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連携中枢都市宣言 

 

 現在，わが国は，急速な人口減少・少子高齢化という大きな課題に直面しています。この状況

は経済規模の縮小や生活水準の低下を招き，そのことが更なる人口減少につながるという悪循環

を引き起こすおそれが極めて高く，これらの課題を解決し，住民が住みなれた地域で安心して快

適な生活を送っていくための対策が求められています。 

 

 高知県は全国と比べて人口の自然減で 15年，高齢化率の上昇で 10年先行している状況であり，

国立社会保障・人口問題研究所によりますと，県人口は 2010（平成 22）年の約 76 万４千人から

2040（平成 52）年には約 53 万６千人にまで減少すると推計されています。これまで各市町村にお

いては，それぞれの特性に応じた地域振興のための施策を実施してきたところですが，高知県内

では 2009（平成 21）年度に四万十市と宿毛市が土佐清水市・大月町・黒潮町・三原村とともに「幡

多地域定住自立圏」を，2010（平成 22）年度には高知市が南国市・香南市・香美市とともに「高

知中央広域定住自立圏」を形成し，互いに連携・協力することにより圏域全体の活性化を図ると

ともに，観光振興や移住促進等に取り組んできました。 

 

 このような状況の中，国は少子高齢化の進展に的確に対応し，人口減少に歯止めをかけるとと

もに，東京圏に人口が過度に集中することを是正し，それぞれの地域で住みよい環境を確保して

将来にわたって活力ある社会を維持していくことを目的として「まち・ひと・しごと創生法」を

制定しました。また，人口問題に関する国民の認識の共有を目指しながら，今後取り組むべき将

来の方向を提示する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」を策定するとともに，施策の基本

的方向や具体的な施策を盛り込んだ「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し，「地方におけ

る安定した雇用を創出する」，「地方への新しいひとの流れをつくる」，「若い世代の結婚・出産・

子育ての希望をかなえる」，「時代に合った地域をつくり，安心な暮らしを守るとともに，地域と

地域を連携する」の４つの基本目標を定めて具体的な施策を推進していくこととしています。 

 

 連携中枢都市圏の形成の目的は，各地域において相当の規模と中核性を備える「圏域の中心都

市」が近隣市町村と連携して，コンパクト化とネットワーク化により「経済成長のけん引」，「高

次都市機能の集積・強化」，「生活関連機能サービスの向上」に取り組むことで人口減少・少子高

齢社会においても一定の圏域人口を有し，活力ある社会経済を維持するための拠点を形成するこ

とです。2015（平成27）年10月に策定いたしました「高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

においては，県都である高知市が果たすべき役割として，「県下全体の発展を見据え，高知県と

の連携の下，県内市町村と共存共栄の関係を保ちながら，これまで以上に，県全体の牽引役とし

ての役割を発揮していく必要がある」ことや「周辺市町村との連携の下，圏域単位での活性化策

も視野に入れながら，人口減少克服に向けた積極的な施策展開を進めていくこと」を掲げていま

す。 
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 高知市は，高知県で唯一の中核市であるとともに，県内人口の約 46％が集中する一極集中型の

都市構造となっているほか，他市町村との社会的・経済的なつながりが強く，相互に補完する関

係にあるという特性を持っています。このようなことから，高知市は連携中枢都市として高知県

全体を圏域とする連携中枢都市圏を形成し，圏域で一丸となって人口減少・少子高齢化という将

来にわたる課題の解決を目指すとともに，圏域が一体的に発展できるよう，中心的な役割を担い

ながら圏域全体の経済成長のけん引や高次都市機能の集積・強化に向けた取組を積極的に推進し

ていくことをここに宣言いたします。 

 

平成 29年９月７日 
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１ 圏域の現在の人口と将来推計人口 

