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国土審議会第２回半島振興対策部会 

平成２２年１２月８日 

 

 

【山本地方振興課長】  それでは、定刻でございますので、ただいまから国土審議会第

２回半島振興対策部会を開催させていただきます。 

 私は地方振興課長の山本でございます。委員の皆様にはお忙しい中をご出席いただきま

して誠にありがとうございます。本日は部会長が欠員となっておりますため、部会長選出

までの間、暫時私が司会を務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 会議の冒頭に、本日の会議の公開につい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、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項の規定により当部会にも準用されております。従いまし

て、当部会でも会議、議事録共に原則公開することとしており、本日の会議も一般の方々

に傍聴をいただいております。この点につきまして、あらかじめご了承くださいますよう

お願いいたします。 

 次に、お手元の資料の確認をさせていただきます。議事次第、座席表、配付資料一覧の

ほか、資料が１から８まで、参考資料が１から３まででございます。資料の不備がござい

ましたら、お知らせくださいますようお願いいたします。 

 本半島振興対策部会は、お手元の参考資料３の中の半島振興対策部会設置要綱にござい

ますように、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するものでございます。 

 それでは、委員の方々をご紹介させていただきます。生源寺眞一委員でございます。 

【生源寺委員】  生源寺です。よろしくお願いいたします。 

【山本地方振興課長】  原田昇委員でございです。 

【原田委員】  原田といいます。よろしくお願いします。 

【山本地方振興課長】  鈴木輝隆特別委員でございます。 

【鈴木委員】  鈴木です。よろしくお願いします。 

【山本地方振興課長】  時子山ひろみ特別委員でございます。 

【時子山委員】  時子山でございます。よろしくお願いいたします。 

【山本地方振興課長】  安島博幸特別委員でございます。 
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【安島委員】  安島です。よろしくお願いします。 

【山本地方振興課長】  なお、沖大幹委員は、ご都合により欠席とのご連絡をいただい

ております。また、田中達美特別委員、仁坂吉伸特別委員におかれましては、代理の方が

見えておられますので、ご紹介いたします。和歌山県企画部過疎対策課の千葉課長でござ

います。 

【仁坂委員代理（千葉課長）】  千葉です。よろしくお願いします。 

【山本地方振興課長】  江田島市総務部企画振興課の猪垣主任でございます。 

【田中委員代理（猪垣主任）】  猪垣です。よろしくお願いいたします。 

【山本地方振興課長】  次に、事務局側の出席者を紹介いたします。加藤都市・地域整

備局長でございます。 

【加藤都市・地域整備局長】  加藤でございます。よろしくお願いいたします。 

【山本地方振興課長】  森下審議官でございます。 

【森下審議官】  森下でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【山本地方振興課長】  佐々木総務課長でございます。 

【佐々木総務課長】  佐々木でございます。よろしくお願いいたします。 

【山本地方振興課長】  小山半島振興室長でございます。 

【小山半島振興室長】  小山です。よろしくお願いします。 

【山本地方振興課長】  私、地方振興課長の山本でございます。 

 なお、本日は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ま

す。委員の皆様には本部会の運営につきまして、ご協力を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

 それでは、次に部会長の互選をお願い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、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。いかがいたしましょうか。 

【時子山委員】  提案させていただきたく思います。国土審議会の委員といたしまして、

国土政策、地域政策、地域経済に深い学識を有しておられ、これまで本部会で半島振興に

ついて、多くの経験を積んでおられます生源寺先生に部会長をお願いしたいと思うのです

が、いかがでしょうか。 

【山本地方振興課長】  ありがとうございます。ただいま時子山委員から生源寺委員に

というご提案がございましたが、皆様、ご意見はいかがでございましょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

【山本地方振興課長】  ご異議ないようでございますので、生源寺委員に部会長をお引

き受け願うことといたします。それでは、生源寺委員、部会長席にご着席くださいますよ

うお願いいたします。 

（生源寺委員、部会長席へ着席） 

 これ以降の議事運営につきましては、部会長にお願いしたいと存じます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

【生源寺部会長】  ただいま部会長に選任されました生源寺でございます。皆様方のご

協力を得て、円滑かつ充実した審議を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、続きまして国土審議会令第３条５項の規定に基づきまして、あらかじめ部会

長代理を指名させていただきたいと存じます。本日はご欠席でございますけれども、沖大

幹委員に部会長代理をお務めいただくようお願い申し上げたいと思っております。 

 それでは、議事に入ります前に、加藤都市・地域整備局長よりご挨拶をお願いいたしま

す。 

【加藤都市・地域整備局長】  都市・地域整備局長の加藤でございます。国土審議会第

２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、本当に諸先生方、大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。また、諸先生方には、半島地域の振興を始め、国土交通行政の推進に当たりま

