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Ⅰ．要旨 

 

１．研究の背景と目的 

近年のモータリゼーションの影響により、市民の日常生活が自治体域をこえて営まれる

ようになったため、人口減少・高齢化・経済的衰退等の我々の社会が抱える課題について

は、広域空間計画的に解く必要性と可能性が生じてきている。しかし、我が国のそのため

のツールの一つである国土形成計画には、さまざまな課題が指摘されている。一方、同様

の社会的課題を抱えるイギリスやドイツにおいては、広域計画の抜本的な改正をはじめと

して、新たな動きがみられる。 

そこで本研究では、我が国の広域計画・連携の実態を調査し、上記の問題認識のブラッ

シュアップを行ったうえで、イギリス・ドイツにおける広域計画・連携の変化とその実態

について明らかにすることを目的とする。その際には、特に以下の 3つの論点に着目する

こととする。 

【論点１】圏域設定のあり方について 

【論点２】国土形成計画の実効性について 

【論点３】各論的課題（特に経済振興・人口減少への対応）について 

 

２．我が国における広域連携の実態 

第一に、総合的枠組みに基づく圏域とニーズに応じた個別圏域の両者がみられる。しか

し一部には、総合的枠組みの目標・内容が曖昧になっているという課題もある。 

第二に、広域地方計画は、広域的インフラ整備要望の根拠となるなど一定の意義を有し

ている場合もあるものの、広域連携の推進という観点からは、市町村から積極的に意識さ

れているわけではない。 

第三に、経済振興という観点からは、民間ベースの広域的な連携は進展している地域も

見られるものの、行政と民間との広域的な連携、行政が仲介となることによる民間同士の

広域的な連携のいずれについても、十分に進展しているとは言えない状況にある。また、

人口減少に対する広域的な施設の統廃合・インフラの整理・縮小というプロセスは、まだ

ほとんど進展していない状況である。 

 

３．イギリス・ドイツにおける広域連携と我が国への示唆 

【論点１】圏域設定のあり方について 

イギリス・ドイツにおいては、基礎的・全域的圏域としての「総合的圏域」と、機能的・

選択的圏域としての「機能的圏域」の両者が見られた。その点で、圏域は一意に決定され

るものではなく、目的により可変的に決定されるものであることが分かる。その際には、

生活圏域、政治的、歴史的背景を共有する地域が「総合的圏域」として、地域の連携のコ
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アとなる可能性を持っている。 

我が国の広域行政圏は、その意味では長年の信頼関係に基づく、「総合的圏域」となる可

能性を有しているといえよう。一方で、戦略的・機能的な圏域をいかに形成していくかも

重要な課題である。 

 

【論点２】国土形成計画の実効性について 

イギリス・ドイツにおいては、広域計画の実効性を以下の二点から確保している。第一

には計画の策定と補助金の付与との連動であり、第二には下位の空間計画または開発計画

と直接的な関係性である。そのためには、計画を基準としうるようなレベルまで空間的内

容をより具体化させなければならないこと、策定プロセスに自治体を直接的に参加させる

べきであることが条件として挙げられる。 

また、その際には現状の都道府県と道州の位置づけについても再考する必要があるだろ

う。すなわち、道州レベルの計画に実効性を持たせるためには、そもそも道州レベルに行

政体が存在していなければならず、逆に中間的役割を担っている都道府県は、そちらに吸

収・統合されるべきものである。ただしこの点は単に広域計画制度の問題ではなく、地方

自治制度そのものの課題でもあるが、このような都道府県の位置づけをいかに考えるか（中

途半端でその必要性が薄いのではないか）、という点も、計画論的・行政組織論的両面から

の更なる検討が必要である。 

 

【論点３】各論的課題（特に経済振興・人口減少への対応）について 

イギリス・ドイツにおいては、経済振興に関してはボトムアップ的な連携もトップダウ

ン的な連携もあったが、いずれにせよ共通していた特徴は、民間と行政が直接的に広域的

に連携している点と、民間の意見を積極的に公共投資計画に取り入れようとしている点で

ある。 

それと比較すると、我が国の広域連携は「広域行政間連携」という枠組みにとどまって

いるか、または民間レベルのみの広域的連携にとどまっている場合が少なくない。ビジネ

スセクターと公共セクターとが一体となって広域的に連携を行い、前者の意見を後者の公

共投資計画に積極的に取り入れていくことにより、民間企業の創造性を活かす広域連携が

可能になるといえる。 
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地方都市の計画的課題
• “プラスの強化”：「拠点」

形成の必要性：地域経済
の活性化

• “マイナスの補完”：人口減

少・高齢化社会における
社会サービス提供の維
持・確保

英独における
広域計画・調整の変化
• 英：法定広域計画RSSの廃止と

任意の自治体間計画LEPの導入
• 独：任意の計画REKの積極的活用

国土形成計画の課題
• 即地性の欠如
• 圏域設定の不明確性

• 他の計画との関連性の不
十分性

• 意義の不明確性

日本の国土広域計画の課題

図 1-1 研究の背景 

Ⅱ．本編 

 

１．研究の背景と目的 

 

近年のモータリゼーションの影響により、市民の日常生活は自治体域をこえて営まれて

いる場合が少なくない。それに伴い、商業施設を典型とする各種施設の立地や土地利用な

どの空間利用についても、広域的に進行しているのが実態である。したがって、それらを

どのように広域的にコントロールするのか、ということは、都市・地域計画上の非常に重

要な課題であったし、開発圧力が小さくなってきたとは言えども、更新も含めると一定の

圧力が残る状況下では、これからも課題として残り続けると考えられる。 

一方で、逆に人口減少という観点からは、そのような広域的な行動圏域を活用して各種

施設を広域的観点から整備することが求められている。というのは、特に地方都市におい

ては、自治体単位では高度化する人々の生活水準維持の要求に応えるような施設の整備・

維持・管理が困難になってきており、自治体間で連携することによってのみ、それが可能

になっているという実態があるからである。このような人口減少・高齢化社会における社

会的サービス提供の維持確保をいかに行っていくのか、という点は、「マイナスの補完」

ということができる。 

また、人々の生活利便施設の整備と並んで重要なのは、生業の確保である。いくら便利

であったとしても、仕事がないところには人が住まない。このような産業活動については、

従来は個別企業ごとに行われてきており、その結果として現代社会に適応した形への変革

が十分には進行せず、衰退化してきているのが実態である。地域を維持していくためには、

産業の活性化が重要である。したがって、それらをどのようにしてネットワーク化してい

くか、また公共がその活性化・ネットワーク化にどのように関わるべきかが課題となって

いる。このような拠点形成による地域経済の活性化は、「プラスの強化」ということがで

きる。 

そのような状況に対応するツー

ルの一つとして挙げられるのが、

国土形成計画・広域地方計画であ

る。それにより、生活圏や経済圏

の拠点形成・ネットワーク化がな

されることが想定されている。 

しかし、その国土形成計画には、

即地性が欠如していること、圏域

設定が不明確であること、他の計

画との関連性が不十分であること、

そもそもの意義が不明確であるこ
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と等、さまざまな批判が出されているところである。 

 

この点、イギリスにおいては、近年の政権交代に伴って法定の広域地方レベルの空間計

画である地域空間戦略（Regional Spatial strategy, RSS、その後 Regional Strategy （RS））

が廃止された。その結果、空間計画は自治体レベルのみとなったが、同時に自治体間の水

平的調整システムとして空間計画に関する“duty to cooperate”が導入された。また、経

済的観点を主眼とする自治体間の任意の協力関係である Local Enterprise Partnership 

(LEP)が新しく導入された。 

またドイツにおいては、法定の空間計画制度についてはほとんど変化はないものの、そ

れらを補完する計画制度として、各州が独自にさまざまな動きを行っている。その代表的

な事例が、チューリンゲン州における広域開発計画（Regionale Entwicklungskonzepte）

であり、ブランデンブルク州の地域開発拠点（Regionale Wachstumskerne）である。 

これらの事例は、単純な空間計画に基づく上記の課題の解決が困難であることを示唆し

ている。 

 

そこで本研究では、我が国の広域計画・連携の実態を調査し、上記の問題認識のブラッ

シュアップを行ったうえで、イギリス・ドイツにおける広域計画・連携の変化とその実態

について明らかにすることを目的とする。 

 

その際には、特に以下の３つの論点に着目して調査を行うこととする。 

 

【論点１】圏域設定のあり方について 

 広域調整・連携の枠組みである「圏域」は、地理的歴史的条件及び連携内容に

よって規定され、一義的に定義することは困難であるという仮説に基づき、第一

にその仮説を実証的に検証すると共に、第二にそのような中における「総合的な

連携」の動きをどうとらえるべきか、について検討する。 

 

【論点２】国土形成計画の実効性について 

 自治体レベルでは国土形成計画がほとんど考慮されていないのが実態であると

いう仮説に基づき、第一にその仮説を実証的に検証すると共に、第二に英独両国

における国土広域的な計画の役割とその実効性担保の手法を明らかにすることを

通じて、我が国の国土形成計画の実効性を高めるための手段に関する示唆を得る。 

 

【論点３】各論的課題（特に経済振興・人口減少への対応）について 

 我が国においては自治体間で経済振興・人口減少等への共同的対応が不十分で

あるという仮説に基づき、第一にその仮説を実証的に検証すると共に、第二に英
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独両国におけるこれらの課題への対処法とその効果・課題を明らかにすることを

通じて、我が国のこれらの課題に対する解を得るための必要条件を提示する。 

 

 

 

  



【報告書様式】 

6 

 

 

２．我が国における広域連携の実態 

 

日本では、新全総の広域生活圏構想、三全総の定住構想などに基づく広域圏の設定と取組

が約 40 年にわたって行われてきた（広域行政圏（旧自治省）、地方生活圏（旧建設省）、

モデル定住圏（旧国土庁）、地方拠点都市地域など）。また、平成の市町村合併により、

広域行政の枠組みも変化し、また人口減少・少子高齢化の中で地域政策の目的も変わって、

現在では定住自立圏が推進されている。その結果、2014年 1月末現在で 91市が中心市宣言

を行い、78圏域で定住自立圏が形成され、78市で定住自立圏共生ビジョンが作成されてい

る1。その中には、単に広域医療体制の構築や観光ネットワークの構築など、ソフト面の連

携を図っているのみならず、人口減少に対応するために共同でハード施設の統合を行って

いる事例も見られる。 

 一方で、定住自立圏は、中心市の人口要件を 5万人以上としているが、人口 20万人以上

の政令市、中核市、特例市において取り組みが進んでいない点が指摘されており、第 30次

地方制度調査会答申では、地方中枢拠点都市を核とした圏域における都市機能、生活機能

の確保（集約とネットワーク化）とともに、我が国の経済をけん引する役割を期待し、新

たな広域連携の制度の必要性が指摘された。これを受けた「基礎自治体による行政サービ

ス提供に関する研究会報告書」（2014年 1月）では、連携協約の仕組みを導入することが

提案されている。 

 また、従来の広域行政に加えて、官民連携や「新しい公共」など新たな担い手の議論も

活発に行われている。後述するイギリスの LEP は、民間主導による経済開発分野での広域

連携の仕組みである。 

 以上を鑑みて、日本における広域連携の事例として、熊本都市圏と長崎都市圏、伊万里・

有田地域を事例として取り上げる。 

 熊本都市圏は、政令指定都市である熊本市を中心に都市圏協議会を設置して広域連携の

取り組みを行っており、圏域設定の考え方、中心市および周辺市町村にとっての広域連携

のメリット、関係主体の役割、産業振興・生活サービス提供の取り組み内容、国土形成計

画広域地方計画との関係を明らかにすることを目的としている。 

 長崎都市圏は、経済 4団体による都市経営戦略推進会議を設置して地域経済振興に取り

組んでおり、民間主導による広域連携の事例として取り上げる。 

 伊万里・有田地域は、伊万里市が定住自立圏共生ビジョンを作成しているのみならず、

両市町の病院を統合して新病院の共同での建設・運営を行っているなど、積極的に人口減

少社会に対応するための自治体間連携を図っている事例として取り上げる2。 

                                                   
1 定住自立圏構想に関するウェブページ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/teizyu/ による。 
2 選定にあたっては、国土交通省の「官民連携による広域的地域づくりを行う組織」

（https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk9_000006.html）の一覧を参照し、複数の市

町村にまたがる都市圏スケールであること（都道府県単位で連携している事例を除く）、観光など特定の

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/teizyu/
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 調査方法は、各組織のウェブサイトからの情報収集、および関係者へのヒアリング調査

によった3。 

 

  

                                                                                                                                                     
テーマでの連携でなく広く経済振興や人口減少への対応を目標としていること、民間主導で取り組んでい

ること等を基準とした。 
3 ヒアリング対象及び実施日は以下の通り。熊本都市圏協議会事務局・熊本市企画課・同都市政策課（2013

年 11 月 6 日）、熊本県甲佐町企画財政課（2013 年 11 月 6 日）、伊万里市企画政策課(2013 年 11 月 7 日)、

長崎都市経営戦略推進会議事務局（2014 年 3 月 4 日）。 
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２．１ 熊本都市圏協議会 

 

