
（仮称）さっぽろ連携中枢都市圏について

◇（仮称）さっぽろ連携中枢都市圏の概要  Ｐ３ 

 連携中枢都市圏Ｑ＆Ａ  Ｐ１０ 

◇参 考 資 料  連携中枢都市宣言書（札幌市が作成したもの） 別添のとおり 

新たな広域連携制度の概要をご紹介するとともに 

江別市が連携を進めていくことについて 

パブリックコメントを募集します 

国は、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、連携中枢都市圏の制度を平成26年に創設し

ました。 

この制度は、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ものです。 

こうしたことを背景に札幌市では、当制度を活用した「（仮称）さっぽろ連携中枢都市圏」を形成

すべく、平成30年 11月 28日に、連携中枢都市となる宣言を行いました。 

「（仮称）さっぽろ連携中枢都市圏」では、札幌市が中心となり、江別市のほか小樽市、千歳市、

岩見沢市、恵庭市、北広島市、石狩市、長沼町、当別町、南幌町、新篠津村との連携を想定していま

す。 

この圏域が成立した場合、豊かな自然や景観、農業をはじめとした多様な産業、空港や港湾などの

交通の要衝、大学や研究機関等の知の集積といった様々な特徴を有している市町村が集まることとな

り、それらの特徴を掛け合わせた様々な取組を行うことで、単独の市町村による取組以上の強みが得

られると考えられます。 

つきましては、「（仮称）さっぽろ連携中枢都市圏」の概要を市民の皆さんへご紹介すると共に、江

別市が連携をしていくことについて、広くご意見を募集いたします。
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◇募 集 期 間   平成３０年１２月１２日（水）～平成３１年１月１５日（火） 

１７時１５分まで（必着） 

◇意見記入様式    別紙「パブリックコメント意見記入様式」又は任意の用紙に、住所・氏名を 

          明記のうえ記入してください。 

◇提 出 方 法   ①持参 江別市役所 ２階 企画課 

         ８時４５分～１７時１５分 （土・日・祝日を除きます。） 

          ②郵送 〒０６７－８６７４ 

              江別市高砂町６番地 

              江別市役所企画政策部企画課 

          ③ファクス ０１１－３８１－１０７１ 

          ④電子メール kikaku@city.ebetsu.lg.jp 

          ※ いずれの提出方法も期限必着といたします。 

          ※ 電話での受付はいたしませんので、ご了承ください。 

◇公 表 方 針   お寄せいただいた意見は、個人を特定できる箇所を除き、市ホームページ等 

で公開する予定です。なお、意見提出者への個別通知はいたしません。 

◇問い合わせ先   江別市役所企画政策部企画課 

           電話番号 ０１１－３８１－１０１５（直通） 
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・新規採用職員の合同研修 

・首都圏向け札幌圏域シティプロモーション 

・小学生を対象とした演奏鑑賞機会の提供 

・首都圏での移住フェア 

■（仮称）さっぽろ連携中枢都市圏の概要         

１ 石狩管内の広域連携の現状

■現在、江別市を含む石狩管内では、札幌市・江別市・千歳市・恵庭市・北広島市・石狩市・当

別町・新篠津村の８市町村によって構成される札幌広域圏組合により、圏域にまたがる共同ソフ

ト事業に取り組んでいます。 

札幌広域圏組合の主な事業

【札幌広域圏組合の現状】
・札幌広域圏組合では、構成市町村からの出資金を運用し、その運用益を主な財源として事業

を実施 

・低金利による運用益の減少 

約 23,000千円（平成29年度実績） 

約 17,000千円（平成30年度予算）⇒ 今後も減少が見込まれる 

■この様な財政状況を背景に、札幌広域圏組合では、存廃を含めたあり方について検討がなさ

れている 

●全国的な人口減 

 ⇒ 札幌周辺の多くの市町村でも人口減 

●地域間競争の激化 

■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への懸念 

●特徴ある産業、分譲中の工業団地 

●景観･食･自然などの魅力的な観光資源 
■連携強化による活力ある社会経済維持 

 の可能性 

圏域内の活力を維持し、魅力あるまちづくりを進めるため 

○圏域内の様々な資源を活用した連携の強化 

○行政コストの削減や事務事業の効率化 が必要 

広域連携の現状
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ア 圏域全体の経済成長のけん引 ウ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上

