
１３　連携一般系

テーマ 事業名 目的・概要 連携団体

1 地域間交流 移住・交流推進機構
都市から地方への移住・交流を推進するため、企業や自治体が中心となり、ウェブサイト、新聞、テレビなど各種メディ
ア及びイベントを活用して、移住･交流希望者への情報発信、移住･交流のニーズに応じた地域サービスの提供を支援す
る。

目的に賛同する法人・団体、地方公共団体（44道府
県、1121市町村）

2 地域間交流 日本海にぎわい・交流海道ネットワーク
地理的、歴史的、経済的、文化的に関係の深い日本海沿岸各地域の相互理解、協力、連携を促進し、日本海を舞台として
新たな交流圏を創出。

北海道、青森県、秋田県、山形県、新潟県

3 地域間交流 庄内・村上岩船地域広域連携推進会議
庄内・村上岩船地域の連携事業を行い、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。東京都で開催されるイベント参加に
よるＰＲ事業，両地域の子ども交流事業など。

山形県、新潟県、市町村、関係団体

4 地域間交流 FIT構想推進協議会（H20～）
福島、茨城、栃木３県の県際地域が、これまで培ってきた交流・連携をもとに広域交流圏としてのさらなる発展を目指す
取組み（H4～の21世紀ＦＩＴ構想推進協議会に全市町村も構成員として参画）

福島県、茨城県、栃木県

5 地域間交流 『新時代の浜街道』連携推進協議会
福島県浜通り地方及び宮城県南部浜通り地域において、地域内の交流を深め、地域資源をいかしつつ、地域の活性化を図
る。

宮城県、福島県、仙台市、名取市

6 地域間交流 山梨埼玉交流圏域活性化計画
山梨埼玉交流圏域において、交流・連携した取組を通じて、地域の価値を高め、豊かなくらしを実感できる、魅力あふれ
る圏域づくりを進めていくことにより、将来にわたり交流圏の活性化を図る。

山梨県、埼玉県

7 地域間交流 福井・石川県県際交流事業 近隣県知事との懇談会等を開催し、地域課題の解決、広域連携など施策立案に取り組む。 福井県、石川県

8 地域間交流 ぎふ・富山交流バスツアー

７月５日の「富山・岐阜交流の日(*)」にちなみ、両県民の交流をより一層深めるため、お互いの県を体験する日帰りバ
スツアーを平成２１年度より実施
＊富山・岐阜交流の日
平成２０年７月５日の東海北陸自動車道全線開通を契機に、富山県と岐阜県が相互に連携・協力することにより、東海・
北陸地域の融合に向けた交流を通じて、日本のふるさととしての両県の活性化及び魅力向上を図ることを目的として、両
県において協定を結んで定めた日。

富山県、岐阜県

9 地域間交流 兵庫・岡山県際交流
西播磨、備前、美作の３県民局が、管内地域の連携・交流及び活性化を図るための交流事業を実施している。（取組事
例：県際交流観光マップの作成、スタンプラリーの実施等）

兵庫県、岡山県

10 地域間交流 淡路・徳島交流連携推進協議会
兵庫県淡路地域と徳島県が、観光、文化、産業、生活など様々な分野で相互に交流・連携を強化することにより、新たな
地域発展の機会を創出することを目的として設置。

兵庫県淡路県民局，徳島県

11 地域間交流 岐阜県・鹿児島県 姉妹県交流事業 宝暦治水工事を縁とした、岐阜県と鹿児島県との姉妹県交流を推進する。 岐阜県、鹿児島県

12 地域間交流 愛媛・高知交流会議
県境を最も長く接する高知県とは、災害対策や観光振興など連携して取り組むべき共通の課題が多いことから、愛媛及び
高知の両県知事による交流会議を平成11年度から年１回開催。

高知県、愛媛県

13 地方分権
北海道東北地方知事会・広域連携等に関する
検討会議（H22～）

道県間の広域的な連携や地方分権のより一層の推進を図るための会議を開催。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

