮らしを支えていくという観点から、少なくとも以

下の事項について記載するものとする。

なお、連携中枢都市は、連携中枢都市宣言書を作成するに当たって、その近隣の市町

村の意向に十分配慮するものとする。

① 近隣の市町村を含めた圏域全体の経済のけん引等において中心的な役割を担うと

ともに、当該市町村の住民に対して積極的に各種サービスを提供していく意思

② 圏域の現在の人口と将来推計人口（平成３０年３月に国立社会保障・人口問題研究

所が公表したもの（福島県内の市町村にあっては、これに準ずる方法により推計した

もの）に基づくものに限る。）

③ 圏域内の公共施設等による各種サービス機能、中核的な医療機能、大規模商業・娯

楽機能その他の行政及び民間分野に係る都市機能の集積・強化の状況並びに近隣の

市町村の住民による当該機能の利用状況等

④ ③に掲げる都市機能等を活用して、近隣の市町村と連携して取り組むことを想定

する分野

⑤ 当該連携中枢都市に対して従業又は通学する就業者数及び通学者数を、常住する

就業者数及び通学者数で除して得た数値（以下「通勤通学割合」という。）が０．１

以上である市町村の名称

⑥ ⑤のほか当該連携中枢都市の近隣にあって、当該連携中枢都市と連携する意思を

有する市町村があるときは、その名称

（３）連携中枢都市宣言書の変更又は取消し

連携中枢都市は、都市機能の集積・強化の状況の著しい変化その他の著しい事情の変

更があると認めるときは、連携中枢都市宣言書の変更又は取消しを行うことができる。 
（４）連携中枢都市宣言書の公表

連携中枢都市は、（１）の規定により連携中枢都市宣言書を作成したとき又は（３）

の規定により連携中枢都市宣言書の変更若しくは取消しを行ったときは、直ちにこれ

を公表するものとする。

（５）広域的な市町村の合併を経た市に関する特例

第３②イに該当する連携中枢都市のうち、当該市に対する通勤通学割合が０．１以上

である市町村が存しない市については、一市のみで、連携中枢都市圏を構成しているも

のとみなして連携中枢都市宣言書の作成、変更又は取消しを行い、公表することができ

る。なお、当該連携中枢都市がさらに他の市町村と連携しようとする場合においては、

連携協約を締結し、拡大連携中枢都市圏を構成することを妨げないものとする。
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第５ 連携中枢都市圏形成に係る連携協約

（１）連携中枢都市圏形成に係る連携協約の定義

連携中枢都市圏形成に係る連携協約は、連携中枢都市としての宣言を行った１の連

携中枢都市（以下「宣言連携中枢都市」という。）と、その近隣の１の市町村が、圏域

全体の経済をけん引し圏域の住民全体の暮らしを支えるため、（２）に規定する事項に

ついて、それぞれの市町村における、議会の議決（地方自治法第２５２条の２第３項）

に基づき締結・変更されるものである。

連携中枢都市圏構想が圏域全体を対象とした施策であることを踏まえ、宣言連携中

枢都市は、原則として、少なくとも経済的結びつきが強い通勤通学割合が０．１以上で

ある全ての市町村と連携協約締結の協議を行うことが望ましい。当初の連携中枢都市

圏形成までに、該当する全ての市町村と連携協約の締結に至らなかった場合において

も、宣言連携中枢都市は、引き続き当該市町村と連携協約締結に向けて真摯に協議を行

うことが望ましい。

連携中枢都市圏形成に係る連携協約を締結する近隣の市町村（以下「連携市町村」と

いう。）は、宣言連携中枢都市と近接し、経済、社会、文化又は住民生活等において密

接な関係を有する市町村であることが望ましい。関係市町村において、これに該当する

か否かは自主的に判断するものとする。しかしながら、宣言連携中枢都市に対する通勤

通学割合が０．１以上である市町村においては、宣言連携中枢都市から連携協約締結に

向けた協議があった場合には、真摯に検討し判断することが望ましい。

（２）連携中枢都市圏形成に係る連携協約に規定する事項

連携中枢都市圏形成に係る連携協約においては、宣言連携中枢都市及びその連携市

町村が連携して圏域全体の政策を推進するという観点から、少なくとも以下の事項に

ついて規定するものとする。

① 市町村の名称

連携中枢都市圏形成に係る連携協約を締結する宣言連携中枢都市及び１の連携市

町村の名称を規定するものとする。

② 目的

「コンパクト化とネットワーク化」の観点から、宣言連携中枢都市及び１の連携市

町村が連携して圏域全体の経済をけん引し圏域の住民全体の暮らしを支えることな

ど、連携中枢都市圏形成の基本的な目的を規定するものとする。

③ 基本方針

宣言連携中枢都市及び１の連携市町村が、④に規定する事項を中心として行政及

び民間機能のコンパクト化・ネットワーク化を進めることなど、様々な分野で連携を

図る旨を規定するものとする。

④ 連携する取組
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連携する取組は、地域の実情に応じて柔軟に定めうるものであるが、圏域全体の経

済をけん引し圏域の住民全体の暮らしを支えるという観点から、ア 圏域全体の経

済成長のけん引、イ 高次の都市機能の集積・強化、ウ 圏域全体の生活関連機能サ

ービスの向上、の３つの役割を果たすことが必要である。

特にア及びイの役割については、主に宣言連携中枢都市が中心となって実施する

ことが想定されるが、地域公共交通、ＩＣＴインフラ、交通インフラの整備等に加え、

企業間連携や病診連携等の取組を含む連携市町村とのさまざまなネットワークを強

化することによって、連携市町村もその便益を共有できるようにすることが極めて

重要である。

各役割に応じた取組については、以下のとおりである。

ア 圏域全体の経済成長のけん引

ａからｄに掲げる事業について、地域の実情に応じた取組を極力広範囲に規

定するものとする。

ａ 産学金官民一体となった経済戦略の策定、国の成長戦略実施のための体制整備

・圏域の経済戦略の策定やフォローアップのための圏域内の企業、大学、研究機関、

金融機関、地方公共団体等の産学金官民が一体となった協議会の立ち上げ

・経済戦略の策定やフォローアップに必要な調査・検証

・中小企業の経営強化や新分野進出に向けた事業承継、Ｍ＆Ａの方向性の提示

・戦略産業の育成や地域経済の裾野拡大に必要な人材像の把握

・圏域内として目指すべきイノベーションの方向性の確定 等

ｂ 産業クラスターの形成、イノベーション実現、新規創業促進、地域の中堅企業等

を核とした戦略産業の育成

・圏域内の事業者に向けた異分野異業種交流

・新素材・新技術に関する講座の開設、起業に向けたセミナー開催

・新技術・新製品開発のための中小企業支援

・イノベーション実現や事業化に向けた産学金官の共同研究・受託研究の推進

・大学発ベンチャーへの支援

・大学における長期インターンシップの推進や産学が連携した大学の教育課程の

編成

・専門的知見を有する企業・大学間コーディネーターの育成

・中小企業の経営強化や新分野進出に向けた事業承継、Ｍ＆Ａの促進支援

・戦略産業の育成に向け、地域の中堅企業等を中核とする広域的なプロジェクト創

出に向けた検討 等

ｃ 地域資源を活用した地域経済の裾野拡大

・地域資源を活用した商品・サービスの開発、販路開拓の推進
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・六次産業化に向けた設備投資の支援

・地域ブランド育成のための試作やＰＲの支援

・専門家の紹介・派遣

・売上げ動向等のデータ把握と商品開発への反映 等

ｄ 戦略的な観光施策

・圏域内観光の受皿整備のための基本構想・計画の策定

・圏域全体の観光資源（自然・文化・産業遺産等）を対象としたプロモーションや

ファムツアーの実施

・外国人観光客の誘致活動

・圏域外の観光客を見込んだ大規模イベントの開催

・経済波及効果・情報発信力の高い国際会議等の誘致と圏域内関連ビジネスとのマ

ッチングの促進 等

ｅ その他、圏域全体の経済成長のけん引に係る施策

イ 高次の都市機能の集積・強化

ａからｃに掲げる事業について、地域の実情に応じた取組を極力広範囲に規

定するものとする。

ａ 高度な医療サービスの提供

・圏域内の重篤な救急患者に対する三次救急医療

・ハイリスクの妊娠・出産に対する母子周産期医療

・先進的がん医療など高度な医療サービス提供に向けた設備整備の支援

・これらの医療にかかる人材育成・確保 等

ｂ 高度な中心拠点の整備・広域的公共交通網の構築

・圏域内外へのアクセス拠点の整備に向けた調査や構想の策定

・圏域内の大学や公園等の整備に向けた調査や構想の策定

・圏域の中心部と空港との間の直結線の整備に向けた検討 等

ｃ 高等教育・研究開発の環境整備

・大学・専門学校等における圏域内での高度専門的な研究開発人材の育成

・圏域内の企業等のニーズに応じた人材育成

・大学への寄附講座開設や生活環境支援を通じたグローバル人材の招へい

・将来の圏域を担うリーダー育成や雇用の創出に取り組む高等教育機関への支援

等

ｄ その他、高次の都市機能の集積・強化に係る施策

ウ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上

次に掲げるＡ、Ｂ及びＣの視点ごとに、次に掲げる政策分野のうち少なくとも
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１以上について、連携する取組を規定するものとする。これに加えて、ごみ処理、