ａ 経済戦略の策定、体制整備 
ｂ 産業クラスターの形成、戦略産業 
  の育成 
ｃ 地域資源を活用した地域経済の裾 
  野拡大 
ｄ 戦略的な観光施策 
ｅ その他施策

＜Ａ 生活機能の強化に係る政 
  策分野＞ 
ａ 地域医療 
ｂ 介護 
ｃ 福祉 
ｄ 教育・文化・スポーツ 
ｅ 土地利用 
ｆ 地域振興 
ｇ 災害対策 
ｈ 環境 

＜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 
ｂ ＩＣＴインフラ整備 
ｃ 交通インフラの整備・維持 
ｄ 地産地消 
ｅ 交流・移住促進 
ｆ その他連携 

＜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 外部人材確保 
ｃ 職員等の交流 
ｄ その他連携 

イ 高次の都市機能の集積・強化

ａ 高度な医療サービスの提供 
ｂ 高度な中心拠点の整備・広域的公 
  共交通網の構築 
ｃ 高等教育・研究開発の環境整備 
ｄ その他施策

２ 連携中枢都市圏構想

■連携中枢都市圏とは、平成26年に創設された新たな広域連携制度です。 

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（＝連携中枢都市）と近隣市町村

（＝連携市町村）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に形成する圏域で、平成30年

11月現在で28の圏域が成立しています。 

【連携中枢都市の要件】
①指定都市、中核市であること ②昼夜間人口比率１以上であること 

※ 道内では札幌・旭川・函館が該当します   

【連携市町村】
連携中枢都市と近接し、経済、住民生活等において密接な関係を有する市町村（主に通勤通学

10％圏）が対象となります。 

実施する取組の概要

■連携中枢都市圏では、次のア～ウに記載のある分野について連携することができます。 

連携中枢都市圏形成の手順

札幌市による
連携中枢都市宣言 
連携中枢都市に
なるという意思表
示を行います
（11/28 宣言） 

連携協約の締結
札幌市と近隣の市町村
が、それぞれの市町村
における議会の議決に
基づき１対１で締結しま
す。 

連携中枢都市圏
ビジョンの策定 

圏域の将来像や具体的取組、
実施スケジュールなどを記載し
た、概ね５年間の事業計画を
札幌市が作成します。 

■連携中枢都市圏は、中心市が連携中枢都市になるという宣言を行い、その後、中枢都市と連携

する市町村が、議会の議決を経て１対１で連携協約を締結することで形成されます。 
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財源的な措置

【連携中枢都市（札幌市）】

●「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」 

の取組に対し 

■圏域人口に応じて、普通交付税措置 

（約4.4億円） 

●「ウ 圏域全体の生活関連機能サービス 

の向上」        の取組に対し 

■人口、面積に応じて、特別交付税措置 

（約1.2億円が上限） 

【連携市町村】

●連携する事業の取組に対し 
■特別交付税措置 

（1,500万円が上限） 
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人口 高齢化率 通勤通

学割合2010 年 2015 年 2010 年 2015 年

札幌市 1,913,545 1,952,356 20.5% 24.9%

小樽市 131,928 121,924 31.5% 37.2% 14.73％

岩見沢市 90,145 84,499 27.8% 32.6% 10.17％

江別市 123,722 120,636 21.8% 27.1% 39.07％

千歳市 93,604 95,648 17.4% 20.9% 6.36％

恵庭市 69,384 69,702 20.8% 25.1% 14.75％

北広島市 60,353 59,064 22.5% 29.0% 41.26％

石狩市 59,449 57,436 23.1% 30.0% 47.74％

当別町 18,766 17,278 24.6% 30.3% 38.12％

新篠津村 3,515 3,329 30.0% 33.0% 7.47％

南幌町 8,778 7,927 23.6% 29.8% 22.33％

長沼町 11,691 11,076 29.7% 34.7% 11.04％

合計 2,584,880 2,600,875 21.5% 25.9%

３ （仮称）さっぽろ連携中枢都市圏

人口等の状況

圏域現状図札幌市

札幌市

札幌市 

恵庭市 

千歳市 

小樽市 

石狩市 

当別町 

江別市 

北広島市 

新篠津村 

岩見沢市 

南幌町 

長沼町 

・オレンジ色 ＝ 現札幌広域圏構成市町村 

・水色 ＝ 近隣市町村 

現在、札幌市を中心に、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村

（札幌広域圏組合の構成市町村）のほか、小樽市、岩見沢市、南幌町、長沼町（一定の交

流人口を有する自治体）が、連携中枢都市圏の形成について協議を行っております。 
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ア 圏域全体の経済成長のけん引 

