
*：全ての市町村が連携
・：一部の市町村と連携

熊本市 広島市 北九州市 静岡市 新潟市 岡山市

圏域市町村がそれぞれの個性と特性に磨きをかけ、魅力を高め、
ひとつとなって大きな力となり、九州中央の交流拠点を目指してい
く

誰もが"住み続けたい”"住んでみたい”広島広域都市圏
北九州都市圏域では、迫り来る人口減少への対策として、圏域
の市町が連携し、「住みやすく、人を惹きつける圏域」を目指す

海・山・街道を活かした多極連携・交流都市圏
～日本の中心！住みたいまち　訪れたいまち　活力あふれる
豊かな圏域を目指して～

人々が誇りを持って住み続けたいと思えるような圏域を創造 つながり、創造する。躍動！岡山都市圏

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

○「ローカル経済圏」の構築に向けた仕組みを創る
　*広島広域都市圏産業振興研究会における連携施策の検
討
　*広島広域都市圏地域共通ポイント制度の導入

○経済戦略の策定
　*北九州地域連携懇談会や圏域市町の長による定期的な協
議の開催

○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
　*計画の推進・進捗管理

○産学金官民が一体となった経済成長の推進
　・新潟広域都市圏ビジョン懇談会設置・運営

○圏域全体の戦略的な産業振興に向けた仕組みの構築
　*圏域経済データ等の活用

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

○リーディング産業の育成
　*産学連携支援事業
　*医療・介護・健康サービス産業支援
　*技術力向上支援
　*中小企業知的資産経営推進

○新産業の育成、創業支援
　*環境・エネルギー関連分野の事業化支援
　*医療・福祉関連産業の育成
　*新成長ビジネス事業化支援事業
　*大学発ベンチャー創出支援事業
　*創業・ベンチャー支援事業

○戦略産業の育成
　*異業種マッチング事業
　*創業支援事業
　*圏域における自動車産業振興事業

○戦略産業の育成
　*起業・創業支援情報発信サイトの運用事業
　*起業・創業支援事業
　・海洋産業クラスター創造事業

○創業促進や地域企業等の成長促進
　・新潟地域産業見本市開催
　・首都圏等見本市共同出展
　・にいがた若手商人塾開催
　・若年層ＩＣＴスキルアップ
　・NIIGATA SKY PROJECT

○強みをいかした新たな産業の創出・育成
　・地域産業創出・新商品開発促進
○安定した雇用の創出と人材の確保
　・企業立地・支援
　・中小企業の経営健全化・人材確保等支援

ｃ 地域資源を活用
した地域経済の裾
野拡大

○６次産業化及び農商工連携の推進
　*農商工連携促進事業
　*くまもと食の復興PR・ブランド化推進事業（国内販路拡大）
　*くまもと食の復興PR・ブランド化推進事業（復興支援プロモー
ション）
　*農商工連携促進事業（農商工連携サイト事業）
　*くまもと食の復興PR・ブランド化推進事業（海外販路拡大）

○ものづくり産業の強化
　*自動車産業経営者会の開催
　*多面的企業力向上研修会
　*広島自動車産業開発技術力向上研究会
　*地域における人財活用に関する調査・研究
　*ものづくり販路開拓支援事業
　*デザイン活用促進事業
　*デザインネットワーク推進事業
　*ひろしまグッドデザイン賞の実施
　*広島広域都市圏における企業誘致活動の連携
○中小企業の経営強化
　*中小企業支援センター事業
○圏域の特産品の販路拡大の促進
　*圏域特産品の販売促進事業
　*圏域特産品の海外向け商談会の開催
○圏域内で生産された農産物の消費拡大
　*地産池消の促進に向けた学校給食におけるモデル事業
　*「広島広域都市圏農作物生産・出荷促進商談会」の開催
　*広島広域都市圏地産地消PR事業
○健全な森林の育成・保全
　*中山間地域自伐林業支援事業
○水産資源の確保
　*広島かき採苗安定強化事業
　*広島湾七大海の幸PR事業

