
定住自立圏構想の 
概要等について 

伊賀・山城南定住自立圏 
（伊賀市・笠置町・南山城村） 
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参考資料 



      定住自立圏構想とは、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、地方圏への

人の流れを創出するため、一定の要件を満たす「中

心市」と「近隣市町村」が、それぞれの魅力を活用し

て、相互に役割を分担し、連携・協力することにより、

圏域全体に必要な生活機能を確保し、地方圏への

人口定住を促進する取組みです。 

 

定住自立圏構想とは 
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自治体名 

（自治体コード） 
住 所 

人 口 
（H28.4.1） 

面積 

三重県伊賀市 
（242161） 

三重県伊賀市上野丸之内116番地 94,274人 558.23 km2 

京都府笠置町 
（263648） 

京都府相楽郡笠置町大字笠置小字
西通90番地の1 

1,446人 23.52km2 

京都府南山城村 
（263672） 

京都府相楽郡南山城村大字北大河
原小字久保14番地の1 

2,911人 64.11 km2 

合 計 98,631人 645.86km2 

圏域を構成する市町村の概要（その１） 
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伊賀市及び近隣自治体の面積・人口推移 

  
面積 
（km2） 

                         人口（人）                                国勢調査 伊賀市への 
通勤通学割合 
（H22国調） S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 

①伊賀市 558.23 95,582  96,846  97,752  101,435  101,527  100,623  97,207  90,581 - 

②南山城村 64.11 3,396  3,701  3,890  3,784  3,784  3,466  3,078  2,652 0.245  

③笠置町 23.52 2,506  2,429  2,311  2,223  2,056  1,876  1,626  1,368 0.082  

①+②+③ 645.86 101,484  102,976  103,953  107,442  107,367  105,965  101,911  94,601 -  

人口増加率 - - 1.47% 0.95% 3.36% -0.07% -1.31% -3.83% -7.17% - 

  
連携自治体 

（連携自治体は上限15,000千円） 
近隣市 
町村数 

近隣市町村 
合計人口 
（人） 

近隣市町村 
合計面積 
（Ｋ㎡） 

財政措置 
上限額 
（千円） 

1 笠置町・南山城村 2 4,020 87.63 69,250 

近隣市町村合計人口及び近隣市町村合計面積は、平成27年10月1日数値（国勢調査数値） 

※ 上記は平成28年度特別交付税の算定基礎により計算しています。 
※ 中心市の措置上限額を決定するために用いる近隣市町村の人口、面積及び近隣市町村数の全国
平均値は次のとおりです。 
     近隣市町村合計人口 ・・・・ ５７，６７０人 
     近隣市町村合計面積 ・・・・ ９０７．３０ｋ㎡ 
     近隣市町村数 ・・・・・・・・・・ ４．８７市町村 

想定される連携による財政措置の試算（伊賀市） 

圏域を構成する市町村の概要（その２） 
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年 月 日 内    容 