取組 事業名 想定される事業の概要 

経済戦略の策定・体

制整備 

連携事業の企画、立案、効

果検証等 

連携市町村首長会議等での連携事業の効果検証や、新規連携事業

の企画・立案等 

戦略産業の育成 連携した企業誘致の推進 道外企業を対象とした企業立地動向調査や企業立地補助制度の

周知、産業展示会の共同出展等 

創業の促進 小中高生を対象とした創業体験プログラムの提供や、創業に向け

た機運醸成の取組、創業志望者向け講座の開催、現経営者と創業

希望者とのマッチングを図るなどの創業支援と連動した取組の

検討等 

新産業の育成に向けた支援 「食」「健康医療」「環境（エネルギー）」「IT」「製造」の分

野を対象とした実用化・事業化の可能性が高い新製品、新技術開

発等に対する補助等 

産学官連携に関する体制の

検討 

産学官連携総合相談施設の活用方法等の検討 

地域経済の裾野拡大 地域資源の活用に向けた支

援 

民間企業との連携による催事出展や、２次産業者と３次産業者が

連携して行う食品の新商品開発支援等 

販路拡大に向けた支援 札幌市内の卸売業と連携市町村の食品メーカーとの商談会の開

催、国内外の展示会等への食関連産業の出展やバイヤー招聘 

戦略的な観光施策 共同プロモーションや観光

資源の活用等の推進 

共同プロモーションや相互PR、イベントの開催日連携、モデル

コースや周遊パス等の「ツーリズム連携」、観光客動態調査によ

る効果検証等 

MICE誘致の推進 視察ルートの共同設定、海外MICE見本市への共同出展、MICE

施設を活用した圏域内の観光情報の提供等 

 イ 高次の都市機能の集積・強化 

取組 事業名 想定される事業の概要 

高度な医療サービス

の提供 

三次救急等の高度な医療サ

ービスの提供 

市立札幌病院による三次救急医療や高度な周産期医療等の提供 

高度な中心拠点の整

備等 

都心アクセス強化に係る検

討 

都心アクセス強化検討に関する道央都市圏連携会議での情報交

換 

丘珠空港の利用促進 丘珠空港路線やアクセス等の空港関連情報の周知活動等への協

力 

札幌市都心部の再開発 札幌駅交流拠点の整備等にかかる周知活動等への協力 

高等教育機関の集積

を活かした人材の育

成 

社会や企業等のニーズに対

応できる人材の育成 

「地域課題」と「学生」のマッチングによる地域課題の解決策の

実施・共有や、専門分野の知識を有する学生チームによるビジネ

スプランのプログラム作成支援等 

その他高次の都市機

能の集積・強化に関

する連携 

公共施設の相互利用や配置

に関する検討 

市町村の区域を越えた公共施設の相互利用や配置に関する調

査・研究、情報共有、協議等 

４ 連携が想定されている事業
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 ウ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

