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国土審議会第３回半島振興対策部会 

平成２３年５月１８日 

 

 

【山本地方振興課長】  おはようございます。ただいまから国土審議会第３回半島振興

対策部会を開催させていただきます。 

 私、地方振興課長の山本でございます。委員の皆様方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でございますので、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、よろしくお願いいたします。 

 会議の冒頭につきまして、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とすることと

されており、これは当部会にも準用されております。従いまして、当部会も会議、議事録

共に、原則公開することし、本日の会議も一般の方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。 

 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ます。議事次第、座

席表、配付資料一覧の他に、資料が１から１０まで、参考資料が１から２までございます。

資料の不備がございましたら、事務局に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２の中の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しているところでございます。 

 それでは、委員の方々をご紹介させていただきます。鈴木輝隆特別委員でございます。 

【鈴木委員】  よろしくお願いします。 

【山本地方振興課長】  田中達美特別委員でございます。 

【田中委員】  よろしくお願いします。江田島市長です。 

【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】  野口智子特別委員でございます。 

【野口委員】  野口です。よろしくお願いします。 

【山本地方振興課長】  安島博幸特別委員でございます。 

【安島委員】  安島でございます。よろしくお願いします。 
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【山本地方振興課長】  なお、沖大幹委員、原田昇委員は、ご都合により欠席との連絡

をいただいております。また、仁坂吉伸特別委員におかれましては、代理の方が見えてい

らっしゃいますのでご紹介いたします。和歌山県企画部地域振興局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】  次に、議題の１、半島振興計画に関する説明者をご紹介いたし

ます。佐賀県経営支援本部市町村課の築地地域振興企画監でございます。 

【佐賀県築地企画監】  よろしくお願いします。 

【山本地方振興課長】  長崎県企画振興部地域振興課の松尾課長でございます。 

【長崎県松尾課長】  よろしくお願いします。 

【山本地方振興課長】  続きまして、事務局側の出席者を紹介いたします。 

 小林審議官でございます。 

【小林審議官】  小林でございます。よろしくお願いいたします。 

【山本地方振興課長】  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】  なお、都市・地域整備局長の加藤は、震災関係の用務が急遽入

りまして、失礼を致しております。 

 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ご報告させていた

だきます。委員の皆様方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。 

【鈴木委員】  よろしいでしょうか。 

【山本地方振興課長】  お願いいたします。 

【鈴木委員】  部会長につきましては、国土政策、観光につきまして深い学識、そして

半島振興に関し様々な視点からアイデアを出しておられます安島博幸委員にお引き受け願

ってはと思いますので、ご提案申し上げます。 
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【山本地方振興課長】  ありがとうございます。ただいま鈴木委員から安島委員にとい

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。 

（「異議なし」の声あり） 

【山本地方振興課長】  ありがとうございます。ご異議がないようでございますので、

安島委員に部会長をお引き受け願うことといたします。 

 それでは安島委員、部会長席にお移りいただきますようお願いいたします。 

（安島委員、部会長席へ移動） 

【山本地方振興課長】  それでは、これ以降の議事運営につきましては部会長にお願い

いたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【安島部会長】  ただいま部会長に選任をいただきました安島でございます。委員の皆

様方のご協力をいただきまして、円滑な議事の進行に努めてまいる所存でございますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは早速ですが、国土審議会第３条第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が、引き続き沖

大幹委員に部会長代理を務めていただくようにお願い申し上げたいと思います。よろしい

でしょうか。 

 それでは、議事に入ります前に、小林審議官よりご挨拶をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

【小林審議官】  小林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日は大変お忙しい中ご出席いただきまして、どうもありがとうございます。現在、東

日本大震災の復旧、復興に向けて、国土交通省を挙げて全力を尽くしております。その関

係で、今日局長が出席できない状況になっております。ご容赦いただきたいと思います。 

 今回の被災地には、概ね直接半島振興対策実施地域の指定を受けたところはございませ

んでした。しかし、海岸沿いであること、それから交通の手段が必ずしも十分ではない地

域であること、経済的に不利な地域であることなど、様々な点で被災地と半島地域には共

通する部分がございます。今後防災力の強化や、地域振興についても、色々と研究をして

いかなければならない部分があると感じているところでございます。 

 今回ご議論いただきますのは、昨年１２月に第２回半島振興対策部会でご審議をいただ

きました東松浦半島振興対策実施地域の鷹島への架橋に伴う区域変更につきまして、本年

３月に地域指定が完了いたしまして、これを受けて、佐賀県知事及び長崎県知事より、こ
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の地域の半島振興計画の変更協議がございましたので、本日はまずこの変更の内容につき

ましてご審議をいただきたいと思います。 

 また、全国の半島振興計画の進捗状況等につきましてもご報告させていただきたいと思

いますので、ぜひ活発なご議論をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

【安島部会長】  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ください。本日の議題は、１つめが半島振興計画の変更に

ついて、２つめが半島振興計画の進捗状況等に関する調査等についての報告の２点でござ

います。 

 まず、第１の議題である半島振興計画の変更についての議事に入りたいと思います。半

島振興法第３条第５項において準用する同条第１項の規定に基づいて、東松浦地域の関係

県知事より半島振興計画の変更の協議があり、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、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。 

【小山半島振興室長】  それでは、資料２をご覧ください。諮問文です。 

 

国都半第４号 

総行地第１５号 

２２農振第２３７７号 

平成２３年４月８日 

国土審議会会長 岡村正殿 

国土交通大臣 大畠章宏 

総務大臣 片山善博 

農林水産大臣 鹿野道彦 

半島振興計画の変更について（諮問） 

 半島振興法第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、

東松浦地域の関係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。 
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 次に、付託文です。 

 

国国土審第２号 

平成２３年４月２２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 

半島振興計画の変更について 

 平成２３年４月８日付け国都半第４号、総行地第１５号及び２２農振第２３７７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の意見の求めのあった別添「半島

振興計画の変更について」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。 

 

 以上です。 

【安島部会長】  はい。ありがとうございました。皆様方におかれましては、本件に関

しまして十分なるご審議をお願いしたいと思います。 

 それでは、諮問議案の詳細等につきまして、佐賀県の築地地域振興企画監よりご説明を

お願いいたします。 

【佐賀県築地企画監】  佐賀県地域振興企画監の築地でございます。よろしくお願いい

たします。私どもの方からは、佐賀県と長崎県共同で作成した資料３から資料６まで、４

種類の資料を配付いたしております。そのうち資料４につきましては、半島振興計画の本

文そのものでございます。それから資料５につきましては計画の一部変更ということで、

これは現計画と変更案を新旧対照にした表をお付けしております。それから資料６で、今

回の半島振興計画案の概要を記載させていただいております。 

 本日の説明に当たりましては、資料３の「東松浦地域半島振興計画に係る変更案につい

て」というＡ４横判資料でご説明したいと思っております。それでは、資料３に基づきま

して以下説明させていただきます。 

 今回の変更に係る経緯でございますが、平成２１年４月に鷹島肥前大橋が開通いたしま

した。長崎県松浦市の鷹島町と佐賀県唐津市が陸続きとなったことによりまして、両地域

の結びつきが一層緊密化したところでございます。そこで、平成２３年３月、先々月でご
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ざいますけれども、半島振興対策実施地域の追加の指定をいただいたところでございます。 

