
 

 

 

 

 

 

                 国土審議会 

              第１回 半島振興対策部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      日時：平成１７年１２月２日（金）１０：００～１２：０５ 

       場所：国土交通省都市・地域整備局会議室 

 

 

 

 

 

 

 



                  開  会 

 

○後藤地方整備課長 おはようございます。ただいまから国土審議会第１回半島振興対策

部会を開催させていただきます。 

 私、地方整備課長の後藤でございます。 

 委員の皆様には、大変お忙しい中、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

 本日は、半島振興対策部会の第１回目の会合でございます。部会長選出の手続までの間、

暫時私が司会を務めさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。座らせて

いただきます。 

 会議の冒頭に当たりまして、本日の会議の公開につきまして申し述べさせていただきま

す。国土審議会運営規則第５条の規定によりまして、国土審議会の会議は原則として公開

することとされており、これは同運営規則第８条第２項の規定によりまして、当部会にも

準用されているところでございます。したがいまして、当部会でも、本審議会の方針に従

い、会議、議事録ともに原則公開することとし、本日の会議も一般の方々に傍聴いただい

ております。この点につきまして、あらかじめご了承いただきますようお願いを申し上げ

ます。 

 また、議事に先立ちまして、お手元の資料の確認をさせていただきたいと存じます。ご

覧をいただきますと、議事次第、座席表、出席者名簿、配付資料一覧のほかに、資料を１

から９まで用意をさせていただいてございます。資料の不備がございましたらお知らせい

ただきますようにお願いを申し上げます。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、本半島振興対策部会は、お手元の資料９の中の半島振興対策部会設置要綱に

ございますように、９月７日付けで国土審議会において設置を決定したものでございまし

て、半島振興計画に関する事項、その他の半島振興に関する重要事項を調査審議し、その

結果を審議会に報告していただくことを任務とさせていただいております。 

 それでは、本日は第１回目の会合でございますので、委員の方々をご紹介をさせていた

だきたいと存じます。当部会に所属する委員の構成は、国土審議会委員から３名、特別委

員として新たに任命された４名の合計７名の皆様でございます。順次ご紹介をさせていた

だきます。 

 生源寺眞一委員でございます。 

 矢田俊文委員でございます。 



 時子山ひろみ特別委員でございます。 

 安島博幸特別委員でございます。 

 なお、小澤紀美子委員は、ご都合により欠席とのご連絡をいただいておりますが、ご意

見を文書にて頂戴をしているところでございます。 

 また、木村良樹特別委員、杉山肅特別委員におかれましては、代理の方がお見えになっ

てございますのでご紹介させていただきます。 

 和歌山県の高嶋企画部長でございます。 

 むつ市企画部の奥島企画課長でございます。 

 次に、事務局側の出席者を紹介させていただきます。 

 柴田都市・地域整備局長でございます。 

 遅れておりますが、安原審議官が出席させていただく予定にしてございます。 

 大和田半島振興室長でございます。 

 私、先ほどご挨拶を申し上げました地方整備課長の後藤でございます。よろしくお願い

を申し上げます。 

 なお、本日は、本半島振興対策部会の定足数を満たしておりますことを念のため申し添

えさせていただきます。本部会の運営につきまして、皆様のご協力を賜りますようよろし

くお願いを申し上げます。 

 それでは、次に部会長の互選をお願いをいたしたいと存じます。国土審議会令第３条第

３項の規定に基づきまして、部会長は部会に属する委員及び特別委員の方々から互選して

いただくことになっておりますが、いかがいたしましょうか。 

○安島特別委員 提案をさせていただきます。国土審議会委員として、国土政策、地域経

済につきまして深い学識を有しておられます矢田俊文委員にお引き受け願ってはと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○後藤地方整備課長 ありがとうございます。 

 ただいま安島委員から矢田委員にというご提案がございましたが、いかがでございまし

ょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○後藤地方整備課長 ご異議ないようでございますので、矢田委員に部会長をお引き受け

願うこととさせていただきたいと存じます。 

 それでは、恐縮でございますが、矢田委員、部会長席にご着席をいただきまようお願い



を申し上げます。 

             （矢田委員、部会長席へ着席） 

○後藤地方整備課長 遅れて参りましたが、ただいま安原審議官が参りましたのでご紹介

させていただきます。 

○安原審議官 安原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうご

ざいます。 

○後藤地方整備課長 それでは、以後の議事運営は部会長にお願いをいたしたいと存じま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○矢田部会長 ただいま部会長に選任されました矢田でございます。皆様にご意見をいた

だきながら、いい案をまとめていきたいと思いますので、よろしくご協力ください。あり

がとうございます。 

 続きまして、国土審議会令第３条第５項の規定に基づき、あらかじめ部会長代理を指名

させていただきたいと思います。大変恐縮でございますが、生源寺眞一委員に部会長代理

をよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。 

 それでは、議事に入ります前に、柴田都市・地域整備局長よりご挨拶をいただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○柴田都市・地域整備局長 国土審議会の第１回半島振興対策部会の開催に当たりまして、

一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日は、矢田部会長、生源寺部会長代理、各委員の先生方、ご就任いただきまして、か

つまた大変お忙しい中、しかも遠方のほうからもご参加いただきまして誠にありがとうご

ざいます。どうかよろしくお願いいたします。 

 先生方には、半島振興関係の行政・対策につきまして、また、それのみならず、国土交

通行政全般にわたりまして、常日ごろからご指導、ご鞭撻いただいておりますことを心よ

り感謝を申し上げます。この場を借りまして御礼申し上げます。 

 半島地域は、言うまでもなく中心部から離れたところでございまして、交通手段も悪い

わけでございまして、経済的にも非常に遅れている。日本全体が高齢化、過疎化、少子化

が進んでいるわけでございますが、その中でもそれらの現象が非常に顕著に出ているわけ

でございます。社会資本の整備も非常に遅れているということで、この地域の振興につい

てわれわれは取り組んできたところでございます。 

 また一方、最近では、逆に半島の持っている魅力、そういうものを生かしていこうでは



ないかという議論も起きております。そういう中で、今年の３月に半島振興法が１０年ぶ

りに改正されました。引き続きまして、国といたしましても、半島地域の振興に今後とも

努めてまいるということを法律の改正の中で明らかにしたわけでございます。半島地域が

持っています資源を生かしまして、半島地域の自立性が深まり、この地域が発展できます

ようにわれわれも努めていきたいというように考えております。 

 本日は、半島振興に関します幾つかの議題についてご審議をいただく予定になってござ

います。特に、半島振興計画の変更につきましては、関係の道府県知事のほうから同意申

請を受けまして、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣から国土審議会会長へ諮問がな

され、本部会に対し審議の付託が行われたところでございます。今後の半島振興の取組み

につきまして、ぜひ先生方の活発なご議論をいただき、意義ある形にしていただきたいと

いうふうに心よりお願い申し上げまして、私のご挨拶にかえさせていただきます。どうか

よろしくお願いいたします。 

○矢田部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、早速、本日の議事に入らせていただきます。お手元の議事次第に２つ掲げて