し尿処理、消防など、従来からの広域的な連携により展開してきた取組の更なる

推進を目指して連携・協力する事項についても規定することができるものとす

る。

Ａ 生活機能の強化に係る政策分野

ａ 地域医療

・病院と診療所の役割分担による切れ目のない医療の提供

・二次救急における病院間の連携

・地域医療を担う医師の育成や派遣

・ＩＣＴを活用した遠隔医療その他の医療を安定的に提供できる体制の確保

等に向けた連携

ｂ 介護

・高齢者向け住宅や在宅サービス支援の拠点施設の整備支援

・他市町村における地域密着型サービス利用支援

・在宅医療・介護連携を図るための体制の構築に向けた支援などによる地域包括ケ

アシステムの構築

等に向けた連携

ｃ 福祉

・子育て家庭のニーズに応じた保育所の広域入所その他の在宅療養・子育て支援の

ネットワークの構築

・発達に障がいのある児童の早期発見・早期療養及び診療・機能訓練・相談・療育

支援の提供

・配偶者からの暴力防止対策

等に向けた連携

ｄ 教育・文化・スポーツ

・小中学校の区域外就学、特色ある教育を行う中高一貫校の運営

・スクールカウンセラー等の共同活用、学校間の連携による部活動の充実

・特別支援教育を充実するための教育資源の活用、帰国・外国人児童生徒に対する

日本語指導

・学校施設等の適切な維持管理や他の公共施設との複合化を含めた機能向上のた

めの体制構築

・大学における地域のニーズに応じた教育研究の実施

・三大都市圏の住民が交流居住や移住を選択肢とできるような質の高く特色ある

学校教育・社会教育環境の整備

・圏域の多様な人材や企業、施設等を活用した多様な学習や体験活動

・スポーツ活動の機会の充実等
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・文化財保護の人材ネットワークの構築や圏域の文化財を総合的に活用する取組

等文化財の保存・活用

等に向けた連携

ｅ 土地利用

・規模や地域特性を活かした都市空間の再形成や農業の展開その他の地域全体の

土地利用のあり方に関する連携

ｆ 地域振興

・地域におけるにぎわいの創出

・商店街の新陳代謝や購買環境の整備

・農林水産業の振興、企業誘致、雇用機会の確保

・大学等による地域課題解決に向けた研究の推進

・女性・高齢者等の社会人の学び直し支援、外国人留学生等と地域住民との交流推

進

・地域の観光資源の開発

等に向けた連携

ｇ 災害対策

・圏域全体で災害対策を推進するための市町村や都道府県の区域を越えた医療搬

送、物資の供給、広域的な避難及び帰宅困難者への情報提供

・被災市町村への復興支援

等に向けた連携

ｈ 環境

・圏域全体でのごみ減量や資源化の推進に向けた実証事業や啓発

・小水力や木質バイオマス等の再生可能エネルギーの活用

・森林吸収源対策の着実な実施等ＣＯ２吸収に向けた取組の推進

・水源涵養機能の維持

等に向けた連携

Ｂ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

ａ 地域公共交通

・地域住民の移動手段の確保、まちのにぎわいの創出、人の交流の活発化、圏域の

低炭素化等を図るため、民間バス路線の再編等の支援、コミュニティバス、デマ

ンドタクシー等の運行その他の地域公共交通ネットワークの形成等に向けた連

携

ｂ ＩＣＴインフラ整備

・ＩＣＴを活用した遠隔医療や遠隔教育

・テレワークの推進

・ＩＣＴを活用した高齢者の見守りや生活支援
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・自治体クラウドの一層の推進その他の情報流通を密にするＩＣＴインフラの整

備

等に向けた連携

ｃ 道路等の交通インフラの整備・維持

・圏域内の基幹道路ネットワークの整備・維持や生活幹線道路の整備・維持その他

の広域的な観点から交通インフラの整備・維持を重点的・戦略的に進めていく取

組等に係る連携

ｄ 地域の生産者や消費者等の連携による地産地消

・食の安全を確保した消費の定着や地域経済の循環を目指して、直売所や、生産者

と消費者が直結した直販システム等を通じた地場産品の販売・学校給食などへ

の圏内産品の活用その他の地産地消を進めていく取組

・教育ファームの推進

・圏域内の農畜水産物の安全性向上

等に係る連携

ｅ 地域内外の住民との交流・移住促進

・大都市圏の住民との交流を促進し、定住・定着につなげていく取組その他の子ど

もの農山漁村での宿泊体験や自然体験を通じて地域の活性化や地域間の相互理

解を深めていく取組

・Ｕターン・Ｉターン・Ｊターン人材の発掘・育成、インターンシップの実施や移

住に係る支援

等に係る連携

ｆ ａからｅまでに掲げるもののほか、結びつきやネットワークの強化に係る連携

Ｃ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野

ａ 人材の育成

ｂ 外部からの行政及び民間人材の確保

ｃ 圏域内市町村の職員等の交流

ｄ ａからｃまでに掲げるもののほか、圏域マネジメント能力の強化に係る連携

⑤ ④の執行等に係る基本的事項

連携中枢都市圏形成に係る連携協約に基づく事務の執行については、個々の市町

村が個別に実施するか、あるいはその基本的な事項を連携協約に規定した上で、事務

の委託（地方自治法第２５２条の１４等）や事務の代替執行（地方自治法第２５２条

の１６の２等）等のほか、民事上の契約等により事務を処理することとなる。なお、

事務の委託や事務の代替執行等により市町村間で連携して事務処理を行う場合には、

その形式に応じて地方自治法に基づき規約の作成等の手続を経ることとなる。

連携中枢都市圏において、従来から一部事務組合や広域連合による事務処理を行
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っている場合において、連携中枢都市圏としてその事務処理を位置づける必要があ

るときには、一部事務組合や広域連合の規約の変更に加えて、宣言連携中枢都市と一

部事務組合や広域連合が連携協約を締結することもありうるものである。

⑥ 宣言連携中枢都市の市長と連携市町村の長との定期的な協議

宣言連携中枢都市の市長と連携市町村の長は、両者の間の丁寧な調整を担保し、取

組状況に関する情報を共有する観点から、定期的に協議を行うことを規定するもの

とする。

⑦ 連携中枢都市圏形成に係る連携協約の期間

連携中枢都市圏形成に係る連携協約の期間は、宣言連携中枢都市とその連携市町

村の連携を安定的に維持・拡大していく観点から、原則として、定めないものとする。 
ただし、「連携中枢都市圏形成の一方の当事者である市町村から、地方自治法第９

６条第２項に基づく議会の議決を経て連携協約の失効を求める旨の通告があった場

合においては、他方の当事者である市町村の意思にかかわらず、一定期間の経過後に

連携協約は失効する」という規定をあらかじめ設けておくことは可能である。この場

合において、当該通告後、当該連携協約が失効するまでの期間は、原則として２年間

とする。

（３）連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結等に係る留意事項

① 連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に当たっては、地域における合意形成

の過程を重視することが必要である。特に、各市町村の住民に対しては、あらかじめ、

当該市町村のホームページを含めたインターネット等各種広報媒体や住民説明会等

を通じて、当該連携協約案の趣旨及び具体的内容を周知するものとする。

② 連携中枢都市圏形成に係る連携協約は、宣言連携中枢都市と１の連携市町村によ

りそれぞれ締結されるものであるが、宣言連携中枢都市が１以上の連携市町村とそ

れぞれ連携中枢都市圏形成に係る連携協約を締結することにより、第６（１）に規定

する連携中枢都市圏が形成されることとなる。このため、他の連携市町村との連携中

枢都市圏形成に係る連携協約との整合性を図り、圏域全体が活性化するように十分

配意する必要がある。

③ 連携を図る政策分野に応じて、例えば、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３

０条の４第１項の規定により都道府県が定める医療計画や、道路運送法施行規則（昭

和２６年運輸省令第７５号）第１５条の４第２号の規定による地域協議会など、調整

を図る必要があるものについては、連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に向

けた検討と並行して、各市町村と関係機関とが十分な協議を行っていくことが必要

である。

④ 連携中枢都市圏形成に係る連携協約の変更又は廃止に当たっても、上記①から③

までの事項に留意するものとする。

⑤ 連携中枢都市圏形成に係る連携協約は、宣言連携中枢都市と当該宣言連携中枢都
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市が属する都道府県と異なる都道府県に属する近隣の市町村により締結することが

できることに留意する必要がある。この場合においては、連携協約を締結した旨の届

出は、双方の関係都道府県に重複して行うものとする。関係都道府県においては、地

方自治法第２５３条第１項に基づき、管轄する知事を定めるようにしなければなら

ない。

⑥ 異なる分野における役割分担を行うため、近隣の市町村が２以上の宣言連携中枢

都市と連携中枢都市圏形成に係る連携協約を締結することができることに留意する

必要がある。

⑦ 定住自立圏構想（定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月制定））に基づき取

り組んできた取組を連携中枢都市圏の取組として実施する場合には、定住自立圏形

成協定を廃止し、連携中枢都市圏形成に係る連携協約を新たに締結することになる。 
（４）広域的な市町村の合併を経た市に関する特例

第４（５）の規定により連携中枢都市宣言を行った宣言連携中枢都市については、連

携中枢都市圏形成に係る連携協約に代えて、当該宣言連携中枢都市の区域の全部を対

象として、（２）①から④までに規定する事項について定めた連携中枢都市圏形成方針

を、地方自治法第９６条第２項に基づく議会の議決を経て、策定、変更又は廃止するこ

とができる。

この場合において、合併関係市のうち人口が最大のものの区域を中心地域、その他の

合併関係市町村の区域を近隣地域とし、それぞれを連携中枢都市圏形成に係る連携協

約における宣言連携中枢都市又は連携市町村と同様の関係にあるものとみなして、必

要な事項を規定するものとする。

（５）連携中枢都市圏形成に係る連携協約等の告示又は公表

宣言連携中枢都市及び連携市町村は、連携中枢都市圏形成に係る連携協約又は連携

中枢都市圏形成方針（以下「連携中枢都市圏形成に係る連携協約等」という。）の締結、

策定、変更又は廃止を行ったときは、直ちにこれを告示又は公表するものとする。

第６ 連携中枢都市圏ビジョン

（１）連携中枢都市圏の定義

連携中枢都市圏は、以下のいずれかに該当するものをいう。

① 連携中枢都市圏形成に係る連携協約を締結した宣言連携中枢都市及び連携市町村

の区域の全部

② 連携中枢都市圏形成方針を策定した宣言連携中枢都市の区域の全部

（２）連携中枢都市圏ビジョンの定義

連携中枢都市圏ビジョンは、宣言連携中枢都市が、当該宣言連携中枢都市を含む連携

中枢都市圏を対象として（３）に規定する事項について記載するものであって、その策

定又は変更に当たって、民間や地域の関係者を構成員として宣言連携中枢都市が開催
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する協議・懇談の場（以下「連携中枢都市圏ビジョン懇談会」という。）における検討

