
 

 

 

定住自立圏の形成に関する協定書（素案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸 亀 市 ・ 善通寺市 

 



定住自立圏の形成に関する協定書 

 

 丸亀市（以下「甲」という。）と善通寺市（以下「乙」という。）は、定住自立圏の形成

に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、中心市宣言（定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日総

行応第３９号総務事務次官通知）第４の規定によるものをいう。）を行った甲とその宣言

に賛同した乙が、定住に必要な都市機能及び生活機能を確保しつつ、圏域全体の住民福

祉の向上及び地域の活性化を図るため、定住自立圏を形成することに関して、必要な事

項を定めることを目的とする。 

（基本方針） 

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的の達成のために定住自立圏を形成し、次条に規

定する政策分野の取組において、相互に役割を分担して連携を図るものとする。 

（連携する具体的事項） 

第３条 甲及び乙が相互に役割を分担して連携を図る政策分野は、次の各号に掲げるもの

とし、その取組の内容並びに甲及び乙の役割は、別表に掲げるとおりとする。 

⑴ 生活機能の強化に係る政策分野（別表第１） 

⑵ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野（別表第２） 

⑶ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野（別表第３） 

（事務の執行等に係る基本的事項） 

第４条 別表第１から別表第３までに規定する取組を推進するため、甲及び乙は相互に役

割を分担して連携し、事務の執行にあたるものとする。 

２ 別表第１から別表第３までに規定する取組を推進するため、甲及び乙は、これらの表

において規定するもののほか、必要な費用が生じるときは、相互の受益の程度を勘案し、

当該費用を負担するものとする。 

３ 第１項の規定により必要となる手続き又は人員の確保に係る負担並びに前項に規定す

る費用の負担については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。 

（協定の変更又は廃止） 

第５条 この協定を変更し、又は廃止しようとするときは、甲乙協議して決定するものと

する。この場合において、甲及び乙は、あらかじめそれぞれの議会の議決を経なければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲又は乙のいずれかは、その議会の議決を経て相手方に廃

止を求める旨を通告することができる。この場合において、この協定は、当該通告があ

った日から起算して２年を経過した日にその効力を失う。 

 



（定めのない事項等の処理） 

第６条 この協定に定めのない事項又はこの協定の条項に疑義が生じたときは、甲乙協議

のうえ、これを定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各

自一通を保有する。 

 

 

平成２４年   月   日 

 

 甲 丸亀市大手町二丁目３番１号 

 

 丸亀市 

 

 丸亀市長 

 

 

 乙 善通寺市文京町二丁目１番１号 

 

 善通寺市 

 

 善通寺市長



別表第１（第３条、第４条関係） 

生活機能の強化に係る政策分野 

 

１ 医療 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

医療を安定的

に提供できる

体制の確保 

病院勤務医の負担軽減と医

療費削減のため、かかりつ

け医の推進、コンビニ受診

の防止、ジェネリック医薬

品の普及啓発を行う。 

乙と連携し、適正受診の啓

発やジェネリック医薬品の

普及等に取り組むととも

に、圏域内の取組を調整す

る。 

甲と連携し、適正受診の啓

発やジェネリック医薬品の

普及等に取り組む。 

救急医療体制

の確保 

圏域の救急医療体制を確保

するため、中讃医療圏にお

ける病院群輪番制の維持・

充実を図る。 

病院群輪番制による救急医

療について、その運営や設

備整備を支援する。 

病院群輪番制による救急医

療について、その運営や設

備整備を支援する。 

 

２ 福祉 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

子育て環境の

充実 

仕事と育児を両立できる環

境の充実を図るため、発達

障害児支援事業のエリア拡

大等、子育てサービスが広

域的に展開されるよう推進

する。 

乙と連携し、情報共有しな

がら、子育てサービスの充

実に努める。また発達障害

児支援事業については、発

達障害児の保護者や教職員

等を対象とした研修会やセ

ミナーの開催等の情報を乙

へ提供し、参加を促す。 

甲と連携し、情報共有しな

がら、子育てサービスの充

実に努める。また発達障害

児支援事業については、発

達障害児の保護者や教職員

等を対象とした研修会やセ

ミナーの開催等の情報を甲

から受け、関係者への周

知・参加の取りまとめを行

う。 

高齢者・障がい

者福祉ネット

ワークの充実 

介護認定審査及び障害程度

区分認定審査の公平性・効

率性を確保するため、審査

判定業務を共同で実施す

る。 

中讃広域行政事務組合に設

置する介護認定審査会及び

障害程度区分認定審査会を

通じ、乙と共同で業務を実

施し、協議した負担割合に

従い、運営に必要な経費を

負担する。 

中讃広域行政事務組合に設

置する介護認定審査会及び

障害程度区分認定審査会を

通じ、甲と共同で業務を実

施し、協議した負担割合に

従い、運営に必要な経費を

負担する。 



別表第１（第３条、第４条関係） 

 

