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別表１（第３条関係）
○生活機能の強化に係る政策分野
（１）医療
ア

救急医療体制の確保
取組内容

甲の役割

乙の役割

圏域住民に切れ目ない医療サービ

ア．地域センター病院の維持・充

ア．乙の地域基幹病院の維持・充

スを提供するため、日常生活に密

実を図るため、必要な取組を行

実を図るため、必要な取組を行

着した初期医療機関と中核的病院

う。

う。

の適切な役割分担と連携を推進し、 イ．重症患者を安定的に受け入れ
救急医療体制の確保に取り組む。

イ．東藻琴地区にある診療所の維

るため、24時間体制での休日・

持・充実を図るため、必要な取

夜間当番医療機関を確保する取

組を行う。

組を行う。
ウ．甲の郊外地区の地域住民に対
し、医療機関での受診機会の確
保を図る取組を行う。

ウ．重症患者の初期医療（一次医
療）を充実させるため、甲の医
療機関との連携強化を図る。
エ．甲が行う二次救急医療体制の

エ．乙と連携して、医療関係者と

維持、今後の病院間連携・協力

の相互理解を深め、二次救急医

体制等を構築する取組に対し、

療体制の維持に必要な課題及び

必要な協力・支援を行う。

課題解決手法などを見いだし、
今後の病院間連携・協力体制等
を構築する取組を行う。

イ

小児科及び産科医療体制の確保
取組内容

甲の役割

乙の役割

圏域の住民が安心して子どもを産

ア．小児科、産科医療体制及び小

ア．甲が行う小児科、産科医療体

む環境を維持するため、圏域内の

児科救急医療体制を維持するた

制及び小児科救急医療体制を確

小児科及び産科医療体制の維持・

め、課題解決に必要な協力・支

保するための取組に対し、必要

確保に取り組む。

援を行う。

な協力・支援を行う。

（２）広域観光
ア 観光振興の推進
取組内容

甲の役割

乙の役割

観光振興による圏域の活性化を図

ア．乙と連携して、国内の観光客

ア．甲と連携して、国内の観光客

るため、国内及び海外からの観光

を誘致するため、観光ＰＲなど

を誘致するため、観光ＰＲなど

客の誘致に取り組む。

の取組を行う。

の取組を行う。

イ．乙と連携して、東アジア圏域

イ．甲と連携して、東アジア圏域

からの観光客を誘致するため、

からの観光客を誘致するため、

チャーター便誘致に向けた観光

チャーター便誘致に向けた観光

ＰＲを行うとともに、課題及び

ＰＲを行うとともに、課題及び

解決手法などを見いだし、観光

解決手法などを見いだし、観光

客誘致に向けた取組を行う。

客誘致に向けた取組を行う。
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（３）教育
ア 生涯学習の充実
取組内容

甲の役割

乙の役割

圏域内における、生涯学習の機会

ア．乙と連携して、図書館の相互

ア．甲と連携して、図書館の相互

拡大、文化・スポーツの振興等を

利用を可能とするため、図書貸

利用を可能とするため、図書貸

図るため、教育施設の相互利用、

出カードの発行・登録と施設の

出カードの発行・登録と施設の

文化・スポーツ等に関するイベン

提供及び蔵書貸出を行うととも

提供及び蔵書貸出を行うととも

ト情報の共有などに取り組む。

に、インターネットによる蔵書

に、インターネットによる蔵書

検索システムの維持管理を行う。

検索システムの維持管理を行う。

イ．文化事業やスポーツ大会等の

イ．文化事業やスポーツ大会等の

開催情報を乙に提供するととも

開催情報を甲に提供するととも

に住民に対し、圏域全体の情報

に住民に対し、圏域全体の情報

を周知する。

を周知する。

ウ．圏域のスポーツ振興や健康づ

ウ．圏域のスポーツ振興や健康づ

くりを促進するため、乙と連携

くりを促進するため、甲と連携

してスポーツ施設の相互利用を

してスポーツ施設の相互利用を

進め、圏域住民の利便性の向上

進め、圏域住民の利便性の向上

や利用機会の拡大を図る。

や利用機会の拡大を図る。

（４）環境
ア 地域ぐるみによる環境関連活動の推進
取組内容

甲の役割

乙の役割

圏域の自然環境を守るため、各種

ア．乙と連携して、地域で行って

ア．甲と連携して、地域で行って

団体、ボランティア団体などで行

いる清掃ボランティア活動等を

いる清掃ボランティア活動等を

う環境保護活動などに取り組む。

推進し、圏域全体の環境関連活

推進し、圏域全体の環境関連活

動を支援する。

動を支援する。

イ．乙と連携して、圏域内の河川
環境と流域環境の保全に努める。
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イ．甲と連携して、圏域内の河川
環境と流域環境の保全に努める。

