
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～連　載

高知県・四万十市中心市街地活性化基本計画の
概要

四万十市商工観光課
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 1．はじめに
本市は、平成 17 年 4 月 10 日に旧中村市と旧西土

佐村が合併し発足しました。位置的には、高知県の
西南部「幡多地域」（3 市 2 町 1 村）のほぼ中央にあ
り、人口約 36,800 人（約 16,100 世帯）で、太平洋と
三方を山々に囲まれた面積632.50 km2 の自然が豊富
で情緒豊かな地方都市です。

日本最後の清流として知られる四万十川は、いく
つかの支流を集めながら市の中央を南流し黒潮踊る
太平洋に注いでおり、毎年多くの観光客が訪れます。

歴史的には、中世に京都から下向した一條氏によ
るまちづくりが発展し、その影響が土佐一国に及ぶ
など由緒ある歴史を誇っています。江戸期になると
山内藩政時代には、楮（こうぞ）や三椏（みつまた）
などを原料とした製紙業が主要な産業となりまし
た。そして、大正から昭和 30 年代前半頃までは豊富
な山林資源を活かした薪炭の製造が盛んとなり、近
畿圏に大量に出荷されていました。

旧中村市は昭和 29 年 3 月に 11 町村の合併により
発足し、3 年後の昭和 32 年 4 月には旧大方町の双
海地区が編入されました。一方、旧西土佐村は昭和
33 年に津大村と江川崎村の 2 村が合併し発足しまし
た。

 2．策定経緯
本市では、平成 16 年度に見直しを行った「中村

市中心市街地活性化基本計画（5 カ年計画）」によ
り、中心市街地の賑わいづくりを目標に各商店街の
路面や街路灯の整備など各種事業を実施してきまし
たが、全国の例に漏れず、歩行者通行量の減少や空
き店舗の増加など、十分に目標が達成できず賑わい

の復活には至っていない状況にありました。
そのような状況の中、これまでの取り組みに対す

る評価・検討を行い、改正中心市街地活性化法に基
づく新たな「四万十市中心市街地活性化基本計画」
を策定し、平成 20 年 7 月 9 日に内閣総理大臣の認定
を受けました。

 3．中心市街地の位置
基本方針の 3 本柱である「賑わいと回遊性のある

まちづくり」、「安心・安全 住みやすいまちづくり」、
「商店街の再生による魅力あるまちづくり」に位置付
けた各施策の展開において、まちなか居住の観点か
らアパート・マンションの立地が多い区域、まちな
かの回遊性向上の視点に立った区域、観光客等の来
街者を呼び込むことのできる宿泊施設・食事処の集
積区域、小京都の観点から小京都らしい街並みづく
りを対象とする区域を考慮した約 170 ha（旧計画：
約 205 ha）のエリアを中心市街地と設定しました。

 4．基本方針・目標
『清流に笑顔がかよう小京都中村』を基本コンセ

プトに、「賑わいと回遊性のあるまちづくり」、「安
心・安全 住みやすいまちづくり」、「商店街の再生に
よる魅力あるまちづくり」の 3 本柱を基本方針とし
て、それに対応した 3 つの目標を設定し、平成 20 年
7 月～平成 25 年 3 月の計画期間において、その達成
状況を的確に把握できるよう数値目標を定めて活性
化事業の推進に取り組んでいます。



連　載

74  Vol.63 No.3 2009  SHINTOSHI

・1 本目の柱　賑わいと回遊性のあるまちづくり
目標：�地域住民及び遠くから訪れるお客さんの回

遊性向上
 　市街地にある豊富な地域資源を活かして、観光
客等をまちなかに誘導する仕組みづくりを行うと
ともに、物産館等の整備により地域の交流拠点を
形成し賑わいと回遊性の高いまちづくりを図りま
す。
 　数値目標としては、歩行者・自転車通行量及び
観光入込み客の宿泊者数を用います。

○歩行者・自転車通行量
　（H19 年度 5,082 人⇒ H24 年度 7,800 人）
○観光入込み客の宿泊者数
　（H18 年 133,877 人⇒ H24 年 138,000 人）

・2 本目の柱　安心・安全 住みやすいまちづくり

目標：�子育て世代や高齢者の方が安心して生活でき
る住環境の整備によるまちなか居住の促進

 　中心市街地には歩いて暮らせる範囲に様々な施
設が集積していることから、この利便性を活かし
て居住人口の増加に繋がる事業や、子育て世代の
市民に安心感を与える事業などを実施し、コンパ
クトな居住環境の提供を図ります。
 　数値目標としては、まちなか居住人口を用います。