 下の方に位置図を載せておりますけれども、東松浦地域の左のほうに鷹島町がございま

すが、ここに約１,２５０メートルの大橋をかけております。平成９年から２０年まで１２

年間の事業でございまして、事業費総額約２００億円で事業を行っております。 

 右側のほうに地域の概況を載せておりますけれども、当地域は鷹島町を含めまして、面

積が２７３平方キロメートル、人口が１０万９,０００人弱でございます。産業別人口につ

きましては、大体他のところと同じですけれども、３次産業が多くなっておりますが、こ

の地域は第１次産業が１３.１％でございますけれども、他の地域に比べますと若干１次産

業の方にウエートを置いた地域でございます。うち鷹島町につきましては４２％と、第１

次産業のウエートが非常に高くなっている状況でございます。 

 今回計画に追加いたします鷹島町について、主な主要産品は葉たばこ、それからトラフ

グ、これは養殖でございまして、出荷量日本一でございます。それから伝統工芸といたし

まして石工業、これは約４５０年の歴史がございます。それから観光施設といたしまして、

道の駅鷹ら島、鷹島モンゴル村がございます。 

 架橋によりまして交流も拡大いたしまして、佐賀県側から鷹島への車両の流入量が、平

成１７年と２１年を比較してみますと、１１倍ぐらいに増えているところでございます。

九州各県からの流入を見てみますと、架橋前は長崎県が も多かったのですけれども、架

橋後は佐賀県からの流入が も多くなっているという状況でございます。それと、ここに

は書いてありませんけれども、福岡県からの流入が以前は見られなかったのですが、架橋

によりまして福岡県からの流入が結構増えているという状況でございます。 

 それから地域間の連携状況でございますけれども、観光協会につきましては、旧鷹島町

観光協会と唐津市の観光協会におきましては、以前から連携した事業を行っておりまして、

毎年会議も開催している状況でございます。それから救急医療災害体制につきましても、

以前から唐津市への救急搬送等ございまして、架橋によってより安全・安心な救急体制が

確保されたというところでございます。それから消防の相互応援につきましても、松浦市

と唐津市との間で大橋開通以前から相互応援協定が結ばれているという状況でございます。 

 今回の計画の主な改正点でございますが、今回は鷹島町を追加したことによります改正

が主な点でございます。振興の基本的方向、それから施策、振興計画の中で、観光の振興

につきまして、鷹島はトラフグが有名でございますので、唐津市の呼子のイカや鷹島のト

ラフグなど、地域の資源である「食」をテーマにした観光ルートの形成を図っていくとい
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うことを追加記載しております。 

 それから水産業の振興につきましては、鷹島のトラフグのブランド化に向けた取り組み、

それからこの地域はマグロの養殖も結構盛んな地域でございまして、マグロ養殖の関連施

設ですとか、あとは漁船の保全修理施設の整備推進を図っていくということを追加記載し

ております。 

 それから商工業の振興につきまして、先ほど申し上げました約４５０年の歴史がありま

す鷹島の石工業の伝統技法の継承、競争力の強化を図っていくということを計画に記載し

ております。 

 それから鷹島につきましては港湾が２港ございまして、床浪港と神崎港とありますけれ

ども、これの港湾機能の適切な維持管理に努めていくということを記載しております。 

 それから地域文化の振興の中で、元寇、これは１２７４年と８１年にモンゴルが攻めて

きた元寇に関連した海底遺跡がこの地はたくさん残っております。そういったものの保存

ですとか、整備に向けた取り組みを図っていくということを記載しております。 

 その他、鷹島町の追加指定に伴う現在の記述の見直しを行っておりまして、地域の概況

とか、あと現状、課題に鷹島町に関する記述を追加したりですとか、あるいは鷹島町に関

するデータを修正、それから字句の整理等を行ったところでございます。 

 以上が鷹島町を追加したことによる改正点でございまして、次に、事業内容の変更等と

いうふうに書いてございますけれども、この計画が平成１７年に策定したものでございま

して、それから６年ほど経過しております。そこで、今回鷹島町の追加にあわせまして、

事業の進捗状況に応じて記載内容を現時点で修正を一部しております。 

 １つは、地域の現状の中で情報通信の分野ですけれども、ＣＡＴＶ網の整備を図ってい

くということを書いておりましたけれども、整備が完了いたしましたので、完了したとい

うことと、ネットワークを活用したブロードバンド環境が実現したという記載に改めてお

ります。 

 それから振興の基本的方向、それから施策、振興計画の中では、情報通信の分野の中で、

先ほどのＣＡＴＶ網の整備が終わったということを受けて、今度は光ファイバー等により

まして、超高速通信網の整備を促進するということを記載しております。それから、港湾

整備におきましては、現在唐津市の唐津港で整備しております内貿ユニットロードターミ

ナルの整備促進というものをやっておりますので、そこを追加させていただいております。

それから商工業の振興につきましては、農商工等連携促進法が平成２０年度に施行されて
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おりまして、それ以来県としても、農商工連携による新商品開発支援を行っておりますの