平成27年 １月～２月 近隣自治体との調整 

5月19日（火） 
市議会議員全員協議会【伊賀市】 

 ○伊賀市を中心市とする定住自立圏の形成について 

6月16日（火） 
市議会総務常任委員会所管事務調査【伊賀市】 

 ○伊賀市を中心市とする定住自立圏構想について 

6月24日（水） 
市議会議員全員協議会【伊賀市】 

 ○定住自立圏構想中心市宣言について 

11月25日（水） 
定住自立圏構想に係る事務担当者会議（第１回） 

 ○定住自立圏構想及び形成協定について 

平成28年 

１月27日（水） 

定住自立圏構想に係る事務担当者会議（第２回） 

 ○定住自立圏形成協定に基づき推進する取組について 

2月25日（木） 
定住自立圏構想に係る事務担当者会議（第３回） 

 ○定住自立圏形成協定に基づき推進する取組及び形成協定について 

5月10日（火） 

定住自立圏関係会議【伊賀市・笠置町・南山城村】 

 ○定住自立圏構想推進要綱に基づく圏域の構成団体について 

 ○定住自立圏形成協定について 

5月20日（金） 
市議会議員全員協議会【伊賀市】 

 ○伊賀市を中心市とする定住自立圏の形成について 

定住自立圏構想における取組経過（その１） 

7 



年 月 日 内    容 

6月2日（木） 

定住自立圏構想に係る事務担当者会議【伊賀市・笠置町・南山城村】 

 ○定住自立圏推進協議会の設立について 

 ○定住自立圏形成協定書案について 

6月16日（木） 

第１回伊賀・山城南定住自立圏推進協議会 

 ○推進協議会の設立について 

 ○定住自立圏形成協定について 

 ○今後のスケジュールについて 

6月 
６月定例会【伊賀市6/27、笠置町6/15、南山城村6/27】 

 ○協定議案の議決条例の議決 

6月 
議員全員協議会【伊賀市6/27、笠置町6/23、南山城村6/27】 

 ○定住自立圏の形成に関する協定書案について 

7月1日（金）～ 

8月１日（月） 

協定書案パブリックコメント募集 

 ○応募件数：２１件（２名） ※南山城村 

8月2日（火） 

第1回伊賀・山城南定住自立圏推進協議会幹事会 

 ○定住自立圏形成協定書案について 

 ○定住自立圏共生ビジョンについて 

 ○今後のスケジュールについて 

定住自立圏構想における取組経過（その２） 
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年 月 日 内    容 

9月21日（水） 
笠置町９月定例会 

 ○定住自立圏の形成に関する協定書 議決 

9月27日（火） 

南山城村９月定例会 

 ○定住自立圏の形成に関する協定書 議決 

伊賀市９月定例会 

 ○定住自立圏の形成に関する協定書【笠置町】 議決 

 ○定住自立圏の形成に関する協定書【南山城村】 議決 

10月4日（火） 

伊賀・山城南定住自立圏形成協定 合同調印式 

第２回伊賀・山城南定住自立圏推進協議会 

 ○伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョン懇談会の設置について 

 ○伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョンの骨格について 

 ○今後のスケジュールについて 

11月18日（金） 

第２回伊賀・山城南定住自立圏推進協議会幹事会 

 ○共生ビジョン策定部会の設置について 

 ○第１回伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョン懇談会の開催について 

11月28日（月） 

第１回伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョン懇談会 

 ○伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョンの策定体制について 

 ○伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョンのイメージについて 

定住自立圏構想における取組経過（その３） 

9 



年 月 日 内    容 

12月26日（月） 

第３回伊賀・山城南定住自立圏推進協議会幹事会 

 ○伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョンについて（将来像ほか） 

 ○連携事業について 

平成29年 

1月5日（木） 

第２回伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョン懇談会 

 ○伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョンについて（将来像ほか） 

 ○連携事業について 

2月3日（金） 
第４回伊賀・山城南定住自立圏推進協議会幹事会 

 ○伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョン（中間案）について 

2月9日（木） 
第３回伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョン懇談会 

 ○伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョン（中間案）について 

2月23日（木） 

第５回伊賀・山城南定住自立圏推進協議会幹事会 

 ○伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョン（中間案）について 

 ○パブリックコメントの実施について 

定住自立圏構想における取組経過（その４） 

10 



伊賀・山城南定住自立圏形成協定の概要 協定締結日：平成28年10月4日 

中心市名 人口（人） 昼夜間人口比率 

伊賀市 90,581 1.042（H22国調） 

近隣市町村名 人口（人） 近隣市町村名 人口（人） 

笠置町 1,368 南山城村 2,652 

圏域合計 94,601 

○伊賀市と近隣町村の間の定住自立圏形成協定の概要 

※ 2015（平成27）年10月1日国勢調査 

★医療（救急医療ほか） 
★健康・福祉（子育て、高齢・
障がい者福祉、健康づくりほ
か） 
★教育（文化、スポーツ、生涯
学習ほか） 
★産業振興（雇用、観光、地域
ブブランドほか） 
★環境（不法投棄、ごみ処理、
木津川流域の環境整備ほか） 
★防災（相互応援体制ほか） 
 
