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 1．西条市の概要
西条市は、愛媛県東部に広がる道前平野に位置し、

市域面積は 509.06 km2 という広大な規模を誇り、西
日本最高峰の石鎚山を主峰とする石鎚山系や高縄山
系を背景にして、南部及び西部は急峻な山岳地帯と
なっています。市域の平坦部では、石鎚山系を源流
とする水量豊かな加茂川や中山川をはじめ、中小の
河川が貫流し、それらの河川の表流水が地下に伏流
して、全国的にもまれな被圧地下水の自噴地帯が広
範囲にわたり形成されています。その自噴水や自噴
井は「うちぬき」と呼ばれ、昭和 60 年に環境庁（現
環境省）から「名水百選」に選定されるとともに、
平成 7 年には、国土庁（現国土交通省）から「水の
郷」に認定されています。

歴史的経緯から、市内には、旧西条藩陣屋跡や伊
予聖人として崇敬された小松藩儒学者 近藤篤山の
旧邸をはじめ、武家屋敷や西条まつりなど、数多く
の歴史・文化遺産が存在しています。

現在の西条市は、平成 16 年 11 月 1 日に、西条市、
東予市、丹原町、小松町の 2 市 2 町による合併によ
り誕生しましたが、新市の誕生により、四国地方に
おいて突出した製造品出荷額（平成 19 年工業統計調
査速報：約 8,880 億円）を誇る工業力と、生産量日

本一の愛宕柿や裸麦、春の七草などの様々な農産物
の宝庫である約 4,800 ha の経営耕地（2005 年農林業
センサス）といった、重厚な農工業基盤を併せ持つ
こととなり、四国屈指の産業都市へと変貌を遂げて
います。

うちぬき

 2．中心市街地活性化の推進体制
基本計画の策定にあたっては、中心市街地の活性

化に関係する部局間の連携、調整を図りながら、企
画経済部長を委員長とした 12 名の委員で構成する

「西条市中心市街地活性化基本計画策定委員会」及
び西条商工会議所会頭を会長とした 12 名の委員で
構成する「西条市中心市街地活性化協議会設立準備
会」において、方針や取り組み、今後の実施事業な
どについて協議を重ね、JR 伊予西条駅周辺から市役
所周辺までの約 140 ha を中心市街地の区域とし、平
成 20 年 7 月から平成 25 年 3 月までの 4 年 9 ケ月を
計画期間とする基本計画の認定を、平成 20 年 7 月 9
日付けで内閣総理大臣から受けました。
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 3．中心市街地の現状分析
（1）人口・世帯に関する状況

住民基本台帳による平成 19 年の当該区域人口は、
平成 10 年と比較すると増加していますが、平成 16
年の 9,088 人をピークに、減少傾向にあります。

中心市街地の人口、世帯数
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一方、世帯数は増加傾向にありますが、世帯人員
は平成 10 年の 2.38 人／世帯から平成 19 年には 2.21
人／世帯と減少傾向にあります。

人口構成は、平成 17 年国勢調査による 65 歳以上
の割合が 24.0％と、平成 7 年調査から 1.8 ポイント
増加し、市全体の高齢化率 25.0％とほぼ同様の割合
を示す一方で、マンションの立地による若者世代の
居住により、市全体の人口構成と比較して、15 歳未
満の人口割合が多くなっています。

世帯分離や核家族化の進行により、世帯規模の縮
小や人口が減少していると考えられますが、中心市
街地内にはマンション等が多く立地し、新たな居住
ニーズの高まりもあることから、今後においても、
安全で快適な居住環境を形成していく必要がありま
す。

（2）土地・建物に関する状況
商業地の地価は下落が続いており、平成 19 年度の

公示地価は、平成 10 年価格の 0.48 倍となっています。
また、80％以上が住宅系の建築となっている用途

地域内の建築活動は、平成 16 年度以降減少していま
すが、中心市街地には、市役所などの官公署をはじ
め、医療・福祉施設や教育施設、都市公園などが多
く分布し、都市機能が集積していることから、生活
利便性が向上しています。

（3）商業・賑わいに関する状況
東町、紺屋町、中央、栄町、栄町上組、登道の 6 つ

の商店街によって、T 字型の商店街が形成されてい
ます。しかし、商店街とその周辺地域には、1,000 m2 

以上の大規模商業施設が集積しており、それら大規
模商業施設の立地が、商店街の求心力の低下に繋が
り、中心部の商業衰退に影響を与えていることが考
えられます。

西条商店街の休日の歩行者・自転車通行量は、特
に、平成 13 年から平成 15 年まで大幅な減少がみら
れます。その背景には、中心市街地周辺部への大規
模商業施設の立地が、通行量の大幅な減少に影響し
ていると思われます。

年度別歩行者・自転車通行量（休日）
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また、それらの状況と相まって、店舗数、従業者
数、年間商品販売額の減少による商業の衰退ととも
に、空き店舗数の増加によって、西条商店街の空き
店舗率は平成 19 年で 43.3％と、近年で大幅に増加
し、賑わいも失われつつあります。