（１）連携の経緯 

 熊本都市圏協議会の前身は、2006年 1月に発足した「熊本都市圏及び政令指定都市につ

いての研究会」である。同研究会は、熊本市長を会長とし、関係市町村長、熊本県関係部

長、商工会議所、経済同友会、有識者ら 23名の委員、オブザーバー（熊本県課長）2名か

ら構成され、人口減少社会の到来、地方分権の推進、九州新幹線の全線開業による九州に

おける拠点性の向上を背景に、「都市圏戦略の基本的方向性や熊本都市圏の将来像を描い

ていくため、また、その方策の一つである政令指定都市の効果や課題について道州制を視

野に入れた研究を行う」ことを趣旨としている。 

 同研究会では、2007年 2月までに 9回の研究会を開催し、「熊本都市圏ビジョン」を策

定した。 

 一方、1972年 7月に発足した熊本中央広域市町村圏協議会は、2009年 3月に広域行政圏

計画策定要綱が廃止されたことに伴って解散し、同研究会と一体化する形で、2009年 4月

に「熊本都市圏協議会」が設置された。 

 熊本都市圏協議会は、後述する 4市 9町 1村から構成されており、研究会とは異なり、

熊本県、経済団体は参加していない。これは広域市町村圏を引き継ぐ形で継続しているた

めと思われる。 

 熊本県は当初メンバーであったが、熊本市が 2012年 4月に政令指定都市に移行したこと

により、熊本市が圏域を牽引する役割を担うべきという理由でオブザーバーになった。 

 また、経済団体は参加していない。ただし、政令市を目指していた当時、商工会議所が

事務局となって、熊本県、熊本市、経済界が参加していた政令指定都市推進協議会は、政

令市移行への強い後押しになったという。また、熊本県、熊本市、熊本大学、熊本の経済

界のトップが参加して、地域課題や将来ビジョンについて協議する場としては「くまもと

都市戦略会議」も 2010年 8月に設置されて活動している（経済界は 2012年 1月より参加）。 

 

（２）圏域の設定と推進体制 

 熊本都市圏は、人口約 107万人、面積約 1,871.8km2である。 

 都市圏協議会の構成市町村は、熊本市、宇土市、宇城市、合志市、美里町、玉東町、大

津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町の 4市 9町 1村であり、

概ね熊本市への通勤通学率が 15％以上の市町村で構成されている。なお、「15％」として

いるのは、10％では圏域が広くなりすぎるという認識があったためである。また、熊本市

はこれらの市町村に声をかけたものの、研究会段階では、城南町（その後熊本市と合併）

や美里町が参加していなかった。 

 枠組みのベースとなっているのは熊本中央広域市町村圏協議会である。発足当初は 2市

20 町 3 村であったが、その後合併や脱退（下益城郡）によって、2市 7町（熊本市、合志
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市、大津町、菊陽町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町）となった。広域市町村

圏は 40年の歴史をもち、公共施設の相互利用、パーク＆ライドの推進、地下水保全などに

取り組んできており、これが都市圏における連携の基本的枠組みであると言える。他方で、

地下水対策（阿蘇市、大津町、菊池市など）や公共交通（熊本市、嘉島町、御船町、甲佐

町、美里町、山都町）、救急医療の輪番制など、部門別では連携の枠組みは異なっており、

総合的な枠組みと、ニーズに応じた個別圏域とが混在している。 

 協議会の事務局は熊本市が担当している。協議会の財政は構成市町村の負担金に拠って

おり、熊本市が 300万円、他の 13市町村は人口割により合計 100万円の計 400万円となっ

ている。2011年度までは熊本県が 200万円を負担していた。支出は、事業はいろいろある

ものの、調査研究や、共通して進められるものがないかといった検討が中心となっている。

予算規模としては小さいため、協議会ではハード整備ができない課題がある。統括的な調

整の場なのか、事業実施機関とするかは今後の議論である。 

 

 

図 2－1 熊本都市圏の構成市町村（出典：熊本都市圏ホームページ） 

 

（３）具体的な取り組み 

 熊本都市圏協議会では、主に以下の分野で取り組みを進めている。 

 ・定住の促進（福祉有償運送事業、環境保全事業） 

 ・地域産業振興（特産品高付加価値化、観光） 

 ・交通体系等の整備（パーク＆ライド、バス路線網再編） 

 ・教育文化機能の充実（職員研修、サッカー応援事業） 

 ・政令指定都市の実現 

 しかし、協議会の主たる目的は、熊本市の政令指定都市移行への機運の醸成だったため、

政令市移行を果たした今、次のあり方を考えなければならないという認識はある。しかし、

都市圏ビジョンの実現に向けた事業を進めている段階であり、大きなベクトルを打ち出す

までの議論には至っていないのが現状である。 
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 経済振興という観点からは、熊本市単独では農商工連携課の設置など取り組みは行われ

ているものの、広域連携は進んでいない。熊本城マラソンに都市圏のブースを設置して共

同で出品するくらいで、高付加価値化はまだ調査研究段階であり、6次産業化の議論も都市

圏では進んでいない。これには生産者の高齢化や加工者のリスク回避によって、担い手側

が望んでいないという事情、自給自足ができており、農産物販売を積極的に圏域外で行う

といったモチベーションがないことも原因として指摘されている。 

 社会サービスの観点からは、熊本都市圏の公共交通マスタープランの検討（平成 15年に

策定された熊本都市圏都市交通アクションプログラムの改定作業）が 2015年策定を目標に

行われている。この枠組みは 5市 6町 1村であり、菊池市が加わっているが、玉東町、山

都町、美里町は入っていない。また、熊本市はバス路線網の再編（効率性を高め、利用者

を増やすため、減らすことも視野に入れている）の検討を行っており、これに対しては協

議会の公共交通部会で熊本市のグランドデザインに対して意見を述べるにとどまっている。 

 人口減少に伴う公共施設の統廃合などの取り組みは都市圏全体としては行われておらず、

一部事務組合や、具体的な施設に関係する市町村間の協議にとどまっている。 

 

（４）広域連携のインセンティブ 

 中心市である熊本市としては、圏域全体の浮揚を図るものと考えているが、都市圏ビジ

ョンの目標を実現することが基本的な方向である。メリットは政令指定都市が実現したこ

とであるが、実現したいま、熊本市だけでなく圏域全体としてメリットのある取り組みを

行うことが必要だという認識である。 

 他方、周辺市町村からは、中枢拠点都市である熊本市と連携することで、「熊本都市圏」

としてのプレゼンスの向上、情報発信力が高まることに期待が寄せられている。定住支援

や交流人口の増加に取り組む上でも、まず他県から熊本に関心を持ってもらうことが第一

であり、熊本都市圏の中であれば自分の町が住みよいことをアピールする、といった取り

組みに繋がる可能性がある。そのため、熊本駅の再開発が現在の関心の中心事項になって

いるという。 

 都市圏協議会は、首長が一堂に会する唯一の場として、他の部門別の連携とは位置づけ

が異なる。周辺市町村にとっては、オブザーバーであっても熊本県も参加しているため、

その場で要望し回答を得ることができ、また事務レベルの話し合いの場としても率直な意

見交換が可能になるメリットがあるという。 

 ただし、市町村によって抱える問題は異なるため、共通の課題を見出すこと自体も課題

となっている。 

 

（５）空間計画との関係 

 九州圏広域地方計画では、熊本都市圏について、以下のような記述がある。 

・ 「九州圏の各地域の個性や魅力を創出する多極型圏土構造の極となる拠点を圏域内に
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バランスよく形成していくことを目指して、福岡、北九州、熊本、鹿児島を始めとす

る･･･基幹都市圏において、それぞれの都市圏が、これまでの集積を活かし、九州圏内

の機能分担と連携を図りながら、個性的で魅力的な都市圏の形成を図る。」「同時に、

熊本、鹿児島を始めとする基幹都市圏においても、圏域内の一体的な発展に向けて福

岡・北九州都市圏も含む各都市圏相互の機能分担と連携を進めながら、各々の都市圏

の規模や地域の特性に応じた特色ある拠点の形成を図る。また、高質の生活サービス

や就業機会という高次の都市的サービスを九州各地の人々に提供する地域の自立的発

展の拠点を圏域内にバランスよく形成していくことを目指して、・・・各々の都市圏の

規模や地域の特性に応じた高次な教育・文化、医療・福祉、業務管理、研究開発、情

報、国際交流等の高次都市機能の集積を図る。」 

・ 「シリコンアイランドの形成に向けて、世界市場に通用する競争力と産業集積の確立

を目指し、世界市場で通用する製品・技術分野を確立するため、・・・熊本では半導体

実装技術の開発拠点の形成を・・・図る。」 

・ 「環境・リサイクル関連産業の発展に向けて、九州各地の技術・資源等を活かした特

色ある環境・リサイクル関連産業の振興を図るため、・・・熊本における環境・バイオ

マス分野・・・等、九州各地に特色ある技術研究開発・産業集積拠点の形成を図ると

ともに、環境・リサイクル関連分野における産業クラスター活動を促進する。」 

・ 「バイオ関連産業の発展に向けて、地域特性に応じた特色あるバイオ関連産業の振興

を図るため、・・・熊本では医療・食品・環境分野における次世代バイオ関連産業の創

出拠点の形成を・・・図る。」 

・ 「フードアイランドの形成に向けて、食の安定供給に応える高品質で個性あふれる食

料供給基地の形成を目指し、食の安定供給を支える高品質で個性あふれる農林水産物

の生産地づくりとして、・・・熊本では新たな品種、栽培方法の確立による独創的な農

産物の生産地の形成を・・・進める。」 

・ 「その他の基幹都市圏においても、その規模や特性に応じた国際交流の拠点機能を果

たしつつ、九州圏の多極型圏土構造を支える地域の自立的発展の拠点として個性や魅

力を備えていくため、熊本都市圏においては、熊本市と周辺市町村等との連携を図り

つつ、豊かな自然と歴史を活かした九州中央の定住と交流の拠点の形成を・・・図っ

ていく。」 

・ 「文化芸術等による創造的都市の形成を目指し、創造的な文化芸術活動等を支える都

市環境を形成していくため、・・・熊本における建築文化の向上への取組を通じた創造

的な都市空間の形成・・・を推進する。」 

 しかし、市町によるヒアリングからは、広域地方計画を意識して計画を立てたり、事業

を進めている実例や、広域地方計画に熊本都市圏の位置づけがあることで広域連携の推進

に影響を与える可能性については聞かれなかった。広域地方計画は拘束力のある計画では

なく、市町村レベルからは意識されていないという実情が確認された。 
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 また、都市圏協議会での議論が、熊本市の具体的な政策に繋がっている事例も、現段階

では把握されなかった。 
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２．２ 長崎都市経営戦略推進会議 

（１）連携の経緯 

 長崎経済同友会が、2007～2008 年度に長崎地域の経済の実態調査および分析を実施し、

地域経済衰退の認識の共有化、域外からの外貨獲得のための移出・輸出産業の強化によっ

て経済衰退に歯止めをかけることを問題提起したことが発端である。長崎経済同友会は、

2009 年 5 月に、「長崎における都市経営戦略 中間報告－地域経済の現状分析」を公表し

た。 

 長崎経済同友会は、長崎商工会議所に協議を持ち掛け、商工会議所が前向きな姿勢とな

ったことで、地域の関連企業もこの取り組みに参加する機運が醸成された4。 

 2009 年 8 月に、関係団体での対応方針の協議・調整のため、都市形成戦略策定検討会が

発足した。構成メンバーは長崎商工会議所、長崎経済同友会、長崎経営者協会、長崎青年

会議所であり、オブザーバーとして、長崎県、長崎市、長崎大学経済学部が参加した。同

検討会には、基幹製造業、観光業、水産業、教育（大学）の 4 つの分科会が設置され、2010

年 3 月までの間にそれぞれ 3～4 回の会合が開催されている。 

 これらの検討結果を受け、2 回の全体会を経て、2010 年 5 月に「みんなでつくろう元気

な長崎」と題した提言がまとめられた。提言では、①危機感を共有し、地域の総合力で行

動すること、②目標をもって衰退に歯止めをかけるべく、地域活性化に効果が大きいと考

えられる 4 分野について定量目標を設定して施策を推進すること、③活性化策のフォロー・

推進のため、長崎都市経営戦略会議、長崎サミットを設置すること、が掲げられた。 

 ③は、地域活性化の諸施策を効果的に、強力に、迅速に進めるため、経済４団体をメン

バーとし、長崎大学をアドバイザー、長崎県、長崎市をオブザーバーとする「長崎都市経

営戦略推進会議」と、長崎県知事、長崎市長、長崎大学長、４経済団体のトップからなる

「長崎サミット」を設置するものであり、推進会議は 2010 年 7 月に発足した。 

 

（２）圏域の設定と推進体制 

 「長崎地域」は、長崎市、時津町、長与町、諫早市の 2 市 2 町である。これらの地域は、

長崎市への通勤通学 10％圏域であるが、より直接的には、三菱重工長崎造船所の関連企業

が立地し、その従業員が居住している地域として設定されている5。 

 後述するように、具体的な取り組みは長崎市内が中心となっているが、同様の効果が見

込まれるため、長崎市だけでなく長崎地域として取り組みを進めている。 

 推進会議は、経済 4 団体に加えて、工業会、水産加工業協同組合などの委員、長崎大学

のアドバイザー、長崎県、長崎市、九州経済連合会長崎地域委員会からのオブザーバーを

含めて、35 名の委員から構成されている。また、基幹製造業の振興対策、基幹製造業に係

わる地場企業への振興対策、マーケット対策、おもてなしの飛躍的向上、観光資源の再構

                                                   
4 長崎都市経営戦略会議事務局へのヒアリングによる。 
5 長崎都市経営戦略会議事務局へのヒアリングによる。 
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築、コンベンション・クルーズ対策の強化、長崎かんぼこ王国推進委員会、留学生受け入