で、そのことを計画の中に位置づけるために、今回追加記載しております。それから福祉

の増進の分野で、これまで障害者福祉施策について記載がなかったものですから、今回見

直しまして、障害者福祉施策の分野を追加しております。これは簡単に言いますと、県の

障害福祉計画等に基づきまして施策を推進するということを記載しているものでございま

す。 

 今回の振興計画の変更案につきましては以上でございまして、あと資料の４、５、６に

つきましては、それぞれ見ていただければというふうに考えております。簡単ですけれど

も、私の方からの説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

【安島部会長】  ありがとうございました。ただいまの佐賀県からのご説明を踏まえま

して、委員の皆様方にご審議をお願いしたいと思います。何かご意見、ご質問等ございま

すでしょうか。どなたからでも結構でございます。いかがでしょうか。 

【野口委員】  この福岡の方から随分車両が増えたというのは、これは観光目的でしょ

うか。それともお仕事上のでしょうか。 

【佐賀県築地企画監】  正確に分類したわけではないのですけれども、おそらく観光目

的が大半ではないかと思っております。 

【野口委員】  ありがとうございます。 

【安島部会長】  他にございますか。私から少しお伺いしてよろしいですか。マグロの

養殖は結構前からされていらっしゃるのですか。 

【長崎県松尾課長】  それほど前からではありません。ここ七、八年ぐらいじゃないか

と思いますけれども。 

【安島部会長】  そうですか。トラフグも養殖ですか。 

【長崎県松尾課長】  養殖でございます。 

【安島部会長】  それは何か、食材とか色々とあるということですね。 

【長崎県松尾課長】  はい。水産業が結構盛んなところでございまして。 

【安島部会長】  そうですか。漁村集落とか、結構ありますか。 

【長崎県松尾課長】  ございます。やっぱり漁港、漁港ごとに集落はあります。 

【安島部会長】  他に何かございますでしょうか。 

【仁坂委員代理（千葉課長）】  よろしいですか、１点。 

【安島部会長】  はい、どうぞ。 
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【仁坂委員代理（千葉課長）】  行政の立場からの意見ですが、こうした地域計画づくり

というのは非常に重要ですが、同時にその計画を着実に推進していく、そのための方策と

して、当県では、 も重要なのは関係者の連携であると考えています。現在当県が半島地

域振興対策協議会、これは全国の半島地域を擁する道府県で構成されていますが、その事

務局を、半島振興法ができる前の昭和５９年から担当しております。本県、特に紀伊半島

という日本 大の半島を抱えており、そうした半島地域の振興を図るためには、１つの地

域だけではなく全国的な広がりの中で、特にこの半島振興法は議員立法ですので、全国に

向けての情報発信が重要と考えています。このため協議会の活動として、毎年半島振興対

策促進大会を、東京で関係道府県すべてが参集して、道府県の議会で構成されます半島地

域振興対策議会議長連絡協議会並びに全国の半島地域に指定されている市町村で構成され

ます全国半島振興市町村協議会共々、三者が、連携が非常に重要ということで共同で取り

組んでおります。 

 また、本県の場合は、特に半島振興法ができる４年前、昭和５６年から紀伊半島知事会

議を開催しております。これはなぜかといいますと、やはり半島であるがゆえ、道路交通

網の整備、あるいは生活基盤等が他の地域に比べて非常に低位にありますが、１つの県で

頑張ってもなかなか振興は難しいということで、３県の知事が一堂に会しまして、３県共

通の課題について議論し、その課題解決に向けた具体的な施策に連携して取り組んでおり

ます。そのような取り組みの中で、相当事業が進んでおります。広域的な道路交通網の整

備をはじめとしまして、３県共同によるドクターヘリの運行、３県共同で取り組んだこと

による紀伊山地の霊場と参詣道の世界遺産登録、さらには災害時の３県での相互応援協定、

３県での観光ＰＲ等が挙げられます。今回の計画を着実に進めるため、関係の２市１町、

佐賀、長崎県がその計画の具体的な取り組みを着実に進めるためには、今後ますます関係

機関との連携を深めることが重要になると考えております。以上です。 

【安島部会長】  貴重なご意見ありがとうございました。そういう取り組みはしておら

れますか。 

【長崎県松尾課長】  大変重要なご指摘だと思います。実は今回東松浦半島の方には長

崎県の松浦市の一部が入っておりますけれども、もう一つ北松浦半島というのがございま

して、東松浦の隣なんですけれども、こちらの方には長崎県の市町村が主なんですが、佐

賀県の伊万里市さんも入っていらっしゃいます。ですからこのような形で、北松浦、東松

浦は、県境は一応ありますけれども、歴史的には両方一緒になって発展してきたというこ
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とがございますので、そのあたりは両県とも、あるいは各市町とも十分に連携を深めなが

ら、計画の実行に向けて努力をしたいというふうに考えております。ありがとうございま

す。 

【安島部会長】  はい。ありがとうございます。それでは、他に何かございますでしょ

うか。 

 それでは、特に本件に関しましては特段の問題が見受けられないようでございますので、

付託された東松浦の半島振興計画変更に関して、異議はない旨を国土審議会会長あてに報

告したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【安島部会長】  はい。ありがとうございました。それでは当部会といたしまして、本

件につき異議はない旨、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。この後、

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なりますので、念のため申

し上げます。 

 続きまして、第２の議題でございます。半島振興計画の進捗状況等に関する調査等につ

いてでございます。こちらにつきましては事務局から関係資料等をご説明いただき、その

後委員の皆様方から自由にご意見を賜るという形で進めてまいりたいと思います。それで

は、事務局よりご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７から１０についてご説明いたします。基本的

には資料７を中心に、１５分ほどお時間をいただいて説明いたします。 

 まず資料７「半島振興計画の進行状況等に関する調査について」でございますけれども、

これは２１年度に開催しました半島振興のあり方研究会におきまして、半島計画を策定し

て５年経ったところで、現在の計画が地域の実情に即しているのか、計画を見直すべき点

はないのか等についてフォローアップすべきという提言がなされたことに基づいて行った

調査です。これは今年の２月に半島計画を策定しています２２の道府県に対して、計画内

容の進捗状況について調査票を送りまして回収したものの概要をまとめたものです。 

 調査項目につきましては、半島振興計画全般についての進捗状況、現行の振興計画に対

する評価、その他半島計画の個別の計画事項につきまして、進捗状況についての回答を得

ております。 

 調査結果についてですが、まず１番、半島振興計画全般についての進捗状況は８９％の

回答につきまして、概ね順調に進捗しているということです。計画達成に向けた課題が依
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然として多いという回答は４％となっております。 