○地域資源を活用した地域経済の裾野拡大
　*北九州空港物流拠点化事業
　*マッチングコーディネート事業
　*試験研究における広域連携

○地域資源を活用した地域経済の裾野拡大
　*アンテナショップ開設事業
　*海外展開・対日投資促進事業
　・水産物を活用した産業活性化事業
　・お茶を活用したシティプロモーション推進事業

○地域資源を活用した地域経済の裾野拡大
　・食材ブランド力強化

○地域資源をいかした商品や農産物の販路開拓・拡大
　・新規需要創出・喚起促進
　・特産農産物ＰＲ
　・食品製造業見本市共同出展

ｄ 戦略的な観光施
策

○観光プログラムの充実
　*「食」による観光振興
○観光客の受入環境整備
　*広島広域都市圏の周遊観光情報の発信の強化
　*無料公衆無線ＬＡＮ環境の広域整備による外国人観光客
誘致事業
　*広島駅観光案内所の運営
　*広島バスセンター観光案内所の設置・運営
○国際会議等の誘致
　*ＭＩＣＥ受入態勢の充実

○戦略的な観光施策
　*連携中枢都市圏「北九州都市圏域」による「きりん」の輝き推
進事業（地方創生推進交付金事業）
　・広域観光連携事業
　*東九州自動車道沿線自治体との連携強化による観光戦略
　*クルーズ船入港時におけるＰＲ活動
　*大規模イベント等の開催・支援

○戦略的な観光施策
　*静岡地域連携ＤＭＯ推進事業
　*体験観光推進事業
　*外客誘致推進事業
　*観光イベント支援事業
　*大井川流域ニューツーリズム推進事業
　*山の散策・ハイキングコース整備事業
　*街道文化発信事業
　*静岡中部地域サイクルツーリズム推進事業
　*来訪交流人口拡大事業

○戦略的な観光施策
　・外国人観光客受入環境整備
　・広域観光周遊ルート形成
　・観光動向調査
　・新潟港クルーズ客船誘致受入
　・新潟市まちなか・観光交流拠点等整備

○国内外に開かれた広域観光の推進
　・伝統工芸品発信
　*圏域内周遊に向けた歴史・文化資源発信
　・岡山型ヘルスツーリズム拠点化
　・アートイベントの連携による情報発信

e その他、圏域全
体の経済成長のけ
ん引に係る施策

○物流機能の強化
　*熊本港利用促進

○「若者人財」の地産地活を支援する
　*「有給長期インターンシップ」モデル事業
　*広島広域都市圏ＵＩＪターン促進協議会の設置・運営

○その他経済成長のけん引に係る取組
　・北九州市Ｕ・Ｉターン応援プロジェクト
　*留学生による地域の魅力発見、愛着醸成事業

○その他、圏域全体の経済成長のけん引に係る施策
　・新潟市北京事務所活用

各政令市　連携中枢都市ビジョンの比較

ア　圏域全体の
経済成長のけん
引

ビジョン区分

目指す圏域の姿

別添資料１



熊本市 広島市 北九州市 静岡市 新潟市 岡山市ビジョン区分

a 高度な医療サー
ビスの提供

○高度な医療サービスの提供
　*熊本市民病院における総合周産期母子医療センター
　*がんサポートセンター

○効果的・効率的な医療サービスの提供体制の構築
　*救急相談センターの設置・運営
　*ＩＣＴを活用した地域医療支援
○圏域北部における拠点病院の整備
　*広島市立安佐市民病院の拠点性強化