して、日頃より並々ならぬご指導とご協力を賜っておりますことに対しまして、この場を

お借りしてまず御礼を申し上げたいと思います。 

 本日は、半島振興対策部会でございますが、半島地域の持つ特殊性、また、半島地域の

置かれている現状等々、一般の地域と比べましても、非常に厳しいものがあるということ

はご案内のとおりでございます。ただ、一方で半島地域は、非常に多様な農林水産物、自

然、歴史、景観、などの地域資源に恵まれていると考えております。そうした地域資源を、

半島地域ならではの意味において活用し、地域の活性化につなげていこうという動きが各

地域でも広がってきているところと承知しておりまして、こうした動きは、近年、益々活

発になってきているところと受けとめております。 

 こうした中で、平成１７年に半島振興法が改正、延長されまして、これに基づきまして

半島振興計画の下で、２３の地域において現在、地域の自立的発展のための様々な施策が
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展開されているところでございます。本日は、半島振興に関する幾つかの議題について、

ご審議いただくこととしておりますが、特に半島振興対策実施地域の１つであります東松

浦地域の区域変更については、佐賀県知事及び長崎県知事より地域指定申請を受けて、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出されまして、本部会

に対して審議の付託が行われているところでございます。 

 今後の半島振興の取組につきまして、ぜひ皆様方の活発なご議論をお願いいたしまして、

私の冒頭のご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願い申し上げます。 

【生源寺部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、本日の議事に入らせていただきます。お手元の議事次第をご覧いただきたい

と思います。今もお話がございましたけれども、本日の議題は半島振興対策実施地域の指

定について、それから、半島をめぐる状況及び半島振興施策の概要等についての報告、こ

の２点でございます。 

 まず、第１の議題であります半島振興対策実施地域の指定についての議事に入りたいと

思います。本日は、半島振興法第２条第１項の規定に基づき、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対策実施地域の指定について、審議会

の意見を求める旨の諮問があり、また、国土審議会運営規則第８条第１項の規定に基づき

まして、国土審議会会長より本半島振興対策部会に対しまして、審議を付託する旨の文書

が届いております。まず、事務局からこれを朗読願います。 

【小山半島振興室長】  資料２をご覧ください。諮問文を朗読いたします。 

「国都半第１８号、総行地第１１４号、２２農振第１５６５号、平成２２年１１月１９日。

国土審議会会長、岡村正殿。国土交通大臣、馬淵澄夫、総務大臣、片山善博、農林水産大

臣、鹿野道彦。半島振興対策実施地域の指定について（諮問）。半島振興法（昭和６０年

法律第６３号）第２条第１項の規定に基づき関係県知事から申請のあった別添の地域を半

島振興対策実施地域として指定することについて、同項の規定に基づき貴審議会の意見を

求めます」。 

 １枚おめくりください。付託文です。 

「国国土審第２９号、平成２２年１１月２６日。国土審議会半島振興対策部会長殿。国土

審議会会長、岡村正。半島振興対策実施地域の指定について。平成２２年１１月１９日付

け国都半第１８号、総行地第１１４号及び２２農振第１５６５号にて国土交通大臣、総務

大臣及び農林水産大臣から当審議会に意見の求めのあった別添「半島振興対策実施地域の
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指定」については、国土審議会運営規則（平成１３年３月１５日国土審議会決定）第８条

第１項の規定に基づき、貴部会に付託する」。 

【生源寺部会長】  ありがとうございました。それでは、皆様方には本件につきまして

十分なご審議をお願いしたいと思います。 

 最初に諮問議案の詳細等について、これも事務局からご説明をお願いいたします。 

【小山半島振興室長】  資料３をご覧ください。１１月１２日付けで佐賀県知事及び長

崎県知事から長崎県松浦市鷹島町を東松浦地域へ編入する旨の申請がありました。資料３

の申請調書ですが、大部ですので、概況をまとめました資料４に基づいて１０分ほどお時

間をいただきご説明いたします。 

 資料４の４ページをご覧ください。東松浦地域は図の黄緑色に塗られた部分です。佐賀

県の北西部に位置し、現在は唐津市の一部と玄海町の１市１町から構成されています。従

来、この水色に塗られました鷹島は離島であったため半島地域に入っていませんでしたが、

平成２１年４月に鷹島肥前大橋により唐津市肥前町と結ばれました。陸上交通手段が確保

され、半島地域と社会的一体性が高まったことから、このたび両県知事から追加の指定の

申請となりました。また、関係の市町も編入を希望しております。なお、このような架橋

離島については、半島振興法上は、半島地域とされているところです。 

 １ページにお戻りください。地域の名称ですが、東松浦地域、２市１町。先ほど唐津市

の一部と申し上げましたが、平成１７年１月の市町村合併前の区域で、旧唐津市、旧肥前

町、旧鎮西町、旧呼子町の区域です。それと玄海町、それに加えまして、今回申請のござ

いました長崎県松浦市鷹島町です。ここは１８年１月までは独立した地方公共団体として

存在していたところです。 

 次に３の②をごらんください。社会的経済的条件です。人口は１０万９,０００人で、人

口減少と高齢化が進んでいる地域です。経済につきましては、稲作、畑作、果樹、畜産な

どの農業や水産業が中心で、近年、経営環境の悪化から本地域の農林水産業は厳しい状況

に置かれているということでございます。 

 それでは、４の指定要件に移ります。参考資料２と併せてご覧ください。参考資料２に

半島振興対策実施地域の指定基準を示してあります。まず、１つ目が半島振興法第２条第

１項第１号要件です。「２以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有す

る地域であること」。これは広域的な地域振興対策の対象となる圏域程度の規模を有する

地域ということでありまして、運用としておおむね１０万人以上を原則として扱っており
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ます。 