 ２番、現行の振興計画に対する評価ですが、概ね地域の実情にあっているとの回答が８

９％、経済・社会情勢の変化により、地域の実情に合わなくなっているというものは４％

となっております。全体的な課題等につきましては、産業・生活基盤の整備に関する進捗

の遅れ、あるいは新たな課題として、人口減少、交通弱者の問題等が挙げられているとこ

ろです。 

 ３番、計画の推進のための多様な主体との協働の状況ですが、これにつきましては関係

市町村、地域づくり団体との十分な協力・連携体制が構築されているという回答が７９％、

不十分という回答が７％となっております。具体的には活動団体が増加している等の回答

がある一方で、関係行政機関で協議会等組織をつくったものの、活動が低調である、ある

いは過疎化により内部だけでなく、半島外部との連携も必要になってきているという意見

も見られているところです。 

 ４番、関係県間での計画実施に係る連携につきましては、能登、紀伊、北松浦、大隅の

４半島地域につきまして複数の県でなっているところです。それらについて関係県の間で

連携がどうかということを確認しましたところ、全県におきまして関係県での連携は十分

だという回答を得ております。具体的な連携の内容としましては、広域観光、緊急時等の

相互応援、定期的な情報交換、協議会等の設置、あるいは関係機関への共同要望を行うと、

そういった活動を共同で行っているということでございました。 

 次に５番、振興計画の個別事項についてでありますけれども、半島計画には、下の１か

ら９までの個別の計画事項がございます。このうち、⑦地域間交流、⑧国土保全施設の整

備につきましては、１７年の法改正のときに新たに追加された計画事項です。個別に見て

いきますと、②産業振興及び観光の開発、④生活環境の整備、これらが比較的順調である

という回答が低くなっております。また、①交通通信施設の整備、あるいは⑥教育及び文

化の振興、⑧国土保全施設等の整備、これらが概ね７割台ということで、やや低めの回答

となっております。 

 個別に見ておきますと、交通通信施設の整備、これにつきましては７１％の回答で概ね

順調ということですが、半島循環道路を中心に整備が進んでいる一方で、地域によっては

まだ半島循環道路の整備が不十分という認識もありました。また、公共交通機関の存続を

めぐる問題が多いといったところが傾向的に見られております。通信施設につきましては、

携帯電話の不感解消といった課題がある地域がありました。 
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 次に、産業振興及び観光の開発ですが、これが一番順調という回答が低かったところで

す。具体的には、商工業につきましては商店街の衰退。企業誘致につきましては、積極的

に取り組んでいるものの厳しい状況である。農林水産物については、ブランド化などさま

ざまな取り組みを行っておりますが、一方、獣害等の深刻化が見られる、観光につきまし

ては入り込み客数の伸び悩みなどが挙げられております。総じて見ますと、地域資源を活

用した地域産業の振興に積極的に取り組んでおりますけれども、一方で成果が十分に上が

っていないという認識を示している回答が多くありました。 

 水資源の開発利用ですが、これは順調という回答が８２％ということでありますけれど

も、集落によっては水道設備のコスト面で課題があるという回答も見られたところです。 

 次に、生活環境の整備ですけれども、これは６４％が順調ということで、比較的低い項

目です。具体的には下水道の整備について、順調に進んでいる一方で、他地域に比べて整

備率が低いという課題を示しているところが多くありました。また、地域防災力の向上に

ついては、自主防災組織の組織率向上等に取り組んでいるといった地域が多くありました。 

 次に、高齢者福祉、その他の福祉の増進につきましては、８６％で概ね順調ということ

ですけれども、医師不足ですとか地域医療体制の課題を抱えているところが比較的多くあ

りました。 

 次に、教育、文化の振興につきましては、これは７５％で順調ということですが、地域

の自然、歴史、文化、産業等を教育に活用している地域ですとか、行事、芸能の保存に取

り組んでいるという地域が多くあります一方で、学校の統廃合等の課題を挙げている地域

が多く見られたところです。 

 地域間交流の促進ですけれども、これは８２％が順調ということですが、定住の促進や

Ｉターンの雇用機会の確保に取り組んでいるほか、地域情報の積極的な発信をすることに

よって交流人口の拡大を図っているという地域が多くなっています。一方で交流拠点の施

設整備をしているが利用状況が十分でないといった回答も見られたところです。 

 国土保全施設の整備ですけれども、これは７１％が順調ということで、河川堤防等のイ

ンフラの整備を推進する必要があるという認識、あるいは防災関係機関の連携やハザード

マップといったソフト面での取り組みを熱心にやっているといった回答が多く見られたと

ころです。 

 後に、その他半島の振興に関する事項としましては、大概のところで環境保全等につ

いて記載しているところが多かったのですけれども、９２％で順調という回答になってお
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ります。 

 総体的に見ますと、一部実情に合わなくなった部分もあるものの、実質的に影響は少な

いので、全道府県とも現状の計画に基づいて運用等で対応していきたいといった結果にな

っております。 

 以上で進捗状況の概要を終わります。 

 次に、資料８です。これは前回も出している資料で、半島をめぐる状況及び半島振興施

策の概要ということで、前回と基本的には変わっておりません。若干新しいデータが入っ

たところがあります。１点、観光入り込み客数につきまして、前回お示ししたのは６０年

との対比で観光のデータを示しましたが、精査しましたところ、整合性のとれないデータ

が比較的多く入っておりまして、６０年からのデータを示すとミスリーディングですので、

表を修正させていただいております。継続的に見られるデータがなく、平成１７年から２

０年ということしかお示しできないのですけれども、基本的には観光入り込み客数につき

ましては、全国が概ね横ばいの中で、半島地域もほとんど横ばい、宿泊客数につきまして

は、全国でちょっとでこぼこはありますけれども、やや減少傾向の中で、半島では若干の

増加傾向といった傾向が見られるところです。 

 次に、資料９です。平成２３年度の半島振興関係調査の概要ということで用意しており

ます。半島室の方で地域づくり活動を活発化させ、半島地域間の交流・連携を促進するた

めに５,０００万ほどの予算を計上して４つの調査を実施する予定でございます。１つめが

半島地域活性化の多様な担い手形成促進調査ということで、様々な主体が地域活性化に参

画し、自発的・主体的な地域づくりに取り組める環境づくりを促進するために、座談会や

ワークショップを連続開催することを予定しております。こうしたことによりまして半島

に共通する課題やノウハウを共有し、ネットワーク構築を図っていきたいと考えておりま

す。 

 ２つめ、半島間連携による自立的発展支援調査ですけれども、これは複数の半島地域の

連携・協働活動に関する実証調査としまして、複数の半島地域の特産品の共同販売等によ

る販路開拓、あるいは複数半島の周遊観光のプログラムづくり、こういったことを支援し

ていきたいと考えています。 

 ３つめ、半島地域の価値創出支援調査ですが、農林水産業の６次化、観光等を中心に多

様な主体が参画し、地域経営に取り組むための実証調査を行うことを考えております。 

 また、半島地域の産業構造等調査では、基礎的なデータの収集に努めたいと考えており
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ます。 