平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年 平成52年

（2010年） （2015年） （2020年） （2025年） （2030年） （2035年） （2040年）

高知市 343,393 334,982 324,804 312,525 298,926 284,140 268,602 ▲ 21.8％

室戸市 15,210 13,219 11,541 9,958 8,482 7,136 5,940 ▲ 60.9％

安芸市 19,547 18,470 17,345 16,194 15,064 13,971 12,878 ▲ 34.1％

東洋町 2,947 2,618 2,332 2,049 1,790 1,554 1,347 ▲ 54.3％

奈半利町 3,542 3,267 3,003 2,757 2,521 2,309 2,106 ▲ 40.5％

田野町 2,932 2,707 2,496 2,277 2,076 1,886 1,707 ▲ 41.8％

安田町 2,970 2,670 2,395 2,143 1,905 1,690 1,495 ▲ 49.7％

北川村 1,367 1,263 1,163 1,069 980 904 831 ▲ 39.2％

馬路村 1,013 931 852 784 715 651 600 ▲ 40.8％

芸西村 4,048 3,804 3,559 3,318 3,091 2,857 2,629 ▲ 35.1％

南国市 49,472 47,889 46,142 44,201 42,171 40,053 37,832 ▲ 23.5％

香南市 33,830 33,426 32,649 31,697 30,630 29,478 28,279 ▲ 16.4％

香美市 28,766 27,309 25,709 24,121 22,599 21,111 19,664 ▲ 31.6％

本山町 4,103 3,840 3,558 3,279 3,022 2,781 2,552 ▲ 37.8％

大豊町 4,719 4,088 3,434 2,848 2,365 1,964 1,636 ▲ 65.3％

土佐町 4,358 4,077 3,771 3,466 3,189 2,944 2,709 ▲ 37.8％

大川村 411 333 297 272 246 228 206 ▲ 49.9％

土佐市 28,686 27,179 25,695 24,147 22,619 21,048 19,480 ▲ 32.1％

いの町 25,062 23,198 21,486 19,755 18,059 16,389 14,737 ▲ 41.2％

仁淀川町 6,500 5,718 5,000 4,347 3,763 3,258 2,819 ▲ 56.6％

佐川町 13,951 13,277 12,532 11,768 11,025 10,293 9,560 ▲ 31.5％

越知町 6,374 5,851 5,331 4,826 4,361 3,932 3,532 ▲ 44.6％

日高村 5,447 5,118 4,773 4,433 4,096 3,763 3,436 ▲ 36.9％

須崎市 24,698 23,219 21,740 20,263 18,808 17,336 15,905 ▲ 35.6％

中土佐町 7,584 6,902 6,258 5,640 5,054 4,511 3,994 ▲ 47.3％

梼原町 3,984 3,670 3,355 3,039 2,753 2,492 2,250 ▲ 43.5％

津野町 6,407 5,915 5,435 4,973 4,558 4,186 3,823 ▲ 40.3％

四万十町 18,733 17,041 15,444 13,879 12,420 11,089 9,840 ▲ 47.5％

宿毛市 22,610 21,014 19,546 18,041 16,549 15,104 13,671 ▲ 39.5％

土佐清水市 16,029 14,738 13,460 12,180 10,941 9,770 8,674 ▲ 45.9％

四万十市 35,933 33,927 31,888 29,781 27,682 25,577 23,434 ▲ 34.8％

大月町 5,783 5,174 4,632 4,104 3,611 3,160 2,737 ▲ 52.7％

三原村 1,681 1,547 1,412 1,277 1,163 1,053 952 ▲ 43.4％

黒潮町 12,366 11,298 10,310 9,330 8,408 7,518 6,657 ▲ 46.2％

圏域合計 764,456 729,679 693,347 654,741 615,642 576,136 536,514 ▲ 29.8％

区分 増減率

※国立社会保障・人口問題研究所公表資料（平成 25年３月）より 

※「増減率」は平成 52年と平成 22年を比較したもの 
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２ 圏域の都市機能の集積状況・利用状況等 

（１）行政機関 

 
※所在地の記載がない機関は高知市に立地している 

※高知県資料より 

 

 

 