14 地方分権 新たな自治の実現に向けた検討会の開催
「地方からの分権改革」を国へ発信する土台を構築するため、４道県のこれまでの研究成果をもとに、道州制も展望した
都道府県のあり方などについて意見交換を行う「北からの分権改革」検討会（仮称）を開催する。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

15 地方分権
構造改革特区制度等を活用した権限移譲の推
進

地方の創意による、時代に適応した施策を実施していくためには、地方分権を進め、国に集中する権限を地方に移譲する
必要があることから、構造改革区制度等による提案など、権限移譲を実現するための方策を検討する。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

16 地方分権 地方分権のためのＰＲ活動の推進 ４道県が連携して、シンポジウムや研修会の開催、シンボルマークの活用など、地方分権のためのＰＲ活動を推進する。 北海道、青森県、岩手県、秋田県
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17 地方分権 東海三県一市道州制等研究会
東海三県一市知事市長会議における岐阜県知事からの提案を受けて設置され、道州制や地方分権について担当職員が意見
交換を行う。

岐阜、愛知、三重の各県及び名古屋市の担当職員

18 地方分権 道州制推進知事・指定都市市長連合（H24～）
地方の側から国民的な議論を喚起し，政府・与党を動かすことで地域主権型道州制を導入する道筋をつけるため，その推
進母体として平成24年４月に有志の知事及び政令市市長による設立。総会の開催，政党要望の実施，道州制の制度設計の
試案を公表。

宮城県、新潟県、北海道、佐賀県、山梨県、愛知県、
大阪府、熊本県、大阪市ほか14指定都市市長

19 地方分権 道州制検討協議会 道州制下において地方が担う役割と自立した行政運営が展開できる体制について、意見交換等を行う。
(一社)中部経済連合会理事、学識経験者、長野、岐
阜、静岡、愛知、三重の各県担当部局長

20 都市計画、整備 北海道・東北都市計画主管課長会議 各道県市の取り組みや諸課題の解決に向けた情報・意見交換を行い、都市計画行政の円滑な推進を図る。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、札幌市、仙台市

21 都市計画、整備
北海道・東北ブロック都市再生整備計画研究
会

地域主導の個性的なまちづくりを推進し地域の抱える課題の解決に関し、会員間の情報交換、研究及び相互啓発等を行
い、都市再生整備計画事業の促進を図る。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、札幌市、仙台市

22 都市計画、整備 開発許可制度中部ブロック会議
都市計画法に基づく開発許可制度に関して中部ブロック間の連絡調整を行うため、この会議を設置し、その適正化と円滑
化を図る。

愛知県、石川県、一宮市、岡崎市、春日井市、金沢
市、岐阜県、岐阜市、静岡県、静岡市、富山県、富山
市、豊田市、豊橋市、名古屋市、沼津市、浜松市、冨
士市、三重県、四日市市

23 都市計画、整備 東北圏広域地方計画協議会
国土形成計画法に基づき策定する国土形成計画のうち、広域地方計画及びその実施に関し必要な事項について協議する。
※広域連携推進プロジェクトの推進のため、構成員の任意参加によるプロジェクトチーム（現在８チーム）を立ち上げ、
調査・研究活動を行っている。

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、
新潟県、仙台市

24 都市計画、整備
首都圏広域地方計画協議会
北関東・磐越地域分科会

国土形成計画法に基づき策定する国土形成計画のうち、広域地方計画について、新潟県、本県を含む５県が一体となった
地域の発展構想等を描く。

福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県

25 都市計画、整備 首都圏整備促進協議会
関係諸機関と緊密な連携を図り、首都圏整備に関する協力態勢を確立して、首都圏整備事業を促進し、首都圏全域の均衡
ある発展を図ることを目的に設立

茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京
都、栃木県、山梨県

26 都市計画、整備 両毛広域都市圏総合整備推進協議会
両毛地域を構成する６市５町及び栃木県、群馬県で構成。栃木県、群馬県及び構成市町の緊密な連携を図り、両毛地域に
おける広域的な都市圏整備を推進することを目的に設置