 後、資料１０ですが、これも毎回まとめております。半島予算につきましては、関係

部局、関係省庁でそれぞれのつかさ、つかさで適切に予算要求、事業実施をしていただく

ということになっております。前回１２月の段階では概算要求内容を説明させていただき

ましたが、２３年度予算が確定しましたので、予算額をまとめております。事業の規模、

あるいは予算額が若干縮小したものもございますが、基本的には前回の説明したものと変

わっておりませんので、説明は割愛させていただきます。以上です。 

【安島部会長】  どうもありがとうございました。それでは、ただいまのご説明に関し

まして、ご意見、ご質問等を頂戴したいと思います。自由にご発言をいただきたいと思い

ます。はい、どうぞ。 

【田中委員】  この報告にありますように、様々な整備というのは相当進んだと感じて

おります。ただし、時代の流れというか、そのときの流れとともに新たな課題とかがあっ

て、例えば道路でも、現実には整備は当初の計画どおりに相当進んだと思います。ところ

が、整備は進んだんですけれども、いわゆる他の地域、例えば江田島でいいますと、呉市

とか広島市の地域は高規格道路とか高速道路がどんどんできまして、当初の計画でいいま

すと半島地域も相当整備が進んで便利がよくなったんですけれども、他の地域はさらにそ

れ以上に進んでいるということで、１つの例でいいますとよくなったんですけれども、他

と比べるとさらに差が開くとかいうような感じを私は持っているわけです。それは先ほど

この資料８の中にもありましたように、例えば医療とか、様々な分野で格差が出ていて、

半島地域だけを限定しますと非常によくなってはおるんですけれども、それ以上に他の地

域の方が、例えば江田島市でいいますと目の前の広島市なんかとの差が開くというような

ことが出ております。 

 私はよく冗談で言うんですけれども、今はやりのデフレスパイラルということで、どん

どん悪循環で物事が回っているのが、半島地域はいわゆる過疎スパイラルというか、少子

高齢化による悪循環がどんどん広がっていって、どこかを１つとめれば、例えば人を増や

すことができればさまざまなことが解決できるんですけれども、なかなかどれかの１つを

とめることができないと。子供の数がどんどん減ります。それは働くところがないとか。

働くところがないのは、いわゆる物流コストを計算すると、明らかに都市の近郊に工場を

つくるのと、我々のような半島へ工場をつくるのは、物流コストを考えると全然半島地域

へは工場の進出ができないというようなことがあって、非常に悪循環をどんどん繰り返し
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て、それが大きくなって少子高齢化が進むという形になっておりますので、新たな、新し

い目線で半島地域の振興を考えないと、今までのようなことではなかなか、今の流れをと

めることというのは非常に難しいと思います。 

 ただ、現実に大勢の方が住んでおりますから、それに対する日々の対応というのは毎日

繰り返して実施していかなければいけないということはありますので、もう少しものの見

方を変えてやる必要があるんじゃないかというように感じております。 

【安島部会長】  ありがとうございます。何かお答えになることありますか。 

 私は、半島振興のあり方の研究会のときに、いわゆる道路の整備率だとか、下水道の整

備率だとか、財政力指数だとか、そういうような指標を追っている限り、いつまでたって

もやっぱり追いつけないと。もう少し暮らしやすさですとか、半島ならではの、住むこと

自体の面を評価するという、新しい評価指標というものをもう一度考えて、そういうこと

も調査をしたらいいじゃないかというふうになったのかなと思っているんですが、こうい

う調査の中にそういう視点も入れて調査していただけると、結構いい意見があったと思う

んです。半島ならではの豊かさ、暮らしの豊かさというのはあると思うんです。確かに、

道路とか、財政力指数とか、こういうのを見てしまうと、これはいつまでたっても追いか

けっこになってしまうわけなんですが、例えば今回の調査の４ページに色々まとめがござ

いますけれども、例えば高齢者福祉、その他福祉の増進なんていうと、結構高い数字にな

っておりまして、お年寄りにとっては非常に暮らしやすい地域なのかなというような感じ

も受けるんですね。何かそのあたりの、今、発想の転換ということを田中委員の方でおっ

しゃいましたけれども、指標のとり方等も、調査に当たってはそういう調査の枠組みをち

ょっと変えると、また違った半島の像が見えてくるのかなというふうに私は思いました。 

【小山半島振興室長】  ありがとうございます。あり方研でもそのように指摘されてお

りまして、半島室の方でも何か新たな指標ができないかと思って、昨年度から検討してお

ります。ただ、なかなかデータとしては難しい。例えば地域づくり会議とか、座談会とか

色々やっておりまして、そういったところで、地元で活動されている方々のご意見を伺っ

たり、地域の人材の発掘ですとか、そういったネットワークづくりの応援をしたりしまし

て、あるいは地域資源で、今まで地域の人たちではマイナスのイメージしかなかったけれ

ども、外の人の目から見ると素晴らしいじゃないかとか、そういった定性的な意見は色々

聞いてます。ただ、データとしてそろえるというのはなかなか難しくて、今、どういうこ

とができるのかということは検討しております。引き続き、そういった指標的なものがで
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きるかどうかというのは検討していきたいと思っております。ご指導をお願いいたします。 

【安島部会長】  先生、どうぞお願いします。 

【鈴木委員】  振興計画自体が、ものを起点にしていたのから、人を起点にしてきてい

るということは、私も非常にいいことだと思います。ものを整備していっても、先ほど田

中委員から話がありましたように、人がいなくなってしまえば、意味がないわけですから、

人を起点としていく。その中でも、これから振興計画の中に、若者がどれだけ半島地域に

住んでいくかという指標を出していく。若者を引きつけるというのは、私も大学で若者に

接していて思うのですが、こちら側も正直になるということなのです。今、世の中で何が

起こっているのだ、何が問題なのだというようなことを敏感に感じ取る力が若者にはある

わけです。正直に、半島地域の課題とか、経済の課題も産業の課題も、何が一体問題なの

かということをきちっと出す。若い人たちはこれから生きていく時間がたくさんあるし、

未来を生きていかなきゃならんわけですから、そこに訴えていくような半島の政策をする

ということは極めて重要なことではないかなと思うのです。 

 それから半島の魅力というのは外部空間が、環境として非常にいい、海もある、そして

山もある。一方、例えば先ほどの長崎と佐賀にしても、伊万里とか唐津とかがあるのです

から、内部空間も、伊万里焼とか、地域にある技や手仕事を上手に使って、地域に魅力を

つくることができるわけです。今までは外部空間の魅力といっていたのに対して、内部空

間としてのライフスタイルの魅力によって、若い人たちを惹き付けるということを半島地

域もしていけば、若い人が来てくれる。政策が半島とか、条件不利地域から若者に対して

魅力的なメッセージとして訴えていくことです。外部空間は魅力的、内部空間も魅力的、

それから今の課題はこうなのだということを正直に出す。それを若者が感じ取る。こうし

たセンサー能力があるから、半島に行って自分も何かをやろうと思うようになる。今の若

者は、我々の頃と違って、結構ボランティアとか、社会貢献とか、人の役に立ちたいとい

う思いがあるわけです。こうした若い人たちの力をどんどん半島が吸収できる場所にして

いけば、若者が生きる場所に選んでいくんじゃないかなと思います。このように人起点に、

大きく政策転換していったらいいのじゃないかな。 

 このときに問題なのは、例えば、漁業権の中に若い人は入れないよといったことはやめ

て、若い人も入れるということを明らかにしていくことで、若い人も半島を生きていく場

に選択していく。色々な既得権も、もう一度若い人たちと見直していくというようなこと

をやっていけば、半島地域も変わっていくと思うのです。 
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【安島部会長】  はい。ありがとうございました。若い人に絞った形で、色々と課題と