 資料４にお戻りください。４の（１）に人口規模（１号要件）とありますが、東松浦地

域の人口は平成１７年で１０万９,０００人であります。上の括弧の１０万６,０００人と

いうのは、鷹島町の編入前の数値です。このことからこの基準は満たしていると考えてお

ります。 

 次に、参考資料にまたお戻りください。法第２条第１項第２号要件です。「高速自動車

国道、空港等の高速輸送に係る施設その他の公共的施設の整備について他の地域に比較し

て低位にある地域であること」。具体的に申し上げますと、高速自動車国道のインターチ

ェンジ、空港、新幹線の駅のうち、２つ以上の施設の利用が容易でないということで、こ

の「容易でないということ」は、おおむね９０分以上ということで運用してきております。 

 資料４にお戻りください。（２）の表に高速交通体系からの到達時間を示してございま

す。一番右に到達時間を示してありますが、高速自動車インターチェンジから６５分、空

港から９２分、新幹線駅から８８分ということで、空港及び新幹線の駅からの時間につい

てこの要件を満たしていると考えております。 

 参考資料２にお戻りください。１枚めくっていただきまして、法第２条第１項第３号要

件、「産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図るため企業の立地の促進等の措置を講ず

る必要がある地域であること」。具体的には「第１次産業人口比率が全国平均を著しく上

回ること」ということで、概ね２倍以上であることを原則として運用しております。 

 資料４の２ページをご覧ください。（３）の表に産業開発の程度を示してあります。ま

ず、第１次産業の就業人口につきましては、全国平均が４.８％、東松浦地域が１３.２％。

鷹島町編入前で１２.５％です。ということで、２倍以上という要件は満たしております。

また、一番右の欄に参考までに工業集積度を示してございますけれども、全国を１ととり

まして、東松浦地域で０.２４ということで産業の開発の程度は低いということでありま

す。 

 また、参考資料にお戻りください。法第２条第１項本文、「一体として総合的な半島振

興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域」。この内容としまして、人

口が減少していること、また、財政力指数が政令指定都市を除いた全国平均以下であるこ

と、ということです。 

 資料４にお戻りください。（４）の総合的判断要件で示してございます。まず、人口増

減率ですが、全国で３５．５％の増加のところに対し、東松浦地域でマイナス１５％、鷹
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島町編入前でマイナス１３.１％。財政力指数ですが、全国で０.７１のところ、東松浦地

域で０.５０、東松浦地域の鷹島町編入前で、０.５３ということで、この要件も満たして

いると考えております。 

 その他、半島の現状としまして、高齢化率を示しております。全国２０.１％に対して、

東松浦地域２３.４％となっております。 

 次に、ゾーニングの考え方ですけれども、１枚めくっていただきまして、③社会経済的

一体性でございます。本地域の道路は旧唐津市を起点として各地域に放射状に延びており、

一体的な生活圏域を形成しています。なお、鷹島町については、架橋以前から唐津市への

結びつきが強く、架橋後、交通利便性が飛躍的に高まったことで、さらに唐津、福岡方面

への結びつきが緊密化されているということです。 

 一番下に、参考までに鷹島町に係る課題が示してあります。架橋による観光客増加効果

を一過性のものに終わらせず、いかに維持していくかが今後の大きな課題であるというこ

とでございます。 

 以上、資料４を見てまいりましたが、松浦市鷹島町を東松浦地域に追加指定することは、

特段問題ないと考えられます。また、関係省庁との協議についても異議がない旨回答を得

ています。本日この部会でご了承いただければ、その旨速やかに国土審議会に報告いたし

たいと考えておりますので、何卒よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

【生源寺部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいま事務局からご説明いただいたわけでございますけれども、説明を踏

まえまして、ご審議をお願いしたいと思います。どなたからでもご意見、あるいはご質問

等があれば、ご発言いただきたいと思います。いかがでしょうか。特にご発言ございませ

んでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、本件につきましては、特段、ご提案の内容につきまして問題はないという部

会としての判断ということで、付託されました東松浦の半島振興対策実施地域指定に関し

ては、異議がない旨を国土審議会会長あてに報告いたしたいと思いますけれども、よろし

いでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【生源寺部会長】  はい。それでは、本部会といたしましては、本件につきまして異議

