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四国圏における
地域活性化を取り巻く現状と課題

四国圏ブロック担当参事官
岩瀬 忠篤

１．四国圏の現状
（１）四国圏の特徴
○強み
①美しい自然風景、独自の歴史・文化の存在
②多様な地域の存在と相互の地理的な近さ・交流の可能性
③確かな力ある産業の存在
④個性のある一次産業、食等の存在
⑤人材育成活動の活発化
○弱み
⑥厳しい地勢・自然条件
⑦産業集積・企業集積の不十分さ
⑧社会経済面・生活利便性の格差とインフラ整備の遅れ
⑨四国圏内外との連携・交流の弱さ
⑩人口減少による国土の荒廃・喪失
（２）四国の課題
人口減少・高齢化が全国平均より早く進行する中での圏域の発展

＜四国圏内の有効求人倍率（平成19年12月）＞

＜愛媛県＞
概ね横ばい
輸送機械、一般機械など
は好調。繊維、化学、パル
プ・紙・紙加工品などは低
調。窯業・土石などで大型
設備投資が
継続。

＜香川県＞
緩やかながら改善傾向
繊維、金属製品などは低調。
一般機械、輸送機械などは好
調。全国平均を上回る有効求
人倍率。（全国第10位）
さぬき（１．００）
坂出（１．７２）

徳島（１．１４）
吉野川（０．６３）

・東南海・南海地震による甚大な被害想定
・土砂災害等の危険性の高さ
・渇水被害の頻発
・自然環境の喪失の進行

０．８４

今治（１．６０）

・全国より約10年早い高齢化の進行
・多様化する価値観・ライフスタイルに応じた地域の魅了の不十分さ

①災害や環境に対する安全・安心の確保

１．２６

０．５０
０．８７

いの（０．３９）

高知（０．６３）

②外部環境変化に対応した産業活性化の展開
・産業活性化に向けた連携や基盤の充実・活用の不十分さ
・既存の産業集積や地域資源の活用不足

③豊富な地域資源の活用と魅力の創出

宇和島（０．６２）

・豊かな地域資源の認知度の低さ
・日本の原風景の保全と継承に対する懸念の拡大

④圏域内外における結びつきの強化
・交通ネットワーク基盤の整備や他圏域とのアクセス性の弱さ
・圏域内の交流の弱さ

⑤中山間地域、半島及び島しょ部等の活性化と都市における
活力の向上
・基礎的条件の厳しい集落が多数存在
・耕作放棄地の増加などの国土荒廃の絵年
・一次産業の低迷
・中心市街地の空洞化

（３）四国圏の発展に向けた目標
①安全・安心を基盤に、快適な暮らしを実感できる四国
②地域に根ざした産業が集積し、競争力を発揮する四国
③歴史・文化、風土を活かした個性ある地域作りを進め、人を
ひきつける四国
④東アジアをはじめ、広域的に交流を深める四国
⑤中山間地域・半島部・島しょ部等や都市が補完しあい活力あ
ふれる四国 四国圏広域地方計画骨子（素案）（平成19年12月26日）より抜粋