府省名
総務省 高知行政評価事務所
法務省 高知地方法務局

高知地方法務局各支局（安芸市，香美市，須崎市，四万十市）
高知地方検察庁

高知地方検察庁各支部（安芸市，須崎市，四万十市）
高知刑務所
高知保護観察所
高知少年鑑別所
高松入国管理局高知出張所

財務省 神戸税関高知税関支署
神戸税関高知税関支署出張所（須崎市）

四国財務局高知財務事務所
各税務署（高知市，安芸市，南国市，いの町，須崎市，四万十市）

厚生労働省 高知労働局
各労働基準監督署（高知市，安芸市，須崎市，四万十市）
各公共職業安定所（高知市，安芸市，いの町，須崎市，四万十市）

高知公共職業安定所出張所（香美市）
広島検疫所高知出張所

農林水産省 四国森林管理局
各森林管理署（安芸市，香美市，本山町，四万十市）
四万十川森林ふれあい推進センター（四万十市）
神戸植物防疫所坂出支所高知出張所
中四国農政局高知地域センター

中四国農政局高知地域センター支所（四万十市）
国土交通省 高知海上保安部

各海上保安署（宿毛市，土佐清水市）
高知地方気象台
四国運輸局高知運輸支局本庁舎・大津庁舎
大阪航空局高知空港事務所
四国地方整備局各河川国道事務所（高知市，四万十市，宿毛市，仁淀川町）

環境省 土佐清水自然保護官事務所（土佐清水市）
防衛省 自衛隊高知地方協力本部

陸上自衛隊高知駐屯地（香南市）
裁判所 高知地方裁判所

高知地方裁判所各支部（安芸市，須崎市，四万十市）
高知家庭裁判所
高知簡易裁判所
高知検察審査会

日本年金機構 四国ブロック本部
高知事務センター
各年金事務所（高知市，南国市，四万十市）

機関名
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（２）医療機関 

ア 救急医療 

種別 地域 市町村 機関名称 

三次救急医療施設 

（救命救急センター） 
高知市 高知市 

高知医療センター，高知赤十字病院，近森病

院 

二次救急医療施設 
（救急告示病院・診療所） 

高知市 高知市 

愛宕病院，いずみの病院，内田脳神経外科，
国吉病院，高知医療センター，高知生協病院，
高知整形・脳外科病院，高知赤十字病院，高
知脳神経外科病院，国立病院機構高知病院，
田中整形外科病院，近森病院，図南病院，細
木病院，高知高須病院，もみのき病院，地域医
療機能推進機構高知西病院 

 
安芸 

安芸市 あき総合病院，森澤病院 

 田野町 田野病院 

 

物部川 

南国市 
高知大学医学部附属病院，ＪＡ高知病院，南国

中央病院，南国厚生病院 

 香南市 野市中央病院 

 香美市 前田メディカルクリニック 

 嶺北 本山町 嶺北中央病院 

 

仁淀川 

土佐市 土佐市民病院 

 いの町 仁淀病院，いの病院 

 佐川町 高北国民健康保険病院，清和病院 

 
越知町 北島病院，前田病院，山﨑外科整形外科病院 

 

高幡 

須崎市 須崎くろしお病院 

 梼原町 梼原病院 

 四万十町 くぼかわ病院 

 

幡多 

宿毛市 幡多けんみん病院 

 土佐清水市 渭南病院 

 大月町 大月病院 

二次救急医療施設 
（病院群輪番制病院） 安芸 

安芸市 あき総合病院，森澤病院 

田野町 田野病院 

 

高幡 

須崎市 高陵病院，須崎くろしお病院 

 梼原町 梼原病院 

 四万十町 大西病院，くぼかわ病院 

 

幡多 

宿毛市 
大井田病院，筒井病院，幡多けんみん病院，
聖ヶ丘病院 

 土佐清水市 渭南病院，松谷病院 

 
四万十市 

木俵病院，四万十市立市民病院，竹本病院，

幡多病院，森下病院 

 大月町 大月病院 

休日夜間急患センター 高知市 高知市 休日夜間急患センター 
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イ 周産期医療 