○高度な医療サービスの提供
　・高度急性期医療等の提供

○高度な医療サービスの提供
　*感染症患者への対応（第１種感染症指定医療機関）

○高度な医療サービスの提供
　・高度医療サービス提供

b 高度な中心拠点
の整備・広域的公
共交通網の構築

○中心拠点施設の整備
　*桜町地区再開発事業
　*桜町・花畑周辺地区まちづくり推進事業
　*熊本駅白川口駅前広場整備事業

○圏域内の公共交通網を充実・強化する
　*圏域内公共交通網の充実・強化
　*圏域内の広域幹線道路ネットワークの充実・強化

○圏域の中心拠点の整備及び圏域内外を結ぶ交通環境の強
化
　・小倉駅周辺賑わい創造事業の推進
　・小倉駅新幹線口魅力創出事業（砂津緑地の整備）
　・折尾地区総合整備事業
　・下関北九州道路の整備促進

○高度な中心拠点の整備・広域的公共交通網の構築
　*鉄道駅交通結節点改善事業
　*東名新インターチェンジ整備事業

○高度な中心拠点や圏域内外へのアクセス拠点の整備
　・新潟駅周辺整備
　・新潟空港利用活性化

○広域道路交通網の整備促進
　・地域高規格道路「空港津山道路」の整備促進
　・中国横断自動車道岡山米子線による交流促進
　・岡山市と早島町を結ぶ国道２号線幹線道路の渋滞対策
の促進

c 高等教育・研究
開発の環境整備

○人材の育成支援
　*大学コンソーシアム関連事業
　*女性の活躍推進事業の推進

○地域貢献人材を育成する大学のネットワークを支援する
　*観光振興による「海の国際文化生活圏」創生に向けた人
材育成事業

○高等教育及び研究開発の環境整備
　・圏域の自動車産業の高度化を支える産業人材育成事業

○高等教育・研究開発の環境整備
　*高等教育のあり方検討推進事業
　・海洋産業クラスター創造事業（再掲）

○高等教育・研究開発の環境整備
　・農業活性化研究センター活用

ｄ その他、高次の
都市機能の集積・
強化に係る施策

○その他高次の都市機能の集積及び強化に係る取組
　*北九州空港の機能拡充・利用促進
　・北九州地方裁判所昇格期成会

○ＥＳＤによる人づくりとネットワーク化の推進
　*ＥＳＤ実践
○市民活動の広域展開と市民協働の推進
　・ＮＰＯ法人等の「こんなことできますリスト」等の情報発信
　・官民協働事業の促進
　・多様な主体による課題解決マッチング
　・市民活動ノウハウ移転支援
　・地域における協働の仕組みづくりに関する情報交換

a 地域医療

○地域医療の充実
　・在宅医療に関する講演会等への圏域住民の参加
　・二次救急医療体制の充実
　・医療機関の情報共有・相互連携

○地域医療提供体制の確保
　・広島都市圏における救急医療体制の検討
　・広島地区病院群輪番制病院運営費補助
　・安佐地区病院群輪番制病院運営費補助

○地域医療
　・二次医療圏域における在宅医療介護連携推進事業

○地域医療分野
　*若年性認知症フォーラム開催事業

○地域医療
　・訪問看護普及啓発

ｂ 介護
○地域包括ケアの推進
　・在宅医療相談支援窓口運営事業

○介護
　・ケアマネジメント支援事業

○在宅医療・介護の推進
　・地域包括ケアシステム構築推進連携

ｃ 福祉

○子育て支援の充実
　・地域子育て支援拠点施設における圏域住民の利用
　・病児・病後児保育における圏域住民の利用
○高齢者、障がい者等への支援
　・障がい者虐待に関する通報等受付業務の夜間・休日相談体
制の共同委託
　・市民後見人養成講座への圏域住民の参加
　・福祉有償運送に係る運営協議会の開催
　・支援学校での児童・生徒の授業時間外の預かり
○ＤＶ被害者への支援等
　*配偶者暴力相談支援センターにおける圏域住民の利用等

○子育て支援・教育の充実
　*病児・病後児保育事業の広域利用
　*一時預かり保育事業の広域利用
　・放課後児童クラブ職員等専門研修
　・青少年支援メンター制度の運営
　・ひとり親家庭学習支援事業
　・生活困窮世帯学習支援事業