＜高知県＞
弱い動き
パルプ・紙・紙加工品、窯業・
土石、建設業などは厳しい状
況。雇用は依然厳しい状況が
継続。（有効求人倍率：全国
第45位）

＜徳島県＞
緩やかながら改善傾向
木材・木製品などは低
調。電気機械、一般機
械などは好調。電子部
品・デバイスなどで大型
設備投資が継続。

下線数字は県の1２月有効求人倍率（季調値）
（ ）内は1２月有効求人倍率（原数値）

１

２．四国圏における構造改革特区・地域再生・中心市街地活性化・都市再生の取組
(1) 構造改革特区の状況
これまでの認定件数： 44件(平成20年2月末現在。うち19件は全国展開により取消済み。)
今回の認定申請の状況
件数：新規申請2件
内容：どぶろく特区 等
(2) 地域再生の状況
これまでの認定件数： 62件（平成20年2月末現在。うち2件は市町村合併等により取消済み。）
今回の認定申請の状況
件数： 新規申請 5件
内容： 道、汚水処理施設 4件
廃校舎等の施設転用 1件
(3) 中心市街地活性化計画の状況
これまでの認定件数：1件(平成20年2月末現在)
※四国圏においては、今回認定申請案件なし
(4) 都市再生の取組状況
緊急整備地域： 1地域(平成20年2月末現在)
全国都市再生モデル調査実施： 116件の提案から41件を選定（H15～H19）
(5)平成19年度は、四国圏においては、以下の日程で地域活性化応援隊を派遣。地域の人々の相談に対応。
・徳島県徳島市 平成19年 8月30日（講演参加者数 約 60名、個別相談件数 2件）
・香川県高松市 平成19年 5月24日（講演参加者数 約 67名、個別相談件数 11件）
・愛媛県西予市 平成19年 5月25日（講演参加者数 約108名、個別相談件数 5件）
・高知県高知市 平成19年 8月29日（講演参加者数 約 60名、個別相談件数 5件）
※キャラバン（特区等の制度説明会・個別相談会）と同日開催の場合の個別相談件数には、キャラバンの個別相談件数を含む。
※その他、平成19年度地方再生モデルプロジェクトにおいても、地域活性化応援隊の派遣制度を活用。

２

＜特区の具体的事例＞
うちのみちょう

うちのみちょう

小豆島・内海町オリーブ振興特区（15年4月～17年11月） 【香川県内海町（現小豆島町）】
農業の担い手不足、地場産業の停滞するなかで、小豆島の貴重な地域資源であるオリー
ブを、加工サイドの企業自らが町内の遊休農地で栽培に取り組み、小豆島産オリーブの実、
葉等の原材料の確保と遊休農地の有効活用で町の活性化を図る。
＜農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営への参入の容認【全国展開済】＞
・企業の農業参入による遊休農地の解消
（旧内海町：企業5社参入、遊休農地5.1ha解消、現小豆島町全体：企業6社参入、遊休農地8．1ha解消）
・マスコミ等による小豆島のＰＲ
（テレビ報道約20件、新聞：全国紙約15件、地方紙約40件、雑誌約20件、講演依頼3件、視察約40回）
すくも

すくも

宿毛市濁酒特区 （18年7月～）【高知県宿毛市】
民宿等を営む農業者による濁酒の製造免許要件を緩和する特例を活用することに
より、県内で高い評価を得ている地元の「すくも米」を用いて濁酒（どぶろく）を製造し、
その消費拡大を図るなど、地産地消を推進するとともに、都市と農村の交流（グリー
ンツーリズム）を促進することを通じて、地域の活性化を図る。
＜農家民宿等における濁酒の製造免許要件の緩和＞
・濁酒製造事業者数
・直販所の売上高
・観光入込客数
宿毛のだるま夕日

現在 ０件 → 平成２３年度 ７件
現在 ６２００万円 → 平成２３年度 １億５００万円

現在 約１９万人 → 平成２３年度 約２１万人

３

＜地域再生計画の具体的事例＞
徳島東部の農林業を支援するまちづくり計画（18年3月～23年3月）【徳島県、上勝町】
本地域は徳島県の中央部に位置し、大部分が山地で山腹斜面には棚田やみかん畑が点在し
ている。基幹的な産業は農業・林業の一次産業であるが、過疎・高齢化の影響を受け衰退し、
農村地域の活力の低下を生み出している。このため、道整備交付金を効果的に組み合わせて
活用することにより、早期に道路の効率的・一体的な整備を図り円滑な通行を確保することで地
域間の利便性を向上し、雇用の確保と本地域の主要産業である農林水産業を活性化する。
＜道整備交付金＞
・農道整備による農産物の集出荷施設への輸送時間の短縮（輸送時間の３４％短縮）
・林道整備による森林整備実施面積の増加（今後１０年間の要整備面積の６４％を整備）