イ

生活環境・衛生環境の向上
取組内容

甲の役割

乙の役割

一般廃棄物処理について、広域的

ア．乙と連携して、一般廃棄物の

ア．甲と連携して、一般廃棄物の

な連携構想を含めた基本計画の策

処理に関して、施設整備等の基

処理に関して、施設整備等の基

定について検討するとともに、生

本計画を策定し、循環型社会の

本計画を策定し、循環型社会の

活排水やし尿汚泥の処理に係る施

構築に向けた広域的な施設整備

構築に向けた広域的な施設整備

設の維持整備に取り組む。

の構想について検討する。

の構想について検討する。

イ．生活排水を適切に処理するた

イ．甲が行う下水道の終末処理施

め、下水道の終末処理施設の適

設の適切な維持・管理の取組に

切な維持・管理に取り組み、生

対し、必要な協力・支援を行う。

活排水の受入体制を整える。
ウ．し尿汚泥を適切に処理するた
め、クリーンセンターの適切な

ウ．甲が行うクリーンセンターの
維持・管理の取組に対し、必要
な協力・支援を行う。

維持・管理に取り組み、し尿汚
泥の受入体制を整える。

（５）防災
ア 防災対策活動の推進
取組内容

甲の役割

乙の役割

圏域住民の安全を確保するため、

ア．防災意識向上のため、乙と連

ア．防災意識向上のため、甲と連

消防、救急体制の充実を図るとと

携して、関係機関による研修会

携して、関係機関による研修会

もに防災意識の啓発、研修等に取

等を実施するとともに圏域住民

等を実施するとともに圏域住民

り組む。

の意識啓発を行う。

の意識啓発を行う。

イ．網走地区消防組合及び網走消

イ．網走地区消防組合及び大空消

防署の消防・救急体制を維持・

防署の消防・救急体制を維持・

充実させる取組を行う。

充実させる取組を行う。
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（６）福祉
ア

福祉サービスの向上
取組内容

甲の役割

乙の役割

児童・障がい者・高齢者に対する

ア．乙と連携して、福祉サービス

ア．甲と連携して、福祉サービス

各種福祉サービスの充実を図るた

従事者の人材育成のため、講習

従事者の人材育成のため、講習

め、福祉サービスの相互利用や福

会、資格養成研修を開催すると

会、資格養成研修を開催すると

祉に関するネットワーク構築、福

ともに情報提供を行う。

ともに情報提供を行う。

祉サービス従事者の育成などにつ
いて取り組む。

イ．乙と連携して、
「保育所の広域

イ．甲と連携して、
「保育所の広域

入所に関する協定書」に基づき、

入所に関する協定書」に基づき、

対象児童の受入れや入所委託を

対象児童の受入れや入所委託を

行うとともに入所対象児童等の

行うとともに入所対象児童等の

情報共有を行う。

情報共有を行う。

ウ．乙と連携して、子育て支援セ

ウ．甲と連携して、子育て支援セ

ンターの充実を図るとともに活

ンターの充実を図るとともに活

動状況などの情報を提供し、交

動状況などの情報を提供し、交

流機会の提供を行う。

流機会の提供を行う。

（７）産業振興
ア 圏域経済の活性化と雇用の創出
取組内容

甲の役割

乙の役割

圏域経済の活性化と雇用の創出を

ア．乙と連携して、新商品開発、

ア．甲と連携して、新商品開発、

図るため、圏域の資源を活用した

販路拡大、新産業創造に必要な

販路拡大、新産業創造に必要な

新商品の創出や販路拡大の促進及

取組を行う。

取組を行う。

び産学官連携等による新たな技術
開発に取り組む。

イ

イ．乙と連携して、圏域内外での

イ．甲と連携して、圏域内外での

物産展や商談会への参加など、

物産展や商談会への参加など、

販路開拓の活動や支援を行う。

販路開拓の活動や支援を行う。

水産資源の確保
取組内容

甲の役割

乙の役割

網走湖の有用資源を有効的に利用

ア．乙と連携して、網走湖の有用

ア．甲と連携して、網走湖の有用

するため、有用資源及び水質環境

資源及び水質環境を把握する調

資源及び水質環境を把握する調