れ態勢の充実、産学官連携の 9 つのワーキングチームが設置されている。2014 年 2 月まで

に、推進会議は 31 回、長崎サミットは 8 回開催されている。 

 推進会議の財政は、2013 年 3 月時点で 52 の経済団体・民間企業からの資金支援に拠っ

ており、年間 2200 万円となっている。 

 連携の経緯、また推進会議の構成をみても、民間主導の広域的地域づくりの事例として

捉えることができよう。 

 

（３） 具体的な取り組み 

 長崎県は 1980 年代前半から既に人口減少局面に入っており、2030 年には、1925 年当時

と同程度の人口になると推計されている。また、長崎市は、九州の県庁所在地の中でもも

っとも人口の減少数および減少率が大きく、若年層の流出と、それを食い止めるための雇

用の創出が重要な課題となっている。 

 推進会議では、推進会議のプロジェクトは、2020 年を目標に、10 年間の活動期間を、具

体的推進体制を構築する第 1 ステージ（2 年間）、具体的成果を得るための基盤整備の第 2

ステージ（3 年間）、具体的成果を得る第 3 ステージ（5 年間）の 3 つのステージに分けて

いる。2020 年の全体目標として、1 人あたり GDP（長崎地域）は 331 万円（2010 年度は

332.6 万円）、産出額は 359 百億円（2010 年度は 371 百億円）、就業者数は 302 千人（2010

年度は 299 千人）を設定している。そして、長崎地域の発展には、域外からの外貨獲得が

必要という考え方のもと、基幹製造業、観光、水産、大学の 4 分野を重点項目に掲げ、定

量目標を設定して PDCA サイクルで推進している。主な取り組みを下記に挙げる。 

①基幹製造業 

 基幹製造業本体の生産規模維持・確保、地元企業の受注率引き上げを図る。 

 特に、2013 年 2 月に指定を受けた「ながさき海洋・環境産業拠点特区」、2013 年 7 月に

指定された「ながさき海洋・環境産業雇用創造プロジェクト」（厚生労働省）の推進に重点

的に取り組んでいるところであり、欧州海洋エネルギーセンターの日本版の創設を目指し

ている。 

②観光 

 観光客数増加および宿泊日数の長期化、消費単価引き上げを目指している。 

 長崎では、九州新幹線長崎ルートの着工や、県庁舎、市庁舎、県警庁舎、県公会堂など

の公共施設の老朽化に伴う移転・建替えなどの事業がプロジェクト推進期間内に決定・予

定されており、これらを活用することが課題となっている。 

 具体的な取り組みとしては、2 つの世界遺産登録の推進、夜景観光、MICE の誘致、まち

なか全体のエリアマネジメント推進、二次交通を含む交通体系整備などがある。 

③水産 

 生産・販売力強化による売り上げ拡大を目指し、長崎かんぼこと呼ばれる練り製品の PR
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や新商品の開発に取り組んでいる。 

④大学 

 消費増に繋がること、また企業としてみなしたときに設備投資も大きいことから、留学

生増加を目指しており、県内にある大学、長崎県、長崎市・佐世保市・諫早市、経済団体

など 21 機関によるコンソーシアムを設置して、長崎留学生支援センターを開設した。留学

生に対して、まちなかインターンシップや経済団体との交流の機会を提供している。 

  

 また、長崎経済同友会が佐世保の同友会に働きかける形で、佐世保にも同様の組織とし

て「させぼ未来創造フォーラム」が設置されており、長崎の取り組みを拡大すること、観

光の双方向の交流促進などの連携を模索している。 

 

（４）広域連携のインセンティブ 

 長崎都市経営戦略推進会議は、官民連携の中でも民間主導の特徴がある。 

 行政による政策は、財政の制約もあり、広く薄くとなりがちなところ、推進会議は経済

振興という観点から何を重点的に行うべきかを示し、かつ地域全体として取り組む体制を

構築することで、国などに対する PR 力が向上し、新幹線着工や特区の指定に繋がっている

6と評価されている。また、民間企業からの資金支援で事務局運営などを賄っており、活動

の自由度も高い。 

 長崎県、長崎市は推進会議、サミットではオブザーバーという立場であるが、経済団体

側は行政との情報共有を行っており、経済分野での予算の重点配分にも繋がっている。ま

た長崎県は、海洋特区の指定など全県的な取り組みにおいて重要な役割を果たしている。 

 こうしたメリットはあるが、その背景には、連携の経緯からもわかるように、経済界の

強い危機意識とリーダーシップがあることも指摘できよう。 

 一方、行政側としては、既に様々な取り組みを行っていることから、当初は経済団体か

らの呼びかけには消極的であったが、むしろ経済界の様々なオピニオンを活用する姿勢に

なっている。ワーキングチームの議論では、行政からの参加メンバーも大きな役割を果た

しているという。しかし、議会としては行政と経済団体が直接的に連携していることを不

満に思っていることもあり、サミットでも、知事や市長はなかなか踏み込んだ発言がしに

くいという問題点もヒアリングから指摘された。 

 

（５）空間計画との関係 

 長崎都市経営戦略推進会議は民間主導のため、都市計画や都市開発事業の実施主体とは

ならないが、会議の場で経済の観点からまちづくりに対して様々な議論・提言を行うこと

で、行政の取り組みに反映させている。 

 その一例として、まちなか全体のエリアマネジメントの推進がある。長崎市では「まち

                                                   
6 長崎都市経営戦略会議事務局へのヒアリングより。 
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ぶらプロジェクト」として、中心市街地の 5 つのエリアごとに特色あるまちづくりを行う

ことを推進しているが、推進会議からは、新幹線が繋がる長崎駅周辺や各エリアで行われ

ているまちづくりを調整するため、ゾーニングも含めたグランドデザインを示すことが必

要であるとの意見が出されており、長崎市でも全体像の提示に向けて検討が進められてい

るという。 
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地方都市の計画的課題
• “プラスの強化”：「拠点」

形成の必要性：地域経済
の活性化

• “マイナスの補完”：人口減

少・高齢化社会における
社会サービス提供の維
持・確保

英独における
広域計画・調整の変化
• 英：法定広域計画RSSの廃止と

任意の自治体間計画LEPの導入
• 独：任意の計画REKの積極的活用

国土形成計画の課題
• 即地性の欠如
• 圏域設定の不明確性

• 他の計画との関連性の不
十分性

• 意義の不明確性

日本の国土広域計画の課題

図 2-2 伊万里・有田地区の位置 

（出典：伊万里・有田地区定住自立圏共生

ビジョン） 

２．３ 伊万里・有田地区 

(1) 伊万里・有田広域圏と圏域内連携の状況 

伊万里市と有田町は、佐賀県北西部に位置し、

人口はそれぞれ約 57,000 人と約 21,000 人（共に

2010 年国勢調査）であり、共に減少傾向にある。

両市町の主要部は、松浦鉄道西九州線と国道 202

号で結ばれており、有田町の高校生が伊万里市に

通ってくるなど、生活圏は一体的に形成されてい

る。 

有田町は、旧有田町と西有田町が合併し、2006

年に新たに発足した町である。2002 年から伊万里

市、西有田町、有田町の 1 市 2 町の枠組みでの合

併が検討されてきたが、伊万里市民病院と有田共

立病院の統廃合問題、特に統合後の立地場所の問

題で意見が折り合わず、その枠組みでの合併が破

談となり、有田町と西有田町の 2 町のみでの合併

となった。 

また、他分野についても、以下に挙げる主要事例の通り、さまざまな連携が行われて

いる。 

 

表 2－1 伊万里・有田地区における連携分野とその圏域 

名称 構成市町村 連携内容 

伊万里・有田地区医療福祉

組合 

伊万里市・有田町 伊万里有田共立病院の設

置・運営 

伊万里・有田地区衛生組合 伊万里市、有田町 し尿処理場、火葬場の設置

管理運営 

佐賀県西部広域環境組合 伊万里市、有田町、武雄

市、嬉野市等 4 市 5 町 

ごみ処理 

西九州北部地域開発促進協

議会 

伊万里市、有田町（佐賀

県）、平戸市、佐世保市（長

崎県）等 4 市 4 町 

広域的な地域開発の促進、

産業・観光発展 

環・伊万里湾核都市研究会 伊万里市、松浦市 自治体間の連携のあり方

の研究 

北松浦半島振興対策協議会 伊万里市、平戸市、佐世

保市、松浦市、佐々町 

半島の魅力 PR のための事

業実施 
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写真 2-1 伊万里有田共立病院 

(2) 定住自立圏の中心的内容：伊万里有田共立病院 

定住自立圏に基づく協定の中心的内容の一つが、医療施設、伊万里市民病院と有田共

立病院の統合である。 

伊万里市にとっての病院統合のメリットは、有田共立病院には、比較的多くの診療科

があり、伊万里市には設置できていなかった診療科を新たに入れることができるように

なるという点である。また有田町にとってのメリットは、規模・需要の拡大によって病

院の経営を安定化させることができるという点である。 

市町合併協議において最大の懸案となっていた立地場所については、伊万里市が有田

町に政治的に委ねた形とし、有田町は

ほぼ伊万里市との境界部、松浦鉄道西

九州線夫婦石駅付近に決定した。伊万

里市にとっては、中心部に近い場所に

あった病院が郊外に移転することにな

るというデメリットはあるが、それに

ついての異論は大きくはなかった。そ

もそも伊万里市から有田町の有田共立

病院に通院している人たちも少なから

ずいたことも一因と思われる。 

 

(3) 広域連携のメリット・デメリット 

 中核都市にとってのメリット・広域連携の課題等としては、以下の点が挙げられた。 

 

【メリット】 

・ ハード事業については、周辺自治体の利用を見込んで行うことができるため、基盤が

安定する 

・ 合同の職員研修は中心市・周辺自治体双方にとってメリットが大きい 

・ 産業活動で対外的に共に PR 活動等を行っている場合がある（窯業・農協） 

・ 図書館の共同利用をはじめとした公共施設の相互利用は比較的頻繁にやっている 

 

【課題】 

・ 連携のメリットをより目に見える形にすること 

 特別交付税として交付されているので、明確には見えない 

・ 優先採択と言われながら本当にそうなっているのかが、明確には見えない 

・ 産業面での連携について、共に窯業（伊万里焼・有田焼）を抱えており、共同で販売

活動等を行う場合もあるが、両者はタイプが全く違うので連携して新規開発を行うの

は難しい 
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(4) 国土形成計画について 

 国土形成計画については、西九州自動車道など、計画に載せられたものもある。中央

で要望活動を行う際には、その載せられたことを活用して要望活動を行った。その意味

では、国土形成計画は活用できている。 

 

(5) 人口減少と自治体間連携について 

人口減少を見据えた伊万里・有田間の協働のファシリティマネジメントまではまだ考

えられていない。ただし、例えば図書館の共同利用などは約 20 年前から行っている。

図書館の利用者数約 38,000 人のうち、有田町民が約 8,000 人を占めている。その他、

し尿処理や火葬場の運営のほか、平成 24 年 4 月には消防の広域化も実現するなど、行

政事務の共同処理については、伊西地区として比較的積極的にやっているものと思われ

ている。 

また、今後は市の出張所（7 か所）と小中学校の統廃合が課題となってくると思われ

るが、まだ具体的な動きにはなっていない。 
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２．４ 小結 

以上、ここまで見てきた事例から、我が国の広域連携の実態として、当初設定した 3 つ

の論点からは、以下の通りまとめることができる。 

第一に、総合的枠組みに基づく圏域とニーズに応じた個別圏域の両者がみられる。しか

し一部には、総合的枠組みの目標・内容が曖昧になっているという課題もある。 

第二に、広域地方計画は広域的インフラ整備要望の根拠となるなど、一定の意義を有し

ている場合もあるものの、広域連携の推進という観点からは、市町村からは意識されてい

ない。 

第三に、経済振興という観点からは、民間ベースの広域的な連携は進展している地域も

見られるものの、行政と民間との広域的な連携、行政が仲介となることによる民間同士の

広域的な連携のいずれについても、十分に進展しているとは言えない状況にある。 

また、人口減少に対する広域的な施設の統廃合・インフラの整理縮小というプロセスは、

まだほとんど進展していない状況である。その要因としては、統合する両者にとって

Win-Win の状況が求められるが、そのような条件を満足する場合が多くはないことが考え

られる。 
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３． イギリス（イングランド）における広域計画・広域連携 

 

３．１ イングランドの広域計画制度 

（１）イングランドの政府構造 

 イングランドの地方自治制度は、二層制の地域と一層制の地域が混在している。二層制

の地域は、広域自治体であるカウンティ・カウンシルと基礎自治体であるディストリクト・

カウンシルを有しており、一層制の地域では単一自治体（Unitary Authority）のみとなっ

ている。 

 1990年代、特にブレア政権による地域分権化（Regionalism）の流れの中で、イングラン

ドには、ロンドンを含む９つの地域（Region）が設置された。ロンドン以外の８地域には、

中央政府の出先機関である政府地域事務所（Government Office for Regions）、地方政府

や地域団体の代表からなる地域評議会（Regional Assembly）、地域開発を担う地域開発庁

（Regional Development Agency：RDA）が設置された。ロンドンでは、住民投票により、

公選の市長と議会を有する大ロンドン庁（Greater London Authority：GLA）が設置された。 
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図 3－1 イングランドの地域（Region） 

（出所：Department for Communities and Local Government） 

 

（２）2010 年政権交代以前の広域計画制度 

 イングランドでは、法定のディベロップメント・プラン（Development Plan：DP）を判

断根拠（のひとつ）として、個別の開発行為をコントロールする「計画許可（Planning 
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Permission）」を都市農村計画制度の中心においている。 