を経て、各連携市町村と当該市町村に関連する部分について協議を行ったものをいう。 
（３）連携中枢都市圏ビジョンに記載する事項

連携中枢都市圏ビジョンにおいては、以下の事項について記載するものとする。

① 連携中枢都市圏及び市町村の名称

連携中枢都市圏の名称及び連携中枢都市圏形成に係る連携協約を締結し、又は連

携中枢都市圏形成方針を策定したすべての市町村の名称を記載するものとする。

② 連携中枢都市圏の中長期的な将来像

当該連携中枢都市圏における将来推計人口（平成３０年３月に国立社会保障・人口

問題研究所が公表したもの（福島県内の市町村にあっては、これに準ずる方法により

推計したもの）に基づくものに限る。）、行政及び民間分野に係る都市機能の集積・強

化の状況の現状等を記載した上で、今後の人口動態について認識共有をしつつ、連携

中枢都市圏全体で圏域の経済をけん引し人々の暮らしを支えるという観点から、当

該連携中枢都市圏の将来像を提示するものとする。

この将来像には、上記将来推計人口を踏まえつつ算出した、連携中枢都市圏の取組

の結果実現されるべき中長期的な将来の人口、高齢化率等の目標を含むものとする。 
また、人口だけではなく、連携中枢都市圏を形成する市町村における行政需要や経

営資源についての客観的・中長期的な将来推計も含むことが望ましい。

③ 連携中枢都市圏形成に係る連携協約等に基づき推進する具体的取組

②の規定により提示する将来像の実現に向けて、各連携中枢都市圏形成に係る連

携協約等において規定された事項に基づき、関係市町村が連携して推進していく具

体的取組の内容を記載するものとする。

取組の記載に当たっては、具体的内容や実施スケジュール等に加えて、関連する市

町村の名称及び根拠とする各連携中枢都市圏形成に係る連携協約等の規定を明確に

記載するものとする。併せて、予算措置を伴うものにあっては、総事業費や各年度の

事業費等の見込みも含めて記載するものとする。

④ 具体的取組の期間

具体的取組の期間を記載するものとする。この場合において、当該期間は、おおむ

ね５年間とし、毎年度所要の変更を行うものとする。

⑤ 成果指標

地域経済、高次都市機能及び生活関連機能に関する明確な成果指標（KPI：Key
Performance Indicator）を設定し、進捗管理をするものとする。 

（４）連携中枢都市圏ビジョン懇談会の構成員 

連携中枢都市圏ビジョン懇談会の構成員は、連携中枢都市圏ビジョンの策定又は変

更に当たって関係者の意見を幅広く反映させるため、連携中枢都市圏の取組内容に応

じて、産業、大学・研究機関、金融機関、医療、福祉、教育、地域公共交通等、連携中
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枢都市圏形成に係る連携協約等に関連する分野や機関の代表者や、地域コミュニティ

活動・ＮＰＯ活動の関係者等に加えて、大規模集客施設、病院等都市機能の集積や強化

を検討している施設等の関係者を含めることが望ましい。

（５）連携中枢都市圏ビジョンに関する連携市町村との協議等

宣言連携中枢都市は、連携中枢都市圏ビジョンの策定又は変更に当たっては、各連携

市町村に関連する部分について当該市町村と個別に十分な協議を重ねたうえで行うも

のとする。また、宣言連携中枢都市は、圏域の市町村職員の交流推進その他連携中枢都

市圏ビジョンに基づき具体的取組を実施するうえで必要な事項についても、各連携市

町村と十分協議を行うものとする。

（６）連携中枢都市圏ビジョンの写しの連携市町村への送付及び公表

宣言連携中枢都市は、連携中枢都市圏ビジョンの策定又は変更を行ったときは、直ち

に連携市町村にその写しを送付し、これを公表するものとする。

（７）その他

連携市町村は、連携中枢都市圏ビジョンの実現を通じた圏域としての取組の深化に

向けて、宣言連携中枢都市とともに主体的・積極的に圏域施策に参画し、圏域全体のネ

ットワーク強化に努めるものとする。

第７ 連携中枢都市宣言書等の写しの送付及び届出

（１）連携中枢都市宣言書の写しの送付

宣言連携中枢都市は、第４（４）の規定による連携中枢都市宣言書に関する公表を行

ったときは、当該宣言連携中枢都市の属する都道府県及び第４（２）⑤、⑥の規定によ

り名称を記載された市町村の属する都道府県並びに総務省にその写しを送付するもの

とする。

（２）連携中枢都市圏形成に係る連携協約等又は連携中枢都市圏ビジョンの写しの届出若

しくは送付

宣言連携中枢都市は、第５（５）の規定により連携中枢都市圏形成に係る連携協約を

告示したときは、その写しを当該宣言連携中枢都市の属する都道府県知事に届け出る

とともに、総務省に送付するものとし、第５（５）の規定により連携中枢都市圏形成方

針を公表したとき又は第６（６）の規定により連携中枢都市圏ビジョンを公表したとき

は、その写しを当該宣言連携中枢都市の属する都道府県及び総務省に送付するものと

する。

連携市町村は、第５（５）の規定により連携中枢都市圏形成に係る連携協約を告示し

たとき又は第６（６）の規定により宣言連携中枢都市から連携中枢都市圏ビジョンの写

しの送付を受けたときは、当該連携市町村の属する都道府県に送付するものとする。

（３）総務省による送付

総務省は、（１）及び（２）の規定による連携中枢都市宣言書、連携中枢都市圏形成
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に係る連携協約等又は連携中枢都市圏ビジョンの写しの送付を受けたときは、その写

しを速やかに関係府省に送付するものとする。

第８ 市町村に対する助言及び支援

（１）都道府県による助言及び支援

都道府県は、当該都道府県内の市町村における連携中枢都市圏の形成や連携中枢都

市圏に関する取組について情報提供や助言を行うとともに、積極的な支援を行うこと

が期待される。特に、産業振興、医療、地域公共交通、インフラの整備等都道府県が広

域自治体として担任する事務については、連携中枢都市圏に関する取組と円滑に連携

できるよう調整を図るなど、連携中枢都市圏の取組を支援することが期待される。

また、２以上の都道府県の区域にわたり連携中枢都市圏が形成される場合、例えば、

都道府県ごとに設定する医療圏と当該連携中枢都市圏の圏域が重複しないことが想定

されるが、その際、関係都道府県は、連携中枢都市圏の取組が円滑に進むよう、連携中

枢都市圏を形成する市町村の希望を尊重しながら、関係市町村と十分に協議調整を行

うことが期待される。

加えて、連携中枢都市圏の取組を進めるため、例えば、都道府県の権限に属する事務

であって、連携中枢都市に移譲されているが近隣の市町村には移譲されていない事務

について、連携中枢都市と近隣の市町村が合意しているときは、関係市町村の求めに応

じ、都道府県は条例による事務処理特例制度を活用して積極的に権限移譲を進めてい

くことが期待される。

なお、都道府県は、当該都道府県内の連携中枢都市圏に関する取組について、必要に

応じて、総務省に情報の提供を行うとともに意見の交換を図るものとする。

（２）総務省による助言及び支援

総務省は、連携中枢都市宣言書の作成等に関して事前に助言の求めがあった場合や、

宣言連携中枢都市から第７（１）及び（２）の規定による連携中枢都市宣言書、連携中

枢都市圏形成に係る連携協約等又は連携中枢都市圏ビジョンの送付を受けた場合など

には、必要に応じて、連携中枢都市圏に関する取組について助言を行うとともに、国と

関係地方公共団体間の連絡調整を行うものとする。

また、総務省は、宣言連携中枢都市及び連携市町村が締結、策定又は変更した連携中

枢都市圏形成に係る連携協約等及び連携中枢都市圏ビジョンであって第７（２）の規定

により送付を受けたものに基づく当該市町村の取組に対して、必要な支援を行うもの

とする。この場合において、総務省は、関係府省と連携し、当該取組に対する国による

支援について、地方公共団体に対して、分かりやすい形で情報を提供するものとする。

第９ 連携中枢都市の特例

  隣接する２つの市が適切に都市機能を分担しており、次に掲げる要件のすべてを満た
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す場合は、当該２つの市を合わせて１つの連携中枢都市とみなすことができる。

① 人口について、次に掲げる要件のすべてを満たすこと。

ア 当該２つの市がそれぞれ人口１０万人程度以上の市であること。

イ 当該２つの市の人口の合計が２０万人を超えること。

② 当該２つの市の昼夜間人口比率がそれぞれ１以上であること。ただし、平成１１年４

月１日以降に行われた市町村の合併を経た合併市にあっては、合併関係市のうち人口

が最大のものにおいて、昼夜間人口比率が１以上であること。

③ 当該２つの市がそれぞれ第３③に規定する要件を満たすこと。

④ 原則として、当該２つの市が第３に規定する連携中枢都市又は当該連携中枢都市に

対する通勤通学割合が０．１以上である市町村のいずれにも該当しないこと。

⑤ 当該２つの市が概ね１時間以内の交通圏にあること。

⑥ 当該２つの市及び当該２つの市と社会的、経済的に一体性を有する近隣の市町村に

より形成される圏域において、宣言連携中枢都市を中心として形成された連携中枢都

市圏と同等の取組が見込まれると認められること。

  この場合において、第４に規定する連携中枢都市宣言及び第６に規定する連携中枢都

市圏ビジョンの策定等については、当該２つの市が共同して連名により行うものとする。 
  また、第５に規定する連携協約について、当該２つの市は、連携中枢都市圏において連