健康志向高品質かんきつ産地形成による地域再生（18年7月～23年3月）【愛媛県松山市】
本市農業の基幹は柑橘であり、特に伊予柑の生産量は日本一である。その生産額は
市全体の農業生産額の約41.6％を占めている。しかしながら、果物消費の多様化と消費
減少より、伊予柑を始めとする柑橘は、生産過剰による価格低迷が続いている。地域農
業の活性化を図るため、 地域の産官学の研究勢力を結集し、キメラ柑橘品種等の新品
種の早期成園化に向けた苗の増殖等の各種生産技術の確立、道後温泉等の名称を利
用した地域ブランドによる販売力強化など、様々な角度から検討と支援を行ない、地域の
再生を図っていく。
＜地方大学等の知的・人的資源活用による農林水産研究の実用化促進＞
・農産物の試験研究、ブランド化→ 平成22年度 計15品種
・現地栽培講習会及び商品説明会の開催 平成22年度 計10回

４

＜中心市街地活性化基本計画の具体的事例＞
高松市中心市街地活性化基本計画（19年５月～24年3月）【香川県】
テナントミックス等による商業・サービスの魅力強化と効果の波及、来街者の回遊促進、魅力的な住宅の供給による
居住促進を図ることにより、にぎわい・回遊性のあるまちづくりを目指す。
＜市街地の整備改善のための事業、公営住宅等を整備する事業、商業の活性化のための事業（戦略的中心市街地
中小商業等活性化支援事業／経済産業省）等＞
目標

指標

現況値

目標値（H23）

中央商店街の空き店舗立率（全フロア）

18.1%

14.2%

中心市街地の小売業年間商品販売額

104，984百万円

110，000百万円

回遊したくなる中心市街地作り

中央商店街での歩行者通行量（休日）

119，844人

150，000人

定住人口の増加

中心市街地の定住人口

20，385人

21，700人

商業・サービスの高度化

・・・・・・・・・・・

５

＜都市再生の取組＞
○都市再生特別措置法の適用状況
【都市再生緊急整備地域】
1地域 51ha
都市名

香川県

地域名
高松駅周
辺・丸亀町
地域

高松市

○都市再生緊急整備地域内のプロジェクト例
高松丸亀商店街Ａ街区（高松）

指定

○ 都市再生特別地区
● 民間都市再生事業計画

地域数

面積

H14.
10.25

○高松丸亀町商店街A街
区及び内町地区
●高松丸亀町商店街民
間都市再生事業

1地域

51
ha

○全国都市再生の推進
【全国都市再生モデル調査】

◆商業・コミュニティ施設・住宅
◆都市中心部の活性化を企図した組合再
開発事業
◆都市再生特別地区を指定（高さ規制を緩
和）
◆民間都市再生事業計画認定を取得
◆１８年１１月完成

◆ 民間による都市再生活動の担い手の拡大
地方公共団体

地方公共団体以
外

59%

41%

◆ 15～19年度で、 116件の提案から、41件を選定（15年度 6件、
16年度 10件、17年度 10件、18年度 6件、19年度 9件）

H１５年度
H１６年度

39%

61%

○全国都市再生モデル調査の例

H１７年度

38%

62%

［平成１８年度］

徳島県
美波町

漁村密集市街地における防災福祉のまちづくり
調査
提案 ：美波町防災福祉のまちづくり協議会

○津波の危険性が高い漁港集落における地域防災活動
南海・東南海地震に備え、防災マップの作成や防災先進地である神
戸市と地元の高校生の交流会を開催（H18.10）
防災マップ作成や炊出しの演習、高校生の交流会
町内会等50人の地元住民が参加・協力

津波高表示テープの設置

モデル調査のほか、竹と間伐材を
利用したモデル仮設住宅も製作

高齢者の立場になって
津波避難場所を考える

⇒H19年度以降、地元町内会が主体となって活動を継続

11%

H１８年度

89%

22%

H１９年度

78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

［平成１７年度］

愛媛県
松山市

四国・松山・道後温泉歴史漂う景観まちづくり
宣言（マニフェスト）検討モデル調査
提案 ： 道後温泉誇れるまちづくり推進協議会

○道後温泉の旅館オーナー等の事業者が主体
○ワークショップ、フォーラム、まちづくり通信発刊等による地域の景観の見直し
○100年後の道後温泉を意識した「歴史漂う景観まちづくり宣言<マニフェスト>
『道後百年の“景”』」を策定
→看板等を抑制する沿
道景観計画を策定
（18年度）
→観光案内所の入居
するビルの改修事
業を実施（18年度）

観光案内所の入居する
ビルの改修

６