あります。１つは、ただいま局長のお話にもありましたように、「半島振興法の改正に関

する報告について」。２番目が、改正に基づきまして半島振興計画が変更されますので、

「半島振興計画の変更について」で、２つの議題を進めていきたいと思っております。 

 まず、第１の議題であります「半島振興法の改正に関する報告について」、事務局より

説明をお願いします。 

○大和田半島振興室長 事務局の半島振興室長の大和田でございます。それでは、議題の

１番の半島振興法の改正に関するご報告をさせていただきますが、併せまして半島地域の

現状についてのご紹介もさせていただきたいと存じます。 

 まず最初に、資料２をご覧いただきたいと存じます。１ページから２ページにかけまし

て半島振興法の概要をお示ししてございます。 

 目的でございますが、半島地域の振興を図ることによりまして、半島地域の自立的な発

展、地域住民の生活の向上並びに国土の均衡ある発展に資することを目的としてございま

す。 

 それから、半島振興対策実施地域の指定を主務大臣が都道府県知事の申請を受けて行っ

ております。現在のところでは、２３地域が指定をされているところでございます。 

この指定された地域につきまして、関係道府県知事が半島振興計画を策定いたしまして、



その計画に基づいて半島地域の振興に係る事業等を進めているところでございます。 

計画の内容といたしましては、１つ目に振興の基本的方針に関する事項。以下、道路、

港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項等、全部で１０項目が法律にお

いて掲げられているところでございます。このような内容の半島振興計画を関係道府県知

事が作成をされまして、主務大臣の同意を受けた上で、それに対して各般の支援措置が講

じられております。２ページの中段以降でございますが、財政・金融上の措置、税制上の

措置、ほか配慮規定等の支援が行われているところでございます。 

 以上が半島振興法の大まかなスキームでございます。 

 次に、３ページでございますけれども、「半島振興法の一部を改正する法律」。本年３

月に半島振興法が改正をされておりますので、その内容につきましてご紹介させていただ

きます。 

 まず、これまでの取組みと課題でございますが、これまで半島振興法のもとで半島循環

道路等の整備など各般の施策を実施してまいりまして一定の成果が上がっておりますが、

なお社会生活基盤の整備が十分に進んでいない地域、所得水準が低位な地域が存在すると

いうことで、引き続き半島地域の振興のために支援をしていくことが必要であるという認

識から、半島振興法の延長と充実が議員立法により行われたところでございます。 

 内容につきましては、まず法の有効期限を１０年間延長してございます。それから、目

的規定を改定しておりまして、半島地域の自立的発展が目的に追加をされております。さ

らに、半島振興計画で記載すべき項目といたしまして、災害防除のための施設等の整備と

地域間交流の促進が追加をされております。このほか、配慮規定の追加・拡充。地方税の

不均一課税時の減収補てん措置の拡充、これは旅館業が追加をされております。このよう

な内容の法律の一部改正が行われたところでございます。 

 ４ページでございますけれども、これまでの半島振興法の延長の経緯を整理してござい

ます。昭和６０年に制定されて以来、６３年に半島循環道路等の整備の規定の追加などの

一部改正が行われております。平成７年には１度目の法期限の延長と一部改正が行われま

して、今回２度目の法期限の延長、それから一部改正が行われたところでございます。 

 ５ページでございますが、先ほど申しましたような半島振興対策実施地域として２３の

地域が指定されてございますが、それを日本地図の上にあらわしたものでございます。 

 以上が半島振興法の改正につきましてのご報告でございますが、引き続きまして資料３

をご覧いただきたいと存じます。半島地域の現状につきまして、概略ご説明をさせていた



だきます。 

 まず、面積でございますが、半島振興対策実施地域は、わが国の国土面積の約１割を占

めております。また、この地域は可住地面積の割合が全国平均に比べて低いという状況に

なってございます。 

 次に、人口と高齢者比率でございますが、人口の全国に対するシェアを見ますと、現在

では約３．７％となっております。面積に比べますと、かなり低い状況でございます。次

に人口の動向でございますが、昭和６０年以来、近年では若干緩やかにはなっております

が、引き続き人口の減少が続いている状況でございます。また、高齢化率も全国平均に比

べまして７％ポイントほど高く、２４．６％という状況になっております。 

 次に、２ページ目でございますが、産業の状況でございます。産業別就業者人口の構成

を見ますと、一次産業の比率が全国の約３倍という水準になっております。その分、三次

産業の就業者比率が低くなっております。それから、半島地域の工業集積度でございます

が、工業集積度という指標で見ますと、徐々に改善される傾向にはございますけれども、

依然として全国に比べまして極めて低い状況にあるという状況でございます。企業立地に

つきましては、近年減少の傾向がございますけれども、着実に進んでいる状況でございま

す。 

 ４番目に所得水準でございますけれども、住民１人当たりの課税対象所得額で見ますと、

全国平均の７割弱という状況になっております。それから、財政力指数につきましても、

相対的に改善はされつつございますが、未だ全国平均よりも低い状況になっております。 

 それから、３ページでございますが、交通アクセスでございますけれども、半島地域全

体の主要交通施設までの所要時間の平均の推移を見てみますと、高速道路のインターチェ

ンジ、空港、新幹線の停車駅それぞれの推移を見ますと、半島地域からのアクセスは概ね

改善傾向にあるというような状況でございます。 

 次に、生活基盤の整備の状況でございますが、下水道の普及率で見ますと、全国平均を

大きく下回っている状況が続いております。 

 ７番目に観光振興でございますが、いろいろ指標の制約はございますが、半島地域の観

光入込客の総数は昭和６０年との比較で伸びておりますけれども、宿泊客数について見ま

すと、むしろ減少の傾向にあるということで、全国の動きを下回っているという状況でご

ざいます。 

 以上が半島地域の現状の概要でございます。 



○矢田部会長 ありがとうございました。ただいまの半島振興法の改正に関する報告につ

きまして、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。いかがでしょうか。 

 ないようでしたら、ご了承いただいたということで進めさせていただきます。 

 次に、第２の議題であります「半島振興計画の変更について」に移りたいと思っており

ます。先ほど局長から説明がありましたように、半島振興法第３条第５項において準用す

る同条第２項の規定に基づきまして、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣から国土

審議会会長あてに、半島振興計画の変更について審議会の意見を求める旨の諮問がありま

した。国土審議会運営規則第８条第１項の規定に基づいて、国土審議会会長より本半島振

興対策部会に対し審議を付託する旨文書が届いております。まず、事務局からこれを朗読

願います。 

○ 大和田半島振興室長 それでは、資料４をご覧いただきたいと存じます。朗読をさせ 

ていただきます。 

 

国都半第１２号 

総行地第１３８号 

１７農振第１３４４号 

平成１７年１１月２８日 

 

 国土審議会会長  秋 山 喜 久 殿 

 

                        国土交通大臣  北 側 一 雄 

                        総務大臣    竹 中 平 蔵 

                        農林水産大臣  中 川 昭 一 

 

半島振興計画の変更について（諮問） 

 

 半島振興法（昭和６０年法律第６３号）第３条第５項において準用する同条第１項の規

定に基づき、別添のとおり、渡島地域のほか２２の半島振興対策実施地域の関係道府県知

事より半島振興計画の変更の協議がありましたので、同条第５項において準用する同条第

２項の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。 



 

国国土審第３６号 

平成１７年１２月１日 

 

 国土審議会半島振興対策部会 

 

                            国土審議会会長 

                                秋 山 喜 久 

 

 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣より当審議会に意見の求めのあった以下の件

については、国土審議会運営規則第８条第１項の規定に基づき、貴部会に付託する。 

 

・平成１７年１１月２８日付け国都半第１２号、総行地第１３８号及び１７農振第１ 

３４４号「半島振興計画の変更について（諮問）」 

 