携する取組について、連携中枢都市としての役割分担等を規定した連携協約を締結する

とともに、近隣の市町村は、当該２つの市とそれぞれ連携協約を締結するものとする。

その他連携中枢都市に関し必要な事項については、当該２つの市で十分に協議して決

定するものとする。

第１０ その他

この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に伴い必要な事項は、総務省が別に通知

で定めるところによるものとする。

附 則（平成２６年８月２５日総行市第２００号）

第１ 施行期日

この要綱は、平成２６年８月２５日から施行する。ただし、連携協約に関する規定は、

地方自治法の一部を改正する法律（平成２６年法律第４２号）の連携協約に係る規定の施

行の日から施行する。

第２ 連携中枢都市の要件、連携中枢都市圏形成に係る連携協約等又は連携中枢都市圏ビ

ジョンに関する特別の助言

当分の間、総務省は、本則第７（１）及び（２）の規定による連携中枢都市宣言書、連

携中枢都市圏形成に係る連携協約等又は連携中枢都市圏ビジョンの送付を受けた場合に

おいて、当該送付を行った市が本則第３に規定する要件を満たさないとき、本則第３②の
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要件に関して数値が１未満のとき、本則第５（２）に規定する事項が連携中枢都市圏形成

に係る連携協約等に記載されていないとき又は本則第９の要件に該当するとき等この要

綱に基づく連携中枢都市圏の趣旨と異なる取組が行われているものと認められるときは、

速やかに関係市町村に対して必要な助言を行うものとする。

第３ 経過措置

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成２３年法

律第４０号）第２条第２項に規定する特定被災地方公共団体であって、国勢調査令によっ

て調査した平成１７年１０月１日現在の数値に基づいて本則第３に定める連携中枢都市

の要件を満たしているものにあっては、当分の間、連携中枢都市宣言を行うことができる

ものとする。

附 則（平成２７年１月２８日総行市第４号）

第１ 施行期日

  この要綱は、平成２７年１月２８日から施行する。

第２ 経過措置

この要綱の施行の際現に改正前の地方中枢拠点都市圏構想推進要綱（以下「旧要綱」と

いう。）第４（１）の規定により行った地方中枢拠点都市宣言又は旧要綱第４（１）の規

定により作成された地方中枢拠点都市宣言書は、それぞれ改正後の連携中枢都市圏構想

推進要綱（以下「新要綱」という。）第４（１）の規定により行った連携中枢都市宣言又

は新要綱第４（１）の規定により作成された連携中枢都市宣言書とみなす。

附 則（平成２８年４月１日総行市第３１号）

第１ 施行期日

  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

第２ 中核市の特例

  第３①に規定する要件を満たさない市であって地方自治法第２５２条の２４第１項に

規定する申出を行ったものは、第３①に規定する要件を満たすものとみなして、第４に規

定する連携中枢都市宣言書の作成及び公表その他連携中枢都市圏の形成に係る事務（第

５に規定する連携協約の締結又は第６に規定する連携中枢都市圏ビジョンの策定若しく

は公表を除く。）を行うことができる。

附 則（平成２９年１２月２７日総行市７７号） 

第１ 施行期日

この要綱は、平成２９年１２月２７日から施行する。 

第２ 経過措置 

この要綱の施行の際現に改正前の連携中枢都市圏構想推進要綱（以下「旧要綱」とい
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う。）第４（１）の規定により行った連携中枢都市宣言又は旧要綱第４（１）の規定に

より作成された連携中枢都市宣言書は、それぞれ改正後の連携中枢都市圏構想推進要綱

（以下「新要綱」という。）第４（１）の規定により行った連携中枢都市宣言又は新要

綱第４（１）の規定により作成された連携中枢都市宣言書とみなす。 

附 則（平成３０年８月２８日総行市５２号） 

第１ 施行期日  

この要綱は、平成３０年８月２８日から施行する。

附 則（令和３年４月２７日総行市４２号） 

第１ 施行期日  

この要綱は、令和３年４月２７日から施行する。
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4.4.1

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等を確保する
「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。

【圏域に求められる役割】

①生活機能の強化（休日夜間診療所の運営、病児・病後児保育の実施、消費生活法律相談の実施、地場産業の育成 等）
②結びつきやネットワークの強化（デマンドバスの運行、滞在型・体験型観光・グリーンツーリズムの推進、生活道路の整備 等）
③圏域マネジメント能力の強化（合同研修の実施や職員の人事交流、外部専門家の招へい 等）

定住自立圏構想の意義

「定住自立圏構想」の推進

協定締結等圏域数

（市町村・圏域数）

定住自立圏構想への取組状況

宣言中心市数

協定締結等市町村数
545市町村

（R4.4.1時点）ビジョン策定圏域数

定住自立圏に取り組む市町村に対する支援

各省による支援策

特別交付税

・地域公共交通の確保や教育環境の整備支援など、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・令和3年度に拡充）
（中心市 4,000万円程度→8,500万円程度（H26））
（近隣市町村 1,000万円→1,500万円（H26）→1,800万円（R3））

・外部人材の活用に要する経費に対する財政措置

・地域医療の確保に要する経費に対する財政措置 等

圏域形成に向けた手続

中心市
②定住自立圏形成協定の締結
中心市と近隣市町村が１対１で、

議会の議決を経て締結

①中心市宣言

③定住自立圏共生ビジョンの策定
圏域の将来像や推進する具体的取組を記載

近隣市町村

○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

地方債

・地域活性化事業債を充当※ （充当率90％、交付税算入率30％）

※医療・福祉、産業振興、公共交通の３分野に限る

KPI： 2024年 140圏域（R4.4.1現在 130圏域）

※R３以前は4月1日時点の数値
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南相馬市
★

★
★

美濃加茂市
★

★彦根市

松江市・米子市
★★

★
（下関市） （高松市）

★
★

延岡市
★

★日向市

★
★

★
鹿屋市

長岡市★

由利本荘市★

★
倉吉市

★

★

伊万里市
★

★西尾市

大牟田市

★

★

八女市

★

唐津市

小樽市★

★

★
（高知市）

（久留米市） ●★
今治市

釧路市★
室蘭市★

★

★旭川市

備前市★ ★西脇市

観音寺市

◆石巻市

浜田市
★

★稚内市

★阿南市

★

★

出雲市

★
旭市

★

五島市

★宮古島市

★

刈谷市

★

益田市

★山口市

★網走市

★

いなべ市

★帯広市

★

上田市★

薩摩川内市

天草市

★

★

萩市
（鳥取市）

★豊岡市

★名寄市
★士別市

糸魚川市★

★

丸亀市

佐久市★

★徳島市

松阪市

弘前市★

★

（長崎市）

小林市

★

鶴岡市★

★三沢市
★（八戸市）

★

十和田市

★
★中野市

★
長門市

★

伊勢市

★

★函館市

滝川市★
砂川市★

★※富良野市

★一関市

★※那須塩原市

★湖西市
★洲本市

★大田原市

燕市★

定住自立圏構想の取組状況（令和４年４月１日現在）

酒田市★

★

人吉市

★

本庄市

伊勢崎市

佐野市

★苫小牧市

★白河市

★

八代市
天理市

★★
★

山鹿市

都城市

菊池市

※

飯田市

★
北杜市

村上市★

東近江市

★

大崎市

★
新庄市

★★中津市

★★
宿毛市・四万十市

日田市

栃木市

★

★

加東市・加西市

長浜市

★
庄原市

★

★

★ むつ市

★

●

横手市
湯沢市

★
★

奥州市

能代市★
大館市

★
大仙市

（山形市）

★

たつの市

三原市

★

南さつま市

飯山市

★

南魚沼市

★

喜多方市

五所川原市★

＜中心市宣言済み市…140市＞
★･･･定住自立圏共生ビジョン

策定済みの圏域数（136市・128圏域）
◆･･･定住自立圏形成協定締結

又は定住自立圏形成方針
策定まで終えた市(2市・2圏域)

●･･･中心市宣言のみ実施済み
の市（2市）
括弧書きは連携中枢都市へ移行
※は多自然居住拠点都市

定住自立圏形成済み(★、◆)…130圏域(545市町村)
うち 県境型圏域：12圏域

（十和田市・三沢市、大田原市、上田市、鳥取市、
松江市・米子市、備前市、大牟田市、中津市、
都城市、北杜市、小山市、伊賀市を中心市とする圏域）
複眼型中心市圏域：8圏域

（名寄市・士別市、十和田市・三沢市、
中野市・飯山市、松江市・米子市、
四万十市・宿毛市、滝川市・砂川市
北上市・奥州市、加東市・加西市
を中心市とする圏域）
合併１市圏域：31圏域

（横手市、伊勢崎市、佐野市、糸魚川市、旭市
湖西市、西尾市、長浜市、出雲市、
浜田市、山口市、下関市、長門市、今治市、八女市、
唐津市、五島市、天草市、薩摩川内市、宮古島市、
栃木市、日田市、東近江市、菊池市、庄原市、三原市
大仙市、南さつま市、指宿市、日光市、日南市）