かをもう一度聞いてみるとか、あるいは若い人が活躍している地域の事例を調査するとか

ですね。そういった面は鈴木先生とかよくご存じだと思うんですけれども、この東松浦に

ついてはいかがですか。 

【佐賀県築地企画監】  確かにそうですね。産業などで見ると、半島は不利な地域なの

でなかなか産業もないんですけれども、確かに若者の遊び場所になっていますし、特に東

松浦地域というのは唐津の虹の松原ですとか、きれいな風光明媚なところがありますので、

福岡の方から若い人たちが結構遊びに来ているという状況がございます。 

 今回の計画の中にも、従来から入れていますけれども、若者定住のための住宅の整備だ

とか、環境を整備するための下水道の普及だとか、そういったものを入れていますけれど

も、その若者が来るにしても、雇用というものがないとなかなか定住にはつながらないと

いうのがありますので、半島そのものに雇用の場を設けなくても、半島の基部に当たると

ころあたりでも企業を集めれば、定住の場として半島が活きてくるのではないかという気

はしております。 

【安島部会長】  はい。ありがとうございました。今はそういった若い人で、漁業者に

なっている方は多いですか。 

【佐賀県築地企画監】  そうですね。しばらく若者が離れていっていましたけれども、

近少し戻ってきているような感じもしないではないですね。 

【安島部会長】  そうですか。 

【野口委員】  今、鈴木先生などが随分被災地支援をしていらっしゃって、そこでもお

気づきかと思うんですが、私はスローライフの運動もやっているんですけれども、この震

災後、自分の根っこをガラガラッと崩されて、今までの考え方を変えていきたい、生き方

を変えていきたいという方からすごく多く問い合わせがあったりするんです。今まで早く

早くだったのが、もっとゆっくり、ちゃんと生きていきたいという方が多くいらっしゃい

まして、しかもこの夏を経験して、実際に節電などして自分の変化が確実に起きていくと、

本当に物差しが変わってくる。しかも企業が土日も動いて、平日は休むというような生産

体制に変わったりすると、まず休み方が変わりますよね。この後、大きく休み方が変わっ

てくる。それから、何が正しくて何がいいことなのかというのも、「ものじゃないな」とい

う物差しが変わってくる。 

 そうしたときに、今までの憧れであった観光地とか、一度行きたかったところとか、住
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みたい場所という物差しが変化したときに、ああ、半島があったんだと、振り返れば半島

があったというようなふうに半島が注目をされると、半島の評価というのはすごくこれか

ら高くなると思うんです。そこには営々と続く自然とともに暮らす、すごくいい暮らしが

あったり、コミュニティがあったり、観光化されていない世界がありますね。そういう中

で、長く滞在したり、または二地域居住で行ったり来たり、そこの生活にまぜてもらった

りということが、今まではそういうことがどんなにいいといってもなかなか受け入れられ

なかったことが、やってみようと受け入れる準備のある人たちが圧倒的に増えると思うん

です。お若い方も、赤ちゃんを抱えた若いお母さん方も、非常にナチュラルな暮らし方を

したがっている。 

 そういうふうに熱いまなざしと気持ちが半島に注がれたときに半島がどうするのかとい

うところで、やはり１つネックというか、心配なところが、先ほどのご意見の中にもあっ

たんですが、半島などで組織が硬直化しているところがまだまだ多いです。例えば商工会

さんとか、それから農林関係の団体さんであるとか、古くから続いているところにポンと

新しい人が行ったり、またはＩターンで行った方が何か新しい活動を始めて、その活動と

うまく連携できるのかというと、ポンとはじかれてしまうという、ここら辺の調整力とい

うか。１回でき上がってしまっている組織の悪い部分をひもといて、新しい交流人口と、

またはＩターンでいらっしゃった方を上手にくっつけることをしないと、半島に向けての

熱いまなざしが、すごくいいところだと思ったのにこんな部分があったのかと、またまな

ざしが閉ざされちゃうんじゃないかという心配があります。今までまなざしが向いていな

かったから済んでいたところが、今回すごくみんなが憧れを持って半島を評価したときに、

逆に大きく悪い評価が出てしまうというところが心配されるところです。でも、そういう

ところなどを色々なくしていけば、私は、今こそ日本をよくしていくのは半島地域なんじ

ゃないかと思っています。以上です。 

【安島部会長】  はい。ありがとうございました。そういう新たな視点から見直してい

く、その上では硬直化した色々な組織とか、地域内の色々な事業を点検する動きですね。

私が専門の観光の分野でも、これまでの従来型の色々な組織から、今地域のプラットフォ

ーム、みんなが参加できるようなものをつくろうという動きがあって、そういうものが地

域を変えていく大きい力になっていくんだろうと思うんですけれども、振興のあり方につ

いても、組織というものはどうあるべきかというようなことを検討していく課題かなとい

うふうに伺いました。はい、お願いします。 
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【時子山委員】  基本的なことを伺いたいんですけれども、平成１７年から計画が始ま

って５年経ったので、２１年に見直しと進捗状況の調査をなさった報告ですね。振興計画

をつくるときの前提条件についての調査はしていないんですか。例えば観光ですと、国の

景気がどれぐらいと見込んでいたのか。それが５年間どう違ったのかとか、環境保全の設

備などの場合には、振興予算が計画のときはどれぐらい想定していたのに、５年間でどう

だったので、ということがないと、この進捗状況の結果だけを見てもわからないところが

あるような気がするんですが、その前提条件の５年間の変化については、どこかで調査し

ていますか。 

【安島部会長】  いかがでしょうか。 

【小山半島振興室長】  先生ご指摘のところについては、特に前提条件についてという

ことではやっておりません。この計画自体が各県、あるいは半島の県の連合でつくってい

るので、国の施策に基づいているというよりは、県あるいは市町村の施策の総まとめ的な

ものとなっておりまして、国が前面に出ている計画ではないのです。ですから、国につい

て全体的な調査というのは、今回はやっておりません。ただ、その辺は国土審議会の本審

議会の方などで長期展望ですとか、国の国土形成計画とかの関係でやっておりまして、半

島部会半島室の方では特に全体的な国の前提はどうなったのかというのは調査していませ

ん。 

【安島部会長】  整備状況について、個別事項の４ページの表で、概ね順調、課題が多

い、その他と、これは三択で担当者の方のお考え、主観をお聞きしたということでよろし

いですか。 

【小山半島振興室長】  そうですね。三択のような形で、順調、課題が多い、その他と

いうことで、その他は特にあれば記載をしていただくという形でやっております。これは

基本的には担当者ですが、あくまで組織としての回答ということでいただいています。各

県によってどこまで上がっているかというのはあるでしょうが、組織としての回答をいた

だいていると認識しております。 

【安島部会長】  はい、お願いします。 

【田中委員】  人が住むための基本的な整備と、例えばその地域の振興というのがどう

も、実際の我々がそういうところへ住んでみて、混同しているんじゃないかと。例えば道

路がよくなると人がたくさん来るんじゃないかとか、港湾が整備されると観光客が来てく

れるんじゃないかというような、どうも今まではそういう概念があったように思います。
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道路を整備しないと観光客が来てくれないよと。例えば江田島市でいいますと、海上自衛