 

３ 産業・観光の振興 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

産業の振興 ⑴中小企業の振興を図り、

地域の活性化に繋げるた

め、中讃勤労者福祉サー

ビスセンターの事業対象

地域を拡大し、圏域内に

おける中小企業の福利厚

生を充実する。 

丸亀市内に設置された中

讃勤労者福祉サービスセ

ンターと連携を図るとと

もに、勤労者福祉に関する

情報を乙に提供する。 

勤労者福祉に関する情報

を甲に提供するとともに、

事業所や商工会議所・商工

会へ事業についてのＰＲ

をする。 

⑵圏域内における地場産品

の消費拡大のため、圏域

内相互のイベント情報の

共有と周知宣伝の連携に

より地産地消を推進す

る。 

 

圏域内の特産品や加工品、

物産展等のイベント情報

を取りまとめ、乙へ提供す

るとともに周知宣伝活動

を行い、イベント開催時に

は圏域の特産品や加工品

紹介の物産展等を開催す

る。 

特産品や加工品、物産展等

のイベント情報を甲へ提

供し、甲と周知宣伝活動を

行うとともに、物産展等の

開催に協力する。 

観光の振興 ⑴滞在型観光を推進するた

め、まち歩き事業やレン

タサイクル事業、道しる

べの整備、広域パンフレ

ットの作成等を行い、金

毘羅街道を活用した観光

客の誘致を図る。 

乙と連携し、金毘羅街道を

中心とした事業展開を図

る。 

 

甲と連携し、金毘羅街道を

広くＰＲする。 

⑵瀬戸内国際芸術祭の開催

を機に、圏域内の観光地

に観光客を誘致する。 

 

瀬戸内国際芸術祭の開催

にあわせ、乙及び旅行社と

の連携のもと、滞在型観光

商品の企画等を行う。 

甲と連携し、圏域内の観光

地をＰＲする。 

 

⑶外国人観光客を誘致する

ため、旅行商品の企画を

行うとともに、観光ＰＲ

を推進する。 

乙と連携し、外国語版ホー

ムページやパンフレット

の作成、外国人向けの商品

開発等に取り組む。 

甲と連携し、外国人向けの

商品開発等に努める。 

 

 

 

 

 



別表第１（第３条、第４条関係） 

 

 

４ 消防・防災 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

消防・防災体

制の強化 

⑴圏域における消防力を強

化するため、香川県消防相

互応援協定に基づき、自治

体間相互の応援体制を強

化するとともに、広域的な

消防通信指令システムを

構築する。 

乙と相互の消防応援関係を

深めるともに、広域的な通

信指令システムとして、高

機能消防指令センター等の

機能を共同利用する。 

甲と相互の消防応援関係を

深めるとともに、通信指令

システムを甲と共同利用で

きるよう、必要なデータの

整備、機器の導入等を行う。 

⑵圏域における防災力を強

化するため、香川県災害時

相互応援協定に基づき、自

治体間相互の応援体制を

強化するとともに、圏域に

被災者支援システムを構

築する。 

乙と相互の防災応援関係を

深めるとともに、被災者支

援システムに係る圏域内情

報を丸亀市消防庁舎に保管

するほか、中讃広域行政事

務組合に設置する情報セン

ターと連携し、常時データ

のバックアップを実施す

る。 

甲と相互の防災応援関係を

深めるとともに、被災者支

援システムを構築する。 

 

５ その他 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

一般廃棄物処

理体制の確保 

圏域における一般廃棄物の

効率的な処理体制を確保す

るため、処理業務を共同で実

施する。 

中讃広域行政事務組合に

設置するごみ処理施設、し

尿処理施設及び一般廃棄

物最終処分場について、同

事務組合を通じ乙と共同

で管理運営し、協議した負

担割合に従い、運営に必要

な経費を負担する。 

中讃広域行政事務組合に

設置するごみ処理施設、し

尿処理施設及び一般廃棄

物最終処分場について、同

事務組合を通じ甲と共同

で管理運営し、協議した負

担割合に従い、運営に必要

な経費を負担する。 

 



別表第２（第３条、第４条関係） 

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

 