取組 事業名 想定される事業の概要 

地域医療 救急医療の維持・向上等に

向けた取組の推進 

持続可能な救急医療体制の整備のための情報共有等 

福祉 保育士不足対策に関する検

討 

保育士確保に関する連携した取組の検討 

生活困窮者自立支援法の任

意事業に関する情報共有等 

各市町村の生活困窮者自立支援法の任意事業における取組や課

題等についての情報共有や意見交換等 

教育・文化・スポー

ツ 

特色ある教育活動の充実に

向けた取組の推進 

農業体験学習の受入可能団体等リストの小学校配布 

文化的な教育活動の充実に

向けた取組の推進 

小学生を対象にしたオーケストラ演奏等の鑑賞機会の提供 

土地利用 都市計画に係る情報共有 土地利用の規制・誘導、都市施設の整備、市街地開発事業等につ

いての意見交換等 

地域振興 にぎわいの創出 イベントの相互PRや、地域住民の交流を促進する事業等の実施 

女性活躍の推進 女性を応援するイベントの開催、女性創業者と創業希望者との交

流会実施等 

災害対策 災害に備える連携の推進 災害や防災に関する情報共有や、緊急時の放射線モニタリングの

ための採水、測定等の共同実施 

消防の連携・協力の推進 「消防指令業務の共同運用」に向けた指令システムの検討、消防

救急デジタル無線の共同維持管理 

災害時における連携の推進 各協定に基づく、廃棄物処理、消防、上下水道に関する災害にお

ける応援 

環境 廃棄物対策における連携の

推進 

廃棄物問題についての情報交換等 

再生可能エネルギーの圏域

内導入拡大に係る検討 

再生可能エネルギー由来のCO２フリー水素サプライチェーン

（製造、貯蔵、利用）の構築に向けた実証事業の検討や、効果・

課題の検証、情報共有等 

ICTインフラ整備 遠隔会議システム等の検

討・導入 

連携市町村における遠隔会議システムの導入・運用の検討 

オープンデータプラットフ

ォームの共同利用等 

各自治体が提供するデータの利用拡大・多様化に向けたプラット

フォームの共同利用や、オープンデータ等に係る職員のスキル向

上に関する取組の実施等 

連携による地産地消 圏域内農産物の消費促進 圏域内農産物等のリストの共有、学校給食における購入先として

の活用 

交流・移住促進 地元定着等の促進 首都圏における合同説明会や、圏域内の様々な仕事を実際に体験

できる高校生向けイベント、シニア層を対象とした体験付き仕事

説明会の開催等 

圏域外からの移住促進 道外における移住イベントの開催、SNS等を活用した情報発信

等 

「札幌ＵＩターン就職セン

ター」の広域的利用 

首都圏のＵＩターン就職センターの活用や、連携市町村所在企業

への就職活動にかかる交通費の一部補助等 

その他結びつきやネ

ットワークの強化に

関する連携 

企業による住民活動の促進 企業との包括連携協定の圏域全体への拡大 
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人材の育成 職員研修の合同実施等 新規採用職員後期研修、図書館司書研修、政策マーケティングリ

サーチ研修、水道事業体合同技術研修、下水道技術基礎研修等の

実施 

職員等の交流 職員交流 市町村間における職員の交流 

その他圏域マネジメ

ント強化に関する連

携 

航空写真の共同撮影 家屋異動状況調査等のための航空写真の共同撮影（３年に１回）

の実施（2022年以降の実施を想定） 
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Ａ１ 連携中枢都市圏は、地方圏において相当の規模と中核性を備えた中心都市である連

携中枢都市（当圏域の場合は札幌市）が、近隣の市町村と連携して 

   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つの役割に応じた取組を行うことで、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ことを目的としています。 

   中心都市と近隣市町村はお互いの強みを活かし、弱みを補うような取組を柔軟に取

り決めて連携します。 

Ａ２ 平成 26年５月の改正地方自治法に盛り込まれた、「新たな広域連携」の制度で、連

携する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協議し、連携中枢都

市と連携する市町村とが１対１で締結するものです。  

連携協約を締結することは、連携する市町村間で合意を行い、取組を実行する義務

を負うことになります。 

なお、連携協約の協議については、連携する市町村それぞれの議会の議決が必要と

なります。 

Ａ３ 連携協約による「新たな広域連携」の主な特長は以下のとおりです。  

① 新たな広域連携では議決機関を持たないため、政策や意思の決定は従来どおり各市

町村で行いつつ、広域的な連携が可能となります。  

② 札幌広域圏組合などの一部事務組合や広域連合は、構成自治体とは別の人格を持つ

地方公共団体であるのに対し、連携協約を締結した自治体自らの事業として、より簡

素で効率的に連携することができます。  

③ １対１で連携協約を締結するため、自治体ごとに異なる事業で柔軟に連携すること

ができます。 

 ④ 議会の議決を必要とするため、継続的に安定した連携が図れます。 

■（仮称）さっぽろ連携中枢都市圏についてのＱ＆Ａ         

Ｑ１ 連携中枢都市圏とは何ですか？ その目的は？

Ｑ２ 連携協約とは何ですか？

Ｑ３ 連携中枢都市圏構想（連携協約による「新たな広域連携」）の特長は何ですか？
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Ａ４ Q３の特長を活かした連携により実施する取組の効果が圏域内で相乗的に高まり、