がないということを私より国土審議会会長あてに報告することといたします。その後、国

土審議会での了承を得た上で、審議会としての正式な答申という扱いになりますので、念



 -8-

のため申し上げておきます。 

 それでは、続きまして、第２の議題であります半島をめぐる状況及び半島振興施策の概

要等についてであります。こちらにつきましても、事務局から関係資料等のご説明をいた

だき、その後、委員の皆様方から自由にご意見を承るという形で進めてまいりたいと思い

ます。それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

【小山半島振興室長】  それでは、資料５から８に基づきまして、１５分ほどお時間を

いただいてご説明いたします。 

 まず、資料５です。半島をめぐる状況及び半島振興施策の概要です。１枚おめくりいた

だきますと、半島振興対策実施地域、全国２３の地域が指定されているものを示してあり

ます。先ほどの東松浦地域は左下の方にあります地域です。 

 １枚おめくりください。半島をめぐる状況です。半島地域の面積・人口につきましては、

半島地域は面積の約１０％、人口で約４％。半島地域の可住地面積は全国平均に比べて低

いということになっております。数値で見ますと、面積で３.７万ｋｍ２、人口で４５４万

人。可住地面積はそのうち１.０万ｋｍ２となっております。 

 次に、人口減少率・高齢化率ですが、人口減少は依然として続いております。また、高

齢化率は全国平均を上回っております。具体的な数値で見ますと、その表のとおりですが、

全国ではプラスの傾向を示している中、昭和６０年から平成１７年まで一貫してマイナス

傾向となっております。また、高齢化率は、平成１７年で２７.５％ということで、全国平

均の２０.１％より高い数値を示しております。 

 次に、産業構成ですが、半島地域の産業別就業者人口の構成は、全国に比べ第１次産業

就業者の割合が高くなっております。先ほどの選定基準のところでありましたけれども、

２倍以上というのが選定のときの条件になっておりまして、平成１７年で第１次産業が１

１％、全国平均が４.８％となっております。 

 次に、製造業の新規立地状況ですけれども、以下のような数字になっております。概ね

全国数の４％から６％の割合を示しているということで、人口比に比べては高い数値を示

していると思われます。 

 次に、所得水準・財政力指数ですが、半島地域住民１人当たりの課税対象所得額は全国

平均の約７割となっております。また、財政力指数は改善されつつありますが、全国平均

を下回るということで、具体的な数値ですと、課税所得額が半島地域で１０９万円、全国

で１５１万円となっており、財政力指数は、半島地域は単純平均で見ますと、０.４０、加
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重平均で０.４８、それぞれ全国の０.５６、０．７１に比べ低い数値を示しております。 

 １ページおめくりください。道路の整備状況です。半島循環道路の改良は着実に進展と

いうことで、具体的な数値で、例えば、真ん中のところを見ていただきますと、一般国道

計がございます。平成元年当時８１.９％、全国の８６.２％に比べて低い数値でしたが、

平成２０年には、９２.８％ということで、全国の数値を逆転しております。また、都道府

県道について見ますと、平成元年６１.８％から平成２０年の８２.８％ということで、２

０％以上の改善。全国では、５３.５％から６７.５％で、１４％の改善ということであり

ますので、全国よりも速いスピードで改良が進んでいるということでございます。 

 次に、高速交通体系へのアクセスですが、数値で見ますと、高速道路が平成元年で１２

２分、平成２２年で５６分、空港は１２５分から９０分、新幹線駅が２３３分から１５１

分ということで、これらも全てかなりの改善傾向が見られます。 

 次に、生活基盤状況等ということで、下水道を例に示してございます。半島地域の下水

道普及率は、全国平均を下回っております。ただし、改善率について見ますと、昭和６０

年当時の６.９％から平成２０年で６６.４％と６０％近くの改善を示しておりまして、全

国のその間３７％程度の改善に比べると、急速に普及率が高まっていると思われます。 

 次に、観光入込客数ですが、半島地域の観光入込客数は減少傾向、宿泊客数は増加傾向

ということになっております。昭和６０年を１００として、両方の数値を見ますと、平成

２０年で、１２７.３と１２１.８ということで、２割強増加しております。 

 次のページに、半島振興法のスキームを示してあります。皆さん、ご存じのことと思い

ますが、昭和６０年に議員立法として法律が制定されまして、１０年間の時限立法であり

ますので、これまで平成７年と、平成１７年の２回延長してきております。この法律のス

キーム図を右に示してあります。まず、地域指定でございますけれども、本日ご議論いた

だいている件です。関係道府県の知事が国土交通、総務、農林水産大臣に申請をしまして、

３大臣が国土審議会の議を経て指定するということになっております。本日の部会の報告

を踏まえ、本審で議決された後、官報による公示が行われる予定です。 

 次に半島振興計画の作成等ですが、この公示が行われた後に、都道府県知事が作成・変

更した上で、３大臣あて同意を求めてまいります。それにつきまして、国土審議会で意見

を聞くというスキームになっておりますので、仮に公示がなされた場合は、しかるべき時

期にまた、この部会でご審議いただくことになると思います。 

 次のページは、半島振興対策実施地域に対する主な支援措置を参考までに挙げてありま
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す。まず、財政上の措置ですけれども、地方債の措置といたしまして、辺地対策事業債の