日光市

小山市★

秩父市

※

水戸市

飯塚市

玉名市

★

指宿市

新発田市

伊賀市

津山市
田川市

★

★

★

★

★

★

★

★

深川市※
★

★

北上市

釜石市

★米沢市

★

宇和島市

★北見市※

★

日南市

大船渡市

★

◆

館山市

★伊那市

富岡市

★沼田市

★
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都道府県 宣言中心市 中心市要件を満たす市（左記を除く）

北海道
【函館市】、小樽市、【旭川市】、室蘭市、釧路市、帯広市、
網走市、苫小牧市、稚内市、名寄市・士別市（複眼型）、
滝川市・砂川市（複眼型）、深川市、富良野市、北見市

—

青森県
、弘前市、五所川原市、十和田市・三沢市

（複眼型）、むつ市
―

岩手県 奥州市・北上市（複眼型）、一関市、釜石市、大船渡市 宮古市

宮城県 石巻市、大崎市 気仙沼市、（白石市）

秋田県
能代市、横手市、大館市、湯沢市、由利本荘市、
大仙市

―

山形県 、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市 ―

福島県 白河市、喜多方市、南相馬市 会津若松市

茨城県 【水戸市】
日立市、土浦市、常総市、〈つくば市〉、鹿嶋市、
筑西市、神栖市

栃木県
栃木市、佐野市、日光市、小山市、大田原市、
那須塩原市

―

群馬県 〈伊勢崎市〉、沼田市、富岡市 〈太田市〉、（藤岡市）

埼玉県 秩父市、本庄市 ―

千葉県 旭市、館山市 ―

東京都 ―

神奈川県 ―

新潟県
〈長岡市〉、新発田市、村上市、燕市、糸魚川市、
南魚沼市

柏崎市、十日町市、〈上越市〉、佐渡市

富山県 黒部市

石川県 七尾市、小松市

福井県 敦賀市、（小浜市）

山梨県 北杜市 （富士吉田市）

長野県
上田市、飯田市、伊那市、中野市・飯山市（複眼型）、
佐久市

〈松本市〉、諏訪市

岐阜県 美濃加茂市 大垣市、高山市、関市、（可児市）

静岡県 湖西市 〈沼津市〉、磐田市、掛川市、（御殿場市）、裾野市

愛知県 刈谷市、西尾市 安城市、（新城市）、田原市

三重県 伊勢市、松阪市、いなべ市、伊賀市 〈津市〉、〈四日市市〉、亀山市

都道府県 宣言中心市 中心市要件を満たす市（左記を除く）

滋賀県 彦根市、長浜市、東近江市 草津市

京都府 福知山市、（舞鶴市）

大阪府 ―

兵庫県
洲本市、豊岡市、西脇市、加西市・加東市（複眼型）、
たつの市

小野市

奈良県 天理市 ―

和歌山県 田辺市、（新宮市）

鳥取県 、 米子市（複眼型）、倉吉市 ―

島根県 【松江市】（複眼型）、浜田市、出雲市、益田市 ―

岡山県 津山市、備前市 ―

広島県 三原市、庄原市 三次市

山口県 、 、萩市、長門市 下松市、周南市

徳島県 〈徳島市〉、阿南市 ―

香川県 、丸亀市、観音寺市 坂出市

愛媛県 今治市、宇和島市 （八幡浜市）、新居浜市、大洲市、四国中央市

高知県 、四万十市・宿毛市(複眼型) ―

福岡県 大牟田市、 、飯塚市、田川市、八女市 朝倉市

佐賀県 唐津市、伊万里市 〈佐賀市〉、鳥栖市

長崎県 、五島市 島原市、諫早市

熊本県 八代市、人吉市、玉名市、山鹿市、菊池市、天草市 ―

大分県 中津市、日田市 ―

宮崎県 都城市、延岡市、小林市、日向市、日南市 ―

鹿児島県 鹿屋市、指宿市、薩摩川内市、南さつま市 霧島市、奄美市

沖縄県 宮古島市 浦添市、名護市、（うるま市）

合計 140 64

○ 定住自立圏は１４０市が中心市宣言済み。
○ １３０圏域（５４５市町村）で定住自立圏形成協定締結又は定住自立圏形成方針策定済み。
○ １２８圏域が定住自立圏共生ビジョン策定済み。

【下関市】

【高松市】

【久留米市】

山口市

【長崎市】

※表右欄の中心市要件を満たす市については、以下の市を除く
○指定都市・中核市
○中心市又は近隣市として定住自立圏又は連携中枢都市圏に取り組んでいる市

【八戸市】

以下の３７市が宣言連携中枢都市 （令和３年４月１日現在）

札幌市、青森市、八戸市、盛岡市、山形市、郡山市、新潟市、富山市、高岡市・射水市（複眼型）、金
沢市、福井市、長野市、岐阜市、静岡市、姫路市、鳥取市、岡山市、倉敷市、広島市、呉市、福山市、
山口市・宇部市（複眼型）、下関市、高松市、松山市、高知市、北九州市、久留米市、長崎市、佐世
保市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市

【高知市】

定住自立圏構想の取組状況（令和４年４月１日現在）
※【 】は中核市
※〈 〉は中核市要件を満たす市（指定都市・中核市を除く）
※網掛けは宣言連携中枢都市
※（ ）は多自然拠点都市の要件のみを満たす市

【鳥取市】

【山形市】
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※各団体の協定書から総務省作成。全体整理の観点から取組を分類したため、各団体による協定書の分類の合計とは必ずしも一致しない。

定住自立圏における取組例

市町村間の役割分担による生活機能の強化

医師派遣、適正受診の啓発、
休日夜間診療所の運営等

福 祉 介護、高齢者福祉、子育て、
障がい者等の支援

教 育 図書館ネットワーク構築、文化・スポーツ
交流、公共施設相互利用等

産業振興

環 境

市町村間の結びつきやネットワークの強化

地域公共交通

ＩＣＴインフラ整備・利活用

交通インフラ整備

地産地消

合同研修・人事交流 外部専門家の招へい

広域観光ルートの設定、
農産物のブランド化、企業誘致等

低炭素社会形成促進、
バイオマスの利活用等

地域公共交通のネットワーク化、
バス路線の維持等

生活道路の整備等

学校給食への地元特産物の活用、
直売所の整備等

共同空き家バンク、圏域内イベント
情報の共有と参加促進等

メール配信による圏域情報の共有等

医 療

圏域マネジメント能力の強化

交流移住

１２７圏域

１１４圏域

１１０圏域

１２６圏域

６６圏域

１２７圏域

４８圏域

８５圏域

５２圏域

１０８圏域

１１４圏域 ４４圏域
医療、観光、ＩＣＴ等の
専門家を活用

合同研修の開催や
職員の人事交流等

○政策分野別取組状況

定住自立圏１３０圏域※（令和４年４月１日時点）における主な取組例と圏域数
※連携中枢都市圏に移行済の圏域を含む
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定住自立圏構想推進要綱 

平成２０年１２月２６日（総行応第３９号）制定  

平成２４年９月１８日（総行応第１８７号）一部改正 

平成２５年３月２９日（総行応第６０号） 一部改正 

平成２６年３月３１日（総行応第７０号） 一部改正 

平成２８年９月２３日（総行応第２９３号）一部改正 

平成２９年１０月５日（総行応第３５２号）一部改正 

平成３０年９月３日（総行応２３９号） 一部改正 

令和３年６月９日（総行応第１０９号） 一部改正 

第１ 趣旨 

（１） 今後の我が国の人口の見込み等

我が国の総人口は、今後、急速に減少することが見込まれている。「日本

の将来推計人口（平成１８年１２月推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）

の出生中位（死亡中位）推計によれば、平成１７年に約１億２，７７６万人

であった総人口は、同年から平成４７年までの３０年間で約１３％（約１，

７０８万人）減少し、約１億１，０６８万人となる。また、平成１７年まで

の３０年間では、三大都市圏、地方圏とも人口が増加していたのに対し、同

年以降の３０年間では、三大都市圏の人口も約５３０万人減少し、地方圏の

人口は約１，１７８万人という大幅な減少が見込まれる。三大都市圏も地方

圏も人口が減少するという「過密なき過疎」の時代の到来にあって、地方圏

の将来は極めて厳しいものと予想される。同時に、少子化・高齢化が急速に

進行し、平成１７年から平成４７年までの３０年間で年少人口は約４０％

（約７０７万人）減少し、高齢者人口は約４５％（約１，１４９万人）増加

する。三大都市圏においても、団塊の世代の高齢化などに伴い、今後、急速

に高齢者数が増加し、生産年齢人口が減少していく。 

このような状況を踏まえ、地方圏において、安心して暮らせる地域を各地

に形成し、地方圏から三大都市圏への人口流出を食い止めるとともに、三大

都市圏の住民にもそれぞれのライフステージやライフスタイルに応じた居
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住の選択肢を提供し、地方圏への人の流れを創出することが求められている。

