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1

中心市と近隣市町村 相互 役割分担し 連携 協力す こと 圏域全体として必要 生活機能等を確保す

定住自立圏構想 を推進し 地方圏 おけ 定住の受け皿を形成す

圏域 求め 役割

生活機能の強化 休日夜間診療所の運営 病児 病 児保育の実施 消費生活法 相談の実施 地場産業の育成 等

結びつ やネ ワ の強化 マン バ の運行 滞在型 体験型観光 リ ン リ の推進 生活道路の整備 等

圏域マネ ン 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 ・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 数

市町

R . . 時点

ビジョン策定圏域数

定住自立圏に取 組む市町村に対す 支援

各省による支援策

特別交付税

・地域公共交通 確保や教育環境 整備支援 、定住自立圏構想

推進 ため 関係各省 る事業 優先採択

・包括的財政措置 成 度 大幅 拡充

中心市 , 万円程度→ , 万円程度

近隣市町 , 万円→ , 万円

・外部人 活用 要する経費 対する財政措置

・地域医療 確保 要する経費 対する財政措置 等

圏域形成に向けた手続

中心市

定住自立圏形成協定の締結

中心市 近隣市町 １対１ 、

議会 議決を経 締結

中心市宣言

定住自立圏共生ビジョンの策定

圏域 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 ％、交付税算入率 ％

※医療・福祉、産業振興、公共交通 ３分野 限る

KPI： 圏域 R . . 現在 圏域

※R元以前 4月1日時点 数値



 

 

◆定住自立圏構想の基本的な考え方      

「中心市」の都市機能、「周辺市町村」の環境、

歴史、文化など、それぞれの魅力を活用して相互

に役割分担し、定住の受け皿を形成します。 

 

◆長浜市のこれまでの取組            

1．平成 22 年 11 月 29 日に、圏域における中

心的な役割を担う意思を表明する「中心市宣

言」を行いました。 

2．平成 23 年 9 月 22 日に、中心市宣言に基づ

き、圏域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、中心地域と周辺地域が様々

な分野で連携を図る旨を規定する「定住自立圏

形成方針」を議会の議決を経て策定しました。 

3．平成 27 年 12 月 18 日及び平成 28 年 3 月

24 日に、学識者や民間団体、地域の関係者等

で構成する「共生ビジョン懇談会」を開催し、

具体的に推進する取組等を記載した「第２期定

住自立圏共生ビジョン案」について議論しまし

た。 

4．平成 2８年３月 25 日に、共生ビジョン懇談

会の議論を踏まえ、「第２期長浜市定住自立圏

共生ビジョン」を策定しました。 

 

【定住自立圏形成までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆定住自立圏の名称、圏域の区域、計画期間  

【定住自立圏の名称】 

  長浜市定住自立圏 

【圏域の区域】 

  長浜市 

●中心地域：長浜地域 

●周辺地域：虎姫地域、湖北地域、高月地域、 

木之本地域、余呉地域、西浅井地域 

【計画期間】 

  平成 28～令和 2 年度までの 5 年間 

（毎年度所要の見直し） 

 

◆定住自立圏形成によりめざす圏域の将来像  

 

新たな感性を生かし みんなで未来を創るまち 長浜 

● 当圏域では、1 市 6 町による広域合併以前か

ら、中核的な医療機関や福祉・教育環境など、

すでに一定の都市機能が集積し、経済・文化・

社会の中心的な役割を担ってきた中心地域と、

豊かな自然と景観に囲まれた緑豊かな周辺地

域を一体とした住民の生活文化圏が形成され

てきました。 

● 多様な自然、多様な文化、多様なライフスタ

イルを有する地域特性と、商業やモノづくりの

盛んな地として地域活力の創出を図ってきた

産業特性を踏まえ、圏域全体の一体感の醸成と

住民と行政の協働による様々な取組の推進、さ

らには、新たな成長戦略の展開や農林水産業の

振興、地域文化を活かした観光産業の振興など

を図ることで、圏域全体の均衡ある発展をめざ

します。 

 

◆形成方針に基づき推進する具体的な取組   

定住自立圏形成方針に基づき推進する取組は、

3 つの政策分野（「①生活機能の強化」「②結びつ

きやネットワーク強化」「③圏域マネジメント能

力強化」17 項目です。 

その具体的な内容は、裏面のとおりです。 

 

第 2 期長浜市定住自立圏共生ビジョン【概要版】 

 

H28.3.25 

策定 



 
 
ア 医療                     
（ア）地域医療体制の充実 
●中核病院の機能充実に加え、中心地域・周辺地域
の病院と診療所等との連携を強化します。 

●へき地医療の維持確保、休日急患診療所の設備・
機能等を充実等とともに、医師・看護師の人材確
保に取り組みます。 

 
イ 福祉                     
（ア）子育て支援体制の充実 
●一人ひとりの子どもの育ちを総合的、継続的に支
援する体制づくりを推進します。 

●関係機関との連携のもと待機児童の解消や子育て
支援ﾈｯﾄﾜｰｸの充実を図るなど、地域全体で安心し
て子どもを生み育てることができる環境づくりを
推進します。 

 
（イ）しょうがい者児・高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽの充実 
● しょうがいのある人へのきめ細やかな支援体制
の充実と、支援拠点の整備を図ります。 