隊の術科学校があるわけなんですけれども、道路がよくなると大きなバスでどんどん人が

来てくれるんじゃないかというような、どうも幻想じゃなかったかなというような感がす

るんです。これはやっぱりそこの地域に住む人のインフラ整備、基本的な人が住むための

整備と、観光とか、さまざまな産業の振興というのは離して考えないといけないんじゃな

いかと実は感じております。 

 どうも実際に私や江田島の市民の人も、いつも言うことが、船で３０分かけて広島市へ

出ますと、港へ電車もバスも待っておるような状況なんです。行くとすぐ電車やバスに乗

れるんです。ところが船で江田島市内へ帰ると、バスが来るまで２０分とか、３０分待つ

というような状況なんです。バスの運行などを、第三セクターでやっておるんですけれど

も、決して市が怠慢で横着をしているというわけじゃないんですよ。年間６千万から７千

万円ぐらい補助金を出してバスを運行しているんですけれども、どうもそこらへんで、一

般市民の人が広島市と同じ基準のサービスをその地域へ求めるということで、私はいつも

それを言うんです。海を渡って江田島市へ帰ると、ここはまた違う、広島市とは少し違う

世界なんですよと、少しゆっくりした生活の世界へ入ってくるんですよと、切り替えてく

ださいと言うんですけれども、どうも全部が一緒になって、例えばそういう交通問題もそ

の１つです。 

 それから産業でもそうなんですよ。どうして江田島市はどんどん産業を誘致しないかと

いうと、さっき言いましたように、物流コストを考えると圧倒的に不利なわけです。例え

ば広島市の山陽道沿いの東広島市とか、そういう大きい町と物流コストを比べると、全然

話にならん世界が待っておるわけです。そこを、広島市とか、そういう都市と同じ産業を

誘致しないといけないとか考えてしまう。確かに誘致できれば人は増えると思います。働

く場所が増えますから。それを一生懸命みんな追いかけていますけれども、やっぱり追い

かけるものが違うんじゃないかというので、 近はやっと江田島市内にある自然を活かす

ことを考えようじゃないかということで、特別なことはしないんですけれども、ちょっと

広島市の方へＰＲなどして、今、実は月に２,０００人ぐらい自転車で、サイクリングに来

る方が、江田島市内の狭い道にたくさん来られるんですよ。私は時々つかまえて、「こんな

狭い道で危ないでしょう」と言うと、「いやいや、ここは島なのがいいんです」と。空気も

いい、眺めもいい、一番いいのは、自転車というのは信号でとまるとだめらしいんですね、

サイクリングするのに。すると広島市内とか呉市内というのは信号がたくさんありますの
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で、ちょっと走るととまる、ちょっと走るととまるというような世界をこう、江田島市内

に入りますと、島全部の信号が１０か１５しかないような世界ですから、どんどん走って

いかれるということで、そのままの自然というか、それがいわゆる観光資源の形に実はな

っていて、少しずつ世の中が変わると。 

 それをもっと変えるには、やっぱり行政が誘導するというか、田舎のほうがいいじゃな

いかという形をもう少し強く前面に出すと、ゆっくりスローな世界が広がっているほうが

人間らしいんじゃないかというようなことに気づいてくれるんじゃないかというような気

がするんです。ですから半島地域では、従来のある、例えばＩＴ産業の工場が来るとかい

うことは、追いかけない方が正解じゃないかというような気がする。 

 インフラは、人が住んでいる限りは、やはり安全で安心な地域をつくるというのは、国

の責任でもあるし、地方自治体の責任でもありますから、そこはちゃんと地域の現状を確

認した上で、やはり今までどおり進めてもらいたい。特に 近は福島の原子力発電所事故

がありましたので、私どものところにはそういうものはないんですけれども、たまたま今

日の議題にあった玄海町さんなどは原子力発電所がありますから、そういったことも半島

の振興については考えておかないといけないのではないかと。よその地域のことなんです

けれども、たまたま玄海町がありますので、そういったことも例えば振興計画の中には入

れておくべきじゃないかという気はするんですけどね。これはちょっと余分かもしれませ

んが。 

【安島部会長】  ありがとうございます。本当に交通インフラの整備というような問題

につきましては、市民生活という立場と、産業立地という立場と、観光振興という立場で

は全く違うと思うんですね。産業振興などの場合ですと、早く行けるということが非常に

大事だと思うんですが、観光の場合は必ずしもそうではなくて、交通が便利になると観光

地が発展するかというと、決してそんなことはないんですね。何を求めて観光客が来るの

かということは一番考えなきゃいけないことですので、必ずしも道路が整備されて、進捗

率が高くなることが、もし観光のようなものをそこの地域の主たる産業としようとすると、

観光客にとっていいのかもう一度考えないといけないのかなと思っています。そのお金を

他のところに回したほうが効果があるかということも含めてですね。 

【田中委員】  もう一つ、江田島市には、元々は離島で、橋がかかって半島地域になっ

ているんですけれども、元々離島ですから、どんな産業があるかというと、火薬、海上自

衛隊の弾薬庫とか、中国火薬といって火薬を製造している会社があります。あとは大規模
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な貯油所が２か所あるわけです。元々これはリスクを伴う危ない産業なんですけれども、