 関係道府県知事からの変更の協議の文書につきましては、大部になりますので添付を省

略させていただいております。以上でございます。 

○矢田部会長 どうもありがとうございました。 

 皆様方につきましては、以上に基づきまして十分なご審議をお願いしたいと思っており

ます。これから３０分近くにわたりまして、諮問事案の詳細について説明に入りたいと思

っております。その後、皆さんからご意見をいただくということで進めていきたいと思い

ます。事務局より説明をお願いいたします。 

○大和田半島振興室長 それでは、ご説明をさせていただきます。 

 まず関係の資料でございますけれども、皆様方のお手元に半島振興計画案ということで

２分冊にわたりまして関係道府県から協議がきております計画案をお手元にお配りをさせ

ていただいております。これが資料５に相当するものでございます。加えまして、資料６

といたしまして、半島振興計画案の特徴を整理したものをお配りしております。それから、

資料７といたしまして、各計画案の概要をお配りしております。 

 それでは、資料６から説明を始めさせていただきます。 

 今回の半島振興計画案の特徴でございますけれども、１つ目に、半島振興計画の従前か



らの内容につきましてご紹介をさせていただきます。 

 まず、半島振興計画は、半島地域の不利性の克服と自立的発展の促進の観点から、地域

の主体的な取組みによる個性豊かな地域づくりを推進するための長期的視点に立った計画

でございます。計画期間は概ね１０年間ということになっております。２点目といたしま

して、半島地域を一体の圏域として捉えた広域的かつ総合的な計画でございます。３点目

といたしまして、各半島地域の個性を生かした重点的な開発戦略を明らかにした計画でご

ざいます。４点目といたしまして、社会資本整備の重点化・効率化、高齢化の進展等の近

年の社会経済の動向に対応した計画でございます。５点目といたしまして、半島地域の有

する恵まれた自然との共生、地域内外の交流、国際化や情報化の進展を考慮した計画でご

ざいます。 

 以上のような基本的な性格に加えまして、２つ目に前計画からの主な変更点をご説明さ

せていただきます。 

 まず１点目といたしまして、半島振興法の目的規定が追加されたことに伴います計画内

容の見直しがなされております。優れた自然環境、農林水産業、伝統産業などの半島地域

独自の資源を生かした新たな内発的な産業の振興等を通じた「半島地域の自立的な発展」

の実現が法目的に加えられましたことによる所要の修正が行われております。 

 ２点目に、半島振興計画で記載すべき事項の追加に対応いたしまして、所要の修正が行

われております。内容的には、地域間交流の促進と風水害、地震、津波等の災害防除のた

めの施設等の整備が追加をされております。 

 ３点目に、各分野ごとの振興計画の見直しが行われております。１０年の時間経過等に

伴いまして、見直しが必要となった個別の事業等の記述の見直しが行われております。 

 ３つ目でございますが、今回の半島振興計画案の特徴について４点ほど挙げさせていた

だいております。 

 まず、地域の主体的な取組みによる個性豊かな計画づくりが行われております。例えば

ですが、京都府の地方振興局が半島振興計画案を作成した例がございます。これは丹後地

域でございますが、より地域に密着したレベルでの計画案の作成というものが行われてお

ります。一方で、紀伊地域は３県にまたがる地域でございますが、その連携によりまして

交流・ネットワークに重点を置いた計画の作成が行われております。交流連携プロジェク

トというものも内容に組み込まれております。 

 それから、２番目といたしまして、ソフト・ハードが一体となった戦略的な計画づくり



が行われております。高速交通網の整備と合わせた新規観光ルートの開拓などが渡島地域

などで行われているところでございます。 

 それから、３番目といたしまして、地域の自立的発展を目指した計画づくりが行われて

おります。豊かな農村景観を生かしたグリーン・ツーリズムの取組みでございますとか、

特産の農林水産物を活用した地域ブランドの確立などの取組みが各地域で行われていると

ころでございます。 

 それから、４番目といたしまして、半島振興地域の住民等の意見を反映させた計画づく

りが行われております。１１道府県におきましてパブリックコメントが実施をされており

まして住民の意見が反映されておりますが、関係道府県案の作成に当たりましては、関係

市町村との協議も行われているところでございます。それから、分野ごとに地域住民との

意見交換会が実施された例もございます。 

 以上が今回の半島振興計画案全体を通じての特徴でございます。 

 ２枚目でございますけれども、半島振興計画案の構成例をここにお示しをしております。

まず、大きくは基本的方針と振興計画に分かれております。基本的方針の中では、地域の

位置ですとか自然条件、歴史的条件などの地域の概況、加えまして、現状及び課題、それ

から振興の基本的方向及び重点とする施策、こういったものを内容としてございます。 

 次に、振興計画につきましては、記載すべき事項として法律で定められております項目

に沿いまして、交通・通信施設の整備につきまして方針及び整備の内容、以下、各項目ご

とに同様の組立てになっているところでございます。なお、各地域の計画案につきまして

は、それぞれに構成上の工夫がなされておりますが、いずれも以上の要素を含むものとな

っておりまして、基本的な要件を満たしているものとなっております。 

 それでは、引き続きまして、各半島振興計画案の概要につきましてご説明をさせていた

だきます。資料７をご覧いただきたいと存じます。なお、委員の皆様のお手元には、説明

のための参考といたしまして各地域ごとの図面を用意させていただいておりますので、併

せてご参照願えればと存じます。 

 資料７でございますが、２３の地域ごとに概ね２ページ、地域によりましては３ページ

にわたるところも若干ございますけれども、２ページずつで概要をお示ししておりますが、

まず１枚おめくりいただきまして、１～２ページが北海道の渡島地域の計画案の概要でご

ざいます。この概要の構成でございますけれども、半島振興計画のポイントといたしまし

て地域の目指す方向を簡潔にまず述べております。それから、３点記載をしてございます



が、１つは地域の現状及び課題、それから地域の重点施策、３番目に地域の有する資源と

その活用の方向ということで整理をさせていただいております。以下、同じような構成に

なっておりますが、簡潔にポイントになる部分を説明をさせていただきます。 

 それでは、まず１ページでございますが、渡島地域につきましては「歴史と文化が香り、

国内外にひらかれた渡島半島の発展」を目指しております。 

 地域の現状と課題でございますけれども、基幹産業でございます一次産業が多くの問題

を抱えており、地域社会の活力の低下が懸念されているところでございます。 

 ２ページにまいりまして、地域の重点施策といたしましては、まず交通面ということで

北海道新幹線の早期開業に向けた取組みの推進などが掲げられているところでございます。

それから、３番目の生活環境のところでは、北海道駒ヶ岳等の火山防災対策の推進が掲げ

られているところでございます。 

 ３番目の地域の有する資源とその活用の方向の中では、「噴火湾パノラマパーク」など

の道立広域公園の整備でございますとか、ニシン漁の歴史や食文化を生かした「にしんル

ネサンス」などの広域観光イベントの実施。それから、ガゴメコンブというこの地域にの

み生息している資源の活用などがうたわれているところでございます。 

 引き続きまして、３～４ページに積丹地域の概要をお示ししております。積丹地域につ

きましては「ゆとりと安らぎに満ちた活力ある積丹半島の発展」を目指しております。 

 現状及び課題のところは、概ね渡島地域と同様の課題が示されているところでございま

す。 

 ４ページにまいりまして、重点施策でございますけれども、２番目の産業のところで、

優れた景観や新鮮な海の幸など多彩な観光資源を活用した観光交流空間づくりの推進をう

たっているところでございます。 

 地域の有する資源とその活用の方向といたしましては、主要農産物の高付加価値化でご

ざいますとか、地域に適した栽培漁業の展開、あるいは体験農園やファームインなどの都

市と農村との交流の促進を目指しているところでございます。 

 ５～６ページが青森県の津軽地域でございます。津軽地域につきましては「地域力の結

集による明るさと暮らしやすさの津軽半島」を目指しているところでございます。 

 現状及び課題といたしましては、一次産業の比率が県平均の２倍近くと極めて高い中で、

農林水産業や、そこから生み出される付加価値の高い製品を製造する産業の振興が課題と

なっているところでございます。また、観光につきまして、県外客の割合が低く、日帰り



客の割合は９７％と高いということで、滞在型観光の推進が課題となっているところでご

ざいます。６ページにまいりまして、課題でございますけれども、半島循環道路の未改良

区間が一部のまちに集中している状況があるということでございます。 

 重点施策といたしましては、半島循環道路の整備等による中心市五所川原市までの１時

間以内で到達できる交通圏の形成。それから、対岸地域との国際交流の推進。さらに、雪

に強いまちづくりなど、スポーツ・レクリェーション施設の充実による高次都市機能の形

成を目指しているところでございます。 

 また、地域の有する資源の活用といたしましては、半導体製造メーカーを中心とした製

造業の集積を生かすことを考えているところでございます。 

 ７ページにまいりまして、下北地域でございますが、「人と自然の調和による活力と安

らぎの下北半島」を目指しているところでございます。 

 課題といたしましては、一次産業に占める水産業の割合が県平均に比べて極めて高いと

いう状況でございます。それから、観光入込客数につきまして、冬季の入込客の割合が非

常に低いという状況がございます。また、半島循環道路の未整備区間が一部に集中してい

るという状況がございます。 

 ８ページにまいりまして、地域の重点施策でございますが、半島循環道路の整備等によ

ります中心市むつ市まで１時間以内で到達できる交通網の整備、それから下北半島循環道

路の整備などが重点施策とされております。加えまして、エネルギー関連等の科学技術研

究拠点の整備の促進を図ることとしております。また、雪に強いまちづくり等による高次

都市機能の形成を目指しているところでございます。 

 それから、地域の有する資源とその活用の方向でございますが、下北ブランド研究開発

センターなどの試験研究機関相互の連携により、下北半島ブランドの開発を加速したいと

いうことでございます。 

 続きまして、９～１０ページでございますが、男鹿地域でございます。「男鹿地域の創