種別 地域 市町村 機関名称 

総合周産期母子医療センター 高知市 高知市 高知医療センター 

地域周産期母子医療センター 物部川 南国市 高知大学医学部附属病院 

 

ウ 小児救急医療 

種別 地域 市町村 機関名称 

入院小児救急医療機関 

（小児科病院群輪番制病院） 

高知市 高知市 
高知医療センター，高知赤十字病院，国立病院

機構高知病院 

物部川 南国市 高知大学医学部附属病院，ＪＡ高知病院 

入院小児救急医療機関 

（小児科医師対応の救急告示病

院） 

安芸 安芸市 あき総合病院 

幡多 宿毛市 幡多けんみん病院 

小児救命救急医療機関 高知市 高知市 高知医療センター，高知赤十字病院 

 物部川 南国市 高知大学医学部附属病院 

平日夜間小児急患センター 高知市 高知市 平日夜間小児急患センター 

 

エ 災害医療 

種別 地域 市町村 機関名称 

広域的な災害拠点病院 高知市 高知市 高知医療センター，高知赤十字病院 

物部川 南国市 高知大学医学部附属病院 

災害拠点病院 高知市 高知市 近森病院，国立病院機構高知病院 

安芸 安芸市 あき総合病院 

物部川 南国市 ＪＡ高知病院 

仁淀川 いの町 仁淀病院 

高幡 須崎市 須崎くろしお病院 

幡多 宿毛市 幡多けんみん病院 

※高知県「第６期高知県保健医療計画」より 
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（３）広域的交通網 

ア 高規格道路 

 

※高知県資料 

 

イ 広域公共交通 

 

※高知県資料 

過疎市町村

過疎地域と見なされる区域

（法第３３条第２項）

土佐山田

大栃

甲浦
安芸

須崎

宿毛 中村

足摺岬

田井

室戸

幹線的な路線バス

奈半利

馬路

佐川

窪川

梼原

佐賀

高知

土佐清水

路面電車

ＪＲ

大月

大杉

大野見

大方

大川

土佐くろしお鉄道

阿佐海岸鉄道
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（４）高等教育機関 
（単位：人）

名称 所在地 学部・研究科 専攻 学生数

人文社会学部 1,254

教育学部 644

理学部 1,146

地域協働学部 127

土佐さきがけプログラム 63

総合人間自然科学研究科　修士課程 土佐さきがけプログラムグリーンサイエンス人材育成コース 2

人文社会科学専攻 21

教育学専攻 61

理学専攻 101

応用自然科学専攻 13

医学部 961

農林海洋科学部 752

総合人間自然科学研究科　修士課程 医科学専攻 30

看護学専攻 31

農学専攻 99

総合人間自然科学研究科　博士課程 医学専攻 122

黒潮圏総合科学専攻 24

医学系研究科　博士課程 17

黒潮圏海洋科学研究科　博士課程 1

5,469

学部 1,311

大学院 91

1,402

システム工学群，環境理工学群，情報学群，工学部 1,576

経済・マネジメント学群，マネジメント学部 583

大学院 279

2,438

生活科学学科 125

幼児保育学科 167

医療衛生学科 236

看護学科 221

749

合計 10,058

（学部は文化学部，看護学部，社会福祉学
部，健康栄養学部の合計）

高知大学

高知学園短期大学

高知工科大学

高知県立大学

高知市

高知市

南国市

高知市

香美市

計

計

計

計

※各大学ホームページより 

※学生数は平成 28年 
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（５）文化・スポーツ等関連施設 

 

 

 