栃木県、群馬県、足利市、佐野市、桐生市、太田市、
館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉
町、邑楽町

27 都市計画、整備 中部圏広域地方計画協議会 国土形成計画法に基づく国土形成計画（広域地方計画）の策定に当たり、中部圏の関係団体間で議論・調整を行う。
富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、
滋賀の各県知事、名古屋、静岡、浜松の各市長、中部
地方整備局長、(一社)中部経済連合会会長など

28 都市計画、整備 中部圏開発整備地方協議会
中部圏の開発及び整備に関する重要事項を調査審議するため、国土交通省関連事業への協力、政府・関係省庁等に対する
提案・要望活動などを行い、中部圏の開発整備を積極的に推進する。

富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、
滋賀の各県知事、名古屋、静岡、浜松の各市長、議会
議長、学識経験者

29 都市計画、整備 北近畿開発促進協議会 北近畿地域の整備・開発等に関する計画の総合調整及びその事業の実施の促進をめざす。 福井県、兵庫県、京都府

30 知事会 北海道東北地方知事会（S58～） 北海道及び東北７県の共通点または重要課題について意見交換を行い，必要により決議または提言する。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

31 知事会
福島・山形・新潟三県知事会議
（S49～）

隣接する三県が、共通の課題等について意見交換を行い、相互の連携と協調を保ちながら、それぞれの地域の振興を図
る。

福島県、山形県、新潟県
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32 知事会
北関東磐越五県知事会議
（H16～）

隣接する福島・茨城・栃木・群馬・新潟各県に共通する、あるいは各県が抱える課題等について５県知事が意見交換を行
い、相互に連携と協調を保ちながら、各々の地域の振興を図る。

福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県

33 知事会 三県（群馬県、埼玉県、新潟県）知事会議
三県が協働して相乗的・互恵的な地域価値の向上に資する新たな連携を推し進め、更なる地域の振興及び交流の拡大を図
ることを目的として開催。

群馬県、埼玉県、新潟県

34 知事会 中部圏知事会 中部圏の総合的な改善発展を図るために必要な施策の審議・推進、各県の事務に関する連絡等を行う。
富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、
滋賀の各県知事及び名古屋市長

35 知事会 紀伊半島三県知事会議 三重県・奈良県・和歌山県知事が紀伊半島振興の共通課題について討議し振興と活性化を図る。 三重県、奈良県、和歌山県

36
その他

担当者会議
金融広報委員会事務局長・責任者会議

都道府県、財務局（支局）・財務事務所、日本銀行本支店において金融広報委員会活動に関与している事務局長や責任者
が一堂に会し、金融広報中央委員会の活動方針や重点項目に関する共通理解を深めるとともに、現状の問題点や課題等に
ついての意見交換や討議を行い、今後の委員会運営の参考にすることを目的。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、
新潟県、金融庁・全都道府県・金融広報中央委員会

37
その他

担当者会議
北海道・東北７県文書主管課長及び担当者会
議

各道県の文書管理事務等に関する課題の検討及び情報交換を行う。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

38
その他

担当者会議
北海道・東北７県法規主管課担当者会議 各道県の法規事務等に関する課題の検討及び情報交換を行う。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

39
その他

担当者会議
北海道、新潟・東北六県及び札幌・仙台・新
潟市工事検査主管課長・検査員会議

各道県市の工事検査に関する業務及び会計検査の意見交換、研修会及び講習会等を行い検査業務の資質の向上をはかる。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県、札幌市、仙台市、新潟市

40
その他

担当者会議
北海道・東北６県労政主管課長補佐及び総務
担当係長会議

労政関係の意見・情報交換のための会議
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

41
その他

担当者会議
北海道・東北ブロック税務主管課長会議・担
当者会議

北海道及び東北６県における税務業務の円滑な執行を図るため、事務運営上の問題点等について情報交換や協議を行う。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

42
その他

担当者会議
北海道・東北６県広報広聴主管課長会議

北海道・東北６県の広報広聴主管課職員による会議を年１回開催し、各道県から提案される議題について意見交換や情報
交換を行う。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