意・工夫と連携による男鹿半島の自立的発展」を目指しているところでございます。 

 観光が中心になっておりますけれども、課題といたしまして、こちらも観光の入込数が

減少傾向にあったり、日帰り客が中心であり、滞在型・通年型の観光地づくりの形成が課

題となっているところでございます。 

 地域の重点施策につきましても、この滞在型・通年型、観光レクリェーション地域を形

成をするということで、１０ページにまいりまして、地域の資源活用の中で示されており



ますが、男鹿国定公園、男鹿温泉郷、各地の日帰り温泉施設、男鹿水族館などの観光拠点

施設や、なまはげ等の伝統行事、こういった多様な観光資源のネットワーク化やグリー

ン・ツーリズムの促進によって、滞在型・通年型の観光レクリェーション地域の形成を目

指しているところでございます。 

 次に、１１ページでございますが、千葉県の南房総地域でございます。こちらは「花と

海が織りなす活力ある南房総地域」を目指しているところでございます。 

 課題といたしましては、観光入込客数が減少傾向にありましたが、近年は体験型観光や

サーフィンなどを目的とする観光客が増加をしている状況のようでございます。ただ、や

はり宿泊者数は大きく落ち込んでいるということで、食や健康など新たなテーマ型の観光

施策の推進が課題になっているということでございます。 

 地域の重点施策といたしましては、まず半島性を解消する交通・情報通信体系の整備と

いうことで、東関東自動車道館山線の整備等による「開かれた地域づくり」を進めようと

しているところでございます。次のページにまいりまして、１２ページの冒頭のところで

ございますが、他地域との活発な交流の促進も目指しているところでございまして、地域

資源を活かした観光交流、自然体験、グリーン・ブルーツーリズム等の推進による「躍動

する地域づくり」を目指しているところでございます。 

 地域の有する資源とその活用の方向のところでございますけれども、一番最後のところ

にございますが、豊かな自然を生かしまして、心身ともに健やかになれる観光地域を目指

して、健康づくり観光の推進を図ることとしているところでございます。 

 １３ページでございますが、能登地域でございます。こちらは「活気とうるおいのある

個性的な地域づくり」を目指しているところでございます。 

 地域の現状及び課題でございますが、人口減少が続いておりまして、特に北部地域での

減少が著しいものがあるとされております。また、地域の現状の一番下のところでござい

ますが、平成１５年７月に能登空港が開港しておりまして、羽田便が１日に２往復就航し

ているという状況でございます。 

 地域の重点施策といたしましては、まず人・モノ・情報の交流というテーマで、交流人

口の拡大を支える交通基盤として、能越自動車道等の整備を進めていこうとしているとこ

ろでございます。次の１４ページに入りまして、（３）の自然との共生でございますが、

バイオマスプラント等の整備を推進するとしているところでございます。 

 それから、地域の有する資源とその活用の方策でございますが、地域の有する資源とい



たしまして、交通基盤、能登空港も地域の有する資源という認識で捉えているところでご

ざいます。地域資源の活用の方策のところでは、伝統発酵食品である「いしる」や海洋深

層水などの特産品を地域ブランドとして活用して、新産業の創造を図ろうとしているとこ

ろでございます。また、シーカヤックなどの新たなレジャーの導入と、その拠点施設誘致

の検討を進めることにより、観光振興を図ろうとしているところでございます。 

 次に、１５ページでございますが、静岡県の伊豆中南部地域でございます。「豊かな地

域資源の活用による新たな魅力の創造と交流人口の拡大」を目指しているところでござい

ます。 

 現状及び課題のところでございますが、一番下のほうでございますけれども、都市と農

山漁村との交流活動が単発に終わっているということで、半島地域内の市町連携等による

一体的、広域的な取組みが課題になっているということでございます。次に、東海、東南

海等の大規模地震の防災対策地域に含まれておりまして、台風・大雨にも脆弱な地形とい

うことで、地震、土砂災害、風水害等への対策が課題となっているところでございます。 

 １６ページにまいりまして、地域の重点施策でございますが、生活や交流を支える交

通・情報基盤等の整備ということで、伊豆縦貫自動車道の整備を中心とする域内交通ネッ

トワークの構築が掲げられているところでございます。それから、重点施策の一番下のと

ころでございますが、高まる災害の危険に対処する防災施設・体制の整備促進を重点施策

として掲げているところでございます。 

 地域の有する資源とその活用の方向でございますが、日本有数の観光地を形成する豊富

な温泉群ということで、その効能を活用いたしまして、健康増進と心の癒しに関するサー

ビスとプログラムを提供する「かかりつけ湯構想」というものを推進しようとしておりま

す。また、花き、わさび等の地域農産物との組み合わせによるグリーン・ツーリズムの展

開を図ろうとしてございます。また、３つ目のところでございますが、大規模風力発電施

設の整備促進、間伐材等の木質バイオマスや畜産バイオマス等の新エネルギーの導入、普

及を図ろうとしているところでございます。 

 １７ページにまいりまして、三重県、奈良県、和歌山県の３県にまたがる地域でござい

ますが、紀伊地域でございます。紀伊地域につきましては、「３県の連携による、世界遺

産『紀伊山地の霊場と参詣道』をはじめとする豊かな地域資源を生かした『活力と魅力に

富んだ地域づくり』」、それがまず１点。次に、「近い将来発生するおそれのある東海地

震、東南海・南海地震など様々な自然災害に強い『安全・安心な社会づくり』」。３点目



といたしまして、「それらを支える『交流・連携ネットワークづくり』」。この３点を目

指しているところでございます。 

 現状及び課題でございますけれども、今後も過疎化、少子化の進展が予想されますので、

若者の定住促進が課題となっております。また、農林水産業が基幹産業となっております

が、後継者不足、就業者の高齢化の問題が深刻になっているということでございます。そ

れから、平成１６年の７月に「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に登録されたという

ことで、これを生かした国内外における観光地間競争、観光客ニーズの多様化に対応して

いこうということでございます。それから、１８ページにまいりまして、東海地震、東南

海・南海地震や台風などの自然災害に対して対応していくことが最重要課題であるとして

いるところでございます。 

 地域の重点施策につきましては、３県共通の部分といたしまして、災害防除のための国

土の保全、交通ネットワークの形成が掲げられているところでございます。以下、各県で

ございますが、三重県につきましては、交流空間づくりの促進等。奈良県につきましては、

森林環境の保全等。和歌山県につきましては、地域資源を生かした都市との交流促進等が

掲げられているところでございます。 

 それから、１９ページにまいりまして、地域の有する資源とその活用の方向でございま

すが、３県共通といたしまして、世界遺産に登録をされました「紀伊山地の霊場と参詣

道」の有効活用によります地域の活性化と適正な保全・継承を進めようとしているところ

でございます。それから、各県ですが、三重県につきましては、伊勢神宮の式年遷宮を核

にさらなる魅力づくり・伊勢志摩地域の形成を行おうとしているところでございます。ま

た、奈良県につきましては、恵まれた資源と美しい景観を生かした地域の活性化を図ろう

としているところでございます。それから和歌山県につきましては、多様な地域特産品等

を生かすことを考えているところでございます。以上が紀伊地域でございます。 

 次に２０ページにまいりまして、京都府の丹後地域でございます。「丹後の持てるもの

を伸ばし、住む人が安心して暮らせる丹後半島」を目指しているところでございます。 

 地域の現状及び課題でございますが、まず情報過疎にならないような仕組みが必要であ

るということ。次に、伊根の舟屋などの景観を生かして観光の魅力を引き出していくこと

が必要ということ。京野菜などの園芸作物の生産などによる農林水産業の活性化。それか

ら、織物の歴史が深いようでございまして、これに関係した機械金属業、これの自動車や

ＩＴ関連の部品生産へのシフト、こういった地域を支える産業としての活用が課題になっ



ているというところでございます。 

 地域の重点施策といたしましては、まず京阪神等の都市部と直結し、地域内外の交流を

支える交通・通信基盤の整備を掲げております。２１ページにまいりまして、収益性の高

い農林水産業の展開を目指しております。また、織物産地としての可能性の追求と機械金

属業の高いポテンシャルの活用。それから、丹後地域に生活する人々が安心して暮らせる

生活環境の整備が重点施策として挙げられているところでございます。 

 次に、２２ページにまいりまして、島根県の島根地域でございますが、「地域固有の資

源を生かした産業を振興し、自立する地域」を目指しているところでございます。 

 現状及び課題でございますが、交通施設につきまして、道路の面で日本海沿岸部を縦走

する区間の整備に課題が残されているということでございます。 

 ２３ページにまいりまして、重点施策の中でも、国道４３１号の整備による半島東西の

時間短縮を重点施策としているところでございます。また、農山漁村での民泊や自然体験

等の「しまね田舎ツーリズム」による地域間交流の推進を図ろうとしているところでござ

います。 

 それから、地域の有する資源とその活用では、宍道湖・中海などの自然公園等の優れた

自然環境を活用したエコツーリズム、マリンツーリズムを推進しようとしておりますとと

もに、広域的な観光商品づくりやイメージづくりのＰＲを推進しようとしているところで

ございます。 

 次に、２４ページにまいりまして、広島県の江能倉橋島地域でございます。こちらは

「中枢・拠点都市との近接性を生かした定住・交流機能の強化」を目指しているところで

ございます。 

 現状と課題でございますが、もともと島嶼部でございまして、それに特有の山地と丘陵

地が大半を占めており、海沿いの平坦地に集落が形成されているということで、土砂によ

る災害、高潮・波浪等の海水による災害の危険性の高い地域が多く存在しているというこ

と。それから、就業機会が地域外に大きく依存をしているということでございます。 

 重点施策といたしましては、本土との連携を強化するための一般国道４８７号などの整

備の推進。それから、観光資源を結びつけた広域的な周遊ルートの形成と滞在機能の強化

によります観光の開発が掲げられております。 

２５ページにまいりまして、地域の有する資源とその活用の方向といたしまして、「い

しじ」みかんの発祥地であるということで、これらの高品質柑橘への転換などを推進しよ



