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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

 1．はじめに
松山市は、賤ヶ岳七本槍で名高い松山藩初代城主・

加藤嘉明が、慶長 7 年（1602）から、四半世紀の歳
月を費やして築いた松山城を中心に、城下町として
発展してきました。

本市の中心市街地は、戦災復興土地区画整理事業
を行っており、また、松山城を中心に放射状に伸び
る 5 本の都市間幹線道路（国道）や 3 本の鉄道郊外
線により、人・物が中心部に集まる都市構造です。

加えて、西は陸の玄関口である JR 松山駅、東は
観光拠点である道後温泉があり、これらの地域を路
面電車が環状につなぎ、路面電車で移動可能な地域
が中心市街地となっています。

松山市の中心市街地の位置と交通機関等

 2．これまでの取り組み
松山広域都市計画において、広域行政機能、商業・

業務機能、都市福利機能、観光機能を兼ね備えた高
次都市機能の一層の強化を図ることで、圏域全体の
発展に寄与する地域と位置付けられている中心市街

地において、平成 11 年 3 月に松山市中心市街地活性
化基本計画を策定して以来、都市基盤整備、商業振
興を柱とした活性化事業を実施してきました。

また、平成 11 年からは、小説『坂の上の雲』に
描き込まれたメッセージを基本理念に、市内各地に
点在している小説ゆかりの史跡や、地域固有の文化
資源を発掘・再評価し、結びつけて、まち全体を屋
根のない博物館=フィールドミュージアムに見立て
たまちづくりを行っており、その具現化方策として、
中心市街地内の松山城周辺のセンターゾーンと 6 つ
のサブセンターゾーンの一つである道後温泉地区の
整備に平成 16 年度から「まちづくり交付金」制度を
活用し、交流人口の拡大による「地域経済・社会の
活性化と生活の質の向上」に取り組むなど、様々な
制度を活用しつつ、継続して各種活性化事業に取り
組んでおります。

これまでの取り組み成果として、中心市街地を代
表する地域である中央商店街においては、一定の賑
わいを堅持しており、観光客についても平成 17 年
で下げ止まり上昇傾向にあります。また、中心市街
地の人口は、最近 10 年横ばいの状況が続いており、
一定の成果を得ていると言えます。

また、本市の道後温泉と並び 2 大観光地である松
山城への入り口にある「ロープウェー商店街」では、
坂の上の雲ミュージアムの建設や、ロープウェイ駅
舎の改築、さらには電線類の地中化と歩道拡幅等の
道路景観整備に合わせて、商店街等をはじめとする
民有地の景観整備を行ったこと等により、平成 21 年
の地価公示において、四国の商業地で唯一上昇、上
昇率で全国 2 位となり、官民一体となった景観整備
の取組みが有効な成果を示しており、同様の整備が
道後地区でも進んでいます。

松山市総合政策部　坂の上の雲まちづくり担当部長付　一色　禎仁

松山市の認定中心市街地活性化基本計画について
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 3．認定中活計画の策定経緯
しかしながら、中心市街地内の大型商業施設の閉

館や、昨年春には隣町に中四国最大級の大型 SC の
オープン、さらには景気後退と消費者の購買意識の
低迷など、商業を取り巻く環境は、非常に厳しいも
のがあり、空き店舗や 100 円パーキング等の低未利
用地が増加し、来街者が減少するなど、まちの賑わ
いは失われつつあります。

そうした中、平成 17 年に中心市街地に隣接する
JT 跡地（準工業地域、敷地約 33,000 m2）の利用策
として、大型 SC の出店計画が浮上したことを発端
に、平成 18 年 12 月議会において、大型 SC が立地
した場合の影響について「中央商店街等との競合は
避けがたく、広域集客商業核の分散が起こり、人の
流れや消費行動に変化が生じて、中心市街地活性化
の阻害要因になるものと予想。平成 19 年度から改正
中活法に基づく新たな中心市街地活性化基本計画を
策定」することを表明し、経済活力の向上・まちの
賑わい回復を目指すとともに平成 21 年 11 月から放

映される「坂の上の雲」スペシャルドラマを起爆剤
とした、観光振興と商業の活性化に取り組む基本計
画を策定しました。

 4．基本方針
今回の計画は、平成 24 年度までの計画で、道後

温泉周辺、松山城周辺、JR 松山駅周辺の 3 地域を含
む約 450 ヘクタールの区域において、「城下町ならで
はの賑わいのあるまち」、「坂の上の雲のまちづくり
とまちなか回遊を活かした観光交流のまち」、「便利
で、楽しい商業のまち」を基本方針に、「街なかの賑
わい創出」「街なかの観光交流人口増」「街なかの商
業活性化」を目標に、官民一体となった計 68 事業に
取り組むこととしております。

本市の中心市街地の特徴として、各種公共公益施
設、商業・業務施設、観光地等が集中する区域内を
路面電車による回遊が可能なことから、中央商店街
における新たな商業施設の創出や、道後温泉や松山
城などの歴史的・文化的観光資源を活用した観光振
興。加えて、観光客を含む来街者に対し、中心市街
地内での回遊促進を図る等、まちのにぎわいに波及
効果をもたらす事業にも取り組むこととしておりま
す。
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 5．主な事業
主な事業といたしましては、松山市が進める JR 松

山駅周辺整備事業や道後温泉駅前整備、愛媛県が進
める県立中央病院の建替え、民間主体の事業として、
中央商店街が進める、中央商店街のカラー舗装や城
山公園オータムフェスティバル、回遊促進策として、
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観光施設における「回遊割引パス」やまちかど案内
情報発信施設の機能強化や携帯電話を活用した商店
街の情報発信事業「おいでナビ」の拡充など、ハー
ド、ソフト両面から活性化事業に取り組みます。

JR 松山駅周辺整備イメージ図（完成は計画期間終了後）

 6．数値目標

目　標 指　標 現況値
（H19）

目標値
（H24）

賑わい
創出

中央商店街歩行
者通行量 170.5 千人 195 千人

路面電車の年間
乗車人数 7,287 千人 7,400 千人

観光交流
人口増

市有観光 5 施設
の観光客数 1,348 千人 1,600 千人

商業
活性化

小売年間商品販
売額

263,982
百万円

264,000
百万円

 おわりに
中心市街地には悠久の歴史の中で育まれてきた歴

史的・文化的な資源に加え、様々な都市施設が蓄積
されており、これらの資源を活用することで「憧れ
誇り 日本一のまち 松山」を実現していきます。

最後に、11 月 29 日（日曜日）から、松山市出身
の秋山好古・真之兄弟、正岡子規が主人公の NHK
スペシャルドラマ「坂の上の雲」第 1 部がスタート
し、第 2 部 2010 年秋、第 3 部 2011 年秋の 3 年間、1
回 90 分全 13 回の放映があります。この機会に是非

『坂の上の雲』のまち松山へお越し下さい。

坂の上の雲ミュージアム

詳細な事業計画、目標設定等につきましては、松
山市中心市街地活性化ホームページをご確認くださ
い。
http：//www.city.matsuyama.ehime.jp/saka 
kumo/1188038_912.html

（いっしき　よしひと）