対象となる辺地の基準である辺地度点数に半島地域である場合には加算される、あるいは、

半島循環道路の整備につきましては、国の補助割合が１０分の５.５以内に嵩上げされると

いった措置がとられてきております。 

 次のページは、金融上の措置等ですが、金融上の措置としましては、政策金融公庫の低

利融資ですとか、農業金融等がございます。 

 また、税制上の措置につきましては、所得税・法人税の特別償却としまして、製造業、

旅館業の建物等について認められております。また、事業用資産の買換えに係る特例も措

置されています。 

 最後が、地方交付税の措置ですが、地方税の不均一課税に伴う措置がとられておりまし

て、製造業及び旅館業につきまして、固定資産税について地方自治体が不均一の課税をし

た場合には、当該不均一の課税に伴う減収額のうち一定の額を基準財政収入額から控除す

るといった措置がとられることになっております。 

 次に、資料６です。半島振興関係調査の概要ということで、半島振興室で実施しており

ます事業について簡単にご報告いたします。 

まず、半島らしい暮らし・産業創生調査ですけれども、ＮＰＯ法人や集落組織等による

地域づくり、地域特産物の開発、体験観光等の取組を支援し、半島地域の特性に応じた暮

らし・産業の創生を促進しております。活動費の支給に加え、専門家による現地アドバイ

ス等を行っており、平成１８年度から約５０の取組について支援してまいりました。 

 次に、半島地域自立支援調査ですが、半島地域全体のプラットフォーム等の形成を図る

取組に対して、活動費の支給を行っております。この３年間で４地域の支援をしておりま

す。 

 ３点目が、半島地域づくり会議です。半島地域の振興に向けた共通の課題について認識

の共有や、解決策の提案を促進するため、各半島地域の活動主体や行政関係者を参集して、

下北半島で開催しました。今年度は、島原半島を予定しております。 

 最後４点目ですけれども、本日ご出席いただいております安島委員に座長を務めていた

だきまして、そのほか、以下の構成で半島振興対策の今日的意義を検討し、半島地域の振

興の方向を提示するため、研究会を開催しまして、報告書を取りまとめました。次ページ

以降に概要を添付しておりますので、簡単にご紹介させていただきます。 

 まず、第１章で半島振興のあり方検討の背景・必要性をまとめていただいております。 
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第２章で、半島地域の現状と課題ということで、半島地域の特性としましては、離島並

みの厳しい地理的条件、海・山が近接しているための多様な生態系の存在、中心的都市と

条件不利な農山漁村で構成され、中心的都市の疲弊が進む中、半島地域全体の疲弊が懸念

されていること、地域特有の文化や、それを継承する人材がまだ残っていること、災害時

には陸の孤島となる地域が存在するということ、をまとめております。特に半島地域固有

の課題としましては、半島地域の特性を生かした第１次産業を中心とした産業振興、訪れ

たくなる魅力の創出・ＰＲ、中心的都市と周辺の農山漁村との安定的な交通アクセスの確

保、地域づくりコミュニティーの維持・再生、各主体の連携、といったことを挙げており

ます。 

 第３章で、半島振興の今日的な意義としまして、３.１.国土における半島地域の可能性

として、３点挙げております。多様なライフスタイルへの適合性、半島地域の自立完結性、

半島地域の資源の多様性です。 

 ３.２.の国土保全における半島地域の役割としまして、同じく３点挙げております。国

土全体の生活を維持・発展させていく役割、心の豊かさを守り育てていく役割、海域の利

用・管理の観点からの役割でございます。 

 ３.３.国としての半島振興の意義としましては、国土の保全の視点からの意義、国民生

活の質的向上の視点からの意義、半島地域支援の必要性ということでまとめていただいて

おります。 

 最後に、第４章としまして、今後の半島振興の方向性として、半島地域が目指す姿とし

まして、今後の半島振興は、一定の完結性を持った半島地域全体としての自立と、半島地

域を構成する様々な単位のコミュニティーの自立の両面を目指して取り組んでいく必要が

あるという姿を示していただきました。 

 ４.２.の基本的な方向では、６つの方向を示していただいております。１点目が、半島

振興計画の策定に際して、各活動主体が関与する仕組みをつくるなど、半島地域の実情が

より反映させるようにするとともに半島地域全体としての目指す姿、ビジョンが共有され

るようにする必要がある。２点目が、漁業と観光、農業と製造業など、地域の各種産業を

組み合わせ、半島ならではの業として成り立たせる仕組みづくりを推進していく必要があ

る。３点目に、半島地域だからこそ存在している地域資源を活用し、都市部が持つ豊かさ

とは異なる豊かさを進展していく必要がある。４つ目に、離島との連携といった視点も含

めながら、沿岸域の漁業資源の管理や、各種体験活動、レクリエーション活動や、海洋資
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源の利活用の場として展開などの各種施策を推進していく必要がある。５つ目として、住