都市機能 連携中枢都市（高知市） 連携市町村 

ホール等 · 高知県立県民文化ホー

ル 

· 高知県立ふくし交流プラ

ザ 

· 高知市文化プラザ かる

ぽーと 

安芸 · 室戸市保健福祉センター やすらぎ（室戸市） 

· 安芸市民会館（安芸市） 

· 東洋町町民会館 大ホール（東洋町） 

· 東洋町地域福祉センター 多目的ホール（東洋町） 

· 奈半利町民会館（奈半利町） 

· 田野町ふれあいセンター（田野町） 

· 安田町文化センター（安田町） 

· 北川村民会館（北川村） 

· 芸西村民会館（芸西村） 

物部川 · 弁天座（香南市） 

· 天然色劇場（香南市） 

· のいちふれあいセンター サンホール（香南市） 

· 夜須中央公民館マリンホール（香南市） 

· 香美市立中央公民館（香美市） 

· 香美市立保健福祉センター香北（香美市） 

· 奥物部ふれあいプラザ（香美市） 

嶺北 · 本山町プラチナセンター（本山町） 

仁淀川 · いのホール（いの町） 

· いの町立伊野公民館（いの町） 

· すこやかセンター伊野（いの町） 

· いの町立吾北中央公民館（いの町） 

· いの町立本川プラチナ交流センター（いの町） 

· 佐川町立 桜座（佐川町） 

· 越知町民会館（越知町） 

高幡 · 須崎市立市民文化会館（須崎市） 

· ゆすはら座（梼原町） 

· ゆすはら・夢・未来館（梼原町） 

· 津野町酒蔵ホール（津野町） 

· 津野町福祉交流センター（津野町） 

· 津野町総合保健福祉センター（津野町） 

· 窪川四万十会館（四万十町） 

· きらら大正（四万十町） 

幡多 · 宿毛市総合社会福祉センター（宿毛市） 

· 宿毛市立宿毛文教センター（宿毛市） 

· 土佐清水市立市民文化会館（土佐清水市） 

· 土佐清水市立中央公民館（土佐清水市） 

· 四万十市立文化センター（四万十市） 

· 西土佐ふれあいホール（四万十市） 

· 農業構造改善センター（三原村） 

· 高知県立ふるさと総合センター（黒潮町） 

· 黒潮町立大方あかつき館（黒潮町） 



10 
 

都市機能 連携中枢都市（高知市） 連携市町村 

美術館・ 

博物館 

· 高知県立美術館 

· 高知県立坂本龍馬記念

館 

· 高知県立高知城歴史博

物館 

· 高知市立自由民権記念

館 

 