それがたまたま江田島市は残っているわけです。ですから普通の、例えば今はやりのＩＴ

産業とかは一切ありません。 も元気を出している産業は、広島県のカキです。それと瀬

戸内海のカタクチイワシという小さいイワシがあるんです。それをとる漁師さんは一番元

気です。産業としても一番大きい。カキなんかは今はもう、国を越えて、中国、台湾、香

港との取引になっておりますから、非常にこの部分は元気があります。 

 結局よく考えると、島に残るものは結果的には広島市内の真ん中へつくれないとか、呉

市の真ん中へつくれない、火薬の工場とかいうようなリスクを伴うものが江田島市域で生

き残ったと。それと自然を対象とする漁業とか、農業も、キュウリも広島県の７割を実は

江田島市で栽培しているんですけれども、そういった手間暇のかかるような産業が残って

るというんですかね、自然を相手にする産業がたまたま残っているということで、長い時

間を考えると、半島地域というのは自然を何とか活かした産業を振興させるということが

これからも必要じゃないか、それが結果的には生き残れるようなことにつながるんじゃな

いかと、私は感じたりしているわけなんです。 

【安島部会長】  どうもありがとうございます。大変示唆に富んだご発言だったと思い

ます。ご意見ありますか。 

【鈴木委員】  今日は現場の率直な意見を聞かせていただいて、いい委員会に出席でき

たと思っています。先ほどの前提条件も、半島ごとにビジョンを持っていていいのではな

いか。田中委員のお話を聞いていても、社会インフラとか、文化インフラとか、自然イン

フラというのは半島には元々ある。今までの振興計画というのはどちらかというと、人工

的だったり、工学的なインフラなのです。むしろ評価しなきゃいけないのは、社会として

のコミュニティだったり、地域の文化だったり、自然インフラだったり、人間に対する考

え方や社会に対する考え方、自然に対する考え方が大事です。今回、価値観が変わってき

た中で、こうした考え方を半島が出していけば、国民の精神的なシンクロを得るような時

代になってきていると思います。 

 江田島のお話などを聞いていると、小規模な自立生活圏というものをしっかりつくって

いる。他に依存するのではなくて、自分たちが自立していける、地方規模の生活圏という

のを、半島や離島地域は条件を備えている。半島のインフラというのは、自然インフラ、

文化インフラ、社会インフラ、それに人工的なインフラをどういうふうに使っていくかと

いう考え方を、逆にしていかないといけない。今までは人工的なものだけが進捗状況で出
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るが、むしろ今の自然インフラをどう活かしていくか、守っていこうということになると

思います。守ることが観光資源を創造するということになっていくかと思います。こうし

た視点をこの機会に変えていくという可能性はあるかなと思いました。どうもありがとう

ございます。 

【安島部会長】  今、鈴木委員からご指摘いただいた点は、前回のあり方の研究会のと

きからもそういうふうな方向に転換をしてきていると私は思っておりますし、今回の震災

でそれがますます加速するのかなと思っていますので、またそういう方向でこれからも検

討をしていきたいと思います。ありがとうございます。 

【田中委員】  従来のハードな整備よりはソフトな整備面に力を注いでいただきたいと

いうことが１つ。これまでの状況で、この１０年、２０年の経過をずっと見てみますと、

ハードの整備だけでは人をとめられない。これから必要なのは、ソフト面に対する国の助

成制度の比率を高めていただければと思います。 

【安島部会長】  ありがとうございます。今、田中委員から江田島の話をお伺いして、

そういう歴史的な視点で考える。昔からの何が残ったのか、何が効果があったのかという

こと、もう一度そのあたりの評価も必要なのかなと感じました。ありがとうございます。 

【野口委員】  今の田中さんのお話から言えば、今、幸福感が変化しようとしていると

思うんです。この幸福感の話は、たまたまこの前北海道の阿寒湖に行って、地元の人から

出てきた話なんですけれども、今まではお客さんをどんどんよんで、儲けて、子供を東京

の大学にやってという形での幸福感だったと。けれども、ここのところのこの有様で、鍵

をかけなくても暮らせる暮らしとか、自分のおばあちゃんに何かあったときに、自分以外

に何人もが助けに来てくれるという暮らし、そういうことの方がずっと幸福だということ

がわかったと。そういうふうに幸福感が変化していく今、半島側から昔の幸福感を追い求

めていくということは絶対にしちゃいけないことだと思うんです。先ほどの、バスは２０

分待つんですけれども、待つことはいいじゃないですかと思える島民にならなきゃならな

いですよね。そこがこれから一番力を入れなきゃならないところだと思います。 

 ただ、もう１つ申し上げたいのは、例えば工場でもＩＴ関係の産業でも、非常に良識の

ある企業とか工場がありまして、例えば半島地域で、私の知り合いですが、ＩＴ関係の会

社が行って、地元の方にたくさん働いていただいて、または全国に公募して、この半島で

働きませんか、すぐそばに自然がありますよ、子供たちをそういうところで育てられます

よとお声がけして、よそからも来ていただいて、地元に馴染みながら、自然を壊さず、す
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ごく知的な産業を興していらっしゃるところもあるんです。だから、今までのように大き

くやって、どんどんものをつくって、量と速さを競うような工場誘致ではなくて、半島こ

そ知的な工場、または産業というものを地元側が選択して指導していくぐらいの物差しを

持たなきゃいけないかなと思います。以上です。 

【安島部会長】  ありがとうございました。そのためにはどうしたらいいんでしょうか。 

【鈴木委員】  今の話は、私もそのとおりだと思います。半島自体がこれまで若い人を

惹き付けなかったというのは、伝統だけではだめだと思うのです。先端が入ってこないと

いけない。先端と伝統があるから、若い人も来る。そして歴史が築かれていく。年をとっ

てくると経験値で物事を考えるから、働くところがない、産業がないと言うけれども、若

い人はこうした経験値ではなくて、新しいセンサーを持って、先端のものを持ってくる。

こうした先端がこれまでは入ってこなかったということが、半島や離島にはあるのではな

いか。 

 そういう意味では、先端を積極的に入れていくというビジョンを持っていくことによっ

て、歴史的なものとか、文化的なものが活きてくる。この部分が欠けてしまって、歴史的

なものとか現状だけでうまくいくということではないというところも含んでもらった方が

いいと思います。 

【安島部会長】  ありがとうございました。今日は非常に革新的な意見がいっぱい出ま

して、本当にそうだと思います。いかにそういう部分、進んだ企業とか、若者を惹き付け

るようなものをどうやって入れるか。例えば先端企業もあるし、例えばアートみたいなも

のですね。今、そういうものは地方の色々なところで活性化に貢献しているのではないか

と思うんですけれども、そういうものをいかに地域に持ってくるかというのは、地域も成

長しないとなかなか難しいかなと思いますので、そういう部分を研究していかないといけ

ないと思います。 

 他によろしいでしょうか。それでは、大分時間も経過いたしましたので、この辺で議事

を終了したいと思います。なお、本日の議事の概要につきましては、速やかにこれを公表

し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、以上をもちまして、本日の部会を終了させていただきます。色々なご意見を

賜りまして、どうもありがとうございました。ご審議に協力を賜りまして、誠にありがと

うございました。これで終わりにいたします。 

―― 了 ―― 