43
その他

担当者会議
北海道・東北６県市町村主管課長会議

北海道及び東北６県における市町村業務の円滑な執行を図るため、事務運営上の問題点等について情報交換、協議等を行
う。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

44
その他

担当者会議
北海道・東北６県公益法人事務主管課長会議 公益法人事務に関する課題や各道県の取組について、意見交換等を行い、制度の適切な運用を図るもの。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

45
その他

担当者会議
八都道府県担当課長会議

八都道府県出納長会議及び八都道府県副出納長会議を前身として設置され、八都道府県の会計事務担当課長がそれぞれの
抱えている課題等を持ち寄って意見交換を行う。

北海道、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪
府、兵庫県、福岡県

46
その他

担当者会議
北海道・東北ブロック過疎対策担当課長等会
議

北海道・東北地区において、過疎地域の深刻な課題を踏まえて、共通の認識のもと、今後の新たな過疎対策等について意
見交換するもの。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

47
その他

担当者会議
北海道・東北ブロック援護主管課長会議

国からの委託事務である戦傷病者戦没者遺族等援護法や恩給法等の業務について、ブロックで情報･意見交換を行い、適
正･円滑な業務推進を図る。年に1度会議を開催し意見交換。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

48
その他

担当者会議
８大都道府県金融担当課長会議

８大都道府県が一堂に会し、それぞれが抱える課題・問題点に関する意見・情報交換等を通じて、金融行政の推進に資す
ることを目的。

北海道、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪
府、兵庫県、福岡県

49
その他

担当者会議
十二都道府県援護業務主管課長会議

国からの委託事務である戦傷病者戦没者遺族等援護法や恩給法等の業務について、大都市を抱える都道府県で情報･意見
交換を行い、適正･円滑な業務推進を図る。年に1度会議を開催し意見交換。

北海道、宮城県、東京都・愛知県・大阪府等

50
その他

担当者会議
８大都道府県商工担当部長会議 商工施策の円滑な推進のため、国や都道府県との意見交換を実施。

北海道、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪
府、兵庫県、福岡県

51
その他

担当者会議
６県企画担当部長会議（H24～） 企画担当部所管事務について，東北６県間で幅広く情報共有及び意見交換を図ることを目的に会議を開催。 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
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52
その他

担当者会議
12大都府県企画担当課長会議（H6～） 大都市を有する都府県における企画・調整・計画部門等の都府県間の情報交換等を行うための会議を開催。 宮城県、東京都、大阪府ほか

53
その他

担当者会議
六府県監査委員協議会

監査制度に関する研究、意見交換等を行うための協議会を開催し、六府県が相互の連携を密にし、監査事務の効率的執行
と行政効果の向上を図る。

神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
の識見監査委員

54
その他

担当者会議
東海北陸6県文書法規担当者会議

各県の文書・法規事務上、問題となっている事例等を持ち寄り、文書・法規の分科会に分かれ、事務担当者同士で議論
し、解決を図る。

富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重各県の文書・法
規担当者

55
その他

担当者会議
東海北陸会計管理者会議

東海北陸出納長会議を前身として設置され、東海北陸6県の会計管理者がそれぞれの県で抱えている課題等を持ち寄って
意見交換を行う。

富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県

56
その他

担当者会議
内閣府公益認定等委員と東海北陸6県合議制機
関委員との意見交換会

内閣府公益認定等委員会委員と東海北陸６県（富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県）の公益認定等の合議
制機関の行う事務に関し連絡を密にするとともに、その円滑化を図る。

内閣府、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、
三重県

57
その他

担当者会議
東海四県統計主管課長会議

東海４県の統計に関する議題について議論し、また意見交換や参考となる取組事例の紹介等を行うことにより、相互の連
絡・連携を図り、各県での統計調査事務の円滑な運営を推進する。

愛知、岐阜、三重、静岡

58 その他会議 全国山村振興連盟
山村地域の振興を図るために、市町村長及び国会議員の緊密な連携のもとに、山村地域の振興施策について、農林水産省
はじめ関係省庁・機関への提言・要望、調査研究、各種会議を実施し、冊子・ホームページ等による情報提供・広報活動
などを行う。