○福祉
　*保育所等の広域入所
　*子育て支援センターの広域利用
　*北九州市立母子・父子福祉センターの広域利用
　*赤ちゃんの駅事業
　*青少年の健全育成（若者の自立支援）

○介護・福祉、結婚・子育て
　*出会い結婚サポート事業
　*生活困窮世帯等子どもの学習・生活支援事業
　*障がいに対する啓発・広報活動の推進事業
　*子育て支援事業

○福祉
　・子育て支援パスポート利用促進
　・子育て支援センター相互利用

○子育て支援の充実
　・保育園等の広域入所

ｄ 教育・文化・ス
ポーツ

○公共施設の有効利用
　・図書館における圏域住民の相互利用
　・圏域内の歴史・文化等を巡るパスポート作成
　・公共施設の共同利用の推進等
　・益城町への学校給食の提供
○文化及び学術の振興
　・圏域内遺跡の調査研究及び保存活用に関する連携
　・記念館主催の講座開催、講師派遣等の共同実施
　・博物館等主催の講座への圏域住民の相互参加

○文化財・伝統文化の活用・保全
　・毛利氏関連の博物館等施設による連携事業
　・”神楽”まち起こし協議会事業

○教育、文化及びスポーツ
　・公共図書館連携事業
　*北九州市立大学公開講座
　*スポーツ活動の機会の充実
　*文化芸術振興のための情報共有・発信

○教育・文化・スポーツ
　*サイエンスキッズ育成事業
　*大学連携事業
　*図書館サービスの利用拡大
　・３館文学めぐり事業

○教育・文化・スポーツ
　・公共施設等相互利用（公共施設等総合管理計画）
　・図書館相互利用
　・公民館相互利用
　・スポーツ施設相互利用
　・生涯学習人材バンク情報共有
　・文化・観光施設利用促進
　・文化交流拠点施設等整備

○教育分野における交流の強化
　・学校教育に関する情報共有
　・交流学習
○圏域の活性化に向けたスポーツ振興
　*「ファジアーノ岡山」、「岡山シーガールズ」の支援
　*大規模なスポーツ大会等の受入体制の整備

e 土地利用
○空家対策等都市空間に関する課題への対応
　・空家対策等都市空間に関する課題の検討・協議

○土地利用
　・コンパクトシティ推進

f 地域振興

○消費者の保護
　・消費生活センターにおける圏域住民の相互利用
○企業誘致の促進
　・企業誘致情報の相互発信及び誘致活動の共同実施
○新規就農者への支援
　・新規就農者向け研修会の共同実施
　・新規就農者が参加する実践研修の受入先農家の情報共有
○観光の振興
　・国内観光客誘致のための観光企画の開発
　・都市圏内まつり等交流ＰＲの共同実施
　・海外観光客誘致のためのＰＲ及び観光施策の共同実施
　・世界かんがい施設遺産を活用した農村・観光振興

○雇用機会の確保
　・区役所に設置した就労支援窓口の広域利用
○観光資源の共同開発・ＰＲ
　・広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会事業
　・既存の山歩きルートを生かした新しい観光事業等の創出
○農業の担い手の確保
　・新規就農者育成事業
○地域におけるにぎわいの創出
　・みなとオアシスにぎわいづくり

○地域振興
　*若者を対象とした就労支援
　*働き方改革推進事業
　*ウーマンワークカフェ北九州運営事業
　*域内高等教育機関ネットワーク構築事業
　*農業の新たな担い手の育成・確保
　・北九州市契約野菜制度の圏域への拡大
　・農産物の生産・販売連携によるブランド力の強化
　・有害野生鳥獣被害対策事業（ニホンザル対策）