民団体が行政とも協働しながら持続的に活動していけるような仕組みづくりを推進してい

く必要がある。最後に、交流人口の増大が地場産業の振興には不可欠であることから、交

通基盤を整備するとともに地域の魅力を域外へ発信するための情報基盤の整備を推進して

いく必要がある。 

 そして、最後に、今後求められる取組として、５つの取組を挙げていただきました。１

つ目として、半島振興計画が地域の実情に即しているのか、新たな課題は生じていないの

か、フォローアップを行うこと。２つ目が、半島地域の活性化に参画できる人材の誘致を

強化し、こうした人々と地域の人々がうまく連携して取り組める仕組み、場づくりを行う

こと。３つ目、半島地域の自立を進める上で基本的な考え方についてのノウハウを共有す

る手引きを作成し情報発信を行っていくこと。４つ目、地産地消率や満足率など、都市部

とは異なる豊かさを客観的に示すことのできるデータ整備をすること。５つ目、イベント

やキャンペーンの実施等、半島が存在することによる豊かさや、半島と生活との結びつき

などを改めて意識してもらうための取組を行っていくこと、ということでまとめていただ

きました。 

 次に、資料７です。半島振興関係予算の概要ということでまとめてあります。半島振興

は離島等と異なり、一括計上ではないため、各省がそれぞれの予算の中で、半島地域内で

事業を実施するということになっております。 

 １ページ目から３ページ目までが国土交通省の関連予算です。事業の内容で、半島の具

体例につきましては一番右の欄に示してございます。例えば、道路事業であれば、半島循

環道路の整備ということで、半島地域で１８３か所実施。治水事業であれば、かわまちづ

くり支援制度としまして、半島地域で８か所実施。海岸事業であれば、コースタル・コミ

ュニティ・ゾーン及びふるさと海岸の整備促進ということで半島地域で９か所実施、こう

いった国土交通省の事業が行われてきております。また、３ページ目には港湾の整備とい

うことで、旅客船ターミナル、外内貿ターミナルの整備で、半島地域で２２か所整備して

いるということでございます。また、観光対策では、ビジット・ジャパン地方連携事業と

しまして、１６か所の半島地域で事業が行われております。 

 次の４ページ、５ページが総務省の関係予算です。辺地対策事業債としまして４６億円、

過疎対策事業債として３５５億円の実績があります。また、５ページは無線システム事業

が掲げてございます。 
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 ６ページから１０ページが農林水産省関係の予算です。例えば、中山間地域等直接支払

交付金であれば、１２７市町村で４３億円。農山漁村活性化プロジェクト支援交付金であ

れば、２０か所で５０億円といったことで予算が組まれております。その他、７ページに

は、６次産業関係の事業費ですとか、鳥獣被害対策事業というのが掲げてございます。８

ページ、９ページ等は、その他貸付ですとか、水産庁や林野庁の公共、非公共の予算につ

いて記載してございます。 

 １１ページは厚労省の予算ですけれども、水道施設整備が行われております。 

 また、最後、環境省ですけれども、循環型社会形成推進交付金ということで、半島地域

内で１３２件、総額４３億円ほどの交付金が交付されているということでございます。 

 最後に、資料８ですが、地方分権推進委員会第３次勧告に基づく半島振興法改正につい

てです。平成２１年１０月に半島振興計画について地方分権推進委員会から計画内容の義

務づけの見直しに関する勧告を受けております。これを受けまして、来年の通常国会提出

に向けまして、一括法で改正を行うことを現在、法制局と調整中であります。改正の中身

ですけれども、参考資料１の２ページの半島振興法第４条第１項と併せてご覧ください。

第４条第１項には半島振興計画に１０の計画事項が義務づけられております。これにつき

まして、第１号の振興の基本方針に関する事項については、努力義務化、第１０号のその

他半島振興に関し必要な事項については計画内容から除外といった改正を予定しておりま

す。 

 以上、ご説明を終わります。 

【生源寺部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、今、いろいろな角度からご説明がございましたので、ご意見、コメントある

いはご質問があればお受けしたいと思います。どんな切り口からでも結構です。 

 それでは、安島委員。 

【安島委員】  平成２１年度の調査の中での半島地域自立支援調査というのがございま

すので、これに対して３００万円の活動費支給によりプラットフォームをつくって、支援

をするということで、４つの地域が生まれていますが、私も専門は観光でございますが、

観光の分野もプラットフォームというものをつくっていくのが大変大事だということで、

いろいろ議論しているわけなんですが、この４つの地域が今年はどういう形で進んでいる

と考えればよろしいでしょうか。 

【小山半島振興室長】  そうですね。能登半島で２つ、津軽で１つ、もう一つは、和歌
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山県の紀伊半島のすさみ町で、それぞれの地域で協議会をつくっているところに対して支

援をしております。今年で終わる予定ですので、それまでの成果をまとめて半島のそうい

ったマネジメント機能向上を図るにはどういった形がいいのかといった結果を取りまとめ

られるかと思っております。 

【安島委員】  取りまとめはこれからですか。 

【小山半島振興室長】  これからです。 

【安島委員】  少し、こういうところが評価できるとかいう成果は、もう既に上がって

いるでしょうか。 

【小山半島振興室長】  そうですね。成果といえば、実際にもう動いていますが、例え

ば、すさみ町であれば、これはすさみ町の行政が主体なんですけれども、その中で限界集

落のようなすごく高齢化が進んでいるところの見守り隊としまして、高齢者の生活をどう

やって維持していくのかということを行政が中心となりまして、その他の世帯の方々が参

加して、集落を守っていくような取組をしております。 

 あと、例えば、能登半島の七尾という地域に、マリンシティ推進協議会という協議会が

ございまして、そこが地元の赤西貝という、ローカルな、その地域でしかとれない貝を使

った独自のメニューづくりですとか、あるいはそもそもその赤西貝というもの自体が生態

も全然わかっていないんですけれども、それについて調査を地元の水産高校でやってもら

って、その獲り尽くさないかなどの研究をやっているようですので、そういった意味では

実際に事業をやっていますけれども、あと半年ぐらいかけて、実際にもっと一般化できる

ようなことが挙げられればいいかと思っております。 

【安島委員】  そこでいうプラットフォームというのは、例えば、赤西貝の生態を研究

するとか、料理として出すとか、観光への利用とか、何かそういう意味でのいろいろな主

体が参加できるプラットフォームということなんですか。 

【小山半島振興室長】  プラットフォームの定義は、おそらくなくてですね。 

【安島委員】  難しいですね。 

【小山半島振興室長】  これからの議論だと思うんですけれども、おそらく大元に何か

水面下でそういう土台、土壌みたいなものがあって、例えば今申し上げた赤西貝ですとか、

そういった事業やイベントがこれからもいろいろ起こると思うんですけれども、そういっ

たときにすぐ必要な資源が集められてうまく活動していくという、その元のベースの部分

がプラットフォームだと思われまして、今、具体的にはベースの部分を活用したその上の
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部分の活動について、申し上げてしまいましたが、その部分がどのようにできるかという