定住自立圏構想は、このような問題意識のもとに全国的な見地から推進して

いく施策である。 

（２） 定住自立圏形成の目的

定住自立圏は、中心市と近隣市町村が、自らの意思で１対１の協定を締結

することを積み重ねる結果として、形成される圏域である。 

圏域ごとに「集約とネットワーク」の考え方に基づき、中心市において圏

域全体の暮らしに必要な都市機能を集約的に整備するとともに、近隣市町村

において必要な生活機能を確保し、農林水産業の振興や豊かな自然環境の保

全等を図るなど、互いに連携・協力することにより、圏域全体の活性化を図

ることを目的とする。 

これらの取組により、地方への民間投資を促進し、内需を振興して地域経

済を活性化させるとともに、分権型社会にふさわしい、安定した社会空間を

地方圏に創り出すことが期待されている。 

なお、定住自立圏構想は、地方圏からの人口流出を食い止め、地方圏への

人の流れを創出するという観点から、三大都市圏の区域外にある地域を主た

る対象として推進する。 

（３） 定住自立圏の中心市と近隣市町村との役割分担

定住自立圏の中心市は、大規模商業・娯楽機能、中核的な医療機能、各種

の生活関連サービス機能など、行政機能・民間機能を問わず、生活に必要な

都市機能について既に一定の集積があり、自らの住民のみならず、近隣市町

村の住民もその機能を活用しているような、都市機能がスピルオーバーして

いる都市であることが必要である。このような都市の機能を充実させていく

ことが、近隣市町村を含めた圏域全体の暮らしを支え、魅力を向上させるこ

とにつながるものであり、そのような都市が、圏域全体のマネジメントを担

うことが求められている。 

 一方、近隣市町村は、環境、地域コミュニティ、食料生産、歴史・文化な

どの観点からの重要な役割が期待される。農山漁村では高齢者も現役として

活動し、地域の担い手となっていること等を踏まえると、近隣地域の農山漁

村はこれからの長寿社会において、高齢者の新しい生き方を提示する役割も
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期待されている。 

 定住自立圏構想は、このような中心市の機能と近隣市町村の機能が、協定

によって有機的に連携し、「定住」のための暮らしに必要な諸機能を総体と

して確保するとともに、「自立」のための経済基盤や地域の誇りを培い、全

体として魅力あふれる地域を形成していくことを目指している。 

（４） 高次の都市機能を有する都市等を中心市とする定住自立圏との連携

複数の定住自立圏が、より広域的に連携していくことが期待される。

特に、人口２０万ないし３０万人程度以上の都市など、高次の都市機能を

有する都市を中心市とする定住自立圏と基本的な生活機能を有する都市を

中心市とする定住自立圏とが、情報・交通ネットワーク等も活用しながら、

より高次の都市機能の確保や地域の経済基盤の強化へ向けて連携していく

ことも期待される。 

また、同程度の規模の都市を中心市とする定住自立圏同士が、それぞれの

異なる特色を活かしながら、相互に連携していくことなども期待される。 

第２ この要綱において用いる人口等 

この要綱における人口、昼間人口、夜間人口、就業者数及び通学者数につい

ては、別段の定めがある場合を除き、国勢調査令（昭和５５年政令第９８号）に

よって調査した平成２７年１０月１日現在の数値（平成２７年１０月２日以降に

行われた市町村の合併を経た市町村にあっては、合併関係市町村における平成２

７年１０月１日現在の数値の合計をいう。）を用いる。 

この場合において、就業者数及び通学者数とは、「常住地による従業・通学市

区町村、男女別１５歳以上就業者数及び１５歳以上通学者数」中「総数」のうち

「１５歳以上就業者」及び「１５歳以上通学者」の合計から自宅において従業す

る者の数を控除して得た数値をいう。 

第３ 中心市 

中心市は、次に掲げる①から③までの要件のすべてを満たす市をいう。 

① 人口が５万人程度以上であること（少なくとも４万人を超えていること。）。 

② 昼間人口及び夜間人口について、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 

ア 昼間人口を夜間人口で除して得た数値が１以上であること。
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イ 平成１１年４月１日以降に行われた市町村の合併を経た合併市（当該合

併が行われた日から起算して１０年を経過していないものに限る。）にあ

っては、合併関係市のうち人口（合併期日以前の直近の日に国勢調査令に

よって調査した数値を用いる。以下本項目、③イ、第４（５）及び第５（４）

に規定する合併関係市における人口、昼間人口、夜間人口、就業者数及び

通学者数において同じ。）が最大のものにおいて、昼間人口を夜間人口で

除して得た数値が１以上であること。

③ 当該市が所在する地域について、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 

ア 三大都市圏（国土利用計画（全国計画）（平成２７年８月１４日閣議決

定）に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重

県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。）

の区域外に所在すること。 

イ 三大都市圏の区域内に所在する場合においては、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市であって三大都市圏

の区域内に所在するもの又は同法第２８１条第１項の特別区に対する当

該市の従業又は通学する就業者数及び通学者数の合計を、常住する就業者

数及び通学者数で除して得た数値が０．１未満であること。 

この場合において、平成１１年４月１日以降に行われた市町村の合併を

経た合併市にあっては、合併関係市のうち人口が最大のものにおける就業

者数及び通学者数の数値を、当該合併市における就業者数及び通学者数の

数値とみなして算出することができる。 

第４ 中心市宣言 

（１）中心市宣言の定義

中心市宣言は、近隣にある市町村と地域全体における人口定住のために連

携しようとする中心市が、圏域として必要な生活機能の確保に関して中心的

な役割を担う意思を有すること等を明らかにするため、（２）に規定する事

項を記載した書面（以下「中心市宣言書」という。）を作成し、公表するこ

とをいう。

（２）中心市宣言書に記載する事項

中心市宣言書においては、中心市がその近隣にある市町村を含めた地域に

居住する住民の生活機能を確保し、地域の魅力を向上させていくという観点
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から、少なくとも以下の事項について記載するものとする。 

なお、中心市は、中心市宣言書を作成するに当たって、その近隣にある市

町村であって、当該中心市と連携する意思を有するものの意向に十分配慮す

るものとする。 

① 近隣にある市町村を含めた地域全体のマネジメント等において、中心的

な役割を担うとともに、当該市町村の住民に対して積極的に各種サービ

スを提供していく意思

② 公共施設等による各種サービス機能、中核的な医療機能、大規模商業・

娯楽機能その他の行政及び民間分野に係る都市機能の集積状況及び近隣

にある市町村の住民による当該機能の利用状況等

③ ②に掲げる都市機能等を活用して、近隣にある市町村と連携することを

想定する取組

④ 当該中心市に対して従業又は通学する就業者数及び通学者数を、常住す

る就業者数及び通学者数で除して得た数値（以下「通勤通学割合」とい

う。）が０．１以上である市町村の名称

⑤ ④のほか当該中心市の近隣にあって、当該中心市と人口定住のために連

携する意思を有する市町村があるときは、その名称

（３） 中心市宣言書の変更又は取消し

中心市は、都市機能の集積状況の著しい変化その他の著しい事情の変更が

あると認めるときは、中心市宣言書の変更又は取消しを行うことができる。 

（４）中心市宣言書の公表

中心市は、（１）の規定により中心市宣言書を作成したとき又は（３）の

規定により中心市宣言書の変更若しくは取消しを行ったときは、直ちにこれ

を公表するものとする。

（５）広域的な市町村の合併を経た市に関する特例

第３②イに該当する中心市のうち、市町村の合併の結果、当該市に対する

通勤通学割合が０．１以上である市町村が存しないこととなったもの等広域

的な市町村の合併を経たものとして総務省が別に通知で定める要件を満た

す市については、合併関係市のうち人口が最大のものの区域を中心地域、そ

の他の合併関係市町村の区域を近隣地域とし、それぞれを中心市又はその近

隣にある市町村と同様の関係にあるものとみなして中心市宣言書の作成、変

更又は取消しを行い、公表することができる。

169



第５ 定住自立圏形成協定 

（１）定住自立圏形成協定の定義

定住自立圏形成協定は、中心市宣言を行った１の中心市（以下「宣言中心

市」という。）と、その近隣にある１の市町村が、人口定住のために必要な

生活機能の確保に向けて、（２）に規定する事項について定める協定であっ

て、それぞれの市町村において、その締結又は変更に当たって、地方自治法

第９６条第２項に基づく議会の議決を経たものをいう。

この場合において、近隣にある市町村であって、定住自立圏形成協定を締

結するものは、宣言中心市と近接し、経済、社会、文化又は住民生活等にお

いて密接な関係を有する市町村であるものとし、宣言中心市に対する通勤通

学割合が０．１以上であること等の要素も考慮して、関係市町村において、

これに該当するか否かを自主的に判断するものとする。 

（２）定住自立圏形成協定に規定する事項

定住自立圏形成協定においては、宣言中心市及びその近隣にある市町村が

連携して人口定住のために必要な生活機能を確保するという観点から、少な

くとも以下の事項について規定するものとする。

① 市町村の名称

定住自立圏形成協定を締結する宣言中心市及びその近隣にある１の市

町村の名称を規定するものとする。 

② 目的

「集約とネットワーク」の観点から、宣言中心市及びその近隣にある

１の市町村が連携して人口定住のために必要な生活機能を確保するため、

自立のための経済基盤を培い、地域の活性化を図ることなど、定住自立

圏形成の基本的な目的を規定するものとする。 

③ 基本方針

宣言中心市及びその近隣にある１の市町村が、④に規定する事項を中

心とする政策分野において行政及び民間機能の集約化・ネットワーク化

を進めることなど、様々な分野で連携を図る旨を規定するものとする。 

④ 連携する具体的事項

連携する具体的事項は、地域の実情に応じて柔軟に定めうるものであ

るが、宣言中心市及びその近隣にある市町村において、定住自立圏全体
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の活性化を通じて人口定住を図るという観点から、様々な取組を対象と