西条商店街の空き店舗状況
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（4）交通に関する状況
JR 伊予西条駅の平成 18 年の年間利用者数は、平

成 10 年と比較すると減少し、中心市街地を通る路線
におけるバスの利用者数についても、平成 18 年に
は、平成 14 年の 85.3％の利用者となるなど、モータ
リゼーションの進展に伴い、公共交通機関の利用者
が減少している傾向にあります。

（5）地域住民のニーズ等の把握・分析
☆商店街活性化アンケート調査（平成13年度）

郊外店舗の進出や商店街周辺の大型店の閉店など
により、商店街での買物の機会が総じて減少してい
ることが窺えました。また、商店街における駐車場・
駐輪場の不足を感じている回答が 40.3％と、最も多
くなっていました。
☆都市計画に関するアンケート調査（平成19年度）

大規模商業施設の出店により、商店街の衰退が懸
念されていることがわかりました。そして、既存の
商店街に対しては、「日常生活に必要な品物が揃う生
活利便性」や「高齢者に対応した品揃えやサービス」
など、生活利便性の高い商店街が望まれており、一
方、市に対しては、「診療所・病院」、「福祉施設」、

「図書館・児童文庫」など、医療・福祉機能や図書館

等の充実が求められていることから、子どもから高
齢者まで、多様なニーズに対応していくことが必要
となっています。
☆中心市街地活性化に関する街頭ヒアリング調査
　（平成19年度）

中心市街地への交通手段としては自転車や徒歩が
多く、JR やバスなどの公共交通機関の利用は少な
い状況にあります。また、中心市街地に対する満足
度については、全体的に満足側の回答が多く、特に

「公共公益施設・サービス（都市福利）」については、
72.4％の方が満足側の回答をしていますが、「買物・
飲食（商業）」については、最も満足度が低い状況に
ありました。
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4． 中心市街地の活性化に取り 
組むにあたっての課題

（1）賑わいと回遊性のあるまちづくりの推進
主な観光資源・イベント等の入込観光客数は、平

成 11 年を境に減少傾向にあり、特に中心市街地にお
いては、広域観光に対する求心性が弱く、市街地内
の回遊性の欠落などから、市外からの観光ニーズに
応えられていない状況にあります。しかし、中心市
街地内には、多くの歴史・文化資源や自然資源があ
り、また、平成 19 年 11 月には、県内で唯一の鉄道
遺産を活用した観光施設として、「鉄道歴史パーク in 
SAIJO」がオープンしたことにより、これらの資源
と連携することによって、観光ニーズに応えていく
必要性がより高まってきました。そのため、中心市
街地を拠点として、観光資源や歴史・文化資源等を
活用した、個性的かつ魅力的な交流拠点や観光ルー
ト、各種受入れ体制等の整備を推進し、観光客等が
回遊できる市街地を形成していかなければなりませ
ん。
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四国鉄道文化館に展示されている「０系新幹線電車」と
「DF50 形ディーゼル機関車」

また、中心部は著しい高齢化の進行が窺える一方
で、市全体の人口割合と比較して、15 歳未満の人口
割合も高く、子どもから高齢者まで幅広い世代が居
住しています。このような中で、本市に充実が望ま
れるものとして、「診療所・病院」、「福祉施設」、「図
書館・児童文庫」が、また、商業機能として求めら
れているものに、「日常生活に必要な品揃え」や「高
齢者に対応した品揃え」が挙げられており、今後、
中心市街地の賑わいを創出するためには、子どもか
ら高齢者まで幅広い世代が交流できる機能を向上さ
せ、様々な人が集まり、賑わいのある中心市街地を
形成していかなければなりません。

（2）中心市街地の居住ニーズに対応したまちなか居
住の推進
中心市街地には、アクアトピア水系や周辺には緑

地などがあり、良好な居住環境が保たれていること
が特徴です。そのため、今後も水辺等の自然環境、
地域の景観、歴史・文化資源の保全に配慮した快適
で良好な居住環境の創出や、都市施設等の計画的か
つ一体的な整備を図るなど、まちなか居住を推進し
ていくことが必要です。

また、近年のマンション建設にみられるように、
まちなかへの居住ニーズが高いことから、今後もま
ちなかでの住宅建設の活性化が望まれるとともに、
老朽化した公営住宅の整備や、空洞化により発生す
る空き家などの活用により、居住ニーズに応える住
宅供給の推進が求められます。

アクアトピア水系
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５．基本理念・方針、目標指標・数値 

 