普通会員（650市町村長、126国会議員）賛助会員（37
都道府県）

59 その他会議 山村振興全国連絡協議会
山村地域の振興施策の円滑な推進を図るため、農林水産省への施策提案やブロック会議を通じて、山村振興に関する調査
研究及び情報交換を行い、振興山村を有する都道府県相互の連携を強化する。

36都道府県山村振興主管課長

60 その他会議 北海道・東北地区行政・生協連絡会議
北海道と東北各県の生協と行政が、情報交換の上、連携を深め、組合員・道県民のくらしと地域社会に一層役立つことを
目的。　※その他：地方厚生局・日本生活協同組合連合会・北海道・東北各道県生活協同組合連合会

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、地方厚生局、日本生活協同組合連合会、北海
道・東北各道県生活協同組合連合会

61 その他会議 北海道・東北ブロック地方財政連絡会議
国と地方の間の意思疎通を今まで以上に円滑に行うため、地方公共団体に対する情報提供や意見交換をきめ細かく緊密に
行うことを目的とする。総務省主催。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

62 その他会議 北海道・北東北知事サミット
４道県の知事が一堂に会し、共通の政策課題等について意見交換を行うことにより、相互の連携及び交流の一層の促進を
図り、もって本地域の発展に資することを目的とする。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

63 その他会議
北海道・東北未来戦略会議
（H18～）

北海道・東北７県の知事、圏域内の６経済団体で構成。広域的な課題解決について協議を行う。 ※その他：経済団体
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県、経済団体

64 その他会議 北海道・東北六県議会議長会 相互の連絡を保ち、北部地方の発展上適当の方法を研究し、これが遂行に務めること。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

65 その他会議 プラチナ構想ネットワーク
環境や急激な高齢化などの課題に対し、会員の知識や情報などを共有化すること等で解決を図り、ワンランク上（プラチ
ナ）の地域づくりを目指すため、取組事例の整理・構造化、啓発活動、調査研究、海外の類似組織との交流活動、シンポ
ジウムの開催（年2回程度）などを行う。

北海道、埼玉県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、
愛知県、京都府等29道府県知事、97市区町村長、三井
物産(株)始め71 82企業等

66 その他会議 在道都府県協議会 札幌市に在する各県事務所相互の密接なる連携により、会員の円滑なる業務の推進向上を図る※その他：茨城 北海道、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県

67 その他会議 二十二都道府県中国帰国者対策協議会
中国帰国者対策の円滑な推進のため、関係都道府県が常に密接な連携を保持するとともに、中国帰国者問題についての協
議を通して、中国帰国者の定着・自立促進に寄与する。　※その他：東京都・大阪府・ほか

北海道、岩手県、宮城県、山形県、福島県、東京都・
大阪府・ほか

68 その他会議
16都道府県男女共同参画行政主管課（室）長
会議

男女共同参画行政について協議、情報交換を行い、国の施策及び予算に関する要望活動を行う 北海道、宮城県、新潟県
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69 その他会議 半島地域振興対策議会議長連絡協議会
半島を有する道府県議会相互間の緊密な連絡提携により、半島地域の振興を促進し、あわせて地域住民の生活安定及び福
祉の向上を図ること。　※その他：石川県ほか１８府県

北海道、青森県、秋田県、石川県ほか18府県

70 その他会議 都道府県法務事務協議会
各都道府県の法務事務等に関する課題の検討及び情報交換を行う。
※その他：ほか１都２府11県

北海道、宮城県、新潟県、ほか１都２府11県

71 その他会議
宮城・山形未来創造会議
（H19～）

平成１９年３月策定の宮城・山形の連携に関する基本構想「みらい創造！ＭＹハーモニープラン」の推進組織として，宮
城・山形両県の官民で構成する「宮城・山形未来創造会議」を設立し，構想の実現に向けた各種取組を進めていく。
※その他：仙台市・山形市・３経済団体