○地域振興分野
　・ＪＲ駅前等賑わい創出事業
　*女性の活躍促進事業
　*多文化共生啓発事業
　*中部５市２町広域連携ＰＲ事業

○地域振興
　・新津丘陵西山三山観光情報連携発信
　・信濃川やすらぎ堤賑わい創出
　・潟ツーリズム推進

○広域的な農作物被害の減少
　・有害鳥獣対策研究

ｇ 災害対策

○災害等への対応
　*災害訓練における広域的な避難体制の構築及び災害時にお
ける相互応援の実施
　・消防業務の広域化
　*みなし仮設入居者に対する見回り等

○災害対策
　・消防指令業務の共同運用に係る調査研究事業
　・火災原因調査鑑識・鑑定連携事業
　・遠賀川流域市町による災害時の避難者受入れに関する連
携体制の構築
　*大規模災害時の支援に関する連携体制の構築

○災害対策分野
　*災害対策のための相互協力事業
　*火災調査の広域支援事業

○災害対策
　・災害時相互援助
　・上水道の安定供給の推進

ｈ 環境

○環境の保全
　・水源かん養林の整備の共同実施
　・くまもと地下水財団への参画
　・レジ袋削減推進体制の整備
○生活基盤の整備
　・公共下水道施設の相互利用

○環境負荷の低減
　・低床低公害バス車両購入費補助
　・下水汚泥の共同処理の検討

○環境
　・環境保全・循環型社会構築に向けた取組の推進
　*地域エネルギー政策の広域化
○上下水道
　*上水道事業の発展的広域化の検討
　*下水道事業の広域化の検討

○環境分野
　*水環境の保全事業
　*地球温暖化対策の推進（環境教育の推進）

○環境
　・木質バイオマス供給推進
　・一般廃棄物処理施設相互応援

○河川環境保全の推進
　・河川の水質改善と環境保全推進
○安定したごみ処理の推進
　・ごみ焼却処理相互支援
　・広域ごみ処理施設整備

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
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熊本市 広島市 北九州市 静岡市 新潟市 岡山市ビジョン区分

a 地域公共交通

○持続可能な地域公共交通網の形成
　*地域公共交通網の形成
　・鉄道交通の確保のための連携
　*公共交通の利用促進

○生活交通の維持・確保
　・バス運行対策費補助
　・生活航路への助成

○地域公共交通
　*公共交通ネットワークの確保・維持のための検討
　・筑豊電気鉄道確保維持改善事業

○地域交通インフラ分野
　*都市間交通の利便性向上事業

○地域公共交通
　・広域交通（県内都市間高速バス）維持
　・生活交通（地域間幹線系統バス路線）維持
　・生活交通（コミュニティバス）確保
　・パーク＆ライド推進

○生活交通による公共交通ネットワークの充実
　・御津・建部地域と久米南町を結ぶ地域間路線の再構築
　・灘崎地域と玉野市を結ぶ地域間路線の構築
　・岡山市内鉄道駅と赤磐市を結ぶ地域間路線の構築
○公共交通ネットワークの利便性の向上
　・ＪＲの利用促進と駅機能強化
　・岡山市と吉備中央町のバス路線の再構築
　・西大寺地域と瀬戸内市のバス路線の再構築
　・岡山空港からの宇野港までの直通バスの導入

ｂ ICTインフラ整備

○ＩＣＴを活用した広域的な情報発信
　・オープンデータの共同発信事業
　・ホームページ情報の広域的な発信
　・インターネットラジオを活用した災害情報発信

○ＩＣＴ環境の整備・有効活用
　・超高速ブロードバンド環境の整備に係る研究会の開催
　・地図情報の共同利用等に係る連携事業
　・町内会・自治会等情報ポータルサイトの構築及び運用