各市町村の独自性を生かしつつ、連携して行政サービスの提供を行うことで、圏域住

民全体の活力やサービスの維持・向上、福祉等の増進につながっていくと考えます。

そのことが、より住みやすく魅力的な地域の発展につながると考えております。 

Ａ５ 次のような国からの財政支援があります。 

【連携中枢都市に対して】 

取組内容 財政措置項

目

財政措置内容 

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 
普通交付税 

圏域の人口に応じて算定 

（仮称）さっぽろ連携中枢都市圏では 

約 4億 4千万円（試算値） 

ウ 圏域全体の生活関連機能サー

ビスの向上 
特別交付税 

圏域内の連携市町村の人口・面積及び連

携市町村数から上限額を設定 

上限額約1億2千万円 

【連携する市町村に対して】 

取組内容 財政措置項

目

財政措置内容 

ア～ウに関する取組に対して 特別交付税 
上限額年間1,500万円 

（1市町村あたり） 

Ａ６ 連携中枢都市圏では、各自治体の判断により連携する取組を決めるため、各自治体

の独自性が生かされる仕組みとなっております。 

Ｑ４ 連携中枢都市圏を形成するメリットは何ですか？

Ｑ５ 国からの財政支援はありますか？

Ｑ６ 連携する市町村の自治が弱まるのではないですか？
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Ａ７ 連携中枢都市圏は、あくまでも連携中枢都市と１対１で協約を締結する制度のため、

基本的にそれ以外の市町村とは、連携中枢都市を介して連携することになります。 

Ａ８ 国が定めた要綱において「市町村合併を推進するためのものではない（第１-(2)）」

と明記されており、市町村の独自性を生かしつつ、連携して行政サービスの提供を行

うことで、人口減少・少子高齢社会でも、一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を

維持することを目的としています。 

Ａ９ 首都圏で行われるＰＲイベントなど、江別市単独では実施が難しい事業を圏域全体

で連携して実施できるというメリットがあります。 

また、財源についても、事業費の多くを札幌市が負担するほか、江別市が負担した

分について1,500万円を上限に特別交付税の対象となる見込みであることから、例え

ば、現在、札幌広域圏組合で実施している小学生を対象とした音楽鑑賞会の負担の軽

減や、札幌市で実施している補助の対象を江別市にまで拡大するなどのメリットが考

えられます。 

Ａ１０ 圏域としてイベントを開催する場合は、一つの会場で、連携する市町村がそれぞ

れの市町村の良さや特産品などを独自ブランドとしてＰＲすることなどを検討してい

ます。 

イベント等の機会が増えることから、今まで以上に江別市の特産品やブランドをＰ

Ｒする機会が増えると考えております。 

Ｑ７ 連携中枢都市圏では、中心となる市と連携市町村が１対１で協約を結ぶとのことです

が、中心市以外の市町村との連携はどうなるのですか？

Ｑ８ 将来の合併を意識した（目的とした）ものではないのですか？

Ｑ９ 江別市にどのようなメリットがあるのでしょうか？

Ｑ１０ 圏域が形成されると、イベントの場などで圏域としてのＰＲになり、江別市の名前

が広がらないのではないでしょうか？ 
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Ａ１１ 現在、連携を予定している事業は、江別市の総合計画やまちづくりを踏まえ、既

に実施している事業や、その拡大・拡充を図るものを基本としています。従いまして、

江別市が策定している総合計画やその他の個別計画の推進に資するものと考えており

ます。 

Ａ１２ 札幌市から、連携市町村に人や利益が流れる仕組みを作り出すことも大切なこと

から、例えば、圏域内における観光客の周遊を促す取組や、連携市町村内の特色ある

製品等を札幌市内で PR するなど、札幌市へ人の流れや利益が集中しない手法につい

て検討しているところです。 

そうした事業の積み重ねや、当圏域の豊かな自然や景観、農業をはじめとした多様

な産業、空港や港湾などの交通の要衝、大学や研究機関等の知の集積といった様々な

特徴を活用することにより、圏域内の経済循環が高まり、圏域全体の活性化や魅力の

向上、新たな人の流れを作り出すことが可能になるものと考えております。 

Ｑ１１ 連携中枢都市圏が成立することによって、江別市の総合計画や個別の計画に影響す

ることはないのですか？ 

Ｑ１２ 人の流れや利益が、札幌市ばかりに集まる懸念はないのですか？ 
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