 1990 年の都市農村計画法以降、DP は、カウンティ・カウンシル・レベルのストラクチ

ャー・プラン（Structure Plan）と、ディストリクト・カウンシル・レベルのローカル・プ

ラン（Local Plan）の二層（一層制の地域においては、両者の性格を有するユニタリー・デ

ィベロップメント・プラン（Unitary Development Plan））のプランから構成されていた。 

 これに対して中央政府は、1990 年代より、個別の分野別方針である Planning Policy 

Guidance（PPG）と、それらを 9 つの地域（Region）ごとに具体化した Regional Planning 

Guidance（RPG）を発行して、広域的な観点から誘導を図っていた。 

 2004 年の計画・強制収用法では、PPG は Planning Policy Statement（PPS）に、RPG

は地域空間戦略（Regional Spatial Strategy：RSS）に置き換えられた。また、SP は廃止

され、LP は Local Development Framework（LDF）へと置き換えられた。 

 特に RSS は法定ディベロップメント・プランのひとつとして位置付けられ、広域計画の

役割が強化されたことになる。RSS は、RA が GOR、RDA などと協議をしながらドラフト

を作成し、専門家主導による公開審議をへて、GOR が中心になって修正を行い、中央政府

が最終決定するプロセスがとられた。RSS は、15-20 年にわたる長期的な空間発展の枠組

みを示すものであり、特に各ディストリクトにおける住宅供給目標、雇用目標を示すとい

う役割が大きかった。それぞれの Local Planning Authority は、このRSS に整合する形で、

LDF を策定しなければならないこととなっていた。 

 一方、RDA は、それぞれの地域（Region）において、地域経済戦略（Regional Economic 

Strategy）を策定しており、RSS とも調和を図ることとされていた。 

 2009 年の権限移譲法によって、RSS と RES は統合され、単一の地域戦略（Regional 

Strategy）として、RDA が中心となって策定するということとされた。 

 

（３）2010 年政権交代による制度改正 

 しかし、2010 年 5 月に保守党と自由民主党の連立政権が成立した。新政権はマニフェス

トから官僚主義的な地域（空間）戦略の廃止を掲げており、政権交代によって実現される

ことになった。2010 年 5 月に地域戦略、同年 6 月には RDA、同年 7 月には GOR の廃止の

方針が表明され、2011 年 11 月に成立した Localism Act 2011 において法的にも廃止が決定

された。 

 他方で、Localism Act 2011 では、戦略的課題（2 つ以上の計画区域に重大な影響を及ぼ

す持続可能な開発または土地の利用）に関して、development plan の策定において近隣の

LPA 等と協力しなければならない義務（Duty to co-operate in relation to planning of 

sustainable development）が定められた。2012 年 3 月に公表された National Planning 

Policy Framework（NPPF）では、Local Plan が定めるべき戦略的プライオリティとして、

住宅・雇用、商業、インフラ、福祉・安全・文化、気候変動対応が示され、後述する Local 

Enterprise Partnership とも協働すべき、とされている。 
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 一方、RDA の廃止に伴って、ローカル中心に経済振興を行うための政策として、2010

年政府予算において Local Enterprise Partnership（LEP）の導入が示された。 

 このように、イングランドにおいては、広域地方計画に相当する RSS が廃止され、各地

域の実情に基づくボトムアップの広域計画システムに転換していると言える。 

 

 

図 3－2 イングランドの広域計画制度の変容 

（出所：国土交通省国土政策局「各国の国土政策の概要」ウェブサイトの図を一部改変） 
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３．２ イギリス調査の概要 

 上記の動向を背景に、①LEP の圏域設定と取り組み、②RSS の廃止による影響、③経済

振興・社会サービス維持における取り組み、④経済振興と空間計画の関係について明らか

にするため、現地ヒアリング調査を行った7。 

 事例として、ヨーク（York）都市圏とバーミンガム（Birmingham）都市圏を対象とし

た。ヨーク都市圏は、LEP の圏域が複数重なり合っていること、またバーミンガム都市圏

は、同一都市圏と考えられるが異なる LEP が設置されており、圏域設定の考え方について

有益な示唆が得られるのではないかと考えた。また、経済振興や社会サービス維持という

広域連携の目的は、都市圏および都市の位置づけによっても異なると想定される。イング

ランドは南北格差があると言われており、ヨーク都市圏では農村部の振興や社会サービス

維持の取り組みについて、バーミンガム都市圏では 100 万都市として地方中枢拠点都市圏

としての経済発展に向けた取り組みが具体的に把握できるものと考えた。 

 

  

                                                   
7 訪問先は以下の通りである。The LEP Network（2014 年 1 月 17 日）、City of York Council（2014 年 1

月 15 日）、Richmondshire District Council（2014 年 1 月 16 日）、York, North Yorkshire and East Riding 

Local Enterprise Partnership（2014 年 1 月 16 日）、City of Birmingham Council（2014 年 1 月 20 日）、

Black Country Local Enterprise Partnership（2014 年 1 月 21 日）。 
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３．３ 官民連携による地域経済開発：Local Enterprise Partnerships の取り組み 

（１）LEP の仕組み 

①運営体制 

 LEP は、連立政権が 2010 年 5 月に公表した政策文書（The Coalition: our programme for 

government）、同年 6 月に公表した緊急予算（Budget2010）で設置方針が示された。地域

成長（Local Growth）白書（2010 年 10 月）では、LEP は自発的経済地域（natural economic 

area）を勘案した圏域とし、ビジネス主導の官民パートナーシップとされており、運営委

員会のメンバーの半数以上は企業の代表者から構成され、委員長も企業側が務めることと

されている。運営委員会には、民間企業のほか、地方自治体のリーダー、大学など教育分

野の関係者が参加することが想定されている。 

 LEP は法的な位置づけは有しないので、法人格も持たない。 

 

②LEP の役割 

 LEP は、地域における持続的な民間主導による成長と雇用創出において明確なビジョン

と戦略的なリーダーシップを提供するものとされ、 

・ 交通インフラの整備、事業実施の支援もしくは調整も含めた主要な投資のプライオリ

ティの設定に政府とともに取り組む 

・ 地域成長ファンド（Regional Growth Fund）の提案を調整、もしくは直接申請する 

・ 高成長産業を支援する 

・ 国の計画政策の策定への要望、戦略的計画の策定に際して民間企業が参画できるよう

にする 

・ 企業に対する地域の規制の改革を主導する 

・ 」戦略的な住宅供給とこれを行うための資金調達や配分を支援する 

などの役割が示されている。 

 

③財政 

 財政については、当初は運営資金は構成する地方自治体と企業が自ら負担するものとさ

れていたが、資金難により民間企業の協力が得られずに立ち上げや運営に苦慮している

LEP が多かったことから8、立ち上げとランニングコストの支援のため、スタートアップ・

ファンド（start-up fund、総額 500 万ポンド）と呼ばれる補助金が設けられた。また、LEP

の戦略計画の作成や交付を支援するキャパシティファンド（capacity fund、年間 2.5 万ポ

ンドを 3 年間受け取ることができる）、行政がやるべきサービスを LEP が提供するように

なってきたことから、組織運営を維持するための資金援助としてのコア・ファンディング

（core funding、中央政府から最高 25 万ポンド、地方自治体から最高 25 万ポンドの計 50

                                                   
8 （財）自治体国際化協会（2014）「英国の地方自治（概要版）-2013 年改訂版」、各国の地方自治シリー

ズ, 第 47 号. 
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万ポンド）が創られている。 

 

④エンタープライズ・ゾーン（Enterprise Zone） 

 エンタープライズ・ゾーン（EZ）は、サッチャー政権時代にも導入されていたが、保守

党・自由民主党連立政権によって、2011 年に新しいエンタープライズ・ゾーンが創設され

た。 

 EZ は、企業に対して様々なインセンティブを提供することによって、企業の経済活動の

創出、拡大を支援するものであり、LEP の圏域内の特定の地域が指定される。 

 EZ 内では、以下の措置がなされる。 

・ EZ 内に立地した企業に対して、5 年間、27 万 5000 ポンドを上限にビジネスレートを

100％免除する 

・ 都市計画手続きの簡素化（特定の開発に対する計画許可を自動的に与えるなど） 

・ 政府によるブロードバンド整備の支援 

・ EZ 内で得たビジネスレートの増収分については、少なくとも今後 25 年間は、当該 LEP

および LA によって保持され、地域経済成長に再投資することができる 

 2013 年現在、24 の EZ が指定されている（図 3-3）。 

 

（２）LEP の全体的傾向 

①圏域の設定 

 2010 年 6 月に、イングランドの全ての地方自治体のリーダー、ビジネスリーダーに対し

て、同年 9 月 6 日までに LEP の申請を求める通知が出され、2010 年 9 月までに、全国か

ら 62 の申請があり、国が審査を行った。白書では認可基準として、産業界からの支援、経

済的圏域、地方自治体からの支援、付加価値と熱意、の 4 点が示されている。 

 2010 年 10 月、第一次として、24 の LEP が認められたが、それ以外の地域には再検討

が求められた。それに対して地域側が再申請を行い、2013 年現在では 39 の LEP が承認さ

れている。 

 図 3－3 に、LEP の圏域を示す。圏域を示した図をみると明らかなように、結果的にはイ

ングランドの全ての地域がカバーされている。The LEP Network へのヒアリング調査によ

れば、国としては空白の地域を作りたくなかった、圏域が小さすぎる、LEP の数が多すぎ

る、といった懸念があったという。また、EU 基金で特別な指定を受けているために、圏域

が定まった例（Cornwall and the Isles of Scilly）もある。 

 自発的機能地域は、実態としては通勤圏（travel-to-work）が主となっているが、国とし

て明確な基準があったわけではなく、結果として、広域連携の経験、政治的関係、カウン

ティとの圏域の一致など、地域によって多様な圏域設定となった。 
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図 3-3 エンタープライズ・ゾーンの指定状況 
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（出所：Department for Communities and Local Governmentウェブサイト） 

 

 

②広域連携を促進するインセンティブ 

 LEPはボトムアップでの取り組みとなっており、基本的にはLEPのための補助金はなく、

運営資金も地域で賄うことが原則とされているが、実態としては、競争的ファンドがその

連携を促進するインセンティブとなっていることがヒアリングから明らかになった。 

 その主なものとして、地域成長ファンド（Regional Growth Fund：RGF）がある。これ

は、雇用を生み出す企業の活動に対して支援するもので、土地や建物の取得や設備投資、

研究・開発などが対象となりうるものである。RGF は LEP のほか、民間企業や官民パート

ナーシップが申請できるが、LEP が優先的に配分されることはない。また、LEP の組織運

営に使用することはできない。2016 年 6 月の公表当初は 3 ヵ年で総額 10 億ポンドとされ

たが、その後 2011～2016 年までの 5 ヵ年で総額 27 億ポンドへと増額されている。RGF

は公共部門の雇用減を埋めることが選定基準となっており、北部の方が採択率が高い。 

 なお、RGF のほかに、成長地域ファンド（Growing Places Fund）という、インフラ・

住宅・交通分野を目的とした補助金もある。これは LEP に補助金として交付されたのち、

LEP は事業実施団体となる民間企業等に融資を行う（返済義務がある点が RGF と異なる）。 

 また、RDA の廃止に伴って EU 基金の管理主体がなくなったが、2014-2020 年の EU 構

造基金は LEP が管理主体となることになった。LEP は戦略的経済計画を策定し、これに基

づいて申請することになる。 

 これらの競争的資金獲得のプロセスは、Region が廃止されたことで、LEP の運営委員会

のメンバーが常に関心を持ってもらうためのインセンティブとなっている。 

 また、従来は RDA に対して中央政府から補助金が配分されていたが、RDA の活動に対

しては全国共通の目標が設定されていたのに対し、地域の実情に合わせた地域経済開発を

行う LEP にとっては、プロジェクトベースで自由度が高いメリットがある。 
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３．４ ヨーク（York）都市圏 

（１）圏域の設定 

 ヨーク（City of York Council）は、人口約 20 万人であり、ヨークシャー＆ハンバー地域

（Yorkshire and Humber Region、以下 Y&H）では、大都市であるリーズに次ぐ人口規模

を持つ。図 3-4 に、Y&H の地方計画庁の区域を示す。 

 

 

図 3－4 Yorkshire&Humber Regionでカバーされる地方計画庁 

（出所：The Yorkshire and Humber Region Plan） 

 

 ヨークを中心に、広域連携の枠組みをみると、図 3－5 のようになっている。 

 中心となっているのは、York Sub-Area であり、これは Y&H RSS で位置づけられた。
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RSS の策定過程で、当初は York Sub-Area は含まれていなかったが、ヨークを中心とする

地方自治体が要望活動を行った結果、位置づけられたという。行政界を超えた機能的関係

を考慮することが空間計画では重要であり、そのためには機能的関係が何らかの形で定義

され、異なる場所の機能とその関係、空間的課題を認識することが出発点になるという認

識があり、RSS はそれが誰にもわかりやすい形で示される文書であるためである。 

 図 3-5 に、Y&H RSS における Sub-Area の位置づけを示す。機能的関係であるので、相

互にオーバーラップしている地域がある。RSS では、この Sub-Area ごとに章が設けられ、

キー・ダイアグラム（図 3－6）や空間戦略の方針が記述されている。 

 

 

図 3－5 Yorkshire&Humber RSSにおける Sub-Area 

（出所：The Yorkshire and Humber Region Plan） 
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図 3－6 York Sub-Areaのキー・ダイアグラム 

（出所：The Yorkshire and Humber Region Plan） 

 