○情報通信技術インフラの整備
　*コンタクトセンターテレワーク拡大・推進事業
　*圏域における地理空間情報プラットフォーム整備事業

○ＩＣＴインフラ整備分野
　*公衆無線ＬＡＮ整備事業

ｃ 道路等の交通イ
ンフラの整備・維持

○広域的道路網の構築
　・広域的道路網の整備の促進を図る期成会活動の共同実施

○交通インフラの整備及び維持
　*圏域内道路交通のネットワーク化にかかる連携
　・東九州自動車道の整備促進に係る要望活動の連携
　・楠橋楠北１号線の整備

○道路等の交通インフラの整備・維持
　・国県道整備

ｄ 地域の生産者や
消費者等の連携に
よる地産地消

○地産地消の推進
　・収穫・調理実習等を行う生産者、市民団体等への支援、情報
発信
　・学校給食における地産地消の推進

○圏域内産品の地産地消
　・”食と酒”まち起こし協議会事業

○地産地消
　*学校給食における地産地消推進事業
　*北九州都市圏域水産物直販施設販売力向上事業

e 地域内外の住民
との交流・移住促
進

○都市と農村の交流の促進
　・農作業体験型交流事業に関する圏域情報の共有
○移住・定住の促進
　・ＵＩＪターン希望者等と地元企業との就職促進会の共同実施等

○交流・移住・定住の促進
　*交流・移住・定住促進に係る広域連携事業
　*民泊の促進による圏域の活性化事業
○圏域内住民の交流促進
　*圏域内連携・交流促進事業
　・ひろしま北里山マスター制度の運用

○交流及び移住の促進等
　・子ども文化パスポート事業
　*移住・定住促進事業（地方創生推進交付金事業）

○地域内外の住人との交流・移住促進分野
　*移住促進事業
　*静岡市移住支援センター運営事業
　・ＵＩターン推進事業
　*テレワーク推進事業
　*中部５市２町イベントニュース発行事業

○地域内外の住民との交流・移住促進
　・移住・定住促進

○圏域内への移住・定住の促進
　*移住促進連携

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

○安全・安心な暮らしの確保
　*消費者被害に関する広域的情報共有体制の構築
　・自転車運転免許制度の広域的運用
　・広島広域都市圏空家等対策研究会の開催

○公共施設の最適化
　・公共施設の質・量の適正化に向けた仕組み構築
　・公共施設の相互利用の仕組み構築
　・図書館相互利用

a 人材の育成

○職員の育成
　・職員の派遣及び人事交流の実施
　*選択研修、法務研修等の圏域職員の参加
　*熊本市主催講演会の圏域職員の参加

○職員の育成・確保
　・家屋評価実務研修
　*技術系職員のＯＢ人材登録制度の運用
　*圏域内職員人事交流・研修事業

○人材の育成
　*新任課長・係長研修の実施
　*水道技術研修の実施
　・消防法令に基づく規制業務に関する職員の育成

○圏域の自立を担う人材・団体の育成
　*生涯学習推進事業

○人材の育成
　・職員研修交流
　・水道分野専門別研修
　・教職員人材育成

b 外部からの行政
及び民間人材の確
保

○外部人材の活用による圏域の活性化
　・人材マッチング推進事業

c 圏域内市町村の
職員等の交流

○圏域の市町職員の交流
　*企画立案研修の合同実施
　*職員派遣研修についての検討

○自治体職員の育成
　*圏域内市町職員の人事交流
　*合同人材育成研修会の開催

○圏域内市町村の職員等の交流
　・職員派遣交流
　・教職員交流

○圏域内市町の職員の育成
　・人事交流・育成

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

○機関等の共同設置
　・行政不服審査の審査請求に係る第三者機関の共同設置

○事務の効果的・効率的な執行
　*圏域内情報発信体制の構築
　・備品等の相互利用体制の構築
　・航空写真撮影事務
　・下水道指定工事店の指定制度の広域的運用
　*事務の共同化・広域連携

○その他圏域マネジメント能力の強化に係る取組
　*航空写真撮影及び写真地図データ等の共同作成
　*技術職員の相談体制の構築

65 79 67 50 46 42事業数

ウ　圏域
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