○まちなか居住人口
　（H19 年度 7,701 人⇒ H24 年度 8,000 人）

・ 3 本目の柱　商店街の再生による魅力あるまち
づくり

目標：中心商店街の再生による地域経済の活性化
 　中心市街地における販売力の低下は地域経済の
悪化に影響を及ぼすので、空き店舗対策や飲食街
の再開発などにより、集客力を高め商業機能の再
生を積極的に推進します。
 　また、大規模集客施設の郊外への立地を規制し、
中心市街地への商業の集積を図ることで中心市街
地の商業の活性化を図ります。
 　数値目標としては、小売業年間商品販売額及び
空き店舗率を用います。

○小売業年間商品販売額
　（H19年度13,667百万円⇒H24年度13,800百万円）
○空き店舗率（H19 年度 20.3%⇒ H24 年度 19%）

 5．目標達成のための主な事業
基本計画には、5 施策・34 事業を位置付けていま

す。主な事業は次のとおりです。

（1）市街地の整備改善（3 事業）

・県道川登中村線ポケットパーク整備事業
 　中心市街地への西の玄関口に位置するポケット
パーク等の整備及び観光案内版の設置により回遊
性の向上を図ります。

県道川登中村線ポケットパーク整備事業（イメージ図）

（2）都市福利施設の整備（4 事業）

・新庁舎（図書館改築を含む）建設事業
 　老朽化した市庁舎を小京都の風情を醸し出す新
庁舎へ改築し、併せて図書館を一体的（庁舎 2F）
に整備することにより、賑わいを創出し周辺商店
街への回遊性の向上を図ります。

新庁舎建設事業（完成予想図）

（3）まちなか居住の推進（4 事業）

・空き家バンクシステムの構築
 　中心市街地にある 200 戸あまりのアパートやマ
ンションの空き部屋について、宅建協会等と連携
しながら、情報を収集し発信できるシステムを構
築することで、居住人口の拡大に寄与します。
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空き家バンクシステムの構築（イメージ図）

（4）商業の活性化（21 事業）

・物産館サンリバー四万十事業
 　中心市街地の南端で国道 56 号線沿いに建設す
る「物産館サンリバー四万十」は、地域産物産販
売所・和風系大型レストラン・観光及び道路情報
発信センター等を整備し、立地場所の優位性を活
かした集客力により市街地中心部への新しい回遊
導線を形成することで、近隣商店街の賑わいの再
生に寄与します。

物産館サンリバー四万十整備事業（完成予想図）

（5）公共交通機関の利便性増進（2 事業）
・中村まちバス及び路線バス利用促進事業
 　各種イベントと連携したデマンドバスの利用
や、高齢者等の利便性向上のために路線バスの利
用促進を推進することで、商店街への回遊性向上
に繋げます。

中村まちバス及び路線バス利用促進事業

 6．おわりに
四万十市中心市街地活性化基本計画は、まちの

活性化に向けた最後のチャンスであるとの認識のも
と、民間事業者、地域住民、行政が一体となって事
業を推進していくものです。基本計画 2 年目となる
平成 21 年度は飛躍の年ですので、順次事業に着手し
目標達成に向けて努力を続けていきたいと考えてい
ます。
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２１．歴史探訪・史跡めぐりコースの設置及び PR 事業 

２２．名物料理の開発・普及振興 

２３．食事処・宿泊施設マップの作成 

２４．きれいなまちづくり事業 

２５．まちの図書館 

２７．市街地回遊スタンプラリー&マップづくり 

２８．四万十川流域レンタサイクルスタンプラリー 

２９．商店街個店情報発信事業（中村版一店逸品） 

「みて屋」の活用・発展 

３１．商店街託児サービス事業 

３２．四万十市の「食」開発事業 

３３．中村まちバス及び路線バス利用促進事業 

２．小京都らしい街並み再生

８．空き家バンクシステムの構築

９．南海地震対策

１０．移住促進事業

１１．U・I・J ターン者促進事業 

１６．中心市街地活性化協議会タウンマネージャー設置事業

１７．SHIMANTO 四季のフェスティバル 

１８．空き店舗活用・対策事業 

２０．体験型観光受入体制の充実 

３０．

中心市街地全体で取り組む事業

１９．日曜市活性化事業

１４．東下町会館の改築

１３．天神社まちなみ整備事業

３．県道川登中村線ポケット

パーク整備事業

７．第二給食センター建設

６．中村小学校改築

１５．食育広場整備事業

３４．少子高齢化に対応した交通体

系の実現に向けた協議・検討

１．市道天神下西線舗装改良事業

４．新庁舎建設事業

５．図書館の改築

２６．松岡ビル（仮称）建設

１２．物産館サンリバー四

万十整備事業

（木造住宅耐震化促進、自主防災組織の育成）

国道 56 号線

国道 439 号線 

中心市街地活性化に向けた取り組み