 次に、ヨークを中心とする地域の LEP をみると、York, North Yorkshire and East Riding

（YNYER）、Leeds City Region（LCR）、Humber の 3 つの LEP が重なり合っている。具

体的には、York、Selby、Harrogate、Craven の 4 つの地方自治体は、YNYER と LCR の
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双方の LEP に、East Rinding of Yorkshire County Council は YNYER と Humber の双方

の LEP に参加している。ヨーク市の場合、North Yorkshire の中心都市である一方で、西

部は LCR に通勤する人も多いという実情がある。また、East Riding は、南東部は Hull

の港湾部の産業との関係が強い一方で、西部は農村地域で North Yorkshire と同様の課題を

抱えているという実情によるものである。 

 次に、YNYER LEPの圏域は、York Sub-Areaよりも広い圏域となっている。YNYER LEP

の圏域は、都市と農村の関係が重要であるという認識と、Richmondshire の属する North 

Yorkshire County Council が、教育・福祉の権限を有するため、LEP の重要なパートナー

として参加していることによる。 

 ただ、全てが機能的地域として割り切れるものでもない。例えば Richmondshire District 

Council の場合、中心都市である Richmond はヨークの通勤圏の一部とは言い難く、むしろ

北東地域（North East Region）の Tees Valley の方が近い。だが、North East と Yorkshure

は文化的アイデンティティが異なり、Richmondshire にとって、Tees Valley と同じ LEP

に参加するという選択肢はありえなかったという。 

 また、パートナーシップの枠組みは、地域の問題を共有し、その解決のためには、例え

ばある地域に立地する研究機関とある場所に集積する企業とを組み合わせることで何かが

生まれるといった戦略的な考え方に基づいている。こうした戦略的な考え方は、地方自治

体では難しい面があり、ビジネスセクターの役割となっている。 

 

（２）RSS 廃止による影響 

 それぞれの local authority（以下 LA）は、政権交代前の制度に基づいて Local 

Development Framework の策定を進めていたが、政権交代後の制度改正に伴って、従前の

LDF を Local Plan として修正する作業を行っている。 

 RSS の廃止による主な影響としては、RSS が示していた LPA ごとの住宅供給目標数値が

法的拘束力を持たなくなったこと、そして Localism Act 2011 による連携義務（Duty to 

cooperate、以下 DTC と略す）が生じたことがある。 

 City of York Council では、RSS は RA が中心になって素案を策定するプロセスであって

も、GOR が調整して大臣が決定するプロセスは「トップダウン」であり、「ボトムアップ」

の DTC とはメカニズムが異なる、どちらが望ましいかは連携によって達成したい目標によ

るものだとの意見であった。2014 年 1 月時点では、近隣の LA に対して、Local Plan の内

容に関して懸念される影響と改善策の提案を行っているところであり、最終的には前向き

な合意を図るべく協議を重ねているところである。RSS に比べれば DTC はそれぞれの LA

の要望に基づいて行えるが、コストがかかる方法でもある。 

 Richmondshire District Council の場合、RSS 廃止に伴って、RSS のどの部分を残し、

またどの部分を変えていくべきか、分析を行っている9。それによれば、RSS の重要な機能

                                                   
9 Richmondshire District Council(2011) “Local Strategy Statement”. 
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のひとつであったサブ・リージョンの位置づけ、都市居住の階層性と階層に応じた空間整

備の方向性、農村地域の整備方針、経済振興などについては、RSS が効力を失っても有効

であるとしている。また住宅供給目標についても、RSS の目標を維持／削減／増加するそ

れぞれのシナリオについて比較検討した上で、維持することにしている。その上で、近隣

の LA との間で、広域的な課題は何かを記述している。 

 Richmondshire District Councilは人口約5万人で、大部分が農村地域（一部は国立公園）

であるが、RSS の廃止によるマイナスの影響はなく、むしろ歓迎しているとのことである。

理由として、小規模自治体にとっては重要な課題も、広域的にみればリーズをはじめとす

る大都市部が注目され、優先度が下がってしまうことが指摘されている。また、小規模自

治体からすれば、RSS の圏域である Region は広すぎる、との意見も聞かれた。 

 このようにみると、RSS は法的拘束力は失われたものの、そこで示された広域的観点か

らの地域や都市の位置づけは、策定時点でのエビデンスに基づいて検討された内容でもあ

り、それぞれの LA が Local Plan を策定するうえでも実質的には有用であるものの、住宅

供給目標の設定などについては、それぞれの LA の実情と要望に応じて見直される可能性が

あること、また LA にとっては、ボトムアップで必要に応じて連携するという方法は概ね好

意的に受け止められているが、合意形成は困難も予想されることが明らかになった。 

 

（３）広域連携のインセンティブ 

①広域計画の実効性 

 広域空間計画の実効性は、法的位置づけによって担保されている。RSS は法定ディベロ

ップメント・プランであり、LA は RSS と整合する形で Local Plan を策定することが求め

られていた。また、DTC も、その名の通り、Localism Act で規定された「義務」であり、

Local Plan 策定過程で、DTC がきちんと行われているかどうかは、計画審査庁のインスペ

クターによって審査される。 

②官民連携の意義 

 一方で、経済開発のために官民がパートナーシップを構築することのインセンティブと

して、YNYER LEP のヒアリングから、民間企業側にとっては、Local Plan、公共投資の

プライオリティの設定、個別の開発案件に関与することができることが指摘された。これ

は LEP の運営委員会に LA のリーダーが参加していることで、LEP が策定する戦略的計画

の中での優先事項の設定にも関わっていること、NPPF では DTC にあたり LEP とも協議

することが望ましいとされていることがある。また、LA 側にとっても、経済振興は地域の

重要課題であり、経済界側のニーズを取り入れることにはメリットがある。 

 RDA と比較しても、LEP は民間企業にとっては参加がしやすい反面、RDA として蓄積

された経験が失われたというデメリットもある。 

③財政的なインセンティブ 

 RGF は、小規模な投資やスモールビジネスを行う上でのイニシャルコストとしては大き



【報告書様式】 

35 

 

な役割を果たしている。一方、同 LEP の圏域内には EZ は指定されていない。YNYER LEP

においても、EZ の指定により研究機関の集積を促したいとの要望はあるが、指定が都市部

に偏っているとの見解も聞かれた。 

 

（４）具体的な取り組み 

 YNYER LEP では、農村地域を多く抱えていることもあり、スモール・ビジネスの強化、

フード・農業・バイオ分野の強化、人材育成、都市開発、インフラの充実の 5 つのプライ

オリティを設定し、共通の課題を有する 4 つの地域に分けて実施計画を策定している。EU

構造基金のための戦略的経済計画と実施計画を策定中であり、これが LEP の取り組みの戦

略ともなっている。 

 また、農村部での人口流出対策としては、ブロードバンド環境の整備、アフォーダブル

住宅の供給、住むのに魅力的な空間の質などに取り組んでいる。 
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３．５ バーミンガム（Birmingham）都市圏 

（１）圏域の設定 

 バーミンガム市は人口 100 万人を超える大都市であり、イングランドではロンドンに次

ぐ第 2 の都市圏規模を持つ。 

 この地域には、Greater Birmingham and Sollihul(GBSLEP)と Black Country(BCLEP)

の 2 つの LEP が、重ならずに隣接して設置されている。しかし Black Country はバーミン

ガムから鉄道で 20 分程度の距離にあり、就業者の約 25％がバーミンガム市内に通勤してい

る状況である。GBSLEP の圏域は、通勤圏が主に考慮されている。 

 それにも関わらずに両地域が別の LEP となった理由としては、政治的関係がある。バー

ミンガム側は LEP の設置に際して、Black Country にも呼びかけたが、同じ圏域になるこ

とに対する抵抗感から、Black Country 側が参加を拒んだ。 

 また、急激に開発が進むバーミンガムと、都市が分散的に立地する Black Country では

開発の経緯が異なり、そのために経済開発のプライオリティが異なるという認識が Black 

Country 側にはあった。さらに、Black Country では、1999 年以降、コンソーシアムを立

ち上げて官民連携を推進してきており、その経験と信頼関係を維持することも理由として

挙げられている。 

 さらに、バーミンガムの東側の地方自治体は、やはり大都市圏のエッジとなることを嫌

って別の LEP に参加したという。 

 しかし一方で、広域連携の圏域は固定的・限定的ではなく、Black Country では連携すべ

き課題に応じて、West Midlandsや他の地域のLEPと協力している。例えば、Liverpool City 

Region とは、先進的サプライチェーンイニシアチブで協力しており、このように「有機的

な連携」を推進するという姿勢である。 

 

（２）RSS 廃止による影響 

 BCLEP でのヒアリングからは、戦略的考え方がなくなったこと、イノベーション活動、

コネクティビティ、ファイナンスへのアクセス、企業のサプライチェーンの観点から、RSS

の廃止によるマイナスの影響が指摘された。 

 バーミンガム市のヒアリングからは、RSS は非常に時間がかかったことに対して、LEP

は最終版を公表したあとも継続的にレビューする「ライブ・ドキュメント」である、との

意見があった。また、RSS は中央政府が干渉していたが、DTC では LA 自らが広域的課題

を見出さなければならず、かつ他の LA に対して「こうしなさい」とは言えないため、難し

いことも指摘された。 

 

（３）広域連携のインセンティブ 

 LEP による広域的官民連携のインセンティブとしては、RDA が廃止されたことによって

競争的ファンドの獲得が必要となったことが指摘された。 
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 また、ビジネス・セクターにとっては、地方自治体のリーダーと協力関係が構築できる

こと、公的セクターに影響を与えることができることがメリットとなっている。公的セク

ターの動きは遅く、官僚的なプランニングにも不満を抱いており、ビジネス・セクターは

LEP を通じて、計画憲章（Planning Charter）を提示したり、顧客の視点でモニタリング

を行うこともできる。 

 特に、Black Country では、単独では規模の小さい地方自治体が 100 万人規模の圏域と

いう観点から経済問題に取り組むように、1999 年から Black Country Consortium を設立

して官民連携を推進してきた。当初は経済的なデータや経験の不足から対立も多かったが、

信頼関係を積み重ねてきているという。コンソーシアムは環境、経済、社会全ての分野で

活動しており、LEP はそのうちの経済を目的としたパートナーシップの一部と位置づけら

れている。 

 

（４）具体的な取り組み 

①GBSLEP 

 GBSLEP では、Spatial Plan for Recovery and Growth(SPRG)を策定中である。これは

上位戦略である Strategy for Growth のもとで、柱のひとつである spatial plan として位置

づけられるものであり、LA に対して DTC を支援する目的で策定されているものである。

SPRG では、①Economy、Environment、Community を空間に統合したコンセプト・フ

レームワーク、②キー・ダイアグラム、③実際の成長規模、を示している。 

1. Strategy for Growth（LEP の戦略的経済計画で上位計画にあたる）では、Business、

People、Place の 3 つの柱からなるトライアングルを示している。Business がトッ

プに来て、Jobs、GVA を上昇させることなどが示されている。これを、Economy、

Environment、Community の 3 つのトライアングルで示すと、Economy が一番

上にあるのは同じなのだが、place（spatial plan）では、経済マターばかりでなく、

environment、community も含めて考えなければならない。このトライアングル

を回転させ、空間に統合し、economy と environment、economy と community

を組み合わせたりして、conceputual framework を作っている。 

2. Key Diagram として、都市地域、グリーンベルト（圏域の 38％を占める）、道路の

プライオリティ、圏域内の人の動き（結びつき、QoL に関わる）、湿地のカバー率

（上昇中）などを示している。 

3. Actual scale of growth。住宅開発の供給と需要を示しているが、個別の LA の計画

を合わせた供給は 94.1 千戸なのに対して、需要が 153.6 千戸となっている。この

ギャップをどう埋めるかが課題となっている。 

 また、バーミンガム市中心部に、エンタープライズ・ゾーンとして 26 のサイトが指定さ

れている。まずは再開発のためのインフラ整備を TIF によって進めているが、商業的開発

によって収入が得られれば、得られた収入を、LEP で構想するエンタープライズ・ベルト
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地域に活用するという戦略がとられている。 

 

 

図 3－7 GBSLEPの空間フレーム計画（案） 
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（出所：GBSLEP(2013)”Spatial Plan for Recovery and Growth”） 

 

（２）BCLEP 

 具体的な取り組みとして、交通の投資のプライオリティの設定がある（図 3-8）。また、

企業主導で高付加価値製造分野の技術訓練支援を行う Skills Factory や、中小都市に対して

は住宅の再構築、福祉・教育サービスの充実、社会的企業など雇用の創出に取り組んでい

る。 

 また、LA の空間計画との関係では、Black Country では LEP 以前から、コンソーシア

ムが LA から依頼を受けて調整することで、Local Plan のコア戦略を共同で策定している。 

 

 

図 3－8 交通分野の投資のプライオリティ 

（出所：Black Country LEP（2013）’Annual Review 2012/2013’） 

 

３．６ 都市協定（City Deals） 

 LEP は、イングランド全域をカバーする形で設定されており、大都市圏から地方圏まで

の経済開発を目的とした地域政策とも言えるが、一方で、大都市を対象とした都市協定（City 

Deals）という政策がある。これは、都市の経済成長の促進を目的として、政府から都市に
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権限、財源を委譲し、経済成長を支援する事項について拠点都市と中央政府が合意するも