１ 地域公共交通 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

公共交通ネッ

トワークの充

実 

利用者の利便性向上のため、

公共交通機関の連携を図る

ことにより、地域間のネット

ワーク強化に取り組む。 

圏域内における公共交通

の課題及び利用者の利便

性向上について、乙と連携

して継続的に調査し、調整

する。 

効率的かつ効果的な公共

交通機関の連携について、

甲と調整する。 

 

２ 教育・文化・スポーツ 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

図書館サービ

スの充実 

圏域における図書館サービ

スの充実を図るため、公共図

書館が連携し、利用者の利便

性向上に向けた新しい仕組

みを構築する。 

利便性向上に向けた新し

いシステムの構築とその

管理・運営を行う。 

新しいシステムの構築に

係る協議・検討とその円滑

な運営に協力する。 

文化芸術・スポ

ーツの振興 

圏域内の各文化芸術・スポー

ツ施設等の特徴を活かし広

域的に活用するため、機能の

充実や運営等の見直しを行

うとともに、行事等の開催に

おいては相互に連携し、地域

間交流を推進する。 

甲が設置する施設の機能

充実を図るとともに、行事

等について乙への情報提

供を行い、相互に連携す

る。 

乙が設置する施設の機能

充実を図るとともに、行事

等について甲への情報提

供を行い、相互に連携す

る。 



別表第２（第３条、第４条関係） 

 

 

３ 地域内外の住民との交流 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

圏域内外にお

ける交流の促

進 

⑴地域住民の活発な交流を

促進するため、圏域自治体

のホームページ、広報紙、

印刷物、ケーブルテレビ等

を活用することにより、圏

域内外への情報発信と情

報共有を行う。 

圏域内における連携調整

の内容や決定事項等で、情

報発信できる事実の把

握・集約等を行う。 

圏域自治体の連携につい

て、調整された内容や決定

事項等の情報発信を行う

とともに、広報紙等への掲

載事項について甲へ情報

提供する。 

⑵圏域における公共施設の

利用促進を図るため、施設

の利用条件等について調

整する。 

乙と連携し、公共施設の利

用促進を図るとともに、施

設の利用条件等について

調整する。 

甲と連携し、公共施設の利

用促進を図るとともに、公

共施設の利用条件等につ

いて調整する。 

 

４ その他 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

情報処理シス

テムの充実 

圏域における行政情報の電

子化を効率的に推進するた

め、情報処理事務を共同で実

施する。 

中讃広域行政事務組合に

設置する情報センターを

通じ、乙と共同で行政情報

に係る電算処理を行い、協

議した負担割合に従い、運

営に必要な経費を負担す

る。 

中讃広域行政事務組合に

設置する情報センターを

通じ、甲と共同で行政情報

に係る電算処理を行い、協

議した負担割合に従い、運

営に必要な経費を負担す

る。 

租税債権徴収

体制の強化 

税負担の公平性と租税徴収

事務の効率性を確保するた

め、共同で租税の滞納整理を

行う。 

中讃広域行政事務組合に

設置する租税債権管理機

構を通じ、乙と共同で租税

の滞納整理を行い、協議し

た負担割合に従い、運営に

必要な経費を負担する。 

中讃広域行政事務組合に

設置する租税債権管理機

構を通じ、甲と共同で租税

の滞納整理を行い、協議し

た負担割合に従い、運営に

必要な経費を負担する。 



別表第３（第３条、第４条関係） 

圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

 

１ 宣言中心市等における人材の育成 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

地域人材力の

育成 

地域人材力を育成するため、

圏域外より専門的な知識・技

能を有する人材を招へいす

る。 

圏域に優秀な人材を招へ

いし、各種団体の指導者育

成等に取り組む。 

圏域に優秀な人材を招へ

いし、各種団体の指導者育

成等に取り組む。 

 

２ 圏域内市町の職員等の交流 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

職員の交流・人

材育成 

圏域内市町職員の資質向上

と連携強化を図るため、合同

研修を実施する。 

圏域で実施することが効

果的な研修や人材育成の

ための研修を企画・実施

し、乙に対して当該研修へ

の参加の機会を提供する。 

甲が実施する職員研修に

職員を参加させるととも

に、必要に応じて、費用の

一部を負担する。 

 

３ その他 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

大学等との連

携 

各分野での取組を効果的に

実施するため、大学等と相互

に連携した研究・交流等を推

進する。 

大学等と様々な分野での

交流・合同研究等を実施

し、圏域内においてその内

容や成果を共有すること

により、学官の連携・協力

関係を深める。 

大学等と様々な分野での

交流・合同研究等を実施

し、圏域内においてその内

容や成果を共有すること

により、学官の連携・協力

関係を深める。 

 

 