宮城県、山形県、台市、山形市、３経済団体

72 その他会議 財政基盤強化対策県議会議長協議会
財政力指数の低い県の県議会相互の密接な連絡提携により、財源確保、地域格差の是正を図り、もって地域住民の生活安
定及び福祉の向上に努めること。

青森県、岩手県、秋田県、山形県、和歌山県、鳥取
県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎
県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

73 その他会議 東北地方税務協議会（S31～） 仙台国税局と関係地方団体との間において、国税及び地方税の事務運営につき、相互に連絡調整を図る。 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

74 その他会議 ふるさと知事ネットワーク
地方から日本を変え、「地域主権」に内実を与えていこうという共通の思いを持つ知事が、都市も地方も日本が全体とし
て活力を高め、国の持続的な成長・発展につながる新しい政策を実行・提案する。

青森県、山形県、石川県、福井県、山梨県、長野県、
三重県、奈良県、鳥取県、島根県、高知県、熊本県、
宮崎県の１３県知事

75 その他会議 秋田・山形県際間連携推進協議会 環鳥海地域の連携事業を企画、実施することで、当該地域の活力ある地域づくりを促進する。
秋田県、山形県、
市町村、関係団体

76 その他会議 北東北三県男女共同参画推進合同会議

北東北三県の広域的連携により男女共同参画の形成に係る気運の醸成や普及啓発を推進することを目的とし、三県の男女
共同参画推進員（サポーター）、男女共同参画センター職員、行政担当者等を対象とし、研修会（講演、事例発表）及び
情報交換会（分科会形式）を開催。H15～20年度は負担金拠出により広報事業等も実施していたが、H21年度から負担金を
廃止し規模縮小。

岩手県、秋田県

77 その他会議 宮城・岩手県境議員懇談会 岩手県境に接する地域の開発と生活環境の整備を強力に推進するために設置された任意団体に対する支援。 岩手県、宮城県

78 その他会議 岩手・宮城県際連絡会議（H2～）
岩手・宮城両県の県境に接する地域における行政の円滑な推進を図るため必要な情報や意見の交換を行うとともに，エリ
ア内の観光客の流動化を検討する。

岩手県、宮城県

79 その他会議 岩手・宮城連携調整会議（H18～） 広域的行政課題の検討・調整，情報交換等を行う。（意見交換はH15～，H18に会議開催要領を設置） 岩手県、宮城県

80 その他会議 中部圏危機管理等連絡会議
中部圏における危機管理等に関する広域的な連携方策等に関する会議を開催し、広域的な連携方策等に関する協議、意見
交換を行う。

富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県、滋賀県、名古屋市の危機管理等に関
する総括的な責任者

81 その他会議 東海北陸地区監査委員協議会
監査制度に関する研究、意見交換等を行うための協議会を開催し、東海北陸地区の監査委員が相互に連携を密にして、監
査制度の円滑な運営を図る。

富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県の監査委員
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82 その他会議 三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）
三遠南信サミットの開催、連携ビジョンに定めた重点プロジェクトの推進、NPO法人、企業等が取り組む三遠南信地域の
連携に資する活動に対する支援、三遠南信地域の一体的な圏域を確立するための組織の検討等を行う。

南信州地域18市町村、遠州地域9市町、東三河地域8市
町村、長野県、静岡県、愛知県、経済団体（商工会議
所・商工会）

83 その他会議 三河湾流域圏会議 「三河湾流域圏再生行動計画」（H20.3）の実現に向けた取組、関係機関との連絡調整等を行う。
長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、豊橋市、中部地方
整備局、中部森林管理局、東海農政局、中部地方環境
事務所、大学、住民団体

84 その他会議 山梨・静岡・神奈川三県広域問題協議会 山梨県、静岡県及び神奈川県における広域的重要課題等について、調査研究し、その円滑な推進を図ること。 山梨県、静岡県、神奈川県

85 その他会議 全国人権同和行政促進協議会
同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決に向けた施策を促進するための事業を行い、もって人権が尊重される社会
の実現を目的とし、調査・研究、関係機関への要請及び提案、会員相互の情報交換、会員研修会、広報・啓発等を行う。