● 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよ
う、健康づくりや生きがい対策、介護予防及び生
活支援対策の推進を図ります。 

● 地域に密着した介護ｻｰﾋﾞｽの基盤整備を推進し、
地域包括ｹｱ体制の充実を図ります。 

 
ウ 教育                     
（ア）高等教育機関との連携、知的資源の活用 
● 圏域内外の高等教育機関との連携を推進すると
ともに、高等教育機関の研究ﾌｨｰﾙﾄﾞとしての受入
等を通じ地域振興と地域の情報発信を図ります。 

 
（イ）教育環境の整備、充実 
● 安全安心でよりよい教育環境を維持していくた
めに、教育施設の整備、充実を図るとともに、学
校の適正規模や適正配置について検討します。 

● 地域に開かれ、地域の創意工夫を生かした特色
ある教育に取り組みます。 

 
エ 産業振興                   
（ア）ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設等を活用した新たな地域産業

の創出 
● 長浜ﾊﾞｲｵ大学、長浜ﾊﾞｲｵｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ及び長
浜ｻｲｴﾝｽﾊﾟｰｸ立地企業等と提携して、ﾊﾞｲｵ産業を中
心とした新たな地域産業の創出を図ります。 

 
（イ）企業立地及び既存産業支援による雇用の創出 
● 地域経済を支える地元企業の経営基盤の強化す
るための支援制度を充実するとともに、積極的な
企業誘致に努め、雇用の場の創出を図ります。 

 
（ウ）中心市街地の整備及び商業の振興 
● 交流と賑わいの核となる中心市街地に都市機能
を集積し、機能性の高い商業空間を形成するとと
もに、地域の特性を活かした商業振興を図ります。 

 
（エ）宿泊滞在型観光の推進 
● 豊かな自然や歴史文化など多くの地域資源を最
大限に活かした取組を進め、さらにはこれらを活
用し新たな観光拠点の整備とﾈｯﾄﾜｰｸ化を図ります。 

● ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑや農家民泊などをはじめとした受
入体制づくり、広域観光ﾙｰﾄの整備や着地型観光拠
点の整備を進めます。 

 
（オ）農林水産業の振興及び地場産品の流通拡大 
● 付加価値の高い農林水産物の提供を図るととも
に、地場産品のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化などにより、持続可能な
農林水産業の振興を図ります。 

 
オ 防災体制の整備                
（ア）防災体制の整備 
● 圏域の防災情報を一元的に収集伝達するため、
防災行政無線の整備（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化・運用の一元化）
を図り、効率的な地域防災ｼｽﾃﾑ構築を推進します。 

 
カ ﾗｲﾌﾗｲﾝの整備                 
（ア）水道の整備・統合 
● 地域水道ﾋﾞｼﾞｮﾝに基づき、上水道事業の統合を
進めるなど、安全安心な水道水の安定供給と水道
事業の健全経営に取り組みます。 

 
 
 
 
 
ア 地域公共交通                  
（ア）持続可能な公共交通の維持確保 
● 圏域全域に JR 北陸本線の駅が設置されており、
圏域内あるいは圏域外への移動手段の確保として、
ﾀﾞｲﾔの充実を図ります。 

● 地域内における路線ﾊﾞｽ、ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ等の２次交
通については、通勤・通学・買い物・通院等日常
生活における利便性の確保と持続可能な運行体系
の構築を図ります。 

 
イ 交通ｲﾝﾌﾗの整備                
（ア）生活幹線道路等の整備 
● 市民生活、産業活動に密接に関わる中心地域と
周辺地域を結ぶ主要な幹線道路を整備し、国県道
へのｱｸｾｽをｽﾑｰｽﾞにし、快適で安全安心な道路整備
を図ります。 

 
ウ 生産者や消費者等の連携による地産地消      
（ア）圏域内における地場産品の消費推進 
● 圏域内の直売施設等を通じた消費の拡大や学校
給食等に地元食材を積極的に導入するなど、圏域
における地産地消の拡大を図ります。 

 
 
 
 
 
ア 人材育成                   
（ア）職員の育成 
● 地域の課題解決に向けて、政策形成能力を持つ
職員の育成に取り組みます。 

 
（イ）市民活動支援の拡充 
● 各種市民団体や地域づくり協議会等への活動支
援や活動の場づくりを進めるほか、地域間の連携
強化や相互交流など全市的なﾈｯﾄﾜｰｸを構築します。 

1．生活機能の強化に係る政策分野 

2．結びつきやﾈｯﾄﾜｰｸ強化に係る政策分野 

3．圏域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力強化に係る政策分野 



○第２期共生ビジョン期間の財政措置状況

包括財政措置 地域医療確保

平成28年度 90,000 82,000 8,000

平成29年度 90,150 82,150 8,000

平成30年度 90,225 82,225 8,000

令和元年度 90,225 82,225 8,000

令和2年度（見込） 90,225 82,225 8,000

合計 450,825 410,825 40,000

年度
財政措置（特別交付税）（千円）

定住自立圏の取組に係る財政措置