安芸 · 道の駅キラメッセ室戸・鯨館（室戸市） 

· 室戸海洋深層水アクアファーム（室戸市） 

· 室戸世界ジオパークセンター（室戸市） 

· 安芸市立歴史民俗資料館（安芸市） 

· 安芸市立書道美術館（安芸市） 

· 中岡慎太郎館（北川村） 

· 馬路村郷土館（馬路村） 

· 芸西村筒井美術館（芸西村） 

· 芸西村文化資料館（芸西村） 

物部川 · 高知県立歴史民俗資料館（南国市） 

· 高知県立埋蔵文化財センター（南国市） 

· 絵金蔵（香南市） 

· 香美市立美術館（香美市） 

· 香美市立やなせたかし記念館 アンパンマンミュージ

アム（香美市） 

· 奥物部美術館（香美市） 

· 香美市立吉井勇記念館（香美市） 

嶺北 · 大原富枝文学館（本山町） 

仁淀川 · 佐川町立青山文庫（佐川町） 

· 佐川地質館（佐川町） 

· 横倉山自然の森博物館（越知町） 

· 本の森図書館（越知町） 

高幡 · まちかどギャラリー（須崎市） 

· 中土佐町立美術館（中土佐町） 

· 歴史民俗資料館 梼原千百年物語り（梼原町） 

· 郷土資料館（津野町） 

· 吉村虎太郎邸（津野町） 

· 四万十町立美術館（四万十町） 

幡多 · 宿毛市立宿毛歴史館（宿毛市） 

· ジョン万次郎資料館（土佐清水市） 

· 四万十市立郷土資料館（四万十市） 

· 四万十川学遊館（四万十市） 

· 黒潮町上林暁文学館（大方あかつき館内）（黒潮町） 

スポーツ 

施設 

· 高知県立県民体育館 

· 高知県立春野総合運動

公園 

· 高知市総合運動場 

· 高知市東部総合運動場 

安芸 · 室戸市中央公園（相撲場・テニス場・多目的グラン

ド）（室戸市） 

· 室戸広域公園（野球場・屋内運動施設・アスレチッ

ク）（室戸市） 

· 高知県立室戸体育館（室戸市） 

· 室戸市勤労者体育センター（室戸市） 

· 安芸市営球場（安芸タイガース球場）（安芸市） 

· 安芸市多目的体育館（安芸ドーム）（安芸市） 

· 安芸市体育館（安芸市） 

· 奈半利港緑地公園グラウンド（奈半利町） 

· 田野町体育センター（田野町） 

· 中芸広域体育館（安田町） 

· 憩ヶ丘運動公園（芸西村） 

 



11 
 

 

 

 

 

 

都市機能 連携中枢都市（高知市） 連携市町村 

スポーツ 

施設 

 物部川 · 南国市立スポーツセンター（南国市） 

· 南国市立三和スポーツ交流センター（南国市） 

· 南国市立吾岡山文化の森スポーツ広場（南国市） 

· 香南市サイクリングターミナル 海のやど しおや宿

（香南市） 

· 高知県立青少年センター（香南市） 

· 香南市野市ふれあい広場（香南市） 

· 香南市野市総合体育館（香南市） 

· 香南市マリンスポーツ施設（シースポ）（香南市） 

· 土佐山田スタジアム（香美市） 

· 香北青少年の家周辺施設（香美市） 

嶺北 · 本山町吉野クライミングセンター（本山町） 

· 本山町寺家カヌー競技会場（本山町） 

· 本山町吉野運動公園（本山町） 

· 大豊町大杉農村広場（大豊町） 

· 大川村山村広場（大川村） 

· 白滝スポーツコミュニティセンター（大川村） 

仁淀川 · 土佐公園グランド（土佐市） 

· 土佐市立市民体育館（土佐市） 

· いの町総合運動場（野球場・テニスコート）（いの町） 

· 吾北運動場（いの町） 

· 高知県立青少年体育館（いの町） 

· いの町立伊野体育館（いの町） 

· いの町立吾北体育館（いの町） 

· スポーツパークさかわ（佐川町） 

· 佐川町民プール・テニスコート（佐川町） 

· 越知町民総合運動場（越知町） 

· 越知町民会館屋内運動場（越知町） 

· 越知町キャンプ場（越知町） 

· 日高村総合運動公園（日高村） 

高幡 · 須崎市立スポーツセンター（須崎市） 

· 須崎市立市民体育館（須崎市） 

· 大越グランド・体育館（梼原町） 

· 雲の上のプール（梼原町） 

· 津野町東津野Ｂ＆Ｇ海洋センター・津野町西運動公

園（津野町） 

· 津野町葉山運動公園（津野町） 

· 四万十町窪川運動場（四万十町） 

· 四万十町窪川勤労者体育センター（四万十町） 

· 四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター（四万十町） 

· 四万十町立大正体育館（四万十町） 

· 四万十町十和体育館（四万十町） 
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都市機能 連携中枢都市（高知市） 連携市町村 