のである。協定の内容は都市（圏）ごとに異なる。 

 第一陣として、ロンドン以外の 8 大都市（Core Cities）、すなわちバーミンガム（Greater 

Birmingham）、ブリストル（Bristol Region）、マンチェスター（Greater Manchester）、

リーズ（Leeds City Region）、リバプール(Liverpool City Region)、ノッティンガム

（Nottingham City Region）、ニューカッスル(Newcastle Region)、シェフィールド

（Sheffield City Region）が都市協定を締結している。もっとも、いずれも都市地域圏を対

象としており、多くの都市では LEP が締結の主体となっている10。 

 その後、第二陣として、中央政府の提案に基づき、さらに 20 の都市が都市協定の申請を

行い、政府と交渉が行われている。これには、本研究で事例として取り上げた Black Country

も含まれる。 

 

３．７ イングランドの地域計画・地域政策の共通性 

イングランドでは、前述のように、2000 年代に地域計画制度が何度も改正されている。

広域地方の計画についても、2004 年の法改正によって、従前の地域計画指針（RPG）を地

域空間戦略（RSS）へと改訂する作業が行われ、2009 年の法改正によって地域戦略（RS）

に統合される方向でさらに見直しが進められようとしたところで、政権交代による廃止と

なった。地方自治体の Local Plan についても、策定が完了する前に上位計画である RSS の

改訂に伴っての見直しが必要となる状況であった。そのため、広域地方レベルの計画であ

る地域空間戦略の意義や効果、課題に関する評価を、中長期の経験を踏まえて行うことは

困難である。また、LEP についても様々な取り組みは行われているものの、政策が導入さ

れてから 2～3 年の現時点で、特に経済振興の成果が充分に得られているかの評価を行うこ

とは難しい。 

このようなイングランドの状況を考えると、地域計画、地域政策から示唆を得ようとす

るためには、度重なる制度改正、政権交代の中にあっても変わらない側面、あるいは強化

された側面を捉えることが重要である。その認識でイングランドの政権交代前後の流れを 

みたとき、都市地域圏スケールでの官民パートナーシップという LEP の特質は、政権交代

以前からの継続と捉えられるのではないか。LEP の全体的傾向でも触れたように、LEP の

圏域の中には、それまでに行われていた都市地域圏での広域連携を生かす形で設定された

ものが少なくない。ロンドン以外の大都市では、政権交代以前から、フォーマル・インフ

ォーマルな都市地域圏での広域連携が行われていた。事例として取り上げた Black Country 

もその一例である。ほかの事例としても、例えばリーズ都市地域圏では、1999 年から都市

地域圏での広域連携が始まり、2004 年には地方自治体のリーダーによる経済サミットも開 

催されていた。また、労働党政権下でも、都市地域圏を対象として、地域経済の成長促進

                                                   
10 HM Government(2012)”Unlocking growth in cities: city deals-wave 1”、また（財）自治体国際化協会

（2014）。 
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を目的とした複数の自治体による広域連携協定（Multi Area Agreement: MAA）も推進さ

れていた。 

2010 年の連立政権は、法的地位を有する都市地域圏の設置は認めずに11、MAA も廃止さ

れたが、LEP は、この都市地域圏レベルでの取り組みを、官民パートナーシップを強化す

る形で全国に拡大したものとも捉えることができよう。地域計画、経済開発という観点か

らみたとき、都市地域圏という機能的圏域で連携して取り組むことの意義、そのためのパ

ートナーシップの重要性については、イギリスにおける広域地方レベルの計画制度が変化

する中でも、本質的には変わらずに引き継がれているものと言える。 

  

                                                   
11 （財）自治体国際化協会(2014)。 
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４．ドイツ 

 

４．１ ドイツの空間計画制度 

 ドイツの空間計画制度は、以下の通り、4 層構造になっている。 

 

① 州計画 

最上位に位置づけられるのが、各州が定める州計画である。対象とする空間的範囲は州

全域であり、概ね我が国の道州制の「州」に相当する程度の範囲である。 

定める内容は州によって異なるものの、中心地の指定や軸の指定を行う点は共通してい

る。それらに加えて、概ね縮尺が 1/10 万～1/30 万程度の図面において、自然保全区域を中

心とした非常に粗いものの即地的なゾーニングを行う場合もある。 

② 地域計画 

州レベルと自治体レベルの中間に位置づけられるのが地域計画である。対象とするのは、

州をいくつかに区分した地域全域であり、概ね 1/5 万～1/10 万の縮尺の図面に、自然保全

区域と市街地、市街化予定区域等のゾーニングが行われる場合が多い。また、最下位の中

心地の指定を、この地域計画が担う場合もある。 

③ F プラン 

F プランは、自治体レベル全域を対象とした土地利用計画であり、概ね 1/1 万～1/2 万の

縮尺で作成される。具体的には、建設法典に規定されている用途地域の指定を行ったり、

都市施設の指定を行ったりする。またノルトライン・ヴェストファーレン州では、「市街地

核」という、自治体内の中心地指定を行うことを義務付けており、中心地指定をより自治

体内で詳細に規定する機能を有している場合もある。 

④ B プラン 

 B プランは、数 ha～数十 ha の地区を対象として、詳細な用途地域のゾーニングや都市

施設の指定を行うものである。他の計画と異なり、私人に対する直接的な拘束力を有する

計画である点が特徴であり、すべての B プラン策定区域内の開発計画は、このプランに整

合している必要がある。 
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自治体レベル

州レベル

地域レベル

地区レベル

州計画

地域計画

Fplan

Bplan

・対象範囲：州全域
・縮尺：概ね1/10万～1/30万
・主な計画内容：

・非常に粗いゾーニング（自然保全区域）
・軸・中心地（上位）の指定

・対象範囲：地域全域
・縮尺：概ね1/5万～1/10万
・主な計画内容：

・粗いゾーニング（自然保全+市街化予定区域）
・中心地（下位）の指定

・対象範囲：自治体全域
・縮尺：概ね1/1万～1/2万
・主な計画内容：

・ゾーニング（用途地域）・都市施設指定
・市街地中心の指定（NRW州）

・対象範囲：一部地区（数ha）
・縮尺：概ね1/500～1/1,000

・主な計画内容：
・ゾーニング（用途地域）・都市施設指定

・私人に対する拘束力あり

図 4-1 ドイツの空間計画間の関係 

４．２ 計画間の関係 

 4 層の計画間は、「対流原則」と呼ばれる、上位の計画が下位の計画に影響を及ぼし、ま

た下位の計画が上位の計画に影響を及ぼすという関係になっている（図 4-1）。具体的には、 

・ 上位の州計画や地域計画を策定する際には、下位の F プランや B プランに配慮しなけ

ればならない 

・ 下位の F プランや B プランは上位の州計画や地域計画に整合していなければならない 

・ 上位の州計画や地域計画を策定する際には、下位の自治体も参加する 

・ 下位の F プランや B プランを策定する際には、上位の州機関も参加する 

などである。 
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４．３ チューリンゲン州 

（１） チューリンゲン州計画 

チューリンゲン州の州計画（Landesentwicklungsplan）は、統一後の 1993 年に最初の

計画が策定され、2004 年にその改定が行われている。現在有効な計画は、この 2004 年の

計画である。なお、現在 2015 年の発効を目指して、州計画の改定作業が行われているとこ

ろである。 

この州計画に規定されているのは、第一に州の目標像であり、以下の 7 点が挙げられて

いる。 

・チューリンゲンの持続可能な発展――進歩と保全のバランス 

・ヨーロッパ統合を強化する 

・同等の生活環境を確保する 

・経済とインフラの整備・開発を行う 

・教育と研究を促進する 

・自然と文化を守る 

・地域の権限を強化する 

 

次に規定されているのは空間構造に関してであり、その中心的な役割を果たすのが、中

心地指定である。州計画においては、「中心地は、その立地場所の良さ、市街地構造的な機

会に配慮しつつ、物やサービスの提供拠点、雇用の場の拠点、住宅地、教育及び文化施設

の立地場所並びに交通の目的地及び結節拠点として発展させるものとする。特に農村地域

の中心地においては、その拠点機能を強化するものとする」（2.2.2）。 

中心地は、上位・中位・下位の 3 段階で指定されている。州計画においては、それぞれ

の中心地の有すべき機能とその指定基準が規定されているが、具体的に指定されているの

は中位中心までである。 

上位中心については、「上位中心は超広域的な意味を有する高度で特別な施設並びに特別

に高度な需要に対する包括的な物やサービスの提供に資するものとする」（2.2.5）と規定さ

れている。より具体的には、「上位中心は特別の知識クラスター、私的・公的な行政・事務

機能及びサービス機能、特別の労働市場、さまざまな文化・余暇施設並びに広域的または

ヨーロッパとの結びつきを有する交通インフラによって特徴づけられる」（同）とされる。

上位中心に指定されているのは、エアフルト、ゲラ、イエナである。 

次に、中位中心については、「中位中心は、地域的な意義を有する広範な影響範囲を有す

る施設並びに高度の物及びサービスに対する包括的な提供に資するものとする」（2.2.7）と

規定されている。より具体的には、「中位中心は、地域的な教育施設、高い雇用の場の中心

性、文化、余暇施設、広域的な交通結節、域内交通の調整、中心的な商業施設及びサービ

ス施設、並びに保健・社会施設によって特徴づけられる」（同）とされている。そして、「原

則として人口 3 万人が誘致圏内にいる場合」であり、かつその人口が「公共交通で一日 3
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図 4-2 チューリンゲン州における中心地の指定状況 
（出典：チューリンゲン州計画） 

往復以上、45 分以内」に存することが条件となっている。そして、具体的にはアポルダ市、

アーテルン／ウンシュトルット市、バード・ランゲンザルツァ市などの都市が指定されて

いる。圏域については、2004 年計画では明示されていないものの、現在策定中の 2015 年

計画においては、全く同じ中心地の指定に加えて、圏域も明示されている。 

ただし、すべての中心地がこの基準を満たしているわけではない。例えばアーテム市は

人口が 6800 人しかいないが中位中心地になっている。これらは、一つには空間的適正配置

の必要性から、すなわち一定の間隔で中位中心地を置くことがアクセシビリティを確保す

るうえで必要であることに加えて、各中心からの政治的圧力によるものである（図 4-2）。 

また、指定の効果について、どのレベルの中心地においてどのような施設の建設を認め

るのか、に関して規定した、明確ないわゆる「施設カタログ」は存在していない。しかし、

実態的には中位中心でなければ中学校以上の建設が困難になる12など、その影響は大きいと

のことである。 

 

このように、中心地指定については客観的な基準が決められており、それに基づき基本

的には州がトップダウン的に行うものではあるものの、その決定を行う議会の議員は地方

から選出されていることに加えて、自治体の参加プロセスが保障されていることから、ボ

トムアップ的要素をも持っていることが分かる。 

                                                   
12 RegionNord Thüringen へのヒアリングによる。 
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図 4-3 チューリンゲン州における中心地の指定状況 
（出典：Regionale Entwicklungskonzepte in Thüringen (2002)） 

また、その指定の効果が、直接的に自治体への公共投資規模を決める要因となることか

ら、その指定は自治体にとっても非常に重大な関心事となっている。 

 

(2) 地域開発計画（Regionale Entwicklungskonzepte: REK） 

地域開発計画は、チューリンゲン州において自治体間の協働を進めるために策定されて

いる計画である。そもそもは、規範的な州・地域計画と具体のプロジェクトとをつなぐ役

割を持つものとして想定されたものである13。 

国土整備法（Raumordnungsgesetz）第 2 条 2 項 1 号では、「ドイツ連邦共和国の全域に

おいて及びその一部地域においては、均整の取れた社会的、社会基盤的経済的、環境的及

び文化的関係性が望まれる。・・・（中略）・・・地域開発計画及び州・地域計画の需要予測

は、関係づけられるものとする。」とされ、また 13 条 2 項 2 号では、1 項でのべた広域的

な協働の重要性を受けて、「第一項に基づく協働の形態は、特に以下のものとなる」として、

「地域開発計画、地域及び自治体間ネットワーク及び協調構造・・・（略）」が挙げられて

いる。 

                                                   
13 Regionale Entwicklungskonzepte in Thüringen (2002) p.1 
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州計画においても、地域開発計画について、いくつか規定されている。 

・ 目標像「地域の権限を強化する」：「チューリンゲンは強い地域を必要としていることか

ら、自治体間の協働はさらに促進されるものとする。特に都市・周辺地域においては、

将来的に特別の重要性を有するものとする。地域開発計画は、さらに継続されると共に、

実現を志向してさらに展開され、自治体間及びの周辺自治体との協調が支援されなけれ

ばならない。」と規定されている。 

・ 2.3.8 目標「公的な事業や助成が相互に調整されて、またそれぞれの構造的に弱い原因

と調整されて効果的であれであればあるほど、問題は根本的に解決されることができる。

そのための基礎となるものの一つが、地域開発計画である。」 

・ 6.2.2 目標「農村地域においては、地域開発計画が改定され、段階的に実現され、他の

地域開発のためのインフォーマルな計画とより調整・連携されるものとする。」 

 

実際の策定状況は、42 区域で策定されている（図 4-3）。これは州域の概ね 42％と、ほぼ

半分に相当する。重なり合っている区域はほとんどない。主な計画内容は、以下の通りで

ある。 

観光：100％（計画内容に入れている率、以下同じ） 

交通／インフラ：80％ 

産業・経済；77％ 

広域連携：67% 

等となっている14。 

この地域開発計画については、「チューリンゲン州地域開発促進のための指針」に規定さ

れている。 

 