することが期待される。 

特に、「集約とネットワーク」の考え方を基本として、ア 生活機能の

強化、イ 結びつきやネットワークの強化、ウ 圏域マネジメント能力の

強化、の３つの視点から、人口定住のために必要な生活機能を確保して

いく必要がある。 

このため、定住自立圏形成協定においては、ア、イ及びウの視点ごと

に、次に掲げる政策分野のうち少なくとも１以上について、連携する具

体的事項を規定するものとする。 

ア 生活機能の強化に係る政策分野

次に掲げる政策分野のうち少なくとも１以上について、連携する具

体的事項を規定するものとする。これに加えて、ごみ処理、し尿処理、

消防など、従来から広域的な連携により展開してきた取組の更なる推

進を目指して連携・協力する事項についても規定することができる。 

a 医療 

病院と診療所の役割分担による切れ目のない医療の提供、地域医療

を担う医師の育成や派遣、ＩＣＴを活用した遠隔医療その他の医療を

安定的に提供できる体制の確保等に向けた連携 

b 福祉 

高齢者向け住宅や在宅サービス支援の拠点施設の整備支援、他市町

村における地域密着型サービス利用支援、保育所の広域入所その他の

在宅療養・介護・子育てのネットワークの構築等に向けた連携 

c 教育 

小中学校の区域外就学、スクールカウンセラー等の共同活用、中高

一貫校の設置、大学等の高等教育機関との連携強化その他の住民のみ

ならず、三大都市圏の住民が交流居住や移住を選択肢とできるような

質の高い教育環境の整備等に向けた連携 

d 土地利用 

都市機能の集約化等によるまちづくりの推進、規模や地域特性を活

かした農業の展開その他の地域全体の土地利用のあり方に関する連

携 
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e 産業振興 

担い手確保、加工品のブランド化等による農林水産業の振興や、地

場産業の育成、企業誘致、観光資源の開発等による商工業の振興、雇

用機会の確保、中心市街地におけるにぎわいの創出その他の自立のた

めの経済基盤の確立等に向けた連携 

f 環境 

圏域全体でのごみの減量や資源化の推進に向けた実証や啓発に関

する事業、小水力や木質バイオマス等の再生可能エネルギーの活用、

森林吸収源対策の着実な実施等、ＣＯ２吸収に向けた取組の推進や水

源涵養機能の維持等に向けた連携 

g 防災 

圏域全体で災害対策を推進するための広域的な医療搬送、物資の供 

給、避難及び帰宅困難者への情報提供等に向けた連携 

イ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

次に掲げる政策分野のうち少なくとも１以上について、連携する具

体的事項を規定するものとする。 

a 地域公共交通 

地域内外の往来を活発化し、日常生活圏の拡大や利便性の向上を図

るための民間バス路線の再編等の支援、ディマンドバス等の運行その

他の地域公共交通サービスの提供等に向けた連携 

b デジタル・ディバイドの解消へ向けたＩＣＴインフラ整備 

ブロードバンド基盤を各戸に届くまで整備するラスト・ワンマイル

対策や、ＩＣＴを活用した遠隔医療や遠隔教育、テレワークの推進そ

の他の情報流通を密にするＩＣＴインフラの整備等に向けた連携 

c 道路等の交通インフラの整備 

地域内外の交流を促進するための、基幹道路ネットワークの整備や

生活幹線道路の整備その他の広域的な観点から交通インフラの整備

を重点的・戦略的に進めていく取組等に係る連携 

d 地域の生産者や消費者等の連携による地産地消 

食の安全を確保した消費の定着や地域経済の循環を目指して、直売

所や、生産者と消費者が直結した直販システム等を通じた地場産品の
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販売その他の地産地消を進めていく取組等に係る連携 

e 地域内外の住民との交流・移住促進 

三大都市圏の住民との交流を促進し、定住・定着につなげていく取

組その他の子どもの農山漁村での宿泊体験や自然体験を通じて地域

の活性化や地域間の相互理解を深めていく取組等に係る連携 

f a から eまでに掲げるもののほか、結びつきやネットワークの強化に

係る連携 

ウ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野

地域を牽引する人材を確保し育成する取組を中長期的に進めてい

く観点から、次に掲げる政策分野のうち１以上について、連携する具

体的事項を規定するものとする。 

a 宣言中心市等における人材の育成 

b 宣言中心市等における外部からの行政及び民間人材の確保 

c 圏域内市町村の職員等の交流 

d a から cまでに掲げるもののほか、圏域マネジメント能力の強化に係

る連携 

⑤ ④の執行等に係る基本的事項

定住自立圏形成協定に基づく事務の執行については、機関等の共同設

置（地方自治法第２５２条の７等）や事務の委託（同法第２５２条の１

４等）等のほか、民事上の契約等により行い、その形式に応じて規約の

作成等の手続を経ることとなるが、定住自立圏形成協定においても、事

務の執行に係る基本的な事項について規定しておくことが望ましい。 

⑥ 定住自立圏形成協定の期間及び廃止の手続き

定住自立圏形成協定の期間は、宣言中心市とその近隣にある市町村の

連携を安定的に維持・拡大していく観点から、原則として、定めのない

ものとする。 

ただし、定住自立圏形成協定の一方の当事者である市町村から、地方

自治法第９６条第２項に基づく議会の議決を経て廃止を求める旨の通告

があった場合においては、他方の当事者である市町村の意思にかかわら

ず、一定期間の経過後に廃止される旨を規定するものとする。この場合
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において、当該通告後、当該協定が廃止されるまでの期間は、原則とし

て２年間とし、この旨をあらかじめ当該協定に規定するものとする。 

（３）定住自立圏形成協定の締結等に係る留意事項

① 定住自立圏形成協定の締結に当たっては、地域における合意形成の過程

を重視することが必要である。特に、各市町村の住民に対しては、あら

かじめ、当該市町村のホームページを含めたインターネット等各種広報

媒体や住民説明会等を通じて、定住自立圏形成協定案の趣旨及び具体的

内容を周知するものとする。

② 定住自立圏形成協定は、宣言中心市とその近隣にある１の市町村により

それぞれ締結されるものであるが、宣言中心市が１以上の近隣にある市

町村とそれぞれ定住自立圏形成協定を締結することにより、第６（１）

に規定する定住自立圏が形成されることとなる。このため、他の近隣に

ある市町村との定住自立圏形成協定との整合性を図り、地域全体が活性

化するように十分配意する必要がある。

③ 連携を図る政策分野に応じて、例えば、医療法（昭和２３年法律第２０

５号）第３０条の４第１項の規定により都道府県が定める医療計画や、

道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第１５条の４第２

号の規定による地域協議会など、調整を図る必要があるものについては、

定住自立圏形成協定の締結に向けた検討と並行して、各市町村と関係機

関とが十分な協議を行っていくことが必要である。

④ 定住自立圏形成協定の変更又は廃止に当たっても、上記①から③までの

事項に留意するものとする。

⑤ 定住自立圏形成協定は、宣言中心市と当該宣言中心市が属する都道府県

と異なる都道府県に属する近隣にある市町村により締結することができ

ることに留意する必要がある。

⑥ 異なる分野における役割分担を行うため、近隣にある市町村が２以上の

宣言中心市と定住自立圏形成協定を締結することができることに留意す

る必要がある。

（４）広域的な市町村の合併を経た市に関する特例

第４（５）の規定により中心市宣言を行った宣言中心市については、定住

自立圏形成協定に代えて、当該宣言中心市の区域の全部を対象として、（２）

①から④までに規定する事項について定めた定住自立圏形成方針を、地方自
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治法第９６条第２項に基づく議会の議決を経て、策定、変更又は廃止するこ

とができる。 

この場合において、合併関係市のうち人口が最大のものの区域を中心地域、

その他の合併関係市町村の区域を近隣地域とし、それぞれを定住自立圏形成

協定における宣言中心市又はその近隣にある市町村と同様の関係にあるも

のとみなして、必要な事項を規定するものとする。 

（５）定住自立圏形成協定等の公表

宣言中心市及びその近隣にある市町村は、定住自立圏形成協定又は定住自

立圏形成方針（以下「定住自立圏形成協定等」という。）の締結、策定、変更

又は廃止を行ったときは、直ちにこれを公表するものとする。 

第６ 定住自立圏共生ビジョン 

（１）定住自立圏の定義

定住自立圏は、以下のいずれかに該当するものをいう。

① 定住自立圏形成協定を締結した宣言中心市及び近隣にある市町村（以下

「近隣市町村」という。ただし、関係市町村の判断により、「連携市町村」、

「構成市町村」又は「周辺市町村」と呼称することも差し支えない。）の

区域の全部

② 定住自立圏形成方針を策定した宣言中心市の区域の全部

（２）定住自立圏共生ビジョンの定義

定住自立圏共生ビジョンは、宣言中心市が、当該宣言中心市を含む定住自

立圏を対象として（３）に規定する事項について記載するものであって、そ

の策定又は変更に当たって、民間や地域の関係者を構成員として宣言中心市

が開催する協議・懇談の場（以下「圏域共生ビジョン懇談会」という。）に

おける検討を経て、各近隣市町村と当該市町村に関連する部分について協議

を行ったものをいう。

（３）定住自立圏共生ビジョンに記載する事項

定住自立圏共生ビジョンにおいては、以下の事項について記載するものと

する。

① 定住自立圏及び市町村の名称

定住自立圏の名称及び定住自立圏形成協定を締結し、又は定住自立圏

形成方針を策定したすべての市町村の名称を記載するものとする。 
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② 定住自立圏の将来像