☆基本理念 

☆基本方針 

☆目標指標・数値 

「水と元気の源“うちぬき”空間」の創造 

本市の源である水資源と歴史資源を土台とし、中心市街地において、２つの方針に
よって、水と元気が湧き出る新たな“うちぬき空間”の創造を目指します。

 水と共生した快適な居住 

空間の創造

潤いあふれる快適な居住環境の形成を

図り、誰もが安心して暮らせる居住環境

を形成し、定住人口の増加を目指します。

元気と賑わいのある交流 

空間の創造

多様なニーズに対応し、子どもから高

齢者、観光客等が交流できる「まちの顔」

にふさわしい都市づくりを目指します。 

☆目標１ 賑わいと回遊性の向上 

目標指標①  商店街の歩行者・自転車通行量（休日）

8,449 人（Ｈ19） 10,000 人（Ｈ24） 

平日の通行量が休日の通行量を上回っている状況により、平日は通 

勤・通学者による商店街利用があるものの、休日には通勤・通学者 

の商店街利用が少なくなっていることが考えられることから、休日 

の商店街の賑わいを向上させるための目標値としました。 

 

参考目標指標 空き店舗率

43.3％（Ｈ19） 40.0％（Ｈ24） 

平成 19 年の空き店舗率は 43.3％、空き店舗数は 93 店舗であり、こ 

れ以上空き店舗が増加すると、商店街として機能しなくなりかねな 

い状況にあるため、フジ西条店が閉店し、商店街の回遊性が失われ 

る前（平成 17 年）の値を参考目標値としました。 

 

☆目標２ まちなか居住の推進 

目標指標②  居住人口

8,873 人（Ｈ19） 9,100 人（Ｈ24） 

中心市街地の居住人口は、平成 16 年の 9,088 人をピークに減少傾向 

にあり、平成 24 年には約 8,540 人まで減少することが予想されるた 

め、新規転入者の増加から社会増によって中心部の求心力が保たれて 

いた平成 16 年当時の値を目標値としました。 

方針 1 方針 2

 5．基本理念・方針、目標指標・数値
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6． 中心市街地活性化のための主
な事業（計画期間内に 37 事業を実施予定）

☆地域交流情報センター（新図書館）整備事業
情報化社会への対応可能な地域交流情報センター

機能のある図書館を整備します。エントランスホー
ル内のアクアフォーラムは、本市の特色を紹介する
コーナーとして、来街者に「うちぬき」に関する興
味関心を促し、「うちぬき」の歴史・文化の情報を、
模型やパネル、ビデオなどで視聴できる空間として
います。

☆共同店舗整備事業
西条商店街の北側に位置する紺屋町商店街におい

て共同建替を実施し、西条商店街の拠点となる商業
施設を整備します。
☆タウンマネージャー設置事業

多岐にわたる事業間の連携や総合調整等、中心市
街地活性化協議会の適正な運営の司令塔として外部
から人材を招き、タウンマネージャーを設置します。
☆中央地区（旧西条クリニック）公園整備事業

賑わいの拠点として、緑陰広場の整備やアクアト
ピア水系を活用した親水空間、小規模なイベントの
開催も可能な芝生広場、親水広場等の整備を行いま
す。
☆小広場整備事業

中心市街地のアクアトピアや商店街等を散歩コー
スとする市民も多いことから、うちぬき広場等との
ネットワークを図りながら、商店街周辺に「うちぬ
き」が飲め、休憩のできる小広場を整備します。ま
た、来街者に安全で安心して回遊してもらうために、
市内の観光情報や位置案内なども整備します。
☆情報案内板整備事業

中心市街地の回遊性の創出を図るため、駐車場や

商店街、公共施設の位置等を示す案内板（地図、サ
イン等）及びイベント等の情報板の整備を行います。

☆アクアトピア悠歩事業
本市は街角の随所に「うちぬき」が湧き出る水の

都です。
「鉄道歴史パーク in SAIJO」や今後整備される地

域交流情報センター（新図書館）を訪れる観光客、
市民を街なかに誘導し、ゆったりと回遊してもらう
ための「西条水めぐりマップ」を作成して、ボラン
ティアガイド（水めぐり案内人）の案内により、商
店街やアクアトピア水系を中心とする施設等を回遊
します。

☆ JR伊予西条駅南北自由通路整備事業
JR 予讃線によって南北に分断されている市街地

において、JR 伊予西条駅に南北自由通路を整備し
ます。また、駅南側にはロータリー機能を有した南
口広場の整備を行います。この事業により、南口利
用者の利便性が飛躍的に向上するとともに、北口の

「鉄道歴史パーク in SAIJO」と連携の取れた南口の
整備が行えることとなります。
☆ JR伊予西条駅南口広場整備事業

JR 伊予西条駅の南北自由通路の整備にあわせて、
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駅南側にロータリー機能を有した南口広場やアクセ
ス道路の整備を行います。

 7．結びに
人口の減少、少子高齢社会を迎えている中で、多

様な都市機能がコンパクトに集積した、子どもや高
齢者を含めた多くの人にとって暮らしやすい、にぎ
わいあふれるまちづくりを進めていくことは、中心

市街地再生の重要課題と考えます。
認定された基本計画を中心市街地の再生に向けた

まちづくりの第一歩として捉え、今後は、去る 10 月
2 日に設立された西条市中心市街地活性化協議会の
意見を賜りながら、基本計画に位置づけた事業の実
施により、市民や関係者と一体となって目標の実現
に向けて取り組んでいきたいと思います。

（おおにし　やすひこ）
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