うとしているところでございます。 

 次に、２６ページでございますが、山口県の室津大島地域でございます。こちらのポイ

ントといたしましては、①、②、③とありますが、１つは内発的な産業展開を推進するこ

と。２つ目は地域内外での交流を拡大すること。それから、３つ目は国土保全施設等を整

備することが掲げられております。 

 地域の現状及び課題といたしましては、人口のところでございますが、平成１２年の６

５歳以上の高齢者の比率が３２．８％と非常に高い水準に達しているということでござい

ます。こういったこともございまして、農林水産業のところでも担い手の高齢化が顕著で

ある。あるいは水産業につきましても、漁業就業者の高齢化が進展しているということで

ございます。２７ページにまいりまして、観光業の課題といたしまして、オールシーズン、

滞在・参加型の観光地づくりを進める必要があるということでございます。 

 地域の重点施策でございますけれども、高齢者福祉の増進ということで、高齢者は地域

づくりの重要な戦力であるという認識を持って、高齢者の豊富な知識や経験、技能等を生

かし、生涯を通じて社会参加の積極的な促進が図られるよう、総合的な「生涯現役社会づ

くり」の取組みを推進しようとしております。 

 地域が有する資源とその活用の方向でございますが、バラ、カーネーション等の花きの

産地育成。それから、柳井駅周辺に残る自然環境と歴史風土を生かした新しいまちづくり

を目指した観光商業の推進。白壁の街並みなどの観光資源の見直し、高齢者や女性の参画

による体験・滞在プログラムの開発、地域食材を活用した農家民宿・農家レストラン等の

取組みを進めようとしておるところでございます。 

 それから、２８ページにまいりまして、愛媛県の佐田岬地域でございます。こちらでご

ざいますが、「地域の特性を活かした魅力ある佐田岬半島」を目指しているところでござ

います。 

 課題といたしまして、基幹産業である農水産業の低迷により所得格差の拡大が進んでい

るということでございます。地域の重点施策といたしましては、人・モノ・情報の交流を

進めるということで、高規格道路である大洲・八幡浜自動車道の整備など、地域をつなぐ

総合交通・通信網の整備を進めようとしております。それから、地域産業の活性化といた

しまして、柑橘農業の育成強化等を図ろうとしているところでございます。２９ページに

まいりまして、国土保全設備等の整備による災害防除ということで、津波に対する海岸保

全施設等の整備による地震対策の推進を図ろうとしているところでございます。 



 地域の有する資源とその活用の方向といたしましては、リアス式海岸、美しい砂浜など

の豊かな自然景観を生かした広域観光ルートの形成を進めようとしているところでござい

ます。 

 次に３０ページで、高知県の幡多地域でございます。こちらは「住民が主役となり、官

民協働で取り組む元気で自立した幡多地域半島の地域づくり」を目指しているところでご

ざいます。 

 現状及び課題のところでは、２つ目のところでございますが、鉄道などの公共交通機関

の経営が非常に厳しい状況にあるということでございます。また、最後のところでござい

ますが、南海地震の発生によりまして、揺れと津波による甚大な被害が懸念されるという

ことでございます。 

 地域の重点施策といたしましては、四国横断自動車道、中村宿毛道路の整備による地域

外とのアクセスの強化を図ろうとしております。また、県道や市町村道の整備による地域

内の交通ネットワークの強化や、人的・物的循環の高密度化を図ろうとしております。３

１ページにまいりまして、地域の産業を支える海上輸送の拠点施設としての宿毛湾港の整

備を進めようとしております。それから、産業の振興と交流人口の拡大のところでござい

ますが、高知西南中核工業団地に立地する企業の営業活動等への支援を進めようとしてい

るところでございます。 

 地域の有する資源とその活用の方向でございますが、ホエールウォッチング、四万十川

の観光川下りやカヌー等と連携させた観光や修学旅行の誘致を図ろうとしているところで

ございます。また、四万十ブランドの認証制度などによる四万十川を生かした地域づくり、

大規模風力発電施設の活用などを進めようとしているところでございます。 

 ３２ページでございますが、佐賀県の東松浦地域でございます。こちらは、「多様な主

体の参加と連携による真に豊かな半島」を目指しているところでございます。 

 地域の現状及び課題でございますが、数多くの観光資源を有しているということでござ

いますが、日帰り客の占める割合が約９割ということで、通過型観光から滞在型観光への

変遷と交流人口の増大が課題となっているところでございます。また、テレビ難視聴地域

が多いということで、地域間の情報格差を是正するためのＣＡＴＶの新設等が課題になっ

ているということでございます。 

 ３３ページにまいりまして、地域の重点施策でございますが、一般国道２０４号のバイ

パス整備等、あるいは一般県道の鷹島肥前線の整備等が掲げられているところでございま



す。また、既存ＣＡＴＶの高度化やＣＡＴＶの未整備地区への新設等を進めようとしてい

るところでございます。 

 それから、地域の有する資源とその活用の方向でございますが、農山漁村と都市部との

交流活動を支援をしようということで、特色と魅力のある農村地域情報を都市住民に提供

できるシステムづくりを進めようとしてしているところでございます。 

 ３４ページでございますが、北松浦地域、これは佐賀県と長崎県にまたがっております。

こちらは「さまざまな産業が有機的に連携し、新たな活力を生み出す北松浦半島」を目指

しているところでございます。 

 地域の現状及び課題のところでございますが、水産業において東シナ海を中心とする遠

洋まき網の水揚げ基地である松浦魚市場が漁場から近いという立地上の有利さを持ってい

て、水産加工団地整備を柱とする総合水産基地構想が進められているということでござい

ます。また、平戸市の観光客は平成９年以降、微増ながら回復傾向にありますが、増加分

のほとんどは日帰り客ということで、宿泊客数や観光消費額は伸び悩んでいるということ

でございます。 

 ３５ページにまいりまして、重点施策でございますが、西九州自動車道など幹線道路の

整備が掲げられております。また、南蛮貿易・キリシタン文化などの歴史文化遺産や窯業

などの伝統技術を生かした広域観光の推進を図ろうとしております。加えて、松浦魚市場

における市場機能の強化、水産加工団地の形成促進を図ろうとしております。 

 ３６ページでございますが、長崎県の島原地域でございます。こちらは「優れた自然、

多彩な文化を求めて人々が憩い集う島原半島」を目指しております。その下に書いてござ

いますが、雲仙・普賢岳噴火災害に対する復興から、火山・温泉などの地域資源を生かし

た他地域との共生・対流の推進へということでございます。 

 現状及び課題でございますが、雲仙・普賢岳噴火災害の影響も大きく、平成２年の国勢

調査から平成７年の５年間にかけまして人口減少率が５．１％に達したということでござ

います。それから、一番下のところでございますが、噴火災害の影響によりまして大幅に

減少した観光客がまだピーク時の水準まで戻っていないということで、宿泊客数の減少と、

それに伴う消費額の減少が深刻な状況にあるということでございます。 

 ３７ページにまいりまして、重点施策でございますが、地域高規格道路「島原道路」の

整備及び同候補路線「島原・天草・長島連絡道路」の計画道路への早期指定実現を目指し

ているところでございます。それから、２つ目といたしまして、火山学習を軸とした体験



型観光の推進を図ろうとしております。また、全国第２位の生産量を占めるということで

ございますが、島原の「手延べそうめん」の産地ブランドの確立及び販路の拡大を図ろう

としているところでございます。 

 ３８ページでございますが、長崎県の西彼杵地域でございます。こちらは「文化・自

然・技術が織りなす人・もの・情報の交流する西彼杵半島」を目指しているところでござ

います。 

 現状と課題でございますが、今は長崎市となりましたが、外海地区におきましては、炭

鉱の閉山によりまして平成１２年から４年間に人口が２７．３％減少したという状況が生

じているとのことでございます。また、この地域には１００万ｋｗの石炭専焼火力発電所、

あるいは造船所、製塩業などの地域の基幹産業が立地をしているということでございます。

また、地形が急傾斜であるということで、耕作放棄率が２８．２％と県平均の２倍以上に

達しているということでございます。 

 ３９ページで、地域の重点施策でございますが、地域高規格道路「西彼杵道路」の整備

促進を進めようとしております。また、県内の２大都市に隣接した地理的特性によりまし

て、ミカンなどの特産物販売のための直売所の活用や、農林水産業と連携した体験型観光

の推進を図ろうとしております。また、造船業、製塩業、火力発電などの立地企業の技術

力を生かした産業づくりを進めようとしております。 

 また、地域の有する資源とその活用といたしましては、一番下でございますが、変化に

富んだ海岸線や緑豊かな山々の自然、キリシタン関連の歴史文化、教会群を生かした広域

的な観光ルートの確立を目指しているところでございます。 

 ４０ページでございますが、熊本県の宇土天草地域でございます。この地域は「特殊な

立地条件の克服と地域の自立的発展を目指す宇土天草半島」を目指しているところでござ

います。 

 現状と課題でございますが、九州新幹線の全線開業を見据えた観光振興が課題というこ

とでございます。 

 また、重点施策といたしましては、地域産業の振興や他地域との交流・連携を図ってい

くための基礎的条件の整備が必要であるとしております。 

 ４１ページにまいりまして、地域の有する資源と活用でございますが、天草陶磁器が伝

統工芸品の指定を受けているということで、製造技術の開発・研究・ブランド化を推進し

て、観光資源としての活用を図ろうとしております。また、キリシタン文化に代表されま



す歴史文化を生かし、海外、特に東アジアからの観光客をターゲットとしたルートづくり、

観光客誘致を進めようとしているところでございます。 

 ４２ページにまいりまして、大分県の国東地域でございます。こちらは「地域間競争に

打ち勝つ個性豊かな地域づくり」を目指しているところでございます。 

 現状及び課題でございますが、一番下のところで、観光と地域づくりを一体化したツー

リズムの振興、都市住民等との交流拡大が課題とされているところでございます。 

 重点施策といたしましては、国道２１３号のバイパス整備、県道等の整備による交通ネ

ットワークの構築、それからケーブルテレビ網の整備による地域情報化の促進が掲げられ

ております。また、４３ページにまいりまして、中ごろでございますけれども、地域資源