ことが、今後の議論だと思っております。 

【生源寺部会長】  その他いかがでしょうか。 

 先ほどの資料の５で、入込客数は減少といいますか、横ばいですが、宿泊者の数はかな

り伸びていますね。 

【小山半島振興室長】  そうですね。割と一貫して伸びていると思います。これもいろ

いろ各地域での民泊、農家に泊まるなどの活動をやっているところもありますし、先ほど

申し上げた半島らしい暮らし・産業創生調査の５０ぐらいのプロジェクトの中には、半島

の中で、観光コースづくりなどに取り組んでいるところもありますし、そういったことも

少しは影響しているのかもしれませんけれども。宿泊数は伸びております。 

【生源寺部会長】  伸びていますね。どうぞ、安島委員。 

【安島委員】  観光のデータですので、ここでは増えているので大変喜ばしいんですが、

全体的な国全体の統計では、国内観光はかなり落ち込んできていますので、その中で結構

半島地域は増えているというのは、ちょっと意外な感じを受けます。これが本当だったら

素晴らしいと思うんですが、統計の採り方とか、なかなか難しい面がありますが。 

【生源寺部会長】  そうですね。これは推計値を元に作成ということですから、多少の

ずれはあるんでしょうか。 

【安島委員】  県の統計と書いてありますね。 

【小山半島振興室長】  安島先生のご専門かと思うんですが、今、観光庁の方で観光統

計を見直しています。今まで県毎あるいはその下の市町村毎にやっている推計の仕方はか

なり信頼性が低いような。 

【安島委員】  あれ相当いい加減ですね。 

【小山半島振興室長】  それで、それを踏まえて今、観光庁の方で推計の仕方を統一し

て、各県で導入して、おそらく今年度あたりでほとんどの導入が終わるかと思います。導

入されると、全く違う数値が出てくる可能性はあるかと思います。 

【安島委員】  県毎に今まで違っていましたので、それを統一されると思うんですが、

それはそれとして、違った基準でやっていても一応全部続いていれば時系列で比較はでき

ると思うんですけど。ただし、ここで言いますと、昭和６０年から次が平成１５年と大分

飛んでいるので、ちょっと比較は難しいですね。 

【小山半島振興室長】  追おうと思えば追えると思うんですけれども、直近の数値を並



 -16-

べたものでこうなっております。 

【安島委員】  これを信じれば半島は頑張っているなという感じを受けます。 

【小山半島振興室長】  そうですね。はい。 

【生源寺部会長】  そうですね。確かに同じ方法でずっと追いかけていれば、ある意味

ではトレンドは捕えていられるというところはあるかと思いますね。その他いかがでしょ

うか。それでは、鈴木委員、どうぞ。 

【鈴木委員】  半島らしい暮らし・産業創生調査と、それから２番目の半島地域自立支

援調査に関わっていますので、現状や現段階のことを話したいと思います。半島らしい暮

らしの方は、自発的な住民の動きがこの事業によって出てきていると思います。この間、

大隈半島に行ったのですが、住民が自分のできることをしなきゃ半島はもうもたないとい

うようなことを考えられて、９３もの住民活動が自発的に生まれているというようなこと

が起こってきています。他の半島も、自分で何かをやっていこうというような動きが、こ

の時代の中でもうやらなきゃだめだという動きが、かなり生まれてきている。一方で、あ

る程度まで活動をやってくると仲間意識みたいなものが出てきて、良い面もありますが、

そこから広がりがないという課題は出てきていますが、いずれにしても自分達でやってい

こうという自発的な動きになってきています。 

 ２番目の半島地域自立支援調査ではプラットフォームがキーワードになっている。まだ

委員会は１回だけ開催したところですが、委員会の座長をしております。これまで地域の

活動がいろいろ起こってくるときに、それぞれ個々別々だったのが、プラットフォームの

中に参加してきて、いろいろな人達が関わってくると、事業や活動の着眼点やスキルが良

くなるということが起こってきた。今までは活動を行政主導でそろえることは美しいが、

一方でもっと自発的な集まりであれば、ばらばらだが楽しい。美しくて楽しいという場が

できるが理想で、緩やかな関係がプラットフォームにはあり、それを可能にするのじゃな

いか。今まで関係のなかったような人達が、自分達と違った活動をすると、それに対して

どちらかというと、比較したり足を引っ張るようなところがあったけれども、違いを受け

入れていこうという柔らかい場が生まれてきている。今まで半島は素材だけを供給してき

た。表面的に具象化して物をつくるとかをやってきたのですが、ある意味で抽象的という

か、表面的から脱して内面的なものまで供給する力がプラットフォームにはあるのではな

いか。そこでは相互作用で支え合ったり、つながり合ったり、つくり合ったりするという

ようなイマジネーション力がプラットフォームにあるという気がします。 
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 今までは半島の場合は素材があっても、それを加工したり、６次産業へと展開する場が