群馬県始め21県、名古屋市始め4政令市

86 広域連携 北関東広域連携推進協議会
北関東地域の広域連携の推進に必要な諸施策に関する研究・検討を進め、北関東地域の総合的な振興を図ることを目的に
設置

茨城県、栃木県、群馬県

87 その他会議 岐阜愛知新首都推進協議会
国土の中央に位置する「岐阜・愛知地域」への首都機能の移転実現を目指すため、「岐阜・愛知地域」における新首都構
想の策定、首都機能移転推進に必要な調査・研究及び情報収集等を行う。

岐阜県知事、愛知県知事、議会、市長会、町村会、経
済団体等

88 その他会議 東海三県一市連絡協議会
東海三県一市に共通する課題等に取り組むなど、この地域の総合的な発展を図ることため、広域的事業の連絡協議、共通
課題に関して必要な施策の調査・研究等を行う。

岐阜、愛知、三重知事の各県及び名古屋市長

89 その他会議 東海北陸7県議会議長会
地域の諸課題について協議、意見交換を行い、全国議長会や国等へ要望活動を実施する等、関係各県議会が緊密な情報交
換を行い地方自治の発展に資する。

愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、富山県、石川県及
び福井県の各議会正副議長

90 その他会議 東海北陸7県議会事務局長会議 東海北陸７県に共通する議会運営に関する課題について意見交換を行う。
愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、富山県、石川県、
福井県及び名古屋港管理組合の各議会事務局長

91 その他会議 紀伊半島振興対策協議会 紀伊半島地域における広域的課題について協議等を行い、紀伊半島地域の振興と活性化に資することを目的に設置 三重県、奈良県、和歌山県

92 その他会議 東海・北陸地域国際化協会連絡協議会
急速に進展する国際化に的確に対応した地域レベルでの国際交流活動の一層の推進が重要な課題である現状を鑑み、国際
交流に関する共通の問題について協議等を行い、東海北陸の地域国際化協会の相互の協力関係を高める。

(公財)愛知県国際交流協会、(公財)とやま国際セン
ター、(公財)石川県国際交流協会、(公財)福井県国際
交流協会、(公財)岐阜県国際交流センター、(公財)静
岡県国際交流協会、(公財)三重県国際交流財団、静岡
市国際交流協会、(公財)浜松国際交流協会、(公財)名
古屋国際センター

93 その他会議 東海南海交流会議
東海南海連絡道の早期実現を図るため、政府与党、国土交通省、関係国会議員など関係機関に対しての提言活動を行うと
ともに、構想推進に関する調査研究及び広報を実施する。

三重県、奈良県、和歌山県、愛知県、大阪府の知事、
市町村会会長、各種経済団体会長
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94 その他会議 東海4県議会議長会議 東海４県に共通する課題について意見交換を行う。 東海4県議会の正副議長及び議会事務局長

95 その他会議 予土県境地域連携実行委員会
国道381号等で繋がる愛媛県と高知県の県境地域（宇和島市、松野町、鬼北町、四万十市及び四万十町の地域。）の活性
化を図る。

愛媛県、宇和島市、松野町、鬼北町、道の駅きさいや
広場、道の駅みま、道の駅森の三角ぼうし、道の駅虹
の森公園
高知県、四万十市、四万十町、西土佐ふるさと市、道
の駅四万十とおわ、道の駅四万十大正、道の駅あぐり
窪川

96 その他会議 中海会議
鳥取、島根両県知事の協定書に基づき、関係機関が共同して、未来に向かってより良い中海圏域を築くため、中海の水に
関する諸問題（中海及び境水道の堤防・護岸等の整備、中海の水質及び流動、沿岸農地の排水不良、利活用方法等）を協
議検討する。

鳥取県、島根県、松江市、安来市、米子市、境港市、
国土交通省中国地方整備局、農林水産省中国四国農政
局長（オブザーバー： 航空自衛隊美保基地、中国四国
地方環境事務所)