 

生活機能の強化 

★地域公共交通（地域公共交通
対策ほか） 
★ＩＣＴの活用（地域情報の共
有化ほか） 
★交通インフラ整備 
★地産地消（地産地消の推進と
販路拡大ほか） 
★地域内外の住民との交流（移
住・交流、空き家の利活用、公
共施設の相互利用ほか） 

結びつきや 
ネットワークの強化 

★人材育成・交流（圏域内職

員の人材育成ほか） 

★外部からの人材確保（専門

的な知識経験を有する人材の

確保ほか） 

圏域マネジメント 
能力の強化 

  

滋賀県 

三重県 
奈良県 

京
都

府 

亀山市 
甲賀市 

奈良市 

山添村 

名張市 

津市 

伊賀市 南山城村 

笠置町 

和束町 
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       定住自立圏共生ビジョンとは、定住自立圏形成協定

の締結により形成された定住自立圏全体を対象として、

当該定住自立圏の将来像や、定住自立圏形成協定に

基づき推進する具体的取組を記載したものです。 

   策定にあたっては、関係者の意見を幅広く反映させる

ため、定住自立圏の取組に応じて、民間や地域の関係

者等を構成員とした「圏域共生ビジョン懇談会」における

検討を行います。 

定住自立圏共生ビジョンについて 
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① 定住自立圏の将来像 

 当該定住自立圏における都市機能の集積状況等を示すとともに、
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。 

② 定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的取組 

 将来像の実現に向けて協定に基づき、関係市町村が連携して推
進する取組を記載。（取組内容､スケジュール､関係する市町村､根
拠となる協定等。） 

③ ビジョンの期間 

 期間は、おおむね５年間とし、毎年度所要の変更を行う。 

 

共生ビジョンに記載する主な事項及び期間 
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① 関係者の意見を幅広く反映させるため､定住自立圏の取組に応じ      
て、以下のような民間や地域の関係者を構成員とし､中心市が開催
する「圏域共生ビジョン懇談会」における検討を経る。 

・医療・福祉・教育・産業振興・地域公共交通等各分野の代表者 

・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 
等 
 

② ①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。 
 

③ 策定後、公表。中心市は近隣市町村、関係都道府県及び総務省
にビジョンの写しを送付。総務省は速やかに関係府省に写しを送付｡ 

 

共生ビジョンの策定手続き等 
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自治体 

議会 

住民 

1月 2月 12月 3月 10月 11月 

共生ビジョン 
パブコメ 

共生ビジョン策定スケジュール 

幹事会等（随時開催） 協
定
締
結
（調
印
式
） 

推
進
協
議
会 

中
間
案
説
明 

パ
ブ
コ
メ
対
応 

ビ
ジ
ョ
ン
説
明 

ビ
ジ
ョ
ン
公
表 

4月～ 

懇談会（３～４回） 
①11/28  ②1/5  ③2/9 ④未定（パブコメ終了後）  
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【参考】全国での取組状況 
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全国の状況（平成29年1月16日現在） 

 

〇 中心市要件を備えた市      ２４９市 
    ・県内７市（津市、四日市市、伊勢市、松阪市、亀山市、いなべ市、伊賀市） 
     ※近隣府県 京都府福知山市、滋賀県彦根市、長浜市、草津市、栗東市、 
              東近江市、奈良県天理市 

〇 中心市宣言を行った市の数   １３０市 
  （ビジョン策定済１１８市、協定締結及び形成方針策定済６市、 
   中心市宣言のみ実施済 ６市） 
〇 定住自立圏圏域数 １１６圏域 
〇 特徴的な圏域 
  ・県境型圏域１２圏域（県境を越えた連携） 
  ・複眼型中心市圏域８圏域（中心市要件を満たす２つの市に 
   よる連携） 
  ・合併１市圏域３１圏域 
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