を生かした観光の促進と交流人口の増大ということで、田園空間整備等による交流・定住

人口の増大を進めようとしております。 

 それから、地域の有する資源とその活用でございますが、豊かな自然景観と六郷満山と

呼ばれる仏教文化遺跡の宝庫ということで、これらを生かしました滞在型観光、半島内を

周遊させる体制づくりを模索しているところでございます。 

 次に、４４ページでございますが、鹿児島県の大隅地域でございます。「生命を育み夢

と時代を紡ぎ出す大隅半島」を目指しているところでございます。 

課題といたしましては、交通のところでございますが、高速交通網の整備が不十分であ

るということ。それから、国道４４８号、主要地方道内之浦佐多線が未改良区間が多いと

いうことで、その整備が課題となっていること。それから、中核国際港湾である志布志湾

について、外貿コンテナ貨物の急増に対応した一層の機能向上が課題となっているという

ことでございます。 

 ４５ページにまいりまして、地域の重点施策、中ごろ以降でございますが、（１）のと

ころでは、志布志湾における多目的国際ターミナル等の整備・充実。（２）のイのところ

でございますが、地域特性を生かしたリーディング産業の創造ということで、バイオ関連、

あるいは健康スポーツ産業の立地促進。また、航空宇宙関連産業などの新たな産業の導

入・展開を図ろうとしております。それから（３）の観光のところでございますが、日南

海岸や薩摩半島等との連携による広域的な観光ルートの形成を目指しているところでござ

います。 

 ４６ページにまいりまして、地域の有する資源とその活用の方向でございますが、アジ

ア・太平洋農村研修センター等の国際交流の積極的な取組みを生かしながら、アジア等の



海外各地からの観光客の誘致拡大を図ろうとしているところでございます。それから、桜

島の溶岩原等の特異な資源を生かした観光地づくりを促進しようとしているところでござ

います。 

 最後に４７ページ、鹿児島県の薩摩地域でございますが、「活気みなぎる触れ合いとき

らめきの交流ゾーン薩摩半島」を目指しているところでございます。 

 課題といたしましては、交通のところで未改良区間の多い国道２２６号の整備が課題と

なっているということ。それから、情報通信のところで、情報発信等に関わる人づくりが

課題となっているとされております。また、観光のところでは、観光資源が点在をしてお

りまして、それを生かした広域的な観光ルートの確立と質の高いリゾート空間の形成が課

題となっているとされております。 

 ４８ページにまいりまして、地域の重点施策でございますが、広域幹線交通網の整備促

進。それから、光ファイバー網等の情報通信基盤の整備が掲げられております。また、

（２）のイのところでは、収益性の高い地場産業、薩摩焼ですとか、川辺仏壇等が挙げら

れておりますが、これの振興を図ろうとしております。それから、（５）のところで、地

域づくりに高齢者や女性が参加できる観光づくりの推進を進めようとしております。 

 それから、地域の有する資源とその活用の方向ですが、九州新幹線の全線開業に向けて

の交通体系の整備でございますとか、あるいは観光資源を生かしました広域的な観光ルー

トの形成などが掲げられているところでございます。 

 非常に駆け足で恐縮ですが、以上が各半島振興計画案の特徴的な部分を中心に要点を述

べさせていただきました。 

 長くなって恐縮ですが、今回ご欠席の小澤委員から書面によりましてご意見をちょうだ

いしておりますので、引き続きご紹介をさせていただきたいと存じます。読み上げをさせ

ていただきます。 

 半島地域には、良好な景観や人の温もりなど、バブルの過程において、都会、特に巨大

都市東京では失われてしまった資産が今なお残されている。団塊世代のリタイア等を背景

とした健康価値の高まりや、スローライフの広まりの中で、半島地域が有する資産に対す

る人々の評価は今後一層高まるのではないか。資産を活用したポジティブな姿勢での半島

振興、即ち元気な地域づくりを目指した取組みが重要と考えるが、その際、資産本来の価

値が失われることがないよう適度な利用に努めるべき。半島振興計画においても、地域資

源の活用による自立的発展という方向が加味され、内発的な発展が志向されたことは適切



と考える。 

 一方、黙っていても内発的なものが出てくるわけではなく、付加価値をつける人を育て

ること、チェンジエージェント、プロデューサー等のコーディネートをする人づくりが必

要である。その際、長期的観点から人を育てる仕掛けが重要だが、地元の人ばかりではな

く、新しい風をいかに入れ込むか、高齢化の進展の中で若い力をいかに入れるかが課題と

考える。また、インターネットの時代なので、特産品の販路開拓なら、アンテナショップ

に頼るだけではなく、情報発信に力を入れるべき。観光を例にとれば、日本文化に触れよ

うとする外国人を対象とした英語版のホームページを開設したり、団塊世代等の個人の旅

行者を対象とした地域に関する地図コンテンツの充実に取り組んではどうか。 

 資料を概観してのコメントは以上ですが、各地域それぞれの半島振興計画の変更案の内

容に対しては特段の異存はありません。小澤紀美子。 

 代読させていただきました。 

○矢田部会長 どうもありがとうございました。２３地域を３０分というと、１地域１分

のスピードでというのはもともと無理なので、それでも大変要領よくまとめていただきま

してありがとうございました。 

 これから１２時までということでございますので、大分自由に話ができると思います。

ここでの意見の要点は１６日の審議会で報告いたしますので、それへの反映も含めまして、

皆さんからご自由に意見をいただきたいと思っております。すでに小澤委員から意見がご

ざいましたが、せっかく、むつ市、和歌山県から担当の方が来ておりますので、そちらの

ほうから先に補完ないし強調点についてご意見をいただければと思いますが、よろしくお

願いします。では、和歌山県のほうからよろしくお願いいたします。 

○高嶋企画部長（和歌山県） ご説明ありがとうございました。 

 先ほど小澤委員からご紹介がありましたように、私どもも健康価値の高まりといいます

か、今、健康志向が非常に高まっている中で、「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に

登録されたのをきっかけといたしまして、熊野健康村構想に取り組んでいるところでござ

います。熊野を歩いてもらって健康になってもらうということで、実証実験の結果からも

非常に効果を上げているということで、スローライフでありますとか、あるいは定住促進

を図っていく中で、まず熊野へお越しいただいて熊野の魅力にふれてもらい、そして健康

にもいいということをアピールしていきたいというふうに考えております。 

 それから、情報の格差、特にこれは半島全体のことになろうかと思うのですけれども、



ブロードバンド環境の整備が都市部との間で非常に格差があると考えております。私ども

和歌山県でも、まだまだ携帯電話の入っていない地域がたくさんありますし、もちろん、

さっきありました販路の拡大にはネット販売とかということがあるのですけれども、まだ

そういうところまで至っていない地域もたくさんあるというのが現状でございます。 

 私どもの今後の施策につきましては、どこもそうだと思いますが、交通網の整備であり

ますとか、産業の振興でありますとか、生活環境基盤の整備などをさらに進めていかなけ

ればならないと考えておりますし、東南海地震、南海地震に備えての地震・津波対策とい

うものをやっていきたいと思いまして、地震防災対策アクションプログラムに基づきまし

た計画的な施策を推進していくことを考えております。ハザードマップなどをつくりまし

て、これは本県の知事がよく言っているのですけれども、例えばＡさんが隣の人を助けて

いくのだというような具体的な、すぐ行動できるような、メニューを組んでいって、私は

隣の何とかさんというおばあちゃんをまず助けていくのだというような、地震に遭った場

合の具体的な方法論を今やっていこうということで、施策を地図に落としていくというも

のをしております。 

 それからやはりソフト面といいますか、例えば地域資源の活用でありますとか、地域間

交流というようなことをやっていきたいと考えております。先ほど言いましたように、地

域間交流といたしましては、まず、熊野健康村構想の推進をこれからやっていきたいと考

えておりますし、また、緑の雇用事業という事業を私どもはやっているのですが、都会の

方たちが心の所得といいますか、実際の収入は少なくても、心の所得というものを付加価

値として求めていく中で、森林産業に従事してもらうことで定住促進を図っていきたいと

考えております。それから、例えば企業の健康保険組合などが地域の森林組合と契約いた

しまして、子どもたち、あるいは家族の方たちと一緒になって森林整備をしていく中で健

康を促進していこうという企業の森という事業や、あるいは農業をやってみようプログラ

ムでありますとか、漁師への道というような事業を推進していきたいと考えております。 

 重ねて言いますけれども、社会資本の整備と、その上に立ったソフト対策を掲げて、和

歌山県では今後、半島振興施策を進めていきたいと考えております。以上でございます。 

○矢田部会長 ありがとうございました。また後で専門の方からの意見をいただいた上で、

もう一度振るかもしれませんので、よろしくお願いします。 

 それでは、むつ市のほうからよろしくお願いします。 

○奥島企画課長（むつ市） むつの奥島です。私どものほうは下北ぐらいしかわかりませ



んので大変申しわけないのですが、下北の現状として、下北半島にむつ市がありまして、

主要国道からむつ市まで１時間かかります。その下北半島の中で、むつ市まで大体１時間

ぐらいかかる地域があります。この後、冬になりまして降雪等になりますと道路の閉鎖等

がございまして、１時間半から２時間ぐらいかかってむつ市、その後、主要国道まで１時

間、大体こういうパターンの状況です。 

 その下北半島の中では、天然記念物のサルの問題、それから特別天然記念物のカモシカ

の問題、加えてクマの問題等があります。サルについては、今年、大分お騒がせしました

が、数頭のサルを捕らえまして、その後被害は大分減ったわけですが、特別天然記念物の

カモシカについては、むつ市市街地まで堂々と入ってくる、堂々と歩いている状況であり

ます。人間を恐れないという状況の中で、市のほうでは、けが等をした場合の対応に苦慮

している状況であります。そういうことで、未だ下北半島はまだまだ未開の地という部分

が大分残っている状況であります。こういう状況であるということを少し伝えさせていた

だきたいと思います。 

○矢田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、どうぞ３人の委員の方、ご自由に専門的見地からご意見をいただければと思