なかった。このプラットフォームの柔らかい関係の場から、相互作用から自己組織系の場

が生まれてきているのじゃないか。 

 もう１つ、半島地域から生まれてきているのは、情報発信が上手になってきたというこ

とです。写真を撮るのがうまい、コピーをつくるのがうまい。ある意味、住民自身がデザ

インから地域をマネジメントしてきている。大隅でいただいた活動のパンフレットをつく

るのが、皆さん上手になってきて、今までとは情報発信の仕方が違ってきた。半島の多様

性を直接、全国に、ツィッターやブログで伝えていき、そのことが新しい観光にもつなが

っていると思います。 

【生源寺部会長】  ありがとうございました。その他、いかがでしょうか。よろしいで

しょうか。何かあればご発言いただきたいと思いますけれども。どうぞ。 

【安島委員】  何度も申しわけありません。私は、資料６の４の今後の半島振興のあり

方の研究会の座長をさせていただきましたので、多少補足的にご説明したいと思います。

この時、先ほどもご説明がございましたけれども、いろいろな指標をとりますと、例えば

道路だとか、下水道とか、医療とか、みんなやはり他の地域に比べると不利な条件にあっ

て、なるべくそれを改善しようということで、いろいろと支援策を練っているわけなんで

すが、どうもそれだといつまでたっても後追いになってしまう。もっと半島らしい暮らし

の豊かさとか、そこに住んでいることの誇りとかをもっと強調して、半島ならではの価値

というものがどういうところにあるのかということを見つけていかなければ、いつまでた

っても半島地域は近づけども追いつかないということになるんじゃないかという議論が、

この研究会でも出ました。 

 その半島的な、「暮らすことの豊かさ」の指標みたいなものを作っていこうというよう

な、例えば、地産地消率とか、あるいは通勤時間とか、なかなか指標化しにくいんですけ

れども、旬を感じるような食べ物を食べているかとかを指標でとると、とても都会に住ん

でいる人は勝てないですね。だから、ブータンの指標じゃないですけれども、やはりそう

いうものによって、もっと何か価値というものを見つけ出していこうという議論が結構出

まして、それが今回の調査の１つの特徴になったのかなと思っています。 

【生源寺部会長】  ありがとうございました。その他、いかがでしょうか。それでは、

原田委員。 

【原田委員】  私は都市交通が専門なんですが、今の時間的な余裕という点では、都市
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に住んでいる方では、この日はこういうことをやるぞと決めたら、雨が降ってもやりが降

っても野外のゴルフとかをやらなくてはいけないんですが、半島では、季節に合わせて、

時間に合わせて、あるいは天候に合わせて、今日はこれが一番いいなということを非常に

自由にできるという生活時間全体の豊かさがあるんだと思うんです。通勤時間はちょっと

考え方がいろいろあって、東京は通勤時間が長いから大変だろうと言うけれども、それは

通勤時間が長いのを承知の上で通勤してきており、東京に魅力があるからその生活を選ん

でいるので、通勤時間だけ切り出されるとちょっと厳しいなと。もっといろいろな活動で

時間的な余裕があるという方がいいかなと思いました。 

 それから、１つお聞きしたかったんですが、この半島振興のあり方研究会の報告書はこ

れはいつ出たものか教えていただけますでしょうか。 

【小山半島振興室長】  これは昨年度の調査ですので、３月に取りまとめまして、大々

的に公表したということではなく、各県の担当部局に配るなど、そういった形で、まとめ

たものです。 

【原田委員】  そうですか。わかりました。それで、４ページのところに、中心都市と

の関係も、今まで相応に関連して助け合ってとありましたけれども、中心都市も疲弊して

いるので、これはどう読めばいいんでしょうか。中心都市の確保とともにと書いてありま

すけれども、中心都市の疲弊というのも避けられないので、先ほどおっしゃったように半

島地域自体で独立して地産地消で自分の魅力を持ってというようなことを考えろという意

味の自立ということなんですか。中心都市との関係をどう読めばいいか教えていただけま

すでしょうか。 

【安島委員】  ここでは、中心都市の疲弊という部分は考えておりません。 

【原田委員】  そうですか。 

【安島委員】  それは特に考えていなくて、あくまで中心都市は。 

【原田委員】  頑張ってもらう。 

【安島委員】  頑張って自立する中心都市の機能を維持してほしいということです。 

【生源寺部会長】  それほど大部のものでなければ、委員の方に差し上げることはでき

ますか。 

【小山半島振興室長】  報告書を郵送させていただきます。 

【生源寺部会長】  お願いできればと思います。その他、いかがでしょうか。よろしい

でしょうか。 
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 それでは、以上で、議事は終了いたしたいと思います。なお、本日の議事の概要につき

ましては、速やかに公表したいと思いますので、ご承知おきいただきたいと思います。 

 それでは、以上をもちまして、本日の部会を終了いたします。 

 どうもありがとうございました。 

 

 

―― 了 ―― 