を総合的に調査するとともに環境

査を実施する。

査を実施する。

改善対策の検討などに取り組む。

イ．乙と連携して、網走湖の環境

イ．甲と連携して、網走湖の環境

改善対策について、手法を検討

改善対策について、手法を検討

するとともに関係機関に必要な

するとともに関係機関に必要な

働きかけを行う。

働きかけを行う。
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別表２（第３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
ア

地域公共交通の維持・確保
取組内容

甲の役割

乙の役割

圏域内住民の移動手段を確保する

ア．乙と連携して、バス路線、鉄

ア．甲と連携して、バス路線、鉄

ため、圏域における公共交通の課

道路線を確保するため、公共交

道路線を確保するため、公共交

題について継続的に調査、検証す

通機関に財政支援など必要な取

通機関に財政支援など必要な取

るとともに、バス路線等の維持・

組を行う。

組を行う。

確保対策に取り組む。

イ．乙と連携して、関係団体等と

イ．甲と連携して、関係団体等と

協力し、公共交通の利用促進の

協力し、公共交通の利用促進の

啓発活動を行う。

啓発活動を行う。

ウ．乙と連携して、公共交通の課

ウ．甲と連携して、公共交通の課

題について、調査、整理、検証

題について、調査、整理、検証

等を行う。

等を行う。

（２）地域内外の住民との交流・移住促進
ア

交流・移住受入体制の促進
取組内容

甲の役割

乙の役割

地域内への移住・長期滞在の促進

ア．乙と連携して、大都市圏での

ア．甲と連携して、大都市圏での

を図るため、暮らしや滞在に関す

プロモーションなど、移住や長

プロモーションなど、移住や長

る情報提供や受入体制などの充実

期滞在に関するＰＲ活動や情報

期滞在に関するＰＲ活動や情報

に取り組む。

発信を行う。

発信を行う。

イ．民間事業者と連携し、移住や

イ．民間事業者と連携し、移住や

長期滞在者に対する受入体制の

長期滞在者に対する受入体制の

充実を図る。

充実を図る。
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別表３（第３条関係）
○圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野
（１）人材の育成
ア 人材の育成
取組内容

甲の役割

乙の役割

地域力の向上を図るため、各分野

ア．乙と連携して、東京農業大学

ア．甲と連携して、東京農業大学

の人材育成や研修機会の創出など

と連携を図り、東京農業大学の

と連携を図り、東京農業大学の

に取り組む。

セミナー、講演会及びビジネス

セミナー、講演会及びビジネス

地域創成塾などの圏域における

地域創成塾などの圏域における

人材育成の取組を支援するとと

人材育成の取組を支援するとと

もに住民に参加を働きかけ地域

もに住民に参加を働きかけ地域

の人材育成を行う。

の人材育成を行う。

イ．専門知識を有する人材を招へ

イ．専門知識を有する人材を招へ

いし行う講演会や研修会などの

いし行う講演会や研修会などの

開催情報を乙に提供し、乙の住

開催情報を甲に提供し、甲の住

民などが参加する機会を設ける。

民などが参加する機会を設ける。

（２）圏域内市町の職員等の交流
ア

市町間職員研修交流
取組内容

甲の役割

乙の役割

職員の資質及び政策課題への対応

ア．講演会及び職員研修に関する

ア．講演会及び職員研修に関する

力を高めるため、合同研修会の開

情報を乙に提供し、乙の職員が

情報を甲に提供し、甲の職員が

催等により職員の能力向上や職員

参加する機会を設けるとともに

参加する機会を設けるとともに

間の交流に取り組む。

合同研修を開催する。

合同研修を開催する。
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