います。よろしくお願いします。いかがでしょうか。 

○生源寺委員 まず、私から。特に専門的な見地からというような意見になるかどうかわ

からないのですけれども、印象のようなことを含めて申し上げたいと思います。 

 非常に要領よくご説明いただいて、共通して、もちろんいろいろ難しい問題を抱えてい

るということはあるわけですけれども、遅れた地域、それから都会が進んでいる地域とい

うような、単純なメジャーでもってその地域の位置を評価するという発想からずいぶん自

由になりつつあるなという印象がございます。言いかえますと、いろいろな問題があるけ

れども、それぞれの地域がそれぞれに個性的に輝いていくといいますか、あるいはアイデ

ンティティをしっかり自覚するというような、そういうトーンが随所に読み取れるような、

こういう印象を持ちました。したがいまして、今回の法の改正で自立というようなことが

強調されたわけでございますけれども、そのことがそれぞれの計画の中にもそれぞれの色

合いで反映されたものになっているのではないか、こんなふうに読み取ったわけでござい

ます。 

 もちろん、追加的なインフラの整備の要請・要求というようなことも随所にあるわけで

すけれども、それも、先ほど申し上げた言葉で言えば、その地域が個性的に輝くために何



が必要かという、そういう観点からの要請だというふうに私自身は理解いたしました。あ

るいは、理解したいというふうに考えております。 

 それで、産業的な観点から言いますと、確かに一次産業の比率が高いということは共通

しているわけですけれども、しかし、それでも１０％、１５％、大体そのぐらいのオーダ

ーなんですね。むしろ一次産業の産品を利用した二次産業なり、あるいは一次産業の産業

活動そのものを何かバックグラウンドに持った三次産業、ツーリズムなどはそうだと思い

ますけれども、まさにその地域の資源に根ざした二次産業、三次産業、産業分類というも

のはもう余り意味がなくなっていくのではないかというふうに思っておりますけれども、

その意味でも、一次産業プラスα、それに関連した親和性の高い産業がどれほど根づいて

いるかということが非常に大事だというふうに思います。これまで農村工業導入というよ

うなことで、かつてからいろいろな施策なり、あるいは助成なり、あるいは税制面での配

慮がなされてきたわけですけれども、どうかしますと、その地域の資源とは余り縁のない

ものがポンと設けられて、全体の産業の空洞化の中で一番最初にそこが閉鎖されるという、

そういうパターンが繰り返されてきた面があるわけですが、全体として、その地域の資源

を生かした産業という着眼が多く見られた点も特徴的なことかなというふうに思います。 

 それから、小澤委員の書面でのご意見で総括的にほとんど言い尽くされているような感

じもしたわけでありますけれども、地域の資源、あるいは地域社会の特徴、これは半島だ

けでなく農山村と言っていいのかもしれませんけれども、変化に富んだ自然、あるいは歴

史の奥行きの深さ、それプラス恐らく住民の共同活動のベースがまだある。自然、歴史、

共同というような、こういう特徴を持ったものをうまく生かすということもやはり大事だ

ろうというふうに思います。先ほど和歌山県の健康村構想で、近くの人との間で共助の関

係をつくっていくというようなことがあったわけですけれども、もともとそういうことを

行うことが比較的やりやすいような土壌がまだ農山村には残っている。逆に都会では相当

早くに消えてしまった面もあるわけですけれども、そのあたりも１つの特徴的なことかな

と思います。ある意味では伝統的なものを引き継いでいくというところはあるわけですけ

れども、それにどういうふうに新しい血液なり、あるいは外からの新しい力を組み合わせ

るかということが多分課題なのだろうと思います。 

 それから、もう１点のみで終わりますが、今までの話とは別の話で、これは大変大部の

２３の計画があるわけです。要約の部分にもいろいろな情報が盛り込まれているのですけ

れども、例えばこの計画の策定に当たられた地域の皆さんが、ほかの地域で何が考えられ



て、何が計画に盛り込まれているかということをどの程度ご存知なのかということがちょ

っと頭の中に浮かびました。むしろこれをフィードバックして、次の計画の際にというよ

うなことになりますと、ちょっとスパンが長過ぎますけれども、よその地域でどんなこと

が考えられている、あるいはどんな悩みがあるかということを知るということも結構役に

立つことがあるのではないかというふうに思いましたので、すでにそういうようなことを

やっておられるのかもしれませんけれども、そんな感想を持った次第であります。 

 以上です。 

○矢田部会長 一通りいただいてから、事務局でまとめてコメントをいただきますので、

どうぞ。 

○時子山特別委員 それでは、私も意見というより感想のようなものに近くて恐縮ですけ

れども、第１点目は、これは１０年計画ということでございますので、半島地域だけでは

なくて、日本全体にとって非常に厳しい時代になると思うのです。生源寺先生のご意見と

も重なるのですけれども、これからは、どこに住んでいようとも、普通の生活を送ってい

くためにも、ちょっと大げさに言えば、みんなが助け合わないと生きていけないような状

況になってくると思うのです。この計画の中でも、高齢者の活用とか、女性の活用という

言葉が出ているのですけれども、私はもっともっと事態は深刻で、すべての人がそれこそ

本当に具体的に隣の人に何ができるか、隣の人から何をしていただけるかというような関

係をつくっていかないと安全な生活ができないような時代になってきていて、そういう面

から見ると、半島地域というのは都会で暮らす私たちなどよりそういう体制を組織化して

いき易いというか、あるいは自然に出てくるのかもしれませんが、その意味では都会より

も恵まれた関係にある地域なのではないかという気がしております。 

 それと、この委員会は１０年間の計画を審議するということなのですが、１０年間とい

うのは非常に長いですね。しかも、これからの１０年というのは非常に変化に富んだ長い

期間なわけですから、この下にそれぞれの地域ではもっと短期的な計画があるのかなと思

いますけれども、やはり５年ぐらいの計画が必要ではないかと思うのです。 

 それから、そのことに関連しまして、１回目、２回目、過去１０年間が２回あるのです

けれども、そこでは今回と違う計画が出されていたはずで、それらはどういうふうに成功

したのかとか、成功しなかったのかとかという経験は、この中を読むと書いてあるのでし

ょうか。それらの１０年毎の積み重ねが、蓄積され、それを生かして、今回の新しい計画

が出来ているととてもいいなという気がいたしました。 



 それから最後に、これも本委員会における私どもの仕事とは直接には関係ないのですが、

半島地域が２３ございますけれども、ずいぶん違う。例えば、今日も来ていらっしゃいま

すけれども、紀伊地域などとほかのところとは、同じ１つの半島地域として指定されなが

ら、面積だけからいっても、性格からいっても、ずいぶん違っています。どういうふうに

して半島地域を指定していくのかというところが興味深い点でございます。 

 以上でございます。 

○矢田部会長 では、安島委員、お願いいたします。 

○安島特別委員 私は観光を専門にしておりますので、少し観光の面からお話をしたいと

思います。 

 たくさんの地域をご説明いただきまして、資料もたくさんございまして頭の中に全部整

理し切れないのですが、振興計画の中には観光に関連する計画が多く見られると思います。

例えば、観光と書かれていなくても、交流とか、グリーンツーリズム、ブルーツーリズム

が農業、漁業あたりに書かれていたりしますし、体験農業とか、あるいはフルーツパーク

とか、フィッシャーマンズワーフとか、これも観光の１つの中に入るのかなというふうに

思っております。その中で、観光というものも大きく変わってきておりまして、ここに書

かれている観光に関する計画の中にも新鮮なもの、先進的なものもございますけれども、

少し中身が古さを感じるなということもございます。先ほどお話がございましたが、これ

が５年、１０年先までということになりますと、それぞれの計画を進めるに当たって、そ

の時々にやはり見直していく必要があるのではないかと思っております。 

 特にグリーンツーリズム、ブルーツーリズムは、２３地域の中で１６地域が、地域資源

とその活用の方向の中で挙げているとのことだったようでございますが、それぞれ地域で

工夫されておりますが、ちょっとマンネリになっている感じがしないでもありません。ユ

ーザーは都市の住民なので、そのニーズをしっかり理解して進めることが必要だと思いま

す。中にはオールシーズン化、通年化とか、滞在化の推進とか書いてあるのですが、なか

なか方法論が伴わないことも多いと思います。観光の事業というのは、季節の変動、月別

の変動、曜日の変動などの変動が多いですし、活動自体にいろいろな流行も多いです。そ

れから、宿泊業とか、交通とか、在庫もきかない業でございますし、景気にも左右される。

所得弾力性も高いというような、事業自体の経営的な難しさがあるわけでして、専業化と

いうのはなかなか難しいと思うのです。やはり農業とか、漁業とか、ほかの産業と補完的

な形で兼業でやると大きな効果が期待できるのではないかと思っております。そのために



は、やはり地域の方々と都市住民、あるいはそういう方々の意見を代弁できるような専門

家に相談をしながら、一緒にやっていくことが必要ではないかと思います。 

 私は、今お聞きした中で気づいたことで、地域によって非常に工夫をされているところ

もございますし、地域ごとに大変おもしろい案が出てきていると思っておりますが、もう

少し気づいたことがありますのでお話ししますと、１つは、食といいますか、食べること

が意外と少なかったという感じを受けました。食材はあるのですけれども、いろいろな地

域の食材を生産するところまではあるのですが、それを観光資源として生かすというとこ

ろが意外と少なかったと思いました。なぜこう申し上げるかといいますと、イベントとか、

あるいは珍しいものを見るというのは、１回行くと飽きてしまいますね。大体１回行くと

終わりになってしまうのですけれども、食というのは何回も繰り返し来るリピーターとし

て期待できるわけで、その人たちがリピーターになったり、ほかの人にその経験を語るな

どして、さらにお客を再生産しやすいかなというふうに思っております。 

 そういう意味では、飽きられない観光地づくりというのは大変重要な視点だと思います。

半島地域の中には歴史とか文化で大変優れたものが残っておりますが、これもぜひ大事に

していかなければいけないと思います。人間、新しくつくったものはなかなかそれを維持

していくことは難しいです。最初は人が来ますけれども、すぐに飽きられて人が来なくな

ってしまうのですが、歴史の時間にもまれて残ったものはその地域の個性的なものであり

ますし、長続きしますので、そういうものを生かした計画というものを目指すべきだろう

と思います。 

 やはり新しい観光といいますと、健康とか、あるいは自然とか、いろいろ現在の社会と

いうものを反映したような形のものがどんどん出てきておりまして、先ほど和歌山の高嶋

さんのほうからご説明いただいたような健康村とか、歩くとか、そういうようなものも大

変増えてきておりますし、今話題になっているロングステイという、国内でも少し長く滞

在するというような新しいスタイルの旅の良い対象地になるのではないかと思います。 

 それから、むつのほうも、例えばエネルギー・原子力は産業のほうで書かれているので

すけれども、いわゆる産業観光といいましょうか、そういうような、ちょっと見方を考え

ると産業観光として有望な面があるのではないかと思っております。 

 観光の面について気づいたところは以上でございます。 

○矢田部会長 一巡しましたので、事務局から。といって、一人ひとりコメントをいただ

くと時間がかかりますので、私のほうから幾つか繰り返して質問いたしますので、その点



を整理してお答えいただければと思います。 

 基本的には法律ないし計画に関わる質問が多いと思いますが、１つは、時子山委員から

今まで２０年の経験をどう整理した上でこうなっているのかという問題。さらに、１０年

というスパンは長いので、短期的な社会情勢を反映して変更するというシステムは考えら

れないのか、これが１点だと思います。 

 それから２番が、いわゆる地域指定の問題で、紀伊半島という大きなレベルから非常に

小さなところまでなっていますが、私もよくわからないのですが、房総半島というと地形

的な半島と地域指定とが大分ズレておりますので、その辺はどうなのか。もし一定の条件

を前提にするのであれば、それが満たされたとき地域から外れていくのか。いわゆる地域

指定の問題についてお答えいただきたいと思います。 

 それから、生源寺委員からいただきました、タテ社会的には国土交通省と各県との間の

情報交換はあるでしょうけれども、つくっていく地域間の情報交換というのが一体なされ

ているのだろうかと。もしなされていれば、もう少し柔軟な形でいろいろなところの知恵

を得ているはずだけれども、その辺はどうなのか。あるいは、今後その辺をどう進めてい

くのか。この辺の３点は計画に関わりますのでお答えいただければと思います。 

○大和田半島振興室長 ３点ご質問いただきました。まず２０年の経験をどのように整理

しているのか、あるいは短期的な見直しは考えられないのかということでございますが、

２０年の経験の整理という場合に、半島振興法という制度そのものの観点と、もう一方で

は、それに基づいた計画自体の観点と両方あるのではないかと思っております。半島振興

法全体としては、先ほど現状の説明のところでご紹介しましたが、地域全体の状況とか、

後ほどご説明いたしますが、半島振興対策実施地域の指定のときの条件なども勘案しなが

ら、その状況がどうなっているかということをトータルに評価は加えているところでござ

います。計画の内容につきましては、法改正などのときに、その時々の地域の状況などを

踏まえて、例えば先ほどもサルなどの問題のご指摘がありましたが、鳥獣害対策という観

点を配慮事項の中に加えたり、そういった法の改正の際に見直しをされている部分もござ

います。個々の計画の中での見直しという部分につきましては、かなり部分改定的なもの

と、その都度大幅に改定されるところと、これはある程度地域差があるのではないかとい

うように考えております。 

 それから、短期的見直しということにつきましては、半島振興計画そのものが、計画事

項がだんだんつけ加わってきてはおりますが、もともとが半島の条件不利性をいかに克服