(3) キフホイザー地域における運用実態 

①キフホイザー地域 

キフホイザー地域においては、1994 年に最初の地域開発計画が策定されている。参加自

治体はバード・フランケンハウゼン市とその周辺 5 町、さらには隣接するザクセンアンハ

ルト州のケルブラ市と 6 つの町を合わせた、2 市 11 町である。人口は約 24.8 万人（うちキ

フホイザー郡 8.7 万人、マンスフェルド南ハルツ郡 16.1 万人）、面積は約 2,500 ㎢（概ね佐

賀県と同程度、うちキフホイザー郡約 1,000 ㎢（東京都の約半分）、マンスフェルド南ハル

ツ郡約 1,450 ㎢（東京都の約 2/3））である。（図 4-4） 

本地域は、チューリンゲン州とザクセンアンハルト州にまたがる地域であり、失業率も

24.6％と州内でもトップの値を示すなど、非常に人口減少・高齢化・産業衰退等の状況が深

刻化しているところである。 

 

                                                   
14 Regionale Entwicklungskonzepte in Thüringen (2002) p.14 をもとに筆者算出。 



【報告書様式】 

48 

 

 

図 4-4 キフホイザー地域の位置 
（出典：Region Südharz-Kyffhäuser: „
Demografisches Handlungskonzept – 

Zukunftsgestaltung der Daseinsvorsorge in 
ländlichen Regoinen“） 

 

②人口減少への対応 

計画の主な内容は、ツーリズム、

交通、自然・景観保全である。具体

的には、ツーリズムに関しては、重

点観光拠点の整備や、広域的ツーリ

ズムマーケティングを行うこと、交

通に関しては、観光交通のための総

合的交通コンセプトを策定すること、

自然・景観保全に関しては、キフホ

イザー自然公園の整備・保全、景域

保全地域の指定等である。 

一方で、当時は人口減少等に関す

る対応はほとんど盛り込まれていな

かった。 

この人口減少問題とそれに応じた

インフラの縮小や最低限の生活水準

維持のための機能確保の問題が顕在

化してきた 2000 年ころ以降、2 つの

連邦政府からの補助金を受けつつ、

それらに関する新たな計画の策定を

行った。 

一 つ 目 が 、 MORO

（Modellvorhaben der Raumordnung、国土整備モデル事業）の助成を受けた「Masterplan 

Daseinsvorsorge（最低限の生活水準維持のためのマスタープラン）」である。これは、人

口減少の激しい農村地域において、分析及びそれに基づく議論を関係者間で行いつつ、そ

のような人口減少と整合した生活水準維持のための戦略を策定することを目的としていた。

第一段階では、「学校と公共交通」「健康・医療サービス」「老人障碍者福祉」の 3 分野に焦

点を絞って検討を行うことと決定した。第二段階では、これらの分野における広域的なイ

ンフラ施設の現況について調査が行われ、さらにキャパシティ、利用状況、人的配置状況

等についての分析が行われた。その上で、代替案の作成とその評価が行われた。ここでは、

小地区単位での人口と需要予測との調整が行われた。 

その結果は以下の通りである。 

・ 「学校・公共交通」：小中学校の整理統合と公共交通・学校送迎バスのシナリオを作成

し、「8 学年まで共に学ぶ」シナリオがコスト的にもアクセス的にも優れていることが

明らかになった。 
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・ 「医療」：どの病院の立地場所が特に多くの住民に医療サービスを供給することになっ

ているか、に関して代替案を作成し検討を行った。医師の高齢化の進展に伴い、“跡継

ぎ”医師の確保が課題になっている。病院がバスを出して患者を集めてくる方法を郡が

試験的にやったが、それほどうまくいかず。自治体が開業場所と居住場所を同時に提供

するのであれば、それなりにうまくいく。 

・ 「障碍者福祉」：高齢障碍者の医療福祉に対する需要が高まっている中、より魅力的で

日常的なサービス提供を行うための計画策定を行った。 

 

以上の内容で策定された計画については、最終的には報告書の形でまとめられ、郡議会

議員や郡議会担当者等に報告され、さらには郡の首長会合において提示され、それに基づ

き今後の調整等を行っていくこととされた。それが 2007―8 年のことである。 

 

②「地域未来創出事業」（Region schafft Zukunft） 

もう一つが、「地域未来創出事業」の枠組みにおいて策定された計画である。 

本事業は、社会移動に伴う人口減少の緩和と将来的持続可能性ある社会的・技術的イン

フラの創出の 2 つを目的とした計画を策定するものである。雇用確保・労働力の質向上、

文化、建設、住宅・エネルギー、交通、経済と並んで柱になっているのが、最低限の生活

水準の維持 Daseinsvorsorge である。 

ここでは、最終的には地域の生活水準の維持のために必要な事業が、インフラ‐サービ

スプログラムとしてまとめられることが想定されている。それらの鍵となるプロジェクト

の実施を通じて、教育施設や医療施設などの特別な施設の立地環境を整備することを目的

としている。 

前述の MORO のプロジェクトが位置づけられているほか、多世代居住コミュニティの形

成をはじめとした、いくつかのその他のプロジェクトも位置づけられている。 

 

③計画の運用・実現の実態 

しかし、ヒアリング調査においては、その後の 5 年間の状況としては、特段進捗がない

とのことであった。すなわち、維持管理がかなり厳しい状況にはなってきているものの、

まだ何ができるかまでしか話をしておらず、実際には動いていないとのことである。実施

に際しては、さまざまな思惑が絡むものであり、「理論的」な話はある程度整理がついたと

しても、その後さらに大きなハードルが待ち構えているということが分かる。 

 

④産業振興について 

 前述の通り、非常に高い失業率となっていることが、本地域の課題である。 

そのため、Region schafft Zukunft からいくつかプロジェクトが示されている。具体的に

は、観光の促進のための各観光地の公共交通によるネットワーク化や、地域の有機農業作
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物の販路の共同開拓等である。 

また、ヒアリングからは、以下の点が明らかになった。 

 

・ 民間との連携について 

 民間立地企業と地域行政が話し合いをする機会を毎月持っており、そこで現状の産業

活動に関する課題の把握と解決策の模索を行っている。具体的に現在問題になっている

のは、高度技術者の確保の問題であり、チューリンゲン州外において地域として雇用セ

ミナーのようなものを開催し、人材を導入することを行っている。 

・ 工業団地開発について 

 ゾンダーハウゼン市他、地域の 6 自治体が共同で産業地域指定を行っている。ここに

は、LEG 州開発公社（Landesentwicklungsgesellschaft）も関与している。それによ

って、175ha の大規模開発が可能になっている。ただし、小規模自治体はそこに資金は

出しておらず、また直接的メリットも受けてはいない。外の自治体のメリットとしては、

その工業団地における雇用の創出に伴い人口が増えるなどの間接的な点である。  
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４．４ ブランデンブルク州 

（１） ブランデンブルク州計画 

ブランデンブルク州計画は、1995 年にはじめて策定され、その後 2004 年に改定されて

いる。さらに、2007 年からはベルリン市（都市州）と共同で計画策定を行っており、2009

年にその最初の計画が発効している。 

中心地の指定については、2007 年州開発プログラム（LEPro 2007）の 3 条に規定され

ている。 

 

LEPro2007 第 3 条 

第 1 項：首都圏地域は、中心地構造の原則に基づき開発されるものとする。中心地

は、市街地の中心及び交通の結節点として、その圏域に対して空間的に結びつきつつ

経済的・商業的・文化的・余暇的・教育的・保健的・社会的サービスの供給拠点とし

ての機能を果たすものとする。 

第 2 項：中心地としては、その空間的位置、その供給しなければならない圏域内の

人口、当該場所の機能的整備状況及びポテンシャルを、最低限の生活水準確保のため

の広域的な課題を長期的及び全域的に解決する自治体を指定する。 

 

中位中心については、「中心地の機能提供の効率性は、潜在的需要人口の規模に依存

する。中位中心の最低規模は、中心地を含めて最低約 3 万人の住民に対して供給する

場合に、満足するものとする。この閾値は、中位中心としての機能の提供を長期的に

は持続可能な費用の下で維持することが困難となるため、過疎地域においても原則と

して下回ることはできないものとする。」「指定された中位中心は、計画域の外側にお

いても、その圏域から原則として 30 分以内、最大 45 分以内に自動車によってアクセ

ス可能であることとする。最低限の生活サービスの提供は、適切な距離内において確

保されるものとする。その際には、それが負担能力を有する限りにおいて、既存の機

能集積を活かすものとする。」 

 

また、実態的にはさらに行政圏、すなわち郡の分布についても考慮に入れている15。 

そして、当該結果を自治体に示した結果、ほとんどの自治体はそれを受け入れたものの、

3，4 自治体が反対意見を述べた。その主なものは、中位中心への格上げを要求するもので

あった。その結果、変更になった自治体もある16。（図 4-5） 

このように、中位中心の指定は、客観的な基準に基づき行われていることが分かる。た

だし、その実際の指定を行うのは州政府であり、その指定プロセスには自治体も参加する

                                                   
15 ブランデンブルク州担当者へのヒアリング。 
16 ブランデンブルク州担当者へのヒアリング。 
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図 4-5 ブランデンブルク州における中心地の指定状況 
（出典：ブランデンブルク州計画） 

ことから、客観的基準に基づきトップダウン的に行われるものの、そのプロセスにはボト

ムアップ的なものも内在されている、ということが分かる。 

なお、中心地の機能については、当初は計画していたものの、現在はその保証ができな

いとして、そのような機能保証は行わなくなった。 

ただし、その指定を受けることは一定の地位を与えられることになり、他の計画等にお

いても影響を与えること、また年間 80 万€の補助金が出ること、大型店が立地可能になる

こと、など、その実態的な影響は小さくない17。 

一方、短所は各種施設の維持管理等を行うことであるが、長所と比較するとそれほど大

きなものではない18。 

 

  

                                                   
17 ブランデンブルク州担当者へのヒアリングによる。 
18 ブランデンブルク州担当者へのヒアリングによる。 
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（２） 広域連携の促進19 

州では、広域連携を促進するため、EU からの構造基金や連邦政府からの中小都市建設補

助金（Städtebauförderprogramm Kleinere Städte und Gemeinden） を、原則として中

心市と周辺自治体との連携（Stadt-Umland Kooperation）が行われている場合にのみ投入

を認めるなど、積極的に補助金面からの誘導策をとっている。 

連携のポイントは、中心都市が中心になるのではなく、「中心も周辺も一緒にやる」とい

う姿勢である。例えば、協調のための会議体の議長は各自治体が交代で務めるということ

が挙げられる。また、市長が直接的に関わるだけではなく、間にモデレーターが入り、そ

の人がコーディネートを行うことが有用な場合もある。単に計画技術的な話だけではなく、

その調整プロセスについても外部（場合によっては中立的な第三者として州計画部局が行

うこともある）に継続的に委託するということである。 

課題としては、特に上下水道・道路等のインフラ施設の縮退が挙げられる。統一後の 90

年代に課題に下水道網・施設等を作ってしまったが、人口が予定通り増加せず、むしろ減

少している中で、その過大な投資施設を壊すこともできず、どうするか、ということが問

題になっている。 

 

（３） 地域成長拠点（Regionale Wachstumskerne） 

ブランデンブルク州では、産業経済的な投資を一定地域において集中的に行うため、2005

年に「地域経済構造改善に関する共同課題」の枠組みの中で、「地域成長拠点」の指定を行

った（図 4-6）。この地域成長拠点は、平均以上の経済的及び／または知的開発ポテンシャ

ルを有する場所である。予算が限定されている中で、どこに投資を行うかを、「強いところ

をより強く」（Stärken stärken）をモットーに明確にしたものである。指定されているの

は 15 の市と地域であり、複数の自治体が地域として指定されているのは、このうち 5 件で

ある。 

指定に際しては、それぞれの地域がどのような特性・特長を有しているか、について調

査が行われ、各地域の「強み」となっている産業構造についての分析が行われている。例

えば、コットブス市においてはエネルギー産業、金属産業、メディア・情報産業が、ポツ

ダム市においては、バイオテクノロジー／生命科学産業、自動車産業、メディア・情報産

業が盛んであり、それらを伸ばしていくことが計画されている20。 

本指定の最大のポイントは、それが EU 地域開発基金（2007－2013）の投入をはじめと

した公共投資とリンクしているという点である。 

産業・工業団地の開発に際しては 2/3 以上の区域が「地域経済構造改善に関する共同課題」

に基づく補助対象となる業種を対象としていること等を条件として、補助を受けることが

できる。具体的には、道路をはじめとした交通施設整備、駐車場、緑地、街路灯、上下水

                                                   
19 本節は基本的にはブランデンブルク州担当者へのヒアリングによる。 
20 Land Brandenburg, Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (2010) 

“Wachstumskerne -Starke Standorte für Brandenburg” 
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図 4-6 ブランデンブルク州における地域成長拠点の指定状況 
（出典：Land Brandenburg, Ministerium für Wirtschaft und 

Europaangelegenheiten (2010) “Wachstumskerne -Starke Standorte für 
Brandenburg”） 

道等である。 

実際に州政府は、2005 年に地域からの要望として挙げられたもののうち、27 の交通に関

係する事業については、即時に実施することを決め、2006 年には新たに 42 の優先的事業

を決定し、2007 年にはさらに 15 の新規事業を決定し、と、当該地域への優先的な事業に

ついて毎年決定、実施している。これらの事業のうち、2009 年までに 21 の事業がすでに

完成している。 

また、2009 年には、地域基金（Regional Budget）として最大 15 万€がそれぞれの地域

に与えられている。 

 