97 その他
道県域を越えた集落間交流の推進に向けた検
討

集落がコミュニティとして成長していく段階や活動テーマに応じた交流のあり方や体制づくりに係る課題及びその解決方
法等について検討する。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

98 その他
地域コミュニティの活性化に関する先進事例
等の共有化

地域コミュニティの活性化を図るため、先進事例や各地で活躍する人財の情報を収集・整理し、共有する。 北海道、青森県、岩手県、秋田県

99 その他 県境地域における広域連携の強化
４道県の県境地域における広域連携の強化に向けて、各道県の総合出先機関が主体となって取組を進めた。その結果、青
森・秋田・岩手３県際ものづくり企業交流会の開催や、災害時相互応援協定の締結、地域特性を活かした観光ルートの作
成、県境における不法投棄対策など、県境地域における様々な成果が生まれた。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

100 その他 日本海沿岸地帯振興連盟
日本海沿岸地域の地域特性、風土、固有の文化を生かして、高速交通体系をはじめ産業基盤、情報・通信基盤、生活環境
基盤の整備充実を行い、日本海国土軸の形成を目指すとともに、対岸交流の推進など日本海沿岸地域の活性化を推進し、
もって新日本海時代の実現を期することを目的とする。

青森県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、
福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、山口県

101 その他 北東北三県広域連携検討組織の設置
今後の北東北の新たな連携事業、「北東北のグランドデザイン」等の検討のため、北東北三県の企画担当課長等による検
討組織を設置する。

青森県、岩手県、秋田県

102 その他
宮城県議会・山形県議会交流議員連盟（H18
～）

宮城・山形両県地域の一層の発展と交流拡大を図るため，両県が連携して取り組むべき諸課題についての調査検討及び関
連施策推進のための要望活動を行うとともに，各県議会の活動を通じて関連施策の効果的な推進を図る。

宮城県、山形県

103 その他 日本まんなか共和国
福井・岐阜・三重・滋賀の四県は、お互いが有する豊かな資源や基盤を活用し合うとともに、知識・情報を共有化し、互
いに補完し、刺激し合いながら、地域の自立性を高めていき、21世紀の新しい地域づくりを進めていく。
その取組みとして、文化、観光、環境などの分野について重点的に連携を進める。

岐阜県、三重県、福井県

104 その他 関西広域連合
関西から新時代をつくるべく、府県域を越える広域課題に積極的に取り組むとともに、地方分権改革の突破口を開き、多
極分散型構造への転換をめざす。

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取
県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市（福井
県、三重県、奈良県は連携団体）

105 その他 鳥取・島根広域連携協働事業
鳥取・島根両県共通の地域課題に対し、両県のNPO等と行政が連携・協働する事業を実施することにより、事業の相乗効
果の高まりや地域課題の解決、両県の連携強化、県境を越えたNPO等の連携促進を図る。

鳥取県・島根県
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106 その他
社会資本の適切な維持管理（アセットマネジ
メント）の推進

地方公共団体が管理する大量の社会資本は、今後、高度経済成長期に建設されたものをはじめ、その多く
が更新時期を迎える。
そのため、九州・山口各県で蓄積された社会資本の適切な維持管理手法（アセット・マネジメント）に関する調査・研究
や情報交換を行い、九州全体における社会資本の維持管理の効率的を図る。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県

107 その他 九州－沖縄連携推進プロジェクト

成長を続けるアジア市場は、今後さらに拡大・多様化していくと予想されており、当該市場に近接する九州・沖縄地域に
おいては、アジア市場に向けヒト・モノの流れを活性化させていくことが重要である。その実現に向けては、九州・沖縄
双方に多様に存する地域資源、技術、人材等を活かし重厚的に連携していくことが不可欠である。このため、九州・沖縄
の連携によるアジア市場等への展開に向けた関係者の意識醸成、その基盤となる九州－沖縄の各種連携協定の締結、展開
方策などを具体化し取組を加速していくため、準備会を設置し具体的方策を検討するとともに取組につなげていく。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県
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