するかというところから始まっておりまして、先ほど和歌山県の部長さんのほうからもベ

ーシックな部分というお話がございましたが、そういったところへの取組みというところ

がもともと基本にございますので、そういう意味で、５年というよりは１０年という単位

で物事を考えるようにされているということと、時限立法ということもございまして、そ

ういった点から１０年という単位での考え方になっているのではないかと思うわけですが、

社会経済情勢の変化が非常に早くなっているという点につきましては、まさにそういうこ

とかと思いますので、もともとの計画が社会経済情勢の変化に対応できていないというこ

とになれば、また変更という仕組みがございますので、そういった中での対応ということ

は否定されているわけではないというふうに考えております。 

 それから、地域指定の要件、あるいは一定の条件が満たされたときに外れるのかという

ご質問でございますが、地域指定につきましては、昭和６１年と６３年の２回にわたりま

して行われておりまして、その後、例えば島に橋が架かったといったような形での若干の

指定の変更等はなされておりますが、基本的には６１年と６３年の指定の状況が今現在ま

で続いているところでございます。指定の条件につきましては、冒頭ご紹介しました法律

の中に３つの事項、資料２の１ページのところでございますが、半島振興対策実施地域の

指定ということで法律の要件としてこのように挙がっておりますが、加えまして、実際に

指定を行う際には、関係道府県知事からの申請に基づきまして主務大臣が指定をするので

すが、国土審議会の議を経てございまして、指定の際には国土審議会のほうで指定基準と

いうものをご検討いただいた経緯がございます。 

 一例を申しますと、一定の社会的経済的規模を有するという点につきましては、人口で

いうと１０万人といったようなこと。それから、２つ目の高速自動車国道、空港等の高速

輸送施設などの整備が他地域に比べ低位にあるというのは、時間距離にすると９０分とい

ったようなこと。あるいは、一次産業の比率ですとか、人口減少をしているとか、財政力

が弱いとか、そういった観点から指定基準に照らして妥当かどうかということで指定をさ

れた経緯がございます。何分２０年近くたっておりまして、それらの指標自体が実際の現

状も変わってきていたり、あるいは現在の観点から見たときに、そのような指標が引き続

き妥当であるかといったような観点もあろうかと思いますが、現状では引き続きまだ所得

水準が低かったり、社会生活基盤の整備の水準が低いということで、指定の解除といよう

なところまでは議論がされていないという状況でございます。 

 それから、３点目の地域間の情報交換がなされているかということでございますが、こ



れもいろいろなレベルでの情報交換というものが考えられるかと思うのですが、行政のレ

ベルで申しますと、半島地域については、関係の道府県の協議会とか、市町村の協議会と

か、そういった場がございますので、そういったレベルでの情報交換というものは頻繁に

なされているかと思います。 

 あと、半島地域の振興に関わる方々の間での情報交換ということも、他地域の事例がど

うかとか、そういった観点も非常に重要かと思いますが、こういった点につきましては、

私ども国土交通省のソフト事業の中で、ある半島地域を舞台に、主にツーリズム、観光の

視点が強いのですが、あるフィールドをもとに他の地域の方も集まったりして、外の視点

も入れながらフィールドワークをしていろいろな企画を練り上げるとか、そういったプロ

ジェクトも行っております。そういう意味では、ご指摘の点について問題意識は持ってい

るつもりですが、特にこれから自立的な地域発展ということになりますとより重要かと思

いますので、さらに取り組んでいけたらというふうに思っております。 

 なかなかお答えになり切っていない部分もあるかもしれませんが、一応そのようなとこ

ろでございます。 

○矢田部会長 私、皆さんからいただいた意見以外で委員として一言。 

 中越地震があったり、台風で九州山地の椎葉村の被災を経験しますと、今回の法改正に

は、災害とインターネットと交通・通信網の整備の話が中心となっています。これを一つ

にすると自然災害において孤立集落が長期間にわたって出ているという問題を想定した交

通・通信の整備が重要となります。単に生活道路、地域振興というのではなくて、非常に

危ないところの道路を重点的に整備する。それから、情報通信網について、地震のときに

は電話と携帯はほとんど効果がないということがはっきりしてきました。それをカバーす

るようなネットをどう整備していくかが問われています。 

 それから、例えば椎葉村など台風で孤立したような場合、かなり議論したのですが、や

はり安定したヘリポートをきちんと整備しておかないといけない。交通・通信の整備と、

今回出された風水害、地震、津波対策をワンセットで最優先をしていく必要があります。

特に半島地域というのは一方通行なので、一番孤立集落が出ていくところだと思います。

そこのところを全体として強調する必要があるかなと思っております。 

 一通りいただきましたので、まだ１０分あります。最後５分弱ぐらいで整理したいと思

いますので、もう一回、和歌山県とむつ市から一言だけ。感想でも結構です。 

○高嶋企画部長（和歌山県） いろいろなご意見を頂戴いたしましてありがとうございま



す。和歌山県としましても、紀伊半島の国道が遮断されると本当に孤立化してしまうとい

うような状況にあります。ですので、先ほどお話しのありましたバイウエイの整備を本当

にやっていかなければならないというふうに考えています。 

 それと、先ほど言葉が足りなかったのですけれども、県の地震防災対策アクションプロ

グラムに基づいて避難路とか避難場所の整備をしていかなければならないと考えておりま

す。つまり、大規模地震については私どもも本当に近い将来、高い確率でくるであろうと

いうふうに予想しておりますし、どの半島でもそうだろうと思いますが、特に津波につい

て非常に危機感を持っておりまして、そういう津波対策というものについても重点的にや

っていきたいと考えております。 

 先ほど申し上げましたように、情報通信システムもずいぶんと遅れておりますのが事実

でございまして、ケーブルテレビ網の整備などもさらに進めていかなければならないとい

うふうに思っております。 

 それから１つ、和歌山県の宣伝でございますけれども、紀伊半島の一番先のほうに串本

町というまちがあるのですが、そこがラムサール条約に指定されまして、こちらについて

も大きな観光の核になっていくのかなと思っております。先ほど先生のほうからお話がご

ざいましたように、食材があるのに、それを観光資源として生かしていかなければならな

いというのは確かにそのとおりだというふうに思っておりまして、例えば熊野健康村構想

では、先だって、熊野の食材を利用したスイーツコンテストというものを実施したのです

が、今後は商品開発も進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○矢田部会長 では、奥島課長さん。 

○奥島課長（むつ市） 下北半島しかわからないもので失礼しますが、下北半島ですが、

国道が２本ありまして循環道路ということであるわけですが、今年春先、その１本が落石

事故等で風間浦村という村が分断されまして、その反対のほうに行くのに１時間、２時間

かけて通る。そういう状況のことがありました。そういう循環道路自体がまだしっかりで

きていない状況の半島もありますし、今日、いろいろ説明を伺いましたけれども、観光に

特化したような感じの計画案のようなものもありました。今日いろいろ意見を聞きまして、

半島によっては大分違うような計画案が出されているなということが感じ取れました。 

○矢田部会長 それでは、追加的にご意見ございましたら。 

○安島特別委員 交通のことが幾つか出てまいりましたが、観光客は遠くに旅行するとか



なり大きく動きますね。ですから、１つは、周遊というようなときには、半島地域だけで

はなくて、周辺も一緒に考える必要があると思います。例えば下北の例でも、もし首都圏

から旅行するとしたら、三沢空港とか八戸などから多分アプローチすることになると思う

のです。そのときの２次交通とか、ルートとか、それは下北半島だけでは考え切れない問

題もあると思います。ほかの地域でもそういう問題があると思います。 

 もう１つは、観光というのは非常に特殊な性質がありまして、余り高速道路とか新幹線

で便利になっただけでは人が行かない。むしろ便利になると余り行きたくなくなってしま

うという性質がありまして、過度に期待を持ち過ぎるのは大変危険です。多分ほかの産業

と違うところだと思うのですが、より地域の資源の魅力に磨きをかけていただきたい。つ

い交通が便利になるとお客は来るものだというふうに勘違いがあるのですけれども、これ

は決してそういうことはなくて、いろいろな失敗例はたくさんあります。 

 それと、地域ブランドについていろいろなところで触れておられますが、なかなか簡単

ではないですね。ブランド化しようとして成功した例というのは非常に少ないと思います。

もちろん、結果としてブランドになっている例はありますので、その辺のことを、方法も

含めて、ブランド化の研究を進め、専門家の意見を聞きながら取り組む必要があると思い

ます。単一の商品も難しいですし、地域のブランド化というとさらに難しいのですけれど

も、取り組んでみる価値は多いにあると思っております。 

 以上です。 

○矢田部会長 それでは、私の感想を言いまして、後は事務局にお回しします。感想とい

いますか、審議会に附帯意見といいますか、どういう意見が出たかということを提案する

原案であります。最終的には事務局と調整いたしますが、３つほどここでの審議を整理で

きるかと思っております。 

 １つは、今回の法の改正というところの最大の趣旨であります自立的発展ということ。

これに合わせた計画づくりをやったということについては、諸計画は十分に反映されてい

ると認識している。これは生源寺委員からの発言のところでございます。 

 ２番目が、具体的にそのための方法論として幾つか提案がございました。１つは、これ

から地域振興をやっていく担い手の育成というものをどうするか。これは、先ほど出まし

たように、同一地域間の知的交流をかなり活発にさせていく。それから、安島委員から言

われましたように、専門家の知恵を相当程度導入しながら人材育成をやっていく必要があ

る。もう１つは、外から新しいものを投入するという発想よりもそこにある資産をできる



だけ有効活用していくということが指摘されています。一次産業への傾斜を、これをすぐ

工業立地に結びつけるよりも、食品加工であり、特産物であり、さらにツーリズムである

という形で、地元の資源というものをより複合的に発展させていくという方向のほうが自

立的発展に合うだろう。特に食という概念は、ツーリズムにしろ、リピーター確保に非常

に有効である。地域の資産をどう有効に活用するか。これは、初めに紹介がありました小

澤委員の意見も同じようなことかと思っております。 

 ３番目は、新たに追加されました風水害・地震・津波、鳥獣被害も含めまして、特に半

島地域がこういった被害、特に地震の頻度と台風の頻度の高いところが多いのですが、こ

ういったものに対して新しく計画に記載すべき項目として追加されております。これにつ

いては特段の配慮が必要であろう。特に道路体系、それからインターネットの整備、そし

てヘリポートを含めた整備ということで、孤立集落をできるだけ少なくする。それから、

災害自体を相当減少させていくという視点から、新たに追加された項目というのは時代に

合って非常に重要なので、この辺のところは特段の配慮をいただきたい。 

 いろいろ細かい意見がたくさん出ましたけれども、この３点を部会での意見の集約とい

うことで審議会に報告したいと思っております。よろしいでしょうか。 

 それでは、もう一回総括的に室長から発言をいただければと思います。 

○大和田室長 大変貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。 

 実は、「その他」のところで資料８というものをご説明をさせていただきまして、これ

からの半島振興についていろいろとご意見を伺おうと思っておりましたが、その内容も今

回の計画案の内容に基づいて、各半島地域の取組みを整理をして、先ほど生源寺先生から

もお話があったように、分野に分けるということ自体が正しくないのかもしれませんが、

概ねの分野ごとに分類をしたものがございます。こういったものを実際に動くようにして

いく上で、どういったことに取り組んでいく必要があるのかといったことにつきましても

ご意見を承れればと思っておりましたが、今日はお時間がまいっておりますので、またで

きれば別途お伺いする機会を設けさせていただけたらというふうに考えております。以上

でございます。 

○矢田部会長 それでは、確認をとらせていただきます。当部会といたしまして、半島振

興計画を変更することに異議ない旨、国土審議会会長あて報告することにいたしたいと存

じますがよろしいでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 



○矢田部会長 本件に関しましては、この後、１２月１６日に開催が予定されている国土

審議会におきまして、私より本日の審議結果について報告申し上げます。審議会での了承

を得た上で、国土審議会としての正式な答申となりますので、念のため申し上げます。ど

うもありがとうございました。 

 それでは、今日の審議は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

○後藤地方整備課長 長時間にわたりまして、ご熱心なご審議ありがとうございました。 

 それでは、ただいま部会長にご発言いただきましたように、本日の議決に基づきまして、

１２月１６日、国土審議会が開催予定でございますので、そこでの報告に向けた作業を、

事務局と部会長のほうでご相談をさせていただきながら進めさせていただきたいと思いま

す。 

 なお、本日お配りいたしました資料は非常に大部でございますので、そのままお席に置

いていただきますれば、後ほど私どものほうからお送りさせていただきますので、よろし

くお願いを申し上げます。 

 本日は、大変長い間お時間を頂戴しましてありがとうございました。これで終了させて

いただきます。どうもありがとうございます。 

 

                  閉 会 