（４） 経済活動に関する広域連携：プリグニッツ地域を事例として21 

プリグニッツ地域は、ブランデンブルク州の北西部に位置し、ヴィッテンベルゲ市、パ

                                                   
21 本節については、基本的にはプリグニッツ広域成長拠点コーディネーターへのヒアリングによる。 
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写真 4-1 植物油工場跡地再開発 

ーレベルク市、カールシュテッテ市を中心に形成されている。域内人口は、2000 年に約

44,000 人だったのが、2009 年には約 38,000 人と、9 年間に 15％も減少している。 

当該指定は、州が行ったが、その際にプリグニッツ地域においては 3 つの自治体の首長

と地元経営者連合会（Unternehmersverband）会長が州に対してロビー活動を行った結果、

認められたという経緯があった。 

3 つの自治体で連携した経緯としては、ヴィッテンベルゲ市は文化機能、パーレベルク市

は行政機能、金融機能、医療機能、カールシュテッテ市は農業機能を主に有しており、そ

れぞれが異なる方向性を持っている一方で、それらが人口減少下では一緒にやることでし

か「強い」ものとして認識されないという点があった。 

当初は、連携事業を市長秘書部局がやろうとしたが、うまくいかなかったため、コーデ

ィネーター専門職を設置し、そのコーディネーターが連携の事務的作業を行うこととした。 

トップの幹事会は、3 人の市長と経営者連合会副会長によって構成されている。このよう

に、経済界からも人が入っている点が非常に特徴的である。事業はすべてこの幹事会にお

いて決定され、またそれは全会一致のみとなっている。そうすることによって、行政と経

済との一体性が確保されている。また、幹事会会長は 3 自治体での持ち回り制となってい

る。これは、各自治体を同等に扱うことが必要であること、各自治体が主体性をもって取

り組む姿勢を有することが必要であること、などがその理由である。 

作業部会は、経済、教育、都市計画、医療・保険等 5 つに分かれており、それぞれの作

業部会のトップは市長または副市長となっている。作業部会は 2 か月に一度開催されてお

り、公共サイドと民間サイドから構成されている。例えば、経済作業部会については、自

治体職員、商工会議所、手工業連盟、周辺自治体の行政職員、環境団体の代表などから構

成されている。 

それらの作業部会に入らない内容、例えばマーケティング等については、「コーディネー

ター作業部会」が担当し、自治

体や郡の経済振興担当が構成

員となっている。 

また、議会との関係も重要視

されている。予算措置を行うの

は自治体議会であるからであ

る。そのため、それぞれの自治

体の議会にコーディネーター

が年に 1 度、直接報告会に出席

し、そこで活動内容の報告を行

い、また自治体議会からの要望

を受けたりディスカッション

を行ったりしている。 
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各指定地域は、年に一度、優先順位をつけた公共投資計画を策定し、州に提出する。当

地域では、エルベ川洪水で一部被害を受けたこともあり、2013 年の最優先事項は洪水対策

であった。ただし、この公共投資計画の策定について各自治体の意見を一致させることは、

難しい作業である。2010 年までに 15 のプロジェクトが取り上げられ、そのうち 9 プロジ

ェクトが終了している。 

具体的なプロジェクト事例としては、旧植物油製造施設の再開発プロジェクトの中の一

事業である、イベント広場整備事業が挙げられる。当該再開発プロジェクトにはさまざま

な補助金が投入され、ホテルへの改修、ビアガーデンへの改修等、建物改修のほか、イベ

ント広場の整備が行われており、その部分についてはこの補助枠組みの中で 30 万€が投入

され、実施された。 
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５．結論 

 

５．１ イギリスとドイツの広域計画 

イギリスとドイツの空間計画を併せてみると、空間面と機能面から、以下の通り分類す

ることができる。 

 

（１） 空間面 

一つ目は、全体的総合的計画であり、イギリスの RSS やドイツの州計画がこれに該当す

る。対象となる空間は、州や地方の全域であり、また計画内容も特定の分野に限定されず、

比較的包括的である。 

もう一方は個別的戦略的計画であり、イギリスの LEP やドイツの地域開発計画・広域成

長拠点が該当する。こちらは、各地域で必要とされている特定の分野に計画内容を限定し、

戦略的に策定する計画である。 

 

（２） 機能面 

機能的には、以下の 3 点に分けることができる。 

一つ目は、最低限の生活水準の保障のための計画であり、州計画に基づく中心地指定が

これに該当する。過疎地域をはじめとした「弱い地域」についても、各種公共施設・サー

ビスへのアクセスをはじめとした、シビルミニマムを達成するために策定される計画であ

る。 

二つ目は、拠点の形成のための計画であり、イギリスの City-Deal やドイツの広域成長拠

点がこれに該当する。これらはトップダウン的に「強いところをより強く」するために、

すなわち限られた財源をより強い場所に選択的に投資することによって、「稼ぐ場所」を明

確にし、さらに強化するとともに、そこからの周辺への波及効果を期待するというもので

ある。 

三つ目は、ボトムアップの小さな連携であり、イギリスの LEP やドイツの地域開発計画

がこれに該当する。地域に根差したきめ細かな連携を行うことを目的としており、それに

より「広域的な稼ぎ頭」を育成するというほどではないものの、それぞれの特性に応じた

形での経済的な成長を意図している。 
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 ５．２ 論点 1：圏域について 

（１） イギリスの事例から 

ローカルベース（ボトムアップ）の圏域については、通勤圏をベースに歴史的・政治

的・連携の達成目的によって決まっていく、「有機的な連携」であるといえる。これにつ

いては、Duty to cooperate についても、また LEP についても該当することである。 

ただし、この両者には、以下の差異がある。 

DTC やRSSの Sub-Areaの枠組みは、土地利用計画や交通政策を考える「総合的圏域」

と言えるものである。一方で LEP については、その計画内容に応じて戦略的に設定され

る「機能的圏域」というべきものであり、互いにオーバーラップする場合もあれば、ま

た概念的には空白地域が生じる場合もありうる。 

また、圏域の広さからは、RSS の Region は小規模自治体からすると広すぎ、境界が連

携の壁となる一方で、自治体からのボトムアップでは、より広域のインフラ整備などに

ついては計画内容にはなかなか至らないという実態が見られた。 

 

（２） ドイツの事例から 

ドイツにおいても、イギリスと同様に、基礎的・全域的圏域としての「総合的圏域」

と、機能的・選択的圏域としての「機能的圏域」の両者が見られた。 

すなわち、州計画に基づく中心地指定は、総合的な計画内容を含んでおり、全域を包

含しており、またトップダウン型の指定方法をとっている。ここではシビルミニマムの

達成が主に意図されており、その中心地の配置が「最適である」という潜在的な合意が

――歴史的に裏付けられている部分もあると思われるが――存在することも、可能性の

要因として小さくないと思われる。 

また、地域開発計画などは機能的・潜在的圏域としてのボトムアップ型の広域連携で

あるといえる。圏域のみならず、計画内容も戦略的に決定され、その枠組みを決定する

のは自治体レベルであり、ボトムアップで決定されるという特徴がある。ただし、中央

政府はそれを推奨しており、それに対するインセンティブを与えてはいる点も忘れては

ならない。 

 

（３） 日本への示唆 

上記の点を鑑みるに、圏域は一意に決定されるものではなく、目的により可変的に決定

されるものであることが分かる。 

その際には、生活圏域、政治的、歴史的背景を共有する地域が「総合的圏域」として、

地域の連携のコアとなる可能性を持っている。我が国の広域行政圏は、その意味では長年

の信頼関係に基づく、「総合的圏域」となる可能性を有しているといえよう。 

一方で、戦略的・機能的な圏域をいかに形成していくかも重要な論点である。ごみ処理

や消防などの一部事務組合レベルでは進行しているものの、それを経済振興なども含めて、
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より戦略的に活用していくためには、そのような目的ベースのインセンティブをいかに持

たせるかということも考慮する必要がある。 
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５．３ 論点 2：広域的な計画の実効性について 

（１） イギリスの事例から 

イギリスにおける広域的な計画の実効性を高める手段としては、以下の 3 点にまとめる

ことができる。 

第一には、計画の策定が補助金と連動していることである。LEP の策定に際しては、競

争的ファンドがその連携を促進するインセンティブとなっている。 

第二には、下位の空間計画または開発計画との直接的関係性である。RSS は法定ディベ

ルップメントプランとしての位置づけを有しており、自治体レベルの LP や開発時の

planning permission の判断基準となっていた。 

 

（２） ドイツの事例から 

ドイツにおける広域的な計画の実効性を高める手段としては、以下の 3点にまとめるこ

とができる。 

第一には、計画の策定が補助金と連動していることである。州計画において中心地とし

て指定を受けることが、直接的な補助金を受ける根拠となっていることに加えて、各部門

別の補助金を受ける際にも、間接的に優先的な配分を受ける根拠となっている。 

第二には、下位の空間計画または開発計画との直接的関係性である。自治体レベルの計

画に対しては、拘束性を有していることに加えて、大規模な開発事業に対しては、広域計

画が直接的な審査の基準となる。なお、前者については対流原則と言われるように、単に

トップダウン的に下位計画を拘束するだけではない点に、注意が必要である。 

 

（３） 日本への示唆 

イギリスとドイツの事例は、驚くほど共通していることが分かる。 

すなわち、第一には計画の策定と補助金の付与とを連動させる必要性であり、第二には

下位の空間計画または開発計画と直接的な関係性を持たせる必要性である。そのためには、

計画を基準としうるようなレベルまで空間的内容をより具体化させなければならないこと、

策定プロセスに自治体を直接的に参加させるべきであることが課題として挙げられる。 

また、その際には現状の都道府県と道州の位置づけについても再考する必要があるだろ

う。すなわち、道州レベルの計画に実効性を持たせるためには、そもそも道州レベルに行

政体が存在していなければならず、逆に中間的役割を担っている都道府県は、そちらに吸

収・統合されるべきものである。ただしこの点は単に広域計画制度の問題ではなく、地方

自治制度そのものの課題でもあるが、このような都道府県の位置づけをいかに考えるか（中

途半端でその必要性が薄いのではないか）、という点も、計画論的・行政組織論的両面から

の更なる検討が必要である。 
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５．４ 論点 3：経済振興・人口減少への対応について 

（１） イギリスの事例から 

 イギリスにおける経済振興への対応については、論点 1、2と重複する部分もあるが、以

下の 2点にまとめることができる。 

 第一に、ビジネス主導の取り組みであり、連携の枠組みの提案、顧客の視点

（business-friendly）からの計画・政策の評価、公共投資のプライオリティの提示と LA

の法定計画に関与することによる計画実現のスピードアップがあげられる。LEP において、

ビジネスセクターにとっては地方自治体のトップと直接的な協力関係を築くことができる

こと、またそれを通じて公共投資のプライオリティの設定に関与できるという点は、大き

なメリットとして挙げられる。これらは官僚的な行政主導では迅速に進まない部分であり、

民間企業の知恵を活用する仕組みと言える。 

 第二に、やはりビジネス環境を支える上では空間計画（住宅供給、開発事業、交通対策

等）との連携が不可欠であり、LEPのそれぞれの取り組みは、より総合的な戦略と結びつい

ている点である。 

 他方、人口減少への対応については、今回の事例として取り上げた地域はいずれも全体

としては人口が増加している地域であり、公共施設の統廃合といった取り組みはまだ見ら

れなかった。しかし中小都市や農村地域からの人口流出は生じており、アフォーダブル住

宅の供給や、ブロードバンド環境の整備、職業訓練などの取り組みが LEPの枠組みの中で

も行われている。 

 

（２） ドイツの事例から 

ドイツにおいては、経済振興という観点からは、トップダウン的な戦略的拠点の指定に

よる「選択と集中」、すなわち強いところをより強くして稼ぐ地域で稼がせる、というタ

イプと、ボトムアップ的な地域のニーズに応じた共同マーケティングや工業団地開発等を

中心としたタイプの二者が認められる。共にビジネスセクターとの会合を定期的に持った

り、協議会的な組織を作ったり、両者の連携は積極的に行われているといえる。このよう

に、ビジネスセクターと公共セクターとの直接的な連携がある場合には、ビジネスセクタ

ーにとっても地方自治体のトップと直接的な協力関係を築くことができることや、それを

通じて公共投資のプライオリティの設定に関与できる点が、メリットとして挙げられる。 

一方、人口減少に伴う生活サービスの維持については、問題意識は高く、調査・研究は

行われているものの、それを実現させようとするところにまだ政治的な壁があるという状

況であることがわかった。 

 

（３） 日本への示唆 

経済振興という観点からは、我が国の広域連携は「広域行政間連携」という枠組みにと

どまっているか、または民間レベルのみの広域連携にとどまっている場合が少なくない。
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ビジネスセクターと公共セクターとが一体となって広域的に連携を行い、前者の意見を後

者の公共投資計画に積極的に取り入れていくことにより、民間企業の創造性を活かす広域

連携が可能になるといえる。 
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６．調査結果を踏まえた国土政策への示唆 

 

・ 「総合的圏域（連携）」と「戦略的圏域（連携）」を区分しつつ、どう形成していくか。

特に後者の連携を促進するためのインセンティブを持たせることが必要。 

 

・ 広域計画に実効性を持たせるためには、計画と補助金付与との連動性を持たせること、

下位の空間計画または開発計画（許認可）との直接艇関係性を持たせる必要がある。そ

の際には、都道府県の位置づけがあいまいになるため、その計画論的行政組織論的側面

からの再検討が必要である。 

 

・ 行政と民間の共同広域連携が重要であり、それを通じてビジネスセクターの意見を公共

投資に積極的に取り入れていくことにより民間企業の創造性を活かす広域連携が可能

になる。 
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