スポーツ 

施設 

 幡多 · 宿毛運動公園（宿毛市野球場）（宿毛市） 

· 和田体育館（宿毛市） 

· 宿毛市総合運動公園（宿毛市） 

· 宿毛市立平田公園（宿毛市） 

· 宿毛市立東部運動場（宿毛市） 

· 土佐清水市立市民体育館（土佐清水市） 

· 土佐清水市総合公園（土佐清水市） 

· 土佐清水市浦尻運動公園（土佐清水市） 

· 土佐清水市三崎運動公園（土佐清水市） 

· 土佐清水市下ノ加江運動広場（土佐清水市） 

· 安並運動公園（四万十市） 

· 具同体育センター（四万十市） 

· 四万十川下流交流センター（四万十市） 

· 四万十カヌーとキャンプの里かわらっこ（四万十市） 

· 四万十川の駅カヌー館（四万十市） 

· 大月町町民総合グランド（大月町） 

· 三原村ふれあい広場（三原村） 

· 高知県立土佐西南大規模公園（体育館・運動場）

（黒潮町） 

· 大方球場（黒潮町） 

※各市町村への照会により作成 
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３ 圏域で連携して取り組むことを想定する分野 

（１）圏域全体の経済成長のけん引  

ア 産学金官民一体となった経済戦略の策定，国の成長戦略実施のための体制整備 

イ 産業クラスターの形成，イノベーション実現，新規創業促進，地域の中堅企業等を核とし

た戦略産業の育成 

ウ 地域資源を活用した地域経済の裾野拡大 

エ 戦略的な観光施策 

オ その他，圏域全体の経済成長のけん引に係る施策 

 

（２）高次の都市機能の集積・強化  

ア 高度な医療サービスの提供 

イ 高度な中心拠点の整備・広域的公共交通網の構築 

ウ 高等教育・研究開発の環境整備 

エ その他，高次の都市機能の集積・強化に係る施策 

 

（３）圏域全体の生活関連機能サービスの向上  

ア 生活機能の強化に係る政策分野 

① 地域医療 

② 介護 

③ 福祉 

④ 教育・文化・スポーツ 

⑤ 土地利用 

⑥ 地域振興 

⑦ 災害対策 

⑧ 環境 

 イ 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 

② ＩＣＴインフラ整備 

 ③ 道路等の交通インフラの整備・維持 

④ 地域の生産者や消費者等の連携による地産地消 

⑤ 地域内外の住民との交流・移住促進 

⑥ その他，結びつきやネットワークの強化に係る連携 

ウ 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 

 ② 外部からの行政及び民間人材の確保 

 ③ 圏域内市町村の職員等の交流 

④ その他，圏域マネジメント能力の強化に係る連携 
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４ 高知市に対する通勤通学割合が0.1以上である市町村の名称及び高知市と連携する意

思を有する市町村の名称 

室戸市 6,353 1,601 59 0.01

安芸市 10,354 3,358 700 0.10

東洋町 1,191 282 2 0.00

奈半利町 1,559 397 51 0.04

田野町 1,442 364 39 0.04

安田町 1,530 563 69 0.07

北川村 755 249 9 0.02

馬路村 507 65 25 0.06

芸西村 2,147 915 197 0.16

南国市 25,656 4,145 8,219 0.38

香南市 17,832 3,654 3,349 0.24

香美市 14,922 3,083 2,589 0.22

本山町 2,033 496 190 0.12

大豊町 1,977 566 161 0.11

土佐町 2,176 601 84 0.05

大川村 196 36 4 0.03

土佐市 14,577 3,566 3,757 0.34

いの町 12,616 1,712 4,955 0.45

仁淀川町 2,346 441 93 0.05

佐川町 6,755 1,129 1,153 0.20

越知町 3,001 760 298 0.13

日高村 2,720 384 768 0.33

須崎市 12,410 2,651 1,107 0.11

中土佐町 3,690 932 203 0.07

梼原町 2,209 648 36 0.02

津野町 3,454 1,020 168 0.07

四万十町 9,700 3,313 143 0.02

宿毛市 11,099 2,491 20 0.00

土佐清水市 6,580 1,400 14 0.00

四万十市 17,547 3,246 58 0.00

大月町 2,444 658 10 0.01

三原村 798 230 1 0.00

黒潮町 5,897 1,411 37 0.01

区分
常住する就業者・通学者

① うち自宅で従業等
②

高知市への通勤・通学者
③

通勤通学割合
③／（①－②）

※平成22年国勢調査より 