当該定住自立圏における将来推計人口（平成３０年３月に国立社会保

障・人口問題研究所が公表したもの（福島県内の市町村にあっては、こ

れに準ずる方法により推計したもの）に基づくものに限る。）、行政及び

民間分野に係る都市機能の集積状況の現状等を記載した上で、定住自立

圏全体で人口定住のために必要な生活機能を確保するため、自立のため

の経済基盤を培い、地域の活性化を図るという観点から、当該定住自立

圏の将来像を提示するものとする。 

この将来像には、上記将来推計人口を踏まえつつ算出した、定住自立

圏の取組の結果実現されるべき中長期的な将来の人口、高齢化率等の目

標を含むものとする。また、定住自立圏を形成する市町村における行政

需要や経営資源についての客観的・中長期的な将来推計についても含む

ことが望ましい。 

③ 定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的取組

②の規定により提示する将来像の実現に向けて、各定住自立圏形成協

定等において規定された事項に基づき、関係市町村が連携して推進して

いく具体的取組の内容を記載するものとする。 

取組の記載に当たっては、具体的内容や実施スケジュール等に加えて、

関連する市町村の名称及び根拠とする各定住自立圏形成協定等の規定を

明確に記載するものとする。併せて、予算措置を伴うものにあっては、

総事業費や各年度の事業費等の見込みも含めて記載するものとする。 

④ 定住自立圏共生ビジョンの期間

定住自立圏共生ビジョンの期間を記載するものとする。この場合にお

いて、当該期間は、おおむね５年間とし、毎年度所要の変更を行うもの

とする。なお、定住自立圏共生ビジョンの期間が満了する際は、⑤で定

める成果指標（KPI:Key Performance Indicator）等の達成状況等を踏ま

えて次期の定住自立圏共生ビジョンを策定するものとする。 

⑤ 成果指標

定住自立圏共生ビジョンに記載する具体的取組に関しては、明確な成果

指標を設定し、進捗管理を行うものとする。

（４）圏域共生ビジョン懇談会の構成員等

圏域共生ビジョン懇談会の構成員は、定住自立圏共生ビジョンの策定又は
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変更に当たって関係者の意見を幅広く反映させるため、定住自立圏の取組内

容に応じて、医療、福祉、教育、産業振興、地域公共交通等定住自立圏形成

協定等に関連する分野の代表者や、地域コミュニティ活動・ＮＰＯ活動の関

係者等に加えて、大規模集客施設、病院等都市集積が生じている施設等の関

係者を含めることが望ましい。 

圏域共生ビジョン懇談会における定住自立圏共生ビジョンの検討に当たっ

ては、具体的取組に関する成果指標等の達成状況等を考慮するものとする。 

（５）定住自立圏共生ビジョンに関する近隣市町村との協議

宣言中心市は、定住自立圏共生ビジョンの策定又は変更に当たって、各近

隣市町村に関連する部分について当該市町村と個別に協議を行うものとする。 

（６）定住自立圏共生ビジョンの写しの近隣市町村への送付及び公表

宣言中心市は、定住自立圏共生ビジョンの策定又は変更を行ったときは、

直ちに近隣市町村にその写しを送付し、これを公表するものとする。 

（７）定住自立圏共生ビジョンに関する意見交換

宣言中心市は、定住自立圏共生ビジョンに関し意見交換を行うため、少な

くとも一年に一回、圏域内の全ての市町村長による懇談の場を設けるものと

する。 

（８）その他

近隣市町村は、定住自立圏共生ビジョンの実現を通じた圏域としての取組

の深化に向けて、宣言中心市とともに主体的・積極的に圏域施策に参画し、

圏域全体のネットワーク強化に努めるものとする。 

第７ 中心市に係る特例 

隣接する２つの市（各市が第３②及び③に規定する要件を満たすものに限る。）

の人口の合計が４万人を超えるときは、当該２つの市を合わせて１つの中心市と

みなすことができる。 

この場合において、第４（１）から（４）までに規定する中心市宣言書、第５

（１）から（３）まで及び（５）に規定する定住自立圏形成協定並びに第６に規

定する定住自立圏共生ビジョンの作成、締結、策定、変更、取消し、廃止、写し

の送付若しくは公表又は第８に規定する写しの送付については、当該２つの市が

共同して連名により行うものとする。 

また、第３に規定する要件を満たさないものの、一定の都市機能を有し、通勤・
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通学等において密接な関係を有する生活経済圏域の拠点的な都市としての役割

を果たすものとして総務省が別に通知で定める要件を満たす市については、当該

市を中心市とみなすことができる。 

第８ 中心市宣言書等の写しの送付 

（１） 中心市宣言書の写しの送付

宣言中心市は、第４（４）の規定による中心市宣言書に関する公表を行っ

たときは、当該宣言中心市の属する都道府県及び第４（２）④及び⑤の規定

により名称を記載された市町村の属する都道府県並びに総務省にその写し

を送付するものとする。 

（２） 定住自立圏形成協定等又は定住自立圏共生ビジョンの写しの送付

宣言中心市は、第５（５）の規定による定住自立圏形成協定等又は第６（６）

の規定による定住自立圏共生ビジョンに関する公表を行ったときは、その写

しを当該宣言中心市の属する都道府県及び総務省に送付するものとする。 

近隣市町村は、第５（５）の規定による定住自立圏形成協定に関する公表

を行ったとき又は第６（６）の規定による宣言中心市からの定住自立圏共生

ビジョンの写しの送付を受けたときは、その写しを当該近隣市町村の属する

都道府県に送付するものとする。 

（３） 総務省による送付

総務省は、（１）及び（２）の規定による中心市宣言書、定住自立圏形成

協定等又は定住自立圏共生ビジョンの写しの送付を受けたときは、その写し

を速やかに関係府省に送付するものとする。 

第９ 市町村に対する助言及び支援 

（１） 都道府県による助言及び支援

都道府県は、当該都道府県内の市町村における定住自立圏に関する取組に

ついて、必要に応じて、広域の地方公共団体として、助言を行うとともに、

支援を行うことが期待される。特に、医療、産業振興、地域公共交通、イン

フラの整備等都道府県が担任する事務について、定住自立圏に関する取組と

円滑に連携できるよう調整を図ることが期待される。 

また、都道府県は、当該都道府県内の定住自立圏に関する取組について、

必要に応じて、総務省に情報の提供を行うとともに意見の交換を図るものと
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する。 

（２） 総務省による助言及び支援

総務省は、中心市宣言書の作成等に関して事前に助言の求めがあった場合

や、宣言中心市から第８（１）及び（２）の規定による中心市宣言書、定住

自立圏形成協定等又は定住自立圏共生ビジョンの写しの送付を受けた場合

などには、必要に応じて、定住自立圏に関する取組について助言を行うとと

もに、国と関係地方公共団体間の連絡調整を行うものとする。 

また、総務省は、宣言中心市及び近隣市町村が締結、策定又は変更した定

住自立圏形成協定等及び定住自立圏共生ビジョンであって、第８（２）の規

定により送付を受けたものに基づく当該市町村の取組に対して、必要な支援

を行うものとする。この場合において、総務省は、関係府省と連携し、当該

取組に対する国による支援について、地方公共団体に対して、分かりやすい

形で情報を提供するものとする。 

第 10 その他 

この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に伴い必要な事項は、総務

省が別に通知で定めるところによるものとする。 

附 則 

第１ 施行期日 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、先行実施団体と

して総務省が別に通知で定める市町村及びその近隣にあって当該市町村と人

口定住のために連携する意思を有する市町村においては、平成２１年１月１

日から、この要綱の規定による中心市宣言、定住自立圏形成協定等又は定住

自立圏共生ビジョンに関する取組を行うことができる。 

第２ 中心市の要件、定住自立圏形成協定等又は定住自立圏共生ビジョンに関す

る特別の助言 

当分の間、総務省は、本則第８（１）及び（２）の規定による中心市宣言

書、定住自立圏形成協定等又は定住自立圏共生ビジョンの写しの送付を受け

た場合において、当該送付を行った市が本則第３に規定する要件を満たさな

いとき、本則第５（２）に規定する事項が定住自立圏形成協定等に記載され

ていないとき等この要綱に基づく定住自立圏と明らかに異なる取組が行われ
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ているものと認められるときは、速やかに関係市町村に対して必要な助言を

行うものとする。 

附 則 

第１ 施行期日 

この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。 

第２ 経過措置 

この要綱による改正前の定住自立圏構想推進要綱の規定に基づく中心市の

要件を満たしている市については、平成２７年９月３０日までの間（東日本大

震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成２３年法律

第４０号）第２条第２項に規定する特定被災地方公共団体にあっては、当分の

間）、中心市宣言を行うことができる。 

第３ 中心市宣言済の団体に係る取扱い 

この要綱による改正前の定住自立圏構想推進要綱の規定、附則第２の規定

又はこの要綱による改正後の定住自立圏構想推進要綱本則第３②イの規定に

より中心市宣言を行った市については、定住自立圏形成協定若しくは定住自立

圏形成方針又は定住自立圏共生ビジョンに関する取組を行うことができる。 

附 則 

第１ 施行期日 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

第１ 施行期日 

この要綱は、平成２８年９月２３日から施行する。 

附 則 

第１ 施行期日 

この要綱は、平成２９年１０月５日から施行する。 

第２ 経過措置 

 この要綱による改正前の定住自立圏構想推進要綱の規定に基づく中心市の

要件を満たしている東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成
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に関する法律（平成２３年法律第４０号）第２条第２項に規定する特定被災

地方公共団体については、当分の間、中心市宣言を行うことができる。 

第３ 中心市宣言済の団体に係る取扱い 

この要綱による改正前の定住自立圏構想推進要綱の規定又は附則第２の規

定により中心市宣言を行った市については、定住自立圏形成協定若しくは定住

自立圏形成方針又は定住自立圏共生ビジョンに関する取組を行うことができ

る。 

附 則 

第１ 施行期日 

この要綱は、平成３０年９月３日から施行する。 

附 則 

第１ 施行期日 

この要綱は、令和３年６月９日から施行する。 

181


	資料編（２）地方単独施策に関する事業要綱等
	01_地域活性化事業
	02_連携中枢都市圏の取組の推進
	03_定住自立圏構想の推進
	04_地域総合整備資金貸付要綱
	05_森林林業振興対策
	06_農山漁村地域活性化対策
	07_へき地保険医療等に対する地方財政措置について
	08_小規模集合排水処理施設整備事業実施要綱
	09_個別排水処理施設整備事業実施要綱
	10_子ども農山漁村交流プロジェクトについて
	11_地域おこし協力隊について
	12_集落支援員について
	13_外部専門家（地域力創造アドバイザー）制度について




